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XO355－037　　　　　　　　　　　尾張・名所記

続尾張八丈
安政5（写）（1858）

240×170ミリ1巻1冊27丁写本
題簸二原・続尾張八丈表紙：原・薄茶色無地

構成：目録1、本文26

刊記1此冊玉晃小寺氏所輯録也、安政戊午之春借以
写要斎（印）。

印記：要斎珍蔵・要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ四百十二一六」（貼紙）

XO355－038　　　　　　　　　　　　尾張・系譜

尾張諸家系譜
安政5（写）（1858）

241×171ミリ1巻1冊53丁写本
題簸1原・尾張諸家系譜表紙：原・薄茶色無地
構成1天野から河野29、小瀬から佐治24
刊記：右系録者天野重美撰宝永四亥弥生下旬有序、
永坂平器蔵之余借其本而再写之天保八年丁酉霜月中
旬小寺源広路、右原文模糊今取意而節略之忠陳、右
借小寺氏蔵書而写之原本属辞顛倒錯雑今改其甚余皆
従原本中有太維解者亦従原本而侯他目考得事実、安
政五年戊午十一月陽来復後三目要斎細野忠陳、右以
小寺広路写本再写之広路本併永坂本一冊今亦従之、
安政五年戊午十一月廿九目細野忠陳。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：天野以下佐治まで27家を収載。前表紙にrホ四
百十二三四」（貼紙）

XO355－039　　　　　　　　　　　尾張・見聞記

尾陽寛文記
安政5（写）（1858）

240×172ミリ1巻1冊25丁写本
題籏：原・尾陽寛文記表紙：原・薄茶色無地

構成：序1（延享元甲子初穐目　立錐軒如儂）、本文24

刊記：右寛文記ハ同心刑部善三右衛門か著す所也享
保十二年隠居して如儂と称すと云天明改元辛丑の仲冬
厚（原力）本頭書を加ふ人見泰識、刑部善三右衛門二
あらず十右衛門といふ渡辺半蔵同心二て知行弐百五十
石父も十右衛門と云善三右衛門といふハ如儂か伜也、

右尾陽寛文記一巻以岸上氏蔵書描写之、朱墨三家之
考亦皆従原本青書則忠陳加之、按三家所考朱書則巻
末姓名明臭、白箋未詳何人所加黄箋所所謂時申者横
井氏通称伊折後任丹後守時申其名也、我尾張国老
天明六年十二月致仕号林斎安政五年戊午重陽前一
日　細野忠陳識（印）。

印記：要斎珍蔵・尾張細野氏記・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二五」（貼紙）。記事内容は
元禄・宝永期が中心。

XO355－040　　　　　　　　　　　　尾張・書上

尾府官蔵名器記
安政7（写）（1860）

233×168ミリ2巻1冊17丁写本
題籏：原・尾府官蔵名器記表紙：原・薄茶色無地

構成：尾州家御名物留12、尾張御国許名物御道具付5

刊記：此冊天保三年壬辰閏十一月所蔵者草書不謹故

構成：本文20、遊紙1
刊記：長坂政賢訂補・天野信景重校（巻頭）、右城跡一

百五十余所依有司之簿楼（採）諸家籍記以書之其所失

誤者後人幸正焉宝永戊子七夕藤信景志之。干時享
保十乙巳初夏二目写之真燕。右一冊以立井氏之蔵
書写之天保六乙未九月二日　奥村徳義。安政四年丁
巳四月十九目以奥村氏蔵本写之午半刻始業申半刻畢
細野忠陳元治元年甲子四月八目以田澤直吉本校讐
加朱（巻末〉。

印記：要斎珍蔵・要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：9・10丁丁間に紙縫りあり。「穰翠亭蔵」の罫紙使

用。前表紙に「ホ四百十二　一三」（貼紙）。
XO355・034（2）［尾張人物志］も参照。

XO355－034（2）　　　　　　　　　　　　尾張
［尾張人物志］

安政4（写）（1857）

17丁写本
刊記：正徳改元仲冬望天野信景編輯・堀貞義校正・
木下宗職再訂（巻頭）、右以奥村徳義蔵本写之原本誤

脱多当得善本而校之安政四年丁巳五月朔目　細野
忠陳識慶応元年乙丑七月二目以一本校之補遺奥
村本不載之故今写以収之（巻末）。

備考：書誌情報はXO355・034（1）［尾張古城志］を参
照。

0355－035－01　　　　　　　　　　　　尾張
1帳雑志　1

1857年）

38×169ミリ2巻2冊45丁写本
1籏：原・開帳雑志一（方箋共）表紙：原・薄茶色無

XO355－035－02　　　　　　　　　　　　尾張
開帳雑志　2

安政4（写）（1857）

240×170ミリ28丁写本
題簸：原・開帳雑志二（方箋共）表紙：原・薄茶色無
地

刊記：時文政九年丙戌五月中六目名府猿猴庵謹図之
同年常夏月下八目歌月庵模写、安政丁巳仲冬三目抄
写寂感舎主人（忠陳印）。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

XO355－036　　　　　　　　　　　尾張・名所記

張藩名所記

安政5（購入）（1858）

236×171ミリ1巻1冊34丁写本
題簸：原・張藩名所記全表紙：原・藍色無地
刊記：安政五年戊午十一一月一陽来復日買之橘陪骨董
舗要斎細野忠陳識。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：内容は名古屋城下のこと。朱書あり。前表紙にrホ

四百十二三五」（貼紙）



刊記：今菰辛酉五月余遊干中島郡本神戸村拝酒見
祠遊干目久井村訪則竹氏観所蔵神器数品是往年出於
宅内古丘中云主人又出示此冊及真清田神宝録一冊余
乃懇請併借之皆写之真清田録錐草本猶可読実如此書
則顛倒錯雑不可読者多臭今随写聯改之以期他目補修
之功尿文久紀元辛酉五月八目細野忠陳識（印）。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二四三」（貼紙）

XO355－044　　　　　　　　　　　　　　尾張

天林山笠覆寺観音縁起

慶応2（校合）（1865）

232×169ミリ1巻1冊15丁写本
題簸：原・天林山笠覆寺縁起表紙：原・毘沙門亀甲地
に小梅と若松の丸散らし（刷り）

刊記＝＜藍色の書で＞干時天文拾年二月日尾州愛智
郡天林山笠覆寺右青書以小寺玉晃老人所蔵本校讐
慶応二年丙寅四月廿一目（花押）。

印記：尾張細埜氏記・宗辰所集・三井家3。

備考：校合は慶応2年。前表紙に「ホ四百十二四二」
（貼紙）。

XO355－045　　　　　　　　　　尾張・旅行記

要斎君手記［遊智多郡所観］

明治4（1871）

236×166ミリ1巻1冊45丁写本
題簸＝原・要斎君手記（打付）、遊智多郡所観表紙：

原・薄茶色無地

構成：遊智多郡所観序1（明治4辛未9月至10月要斎
陳）、本文44
印記＝要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前半部分は罫紙を使用。後ろから7丁目丁間に
切紙あり。前表紙に「ホ四百十二三六」（貼紙）

XO355－046　　　　　　　　　　　　尾張・系譜

尾侯紀略

明治8（内容下限）（1875）

242×168ミリ1巻1冊53丁写本
題簸：原・尾侯紀略全表紙：原・白色雲母引き
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「別二御系譜横本一冊アリ可併看」（見返し）、3丁

目に「尾張墓所覧」切紙2あり、43丁目に茂徳代秀麿に
関する切紙1あり、武鑑写しあり。前表紙にrホ四百十二
二七」（貼紙）

尾張XO355－047－01（1）

［尾陽雑記　1］

239×166ミリ6巻6冊（5冊に合綴）30丁写本
題簸：原・尾陽雑記一二表紙：原・刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ百八十二j（貼紙）とrホ印百八十ニノ

五巻」（下ヶ札）

尾張XO355－047－01（2）

［尾陽雑記　2］

誌地3〔262〕

今又浄写之其未詳者姑存疑安政七年庚申正月元目
細野忠陳識（名物留）・右佐藤氏之秘蔵書也密乞借而

写之天保十三年壬寅奥村徳義秘蔵、安政七年庚申正
月廿三日以奥村氏之本写之要斎忠陳（道具付）。

印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：忠陳の朱書あり。前表紙にrホ四百十二三八」
（貼紙）

XO355－041　　　　　　　　　　　　尾張・俳詣

熱田宮雀
万延1（写）（1860）

227×169ミリ1巻1冊29丁写本
題簸：原・熱田宮雀全表紙＝原・薄茶色無地
構成：序1（天和元辛酉暦霜月目兼頼）、目録3、上巻

25
刊記：此書世に甚希なり神谷三園翁京師より買れしを小

寺玉晃模写して蔵せり余又玉晃の本を借て再写す字様

画躰原本に似ざる事遠かるべし○往年尾張志及名所
図会を編し人々其時ハ此書ある事を知らず此書に載る
故事を漏したる所あるを遺憾とすと云玉界の話を記す

万延庚申六月十八目　要斎陳（花押）。

印記：要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二／二〇」（貼紙）

XO355－042（1）　　　　　　　　　　　　　随筆

［遊覧随筆　1］

（1861年）

244×170ミリ2巻2冊（1冊に合綴）37丁写本
題籏：原・遊覧随筆中村政順筆記表紙1後・薄茶色
無地
構成：目録2、本文34、書写奥1
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：目録は罫紙を使用。前表紙に「ホ四百十二一
四」（貼紙）

XO355－042（2）

［遊覧随筆　2］

文久1（写）（1861）

写本
刊記：習斎中村先生之父日道而君、有随筆六巻習斎
先生題其書皮、分為見聞随筆五巻遊覧随筆一巻、余
頃借之其曾孫得斎翁而写之、因口按見聞随筆中有合
属遊覧随筆者一巻、故今改為見聞随筆四巻遊覧随筆
二巻合綴為随筆二冊遊覧随筆一冊而蔵之、道而君諦
政順通称藤左衛門貞享甲子五月二十三目生、元禄甲
申宝永紀元四月二十八日継家賜禄百石、為馬廻組、
元文己未八月二十七目卒享年五十六、君嬰山内氏生
二男二女伯政峰通称覚蔵号厚斎先生叔即習斎先生也
文久元年辛酉一陽来復目細野忠陳識（印）。

XO355－043　　　　　　　　　　　　　　尾張

目久井神鏡記
文久1（写）（1861）

235×168ミリ1巻1冊6丁写本
題籏：原・目久井神鏡記表紙＝原・薄茶色無地
構成：序1（寛政二年庚戌四月尾塞神社従二位舩著大
明神氏人尾張　目比野尾関佐兵衛吉武）、本文5
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269×194ミリ1巻1冊142丁写本
題簸1後・尾張寺社由緒記（方箋共）表紙1後・薄茶色

無地
刊記：江州住人佐々木宮内少輔信綱より五代目四郎五
郎信勝之三男右近忠秀嫡子靱負助秀季。
印記：要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考1前表紙に「ホ四百十一」（貼紙）と「ホ印四百十一／

壱冊」（下ヶ札）、メモ書「C239」

XO355－051　　　　　　　　　　　尾張・行事

愛知郡岩塚村七社明神祭礼図

237×169ミリ1巻1冊10丁写本
題簸：原・愛知郡岩塚村七社明神祭禮圖表紙＝原・薄

茶色無地
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr高力種信草本」（朱書）・r正月十七目」

（角書）とある。前表紙に「ホ四百十二二五」（貼紙）

Y1355－001－01　　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編1

（1844年）

267×187ミリ7巻7冊87丁整版
題籏1原・尾張名所圖會前編一表紙1原・覗色1五瓜
に梅型押し

構成：序12（天保十二季歳尾張世臣六十九翁香実深
田正紹・辛丑冬十一月深田精一・上田仲敏・磯村千春）

凡例2、目録1、本文72
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「ホ印九」（貼紙）と「ホ印九／拾三巻」
（下ケ札）

Y1355－001－02　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編2

（1844年）

266×188ミリ66丁整版
題簸：原・尾張名所圖會前編二表紙：原・覗色：五瓜
に梅型押し

構成：目録1丁半、本文64丁半
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－001－03　　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編3
（1844年）

267×188ミリ39丁整版
題簸：原・尾張名所圖會前編三表紙1原・覗色：五瓜
に梅型押し

構成＝目録半丁、本文38丁半
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－001－04　　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編4
（1844年）

266×188ミリ43丁整版
題簸：原・尾張名所圖會前編四表紙：原・覗色1五瓜
に梅型押し

尾張

63丁写本

XO355－047－02

尾陽雑記　3

237×166ミリ63丁写本
題簸：原・尾陽雑記三表紙：原・刷毛目
印記＝宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－047－03

尾陽雑記　4

237×166ミリ82丁写本
題簸：原・尾陽雑記四表紙：原・刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－047－04

尾陽雑記　5

237×165ミリ64丁写本
題籏：原・尾陽雑記五表紙：原・刷毛目
印記二宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－047－05

尾陽雑記　6

239×166ミリ70丁写本
題籏：原・尾陽雑記六表紙：原・刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：本朝編年録からの引用散見す、付箋1あり、後ろ
表紙見返しに「深田蔵」（墨書）

XO355－048　　　　　　　　　　　　　　尾張
［尾陽雑記　5］

明治11（写）（1878）

233×167ミリ1巻1冊99丁写本
題簸：後・尾陽雑記表紙：後・茶色＝布目地型押し

刊記：小寺氏所贈、玉晃老人臨没所贈七部之内明治
十一年戊寅九月、小川義雅拝写。
印記：小寺姓玉晃文庫・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四百十二六（カ）」（貼紙）

尾張・格式XO355－049

張臣八家十二格

240×170ミリ1巻1冊15丁写本
題簸：原・張臣八家十二格表紙：原・薄茶色無地

刊記1右借得問島先生蔵本而謄写細野忠陳。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二三二」（貼紙）

尾張XO355－050
［尾張寺社由緒記］



題籏：原・尾張名所圖會後編二表紙1原・藍色：五瓜
に梅型押し

構成：遊紙1、目録2、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－002－03　　　　　　　　　　　　名所記

尾張名所図会　後編3

（1880年）

260×188ミリ69丁整版
題簸：原・尾張名所圖會後編三表紙：原・藍色＝五瓜
に梅型押し

構成：遊紙1、目録1丁半、本文66丁半
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1紙磋り1あり

Y1355－002－04　　　　　　　　　　　　名所記

尾張名所図会　後編4

（1880年）

260×188ミリ63丁整版
題簸：原・尾張名所圖會後編四表紙：原・藍色＝五瓜
に梅型押し

構成1遊紙1、目録1、本文61
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1355－002－05　　　　　　　　　　　　名所記

尾張名所図会　後編5

（1880年）

260×188ミリ35丁整版
題籏：原・尾張名所圖會後編五表紙：原・藍色1五瓜

に梅型押し

構成：遊紙1、目録1、本文33
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－002－06　　、　　　　　　　　　　名所記

尾張名所図会　後編6

明治13（1880）

261×189ミリ71丁整版
題簸：原・尾張名所圖會後編六表紙：原・藍色：五瓜
に梅型押し

構成：遊紙1、目録2、本文61、引書目4、践3（明治十
三年愛知縣士族七十一翁少講義小田切春江）
刊記：明治十三年八月廿六目出版版権屈、明治十三
年九月刻成、愛知縣蔵版、剤削愛知縣下名古屋匠下
長者町百十二番邸豊原堂稲夫、発莞書騨同縣同匿玉
屋町二十六番邸片野東四郎。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－001

［尾張志　1上］

明治25（題字）（1892）

230×158ミリ10巻10冊59丁活版
題簸1原・尾張志名古屋上表紙：原・肌色：布目地
型押し
構成：題字1（壬辰五月桂太郎）、序2（天保十四年癸卯

春正月　図書監臣深田正紹・天保十五年二月植松庄
左衛門茂岳）、凡例1、目録1、本文54

地誌3〔264〕

構成：目録1、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－001－05　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編5
（1844年）

267×189ミリ85丁整版
題簸：原・尾張名所圖會前編五表紙1原・覗色：五瓜
に梅型押し

構成：目録2、本文83
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－001－06　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編6
（1844年）

267×189ミリ78丁整版
題籏：原・尾張名所圖會前編六表紙：原・覗色：五瓜
に梅型押し

構成：目録2、本文76

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－001－07　　　　　　　　　　尾張・名所記

尾張名所図会　前編　7
天保15（1844）

266×189ミリ88丁整版
題籏：原・尾張名所圖會前編七表紙：原・覗色＝五瓜
に梅型押し

構成：目録2、本文86

刊記：天保十二年辛丑十一月脱稿、同十五年甲辰二
月発免、尾張書蝉名古屋本町九丁目菱屋九兵衛・伝
馬町五丁目菱屋久八郎合梓、発行書痺名古屋本町一
丁目風月堂孫助・同本町三丁目菱屋藤兵衛・同本町七
丁目永楽屋東四郎・同本町十丁目松屋善兵衛・同小牧
町美濃屋伊六・京都御幸町御池上ル菱屋孫兵衛・同寺
町松原上ル菱屋治兵衛・大坂心斎橋北久太郎町河内
屋喜兵衛・同順慶町柏原屋清右衛門・江戸芝神明前岡
田屋嘉七・同日本橋通一丁目須原屋茂兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1355－002－01　　　　　　　　　　　名所記
尾張名所図会　後編1

（1880年）

260×188ミリ6巻6冊55丁整版
題籏：原・尾張名所圖會後編一表紙：原・藍色：五瓜
に梅型押し

構成：遊紙1、題字1、序8（明治庚辰二月国貞兼平ほ
か）、目録1、本文44

刊記：岡田啓・野口直道遺稿、小田切春江図画井補綴
（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝袋共

名所記Y1355－002－02

尾張名所図会　後編2

（1880年）

260×188ミリ45丁整版
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印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－007（2）

［尾張志　6］

（1892年）

22丁活版
構成：葉栗郡

Y2355－008

［尾張志　7］

（1892年）

230×157ミリ76丁活版
題簸：原・尾張志中島郡表紙：原・肌色1布目地型押
し

構成：目録1、本文75
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－009（1）

［尾張志　8］

（1892年）

230×158ミリ87丁活版
題簸1原・尾張志海東郡・海西郡表紙；原・肌色：布
目地型押し

構成：目録1、海東郡本文861
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－009（2）

［尾張志　9］

（1892年）

21丁活版
構成：海西郡

Y2355－010

［尾張志　10］

（1892年）

229×157ミリ91丁活版
題簸：原・尾張志知多郡表紙：原・肌色：布目地型押

3．地誌／56．三重県！

XO356－001　　　　　　　　　　　伊勢・合戦記

［慶長年中　伊勢兵乱記］

寛文7（内容）（1667）

266×193ミリ1巻1冊10丁写本
題簸：原・伊勢兵乱記五表紙：後・深緑色1蜀江文型
押し

構成：内表紙1、本文9
刊記：右の趣ハ松坂岩出殿家中に其節奉公仕委細存候

者共に直に相尋申候て口書仕私先祖の者に少々承置
申候留書と引合吟味仕書上申候所如件寛文七年未ノ
卯月　大庄屋米本七十郎山下七郎右衛門殿・渡辺七
左衛門殿右ハ水野理左衛門殿より御取次にて御上江
被成候相也。

刊記：深田増蔵正紹謹撰、植松庄左衛門茂岳謹校、中
尾八郎左衛門義稲謹輯、岡田六兵衛啓謹輯。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ四百廿五」（貼紙）とrホ印四百廿五／

十冊」（下ヶ札）

Y2355－002
［尾張志　1下］

（1892年）

239×156ミリ74丁活版
題簸：原・尾張志名古屋下表紙：原・肌色：布目地
型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－003

［尾張志　2］

（1892年）

231×157ミリ57丁活版
題籏：原・尾張志熱田表紙：原・肌色1布目地型押し

構成1目録1、本文56
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－004
［尾張志　3上］

（1892年）

230×157ミリ98丁活版
題簸：原・尾張志愛知郡上表紙1原・肌色：布目地
型押し

構成1目録1、本文97
印記＝宗辰所集・三井家3。

備考：本文41・42丁は乱丁。

Y2355－005
［尾張志　3下］

（1892年）

230×158ミリ78丁活版
題簸：原・尾張志愛知郡下表紙：原・肌色：布目地
型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－006

［尾張志　4］

（1892年）

230×158ミリ111丁活版
題籏：原・尾張志春日井郡・清須表紙1原・肌色＝布
目地型押し

構成：目録1、本文110
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2355－007（1）

［尾張志　5］

（1892年）

230×156ミリ62丁活版
題籏：原・尾張志丹羽郡・葉栗郡表紙：原・肌色：布
目地型押し

構成：目録1、丹羽郡本文61



付）表紙：原・布目地に斜刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－04　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　17～21］
（1763年）

266×191ミリ27丁写本
題簸：原・三國地志従第十七至第廿一伊勢國（打
付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－05　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　22～26］
（1763年）

266×191ミリ34丁写本
題籏：原・三國地志従第廿二至第廿六伊勢國（打
付）表紙1原・布目地に斜刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛…β’勢

［三国地志　27～31］
（1763年）

267×190ミリ72丁写本
題簸：原・三國地志従第廿七至第三十一伊勢國（打
付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－07　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　32’》36］
（1763年）

267×190ミリ42丁写本
題籏：原・三國地志従第三十二至第三十六伊勢國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－08　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　37～41］
（1763年）

266×191ミリ41丁写本
題籏：原・三國地志従第三十七至第四十一伊勢國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－09　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　42～46］
（1763年）

266×191ミリ41丁写本
題籏：原・三國地志従第四十二至第四十六伊勢國
（打付）表紙＝原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

伊勢XO356－004－10

［三国地志　47～51］
（1763年）

266×191ミリ40丁写本

誌3．地〔266〕

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題「慶長年中勢州兵乱」

XO356－002　　　　　　　　　　　　　　伊勢
［多気御所］

宝永3（写）（1706）

267×192ミリ1巻1冊77丁写本
題簸：原・多気御所三表紙：後・深緑色：蜀江文型押
し

構成：内表紙1、本文76
刊記：天正二甲戌三月森田権之亮写、宝永三丙戌年
写カエル森田氏。
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：付箋あり、メモ「三」

XO356－003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヲ｝勢

［多気諸侍名籍］

享保21（写）（1736）

267×190ミリ1巻1冊16丁写本
題簸二原・多気諸侍名籍四表紙1後・深緑色1蜀江文
型押し

構成＝内表紙1、本文15
刊記：以飯野郡荒蒔村長福田氏秘蔵本写之享保二
十一丙辰四月廿三目度会清在書。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題r多気国司九代略」、メモr四」

籏：原・三國地志従第一至第五伊勢國（打付）表
：原・布目地に斜刷毛目

成＝序3（宝暦乙亥上巳目洞津勝高文・宝暦紀年中
穀旦好問斎源元甫）、抜1（宝暦癸未夏五三角奥田
亨）、凡例3、目録5、引用書目5、本文39
記：伊州司城藤堂元甫修・伊州富治林正直校・勢州
生由章校（巻頭）。

記：宗辰所集・三井家3。

考：前表紙に「ホニ百十八」（貼紙）と「ホ印二百十八1

二巻」（下ヶ札）。

XO356－004－02　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　6～10］

（1763年）

266×191ミリ46丁写本
題籏：原・三國地志従第六至第十伊勢國（打付）表
紙＝原・布目地に斜刷毛目

印記1宗辰所集・三井家3。

XO356－004－03　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　11～16］
（1763年）

265×191ミリ40丁写本
題簸：原・三國地志従第十一至第十六伊勢國（打
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［三国地志　82～86］
（1763年）

266×190ミリ27丁写本
題籏：原・三國地志従第八十二至第八十六伊賀國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：6・7丁丁間に糊封の切紙1あり

XO356－004－18　　　　　　　　　　　　　志摩

［三国地志　87～91］
（1763年）

266×190ミリ33丁写本
題籏：原・三國地志従第八十七至第九十一志摩國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記＝宗辰所集・三井家3。

XO356－004－19　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　92～96］
（1763年）

266×190ミリ63丁写本
題籏：原・九十二至九六（打付）表紙：原・布目地に斜

刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－20　　　　　　　　　　　　　志摩

［三国地志　97～101］
（1763年）

267×190ミリ62丁写本
題簸1原・九十七至百一（打付）表紙：原・布目地に斜
刷毛目

印記1宗辰所集・三井家3。

XO356－004－21　　　　　　　　　　　　伊賀

［三国地志　102～106］
（1763年）

266×191ミリ53丁写本
題簸1原・百二至百六（打付）表紙：原・布目地に斜刷
毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

伊賀

表紙：原・布目地

XO356－004－22

［三国地志　107～111］
（1763年）

267×191ミリ65丁写本
題簸：原・百七至百十一大尾（打付

に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－01　　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺　1

文化1（1804）

274×191ミリ16巻16冊51丁写本
題簸：原・勢陽浬諺一（題簸）・十六冊（打付）表紙：

後・横刷毛目

構成：遊紙1、序2（文化元年甲子九月朔日　本居大

題簸：原・三國地志従第四十七至第五十一伊勢國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－11　　　　　　　　　　　　伊勢

［三国地志　52～56］
（1763年）

266×190ミリ36丁写本
題簸＝原・三國地志従第五十二至第五十六伊勢國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－12　　　　　　　　　　　　伊賀

［三国地志　57～61］
（1763年）

266×190ミリ35丁写本
題簸：原・三國地志従第五十七至第六十一伊賀國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－13　　　　　　　　　　　　伊賀

［三国地志　61～66］
（1763年）

266×191ミリ28丁写本
題籏：原・三國地志従第六十二至第六十六伊賀國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－004－14　　　　　　　　　　　　伊賀

［三国地志　67～71］
（1763年）

266×191ミリ39丁写本
題簸＝原・三國地志従第六十七至第七十一伊賀國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：丁間に紙縫り1あり

XO356－004－15　　　　　　　　　　　　伊賀

［三国地志　72～76］
（1763年）

266×190ミリ30丁写本
題簸：原・三國地志従第七十二至第七十六伊賀國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：19・20丁丁間に糊封の切紙1あり

XO356－004－16　　　　　　　　　　　　　　伊賀

［三国地志　77～81］
（1763年）

266×190ミリ24丁写本
題簸：原・三國地志従第七十七至第八十一伊賀國
（打付）表紙：原・布目地に斜刷毛目

印記1宗辰所集・三井家3。

伊賀XO356－004－17
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平）、叙12（文化開元甲子四月上涜七十二翁丹羽村廉
題花押・天明改元辛丑年夏閏五月勢南丹羽郡郷吏西
村和廉題）、引用書目5、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四百十三」と「ホ印四百十三／十六
冊」（下ヶ札）、メモ「C244」

XO356－005－02　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽偲諺　2

（1804年）

274×192ミリ54丁写本
題籏：原・勢陽僅諺二（題籏）・三重郡朝明郡員　
郡桑名郡（打付）表紙：後・横刷毛目
構成：遊紙1、三重郡目録1、本文17、朝明郡目録1、

本文9、員弁郡目録1、本文8、桑名郡目録1、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－03　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺3
（1804年）

274×192ミリ59丁写本
題簸：原・勢陽偲諺三（題簸）・奄藝郡河曲郡鈴鹿
郡（打付）表紙：後・横刷毛目

構成＝遊紙1、奄藝郡目録1、本文15、河曲郡目録1、

本文12、鈴鹿郡目録1、本文28
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－04　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺4
（1804年）

274×192ミリ64丁写本
題簸：原・勢陽偲諺四（題簸）・安濃郡（打付）表紙：

後・横刷毛目

構成＝遊紙1、安濃郡目録1、本文62
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－05　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺5
（1804年）

274×192ミリ48丁写本
題簸：原・勢陽僅諺五（題簸）・一志郡（打付）表紙：

後・横刷毛目

・構成：遊紙1、一志郡目録1、本文46
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－06　　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺　6

（1804年）

274×192ミリ60丁写本
題簸：原・勢陽狸諺六（題籏）・飯高郡（打付）表紙：

後・横刷毛目

構成：遊紙1、飯高郡目録1、本文58
印記：宗辰所集・三井家3．

XO356－005－07

勢陽倥諺　7

伊勢

（1804年）

273×192ミリ55丁写本
題簸：原・勢陽狸諺七（題簸）・多氣郡飯野郡（打付）

表紙＝後・横刷毛目

構成：遊紙1、多氣郡目録1、本文29、飯野郡目録1、

本文23
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－08　　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽偲諺　8

（1804年）

274×192ミリ72丁写本
題簸：原・勢陽僅諺八（題簸）・度會郡内宮編上（打
付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、内宮編上目録2、本文69
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－09　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽偲諺　9

（1804年）

274×192ミリ60丁写本
題籏：原・勢陽偲諺九（題簸）・度會郡内宮編下（打

付）表紙1後・横刷毛目
構成：遊紙1、内宮編下目録2、本文57
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－10　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺　10
（1804年）・

273×192ミリ81丁写本
題籏：原・勢陽僅諺十（題簸）・度會郡外宮編上（打
付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、外宮編上目録2、本文78
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－11　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽偲諺　11
（1804年）

273×192ミリ64丁写本
題簸：原・勢陽狸諺十一（題簸）・度會郡外宮編下（打

付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、外宮編下目録2、本文61
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－12　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽偲諺　12
（1804年）

273×192ミリ54丁写本
題簾：原・勢陽僅諺十二（題籏）・度會郡附録（打付）

表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、附録目録1、本文52
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－13

勢陽裡諺　13
（1804年）

伊勢
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印記：宗辰所集・三井家3、消印1。

XO356－007－01　　　　　　　　　　　　伊勢
［北勢古志　上］

嘉永3（写）（1850）

266×191ミリ3巻3冊（2冊に合綴〉62丁写本
題籏：原・北勢古志一表紙：後・深緑色1蜀江文型押
し

構成：内表紙1、叙3（金栗居士）、総論8、図2、目録2

本文46
刊記：桑名平翁満撰（巻頭）右北勢古志巻上一冊者
借取桑名藩某蔵本干足代弘訓神主今野田美稲書写以
補蔵本之閾畢但有脱丁一所得類本宜加之安政三十一
廿七加入之嘉永三年四月御巫尚書（花押）。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙rル印五〇三／八冊」（下ヶ札）、メモr壱」

XO356－007－02（1）　　　　　　　　　　　伊勢

［北勢古志　中］

（1847年）

265×191ミリ24丁写本
題簸：原・北勢古志二表紙：後・深緑色：蜀江文型押
し

構成：内表紙1、中巻23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：メモ「　」

XO356－007－02（2）　　　　　　　　　　　伊勢
［北勢古志　下］

弘化4（写）（1847）

38丁写本
構成：下巻37、賊1
刊記：右北勢古志中下合巻一冊者借取安濃津書雛陽
華堂原本令山本富教書写遂一校畢然上巻闘焉他日探
索以宜補之弘化四年九月　御巫尚書（花押）。

XO356－008　　　　　　　　　　伊勢・村高ほか

亀府墜志

嘉永7（1854）

282×204ミリ1巻1冊50丁写本
題簸：原・亀府墜志表紙：原・藍色無地

構成：内表紙1、本文49
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しに「嘉永七甲寅歳十月中旬新調
蔵主小林亀治郎」（墨書）。昭和7年10月3目寄託、
三井ラベル「H222・新・23」。

XO356－009－01　　　　　　　　　　　　伊賀
伊賀考　上
明治8（写）（1875）

224×162ミリ3巻3冊59丁写本
題簸：原・伊賀考上表紙：後・赤香色：布目地に雲中
に鳥

構成：序2（明和7年秋8月岸勝明五明）、凡例・伊賀国

二十五社3、上巻目録1、本文54
刊記：天保九年戊戌正月梅木春央、明治八年二月　随

273×192ミリ45丁写本
題策：原・勢陽僅諺十三（題籏）・附録（打付）表紙
後・横刷毛目

構成：遊紙1、附録目録1、本文43
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－005－14　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽倥諺　14
（1804年）

274×192ミリ26丁写本
題簸：原・勢陽偲諺十四（題籏）・分限（打付）表紙
後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文25（村名寄〉
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり

XO356。005－15　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺　15
（1804年）

273×192ミリ40丁写本
題籏：原・勢陽偲諺十五（題簸）・附録斎居通（打付）
表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文39

刊記：斎居通従四位上度會神主常彰韓録寛保壬戌
年成久志本縫殿也（巻頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

XO356－005－16　　　　　　　　　　　　伊勢

勢陽僅諺　16
（1804年）

274×192ミリ43丁写本
題簸：原・勢陽僅諺十六（題籏）・附録斎居通績編（打

付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文42

印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－006－01　　　　　　　　　　伊賀・名所記

標注伊賀名所記　上
天保14（序）（1843）

270×190ミリ2巻2冊65丁写本
題簸：原・標注伊賀名所記上（打付）表紙：後・藍色1
布目地型押し

構成：内表紙1・引証書目1、端書3（天保14年正月若

菜つむ目やすふきのや守一）、凡例2、本文58
印記：宗辰所集・三井家3、消印1。
備考：前表紙に「ホ四百二十」（貼紙）と「ホ印四百二十／

二冊」（下ヶ札）、メモ「C244」

XO356－006－02　　　　　　　　　伊賀・名所記

標注伊賀名所記　下
嘉永6（践）（1853）

270×190ミリ55丁写本
題簸：原・標注伊賀名所記下（打付）表紙：後・藍色：

布目地型押し

構成：内表紙1、本文52、政2（癸丑仲夏友人斎藤謙
撰）
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神屋主人。

印記：古川氏之記・江藤文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙（一部明治23年の帳面を使用）あり。前表紙
に「ホニ百八十九」（貼紙）と「ホ印二百八十九1三冊」
（下ケ札）

XO356－009－02　　　　　　　　　　　　　　伊賀

伊賀考中
明治8（写）（1875）

224×165ミリ38丁写本
題籏：原・伊賀考中表紙：後・赤香色：布目地に雲中

に鳥

構成：本文37、校訂引用書目1
刊記：明和七年庚子秋八月岸勝明五明手書、天明寅
年夏五月、天保九年戊戌正月謄写梅木春央春目旧
神官、明治八年二月十六目繕写随神舎主人。
印記：古川氏之記・江藤文庫・宗辰所集・三井家3。

備考澗紙（反古帳面を使用）あり

XO356－009－03　　　　　　　　　　　　伊賀

伊賀考下
（1875年）

225×164ミリ53丁写本
題簸：原・伊賀考下表紙1後・赤香色＝布目地に雲中

に鳥

構成：本文51、方角図2
印記：古川氏之記・江藤文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙（謡本を使用）あり

XO356－010　　　　　　　　　　　伊勢・合戦記

［陣没法名牒］

267×1921ミリ1巻1冊27丁写本
題簸：原・陣没法名牒六表紙＝後・深緑色：蜀江文型

押し

構成；内表紙1、本文24、補遺2
刊記1篠田定勝之本書写校合河村春雄（花押）（本文
奥書）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1朱でルビあり

XO356－011－01　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話　1

263×172ミリ8巻8冊49丁写本
題簸：原・丹洞夜話一表紙：後・黄色：布目地に菱繋
ぎ型押し

構成：内表紙1、本文48
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：21丁裏に付箋1あり。前表紙に下ヶ札の跡あり。

XO356－011－02　　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話2

264×171ミリ37丁写本
題簸：原・丹洞夜話二表紙：後・黄色：布目地に菱繋

ぎ型押し

構成：内表紙1、本文36
印記1宗辰所集・三井家3。

XO356－011－03　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話3

264×172ミリ20丁写本
題簸：原・丹洞夜話三表紙：後・黄色：布目地に菱繋

ぎ型押し

構成：内表紙1、本文19
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－011－04　　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話4

265×172ミリ30丁写本
題籏：原・丹洞夜話四表紙：後・黄色：布目地に菱繋

ぎ型押し

構成：内表紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－011－05　　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話5

265×172ミリ30丁写本
題簸：原・丹洞夜話五表紙：後・黄色：布目地に菱繋

ぎ型押し

構成：内表紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－011－06　　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話6

265×172ミリ70丁写本
題籏：原・丹洞夜話六表紙：後・黄色：布目地に菱繋

ぎ型押し

構成：内表紙1、本文69
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－011－07　　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話7

265×172ミリ72丁写本
題簸：原・丹洞夜話七表紙：後・黄色：布目地に菱繋

ぎ型押し

構成1内表紙1、本文71
印記：宗辰所集・三井家3。

XO356－011－08　　　　　　　　　　　　　伊勢

丹洞夜話8

264×171ミリ36丁写本
題簸1原・丹洞夜話八表紙1後・黄色：布自地に菱繋
ぎ型押し

構成：内表紙1、本文35
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構成：目録2、本文43

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－001－04　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　4

（1797年）

265×185ミリ49丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會四表紙：後・覗色無地
構成：目録2、本文47
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1356－001－05　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　5上
（1797年）

265×186ミリ40丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖会五上表紙：後・覗色無
地

構成：目録3、本文37

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－001－06　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　5下
寛政9（1797）

265×186ミリ31丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會五下表紙：後・覗色無
地

構成＝本文14、付録・東海道名所図会・須磨明石名所
図会広告15、賊2（寛政九年巳のとし閏七月なはの海
駿）

刊記：寛政九年丁巳五月京都書林菱屋孫兵衛・大坂書
林吉文字屋市左衛門・柏原屋与左衛門・柏原屋嘉兵
衛・塩屋平助・勝尾屋六兵衛・塩屋忠兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－001－07　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　附録1上
（1797年）

263×183ミリ36丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會附録一上表紙：後・覗
色無地
構成：目録2、本文34

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ印十六／八巻」（下ヶ札）

Y1356－001－08　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　附録1下
寛政9（1797）

263×183ミリ35丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會附録一下表紙：後・覗
色無地
刊記：寛政九年丁巳五月京都書林菱屋孫兵衛・大坂書

林吉文字屋市左衛門・柏原屋与左衛門・柏原屋嘉兵
衛・塩屋平助・勝尾屋六兵衛・塩屋忠兵衛。

印記1宗辰所集・三井家3。

印記：宗辰所集・三井家3。

伊賀XO356・・012

勢州治乱略誌　上

223×167ミリ1巻1冊141丁写本
題籏：原・勢州治胤略誌巻上（打付）表紙：後・横波
刷毛目

構成：内表紙1、本文140
刊記：亀城藤采真編選（内表紙）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：55丁丁間に1紙あり、朱書・付箋あり。明治26年
2月9日買入（朱印巻末）、前表紙に「イニ百五十三」
（貼紙）と「イ印二百五十三／壱冊」（下ヶ札）

伊勢・城主記
1］

XO356－013－01

［伊勢一国旧城跡付

267×192ミリ2巻2冊65丁写本
題籏：原・伊勢一國旧城跡附七表紙：後・深緑色：蜀
江文型押し

構成：内表紙1、本文64
印記：宗辰所集・三井家3。

伊勢・城主記

2］

XO356－013－02

［伊勢一国旧城跡付

267×192ミリ66丁写本
題簸：原・伊勢一國旧城跡附八表紙：後・深緑色：蜀
江文型押し

構成：内表紙1、目録1、本文64
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－001－01　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　1

（1797年）

265×186ミリ6巻6冊（8冊に分冊）53丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會一表紙：後・覗色無地
構成：遊紙1、序3（寛政みのとしひのとの之なつのすゑ

藤波二位季忠卿二緑園主人）、凡例1、目録2、本文46
印記＝宗辰所集・三井家3。

備考132丁表に貼紙（整版）あり。帳に入る

Y1356－001－02　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　2

（1797年）

265×185ミリ41丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會二表紙1後・覗色無地
構成：目録2、本文39

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1356－001－03　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　3
（1797年）

264×185ミリ45丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會三表紙：後・覗色無地



識）

刊記：寛政九年丁巳五月　京都書林菱屋孫兵衛、大坂
書林吉文字屋市左衛門・柏原屋与左衛門・柏原屋嘉兵
衛・塩屋平助・勝尾屋六兵衛・塩屋忠兵衛。

印記1さ・三井家編纂室。

備考：東海道名所図会・須磨明石名所図会の広告78
丁裏にあり、三井ラベル「C244・3」

Y1356－002－07　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　付録1上
（1797年）

263×184ミリ36丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會附録一上表紙：原・覗
色無地
構成：目録1、本文35
印記：三井家編纂室・消印1。

備考：三井ラベル「C244・3」

Y1356－002－08　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　付録1下
寛政9（1797）

263×184ミリ34丁整版
題簸1原・伊勢参宮名所圖會附録一下表紙：原・覗
色無地
刊記：寛政九年丁巳五月　京都書林菱屋孫兵衛、大坂
書林吉文宇屋市左衛門・柏原屋与左衛門・柏原屋嘉兵
衛・塩屋平助・勝尾屋六兵衛・塩屋忠兵衛。

印記：三井家編纂室・消印1。

備考：大正七年七月二十五目三井源右衛門様寄贈（刊
記裏面に朱書）、三井ラベルrC244・3」

Y1356－003－01　　　　　　　　　　　　伊勢

神都名勝誌　1上
（1895年）

263×189ミリ6巻6冊（7冊に分冊）50丁整版
題簸：原・神都名勝誌巻一上表紙：原・水色：桜・花

菱型押し
構成＝題字1、叙4（松岡康毅ほか）、政印3、凡例2、図

2、目録4、地図1、本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：紙帳に入る（三井ラベル「C244・61」）。前表紙に

「ホ四百三」（貼紙）と「ホ四百二1七冊」（下ヶ札）、メモ

「C244」

Y1356－003－02　　　　　　　　　　　　伊勢

神都名勝誌　1下
（1895年）

263×190ミリ85丁整版
題簸：原・神都名勝誌巻一下表紙：原・水色三桜・花
菱型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

伊勢Y1356－003－03

神都名勝誌　2
（1895年）

264×190ミリ70丁整版

3．地誌〔272〕

Y1356－002－01　　　　　　　　　伊勢・名所図会

［伊勢参宮名所図会　1］

寛政9（1797）
263×184ミリ6巻6冊（8冊に分冊）52丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會表紙：原・覗色無地
構成：序3（寛政ここのとしひのとのみのなつのすゑ藤波

二位季忠卿二緑園主人書）、目録2、凡例1、本文46
印記：さ・三井家編纂室。

備考：垣内太郎兵衛蔵主（見返し墨書）。前表紙に「伊

勢参宮名所八本（カ）」（下ヶ札）。三井ラベル「C244・
3」

Y1356－002－02　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　2

（1797年）

263×185ミリ40丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會二表紙：原・覗色無地

構成1目録2、本文38
印記：さ・三井家編纂室。

備考：三井ラベル「C244・3」

Y1356－002－03　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　3

（1797年）

263×184ミリ43丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會三表紙：原・覗色無地

構成：目録2、本文41
印記：さ・三井家編纂室。

備考：三井文庫の付箋1あり、三井ラベルrC244・3」

Y1356－002－04　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　4
（1797年）

263×184ミリ49丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會四表紙：原・覗色無地

構成：目録2、本文47
印記：さ・三井家編纂室。

備考：三井ラベル「C244・3」

Y1356－002－05　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　5上
（1797年）

263×184ミリ40丁整版
題簸：原・伊勢参宮名所圖會五上表紙：原・覗色無
地

構成：目録2、本文38
印記：さ・三井家編纂室。

備考＝三井ラベル「C244・3」

Y1356－002－06　　　　　　　　　伊勢・名所図会

伊勢参宮名所図会　5下
寛政9（1797）

263×184ミリ31丁整版
題籏：原・伊勢参宮名所圖會五下表紙：原・覗色無
地
構成：本文28、践3（寛政九年巳のと閏七月なはの海騎
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236×166ミリ1巻1冊14丁整版
題簸：原・湯之山給圖・湯之山八景・客舎器用・方角道

法附・功能井禁忌温泉来由記勢州一志郡榊原湯元
（打付）表紙：原・生成

刊記：勢州榊原湯元山川氏蔵板。
印記：本居文庫・三井文庫。

備考：仮綴じ。三井ラベル「C244・44」

Y2356－001－01

［勢陽五鈴遺響　1］

（1883年）

187×129ミリ11巻11冊95丁活版
題籏：原・勢陽五鈴遺響首巻上中下・桑名郡自萱ノ巻

至五ノ巻萱表紙：原・覗色無地
構成＝題字2（正五位勲四等岩村定高）、序1（一祢宜正

三位荒木田神主守訓卿）、首巻28、識語1（伊勢人安
岡元剛親毅愚孫親成）、凡例1、本文62
印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之壱桑名」（下小口に墨書）。前表紙
「辛壱」（貼紙）と「辛印壱！十一冊」（下ヶ札）

Y2356－001－02

［勢陽五鈴遺響　2］

（1883年）

187×128ミリ32丁活版
題籏：原・勢陽五鈴遺響員　郡自萱ノ巻至三ノ巻戴
表紙：原・覗色無地

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之二員　」（下小口に墨書）

Y2356－001－03

［勢陽五鈴遺響　3］

（1883年）

186×128ミリ75丁活版
題簸：原・勢陽五鈴遺響朝明郡自壷ノ巻至三ノ巻三
重郡自壷ノ巻至四ノ巻参表紙：原・覗色無地
構成：朝明35、三重40
印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之三朝明三重」（下小口に墨書）

Y2356－001－04

［勢陽五鈴遺響　4］

（1883年）

187×129ミリ96丁活版
題簸：原・勢陽五鈴遺響鈴鹿郡自壼ノ巻至八ノ巻四
表紙：原・覗色無地

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之四鈴鹿」（下小口に墨書）

Y2356－001－05

［勢陽五鈴遺響　5］

（1883年）

187×128ミリ82丁活版
題簸：原・勢陽五鈴遺響河曲郡至四ノ巻自萱ノ巻奄
藝郡至四ノ巻自壷ノ巻五表紙：原・覗色無地

題籏：原・神都名勝誌巻二表紙：原・水色：桜・花菱
型押し

構成：題字1、目録2、本文67
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－003－04　　　　　　　　　　　　　伊勢

神都名勝誌　3
（1895年）

264×190ミリ85丁整版
題簸：原・神都名勝誌巻三表紙：原・水色：桜・花菱
型押し

構成：題字2、目録2、本文81
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－003－05　　　　　　　　　　　　伊勢

神都名勝誌　4
（1895年）

263×189ミリ84丁整版
題簸：原・神都名勝誌巻四表紙：原・水色：桜・花菱
型押し

構成：題字1、目録2、本文81
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：紙繕りあり

Y1356－003－06　　　　　　　　　　　　伊勢

神都名勝誌　5
（1895年）

263×190ミリ100丁整版
題簸：原・神都名勝誌巻五表紙：原・水色：桜・花菱
型押し

構成1題字：1（久元）、目録2、本文97

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1356－003－07　　　　　　　　　　　　伊勢

神都名勝誌　6
明治28（1895）

264×190ミリ103丁整版
題籏：原・神都名勝誌巻六表紙：原・水色1桜・花菱
型押し

構成：題字1（明治28年花房義質）、目録5、本文93、

賊3（神宮権宮司正六位岡部譲・神宮祢宜正七位東吉
貞）、刊記1

刊記1編輯神宮祢宜正七位東吉貞、校訂神宮主典川
崎維吉・神宮宮掌大久保堅磐・河村永五郎・神宮司鷹
出仕御巫清白・江村喜一郎・大塚純一・神宮司雇辻村

梅太郎、明治二十八年十月二十日印刷同三十目発行
版権所有神宮司鷹、発行兼印刷者東京市京橋区南伝
馬町1丁目12番地吉川半七、取次所伊勢国度会郡宇
治山田町大字一志久保町加藤長平、売捌所大坂松村
九兵衛・吉岡平助・鹿田静七、京都藤井孫兵衛・松田
庄助、名古屋川瀬代助・片野東四郎、伊勢津河島九右
衛門。

印記：宗辰所集・三井家3。

伊勢・案内記Y1356－004
［温泉来由記］



（1883年）

186×128ミリ118丁活版
題簸1原・勢陽五鈴遺響度會郡自壷ノ巻至九ノ巻十
表紙：原・覗色無地

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之十度會」（下小口に墨書）

Y2356－001－11

［勢陽五鈴遺響　11］

明治16（1883）

186×128ミリ121丁活版
題籏：原・勢陽五鈴遺響度會郡自拾ノ巻至拾八ノ巻
十一大尾表紙：原・覗色無地
構成：本文120、賊1（天保四年癸巳蒲月正四位荒木
田神主経・天保四とせの五月六十八とせ安岡八千女）

刊記：明治十六年六月廿三目御届、明治十六年十月
出版、著者三重縣平民故安岡親毅（三重縣伊勢郡度
會郡山田古市町）右相続人有無住所等不明、出版人
三重縣平民鈴木嘉兵衛（三重縣伊勢國安濃郡津釜屋
町廿二番地）。

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之十一度會」（下小口に墨書）

Y2356－002　　　　　　　　　　　　　名勝記

伊賀国名勝図

明治21（1888）

250×180ミリ1巻1冊34丁活版・整版
題簸＝原・伊賀国名勝図川井景一選編全表紙：原・
鼠色地に格子
構成：目録1、要領など2（明治廿一年十二月中涜杜陵

迂人川井景一）、絵31
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に下げ札（rホ印百八十壱1壱冊」）。折本。

3．地誌／60．近畿地方1

×0360－001　　　　　　　　　　　　　　名所記

土産枝折鞭
寛政9（写）（1797）

232×164ミリ1巻1冊63丁写本
題簸：元・土産枝折□表紙：後・丁子引き

構成：遊紙1、序3、本文59
刊記：寛政九年巳九月写之（並直印）。

印記1宗辰所集・三井家3、ほか1。

備考＝前表紙に「ホニ百五十六」（貼紙）と「ホニ百五十
六／一巻」（下ヶ札）。

XO360－002　　　　　　　　　　　　　　随筆

有馬日記
文政11（写）（1828）

264×186ミリ1巻1冊62丁写本
題簸：原・有馬目記全表紙：後・薄茶色：瓢箪型押し

構成：本文61、書写奥書1
刊記：天明二年壬寅十二月六目稲懸大平（61丁裏）、
この文やことしきさらきの七目かその君とともに浅草にま

うつる一と侍りし又候田原町なるふミや雁かねや何かし

をとふらひしをりにあるしかとうててみせたる二ひら三ひ

誌3．地〔274〕

構成：河曲36、奄芸46
印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之五河曲奄藝」（下小口に墨書

Y2356－001－06

［勢陽五鈴遺響　6］

（1883年）

187×128ミリ68丁活版
題簸：原・勢陽五鈴遺響安濃郡自萱ノ巻至六ノ巻六
表紙二原・覗色無地

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之六安濃」（下小口に墨書）

Y2356－001－07

［勢陽五鈴遺響　7］

明治16（1883）

187×128ミリ79丁活版
題簸：原・勢陽五鈴遺響一志郡自壷ノ巻至六ノ巻七
表紙：原・覗色無地

刊記：明治十六年六月廿三目御届、明治十六年六月
出版、著者三重縣平民故安岡親毅（三重縣伊勢郡度
會郡山田古市町）右相続人有無住所等不明、出版人
三重縣平民鈴木嘉兵衛（三重縣伊勢國安濃郡津釜屋
町廿二番地）。

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：r五鈴遺響之七一志」（下小口に墨書）

Y2356－001－08

［勢陽五鈴遺響　8］

明治16（1883）

187×128ミリ135丁活版
題籏：原・勢陽五鈴遺響飯野郡全飯高郡自一ノ巻至
拾ノ巻八表紙：原・覗色無地
刊記：明治十六年六月廿三目御届、明治十六年八月
出版、著者三重縣平民故安岡親毅（三重縣伊勢郡度
會郡山田古市町）右相続人有無住所等不明、出版人
三重縣平民鈴木嘉兵衛（三重縣伊勢國安濃郡津釜屋
町廿二番地）。

印記＝南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之八飯高飯野」（下小qに墨書）

Y2356－001－09

［勢陽五鈴遺響　9］

明治16（1883）

187×128ミリ63丁活版
題簸：原・勢陽五鈴遺響多氣郡自壷ノ巻至五ノ巻九
表紙＝原・覗色無地

刊記：明治十六年六月廿三目御届、明治十六年八月
出版、著者三重縣平民故安岡親毅（三重縣伊勢郡度
會郡山田古市町）右相続人有無住所等不明、出版人
三重縣平民鈴木嘉兵衛（三重縣伊勢國安濃郡津釜屋
町廿二番地）。

印記：南吾書屋所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「五鈴遺響之九多氣」（下小口に墨書）

10］

Y2356－001－10

［勢陽五鈴遺響
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（1810年）

242×169ミリ57丁写本
題簸＝後・淡海記二表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍
角の巣文型押し

構成＝内表紙1、目録1、本文55
印記1宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr…山川上水石下」とあり

XO361－001－03　　　　　　　　　　　　近江
［淡海記　3］

（1810年）

241×170ミリ54丁写本
題簸：後・淡海記三表紙1後・横刷毛目に巻雲に龍
角の巣文型押し

構成：内表紙1、目録1、本文52
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr…葛都上武将中城記下」とあり

XO361－001－04　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　4］

（1810年）

242×169ミリ17丁写本
題簸：後・淡海記四表紙1後・横刷毛目に巻雲に龍・
角の巣文型押し

構成：内表紙1、本文16
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙に「…古戦城記」、内題に「江州古戦城記
第四」とあり

XO361－001－05　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　5］

（1810年）

241×169ミリ67丁写本
題簸：後・淡海記五表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍・
角の巣文型押し

構成＝内表紙1、本文66
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr…林高帖」、内題にr…村数高帖全」
とあり

XO361－001－06　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　6］

（1810年）

241×169ミリ33丁写本
題籏：後・淡海記六表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍・
角の巣文型押し

構成：内表紙2、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1内表紙に「…（江州）給所（帖）上舩記（湖舩帖）
下」とあり

XO361－001－07　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　7］

（1810年）

240×169ミリ17丁写本
題籏：後・淡海記七表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍・

らよミたるにハとおかしうおほへたれハとりあへず見かり

きて同しき十三目といふに筆をおこし十九目にうつしお

ハりぬ、さるハいまださくら木にものせさる文にしあれハ

その本も写本にて多々あやまりの見へたれとそかままに

書きをきたるをかその点一とほりよミておきなひ給ひつ

文政十一子のとし片山よし賢。

印記：消印1・雑司谷片山賢・小澤酵園火後蔵書・宗辰
所集・三井家3。

備考：朱書書入あり。前表紙にrホ四百五十三」（貼紙）

とrホ印四百五十三／壱冊」（下ヶ札）。

Y1360－001　　　　　　　　　　　　　　紀行
［東海紀行］

享保2（1717）

224×160ミリ1巻1冊26丁整版
題籏：後・東海紀行（墨書）表紙＝原・薄花田色：すすき
刷り

構成：遊紙1、序7（正徳丙申年六月既望勢陽洞津山
名政胤仙龍・正徳六年丙申季夏方外史）、本文18

刊記：浄家目記初編東海紀行皇都書犀後彫堂（封
面）、享保二年丁酉八月京書林衣棚二条下町山形屋
善兵衛・江戸目本橋南一丁目小川彦九郎（刊記）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ九十九」（貼紙）。

Y1360－002　　　　　　　　　　　　　　紀行
梅桜日記

文久1（1861）

170×113ミリ1巻1冊40丁整版
題籏：原・梅桜目記表紙：原・薄茶色：布目地型押し

構成＝題字1、本文39

刊記：文久にあらたまれるとしのやよひの十目ばかりな

にハのやどりにてしるし畢　（近藤）芳樹浪速尭韮亭
蔵梓。

印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「C180・北・58」（注：「北」は赤鉛筆書
き）。

3．地誌161．滋賀県1

×0361－001－01　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　1］

（1810年）

242×169ミリ12巻12冊67丁写本
題簸：後・淡海記一表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍・
角の巣文型押し

構成：内表紙1、目録1、序7（元禄元年孟春目淡海散
人原田蔵六・元禄三龍集庚午陽復目琶湖庭士原田某・
元禄壬申初冬釣雲子）、本文58
刊記：西湖比良法持山本立寺（最終丁）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙に「淡海記巻第一子集海陸記上中下」と
ある。前表紙にrホ印二百八十八」（貼紙）とrホ印二百
八十八／十二冊」（下ヶ札）。

近江XO361－001－02

［淡海記　2］



文化第七庚午歳初夏中旬長尾目書了西湖比良法持山
本立寺。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr…遺事雑録上下」とあり

近江XO361－002－01

淡海温故録　1

221×167ミリ12巻12冊23丁写本
題籏：原・淡海温故録一（打付）表紙：後・横刷毛目

構成1遊紙1、本文22
印記1北広瀬蔵書記・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印五百六十五」（貼紙）と「ホ印五百

六十五1拾　冊！但圖式共」（下ヶ札）。

近江XO361－002－02

淡海温故録　2

221×167ミリ30丁写本
題籏：原・淡海温故録二（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：紙磋り3・間紙あり

近江XO361－002－03

［淡海温故録　3］

222×167ミリ32丁写本
題籏：原・淡海温故録三上（打付）表紙：後・横刷毛

目

構成1遊紙1、本文31
印記：北広瀬蔵書記・宗辰所集・三井家3。

備考：紙繕り1・貼紙1・間紙あり

近江XO361－002－04

［淡海温故録　4］

1×167ミリ26丁写本
簸：原・淡海温故録三下（打付）表紙＝後・横刷毛

成：遊紙1、本文25
記1宗辰所集・三井家3。
考：間紙あり

22

題
目
構
印
備

近江XO361－002－05

［淡海温故録　5］

222×167ミリ28丁写本
題籏：原・淡海温故録四（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文27
印記＝宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

近江XO361－002－06

［淡海温故録　6］

誌地3〔276〕

角の巣文型押し

構成：内表紙2、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝内表紙にr…海陸行程上土産記下」とあり

XO361－001－08　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　8］

（1810年）

242×169ミリ66丁写本
題籏：後・淡海記八表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍

角の巣文型押し

構成：内表紙1、本文65
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙に「…目吉上仏閣中山記下」とあり

XO361－001－09　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　9］

（1810年）

241×168ミリ56丁写本
題簸：後・淡海記九表紙1後・横刷毛目に巻雲に龍
角の巣文型押し

構成：内表紙1、本文55
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr…長等記上寺興廃下」とあり

XO361－001－10　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　10］

（1810年）

242×169ミリ28丁写本
題簸：後・淡海記十表紙：後・横刷毛目に巻雲に龍

角の巣文型押し
構成＝内表紙1、目録1、本文26
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内表紙に「…石山記上竹生嶋下」とあり

XO361－001－11　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　11］
文化7（写）（1810）

242×170ミリ95丁写本
題籏：後・淡海記十一表紙：後・横刷毛目に巻雲に
龍・角の巣文型押し

構成：内表紙2、本文93
刊記：維時文化第七庚午歳孟夏中旬第九目閣筆書写
之畢西湖滋賀郡比良郷法持山本立寺正測（花押）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr…神社記仏閣記附年中行事」とあ
り

XO361－001－12　　　　　　　　　　　　　近江

［淡海記　12］
文化7（写）（1810）

242×169ミリ46丁写本
題簸：後・淡海記十二表紙：後・横刷毛目に巻雲に
龍・角の巣文型押し

構成：内表紙2、本文44
刊記：干時元禄甲戌春□辰原田蔵六謹書（中略）干時



222×166ミリ47丁写本
題簸：原・淡海温故録五（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文46
印記：北広瀬蔵書記・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO361－002－07

［淡海温故録　7］

近江

221×166ミリ25丁写本
題籏：原・淡海温故録六（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文24
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1間紙あり

XO361－002－08

［淡海温故録　8］

近江

221×166ミリ41丁写本
題簸：原・淡海温故録七（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文40
印記：北広瀬蔵書記・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO361－002－09

［淡海温故録　9］

近江

221×166ミリ29丁写本
題簸：原・淡海温故録八（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文28
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1間紙あり

XO361－002－10

［淡海温故録　10］

近江

221×166ミリ25丁写本
題簸：原・淡海温故録九（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文24
印記：北広瀬蔵書記・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO361－002－11

［淡海温故録　11］

近江

221×166ミリ36丁写本
題籏：原・淡海温故録十（打付）表紙：後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文35
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：紙繕り1あり、裏打ち

XO361－002－12

［淡海温故録　付巻］

近江

261×191ミリ19丁写本
題簸：原・淡海温故録附巻古城圖式全（打付）表紙：

3．地　誌　3．地誌ノ61、滋賀県／　〔277〕

後・横刷毛目

構成：遊紙1、本文18
印記：北広瀬蔵書記・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO361－003－01（1）　　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　1］

（1820年）

271×194ミリ12巻12冊（7冊に合綴）36丁写本
題籏：原・江左三郡録犬上郡一表紙：原・薄茶色無
地

構成：目録2、本文34
刊記：余江山班・青湖田包教同輯（巻頭）。

印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：1丁の問に「一青根郷と云ハ…」の切紙1、26丁
の間に「一平田村」の切紙1あり。前表紙に「ホ三百七
十八」（貼紙）

XO361－003－01（2）　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　2］

（1820年）

26丁写本
備考：前表紙を入れて39丁メの丁問に「一大永二年
秋」の継紙1あり。

XO361－003－02（1）　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　3］
（1820年）

271×193ミリ29丁写本
題籏：原・江左三郡録犬上郡阪田郡二表紙：原・薄
茶色無地
印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：付箋。

XO361－003－02（2）　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　4］

（1820年）

29丁写本
備考：前表紙を入れて53丁めの丁間にr一宮之庭」の
継紙1、56丁の丁間に「磨針嶺」の切紙1、57丁の丁間
に「荘厳寺」の切紙1、紙繕り1あり

XO361－003－03（1）　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　5］

（1820年）

270×193ミリ32丁写本
題簸：原・江左三郡録阪田郡三表紙：原・薄茶色無
地

印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：1丁の間にr巻ノ五磯村・・」（紙背あり）の切紙1、

4丁の間に「筑摩村・・」の切紙1、6丁の問に「朝妻山」

の切紙1、33丁の間にr長浜・・」（紙背あり）の切紙1、

付箋あり



〔278〕3．地誌

XO361－003－03（2）

［江左三郡録　6］

（1820年）

23丁写本

近江

XO361－003－04（1）　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　7］

（1820年）

270×194ミリ32丁写本
題簸：原・江左三郡録阪田郡愛智郡四表紙1原・薄
茶色無地
印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：付箋あり

XO361－003－04（2）

［江左三郡録　8］

（1820年）

30丁写本

近江

XO361－003－05（1）　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録　9】

（1820年）

270×194ミリ22丁写本
題籏：原・江左三郡録愛智郡五六表紙：原・薄茶色

無地
印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：付箋あり。

XO361－003－05（2）　　　　　　　　　　　近江

【江左三郡録　10］
文政3（写）（1820）

19丁写本
刊記：干時文政三庚辰年十一月上旬写之彩霞亭蔵
書。

備考：前表紙を入れて24丁めの丁間に「愛知川駅・・」

の切紙1あり

XO361－003－06　　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録後編　1］

（1820年）

271×195ミリ33丁写本
題籏：原・三郡録後編伊香郡七表紙：原・薄茶色無
地
印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：付箋あり

XO361－003－07　　　　　　　　　　　　　近江

［江左三郡録後編　2］
（1820年）

272×194ミリ50丁写本
題簸：原・三郡録後編浅井郡八表紙＝原・薄茶色無

地
印記：増田氏・彦藩増田図書之印・宗辰所集・三井家
3。

備考：付箋あり、5丁の問に「浅井高槻川・・」の切紙1、

13丁の間に「巣ケ谷村・・」の切紙1あり

XO361－004－01　　　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　1］

（1842年）

266×191ミリ100巻100冊（28冊に合綴）51丁写
本

題籏：後・近江輿地志略序凡例引書総目建置沿革藩
封一表紙：後・横刷毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し
構成：序6（享保甲寅歳仲春穀旦・享保十五甲寅年三
月十五目武臣源姓寒川儀太夫辰清）、凡例6、引用書

目6、目録1、巻1本文32
印記：彩霞亭図書記・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙見返しに書状1と新町三井宅の罫紙1の添
付あり。前表紙にrホニ百五十」（貼紙）とrホ印二百五
十／廿八冊」（下ヶ札）

XO361－004－02（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　2］

（1842年）

266×191ミリ29丁写本
題籏：後・近江輿地志略租税二表紙：後・横刷毛目
に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－02（2）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　3］

（1842年）

30丁写本
備考：前表紙を入れて41丁めの丁間に切紙1あり

XO361－004－03（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　4］

（1842年）

266×192ミリ19丁写本
題籏1後・近江輿地志略行程湖水三表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－03（2）

［近江輿地志略　5］

（1842年）

19丁写本

近江

XO361－004－04（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　6］

（1842年）

266×191ミリ11丁写本
題籏＝後・近江輿地志略志賀郡四表紙：後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し



印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－04（2）

［近江輿地志略　7］

（1842年）

13丁写本

XO361－004－04（3）

［近江輿地志略　8］

（1842年）

10丁写本

XO361－004－04（4）

［近江輿地志略　9］

（1842年）

13丁写本

近江

近江

近江

XO361－004－05（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　10］

（1842年）

267×191ミリ13丁写本
題籏：後・近江輿地志略志賀郡五表紙：後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記：彩霞亭図書記・宗辰所集・三井家3。

XO361－004－05（2）

［近江輿地志略　11］

（1842年）

10丁写本

XO361－004－05（3）

［近江輿地志略　12］

（1842年）

13丁写本

XO361－004－05（4）

［近江輿地志略　13］

（1842年）

15丁写本

近江

近江

近江

XO361－004－06（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　14］

（1842年）

265×192ミリ12丁写本
題籏：後・近江輿地志略志賀郡六表紙：後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－06（2）

［近江輿地志略　15］
（1842年）

13丁写本

近江

3．地　誌　3．地誌16L滋賀県1　〔279〕

XO361－004－06（3）

［近江輿地志略　16］

（1842年）

12丁写本

XO361－004－06（4）

［近江輿地志略　17］

（1842年）

10丁写本

近江

近江

XO361－004－07（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　18］

（1842年）

266×191ミリ12丁写本
題簸：後・近江輿地志略志賀郡七表紙：後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－07（2）

［近江輿地志略　19］
（1842年）

11丁写本

XO361－004－07（3）

［近江輿地志略　20］
（1842年）

9丁写本

XO361－004－07（4）

［近江輿地志略　21］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－07（5）

［近江輿地志略　22］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－07（6）

［近江輿地志略　23］
（1842年）

9丁写本

近江

近江

近江

近江

近江

XO361－004－08（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　24］
（1842年）

266×192ミリ8丁写本
題籏：後・近江輿地志略志賀郡八表紙1後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記1彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。



〔280〕　3．地誌

XO361－004－08（2）

．［近江輿地志略　25］

（1842年）

10丁写本

XO361－004－08（3）

［近江輿地志略　26］

（1842年）

10丁写本

XO361－004－08（4）

［近江輿地志略　27］

（1842年）

12丁写本

近江

近江

近江

XO361－004－09（1〉　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　281

（1842年）

266×191ミリ10丁写本
題籏：後・近江輿地志略志賀郡九表紙：後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

備考：4・5丁の丁間に切紙1あり

XO361－004－09（2）

［近江輿地志略　29］
（1842年）

13丁写本

近江

XO361－004－09（3）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　30］

（1842年）

11丁写本
備考：表紙を入れて27・28丁めの丁間に切紙1あり

XO361－004－09（4）

［近江輿地志略　31］

（1842年）

12丁写本

近江

XO361－004－10（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　32］

（1842年）

266×191ミリ10丁写本
題籏：後・近江輿地志略志賀郡十表紙：後・横刷毛
目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記1彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－10（2）

［近江輿地志略　33］
（1842年）

13丁写本

近江

XO361－004－10（3）

［近江輿地志略　34］

（1842年）

11丁写本

近江

XO361－004－11（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　35］
（1842年）

266×192ミリ12丁写本
題簸：後・近江輿地志略志賀郡十一表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

備考：付箋あり

XO361－004－11（2）

［近江輿地志略　36］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－11（3）

［近江輿地志略　37］
（1842年）

9丁写本

XO361－004－11（4）

［近江輿地志略　38］

（1842年）

10丁写本

近江

近江

近江

XO361－004－12（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　39］

（1842年）

265×191ミリ13丁写本
題籏：後・近江輿地志略栗本郡十二表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記：彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰所集・三
井家3。

XO361－004－12（2）

［近江輿地志略　40］

（1842年）

13丁写本

XO361－004－12（3）

［近江輿地志略　41］

（1842年）

19丁写本

XO361－004－12（4）

［近江輿地志略　42］
（1842年）

10丁写本

近江

近江

近江


