
XO361－004－13（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　43］

（1842年）

266×192ミリ15丁写本
題籔：後・近江輿地志略栗本郡十三表紙＝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。

XO361－004－13（2）

［近江輿地志略　44］

（1842年）

8丁写本

XO361－004－13（3）

［近江輿地志略　45］

（1842年）

13丁写本

XO361－004－13（4）

［近江輿地志略　46］
（1842年）

11丁写本

XO361－004－13（5）

［近江輿地志略　47］

（1842年）

13丁写本

XO361－004－13（6）

［近江輿地志略　48］

（1842年）

12丁写本

近江

近江

近江

近江

近江

XO361－004－14（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　49］

（1842年）

267×191ミリ12丁写本
題籏：後・近江輿地志略甲賀郡十四表紙1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：11丁の丁間に切紙1あり

XO361－004－14（2）

［近江輿地志略　50．］

（1842年）

17丁写本

XO361－004－14（3）

［近江輿地志略　51］

（1842年）

17丁写本

近江

近江

3．地誌3．地誌ノ61．滋賀県！〔281〕

XO361－004－14（4）

［近江輿地志略　52］

（1842年）

11丁写本

XO361－004－14（5）

［近江輿地志略　53］

（1842年）

10丁写本

近江

近江

XO361－004－15（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　54］
（1842年）

266×191ミリ8丁写本
題簸：後・近江輿地志略蒲生郡十五表紙：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・宗辰所集・三井家3。

備考：付箋あり

XO361－004－15（2）

［近江輿地志略　55］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－15（3）

［近江輿地志略　56］
（1842年）

8丁写本

XO361－004－15（4）

［近江輿地志略　57］

（1842年）

12丁写本

XO361－004－15（5）

［近江輿地志略　58］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－15（6）

［近江輿地志略　59］
（1842年）

7丁写本

近江

近江

近江

近江

近江

XO361－004－16（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　60］

（1842年）

266×190ミリ10丁写本
題籏：後・近江輿地志略蒲生郡十六表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：宗辰所集・三井家3。



（1842年）

265×191ミリ15丁写本
題簸：後・近江輿地志略神崎郡十九表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：付箋あり

近江XO361－004－19（2）

［近江輿地志略　71］

（1842年）

14丁写本

XO361－004－20（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　72］
（1842年）

266×192ミリ15丁写本
題簸：後・近江輿地志略愛智郡二十表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

近江XO361－004－20（2）

［近江輿地志略　73］

（1842年）

23丁写本

XO361－004－21（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　74］
（1842年）

266×192ミリ7丁写本
題簸＝後・近江輿地志略犬上郡廿一表紙：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。

近江XO361－004－21（2）

［近江輿地志略　75］
（1842年）

12丁写本

近江XO361－004－21（3）

［近江輿地志略　76
（1842年）

12丁写本

XO361－004－22（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　77］
（1842年）

265×192ミリ12丁写本
題簸：後・近江輿地志略坂田郡廿二表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

近江XO361－004－22（2）

［近江輿地志略　78］

誌3，地〔282〕

近江XO361－004－16（2）

［近江輿地志略　61］

（1842年）

16丁写本

近江XO361－004－16（3）

［近江輿地志略　62］

（1842年）

8丁写本

XO361－004－17（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　63］
（1842年）

266×191ミリ10丁写本
題簸：後・近江輿地志略蒲生郡十七表紙：後・横刷
毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

近江XO361－004－17（2）

［近江輿地志略　64］
（1842年）

10丁写本

近江XO361－004－17（3）

［近江輿地志略　65］

（1842年）

14丁写本

XO361－004－18（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　66］

（1842年）

266×192ミリ10丁写本
題簸：後・近江輿地志略野洲郡十八表紙：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。

近江XO361－004－18（2）

［近江輿地志略　67］

（1842年）

11丁写本

近江XO361－004－18（3）

［近江輿地志略　68］
（1842年）

13丁写本

近江XO361－004－18（4）

［近江輿地志略　69］
（1842年）

15丁写本

近江XO361－004－19（1）

［近江輿地志略　70］



（1842年）

20丁写本

XO361－004－22（3）

［近江輿地志略　79］
（1842年）

13丁写本

XO361－004－22（4）

［近江輿地志略　80］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－23（1）

［近江輿地志略　81］
（1842年）

265×190ミリ20丁写本

近江

近江

近江

刷横後紙表三廿郡
し
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XO361－004－23（2）

［近江輿地志略　82］

（1842年）

14丁写本

XO361－004－23（3）

［近江輿地志略　83］

（1842年）

17丁写本

近江

近江

XO361－004－24（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　84］

（1842年）

266×190ミリ10丁写本
題簸：後・近江輿地志略浅井郡廿四表紙：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。

XO361－004－24（2）

［近江輿地志略　85］

（1842年）

9丁写本

XO361－004－24（3）

［近江輿地志略　86］

（1842年）

7丁写本

XO361－004－24（4）

［近江輿地志略　87］
（1842年）

12丁写本

近江

近江

近江

3．地誌3．地誌161．滋賀県！〔283〕

XO361－004－25（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　88］

（1842年）

266×192ミリ9丁写本
題籏：後・近江輿地志略伊香郡廿五表紙：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。

XO361－004－25（2）

［近江輿地志略　89］

（1842年）

8丁写本

XO361－004－25（3）

［近江輿地志略　90］

（1842年）

7丁写本

XO361－004－25（4）

［近江輿地志略　91］
（1842年）

9丁写本

近江

近江

近江

XO361－004。26（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　92］
（1842年）

266×192ミリ17丁写本
題簸：後・近江輿地志略高鳩郡廿六表紙：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。

XO361－004－26（2）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　93］
（1842年）

18丁写本
備考：前表紙を入れて21丁めの丁間に切紙1、付箋あ
り

XO361－004－26（3）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　94］

（1842年）

5丁写本
備考：前表紙を入れて39丁めの丁間に切紙1あり。

XO361－004－27（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　95］

（1842年）

266×191ミリ20丁写本
題籏1後・近江輿地志略人物門廿七表紙：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。



題簸：原・琵琶湖志志賀郡戴表紙：後・横刷毛目
構成：遊紙1、内表紙1、本文36
印記：筍完堂蔵書印・宗辰所集・三井家3。

XO361－005－03　　　　　　　　　　近江・名勝誌

［琵琶湖志　志賀郡部　3］

（1845年）

270×194ミリ57丁写本
題籏：原・琵琶湖志志賀郡三表紙：後・横刷毛目
構成：遊紙1、図3、本文53
印記：筍完堂蔵書印・宗辰所集・三井家3。

XO361－005－04　　　　　　　　　　近江・名勝誌

［琵琶湖志　志賀郡部　4］
（1845年）

270×193ミリ50丁写本
題簸：原・琵琶湖志志賀郡四表紙：後・横刷毛目
構成：遊紙1、内表紙1、本文48
印記：萄完堂蔵書印・宗辰所集・三井家3。

XO361－005－05　　　　　　　　　　近江・名勝誌

［琵琶湖志　志賀郡部　5］

（1845年）

271×193ミリ62丁写本
題籏：原・琵琶湖志志賀郡五表紙：後・横刷毛目
構成：遊紙1、内表紙1、本文60
印記：筍完堂蔵書印・宗辰所集・三井家3。

XO361－006　　　　　　　　　　　　近江・系図

近江之国蒲生郡佐々木之木村遺緒
大正1（写）（1912）

245×164ミリ1巻1冊12丁写本
題簸：原・近江之國蒲生郡佐々木之木村遺緒表紙：
後・深緑色：檀紙型押し

構成：内表紙1、本文10、奥書1
刊記：右者大正元年十一月廿五目京都市萬寿寺通高
倉東入骨董商内田治三郎持参縮写ス外二木村氏系圖
壱巻有リシモ普通ノモノナリシカバ不写シテ返却ス但シ

同巻外箱ハ黒塗金四ツ目三ツ目松皮菱蒔絵有参巻
入。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「ル四百六十六」（貼紙）と「ル印四百六

十六！壱冊」（下ヶ札）、メモ「C243」

XO361－007　　　　　　　　　　　　　　近江

蒲湾載記
大正1（写）（1912）

243×164ミリ1巻1冊44丁写本
題簸：原・蒲滞載記表紙：後・深緑色：檀紙型押し

構成：内表紙1、本文43
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「蒲湾載記蒲縣護筆」。前表紙に「ル四
百六十三」（貼紙）と「ル印四百六十三ノ壱冊」（下ヶ札）

近江XO361－008－01

蒲生郡史蹟断片　乾

誌地3〔284〕

近江XO361－004－27（2）

［近江輿地志略　96］

（1842年）

19丁写本

XO301－004－28（1）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　97］

（1842年）

266×191ミリ16丁写本
題簸：後・近江輿地志略土産門賊廿八表紙：後・横
刷毛目に菊菱・分銅の丸紋型押し
印記1増田氏・彦藩増田図書之印・彩霞亭図書記・宗辰
所集・三井家3。

備考：2丁および30丁の間に各々継紙1あり。

近江XO361－004－28（2）

［近江輿地志略　98］

（1842年）

10丁写本

近江XO361－004－28（3）

［近江輿地志略　99］

（1842年）

15丁写本

XO361－004－28（4）　　　　　　　　　　　近江

［近江輿地志略　100］
天保13（写）（1842）

11丁写本
構成：巻100本文5、図3、賊2（享保十五甲寅歳季春
十五目武村勝重）、奥書1

刊記：（前略）原本大津菱屋町菱屋某蔵書なり、享保頃

膳所武臣寒川儀太夫なる者あり依台命蒙君命近江輿
地志百巻を顕せり我処にも欠本伝るといへとも全部のも

の不伝屡尋ぬ事二十余年今天保壬寅秋志賀郡大津旅
舎観るをえたり我欠本を補て百巻二充今合巻廿六冊と
なし書庫二収む干時天保十三壬寅秋彩霞亭主人。

備考：後ろ表紙見返しに継紙1添付。

XO361－005－01　　　　　　　　　　近江・名勝誌

［琵琶湖志　琵琶湖1］
弘化2（序）（1845）

270×192ミリ5巻5冊72丁写本
題簸：原・琵琶湖志志賀郡壼表紙：後・横刷毛目
構成：遊紙4、序3（弘化二のとしきのとの巳の菊月堅田

隠士法然庵宗崖）、凡例7、内表紙1、図1、本文56
印記：筍完堂蔵書印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ百六拾一」（貼紙）と「ホ印百六拾壱！

五巻」（下ヶ札）、メモ「C243」

近江・名勝誌XO361－005－02

［琵琶湖志　近江八景　2］
（1845年）

270×193ミリ38丁写本



〔285〕3．地誌3．地誌161．滋賀県ノ

239×166ミリ1巻1冊30丁写本
題籏：原・江州蒲生郡名所蕾蹟全表紙：後・灰色：布
目型押し

構成：遊紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ五百廿四」（貼紙）とrホ印五百廿四！
壱冊」（下ヶ札〉

Y1361－001－01　　　　　　　　　　近江・名所記

［近江名所図会　1］

寛政9（1797）

256×177ミリ3巻3冊（4冊に分冊）49丁整版
題策：原・近江名所圖會江南之部一表紙：後・覗色

目録2、題字1、本文46
琵琶湖勝慨全覧圖會秦石田・秋里擁島輯、蔀
西村中和画、献□堂・積玉圃・文金堂合梓（巻

：林田蔵書之印・宗辰所集・三井家3。

：巻1後と巻3は欠本。前表紙に「ホ印三百五十
貼紙）とrホ印三百五十四／四冊」（下ヶ札）。丁問に
メモ「C243」。

3
近
政
6
策
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成
記
月
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記
考
亘
井
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無
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備
四
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Y1361－001－02　　　　　　　　　　近江・名所記

［近江名所図会　2上］
（1797年）

256×177ミリ46丁整版
題簸：原・近江名所圖會西江之部二表紙：後・覗色
無地
構成：目録1、本文45
印記：林田蔵書之印・宗辰所集・三井家3。

Y1361－001－03　　　　　　　　　　近江・名所記

［近江名所図会　2下］

（1797年）

256×177ミリ29丁整版
題簸：原・近江名所圖會西江之部三　表紙：後・覗
色無地
印記：林田蔵書之印・宗辰所集・三井家3。

Y1361－001－04　　　　　　　　　　近江・名所記

［近江名所図会　3］

文化11（1814）

256×176ミリ50丁整版
題簸：原・近江名所圖會江東之部四表紙：後・覗色
無地
構成：目録1、本文49

刊記：文化十一年甲戌四月新刻、浪華書林塩屋忠兵
衛・河内屋喜兵衛・河内屋太助合梓、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・河内屋太助・塩屋平助・勝尾屋六
兵衛・塩屋忠兵衛。

印記：林田蔵書之印・宗辰所集・三井家3。

備考：最終丁に「近江名所図会後編全部五冊・播磨名
所図会全部五冊・五畿内産物図会全部五冊」の広告あ
り。

大正1（写）（1912）

242×164ミリ1巻1冊（2冊に分冊）28丁写本
題簸1原・蒲生郡史蹟断片乾表紙：後・深緑色：檀紙
型押し

構成：内表紙1、本文27
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ル四百六十二」（貼紙）と「ル印四百六
十二／試冊」（下ヶ札）

XO361－008－02　　　　　　　　　　　　　近江

蒲生郡史蹟断片　坤
大正1（写）（1912）

242×165ミリ10丁写本
題簸1原・蒲生郡史蹟断片坤表紙：後・深緑色：檀紙
型押し

構成＝内表紙1、本文9
印記：宗辰所集・三井家3。

0361－009　　　　　　　　　　　近江・城主付

；根御領分村々古城主付［雑記共］

こ正1（写）（1912）

40×164ミリ1巻1冊16丁写本
董簸：原・彦根御領分村々古城主付表紙：後・深緑
L：檀紙型押し
暴成：内表紙1、古城姓名録11、遊紙1、椿先生説雑記

XO361－010　　　　　　　　　　　　　　　近江
［蒲生郡抜書控］

大正1（写）（1912）

243×165ミリ1巻1冊18丁写本
題簸：原・辰年仲春ヨリ蒲生郡抜書控表紙1後・深緑
色：檀紙型押し

構成：遊紙1、本文17
刊記：脩忠（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ル四百六十五」（貼紙）と「ル印四百六
十五／壱冊」（下ヶ札）

XO361－011　　　　　　　　　　　　　　　近江
［篠軒小録草稿］

大正1（写）（1912）

244×165ミリ1巻1冊41丁写本
題簸：原・篠軒小録表紙：後・深緑色：檀紙型押し

構成1内表紙1、本文40
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙に「篠軒小録草稿」とある。前表紙に「ル
四百六十四」（貼紙）と「ル印四百六十四1壱冊」（下ヶ
札）

近江XO361－012

江州蒲生郡名所旧跡
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XO362－001　　　　　　　　　　　　山城・記録

［山城国八郡取調書］

寛延2（内容）（1749）

236×159ミリ1巻1冊67丁写本
題籏：原・徳川幕府山城國八郡取調書表紙：後・杏
色：菊唐草型押し

構成：目録2、本文65
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書書き入れあり。前表紙にrホ四百三十」（貼
紙）と「ホ印四百三十／壱冊」（下ヶ札）

XO362－002（1）　　　　　　　　　　　　紀行

［遊嵯峨記］

安永9以降（内容）（1780）

266×185ミリ5巻5冊（1冊に合綴）33丁写本
題簸：原・諸家記行表紙：後・うす茶色に蔓瓢箪型押し

構成：内表紙1、本文

刊記：越國文学播磨清絢撰。

印記：吉田氏図書記・小澤酵園火後蔵書・宗辰所集・三
井家3。

備考＝前表紙に「ホ四百五十五」（貼紙）と「ホ印四百五
十五／壱冊」（下ヶ札）。XO362・002（4）と（5）は「91．福岡

県」の項に記載。

紀行XO362－002（2）

［遊嵯峨後記］

（1780年）

刊記：遊嵯峨後記（北海江邨綬撰）。

備考：書誌情報はXO362・002（1）参照。

紀行XO362－002（3）

［西帰紀行］

（1780年）

11丁
刊記：藩士石川剛識。

備考：書誌情報はXO362・002（1）参照。

XO362－003－01　　　　　　　　　　　　丹後

［丹後州宮津府志　1］

文化11以降（1814）

247×173ミリ5巻5冊（4冊に合綴）39丁写本
題簸：後・丹後州宮津府志巻一表紙：後・秘色：雷紋

繋ぎ地牡丹唐草型押し
刊記：宝暦辛巳夏五月小林玄章識（巻頭）、「右宝暦十

一辛巳年迄の年歴也、時文化十一甲戌六月中旬毎休
写之、是ハ右之本所持之仁写取し年号月付也」。
印記＝口川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ三十九」（貼紙）と「ホノ辮九／四巻」

（下ケ札）

丹後
2］

XO362－003－02

［丹後州宮津府志

（1814年）

誌地3〔286〕

Y1361－002（1）　　　　　　　　　　近江・名所記

［賎ケ嶽図会　1］

（1801年）

212×159ミリ5巻5冊（1冊に合綴）76丁整版
題簸：後・賎ケ嶽圖會全表紙：後・生成地に松葉？
構成：遊紙1、序1（寛政十一己未年首夏湖北塩津住藤

原忠利）、惣図・目録3、本文70、践1
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：序題はr湖北賎ケ嶽圖會」。前表紙にrホニ百拾
二」（貼紙）と「ホO（朱）二百十　1壱冊」（下ヶ札）

近江
2］

Y1361－002（2）

［賎ケ嶽図会

（1801年）

整版

近江
3］

Y1361－002（3）

［賎ケ嶽図会

（1801年）

整版

近江
4］

Y1361－002（4）

［賎ケ嶽図会

（1801年）

整版

Y1361－002（5）　　　　　　　　　　　　近江

［賎ケ嶽図会　5］

寛政13（1801）

整版
刊記：寛政十三辛酉年正月吉辰書林京都寺町松原
上ル菱屋治兵衛・同寺町二条下ル鉛屋安兵衛・江戸通
油町蔦屋重三郎・名古屋本町九丁目本屋久兵衛。

Y1361－003　　　　　　　　　　　近江・案内記

［御山のしをり］

天保4（序）（1833）

212×147ミリ1巻1冊16丁整版
題簸二原・御山の志を里表紙：原・丁子色無地

構成：序1（天保四年九月御社の氏長者花押）、本文15
刊記：天保三年壬辰秋八月荷香庵主人摩詞三毒記之、
原弘所西京二条街堺町西鴻麟堂岩垣傳左衛門。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr比容山坂本山王社小案内記」

Y1361－004　　　　　　　　　　　近江・案内記

［御山のしをり】

天保4（序）（1833）

212×147ミリ1巻1冊26丁整版
題簸：原・御山の志を里表紙：原・丁子色無地

構成：序2（天保四年長月）、本文24
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「比叡山延暦寺小案内記」。前表紙に「ホ
三百八」（貼紙）とrホ三百八／二巻」（下ヶ札）
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題簸：後・丹後奮事記巻一二表紙：後・秘色：雷紋繋ぎ

地牡丹唐草型押し
刊記：其白堂晋倍拾編（巻頭）。

印記：□川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙rホ三十八」（貼紙）とrホ光八1四巻」（下ヶ
札）

丹後XO362－005－01（2）

［丹後旧事紀　2］

17丁写本

丹後XO362－005－02（1）

［丹後旧事紀　3］

271×198ミリ27丁写本
題簸：後・丹後薔事記巻三四表紙：後・秘色：雷紋繋ぎ

地牡丹唐草型押し
印記：［コ川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

丹後XO362－005－02（2）

［丹後旧事紀　4］

23丁写本

丹後XO362－005－03（1）

［丹後旧事紀　5］

272×197ミリ31丁写本
題簸：後・丹後薔事記巻五六表紙：後・秘色＝雷紋繋ぎ

地牡丹唐草型押し
印記：［コ川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

備考：付箋1あり

丹後XO362－005－03（2）

［丹後旧事紀　6］

21丁写本

丹後XO362－005－04（1）

［丹後旧事紀　7］

272×197ミリ17丁写本
題籏：後・丹後薔事記巻七八表紙：後・秘色：雷紋繋ぎ

地牡丹唐草型押し
印記：□川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

丹後XO362－005－04（2）

［丹後旧事紀　8］

14丁写本

山城・案内記Y1362－001
［京都買物案内］

延宝6（1678）

247×174ミリ45丁写本
題籔：後・丹後州宮津府志巻二表紙：後・秘色：雷紋

繋ぎ地牡丹唐草型押し
刊記：小林玄章成郷編集。

印記：□川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

XO362－003－03　　　　　　　　　　　　　丹後

［丹後州宮津府志　3・4］

（1814年）

247×173ミリ54丁写本
題籏：後・丹後州宮津府志巻三四表紙：後・秘色：雷

紋繋ぎ地牡丹唐草型押し
印記：□川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

XO362－003－04　　　　　　　　　　　　　丹後

［丹後州宮津府志　5］

（1814年）

247×173ミリ38丁写本
題簸：後』丹後州宮津府志巻五表紙：後・秘色：雷紋

繋ぎ地牡丹唐草型押し
印記：□川氏図書印・宗辰所集・三井家3。

XO362－004－01　　　　　　　　　　　　　丹波

［丹波志　1］

文政7（写）（1824）

234×164ミリ3巻3冊82丁写本
題籏：原・丹波志名所蕾跡孝子名産表紙：後・
山吹色：布目地に菊花文型押し
刊記：文政七申七月十七日写終（花押）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙と1丁目の間に包紙1あり、その中に半紙2
切紙4あり。最終丁に付箋あり

XO362－004－02　　　　　　　　　　　　　丹波

［丹波志　2］

文政7（写）（1824）

234×165ミリ62丁写本
題簸：原・丹波志民戸行程神社表紙1後・山吹
色：布目地に菊花文型押し
刊記：文政七申七月晦日写し終る為由伎（花押）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO362－004－03　　　　　　　　　　　　　丹波

［丹波志　3］

文政7（写）（1824）

235×166ミリ74丁写本
題簸：原・丹波志寺院表紙：後・山吹色1布目地に菊
花文型押し

刊記：丹波里於穴川真保郎文机許関正直以草稿写之
畢文政七申八月十目為之（花押）。
印記：宗辰所集・三井家3。

丹後XO362－005－01（1）

［丹後旧事紀　1］

272×198ミリ8巻8冊（4冊に合綴）17丁写本



備考：朱書、7丁めの後に石津氏による補写5丁分あり。

Y1362－003－04　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　4］

（1684年）

269×193ミリ51丁整版
題籏＝原・雍州府志寺院門上四表紙：後・こげ茶色無
地

構成：12丁の後に「又十二」、16・17丁は1丁。

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：表紙見返しに墨書、朱書あり。『目出新聞』の切り

抜き貼付あり、最終丁の後に別本『雍州府志』の45～
47丁あり。

Y1362－003－05　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　5］

、（1684年）

269×196ミリ53丁整版
題簸＝原・雍州府志寺院門下五表紙：後・薄茶色無
地

構成：9～13丁は1丁、26丁の後に「又二十六」

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：朱書あり。

Y1362－003－06　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　6］

（1684年）

270×195ミリ40丁整版
題簸：原・雍州府志土産門上六表紙：後・薄茶色無
地

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：10・11丁丁間にr正月二目御用」の継ぎ紙1あり、
朱書・墨書あり。

Y1362－003－07　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　7］

（1684年）

270×195ミリ37丁整版
題籏：原・雍州府志土産門下七表紙：後・薄茶色無
地

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：朱書、表紙見返しに墨書あり。

Y1362－003－08　　　　　　　　　　　　　　　　山城

［雍州府志　8］

（1684年）

270×196ミリ44丁整版
題簸：原・雍州府志古跡門上八表紙：後・薄茶色無
地

構成：21丁の後に「又二十一」、40～44丁は1丁。
印記二岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

誌地3〔288〕

187×80ミリ1巻1冊21丁整版
題籏1後・先達案内（零本）（墨書）表紙：後・茶褐色無

地

構成1イロハ分け

刊記：右此諸職人商人乃名物ともあらまし思ひよるにま

かせ書付侍る也、此外二も連たる商物名物乃たくひあと

より書付出すべし、延宝六年午八月吉旦、四条大和橋
上ル大黒町東かわ堺屋庄兵衛在之。
印記＝ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：1～4丁表は欠落・補修。昭和9年5月9目、三
井ラベル「C241・60」

Y1362－002　　　　　　　　　　　山城・案内記

［京都名所案内］

延宝6（1678）

79×188ミリ1巻1冊77丁整版
題簸：後・先達案内（零本）（墨書）表紙：後・黒色無地

構成：図6、本文71
刊記1延宝六年戊午八月吉祥目四条大和橋上ル大黒
町東かわ堺屋庄兵衛在之。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：内題はr京洛外之名所井寺社山河野村里付」。
71丁ウラに「明和元年」（墨書）、補修あり。昭和4年。三

井ラベル「C241・59」

Y1362。003－01　　　　　　　　　　　　山城

雍州府志　1

貞享1（序）（1684）

271×193ミリ10巻10冊43丁整版
題簸：原・雍州府志一表紙：後・薄茶色無地
構成：序5（貞享元年孟夏之日林整宇・鶴山野節・黒川

衙裕）、凡例1、目録2、図6、本文29
印記＝岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：前表紙見返しに墨書・朱書あり。21・22丁は1丁。

貼紙2あり。前表紙に「ホ五百十四」（貼紙）と「ホ印五百
十四！十冊」（下ヶ札）

Y1362－003－02　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　2］

（1684年）

270×194ミリ34丁整版
題簸：原・雍州府志神社門上二表紙：後・薄茶色無
地

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：朱書、明治17年書入の罫紙貼付あり、8丁めの
後に別本から5丁挿入あり。

Y1362－003－03　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　3］

（1684年）

270×194ミリ26丁整版
題簸：原・雍州府志神社門下三表紙＝後・薄茶色無
地

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。
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Y1362－004－04　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　5］

（1711年）

226×159ミリ52丁整版
題籏：後・山州名跡志愛宕郡五表紙：後・藍色無地
構成：目録3、本文49
印記1宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－05　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　6］

（1711年）

226×158ミリ45丁整版
題簸：後・山州名跡志愛宕郡葛野郡六表紙1後・藍
色無地
構成：目録3、本文42
印記1宗辰所集、三井家3。
備考：墨書あり

Y1362－004－06　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　7］

（1711年）

227×157ミリ52丁整版
題籏：後・山州名跡志愛宕郡葛野郡七表紙：後・藍
色無地
構成：目録3、本文49
印記：宗辰所集、三井家3。
備考：墨書あり

Y1362－004－07　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　8］

（1711年）

227×157ミリ64丁整版
題籏：後・山州名跡志葛野郡八表紙＝後・藍色無地
構成：目録3、本文61
印記1宗辰所集、三井家3。

備考1墨書あり

Y1362－004－08　　　　　　　　　山城・名跡諒

［山州名跡志　9］
（1711年）

227×157ミリ45丁整版
題籏：後・山州名跡志葛野郡九表紙：後・藍色無地
構成＝目録2、本文43
印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－09　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　10］

（1711年）

226×157ミリ56丁整版
題簸：後・山州名跡志乙訓郡十表紙：後・藍色無地
構成：目録3、本文53
印記：宗辰所集、三井家3。

備考123・24丁丁問にr道正庵」に関する切紙1あり、朱
書あり。

Y1362－003－09　　　　　　　　　　　　山城
［雍州府志　9］

（1684年）

270×196ミリ32丁整版
題簸＝原・雍州府志古跡門下九表紙：後・薄茶色無
地

印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：朱書、貼紙あり、12丁は重複。

Y1362－003－10　　　　　　　　　　　　　　山城

［雍州府志　10］

（1684年）

269×195ミリ64丁整版
題簸：原・雍州府志陵墓門十表紙：後・こげ茶色無地
印記：岸之庵、金子文庫、盈科館図書記、消印1、宗辰
所集、三井家3。

備考：補写・朱書、補修あり。後ろ表紙見返しに購入経

緯に関する記事あり。

成：序6（宝永辛卯之春國子祭主林□直民・元禄十
年春三月既望沙門自慧）、目録凡例2、巻1本文8
記＝宗辰所集、三井家3。

考：墨書あり、一部に補修。前表紙に「ホ六十九」（貼

）とrホ印六十九廿巻」（下ヶ札）

山城・名跡誌Y1362－004－01（2）

［山州名跡志　2］

（1711年）

44丁整版
構成：巻2目録2、本文42

Y1362－004－02　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　3］

（1711年）

225×158ミリ64丁整版
題籏：後・山州名跡志愛宕郡三表紙：後・藍色無地
構成：目録2、本文62
印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－03　　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　4］
（1711年）

226×157ミリ72丁整版
題簸：後・山州名跡志愛宕郡四表紙：後・藍色無地
構成：目録4、本文68

印記：宗辰所集、三井家3。
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Y1362－004－10

［山州名跡志　11］

（1711年）

227×158ミリ39丁整版

山城・名跡誌

題籏：後・山州名跡志葛野郡乙訓郡紀伊郡十一表
紙：後・藍色無地

構成1目録2、本文37
印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－11

［山州名跡志　12］
（1711年）

228×160ミリ49丁整版

山城・名跡誌

題籏二後・山州名跡志紀伊郡十二表紙：後・藍色無
地

構成：目録2、本文47

印記：宗辰所集、三井家3。
備考142丁の後にr又四十二」がある。

Y1362－004－12　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　13］
（1711年）

226×160ミリ41丁整版
題簸：後・山州名跡志紀伊郡久世郡綴喜郡十三表
紙：後・藍色無地

構成：目録3、本文38

印記＝宗辰所集、三井家3。
備考：最終丁に「山内辰保本」と墨書あり。

Y1362。004－13　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　14］

（1711年）

227×159ミリ40丁整版
題簸：後・山州名跡志宇治郡十四表紙：後・藍色無
地

構成：目録2、本文38

印記：宗辰所集、三井家3。
備考：墨書あり。

Y1362－004－14　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　15］

（1711年）

227×159ミリ40丁整版
題籏：後・山州名跡志宇治郡久世郡綴喜郡十五表
紙：後・藍色無地

構成：目録2、本文38
印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－15　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　16】
（1711年）

227×159ミリ60丁整版
題簸：後・山州名跡志久世郡綴喜郡相楽郡十六表
紙：後・藍色無地

構成：目録4、本文56
印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－16　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　17］
（1711年）

226×160ミリ51丁整版
題簸：後・山州名跡志洛陽部十七表紙：後・藍色無
地

構成：目録・凡例1、本文50
印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－17　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　18］
（1711年）

227×158ミリ53丁整版
題簸：後・山州名跡志殿舎部十八表紙：後・藍色無
地

構成：目録2、本文51

印記1宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－18　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　19］

（1711年）

227×159ミリ30丁整版
題簸：後・山州名跡志大内裏部十九表紙＝後・藍色
無地
構成：目録2、本文28

印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－19　　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　20］

（1711年）

226×159ミリ44丁整版
題籏：後・山州名跡志洛陽寺院二十表紙：後・藍色
無地
構成：目録2、本文42

印記＝宗辰所集、三井家3。
備考：墨書あり。

Y1362－004－20（1）　　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　21］

（1711年）

227×158ミリ56丁整版
題簸：後・山州名跡志洛陽寺院同神社二十一終表
紙：後・藍色無地

構成：目録2、本文54

印記：宗辰所集、三井家3。

Y1362－004－20（2〉、　　　　　　　山城・名跡誌

［山州名跡志　22］

正徳1（1711）

23丁整版
構成：目録1、本文19、後叙3（宝永初元鴻賓月中丹水
奇岩之陰士碩星）

刊記：正徳元年辛卯七月吉旦、京都書犀出雲寺和泉
橡・小佐治半右衛門・中村孫兵衛・杉生五郎左衛門・小
山伊兵衛。
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題籏：原・山城名勝志洛陽部四表紙＝原・藍色無地
構成：目録2、本文60
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名四洛」（墨書）

Y1362－005－07　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　5上］

（1711年）

275×194ミリ33丁整版
題簸：原・山城名勝志洛陽部五上表紙：原・藍色無
地

構成：目録3、本文30
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名五之上洛」（墨書）

Y1362－005－08　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　5下］

（1711年）

275×194ミリ36丁整版
題簸：原・山城名勝志洛陽部五下表紙：原・藍色無
地

印記1純如之印・宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「山名五之下洛」（墨書）

Y1362－005－09　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　6上］

（1711年）

275×193ミリ42丁整版
題簸：原・山城名勝志乙訓郡部六上表紙：原・藍色
無地
構成：目録2、本文40
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名六之上乙」（墨書）

Y1362－005－10　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　6下］

（1711年）

276×194ミリ21丁整版
題簸：原・山城名勝志乙訓郡部六下表紙：原・藍色
無地
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr山名六之下乙」（墨書）

Y1362－005－11　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　7］

（1711年）

278×195ミリ50丁整版
題簸：原・山城名勝志葛野郡部七表紙1原・藍色無
地

構成：目録2、本文48
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr山名七葛」（墨書）、虫食い一部開封不

可

山城Y1362－005－12

［山城名勝志　8上］

Y1362－005－01　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　1］

（1711年）

274×192ミリ21巻21冊（30冊に分冊）59丁整版
題簸＝原・山城名勝志序目引書宮城部一表紙：
原・藍色無地

構成：序9（宝永乙酉春分日筑前州後学貝原篤信）、目

録2、凡例1、引用書目11、巻1目録2、本文34
刊記：散位正六位上源朝臣武好編輯。

印記1純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名目一宮」（墨書）、前表紙に「ホ印
壱」（貼紙）と「ホ印壱／三十巻」（下ヶ札）

Y1362－005－02　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　2上］

（1711年）

274×194ミリ33丁整版
題簸：原・山城名勝志洛陽部二上表紙：原・藍色無
地

構成：目録2、本文31
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名二之上洛」（墨書）

Y1362－005－03　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　2下］

（1711年）

274×192ミリ28丁整版
題簸：原・山城名勝志洛陽部二下表紙＝原・藍色無
地

印記1純如之印・宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「山名二之下洛」（墨書）

Y1362－005－04　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　3上］

（1711年）

275×194ミリ41丁整版
題簸：原・山城名勝志洛陽部三上表紙：原・藍色無
地

構成：目録3、本文38
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr山名三之上洛」（墨書）

Y1362－005－05　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　3下］

（1711年）

275×193ミリ37丁整版
題籏：原・山城名勝志洛陽部三下表紙：原・藍色無
地

印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr山名三之下洛」（墨書）

山城Y1362－005－06

［山城名勝志　4］

（1711年）

275×193ミリ62丁整版



印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名十一之上愛」（墨書）

Y1362－005－18　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　11下］

（1711年）

278×196ミリ30丁整版
題簸：原・山城名勝志愛宕郡部十一下表紙：原・藍
色無地
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名十一之下愛」（墨書）

Y1362－005－19　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　12上］

（1711年）

277×196ミリ28丁整版
題簸：原・山城名勝志愛宕郡部十二上表紙：原・藍
色無地
構成：目録2、本文26
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名十二之上愛」（墨書）

Y1362－005－20　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　12下］

（1711年）

278×196ミリ28丁整版
題簸：原・山城名勝志愛宕郡部十二下表紙：原・藍
色無地
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名十二之下愛」（墨書）。虫食い一部

開封不可

Y1362－005－21　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　13上］

（1711年）

274×194ミリ40丁整版
題簸：原・山城名勝志愛宕郡部十三上表紙：原・藍
色無地
構成：目録2、本文38
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名十三之上愛」（墨書）。虫食い一部

開封不可

Y1362－005－22　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　13下］
（1711年）

274×194ミリ38丁整版
題簸：原・山城名勝志愛宕郡部十三下表紙：原・藍

色無地
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr山名十三之下愛」（墨書）。虫食い開封

不可

山城Y1362－005－23

［山城名勝志　14］

（1711年）

3．地誌〔292〕

11年）

×195ミリ34丁整版
r：原・山城名勝志葛野郡部八上表紙：原・藍色

目録2、本文32
純如之印・宗辰所集・三井家3。
下小口に「山名八之上葛」（墨書）
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Y1362－005－13　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　8下］

（1711年）

277×195ミリ33丁整版
題籏＝原・山城名勝志葛野郡部八下表紙：原・藍色

無地
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名八之下葛」（墨書）。虫食い一部開

封不可

Y1362－005－14　　　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　9上］

（1711年）

276×194ミリ34丁整版
題籏：原・山城名勝志葛野郡部九上表紙：原・藍色

無地
構成：目録2、本文32
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名九之上葛」（墨書）。虫食い一部開

封不可

Y1362－005－15　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　9下］

（1711年）

277×196ミリ46丁整版
題籏＝原・山城名勝志葛野郡部九下表紙＝原・藍色

Y1362－005－16　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　10］

（1711年）

276×196ミリ44丁整版
題籏：原・山城名勝志愛宕郡部十表紙：原・藍色無

地

構成：目録2、本文38、付録4
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名十葛」（墨書）。銀杏の葉挿入あ
り。

Y1362－005－17　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　11上］

（1711年）

278×196ミリ35丁整版
題簸：原・山城名勝志愛宕郡部十一上表紙：原・藍

色無地
構成：目録2、本文33
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原・山城名勝志綴喜郡部十九表紙：原・藍色

目録1、本文17
純如之印・宗辰所集・三井家3。
下小口に「山名十九綴」（墨書）。虫食い一部開封

簸
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考
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無
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不

Y1362－005－29　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　20］

（1711年）

275×192ミリ34丁整版
題簸：原・山城名勝志相樂郡部二十表紙：原・藍色
無地
構成：目録1、本文33
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名廿相」（墨書）。虫食い一部開封不

可

Y1362－005－30　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　21］

正徳1（1711）

275×193ミリ27丁整版
題籏：原・山城名勝志郡未勘部二十一大尾表紙：
原・藍色無地

構成＝目録2、本文23、政2
刊記：正徳元辛卯年初秋日　洛陽宣風坊書林児玉九
郎右衛門・井上忠兵衛・梅村弥右衛門・田中庄兵衛・西

村丹五郎・古川三郎兵衛・北村四郎兵衛・林正五郎・新

井弥兵衛蔵版。

印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「山名廿一未勘尾」（墨書）。虫食い一部

開封不可。

Y1362－006　　　　　　　　　　　山城・案内記

［都すずめ案内者　上巻］

正徳5（1715）

110×165ミリ1巻1冊50丁整版
題簸：後・都す㌧め案内者（打付・金泥書）表紙1後・こ

げ茶色無地
構成：遊紙1、目録2、本文47
印記：ウサギ・しんまちみついけ三井文庫。

備考：下巻欠。

Y1362－007　　　　　　　　　　　山城・案内記

［京都めぐり　上・下］

享保6（広告）（1721）

179×121ミリ2巻2冊（1冊に合綴）106丁整版
題簸：後・京都めくり、内題r京城勝覧」表紙1後・芝草

漆書
構成：目録4、序3（宝永三年立春日貝原篤信記）、上
巻47、下巻52、広告（享保六歳貝原先生編述目次書
林柳枝軒蔵版31点）
刊記：六角町御幸町西入町書林茨城多左衛門開板。
印記：本居文庫。

備考：虫食い一部開封不可。

275×193ミリ63丁整版
題籏：原・山城名勝志愛宕郡部十四表紙：原・藍色
無地
構成：目録2、本文61
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考115丁の後にr又十五」がある。下小口にr山名十
四愛」（墨書）。虫食い開封不可。

目録3、本文79
純如之印・宗辰所集・三井家3。
下小口に「山名十五愛」（墨書）。虫食い一部開封

目録2、本文81、付録1
純如之印・宗辰所集・三井家3。
下小口に「山名十六紀」（墨書）。虫食い一部開封

Y1362－005－26　　　　　　　　　　　　山城

［山城名勝志　17］

（1711年）

275×193ミリ83丁整版
題簸：原・山城名勝志宇治郡部十七表紙：原・藍色
無地
構成：目録2、本文・付録81
印記：純如之印・宗辰所集・三井家3。

備考：55丁は落丁。下小口に「山名十七宇」（墨書）。虫

食い一部開封不可。

Y1362－005－27　　　　　　　　　　　　山城
［山城名勝志　18］

（1711年）

275×192ミリ63丁整版
題籏：原・山城名勝志久世郡部十八表紙：原・藍色

目録2、本文61
純如之印・宗辰所集・三井家3。
下小口に「山名十八久」（墨書）。虫食い一部開封
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山城Y1362－005－28

［山城名勝志　19］

（1711年）

275×192ミリ18丁整版



備考＝前表紙右上にr葛野郡」（朱書）

Y1362－008－07　　　　　　　　　山城・名所記

日本輿地通志　山城志　5

（1735年）

269×182ミリ28丁整版
題簸：原・目本輿地通志山城志五表紙：後・藍色
卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙右上にr愛宕郡」（朱書）

Y1362－008－08（1）　　　　　　　　山城・名所記

［日本輿地通志　山城志　6］

（1735年）

269×181ミリ23丁整版
題籏：原・目本輿地通志山城志六之七表紙：後・藍
色：卍繋ぎ型押し

印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考＝前表紙右上にr紀伊郡・宇治郡」（朱書）

山城・名所記Y1362－008－08（2）

［日本輿地通志　山城志　7］

（1735年）

10丁整版

Y1362－008－09（1）　　　　　　　　山城・名所記

［日本輿地通志　山城志　8］

（1735年）

269×181ミリ7丁整版
題簸：原・目本輿地通志山城志八之十表紙1後・藍
色：卍繋ぎ型押し

印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙右上に「久世郡・綴喜郡・相樂郡」（朱書）

山城・名所記Y1362－008－09（2）

［日本輿地通志　山城志　9］

（1735年）

9丁整版

Y1362－008－09（3）　　　　　　　　山城・名所記

［日本輿地通志　山城志　10］

享保20（1735）

11丁整版
刊記：享保二十年乙卯初春吉旦京師書舗六角通御
幸町茨城多左衛門鏑江府書舗　日本橋南二町目小
川彦九郎。

Y1362－009　　　　　　　　　　　山城・往来物

［京町・万物・坊主尽］

（寛保2）（1742）

191×136ミリ1巻1冊20丁整版
題簸：後・京町小路之宇尽（墨書）表紙：後・厚紙

刊記：「寛保二年戌正月吉日　斎藤佐吉主」（後ろ表紙
見返し）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

〔294〕　3．地誌

Y1362－008－01　　　　　　　　　山城・名所記

［日本輿地通志　山城志　1上］

（1735年）

268×180ミリ10巻10冊（9冊に合綴）38丁整版
題簸：原・目本輿地通志山城志上書凡例一之上
表紙：後・藍色：卍繋ぎ型押し

構成：序4（享保十九年甲寅二月望目丹州書生並河
永）、図1、本文33
刊記：享保丙辰夏新鏑・平安書舗柳枝軒茨方道寿桜
（封面）。

印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考＝前表紙右上に「京師」（朱書）。前表紙に「ホ印二」

（貼紙）とrホ印二！廿三冊五機内共」（下ヶ札）

Y1362－008－02　　　　　　　　　山城・名所記

日本輿地通志　山城志　1本
（1735年）

269×181ミリ26丁整版
題簸：原・目本輿地通志山城志一之下本表紙：後・
藍色：卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙右上に「京師」（朱書）

Y1362－008－03　　　　　　　　　山城・名所記

日本輿地通志　山城志　1下
（1735年）

269×182ミリ21丁整版
題簸1原・目本輿地通志山城志一之下末表紙：後・
藍色：卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考＝前表紙右上に「京師」（朱書）

Y1362－008－04　　　　　　　　　山城・名所記

日本輿地通志　山城志　2

（1735年）

269×181ミリ30丁整版
題簸：原・目本輿地通志山城志二表紙：後・藍色
卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1362－008－05　　　　　　　　　山城・名所記

日本輿地通志　山城志　3

（1735年）

269×182ミリ12丁整版
題簸：原・目本輿地通志山城志三表紙：後・藍色
卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙右上にr乙訓郡」（朱書）

Y1362－008－06　　　　　　　　　山城・名所記

日本輿地通志　山城志　4

（1735年）

268×182ミリ24丁整版
題簸：原・日本輿地通志山城志四表紙1後・藍色
卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。



〔295〕地　誌　3．地誌162．京都府ノ3

備考：ダンボール紙の秩に入る。前表紙に「六之萱」（朱

書）、下小口にr都林泉名勝図会一」（墨書）。三井ラベ

ルrC241・新・107」

Y1362－013－02　　　　　　　　　　　　山城

都林泉名勝図会　1坤
（1799年）

259×182ミリ37丁整版
題籏：原・都林泉名勝圖會一坤表紙：原・秘色無地
印記：聴氷堂所蔵・聴氷堂三井氏鑑蔵之記・三明番楼
三井氏之記。

備考：前表紙に「六之弐」（朱書）、下小口に「都林泉名

勝図会二」（墨書）。三井ラベル「C241・新・107」

Y1362－013－03　　　　　　　　　　　　山城

都林泉名勝図会　2
（1799年）

259×183ミリ58丁整版
題籏＝原・都林泉名勝圖會二表紙＝原・秘色無地

構成：巻2目録1、本文57
印記：聴氷堂所蔵・聴氷堂三井氏鑑蔵之記・三明番楼
三井氏之記。

備考：前表紙にr六之三j（朱書）、下小口にr都林泉名
勝図会三」（墨書）。三井ラベル「C241・新・107」

Y1362－013－04　　　　　　　　　　　　山城

都林泉名勝図会　3
（1799年）

259×183ミリ40丁整版
題簸＝原・都林泉名勝圖會三表紙：原・秘色無地

構成＝巻3目録1、本文39
刊記：彫工樋口源兵衛。

印記：聴氷堂所蔵・聴氷堂三井氏鑑蔵之記・三明番楼
三井氏之記。

備考：前表紙にr六之四」（朱書〉、下小口にr都林泉名
勝図会四」（墨書）。三井ラベル「C241・新・107」

Y1362－013－05　　　　　　　　　　　　山城

都林泉名勝図会　4
（1799年）

259×183ミリ54丁整版
題簸：原・都林泉名勝圖會四表紙：原・秘色無地
構成：目録2、本文52
刊記：此一冊彫工井上治兵衛。

印記：聴氷堂所蔵・聴氷堂三井氏鑑蔵之記・三明番楼
三井氏之記。

備考：前表紙に「六之五」（朱書）、下小口に「都林泉名

勝図会五」（墨書）。三井ラベル「C241・新・107」

Y1362－013－06　　　　　　　　　　　　山城

都林泉名勝図会　5
寛政11（1799）

259×183ミリ0丁整版
題籏＝原・都林泉名勝圖會五表紙：原・秘色無地

構成：目録1、本文29、賊1（寛政十一載仲夏平安秋
里擁島）

備考：昭和7年3月12目、三井ラベル「C241・新・75」

Y1362－010　　　　　　　　　　　山城・案内記

［法華寺めぐり］

宝暦9（1759）

109×164ミリ1巻1冊25丁整版
題籏1原・廿一ケ寺［　1法華寺めぐり表紙：原・藍色：

雷紋繋ぎ裡に菊花と花菱紋型押し
構成：序1（願主加州瀬川氏法名良運）、本文24

刊記1宝暦九年卯首夏良辰寺町通三条上ル三丁目柳
田三郎兵衛板。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和六年、三井ラベル「C241・65」、前表紙に書

名を記した下ヶ札

Y1362－011　　　　　　　　　　　山城・案内記

都名所手引案内

宝暦13（1763）

110×162ミリ1巻1冊62丁整版
題簸：原・都名所手引案内全表紙：原・藍色無地

構成1序1（撰者洛下愚定）、凡例1、本文59、広告1
（京町鑑・山城名所寺社物語・花洛名所記・花洛巡覧
記）

刊記：宝暦十三年未正月吉辰京書林ふや町せいぐわ
んじ下八文字屋八左衛門、姉小路寺町にしへ入銭屋
惣四郎、三条川原町にしへ入正本屋吉兵衛・三条川原

町東へ入長浜屋九良右衛門・三条寺町角白木屋半右
衛門。

印記1浅雲・ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考＝前表紙見返しにr此草紙何縣下何国何方様巡行

候共山形縣羽前国置賜郡第拾大区九小区長手邨白石
方へ御返シ有之度候也、白石氏」（墨書）。昭和4年、
三井ラベル「C241・新・66」

Y1362－012　　　　　　　　　　　山城・詩文

稲荷山十二境図詩

明和7（1770）

263×170ミリ1巻1冊20丁整版
題籏：原・稲荷山十二境圖詩表紙：後・覗色無地

構成：贈本識1（文政三季歳次庚辰重陽節中井環敬
識）、題字2、図詩6、十二景記9（明和己丑之春越国文
学播磨清絢）、践2（明和甲寅之秋九月稲荷祠官正五
位下荷田新郷）
印記：天楽・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ三百九十一」（貼紙）と「ホ印三百九
十一／壱冊」（下ヶ札）

Y1362－013－01　　　　　　　　　　　　山城

都林泉名勝図会　1乾
（1799年）

259×182ミリ5巻5冊（6冊に分冊）38丁整版
題簸：原・都林泉名勝圖會一乾表紙：原・秘色無地
構成：序4（寛政とをあまりひととせの春水竹居主人＝藤

波二位季忠）、凡例1、目録2、本文31
刊記：秋里離島先生著述（封面）。

印記：聴氷堂所蔵・聴氷堂三井氏鑑蔵之記・三明番楼
三井氏之記。



天保2（1831）

128×182ミリ80丁整版
題簸：原・天保刻成京都順覧記（方箋）表紙：原・松葉
色：蜀江紋型押し

構成：目録10、本文66、広告4（京名所記蔵版目次・
京絵図蔵書目録）

刊記：皇都池田東離亭編・同中村有楽図画、天保二年
卯秋七月京都書房三条通麩屋町西北角竹原好兵衛。
備考：封面題はr都縦横町小名」。三井ラベル「C241・
68」

Y1362－017－01　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　1］

（1864年）

258×183ミリ8巻8冊49丁整版
題簸：原・再撰花洛名勝圖會東山之部一表紙＝原・
花田色無地
構成：序7（文久二年春凌陰山翁＝清原宣明、藤原芳樹

ほか）、例言2、巻1目録1、題字2、本文37
印記：本居文庫。

備考：洋紙の秩に入る、帳に三井ラベル「C241・39」

Y1362－017－02　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　2］

（1864年）

257×182ミリ36丁整版
題策：原・再撰花洛名勝圖會東山之部二表紙：原・
花田色無地
印記：本居文庫。

Y1362－017－03　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　3］

（1864年）

257×182ミリ33丁整版
題籏：原・再撰花洛名勝圖會東山之部三表紙：原・
花田色無地
構成：巻2目録2、本文31
印記：本居文庫。

Y1362－017－04　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　4］

（1864年）

257×182ミリ43丁整版
題簸：原・再撰花洛名勝圖會東山之部四表紙：原・
花田色無地
印記二本居文庫。

Y1362－017－05　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　5］

（1864年）

256×183ミリ36丁整版
題簸：原・再撰花洛名勝圖會東山之部五表紙：原・
花田色無地
構成：巻3目録2、本文34
印記：本居文庫。

〔296〕　3．地誌

刊記：画工法橋佐久間草優・法橋西村中和・奥文鳴源
貞章、京都吉野屋為八・江都須原屋善五郎、発行書雛
江戸目本橋南壼丁目須原屋茂兵衛・同浅草茅町二丁
目同伊八・同目本橋通二丁目山城屋佐兵衛・同芝神明
前岡田屋嘉七・同両国横山町三丁目和泉屋金右衛門・

同下谷池之端仲町岡村庄助・同目本橋通二丁目須原
屋新兵衛・同芝神明前和泉屋吉兵衛・京都三條通御幸
町角吉野屋仁兵衛・尾州名古屋本町通永楽屋東四郎・
同同所菱屋藤兵衛・同同所菱屋平兵衛・大阪心斎橋通

北久太郎町河内屋喜兵衛板。
印記：聴氷堂所蔵・聴氷堂三井氏鑑蔵之記・三明番楼
三井氏之記。

備考1前表紙にr六之六」（朱書）、下小口にr都林泉名
勝図会六終」（墨書）。三井ラベル「C241・新・107」

1362－014　　　　　　　　　　　山城・案内記

1山西山京名所案内記

：禾03（1803）

15×145ミリ1巻1冊3丁整版
1簸：原・東山西山京名所案内記（打付）表紙：原・生

京寺町仏光寺上ル町赤井長兵衛板、享和三年
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：ウサギ・しんまちみついけ。

：仮綴じ。パンフレット。洋紙のカバー付き。三井ラ

rC241・新・69A」

Y1362－015　　　　　　　　　　山城・摺り物
［都のひなみ］

文化6（1809）

360×444ミリー枚物1丁整版
刊記1文化六年己巳十一月晴雲堂篁一玄校、書躍皇
都新町通中立売上ル町近江屋新兵衛、板元皇都釜座
下立売上ル町山城屋伊兵衛。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：両面刷り。ダンボール紙の鉄に入る、昭和九年、
三井ラベル「C241・新・81」

Y1362－016－01　　　　　　　　　山城・案内記

［京都順覧記　1］

（1831年）

127×181ミリ3巻3冊38丁整版
題籏：原・天保刻成京都順覧記（方箋）表紙：原・松葉

色：蜀江紋型押し

構成：序2（池田東簾亭主人）、総目・凡例2、本文34
備考：「雑十番」（下ケ札）、三井ラベル「C241・68」

Y1362－016－02　　　　　　　　　山城・案内記

［京都順覧記　2］

（1831年）

128×181ミリ57丁整版
題簸：原・天保刻成京都順覧記（方箋）表紙：原・松葉

色：蜀江紋型押し
備考：封面題はr花洛名所図」。三井ラベルrC241・68」

山城・案内記Y1362－016－03

［京都順覧記　3］
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題籏：原・都名所車京町鑑宿附都年中行事表紙：
原・青丹：雲中に鳥型押し

構成：本文44、広告1（山城名勝志・山州名跡志・京の
水ほか2点）

刊記1皇都書房寺町通三条南著屋宗八。

印記：鏡淵図書・鏡淵九六・ウサギ・しんまちみついけ・

三井文庫。

備考：「新発田町文成堂ヨリ購求鏡渕蔵」。昭和5年、
三井ラベル「C241・新・62」

Y1362－020　　　　　　　　　　　　　　教科書

山城国村名章

明治6（1873）

220×150ミリ1巻1冊27丁整版
題簸：原・山城國村名章（打付）表紙二原・生成

刊記＝明治六年一月発行、京東洞院三条上ル町御用
書林村上勘兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和7年5月20目寄託、三井ラベル「C241・新・
92」

Y1362－021　　　　　　　　　　　　　案内記

京都府駅程記

明治9（1876）

221×149ミリ1巻1冊43丁整版
題簸：原・明治九年四月出版井上和光編輯京都府騨程

記全京都府蔵板（打付）表紙：原・丁子引き
構成1凡例2（明治八年十月　京都府少属村上和光謹
誌）、標目2、本文39

刊記：京都府少属村上和光編輯、御用御書物所京堀
川通二條下ル町村上治兵衛。
備考：定価12銭5厘。初丁の間に切紙1（r生徒用卓ほ
かの値段書上」あり。「雑書十六番」（下げ札）、三井ラベ

ノレ「C242・117」

Y1362－022　　　　　　　　　　　　　教科書

京都府管轄内地理問答

明治10（1877）

211×143ミリ1巻1冊19丁整版
題籏：原・改正京都府管轄内地理問答家原政紀著
全表紙：原・秘色無地
構成：題字1（龍城逸史）、本文18

刊記：明治十年一月十七目出版御届、同年一月二十
一目刻成発免、著者京都府平民家原政紀、京都書騨
出版人京都府平民若林喜助（上京区第30区寺町通御
池下ル531番地）、丹波亀岡内藤半七、京都寺町御池
下ル吉田勘兵衛。

印記1ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価7銭。「下京匪第十六組淳鳳校生山田由太
郎蔵書」（後ろ表紙墨書）。昭和8年7月26目寄託、三
井ラベル「C241・新・93」

Y1362－023　　　　　　　　　　　　　教科書

管内地理

明治11（1878）

220×149ミリ1巻1冊8丁整版・活版
題簸：原・京都府學務課編纂管内地理完（打付）表

Y1362－017－06　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　6］

（1864年）

257×182ミリ42丁整版
題籏：原・再撰花洛名勝圖會東山之部六表紙：原・
花田色無地
印記：本居文庫。

Y1362－017－07　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　7］

（1864年）

257×182ミリ31丁整版
題簸：原・再撰花洛名勝圖會東山之部七表紙：原・
花田色無地
構成：巻4目録2、本文29
印記：本居文庫。

Y1362－017－08　　　　　　　　　　山城・名所記

［再撰花洛名勝図会　8］

元治1（1864）

257×182ミリ0丁整版
題簸：原・再撰花洛名勝圖會東山之部八表紙：原・
花田色無地
構成：本文35、践2（安政六年川喜多真彦）、林芳兵衛

蔵版書目2
刊記：四条以北編者晴翁木村明啓、同以南編井傭書
樫園川喜多真彦、図画半山案川安信・春翠四方義休・

東居楳川重寛、文久元年辛酉十一月官許、元治元年
甲子三月刻成。

印記：本居文庫。

Y1362－018　　　　　　　　　　　山城・摺り物

洛中大火夢物語

元治1（1864）

173×120ミリ1巻1冊11丁整版
題籏：原・元治元年甲子七月洛中大火夢物語（打付）
表紙：原・生成

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：仮綴。ユホ昭和5年12月31目、三井ラベル
「C241・79A」

山城・案内記Y1362－019－01

［都名所車　上］

175×122ミリ2巻2冊53丁整版
題簸：原・都名所車京町鑑宿附都年中行事表紙
原・青丹：雲中に鳥型押し

構成：序1（尚古館主人）、総目3、本文49
印記二鏡淵図書・鏡淵九六・ウサギ・しんまちみついけ

三井文庫。

備考：三井ラベル「C241・新・62」

山城・案内記Y1362－019－02

［都名所車　下］

175×122ミリ44丁整版
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紙＝原・丁子引き

構成：例言1、図1、本文6

刊記：明治十一年二月十八目出版版権屈、同年三月
刻成、同年八月再刻、御用御書物所京都東洞院通三
條上ル町村上勘兵衛、京都府蔵版（表紙）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価1銭8厘、ペン・墨書書入あり。昭和九年、
三井ラベル「C241・新・94」

Y1362－024　　　　　　　　　　　　　教科書

新撰　京都府管内地誌

明治22（1889）

221×148ミリ1巻1冊31丁木活・銅板
題簸：原・新撰京都府管内地誌表紙：原・生成
構成：緒言1（明治二十二年三月編者）、本文30

刊記：明治二十二年三月廿五目印刷、明治二十二年
三月光一目出版、印刷兼発行者京都府上京区第光
組妙満寺前町拾番戸河合卯之助、著作者京都府下
京区第廿九組魚棚町三番戸上羽為質。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価金16銭5厘。後ろ表紙に「中村信太郎」（墨
書）。三井ラベル「C241・新・95」「京都雑」（朱印）。昭和

8年3月29目寄託

Y1362－025　　　　　　　　　　　　　名所記

京都繁栄記

明治26（1893）

260×180ミリ1巻1冊56丁整版
題簸：原・増山守正編輯京都繁栄記全表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：題字1、序3（雪潭老漁・荘司金風・増山守正）、

凡例1、目録1、本文48、践1、追録（澤井東涯）1

刊記＝明治廿六年二月廿三目印刷、同年同月廿七日
出版、編輯者京都府士族東京市神田区駿河台鈴木町
16番地寄留増山守正・発行兼印刷者右同族同番地寄
留増山持正、彫刻山口唯女。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：表紙に「幽山蔵書」の蔵書票あり。袋共。定価金

30銭。昭和5年10月20目、三井ラベル「C241・新・
42」

Y2362－001　　　　　　　　　　　　　案内記

開化絵入京都見物独案内

明治13（1880）

70×158ミリ1巻1冊34丁銅板
題籏：原・文字冨之助編輯開化縛入京都見物猫案内
全表紙：原・藍色＝卍繋ぎ型押し

構成：方角図1、目録1、本文32、奥書（明治庚辰の二

月編者）
刊記：明治十二年十二月五目出版御届、同十三年三
月出版、編輯兼出版人京都府平民文字冨之助、出版
人京都府平民片岡賢三、発売所京三条通高倉東入町
出雲寺文次郎、同新京極蛸薬師下ル太田権七、大阪
南久宝寺町四丁目前川善兵衛、東京横山町一丁目出
雲寺万次郎、京寺町通三条下ル神先宗八、西京七条
ステーション待合所大坂支店野間欽三、京寺町通五条

上ル町近藤太十良、組合刊行大発売所京六角西国
十八番札所前長寿堂。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝定価16銭。昭和8年2月14目寄託、三井ラベ
ノレ「C241・新・98」

Y2362－002　　　　　　　　　　　　　案内記
京都名勝一覧図会

明治13（1880）

106×159ミリ1巻1冊62丁銅板
題簸：原・橋本澄月編輯京都名勝一覧圖會表紙：
原・黄色：卍繋ぎ型押し

構成：題宇1（如意山人）、凡例1、標目3、本文57

刊記：明治十三年七月廿三目出版版権御願、同年八
月十九目版権免許、同年十月刻成、編輯者京都府平
民橋本澄月、出版人京都府平民風月庄左衛門（上京
区第廿八組大恩寺町256番地）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：色刷り。昭和6年2月7目、三井ラベルrC241・
新・99」

Y2362－003

京都府諸税一覧表

明治14（1881）

293×397ミリー枚物1丁銅板
題簸：原・京都府諸税一覧表表紙：原・黄色：卍繋ぎ型
押し

刊記：明治十四年九月出版御届、編輯人滋賀縣士族
湊正純、出版人京都府平民早野作兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価金5銭。昭和10年1月28目寄託

Y2362－004　　　　　　　　　　　　　案内記

京都名所案内図会

明治14（1881）

84×125ミリ2巻2冊66丁銅板
題簸：原・遠藤茂平編輯京都名所案内圖會乾表
紙二原・藍色無地

構成：緒言1（翠窓園主人）、目録3、本文62

刊記：明治十三年十二月十五目出版版権御願、同十
四年二月七目版権免許、同年三月出版発免、編輯者
京都府平民遠藤茂平、附録編輯者山口米二郎、出版
人京都府平民福井源次郎（下京区第六組三条通寺町
東20番地）、売捌人京都府平民福井孝太郎（上京区第
三十組寺町通三条北）、芝田雲山刻。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：袋共、袋にr昭和6年7月6目寄託」、三井ラベ
ルrC241・新・1」

Y2362－005　　　　　　　　　　　　　案内記
［京都名所案内図会付録］

明治14（1881）

84×125ミリ51丁銅板
題簸1原・山口米二郎附録編輯京都名所案内圖會
坤表紙：原・藍色無地
構成：端言1、凡例1、目次3、本文40、正宝堂蔵版書
籍目録4、京都書籍発売書屋人名2
刊記：明治十三年十二月十五目出版版権御願、同十
四年二月七日版権免許、同年三月出版発莞、編輯者



京都府平民遠藤茂平、付録編輯者京都府平民山口米
次郎、出版人京都府平民福井源次郎（下京区第六組
三条通寺町東20番地）、売捌人京都府平民福井孝太
郎（上京区第三十組寺町通三条北）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考1三井ラベル「C241・新・100」

Y2362－006－01

［三府名所独案内図会　京都之部上］

明治16（1883）

87×128ミリ2巻2冊40丁銅板

案内記

題籏：原・馬場文英編輯三府名所猫案内圖會二京都
之部上表紙1原・黄色：卍繋ぎ型押し
構成＝凡例1（明治十六年三月）、目録5、本文34
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：三井ラベル「C241・新・101」

Y2362－006－02　　　　　　　　　　　案内記
［三府名所独案内図会　京都之部下］

明治16（1883）

87×128ミリ36丁銅板
題簸：原・馬場文英編輯三府名所猫案内圖會三京都
之部下表紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し

構成：本文34、開益堂細川製本目録2
刊記：明治十六年二月廿六目出版版権御願、同年三
月光一目版権免許、同年五月刻成、編輯人京都府平
民馬場文英、出版人京都府平民細川清助（上京区第
光組下本能寺前町第53戸）、□買人三条通り小橋東
入江南有美堂。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価30銭。三井ラベル「C241・新・101」

Y2362－007　　　　　　　　　　　　　案内記
開化絵入京都見物独案内

明治18（1885）

74×158ミリ1巻1冊34丁銅板
題簸1原・文字冨之助編輯開化給入京都見物猫案内
全表紙：原・天色：布目地卍繋ぎ型押し

構成：方角図1、目録1、本文32、奥書（明治庚辰の二
月編者）

刊記：明治十七年十二月五目出版御届、同十八年三
月出版、編輯兼出版人京都府平民文字冨之助、出版
人京都府平民片岡賢三、発売所京三条通高倉東入町
出雲寺文次郎、同新京極蛸薬師下ル大田権七、大阪
南久宝寺町四丁目前川善兵衛、東京横山町一丁目出
雲寺万次郎、京寺町通三条下ル神先宗八、西京七条
ステーション待合所大坂支店野間欽三、京寺町通五条
上ル町近藤太十良、組合刊行大発売所京六角西国
十八番札所前長寿堂。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：定価16銭。昭和6年7月6目寄託、三井ラベル
rC241・新・103」

Y2362－008

懐中活用平安名所案内　町名録之部

明治19（1886）

52×123ミリ1巻1冊17丁銅板

3．地誌3．地誌163．大阪府1〔299〕

題籏：原・懐中活用平安名所案内町名録之部全表
紙＝原・黒：布目地に網目型押し

構成：本文16、郵便条例抄録1

刊記：明治十九年三月十三目御届、同年四月出版、編
輯兼出版人滋賀縣平民舟橋治平、発免人京都府平民
舟橋茂七、大売捌所遠藤平左衛門、諸国売捌所前川
善兵衛ほか1。。

印記：下京匿第二十三組油小路通花屋町上ル西若松
町高橋正意蔵書、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：「尚古庵文庫」のラベルあり。昭和7年2月1日寄
託、三井ラベル「C241・新・139」

Y2362－009　　　　　　　　　　　　　案内記

明治新版京都名所案内記

明治20（1887）

64×124ミリ1巻1冊50丁銅板
題籏：原・樺井達之輔編輯明治新版京都名所内案記
全表紙：原・黄色：布目地に松皮菱型押し

構成：図2、3都分略表2、目次1、本文43、山城略表2

刊記：明治十九年十一月十目出版御屈、明治二十年
一月十目刻成、編輯人京都府平民樺井達之輔、出版
人京都府平民風月庄左衛門（上京区第廿八組大恩寺
廿一番戸）、発売所御幸町通三条北へ中村浅吉。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：色刷り。小口にマーブル加工。袋共。袋に「昭和8

年5月9目寄託」、三井ラベル「C241・新・105」

Y2362－010　　　　　　　　　　　　　案内記
袖珍京都名勝廻覧記

明治28（1895）

125×94ミリ1巻1冊345丁活版
題簸：原・袖珍京都名勝廻覧記表紙：原・生成に仏
閣・松の絵

構成：題字・凡例2、目録1～17p、本文1～318p、広告

1～8P
刊記：明治廿八年三月光一日印刷、同年四月五目発
行、著者兼発行者藤田剣吾、発行者大谷仁兵衛、印刷
者目進堂柏井権三郎、発売所東枝書房。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：洋装本。r明治廿八年四月十三目藤田剣吾兄見

贈高田守天所携」、昭和7年5月20目寄託

3．地誌／63．大阪府1

×0363－001　　　　　　　　　　　　　　摂津
［大坂錦城記］

文久2（内容）（1862）

233×165ミリ1巻1冊30丁写本
題簸1後・大坂錦城記全表紙：後・丁子引きに丸に花
菱・分銅型押し

刊記：元和二年ヨリ文久二年迄二百四十七年ニナル
（最終丁）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙rヲニ百七」（貼札）とrヲ印r改」（朱印）二

百七／一冊」（下ヶ札）、三井ラベルC242・13」
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XO363－002

金城聞見録
大正3（写）（1914）

266×191ミリ1巻1冊56丁写本
題簸：原・金城聞見録全表紙：原・香色無地

構成：内表紙1、本文55
刊記：政苓誌、東京上野公園帝国図書館所蔵「吉祥窟
蔵書」ノ旧蔵者之印アリ、明治三十九年八月ノ購入二係

ル、大正三年八月影写了、同年九月以内閣文庫所蔵
異本校合（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrル五百二十」（貼紙）とrル印五百二十1

壱冊」（下ヶ札）

Y1363－001－01　　　　　　　　　摂津・浮世草子

［難波鑑　1］

（1680年）

263×190ミリ6巻6冊26丁整版
題簸：後・難波鑑一表紙：後・白緑色：波に鶴型押し

構成：序2（延宝八庚申季孟春上旬一無軒道冶輯）、

目録1、本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ワ百七十」（貼紙）と「ワ印百七十／六冊」

（下ケ札）

Y1363－001－02　　　　　　　　　摂津・浮世草子

［難波鑑2］

（1680年）

263×190ミリ17丁整版
題簸：後・難波鑑二表紙：後・白緑色：波に鶴型押し

構成：目録1、本文16
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1363－001－03　　　　　　　　摂津・浮世草子

［難波鑑3］

（1680年）

263×191ミリ19丁整版
題籏：後・難波鑑三表紙：後・白緑色＝波に鶴型押し

構成：目録1、本文18
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－001－04　　　　　　　　　摂津・浮世草子

［難波鑑4］

（1680年）

264×190ミリ15丁整版
題籏：後・難波鑑四表紙：後・白緑色：波に鶴型押し

構成：目録1、本文14
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－001－05　　　　　　　　　摂津・浮世草子

［難波鑑5］

（1680年）

264×191ミリ14丁整版
題簸：後・難波鑑五表紙：後・白緑色：波に鶴型押し

構成：目録1、本文13
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－001－06　　　　　　　　　摂津・浮世草子

［難波鑑6］

延宝8（1680）

264×192ミリ14丁整版
題簸：後・難波鑑六表紙：後・白緑色：波に鶴型押し

構成：目録1、本文13
刊記：延宝八申観月目南陽山人自奄斎、大坂本町五
丁目御堂筋角小濱屋七郎兵衛板・同所近江屋次郎
右衛門。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：丹緑本

Y1363－002－01　　　　　　　　　　　　和泉

［泉州志　1］

元禄13（序）（1700）

273×185ミリ6巻6冊60丁整版
題簸：原・泉州志一大鳥郡上表紙：後・藍色無地
構成：序6（元禄庚辰三月庚寅平安城西峰散人・孟春

仲洗泉州石橋直之）、図1、目録2、本文51
刊記：石橋新右衛門編輯。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：目録後に罫紙切紙1貼付あり。前表紙にrホ百八
十四」（貼紙）と「ホ印百八十四！六巻」（下ヶ札）。

Y1363－002－02　　　　　　　　　　　　和泉

［泉州志2］

（1700年）

273×184ミリ52丁整版
題簸：原・泉州志二大鳥郡下表紙：後・藍色無地
構成：目録2、本文50
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：27・28丁丁間に切紙1あり。

Y1363－002－03　　　　　　　　　　　　和泉

［泉州志3］

（1700年）

273×183ミリ44丁整版
題簸：原・泉州志三和泉郡表紙：後・藍色無地
構成：目録2、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－002－04　　　　　　　　　　　　　和泉

［泉州志4］

（1700年）

272×184ミリ26丁整版
題籏：原・泉州志四泉南郡表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文25
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－002－05　　　　　　　　　　　　和泉

［泉州志5］

（1700年）

272×184ミリ32丁整版
題簸：原・泉州志五目根郡上表紙：後・藍色無地
構成：目録1、本文31


