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Y1373－002（10）　　　　　　　　　出雲・名所記

［出雲神社巡拝記　10］

天保4（1833）

22丁整版
構成＝本文21、賊1（鉾酒舎道麿）

刊記：上梓補助意宇郡来海村犬山尚平・楯縫郡島村吉
田綱武・松江吉川正平、彫工京師井上永辰、天保四年

癸巳冬刻成、売弘所松江石橋町小笹屋良兵衛・同京
店京橋詰岡田屋重蔵。

Y2373－001

［島根県管内出雲国地誌略　1］

明治12（1879）

224×148ミリ5巻5冊32丁活版
題籏：原・島根縣管内出雲國地誌略全表紙1原・楯
子色：繋菱に出雲国

構成：本文31、刊記1

刊記：明治十二年四月十一目版権免許（封面）、明治

十二年六月三十目出版、著者兼出版山口県士族清水
清太郎当時島根県在勤、印刷所京都好文堂、売弘所
出雲松江園山喜三右衛門・同稲吉吉蔵・同川岡清輔・
同有田伝助・同一年舎・同松本文助・因幡鳥取松村栄
吉・伯書米子照顔堂・同兼文堂・伯書倉吉山脇民造・石

見浜田安達幾太郎・同濾海社・東京京橋南鍋町児玉回
春堂・大坂柳原積玉圃・京都田中治兵衛・同佐々木総
四郎・同杉本甚助。

印記：三井文庫。

備考：柱刻に「向山文庫蔵」。定価13銭。後ろ表紙に
「各十一番」（下ヶ札）。Y2373－001～一〇〇5も参照。

3，地　誌　3．地誌／73．島根県／　〔321／

Y2373－002

［島根県管内石見国地誌略　2］

明治12（1879）

225×148ミリ27丁活版
題籏：原・島根縣管内石見國地誌略全表紙：原・楯
子色1繋菱に石見国
構成：本文26、刊記1

刊記＝明治十二年四月十一目版権免許（封面）、明治

十二年七月三十一日出版、著者兼出版山口県士族清
水清太郎当時島根県在勤、印刷所京都好文堂、売弘
所出雲松江園山喜三右衛門・同稲吉吉蔵・同川岡清
輔・同有田伝助・同一年舎・同松本文助・因幡鳥取松村

栄吉・伯書米子照顔堂・同兼文堂・伯誉倉吉山脇民造・

石見浜田安達幾太郎・同濾海社・東京京橋南鍋町児玉
回春堂・大坂柳原積玉圃・京都田中治兵衛・同佐々木
総四郎・同杉本甚助・伯誉米子村上斎太郎・周防山口
宮川臣吉。

印記＝三井文庫。

備考：柱刻にr向山文庫蔵」。定価13銭。書誌情報は
Y2373－001［島根県管内出雲国地誌略1］も参照。

Y2373－003

［島根県管内伯看国地誌略　3］

明治12（1879）

224×149ミリ28丁活版
題籏：原・島根縣管内伯書國地誌略全表紙：原・楯
子色：繋菱に伯書国

構成：本文27、刊記1

刊記＝明治十二年四月十一目版権免許（封面）、明治
十二年七月三十一目出版、著者兼出版山口県士族清
水清太郎当時島根県在勤、印刷所京都好文堂、売弘
所出雲松江園山喜三右衛門・同稲吉吉蔵・同川岡清
輔・同有田伝助・同一年舎・同松本文助・因幡鳥取松村

栄吉・伯書米子照顔堂・同村上斎太郎・同兼文堂・伯誉

倉吉山脇民造・石見浜田安達幾太郎・同濾海社・周防
山口宮川臣吉・東京京橋南鍋町児玉回春堂・大坂柳原

積玉圃・京都田中治兵衛・同佐々木総四郎・同杉本甚
助、書籍雛第四区松江東茶町松本文助（印）。

印記：三井文庫。

備考：柱刻にr向山文庫蔵」。定価13銭。書誌情報は
Y2373・001［島根県管内出雲国地誌略1］も参照。

Y2373－004

［島根県管内因幡国地誌略　4］

明治13（1880）

225×148ミリ28丁活版
題籏：原・島根縣管内因幡國地誌略全表紙：原・楯
子色：繋菱に因幡国

構成：本文27、刊記1

刊記：明治十二年四月十一日版権免許、明治十三年
二月二十九目出版、著者兼出版山口県士族清水清太
郎当時島根県在勤、印刷所京都好文堂、売弘所出雲
松江園山喜三右衛門・同稲吉吉蔵・同川岡清輔・同有
田伝助・同一年舎・同松本文助・因幡鳥取松村栄吉・同

横山安次郎・同大谷兵蔵・伯書米子照顔堂・同郁文堂・

同村上斎太郎・伯誉倉吉山脇民造・同中村世平・石見
浜田安達幾太郎・同濾海社・周防山口宮川臣吉・東京



印記1宗辰所集・三井家3。

XO375－004　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　4］

（1762年）

236×166ミリ24丁写本
題籏：後・備陽國志表紙1原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：邑久郡

印記：宗辰所集・三井家3。

XO375－005　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　5］

（1762年）

236×166ミリ23丁写本
題簸：後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：赤坂郡

印記：宗辰所集・三井家3。

XO375－006　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　6］

（1762年）

236×166ミリ35丁写本
題籏：後・備陽國志表紙1原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：上道郡

印記：宗辰所集・三井家3。

XO375－007　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　7］

（1762年）

236×165ミリ20丁写本
題籏：後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：御野郡

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：原題簸が表紙見返しの間にあり。

XO375－008　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　8］

（1762年）

235×166ミリ31丁写本
題籏：後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：津高郡
印記：宗辰所集∫三井家3。

備考：原題籏が表紙見返しの間にあり。

XO375－009　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　9］

（1762年）

236×166ミリ30丁写本
題籏＝後・備陽國志表紙1原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：児嶋郡

〔322〕3．地誌

京橋南鍋町児玉回春堂・大坂柳原積玉圃・京都田中治
兵衛・同佐々木総四郎・同杉本甚助。

印記：三井文庫。

備考1柱刻に「向山文庫蔵」。定価13銭。書誌情報は
Y2373－001［島根県管内出雲国地誌略1］も参照。

Y2373－005

［島根県管内隠岐国地誌略　5］

明治13（1880）

222×149ミリ19丁活版
題籏：原・島根縣管内隠岐國地誌略全表紙：原・浅
楯子色：繋菱に隠岐国

構成1本文18、刊記1
刊記＝明治十二年四月十一目版権免許、明治十三年
七月十五目出版、著者兼出版山口県士族清水清太郎
当時島根県出雲国島根郡松江母衣町247番地寄留、
印刷所京都上京区好文堂、売弘所出雲松江園山喜三
右衛門・同川岡清輔・同稲吉吉蔵・同有田伝助・同一年

舎・同松本文助・因幡鳥取松村栄吉・同横山安次郎・同

大谷兵蔵・伯誉米子照顔堂・同郁文堂・同村上斎太郎・

伯誉倉吉山脇民造・同中村世平・石見浜田安達幾太
郎・同槍海社・周防山口宮川臣吉・東京京橋南鍋町児

玉回春堂・大坂柳原喜兵衛・京都田中治兵衛・同佐々
木総四郎・同杉本甚助。

印記：三井文庫。

備考：柱刻に「向山文庫蔵」。書誌情報はY2373・001
［島根県管内出雲国地誌略1］も参照。

3．地誌175．岡山県ノ

XO375－001　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　1］

（1762年）

236×167ミリ12巻12冊25丁写本
題簸：後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：凡例・引書目3、備前国8、岡山府14
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ三百六十四」（貼紙）と「ホ印三百六

十四／十二巻」（下ヶ札）。

XO375－002　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志－2］

（1762年）

236×166ミリ37丁写本
題籏1後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：和気郡
印記：宗辰所集・三井家3。

XO375－003　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　3】

（1762年）

236×166ミリ15丁写本
題簸：後・備陽國志表紙＝原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：磐梨郡



印記：宗辰所集・三井家3。

XO375－010

［備陽国志　10］

（1762年）

236×166ミリ23丁写本

備前

題籏：後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

印記：宗辰所集・三井家3。

XO375－011　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　11］

（1762年）

236×165ミリ15丁写本
題簸：後・備陽國志表紙：原・木目摺り（反古紙を使
用）

印記＝口□□□印・宗辰所集・三井家3。

XO375－012　　　　　　　　　　　　　　備前
［備陽国志　12］

宝暦12（1762）

237×166ミリ43丁写本
題簸：後・備陽國志表紙1原・木目摺り（反古紙を使
用）

構成：備中国之内岡山領地

刊記：此備陽國志於岡山学校依公命撰之備前全中
州之内備前領分記之秘録也、予求之写之置必不可出
他邦者也、干時宝暦壬午初秋吉旦石井氏藤原好胤。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1375－001　　　　　　　　　　備中・名所記
［備中国重宝記］

正徳4（1714）

145×96ミリ1巻1冊47丁整版
題簸：後・備中國重寳記（村高帳）表紙：原・藍色無地

刊記：正徳甲午仲夏吉日　正重。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr正徳四年」（貼紙）。後ろ表紙に三井分

類票「山陽道雑」、昭和7年11月14目寄託、三井ラベ
ルrH222・新・32」

Y1375－002－01　　　　　　　　　備中・名所記

［備中名所図会　1上］
（1822年）

260×180ミリ2巻2冊（4冊に分冊）32丁整版
題籏：原・備中名所圖會一表紙：原・秘色無地
構成：序7（文化十二年乙亥秋楢園小寺清・吉備の道
の後菅原乗承）、凡例2、目録2、本文21
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一部色刷り。内題は「備中名勝考上」。前表紙に
「ホ六十六」（貼紙）と「ホ印六十六／四巻」（下ヶ札）。

Y1375－002－02

［備中名所図会　1下］

（1822年）

260×180ミリ29丁整版

備中・名所記

3．地誌3．地誌！75．岡山県／〔323〕

題簸：原・備中名所圖會二表紙：原・秘色無地
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1375－002－03　　　　　　　　　備中・名所記

［備中名所図会　2上］
（1822年）

261×180ミリ23丁整版
題籏：原・備中名所圖會三表紙：原・秘色無地

構成1目録2、本文21
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「備中名勝考下」。

Y1375－002－04　　　　　　　　　備中・名所記

［備中名所図会　2下］

文政5（1822）

261×179ミリ23丁整版
題簸：原・備中名所圖會四表紙：原・秘色無地
刊記：文政五年壬午三月刻成、玉松園蔵、発行書騨江
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・同両国横山三丁目和泉屋金右衛門・同下
谷池端仲町岡村庄助・同本銀町三丁目永楽屋丈助・同
十軒店英屋大助・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・
大阪心斎橋北久太郎町河内屋喜兵衛板。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1375－003－01　　　　　　　　備中・村高ぼか

備中村鑑上
（1861年）

180×123ミリ2巻2冊65丁整版
題簸1原・備中村鑑上表紙1原・薄藍色：布目地型押
し

構成1序6（門人雄北囎・渡辺正利）、本文59
刊記：五百部限絶板（封面）。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：前表紙に「備中村鑑」（下ヶ札）、三井ラベル
rH222・新・33」

Y1375－003－02　　　　　　　　備中・村高ほか

備中村鑑下
文久1（1861）

180×123ミリ35丁整版
題簸：原・備中村鑑下表紙：原・薄藍色：布目地型押
し

構成1本文33、蹟2（万延度酉仲春雲涯雄北囎）
刊記：渡辺与平正利編輯、剤豚尾義田竹次・河野茂
介、文久紀元辛酉秋刻成。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井分類票r山陽道雑」、昭和7年7月23目寄
託、三井ラベルrH222・新・33」

Y2375－001－01

校正作陽誌上
（1894年）

187×127ミリ3巻3冊196丁活版



吉備叢書　2　吉備国史
明治30（1897）

222×152ミリ5巻5冊（1冊に合綴）59丁活版
題簸：原・吉備叢書第戴巻吉備國史表紙：原・花田

色無地
構成：解題3（沼田頼輔）、本文56

刊記：明治光年五月二十二目印刷、明治計年五月二
十八目発行、著者故人小早川秀雄、発行者岡山県邑
久郡朝目村大字久々井五十番邸小橋藻三衛、発行者
同県和気郡熊山村大字千躰拾三番邸南為吉、発行者
同県和気郡片上村大字東片上百拾三番邸野吹秀太郎
印刷者同県岡山市大字栄町廿壼番邸吉田朔七、印刷
所同県同市大字同町百拾萱番邸吉田書房附属岡山活
版所。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：非売品。

Y2375－002－03　　　　　　　　　　　　歴史

吉備叢書　3　備中略史
明治31（1898）

220×149ミリ2巻2冊（1冊に合綴）24丁活版
題籏：原・吉備叢書第三巻備中略史全表紙：原・薄

花田色無地
構成：解題1（山田貞芳）、序1（明治11年6月奥田楽

淡）、引用書目2、本文20

刊記：明治光一年十一月廿六目印刷、明治光一年十
一月三十目発行、著者故人奥田楽淡、発行者岡山県
邑久郡朝日村大字久々井五十番邸小橋藻三衛、発行
者同県和気郡熊山村大宇千躰拾三番邸南為吉、発行
者同県和気郡片上村大字東片上百拾三番邸野吹秀太
郎、印刷者同県岡山市大宇栄町二十一番邸吉田朔七
印刷所同県同市大字同町五十番邸岡山活版所。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：非売品。

Y2375－002－04　　　　　　　　　　　　軍記

吉備叢書　4　美作古城記

明治30（1897）

222×152ミリ1巻1冊62丁活版
題籏：原・吉備叢書第四巻美作古城記表紙：原・花
田色無地
構成：解題1（大谷是空）、本文61

刊記：明治三十年十月四目印刷、明治三十年十月十
一目発行、著者不詳、発行者岡山県邑久郡朝目村大
字久々井五十番邸小橋藻三衛、発行者同県和気郡熊
山村大字千躰拾三番邸南為吉、発行者同県和気郡片
上村大字東片上百十三番邸野吹秀太郎、印刷者同県
岡山市大字栄町廿一番邸吉田朔七、印刷所同県同市
大字同町百十一番邸岡山活版所。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：非売品。33・34丁間に「新定願書届書式全書」の

チラシ1あり。

Y2375－002－05　　　　　　　　　　　　軍記

吉備叢書　5　［備前軍記　1～3］
明治31（1898）

220×151ミリ5巻5冊（2冊に合綴）68丁活版

〔324〕 3．地誌

題簸：原・校正作陽誌長尾隼人勝明編上巻表紙：
原・白色：卍繋型押し

構成：内表紙1，P1～4緒言（明治二十七年九月下洗
後学是空大谷藤治郎）、P1～6苫南郡目録、P7～93
本文、P95～104苫西郡目録、P105～191本文
印記：船津・宗辰所集・三井家3。

備考：洋紙。布貼りの紙族に入る（「ホ四百八十六」（貼
紙）とrホ印四百八十六1三冊」（下ヶ札）、r船津」の印）。

2375－001－02

ξ正作陽誌　中

1894年）

37×127ミリ227丁活版
藝簸：原・校正作陽誌長尾隼人勝明編中巻表紙：
（・白色：卍繋型押し

皐成：内表紙1，P193～197久米郡南部目録、P198～

42本文、P343～350久米郡北部目録、P351～419

Y2375－001－03

校正作陽誌　下

明治27（1894）

187×127ミリ257丁活版
題籏二原・校正作陽誌長尾隼人勝明編下巻表紙：
原・白色＝卍繋型押し

構成：内表紙1、P421～436真島郡目録、P437～551
本文、P553～561大庭郡目録、P563～655本文、
P657～677付録（元禄元年巡検榜文）
刊記：明治廿七年十一月二目印刷・明治廿七年十一月

十五目発行編纂者故長尾隼人勝明、校正者大谷
藤次郎、発行者仁科久造（岡山県西北条郡津山町大
字堺町12番屋敷）、印刷者瀬戸清次郎（大阪市西区
靱下通1丁目48番邸）、発免書雛仁科照文堂（美作
国津山堺町）。

印記：船津・宗辰所集・三井家3。

備考：洋紙。

Y2375－002－01

吉備叢書　1　吉備前鑑
明治30（1897）

222×152ミリ1巻1冊48丁活版
題簸：吉備叢書第壱巻吉備前鑑全表紙1原・花田
色無地
構成：叢書発刊の趣旨2（明治30年）、解題2（山本頼

輔）、凡例1、挿絵1、本文42
刊記：明治光年二月八目印刷、明治光年二月十五目
発行、著者不詳、発行者岡山県邑久郡朝目村大字
久々井五十番邸小橋藻三衛、印刷者同県岡山市大字
栄町廿一番邸吉田朔七、印刷所同県同市大字同町百
拾一番邸吉田書房附属岡山活版所。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：非売品。前表紙に「ホ四百八十五」（貼紙）と「ホ印

四百八十五／六冊」（下ヶ札）。

Y2375－002－02
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題籏1原・いつく嶋道しハの記外宮摂社末社別宮二
表紙：原・藍色無地

構成：目録1、本文22
印記：「O濱」・宗辰所集・三井家3。

Y1376－001－04　　　　　　　　　　安芸・名所記

［厳島道芝記　3］

（1702年）

223×163ミリ17丁整版
題籏：原・いつく嶋道しはの記弥山寺院三表紙
原・藍色無地

構成：目録1、本文16
印記：「O濱」・宗辰所集・三井家3。

Y1376－001－05　　　　　　　　　安芸・名所記

［厳島道芝記　4］

（1702年）

223×164ミリ14丁整版
題簸：原・厳嶋道しハの記御嶋廻四表紙1原・藍色
無地
構成：目録1、本文13
印記：「O濱」・宗辰所集・三井家3。

Y1376－001－06　　　　　　　　　安芸・名所記

［厳島道芝記　5］

（1702年）

223×164ミリ20丁整版
題籏：原・厳しま道芝記名所旧跡五表紙：原・藍色

目録1、本文19
「O濱」・宗辰所集・三井家3。

3
厳
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地
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記
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2
2
題
無
構
印

Y1376－001－07　　　　　　　　　安芸・案内記

［厳島道芝記　6］

（1702年）

223×165ミリ24丁整版
題籏：原・厳島道芝記年中行事六表紙：原・藍色無
地

構成：目録1、本文23
印記：「O濱」・宗辰所集・三井家3。

Y1376－001－08　　　　　　　　　安芸・案内記

［厳島道芝記　7］

元禄15（1702）

222×164ミリ17丁整版
題簸：原・いつく嶋しハの記余録七表紙：原・藍色
無地

構成1目録1、本文16
刊記：元禄十五壬午三月上旬書林京三条宝町小佐
治貞三右衛門・江戸石町十問町武村安兵衛・広島中通
筋草屋町石沼嘉兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

安芸・案内記Y1376－002－01

厳島絵馬鑑　1
天保3（序）（1832

題簸：原・吉備叢書第五巻備前軍記上表紙＝原・花
田色無地

構成1解題1（山田貞芳）、序1（安永3年8月土肥経
平）、目録2、巻1本文21、巻2本文21、巻3本文22
刊記：明治針一年三月廿五日印刷、明治光一年四月
二目発行、著者故人土肥経平、発行者岡山県邑久郡
朝目村大字久々井五十番邸小橋藻三衛、発行者同県
和気郡熊山村大字千躰拾三番邸南為吉、発行者同県
和気郡片上村大字東片上百十三番邸野吹秀太郎、印
刷者同県岡山市大宇栄町二十一番邸吉田朔七、印刷
所同県同市大字同町五十番邸岡山活版所。
印記1宗辰所集・三井家3。

備考：非売品。Y2375－002－06吉備叢書6も参照。

Y2375－002－06　　　　　　　　　　　　　軍記

吉備叢書　6　［備前軍記　4・5・付録］
明治31（1898）

220×152ミリ61丁活版
題籏：原・吉備叢書第六巻備前軍記下表紙：原・花
田色銀粉

構成：目録2、巻4本文23、巻5本文23、付録13
刊記＝明治光一年六月廿二日印刷、明治滑一年六月
廿八目発行、著者故人土肥経平、発行者岡山県邑久
郡朝目村大字久々井五十番邸小橋藻三衛、発行者同
県和気郡熊山村大字千躰拾三番邸南為吉、発行者同
県和気郡片上村大宇東片上百十三番邸野吹秀太郎、
印刷者同県岡山市大字栄町二十一番邸吉田朔七、印
刷所同県同市大字同町五十番邸岡山活版所。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝非売品。Y2375－002・05吉備叢書5も参照。

3．地誌176．広　県／

Y1376。001－01　　　　　　　　　安芸・名所記

［厳島道芝記　1上］

（1702年）

223×163ミリ7巻7冊（8冊に分冊）30丁整版
題籏：原・厳嶋道芝記本社之部一之上表紙：原・藍
色無地
構成：序3（元禄丁丑春二月藝陽小島常也）、目録1、

本文26
印記：「O濱」・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホニ百廿二」（貼紙）と「ホ印二百二十
二／八冊」（下ヶ札）。

Y1376－001－02　　　　　　　　　　安芸・名所記

［厳島道芝記　1下］

（1702年）

223×164ミリ15丁整版
題簸：原・厳島道芝記本社之部一之下表紙：原・藍
色無地
印記：「O濱」・宗辰所集・三井家3。

安芸・名所記Y1376－001－03

［厳島道芝記　2］

（1702年）

223×164ミリ23丁整版



（1842年）

260×185ミリ5巻5冊67丁整版
題簸：後・藝州嚴島圖會一（墨書）表紙：後・黄色：鳳

風龍麟麟亀型押し
構成：序9（天保乙未孟春慎思斎主人（久我前内大臣
源通明公）・天保七とせといふとしの霜月田中芳樹・天

保八とせといふ年十月岡田清）、凡例2、目録1、本文
55
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr厳島図会巻之壷」。前表紙にrホ戴拾五」
（貼紙）と「ホ印　十五！十冊」（下ヶ札）。

Y1376－003－02　　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島図会　2］

（1842年）

259×185ミリ56丁整版
題籏：後・藝州嚴島圖會二（墨書）表紙：後・黄色：鳳

風龍麟麟亀型押し
構成：目録1、本文55

印記1宗辰所集・三井家3。
備考二目録題は「厳島図会巻之二」。

Y1376－003－03　　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島図会　3］

（1842年）

259×187ミリ60丁整版
題簸：後・藝州嚴島圖會三（墨書）表紙：後・黄色：鳳

風龍麟麟亀型押し
構成＝目録2、本文58
印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝内題は「厳島図会巻之二（ママ）」。

Y1376－003－04　　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島図会　4］

（1842年）

261×186ミリ53丁整版
題簸：後・藝州嚴島圖會四（墨書）表紙：後・黄色：鳳

風龍麟麟亀型押し

構成：目録1、書10、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「厳島図会巻之四」。

Y1376－003－05　　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島図会　5］

（1842年）

260×187ミリ44丁整版
題籏：後・藝州嚴島圖會五（墨書）表紙：後・黄色＝鳳

鳳龍麟麟亀型押し

構成：目録1、書1、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題はr厳島図会巻之五」。

Y1376－004－01　　　　　　　　　　　1

［厳島宝物図会　1］

（1842年）

261×187ミリ5巻5冊68丁整版

誌地3〔326〕

261×183ミリ5巻5冊38丁整版
題籏：原・厳島絵馬監一表紙：後・花田色無地
構成：序4（天保壬辰閏十一月前権大納言藤原（中山）
資愛）、題字2（天保改元明年春二月杏坪頼柔）、自序
3（天保二年三月広島人藤彦）、巻首3（文政十有三寅
年菊，月棚守将監野坂元貞）、目録1、凡例3、本文22

刊記：藝陽千歳園藤彦著。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：封面題は「厳島扁額縮本」。凡例部分に乱丁あり。
前表紙に「ホ五十八」（貼紙）。

Y1376－002－02　　　　　　　　　安芸・案内記

［厳島絵馬鑑　2］

（1832年）

261×185ミリ27丁整版
題籏：原・伊都岐島緯馬鑑二表紙：後・花田色無地
構成：目録1、本文26

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「厳島扁額縮本初編巻之二」。

Y1376－002－03　　　　　　　　　安芸・案内記

厳島絵馬鑑　3
（1832年）

262×183ミリ39丁整版
題簸：原・厳島絵馬鑑三表紙：後・花田色無地
構成：目録1、本文38
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「厳島扁額縮本初編巻之三」。

Y1376－002－04　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島絵馬鑑　4］

（1832年）

262×184ミリ30丁整版
題簸：原・伊都岐喚絵馬鑑四表紙：後・花田色無地
構成：目録1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「厳島扁額縮本初編巻之四」。

Y1376－002－05　　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島絵馬鑑　5］

（1832年）

262×183ミリ33丁整版
題簸：原・厳喚給馬監五表紙：後・花田色無地
構成：目録1、本文32

刊記＝縮図芸陽渡辺対岳、同有臥遊印章者同丸茂文
陽、有白斐印章者同白井南章、有月萩印章者書画共
千歳園藤彦、筆者同渡辺黄鵠、書林江戸目本橋通壼
丁目須原屋茂兵衛・同目本橋通二丁目山城屋佐兵衛・

同芝神明前岡田屋嘉七・同目本橋通二丁目小林新兵
衛・同浅草茅町二丁目須原屋伊八・大阪南久宝寺町心
斎橋南へ入堺屋新兵衛・同順慶町心斎橋南へ入堺屋
定七。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「厳島扁額縮本初編巻之五」。

安芸・名所図会Y1376－003－01

［厳島図会　1］
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（1885年）

228×151ミリ9巻9冊38丁整版
題簸：原・藝備孝義傳序例廣島巻一表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し
構成：題辞3（寛政九年丁己春三月頼惟完）、序・識9
（寛政九年丁己三月頼惟柔）、凡例3、目録1、本文22
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：族に入る。

Y1376－005－02　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝　2】

（1885年）

227×151ミリ22丁整版
題籏：原・藝備孝義傳沼田安芸巻二表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文21
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ロ印三百八十七／上族入／九冊」（下ヶ

札）、秩の表にrロ三百八十七」（貼紙）。

　
　
　
　
色

録
　
　
　
黄

義孝
　
　
　
原

　
　
　
　
紙

　
　
　
　
表

　
　
　
　
三

　
　
　
　
巻

　
　
　
　
縣

　
　
　
　
山

　
　
　
版
伯

　
　
　
整
佐

　
3
1
　
丁
傳

　
　
　
1
義

Y1376－005－03

［芸備孝義伝　3］

（1885年）

227×151ミリ31丁整彫
題簸：原・藝備孝義傳佐イ

卍繋ぎ型押し

構成：目録2、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

孝義録Y1376－005－04

［芸備孝義伝　4］

（1885年）

227×151ミリ17丁整彫
題簸：原・藝備孝義傳高1

卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文16
印記：宗辰所集・三井家3。
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Y1376－005－05　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝　5］

（1885年）

227×150ミリ23丁整版
題籔：原・藝備孝義傳賀茂豊田巻五表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文22
印記：宗辰所集・三井家3。

孝義録Y1376－005－06

［芸備孝義伝　6］

（1885年）

227×151ミリ17丁整庵
題簸：原・藝備孝義傳御責

卍繋ぎ型押し

構成1目録1、本文16
印記1宗辰所集・三井家3。
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題簸1後・藝州嚴島圖會寳物之部六（墨書）表紙
後・黄色：鳳鳳龍麟麟亀型押し

構成：序4（頼裏）、凡例1、目録1、本文62

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：目録題はr厳島宝物図会巻之壼」。

会図所名芸安

表紙書墨七部之物
し

㌔一
一

之巻会

Y1376－004－02

［厳島宝物図会　2】

（1842年）

261×188ミリ56丁整版
題簸：後・藝州嚴島圖會寳
後・黄色：鳳風龍麟麟亀型押

構成1目録1、本文55
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：目録題は「厳島宝物図

安芸・名所図会

表紙書墨駁ノ部之物
し

品三之巻会

Y1376－004－03

［厳島宝物図会　3］

（1842年）

262×187ミリ31丁整版
題簸：後・藝州嚴島圖會寳
後・黄色：鳳風龍麟麟亀型押

構成：目録1、本文30

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：目録題は「厳島宝物図

Y1376－004－04　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島宝物図会　4］

（1842年）

262×186ミリ40丁整版
題籏：後・藝州嚴島圖會寳物之部九（墨書）表紙
後・黄色：鳳鳳龍麟麟亀型押し

構成：目録1、本文39
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：目録題はr厳島宝物図会巻之四」。

Y1376－004－05　　　　　　　　安芸・名所図会

［厳島宝物図会　5］

天保13（1842）

262×186ミリ36丁整版
題籏1後・藝州嚴島圖會寳物之部十（墨書）表紙：
後・黄色：鳳風龍麟麟亀型押し

構成：目録1、本文32、践2（天保十二年辛丑春三月吉

村廣腓玄誠甫）、刊記1
刊記＝厳島神庫蔵版印、編述岡田清大人、校正田中芳
樹大人、再訂頼杏坪先生・加藤椋慮先生、画図山野峻
峯斎、縮図釈南峯・林雲屋・白井南瞳・渡辺対岳・大石

真虎、劃刷広島山口宗五郎、文政十丁亥年起業、天保

十三壬寅年正月発免製本書雛広島播磨屋町樽屋惣左
衛門・同中島本町世並屋伊兵衛、大阪書犀心斎橋通
安土町河内屋儀助、蔵版主宮崎小十郎。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：目録題はr厳島宝物図会巻之五」。

孝義録
1］

Y1376－005－01

［芸備孝義伝



227×151ミリ20丁整版
題簸1原・藝備孝義傳佐伯山縣巻三表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成＝目録1、本文19
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1376－006－04　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝二編　4］

（1885年）

227×151ミリ28丁整版
題簸：原・藝備孝義傳高田高宮巻四表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文27
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1376－006－05　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝二編　5］
（1885年）

227×151ミリ23丁整版
題籏：原・藝備孝義傳賀茂豊田巻五表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文22
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1376－006－06　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝二編　6］

（1885年）

226×151ミリ28丁整版
題籏1原・藝備孝義傳御調甲奴巻六表紙＝原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録2、本文26
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1376－006－07　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝二編　7］

明治18（1885）

227×152ミリ34丁整版
題簸＝原・藝備孝義傳世羅三難奴可三上三次恵蘇
巻七大尾表紙1原・黄色卍繋ぎ型押し
構成：目録2、本文29、賊3（享和癸亥秋九月儒員臣堀
正輔）

刊記1本藩手島儀敬書、明治十八年四月廿目再刻届
明治十八年五月廿目出版、広島県学務課蔵板、発免
広島以文社（広島県広島区広島横町八十九番屋敷）。

印記：宗辰所集・三井家3。

3．地誌／81．徳　尉

XO381－001　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　1上
文化12（序）（1815）

261×190ミリ12巻12冊（16冊に分冊）34丁写本
題簸＝原・阿波志巻之一上（打付〉表紙：原・格子刷り

構成：遊紙1、序2（文化十二年乙亥冬十二月廿五日儒
員臣藤原憲上）、凡例4、目録2、十郡方位図2、本文
24
印記＝宗辰所集・三井家3。

誌3．地〔328〕

Y1376－005－07　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝　7］

（1885年）

227×151ミリ30丁整版
題簸：原・藝備孝義傳世羅三鄭巻七表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1376－005－08　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝　8］

（1885年）

227×151ミリ30丁整版
題簸：原・藝備孝義傳奴可三上巻八表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1376－005－09　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝　9］

明治18（1885）

227×151ミリ23丁整版
題簸：原・藝備孝義傳三次恵蘇巻九表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文21、践1（若槻敬）

刊記：本州梶山思慎謹繕写、明治十八年四月廿目再
刻届、明治十八年五月廿目出版、広島県学務課蔵板、

発免広島以文社（広島県広島区広島横町八十九番
屋敷）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1376－006－01　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝二編　1］

（1885年）

227×151ミリ7巻7冊34丁整版
題簸：原・藝備孝義傳廣島　（二編）巻一　（）内墨
書表紙：原・黄色卍繋ぎ型押し
構成：序9（享和三年癸亥春二月朔芸藩教授頼惟完・
享和壬戌神無月頼惟柔）、凡例1、巻首5、目録1、本

文18
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：秩に入る。前表紙にrロ印三百八十七／二編ニチ
ツ入！七冊」（下ヶ札）

Y1376－006－02　　　　　　　　　　　　孝義録

［芸備孝義伝二編　2］
（1885年）

227×151ミリ29丁整版
題簸：原・藝備孝義傳沼田安藝巻二表紙：原・黄色
卍繋ぎ型押し

構成：目録2、本文27

印記：宗辰所集・三井家3。

孝義録
3］

Y1376－006－03

［芸備孝義伝二編

（1885年）



備考：朱書あり。前表紙に「ホ百八十」（貼紙）と「ホ印百

八十1拾六冊」（下ヶ札）。

XO381－002　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　1下
（1815年）

261×190ミリ54丁写本
題簸：原・阿波志巻之一下（打付）表紙1原・格子刷り
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。49丁表（「正道公…」）・52丁裏（「藤原

隆長…」）・53丁表（「按に…」）に貼紙。

XO381－003　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　2
（1815年）

260×190ミリ36丁写本
題簸：原・阿波志城府巻之二（打付）表紙：原・格子
刷り

構成＝目録1、図2、本文33
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。

XO381－004　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　3上
（1815年）

261×190ミリ39丁写本
題籏二原・阿波志板野郡巻之三上（打付）表紙：原・
格子刷り

構成：目録1、図6、本文32
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。

XO381－005　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　3下
（1815年）

261×190ミリ44丁写本
題籏：原・阿波志板野郡巻之三下（打付）表紙：原・
格子刷り

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。40丁表（「按に…」）・42丁表（「粟門神

代記に…」）に貼紙。

XO381－006　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　4
（1815年）

260×190ミリ27丁写本
題籏：原・阿波志阿波郡巻之四（打付）表紙：原・格
子刷り

構成：目録1、阿波郡図2、本文24
印記：宗辰所集・三井家3。

XO381－007

阿波志　5
（1815年）

260×191ミリ53丁写本

波阿

題籏：原・阿波志美馬郡巻之五（打付）表紙：原・格

3。地　誌　3．地誌181．徳島県1　〔329〕

子刷り

構成：目録2、図（美馬郡図・祖山図）3、本文48

印記：宗辰所集・三井家3。

XO381－008　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　6
（1815年）

260×190ミリ43丁写本
題簸：原・阿波志三好郡巻之六（打付）表紙：原・格
子刷り

構成：目録2、図（三好郡図・山背谷図）3、本文38

印記：宗辰所集・三井家3。

XO381－009　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　7
（1815年）

260×190ミリ43丁写本
題籏1原・阿波志麻殖郡巻之七（打付）表紙：原・格
子刷り

構成：目録2、麻殖郡図2、本文39
印記：宗辰所集・三井家3。

XO381－010　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　8上
（1815年）

260×190ミリ39丁写本
題簸：原・阿波志名東郡巻之八上（打付）表紙：原・
格子刷り

構成：目録2、名東郡図2、阿波国印1、本文34
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。

XO381－011　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　8下
（1815年）

261×190ミリ39丁写本
題簸：原・阿波志名東郡巻之八下（打付）表紙：原・
格子刷り

印記：宗辰所集・三井家3。

XO381－012　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　9
（1815年）

260×190ミリ35丁写本
題簸：原・阿波志名西郡巻之九（打付）表紙：原・格
子刷り

構成：目録2、名西郡図2、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。4丁表（r土田部一・」）・5丁表（r租税

了…」）・7丁表（「戸口了」）・9丁表（「冨貴山…」）・12

丁表（r四郎平渡…」）・14丁表（r正道謹而…」）・15
丁表（「舩蓋比■神社…」「黒松八幡…」）・裏（「上分

上山村・一」）・16丁表（「鬼籠野村…」）・裏（「石井

村…」）・17丁裏（「高川原村…」）・28丁表（「古城記

二…」）に貼紙。



梓。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：巻末広告乱丁あり。三井ラベル「c257・新・3」

Y2381－001

阿波地誌略

明治11（1878）

220×153ミリ1巻1冊31丁活版
題簸；原・林省三著阿波地誌略全表紙：原・浅くちな
し色：卍繋ぎ型押し

構成：阿波国全図1、総論2、本文29
刊記：明治十一年八月十七目版権免許、同年十月出
版発免、著兼出版人高知県平民林省三（阿波国第一
大区五小区1220番地住）、弘通書林徳島通町二丁目
世渡谷文吉。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価13銭。昭和6年6月24日寄託、三井ラベ
ノレ「C257・4」

Y2381－002　　　　　　　　　　　　　　地図

徳島眉山公園地全図

大正2（1913）

540×781ミリー枚物1丁銅版
題簸：原・大正元年紀年事業徳島眉山公園地全圖
（打付）表紙：なし

構成：眉山公保勝会設立趣意書（大正2）
刊記：作画林鼓浪・浄写印刷尾形堂、大正元年十一月

十目御届、同年同月廿目発行、著作印刷兼発行人平
民天野亀吉（徳島市大字船場町百五拾五番屋敷）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：多色・両面刷。昭和6年2月3日寄託、三井ラベ
ルrC257・新・5」。

3．地誌／82．香川県1

×0382－001　　　　　　　　　　　　　　　讃岐

讃州旧跡記
元文以降（内容）（1740）

267×192ミリ1巻1冊61丁写本
題簸二原・讃州旧跡記表紙：原・渦巻き刷
印記：讃藩斎加氏蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：56・57丁の間に切紙1（「創勒…」あり。前表紙に

「ホ印三百〇三」（貼紙）と「ホ印三百〇三／壱冊」（下ヶ
札）。

XO382－002－01　　　　　　　　　　讃岐・年代記

［讃岐国大日記］

文化6（写力）（1809）

282×226ミリ1巻1冊62丁写本
題簸：後・讃岐大目記全表紙：原・檀紙

構成：墨付56、末尾6丁白紙
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr讃岐國大目記」。11・12丁丁間に「文化

六巳九月廿四日書写始ニノ巻午五月十一目満
備・…」（定規1）、25・26丁丁間に冊子1、36・37丁に
各貼紙1あり。XO382－002－02（1）［讃州路象頭山縁起］

同（2）［讃岐屋嶋千光院縁起］も参照。

3．地誌〔330〕

XO381－013　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　10
（1815年）

260×190ミリ37丁写本
題簸：原・阿波志勝浦郡巻之十（打付）表紙：原・格
子刷り

構成：目録2、勝浦郡図2、本文33
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。

XO381－014　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　11上
（1815年）

260×190ミリ47丁写本
題籏：原・阿波志那賀郡巻之十一上（打付）表紙
原・格子刷り

構成：目録2、那賀郡図2、本文43
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。

XO381－015　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　11下
（1815年）

260×189ミリ42丁写本
題籏：原・阿波志那賀郡巻之十一下（打付）表紙
原・格子刷り

印記：宗辰所集・三井家3。

XO381－016　　　　　　　　　　　　　　　阿波

阿波志　12
（1815年）

261×190ミリ58丁写本
題籏：原・阿波志海部郡巻之十二（打付）表紙：原
格子刷り

構成：目録2、海部郡・魚図7、本文49
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。

阿波・名所図会Y1381－001

阿波名所図会　上
（1814年）

258×181ミリ2巻2冊191
題簸1原・阿波名所圖會下蓼
構成：序2（武者小路実純卿徹

文15
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベルrC257・新・3」
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Y1381－002　　　　　　　　　　阿波・名所図会

阿波名所図会　下

文化11（1814）

257×180ミリ25丁整版
題簸：原・阿波名所圖會下表紙：原・水浅葱色無地
構成：目録1、本文19、践2（文化辛未冬一寿亭亀維）、

広告3（名所記総目録河内屋太助）

刊記：文化十一年甲戌四月発免浪華書林河内屋太助



XO382－002－02（1）　　　　　　　　　讃岐・縁起

［讃州路象頭山縁起］

承応4（1655）

282×200ミリ2巻2冊（1冊に合綴）4丁写本
題籏：なし表紙：なし

刊記1承応四年乙未孟春吉旦。

備考：XO382・002－01［讃岐国大目記］の26丁メ丁間に
入る。仮綴じ。XO382・002・02（2）［讃岐屋嶋千光院縁
起］も参照。

XO382－002－02（2）　　　　　　　　　　　縁起
［讃岐屋嶋千光院縁起］

治安1（1021）
3丁

刊記：治安元年三月九目。

備考：XO382・002－01［讃岐国大目記］の26丁メ丁間に
入る。書誌情報はXO382－002－02（1）［讃州路象頭山縁
起］を参照。

XO382－003－01

全讃史　1
（1880年）

262×189ミリ8巻8冊（12冊に分冊）35丁写本
題籏：原・全讃史巻之一表紙：後・秘色1布目地型押
し

構成1遊紙1、序7（庚寅重陽目陽憧赤澤導輔・文政庚

寅冬十月門人東□藤澤甫・文政戊子仲夏中山儀同之
司九世孫城山勝鷹）、凡例2、目次1、巻1（郡郷・都邑・

駅路志）本文24
刊記：東讃城山逸民勝鷹記（本文18丁メ）。
印記二宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙「ホ印百二十」（貼紙）と「ホ印百二十／十二
冊」（下ヶ札）。

XO382－003－02

［全讃史2上］
（1880年）

261×189ミリ45丁写本
題籏：原・全讃史巻之二表紙＝後・秘色1布目地型押
し

構成1遊紙1、巻2（人物志）本文44
刊記：城山逸民勝鷹著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－03

［全讃史2中］
（1880年）

262×189ミリ33丁写本
題籏：原・全讃史巻之三表紙：後・秘色：布目地型押
し

構成：遊紙1、巻2中本文32
印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－04

［全讃史2下］
明治13（1880）

3．地誌3．地誌／82．香川県1〔331〕

262×189ミリ40丁写本
題簸：原・全讃史巻之四表紙：後・秘色：布目地型押
し

構成：遊紙1、巻2下本文39
刊記：城山逸民勝鷹撰（巻頭）、「余受父命此書ヲ模写

ス模写ノ模写ナリ。故自ラ魚魯ノ誤ヲ記ス。恐クハ見者ノ

科過ンコトヲ。此書ヲ摸ス時明治十三年夏六月中旬正
繁用中ナリ。故二後表紙二記。日勤務多キソ我道ノ為メ
ナリト。亦日ロヲ開ケハ歌ナリ。筆ヲ取レハ文作ランコト

ヲ欲スレハ聖賢ノ書ヲ蔵スルニ如スト」。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－05

［全讃史3］

（1880年）

262×189ミリ44丁写本
題籏＝原・全讃史巻之五表紙：後・秘色：布目地型押
し

構成：遊紙1、巻3（神祠志）本文43
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：31丁裏（「舩山神社…」）・40丁表（「平賀八幡
宮…」）に貼紙あり。

XO382－003－06

［全讃史4上】
（1880年）

262×189ミリ39丁写本
題簸：原・全讃史巻之六表紙1後・秘色：布目地型押
し

構成：遊紙1、巻4（仏廟志〉本文38
印記1宗辰所集・三井家3。

XO382－003－07

［全讃史4中］
（1880年）

262×189ミリ42丁写本
題籏：原・全讃史巻之七表紙：後・秘色：布目地型押
し

構成：遊紙1、巻4本文41
印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－08

［全讃史4下］
（1880年）

261×189ミリ42丁写本
題簸：原・全讃史巻之八表紙：後・秘色：布目地型押
し

構成：遊紙2、巻4下（廃廟志）本文40
印記1宗辰所集・三井家3。

XO382－003－09

［全讃史5］

（1880年）

261×189ミリ37丁写本
題簸：原・全讃史巻之九表紙：後・秘色＝布目地型押
し



Y1382－001－03　　　　　　　　　讃岐・名所図会

金毘羅参詣名所図会　3
（1847年）

254×181ミリ47丁整版
題籏：原・金毘羅参詣名所圖會三表紙：後・柿色：布

目地型押し

構成1目録2、本文45
印記：清川氏図書記・宗辰所集・三井家3。

備考＝11～20丁まで飛び丁。

Y1382－001－04　　　　　　　　　讃岐・名所図会

金毘羅参詣名所図会　4
（1847年）

255×181ミリ44丁整版
題策1原・金毘羅参詣名所圖會四表紙：後・柿色：布

目地型押し

構成：目録2、本文42
印記：清川氏図書記・宗辰所集・三井家3。

備考：22～31丁まで飛び丁。

Y1382－001－05　　　　　　　　讃岐・名所図会

金毘羅参詣名所図会　5
（1847年）

254×182ミリ37丁整版
題籏：原・金毘羅参詣名所圖會五表紙：後・柿色：布

目地型押し

構成：目録2、本文35
印記：清川氏図書記・宗辰所集・三井家3。

備考：21～30丁まで飛び丁。

Y1382－001－06　　　　　　　　　讃岐・名所図会

金毘羅参詣名所図会　6
弓ムイヒ4（1847）

255×182ミリ41丁整版
題簸：原・金毘羅参詣名所圖會六表紙：後・柿色：布

目地型押し

構成：目録2、本文39

刊記：弘化四丁未年三月新刻書林江戸目本橋通一
丁目須原屋茂兵衛・同日本橋通二丁目山城屋佐兵衛・

同芝神明前岡田屋嘉七・同大伝馬町二丁目丁子屋平
兵衛・京都三條通寺町丸屋善兵衛・大坂島町塩屋市郎
治・同南久宝寺町心斎橋堺屋新兵衛・同順慶町心斎橋

堺屋定七。

印記：清川氏図書記・宗辰所集・三井家3。

備考：21～30丁まで飛び丁。

Y1382－002－01　　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編1］

（1860年）

265×187ミリ5巻5冊（7冊に分冊）56丁整版
題簸：原・讃岐國名勝圖會大内郡一表紙：原・浅花
田色：波に群翔千鳥型押し
構成：序4（嘉永六年の冬正三位千種有功・嘉永癸丑
之梢冬従四位下祝部希聲）、凡例3、目録2、題字1、

本文46
刊記：真景松岡信正摸讃岐國名勝圖會前編七冊

〔332〕3．地誌

構成：遊紙1、巻5（古城志）本文36
印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－10

［全讃史　6］

（1880年）

261×189ミリ33丁写本
題籏：後・全讃史巻之十表紙：後・秘色：布目地型押

し

構成：遊紙1、巻6（名山・名川・破池・古家志）本文32

印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－11

［全讃史　7］

（1880年）

261×190ミリ30丁写本
題簸：原・全讃史巻之十一表紙＝後・秘色：布目地型

押し

構成：遊紙1、巻7（名勝志）本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

XO382－003－12

［全讃史　8］

（1880年）

261×190ミリ35丁写本
題簸：原・全讃史巻之十二表紙：後・秘色：布目地型

押し

構成：遊紙1、名勝志下32、産物志2
刊記：文政十一歳次戊子五月中山儀同三司九代喬勝
鷹記之（名勝志最終丁）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1382－001－01　　　　　　　　　讃岐・名所図会

金毘羅参詣名所図会　1
（1847年）

256×182ミリ6巻6冊48丁整版
題簸：原・金毘羅参詣名所圖會r表紙：後・柿色：布

目地型押し
構成：序3（弘化三とせの長月植松修理権太夫源雅恭

朝臣）、凡例1、巻1目録2、本文42
刊記：摂都暁鐘成編輯、同浦川公佐書画、東摂書房合
梓（封面）。

印記：清川氏図書記・宗辰所集・三井家3。

備考：21～30丁まで飛び丁。前表紙に「ホニ百九拾
九」（貼紙）とrホニ百九十九／六巻」（下ヶ札）。

Y1382－001－02　　　　　　　　　讃岐・名所図会

金毘羅参詣名所図会　2
（1847年）

255×181ミリ37丁整版
題籏：原・金毘羅参詣名所圖會二表紙：後・柿色：布

目地型押し

構成：目録2、本文35
印記：清川氏図書記・宗辰所集・三井家3。

備考：23～32丁まで飛び丁。



3．地　誌　3．地誌183．愛媛県1　〔333〕

七。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1382－002－07　　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編5上］

（1860年）

265×187ミリ32丁整版
題簾＝原・讃岐國名勝圖會香川郡東上五上表紙：
原・浅花田色：波に群翔千鳥型押し

構成：目録1、本文31

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2382－001　　　　　　　　　　　　　　歴史
讃岐史要

明治33（1900）

224×152ミリ1巻1冊99丁活版
題簸：原・讃岐史要完表紙：原・藍色無地
構成＝序4（明治三十二年七月黒木安雄）、写真4、目

次4、本文81、本書の批判6
刊記：明治三二年十一月七目印刷、明治三十二年十
一月十三日発行、明治三十三年十一月二十目訂正再
版、著者香川県高松市天神前百伍拾九番戸士族黒木
安雄、発行者香川県高松市丸亀町六拾七番戸宮脇仲
次郎、印刷者大阪市北区衣笠町廿一番屋敷河内谷彦
三郎、印刷所大阪市北区衣笠町二番屋敷河内谷印刷
所、発免香川県高松市丸亀町三丁目宮脇開益堂。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しに「中多度郡六郷村大字津森岡崎
祇隆所有物」（墨書）。前表紙に「ホ五百廿三」（貼紙）と

rホ印五百廿三！壱冊」（下ヶ札）。

3．地…／83．愛　県！

XO383－001　　　　　　　　　　　伊予・名所記
［古述俗談　1］

（1789年）

264×189ミリ3巻3冊30丁写本
題籏：後・伊豫古跡俗談三冊之内表紙：後・鶯色：波
に鶴型押し

構成：温泉郡・和気郡

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙見返しに「此書之巻をある書林二て求め帰

宅之上表紙に郡書を付しみるに此外宇麻郡新居郡喜
多郡宇和郡四郡不見依而之に思ふにこは四郡之本を
失せしなるへし」（墨書）。前表紙に「ホ印三百〇五」
（下ヶ札）。三井ラベル「C258・新・3」。

XO383－002　　　　　　　　　　　伊予・名所記
［古迩俗談　2］

（1789年）

264×189ミリ31丁写本
題籏：後・伊豫古跡俗談三冊之内表紙：後・鶯色：波
に鶴型押し
構成：伊予郡・久米郡・浮穴郡

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C258・新・3」。

演習館蔵板（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ九十五」（貼紙）と「ホ印九十五／七
冊」（下ヶ札）。

Y1382－002－02　　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編2］
（1860年）

264×187ミリ48丁整版
題籏：原・讃岐國名勝圖會寒川郡二表紙1原・浅花
田色：波に群翔千鳥型押し

構成：目録2、本文46

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1382－002－03　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編3］
（1860年）

265×187ミリ42丁整版
題簸：原・讃岐國名勝圖會三木郡三表紙：原・浅花
田色：波に群翔千鳥型押し

構成：目録2、本文40

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1382－002－04　　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編4上］

（1860年）

264×186ミリ27丁整版
題簸：原・讃岐國名勝圖會山田郡四上表紙：原・浅
花田色：波に群翔千鳥型押し

構成：目録2、本文25

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1382－002－05　　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編4下］

（1860年）

265×187ミリ27丁整版
題籏：原・讃岐國名勝圖會山田郡四下　表紙：原・
浅花田色：波に群翔千鳥型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1382－002－06　　　　　　　　　讃岐・名所図会

［讃岐国名勝図会　前編5下］

安政7（1860）

265×187ミリ26丁整版
題簸：原・讃岐國名勝圖會香川郡東上五下表紙：
原・浅花田色：波に群翔千鳥型押し

構成1本文25、広告（讃岐国名勝図会前編・後編・続
編）・刊記1

刊記：彫刻一ノ巻岡田茂兵衛・ニノ巻辻井市三郎・三ノ
巻井上治兵衛・四ノ巻樋口与兵衛・五ノ巻甲賀喜一郎、

御国彫尾崎平蔵・須田秀蔵、刷印師木村屋吉兵衛、官
許安政五戊午歳、同七庚申歳新刻、書林京六角通堺
町東北側平野屋茂兵衛・高松南新町一丁目筑前屋与
兵衛・同西新通町本屋茂兵衛・江戸目本橋通二丁目山
城屋佐兵衛・京四条通御旅町辰巳善右衛門・大坂心斎
橋筋久太郎町河内屋喜兵衛・同北久太郎町河内屋清



洲仲殿町味村直恕・今治風早町黒部又次郎・松山往街
道復尋＊社、製本所同魚町弐丁目共耕分社。

印記：本居文庫。

備考：三井ラベル「C258・2」。

3．地誌／84．高知県1

×0384－001－01　　　　　　　　　　　　　土佐

南路志　14［閨国7の1　土佐郡］
文化10（序）（1813）

229×160ミリ5巻5冊74丁写本
題簸：後・土佐志一表紙：後・丁字引き

構成：目録1、本文73
刊記1何龍撰（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C259・新
2」。

XO384－001－02　　　　　　　　　　　　土佐

南路志　15［閨国7の2　土佐郡］
（1813年）

229×161ミリ47丁写本
題策：後・土佐志弐表紙：後・丁字引き

構成：目録1、本文46
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：闘紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C259・新
2」。

XO384－001－03　　　　　　　　　　　　土佐

南路志　16［闘国7の3　土佐郡］
（1813年）

229×161ミリ58丁写本
題籏：後・土佐志三表紙：後・丁字引き

構成：目録1、本文57
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C259・新
2」。

XO384－001－04　　　　　　　　　　　　　土佐

南路志　17［閨国7の4　土佐郡］
（1813年）

229×161ミリ60丁写本
題簸：後・土佐志四表紙＝後・丁字引き

構成：目録1、本文59
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C259・新
2」。

XO384－001－05　　　　　　　　　　　　　土佐

南路志　18［閨国7の5　土佐郡］
（1813年）

229×161ミリ56丁写本
題簸：後・土佐志五止表紙：後・丁字引き

構成：目録2、本文54
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C259・新
2」。

3．地誌〔334〕

XO383－003　　　　　　　　　　　伊予・名所記

［古迩俗談　3］

寛政1（写）（1789）

265×190ミリ38丁写本
題簸：後・伊豫古跡俗談三冊之内表紙：後・鶯色＝波

に鶴型押し
構成：野間郡・風早郡・周布郡・桑林郡・越知郡

刊記＝寛政元己酉年七月下溝高木信宥写之。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1383－001　　　　　　　　　　　伊予・名所記

愛媛面影　1

慶応3（序）（1867）

259×181ミリ5巻5冊63丁整版
題籏：原・愛媛面影一表紙：原・黒色：横網目型押し

構成＝序8（慶応三年丁卯十二月不肖児平野栄季栄、
慶応ふたとせ卯月廿一目の夜今治・・本塚主水橘真、

慶応二年七月五目半井法橋梧巷）、目録1・引用書目2

図2、本文52
刊記：今治半井法橋梧篭撰（巻頭）。

印記：本居文庫。

備考：1～5まで酸性紙の鉄に入る。三井ラベル「C258・

2」。綴じはずれ。

Y1383－002　　　　　　　　　　　伊予・名所記

愛媛面影　2

（1867年）

259×181ミリ59丁整版
題籏：原・愛媛面影二表紙：原・黒色：横網目型押し
印記：本居文庫。

備考：三井ラベル「C258・2」。

Y1383－003　　　　　　　　　　　伊予・名所記

愛媛面影　3

（1867年）

259×181ミリ51丁整版
題簸：原・愛媛面影三表紙：原・黒色：横網目型押し

印記：本居文庫。

備考：三井ラベル「C258・2」。

Y1383－004　　　　　　　　　　　伊予・名所記

愛媛面影　4

（1867年）

259×180ミリ44丁整版
題簸：原・愛媛面影四表紙：原・黒色：横網目型押し
印記：本居文庫。

備考：三井ラベル「C258・2」。

Y1383－005　　　　　　　　　　　伊予・名所記

愛媛面影　5
（1867年）

260×180ミリ58丁整版
題簸：原・愛媛面影五表紙：原・黒色：横網目型押し

構成：本文57、梧巷大人著書目録1
刊記：書蝉宇和島城下袋町書林会社・同吉田東小路
岡田忠篤・同卯之町和気源蔵・同八幡浜川名謙蔵・大



〔335〕地誌3．地誌ノ84．高知県ノ3

量（2丁メ裏）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

土佐XO384－002－07

［高知風土誌　7］

265×185ミリ19丁写本
題簸：後・高知風土誌溝淵氏古文書集表紙：後・薄
茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－08　　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　8］

266×185ミリ29丁写本
題簸：後・高知風土誌北渓集表紙：後・薄茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－09　　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　9］

元禄10（序）（1697）

267×184ミリ46丁写本
題籏：後・高知風土誌芝山南学傳上下表紙：後・薄
茶色無地
構成：序2（元禄辛未十二月朔旦紫芝山清処士）、目録

2、本文41、賊1（元禄拾丁丑年三月吉祥目清処士）

刊記：武陽芝神明町書璋和泉屋市兵衛版行。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－10　　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　10］

267×184ミリ51丁写本
題籏：後・高知風土誌芝山鯨花編上下表紙：後・薄
茶色無地
構成：序2（丙辰十一月晦目天南林）、本文49
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」

土佐

11］

XO384－002－11

［高知風土誌

266×184ミリ87丁写本
題籏1後・高知風土誌中村進退記表紙：後・薄茶色
無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－12

［高知風土誌　12］

266×185ミリ66丁写本

土佐
1］

XO384－002－01

［高知風土誌

267×184ミリ20巻20冊97丁写本
題簸：後・高知風土誌新民基元表紙：後・薄茶色無
地

構成：序2（棘心春日　水茎主人）、本文95

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

土佐XO384－002－02

［高知風土誌　2］

267×185ミリ46丁写本
題籏：後・高知風土誌寛永御定目　其他表紙1後・薄
茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384。002－03　　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　3］

266×184ミリ42丁写本
題簸1後・高知風土誌泰山随筆三，四表紙：後・薄
茶色無地

構成：巻3本文25、巻4本文17
刊記1土佐谷重遠著（巻頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－04　　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　4］

267×184ミリ76丁写本
題簸：後・高知風土誌盲人節表紙：後・薄茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

土佐XO384－002－05

［高知風土誌　5］

267×185ミリ64丁写本
題簸：後・高知風土誌各氏問目・北渓随筆表紙：後
薄茶色無地
構成：問目36、北渓随筆28
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－06　　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　6］

文化8（内容）（1811）

267×184ミリ28丁写本
題籏：後・高知風土誌南海遊記表紙1後・薄茶色無
地

刊記：文化の八とせといふとしの夏（中略）土佐寒巌海



印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－17

［高知風土誌　17］

266×184ミリ21丁写本
題籏：後・高知風土誌御當家條々書表紙：後・薄茶

色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384－002－18

［高知風土誌　18］

明治12（内容）（1813）

266×184ミリ77丁写本
題簸：後・高知風土誌新聞史記表紙＝後・薄茶色無

地
刊記＝土佐国吉村春峰編纂（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

土佐

10］
XO384－003
［高知風土誌

266×184ミリ51丁写本
題簸：後・高知風土誌芝山鯨花編上下表紙：後・薄

茶色無地
構成：序2（丙辰十一月晦日天南林）、本文49

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：支藩中村に関するもの。三井ラベル「C259・新・

1」。

3．地誌！90．九州地方ノ

XO390－001（1）　　　　　　　　　　　　紀行

［西蓬奇観　1］

天保9（序）（1838）

222×166ミリ5巻5冊（1冊に合綴）26丁写本
題籏：原・西蓬奇観完表紙：後・水色：小葵型押し
構成：元表紙1、序1（天保九戊戌初冬目世継直員）、

凡例2（文政己巳四年仲春目平安野人幸嶋称美）、目

録2、巻1本文19、元後ろ表紙1
印記：川端所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：7丁裏、15丁裏に貼紙などがある。前表紙に「ホ
三百三十三」（貼紙）と「ホ印三百三十三1壱冊」（下ヶ

札）

XO390－001（2）

［西蓬奇観　2］

（1838年）

21丁写本
構成：元表紙1、巻2本文19、元後ろ表紙1
備考：9丁・10丁・15丁・18丁表に貼紙がある。

XO390－001（3）

［西蓬奇観3］

〔336〕3．地誌

題籏二後・高知風土誌高知風土記・侍町小割帳表
紙：後・薄茶色無地

構成：風土記18、小割帳48
刊記二右御侍屋鋪小割帳年暦相記し無之二付時代難
考候得共、仙石忠右衛門・間宮九左衛門両氏之屋敷
有之ヲ以考候処、寛永より万治之年間御改正明亮也、

其証如左、寛永元年於江戸御当家へ被召抱仙石忠
右衛門、万治二年百姓と出入有之他国へ御暇被遣間
宮九左衛門、寛政三年亥九月十五目写之、文政九年
戌十一月十九目写之肩書傍書ハ本書付札也市原
辰登（末尾）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

XO384・002－13　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　13］

明治10（内容）（1877）

267×184ミリ42丁写本
題籏：後・高知風土誌高加茂大社私説表紙1後・薄
茶色無地
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

土佐XO384－002－14

［高知風土誌　14］

266×184ミリ29丁写本
題簸：後・高知風土誌藤並明神之記表紙：後・薄茶

色無地
構成：藤並明神勧請次第11、長曽我部盛親旧臣籠城
10、朝倉神名弁（享保歳次庚子当時之目谷自直）4、鳴

無宮再興記（寛文3）4
刊記：右書命国史井柳営御目記等参考謹而所奉撰進
文化四丁卯三月日　小谷左近助守本上（勧請次第末
尾）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C259・新・1」。

土佐XO384－002－15

［高知風土誌　15］

6×185ミリ88丁写本
籏：後・高知風土誌土佐國鏡草・御國中善行人井
孝人覚書・岡村十兵衛一件書表紙：後・薄茶色無

：鏡草（享保十九年甲寅二月中洗谷丹四郎垣守
3、善行人…　（未ノ八月四目）16、遊紙1、岡

辰所集・三井家3。
井ラベル「C259・新・1」。
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XO384－002－16　　　　　　　　　　　　土佐

［高知風土誌　16］

265×184ミリ26丁写本
題籏：後・高知風土誌諸刹縁起表紙：後・薄茶色無

地



（1838年）

26丁写本
構成：元表紙1、遊紙1、巻3本文23、元後ろ表紙1
備考：3丁・4丁表、6・7丁間、22丁表に貼紙などがあ
る。

XO390－001（4）

［西蓬奇観4］
（1838年）

19丁写本
構成：元表紙1、巻4本文17、元後ろ表紙1
備考：3丁表、9丁丁間に貼紙などがある。

XO390－001（5）

［西蓬奇観5］
（1838年）

21丁写本
構成：元表紙1、巻5本文19、元後ろ表紙1
備考：3丁・19丁表に貼紙がある。

XO390－002－01

［西海道国郡志料　11

258×182ミリ4巻4冊99丁写本
題籏：原・西海道國郡志料九國総目　筑前筑後一
表紙：原・横刷毛目

構成：遊紙1、総目2、本文96
刊記：鶴峯戊申輯（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：柱刻に「史伝摘紗巻」とある罫紙（刷り）を使用。前

表紙に「ホ百廿六」（貼紙）と「ホ印百廿六！四巻」（下ヶ
札）。

XO390－002－02

［西海道国郡志料　2］

258×181ミリ109丁写本
題簸：原・西海道國郡志料豊前豊後二表紙：原・
横刷毛目

構成1遊紙1、本文108
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：柱刻に「史伝摘紗巻」とある罫紙（刷り）を使用。

XO390－002－03

［西海道国郡志料　3】

257×182ミリ59丁写本
題簸：原・西海道國郡志料肥前肥後三表紙：原・
横刷毛目
構成：遊紙1、本文58
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：柱刻に「史伝摘紗巻」とある罫紙（刷り）を使用。

XO390－002－04

［西海道国郡志料　4］

3．地誌3．地誌190．九州地方！〔337〕

257×182ミリ70丁写本
題簸：原・西海道國郡志料　日向大隅薩摩二島
四終表紙：原・横刷毛目

構成：遊紙1、本文69
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：柱刻に「史伝摘紗巻jとある罫紙（刷り）を使用。

Y2390－001

［三国名勝図会　1～3］

（1905年）

265×190ミリ60巻60冊（20冊に合綴）117丁活
版

題籏：原・三國名勝圖會一表紙：原・花田色無地
構成：扉1、序7（明治三十八年十一月正二位勲一等伯

爵松方正義・天保十四年橋口兼柄）、凡例3、目録6、

巻1目録1、本文（薩隅目総説）27、巻2目録1、本文
40、巻3目録1、本文30（薩摩国鹿児島郡〉
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印二百八十一」（貼紙）と「ホ印二百

八十一／廿巻」（下ヶ札）。

Y2390－002

［三国名勝図会　4～61
（1905年）

265×190ミリ107丁活版
題簸：原・三國名勝圖會二表紙1原・花田色無地

構成：巻4目録1、本文31、巻5目録1、本文33、巻6
目録1、本文40（薩摩国鹿児島郡）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－003

［三国名勝図会　7～9］
（1905年）

265×190ミリ111丁活版
題籏：原・三國名勝圖會三表紙：原・花田色無地
構成：巻7目録2、本文23（薩摩国鹿児島郡）、巻8目

録2、本文46、巻9目録2、本文36（薩摩国目置郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－004

［三国名勝図会　10～12］
（1905年）

265×190ミリ111丁活版
題簸：原・三國名勝圖會四表紙1原・花田色無地
構成：巻10目録2、本文35（薩摩国目置郡）、巻11目

録4、本文38、巻12目録2、本文30（薩摩国薩摩郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－005

［三国名勝図会　13～15】
（1905年）

266×190ミリ82丁活版
題籏：原・三國名勝圖會五表紙：原・花田色無地

構成：巻13目録1、本文29、巻14目録1、本文18（薩
摩国高城郡）、巻15目録2、本文31（薩摩国出水郡）

印記：宗辰所集・三井家3。



Y2390－012

［三国名勝図会　34’》36］

（1905年）

265×190ミリ127丁活版
題簸：原・三國名勝圖會十二表紙：原・花田色無地

構成＝巻34目録2、本文43、巻35目録2、本文32、
巻36目録2、本文46（大隅国囎喚郡）
印記二宗辰所集・三井家3。

Y2390－013

［三国名勝図会　37～39］
（1905年）

266×190ミリ100丁活版
題簸1原・三國名勝圖會十三表紙：原・花田色無地
構成1巻37目録2、本文37、、巻38目録1、本文28、
巻39目録3、本文29（大隅国姶羅郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－014

［三国名勝図会　40～42］
（1905年）

265×190ミリ94丁活版
題籏：原・三國名勝圖會十四表紙：原・花田色無地

構成：巻40目録2、本文28、巻41目録2、本文33（大
隅国桑原郡）、巻42目録3、本文26（大隅国菱刈郡）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－015

［三国名勝図会　43’》45］
（1905年）

266×190ミリ89丁活版
題籏：原・三國名勝圖會十五表紙：原・花田色無地

構成：巻43目録2、本文28、巻44目録2、本文26、
巻45目録2、本文29（大隅国大隅郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－016

［三国名勝図会　46’》48］

（1905年）

265×190ミリ101丁活版
題簸：原・三國名勝圖會十六表紙：原・花田色無地
構成：巻46目録2、本文26（大隅国大隅郡）、巻47目

録4、本文39、巻48目録2、本文28（大隅国肝蜀郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－017

［三国名勝図会　49～51］
（1905年）

266×190ミリ91丁活版
題簸：原・三國名勝圖會十七表紙：原・花田色無地
構成：巻49目録2、本文23（大隅国肝蜀郡）、巻50目

録2、本文46（大隅国駅護郡）、巻51目録1、本文17
（大隅国熊毛郡）

印記：宗辰所集・三井家3。

地誌3〔338〕

Y2390－006

［三国名勝図会　16～18］
（1905年）

266×190ミリ130丁活版
題籏：原・三國名勝圖會六表紙：原・花田色無地
構成：巻16目録2、本文43（薩摩国出水郡）、巻17目

録3、本文40、巻18目録3、本文39（薩摩国伊佐郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－007

［三国名勝図会　19～21］
（1905年）

266×190ミリ55丁活版
題籏：原・三國名勝圖會七表紙：原・花田色無地
構成：巻19目録1、本文17（薩摩国難山郡）、巻20目

録2、本文11（薩摩国給黎郡）、巻21目録2、本文22
（薩摩国揖宿郡）

印記1宗辰所集・三井家3。

Y2390－008

［三国名勝図会　22～24］
（1905年）

266×190ミリ83丁活版
題簸：原・三國名勝圖會八表紙：原・花田色無地
構成：巻22目録1、本文28（薩摩国揖宿郡）、巻23目

録1、本文30、巻24目録1、本文22（薩摩国頴娃郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－009

［三国名勝図会　25’》27］

（1905年）

266×190ミリ119丁活版
題簸：原・三國名勝圖會九表紙：原・花田色無地

構成：巻25目録2、本文24、巻26目録1、本文39
巻27目録2、本文51（薩摩国河辺郡）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－010

［三国名勝図会　28～30］
（1905年）

265×190ミリ110丁活版
題簸：原・三國名勝圖會十表紙：原・花田色無地
構成1巻28目録4、本文39（薩摩国河辺郡）、巻29目
録2、本文45（薩摩国阿多郡）、巻30目録2、本文18
（薩摩国飯島郡）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－011

［三国名勝図会　31～33］
（1905年）

265×190ミリ113丁活版
題簸：原・三國名勝圖會十一表紙：原・花田色無地

構成：巻31目録1、本文41、巻32目録2ヨ本文34、
巻33目録1、本文34（大隅国囎嚇郡）
印記：宗辰所集・三井家3。



Y2390－018

［三国名勝図会　52’》54］

（1905年）

266×190ミリ101丁活版
題簸：原・三國名勝圖會十八表紙1原・花田色無地
構成：巻52目録2、本文29、巻53目録2、本文37、
巻54目録2、本文29（日向国）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2390－019

［三国名勝図会　55～57］
（1905年）

266×190ミリ115丁活版
題簸1原・三國名勝圖會十九表紙：原・花田色無地
構成：巻55目録2、本文35、巻56目録3、本文38、
巻57目録3、本文34（目向国）
印記1宗辰所集・三井家3。

Y2390－020

［三国名勝図会　58～60］
明治38（1905）

266×190ミリ145丁活版
題籏：原・三國名勝圖會二十表紙：原・花田色無地

構成：巻58目録1、本文53、巻59目録2、本文47、
巻60目録2、本文40（目向国）

刊記：明治三十八年十二月十五日印刷、明治三十八
年十二月廿五目発行、編纂兼発行者山本盛秀（東京
府荏原郡大崎村大宇大崎234番地）、印刷者西郷近司
（東京市京橋区弥左衛門町7番地）、印刷所西郷活版
印刷所（東京市京橋区弥左衛門町7番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：最終頁に史料館のラベルがまとまってはさんであ
る。

3．地誌／91．福岡県1

×0391－001－01　　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　1
元禄13（序）（1703）

253×192ミリ28巻28冊（24冊に合綴）82丁写本
題簸：原・筑前績風土記一表紙：後・薄茶色無地
構成＝序9（元禄十六年歳在癸未十一月朔日　貝原篤
信謹上）、総目録1、目録1、本文71
刊記：貝原篤信選定・貝原好古編録（以上墨書）、竹田
定直校正（朱書）（巻頭）。

印記：谷中□書堂（後ろ表紙見返しの裏）・宗辰所集・三
井家3。

備考：貼紙あり（37丁メ表）。70・71丁はすべて朱書で

後に挿入したもの。「後ろ表紙見返しに鎌田案閑誌共
冊」とその裏に「戌二月十一目目本入」（墨書）。前表紙

に「ホ印百十五」（貼紙）と「ホ印百拾五／試十四巻j（下ヶ
札）。

XO391－001－02

筑前国続風土記　2
（1703年）

254×190ミリ27丁写本

筑前

3．地誌3．地誌／91．福岡県！〔339〕

題簸：原・筑前績風土記二表紙：後・薄茶色無地
構成：目録1、本文26

刊記：貝原篤信考定・貝原好古編録（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO391－001－03　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　3
（1703年）

253×192ミリ38丁写本
題籏：原・筑前績風土記三表紙：後・薄茶色無地
構成：目録1、本文37
刊記：貝原篤信考定・貝原好古編録（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO391－001－04（1）　　　　　　　　　　　筑前

［筑前国続風土記　4］

（1703年）

255×190ミリ34丁写本
題簸：後・　四五（打付）表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文33

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：すべて33丁は朱書で、後に挿入したもの。

XO391－001－04（2）

［筑前国続風土記　5］

（1703年）

36丁写本
構成：目録1、本文35

筑前

XO391－001－05　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　6
（1703年）

255×193ミリ35丁写本
題簸：原・筑前績風土記六表紙：後・薄茶色無地
構成：目録1、本文34

印記＝宗辰所集・三井家3。

XO391－001－06　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　7
（1703年）

256×193ミリ31丁写本
題簸：原・筑前績風土記七表紙＝後・薄茶色無地
構成：目録1、本文30

印記：宗辰所集・三井家3。

XO391－001－07　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　8
（1703年）

255×192ミリ29丁写本
題簸1原・筑前績風土記八表紙：後・薄茶色無地
構成：目録1、本文28
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：本文17丁はすべて朱書で、後に挿入したもの。



構成：目録3、本文44
刊記：貝原篤信編録（巻頭）。

印記1印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しに「鎌田案閑」（墨書）。36丁ウラに

貼紙。

XO391－001－13（2）　　　　　　　　　　　　筑前

［筑前国続風土記　16］

（1703年）

34丁写本
構成：目録1、本文33
備考：巻16の21丁丁間に切紙1（r湯津杜木』墨書）
がある。後ろ表紙見返しにr湊町鎌田氏（印）」（墨書）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　　　XO391－001－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　肌目II

筑前国続風土記　17
（1703年）

252×192ミリ39丁写本
題籏＝原・筑前績風土記十七表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文38
印記＝印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しにr鎌田案閑」（墨書）、後ろ表紙に

「鎌田案閑誌（印）」（墨書）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めと　XO391－001－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易凡臼蓬1

筑前国続風土記　18
（1703年）

252×192ミリ54丁写本
題籏：原・筑前績風土記十八表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文52、交渉1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO391－001－16　　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　19
（1703年）

253×194ミリ49丁写本
題籏：原・筑前績風土記十九表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文48
印記：宗辰所集・三井家3。

XO391－001－17　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　20
（1703年）

254×198ミリ47丁写本
題簸：原・筑前績風土記廿表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文46
印記：印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しにr鎌田案閑」（墨書）。35丁ウラに

貼紙1がある。後ろ表紙見返しに「鎌田案閑誌（印）」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めピ　　XO391－001－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肌目lj

筑前国続風土記　21
（1703年）

253×194ミリ58丁写本
題籏1原・筑前國績風土記廿一表紙＝後・薄茶色無
地

誌地3〔340〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めム　XO391－001－08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肌月藍」

筑前国続風土記　9
（1703年）

254×192ミリ37丁写本
題簸：原・筑前績風土記九表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文36
印記：印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

XO391－001－09　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　10
（1703年）

255×193ミリ64丁写本
題簸：原・筑前績風土記十表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文53、目録1、本文9
印記＝鎌田・宗辰所集・三井家3。

備考＝37丁表・48丁裏に貼紙がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めルXO391－00｛一10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帆臼匪』

筑前国続風土記　11
（1703年）

254×193ミリ31丁写本
題簸：原・筑前績風土記十一表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文14、目録1、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙見返しに「鎌田案閑」（墨書）。筆写の書体

ここで変化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めヨ　XO391－001－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夙Blj

筑前国続風土記　12
（1703年）

254×193ミリ24丁写本
題簸：原・筑前績風土記十二表紙：後・薄茶色無地

構成＝目録1、本文23
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：7丁表に貼紙がある。

XO391－001－12（1）　　　　　　　　　　　筑前

［筑前国続風土記　13］

（1703年）

253×192ミリ39丁写本
題籏1原・筑前績風土記十三十四表紙：後・薄茶色

無地
構成：目録2、本文37

めゐ肌目曙

14］

XO391－001－12（2）

［筑前国続風土記

（1703年）

28丁写本

XO391－001－13（1）　　　　　　　　　　　筑前

［筑前国続風土記　15］

（1703年）

253×191ミリ47丁写本
題簸：原・筑前績風土記十五（ノ六）表紙：後・薄茶色

無地


