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備考：元前表紙に「筑前国続風土記巻之廿六古戦場」
（墨書）、見返しに「鎌田案閑」（墨書）。後ろ表紙見返し

に「鎌田案閑誌（印）」と墨書あり。

XO391－001－24（1）　　　　　　　　　　　筑前

［筑前国続風土記　27］
（1703年）

255×191ミリ44丁写本
題簸：原・筑前績風土記廿七八表紙：後・薄茶色無
地

構成：目録1、本文43
印記＝印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考：元前表紙に「筑前国続風土記巻之廿七廿八土産
考」（墨書）。

XO391－001－24（2）　　　　　　　　　　　筑前

［筑前国続風土記　28］
（1703年）

35丁写本
構成：目録1、本文34（土産考）
備考：最終丁にr印」（鎌田案閑）と朱書・付箋あり。

XO391－002－01　　　　　　　　　　　筑前・紀行

海路記　上［別名　江海風帆草］
宝永1（序）（1704）

231×162ミリ2巻2冊58丁写本
題簸：原・海路記（打付）、元表紙に「海路記自長崎至

筑前恰土郡上」（打付）表紙1後・白色無地、元表紙
生成

構成：序5（宝永元年甲申のとし冬十一月望目書して以
序とす丹にわ塀姓立花氏重根記）、本文53

刊記：（黒田光之公之御時舩師之惣師）吉田（忠右衛
門）重昌・宮本（新兵衛）重利・勝野（喜右衛門）清中
撰。

印記：立花力・宗辰所集・三井家3。

備考二朱書あり（朱筆者種章・増照・浅罵）。序題は「江

海風帆草」尾題はr江海風帆巻之上」。前表紙にrホ五
百十九」（貼紙）、後ろ表紙「海路記二」（下ヶ札）。

XO391－002－02　　　　　　　　　　　筑前・紀行

海路記　下［別名　江海風帆草］

（1704年）

230×163ミリ58丁写本
題簸：原・海路記（打付）、元表紙にr海路記筑前御領
ノ内」（打付）表紙＝後・白色無地、元表紙生成

印記＝立花力・宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり（朱筆者は種章）。

XO391－003－01（1）　　　　　　　　　　　筑後

［筑後志　1］
安永9（序）（1780）

265×184ミリ5巻5冊（2冊に合綴）33丁写本
題簸：原・筑後志一二表紙：後・渋引き
構成：遊紙1、序5（安永七戊戌年六月朔旦不破守直・

安永庚子冬十一月米府淡居鴛老人徳重・安永六年丁
酉首夏之日観斎杉山正仲）、凡例1、目録2、巻1本文

構成：目録1、本文57
印記1印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考113丁ウラ・43丁オモテ・54丁オモテ・56丁ウラに貼紙が

ある。前表紙見返しにr鎌田案閑」（墨書）、後ろ表紙見
返しに「鎌田案閑誌（印）」。

XO391－001－19　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　22
（1703年）

255×193ミリ57丁写本
題籏：原・筑前績風土記廿二表紙：後・薄茶色無地
構成≡目録1、本文56（古城古戦場）
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：元前表紙にr筑前国続風土記古城古戦場巻之廿
二」、見返しに「鎌田案閑」（墨書）。朱書あり。47丁ウラに

貼紙1がある。

XO391－001－20　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　23
（1703年）

254×192ミリ35丁写本
題籏：原・筑前績風土記廿三表紙：後・薄茶色無地
構成：目録2、本文33（古城古戦場）
印記：印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考：元前表紙に「筑前国続風土記巻之廿三古戦場上
下」（墨書）、朱書あり。

成＝目録2、本文上14、下23（古城古戦場）

記1印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

考：元前表紙に「筑前国続風土記巻之廿四古戦場上
」（墨書）。最終丁に「印」（鎌田案閑）と朱書・付箋あ

XO391－001－22　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　25
（1703年）

252×192ミリ39丁写本
題籏：原・筑前績風土記廿五表紙：後・薄茶色無地
構成：目録1、本文38（古城古戦場）
印記：印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。

備考＝元前表紙に「筑前国続風土記巻之廿五古戦場」
（墨書）。最終丁に「印」（鎌田案閑）朱と書あり。

XO391－001－23　　　　　　　　　　　　　筑前

筑前国続風土記　26
（1703年）

252×193ミリ51丁写本
題籏1原・筑前績風土記廿六表紙：後・薄茶色無地
構成二目録1、本文50（古城古戦場）
印記：印（鎌田氏）・宗辰所集・三井家3。
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24
印記：尾関文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：巻6・7は欠。前表紙に「ホ印二百五十七二冊」
（下ケ札）。

XO391－003－01（2）　　　　　　　　　　　筑後

［筑後志　2］

（1780年）

37丁写本
構成：巻2本文37
備考：元後ろ表紙に「大工丁石井氏」（墨書）と貼紙3
あり。1丁と2丁の丁間にr大江小波著暑中休暇（少年文
学）」1頁あり。

XO391－003－02（1）　　　　　　　　　　　筑後

［筑後志　3］

（1780年）

267×184ミリ27丁写本
題簸：原・筑後志三四五表紙：後・渋引き
構成：巻3本文26、遊紙1
印記：尾関文庫・宗辰所集・三井家3。

XO391－003－02（2）

［筑後志　4］

（1780年）

28丁写本
構成：巻4本文27、遊紙1

XO391－003－02（3）

［筑後志　5］

（1780年）

17丁写本
構成：巻5本文17
備考＝後ろ表紙に「石井氏」（墨書）。

XO362－002（4）

［廣埜山・青龍洞二遊記］

（1780年）

6丁

刊記：藩士石川剛識。

後筑

後筑

豊前・紀行

備考：書誌情報はXO362－002（1）［遊嵯峨記］参照。

XO362－002（5）　　　　　　　　　　豊前・紀行

［遊求菩提山記］

（1780年）

6丁
刊記：藩士石川剛識。
備考：書誌情報はXO362－002（1）［遊嵯峨記］参照。

XO394－004（1〉　　　　　　　　　　筑後・見聞記

［筑後山中日記　上］

（1860年）

263×191ミリ2巻2冊（1冊に合綴〉18丁写本
題簸：後・山中目記全（打付）表紙：後・香色：布目地

型押し

構成：元表紙1、巻之上17
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：元表紙（生成）に「筑後山中目記」（打付墨書）。

前表紙に「北宝南十二」「OO五圃」「ホ四百八十九」
（貼紙）と「ホ印四百八十九」1壱冊」（下ヶ札）。

XO391－004（2）　　　　　　　　　　筑後・見聞記

［筑後山中日記　下］

安政7（写）（1860）

13丁写本
構成：巻之下12、書写奥書1
刊記1此山中目記ハ筑後ノ国田中ノ於順見目記也、
東寺堀川氏ニテ安政七庚申年正月十五目借用写二
付巽都郷。

XO391－005－01（1）　　　　　　　　　　　筑前

［石城志　1］

（1864年）

233×160ミリ12巻12冊（3冊に合綴）30丁写本
題籏：原・石城志自一至四表紙：原・黒色：菊花亀甲

繋ぎ型押し
構成：序2（時明和丙戊歳臓月朔目草江散人安惟）、凡
例3（明和二乙酉歳春三月石城府淡寓散人）、図2、巻

1地理上23
刊記：（博多一小路町儒医）津国元顧校定、男元貫編
録（巻頭）。

印記：筑前博多（四角に三）八尋・□図書印・三井文
庫。

備考：前表紙見返しに「八尋七兵衛蔵書」（墨書・抹消）。

三井ラベル「C263・2」。

XO391－005－01（2）

［石城志　2］

（1864年）

32丁写本
構成：巻2地理考下目録1、本文31

XO391－005－01（3）

［石城志　3］

（1864年）

30丁写本
構成：巻3神社門目録1、本文29

XO391－005－01（4）

［石城志　4］

（1864年）

23丁写本
構成：巻4仏寺考上目録1、本文22

筑前

筑前

筑前

XO391－005－02（1）　　　　　　　　　　　筑前

［石城志　5］

（1864年）

232×161ミリ38丁写本
題簸：原・石城志自五至八表紙：原・黒色：菊花亀甲

繋ぎ型押し

構成＝巻5仏寺考下目録2、本文36



印記1筑前博多（四角に三）八尋・□図書印・三井文
庫。

備考：前表紙見返しに「八尋七兵衛蔵書」（墨書・抹消）。

三井ラベル「C263・2」

XO391－005－02（2）

［石城志　6］

（1864年）

34丁写本
構成1巻6歳時考目録1、本文33

XO391－005－02（3）

［石城志　7］

（1864年）

28丁写本
構成：巻7土産考上目録1、本文27

XO391－005－02（4）

［石城志　8］

（1864年）

19丁写本
構成：巻8薬品類目録1、本文18

筑前

筑前

筑前

XO391－005－03（1）　　　　　　　　　　　筑前

［石城志　9］

文久4（1864）

232×161ミリ28丁写本
題簸：原・石城志自九至十二表紙：原・黒色：菊花亀
甲繋ぎ型押し

構成：巻9人事考上目録1、本文27
刊記：r予去る卯年御城代組に牧氏何某と云人有り、折
柄石城志書写済成候旨噂有之、就夫右書籍借受熟覧
仕候処町々家々の事蹟至て委敷誌在趣をも奥村氏へ
粗噂致候処熱望之由相聞申二付同氏江予委敷談合仕
候庭、其身も至て相望所と見へ候得共書写大造の事蓮
予に対し挨拶も出不申候へとも予より相談仕候ハ此書
は宴に家宝共可成物二付予も齢七十有余に及ひ老筆
と云誠に悪筆二而後年重器とも成間敷候得とも書写致
置候ハぐ予か亡跡の形見共可成やと相勤悪筆なから後
恥を不顧書写し畢、他見を断りとして書残し置者也文
久四甲子歳卯月下旬写之者也」。

印記：筑前博多（四角に三）八尋・□図書印・三井文
庫。

備考：前表紙見返しにr八尋七兵衛蔵書」（墨書抹消）。

三井ラベル「C263・2」。

XO391－005－03（2）

［石城志　10］

（1864年）

29丁写本
構成：巻10人事考下目録1、本文28

XO391－005－03（3）

［石城志　11］

（1864年）

34丁写本

筑前

筑前
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構成：巻11人事門下目録1、本文33

XO391－005－03（4）

［石城志　12］

（1864年）

29丁写本
構成：巻12雑著本文28、書写奥書1

筑前

Y1391－001　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　1］

慶応4（1868）

260×180ミリ14巻14冊40丁整版
題籏＝原・筑紫遺愛集福岡一表紙：原・横刷毛目に
卍繋ぎ丸鯉ほか型押し
構成1序9（慶応戊辰清和月渚櫛田駿・増熊・慶応と云
年の四とせ弥生七十七歳伊藤道保）・凡例3、巻1目録

2、本文26
刊記：伊藤道保編輯、慶応戊辰新鏑蟻屈舎蔵（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－002

［筑紫遺愛集　2］

（1868年）

257×179ミリ47丁整版
題簸：原・筑紫遺愛集博多上二
に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成1巻2目録2、本文45
印記：宗辰所集・三井家3。

筑前・筑後・孝義録

表紙：原・横刷毛目

Y1391－003　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　3］

（1868年）

258×180ミリ30丁整版
題簸1原・筑紫遺愛集博多下三表紙：原・横刷毛目
に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻3目録2、本文28
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1391－004　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　4］

（1868年）

259×180ミリ19丁整版
題簸：原・筑紫遺愛集恰土郡志摩郡四表紙：原・横
刷毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻4目録2、本文17
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－005　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　5］

（1868年）

259×181ミリ23丁整版
題籏：原・筑紫遺愛集早良郡五表紙1原・横刷毛目
に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻5目録1、本文22
印記：宗辰所集・三井家3。



［筑紫遺愛集　12］

（1868年）

259×182ミリ48丁整版
題簸：原・筑紫遺愛集遠賀郡上十二表紙：原・横刷
毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻12目録2、本文46
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－013　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　13］

（1868年）

260×181ミリ56丁整版
題簸：原・筑紫遺愛集遠賀郡下十三表紙：原・横刷
毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻13目録2、本文54
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1391－014　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　14・付録］

（1868年）

259×182ミリ47丁整版
題簸：原・筑紫遺愛集宗像郡十四表紙：原・横刷毛
目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻14目録2、本文36、賊5（嘉永己酉之春神屋
道敬・福岡の南なる住吉の里にすめる内野正一）、付録

4
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2391－001　　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　1・2
明治27（1894）

237×157ミリ19巻19冊（9冊に合綴）74丁活版
題簸：原・久留米小史自一至二表紙：原・丁子茶色：

布目地松皮菱型押し
構成：題字1、序8（檜原杉むらのおくにすめる揖山の山

人・明治廿年あまり七歳六月廿目あまりみかの目、明治

二十七年九月京街小松原里曲巷書屋南窓広瀬光、明
治二十三年仲春戸田幹）、古図（元禄14）2、凡例1、目

録2、巻1本文30、巻2本文30（地形）
刊記：戸田幹編纂・船曳鐵門校正（巻頭）、明治廿七年

十月廿五目印刷、同年十一月五目発行、著作者戸田
乾吉（福岡県筑後国久留米市荘島町78番地）・発行者

宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥飼村大字大石147番
地）・印刷者荒巻宗（同県同国同村同字白山503番
地）・印刷所株式会社観文社（同県同国久留米市三本
松町7番地）。
印記＝牛嶋蔵書・不明・宗辰所集・三井家3。

備考：定価金25銭。巻3～5は欠。前表紙に「ル印一！
十冊」（下ヶ札）。

Y2391－002　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　6・7
明治27（1894）

237×156ミリ55丁活版
題籏：原・久留米小史自六至七表紙：原・丁子茶色：

布目地松皮菱型押し
構成：巻6本文（宗教・風俗・物産）30．巻7本文25（政

誌3．地〔344〕

Y1391－006　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　6］

（1868年）

259×181ミリ19丁整版
題簸＝原・筑紫遺愛集那珂郡席田郡御笠郡六表
紙：原・横刷毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻6本文19
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－007　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　7］

（1868年）

259×180ミリ26丁整版
題籏：原・筑紫遺愛集上座郡下座郡夜須郡七表
紙：原・横刷毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成＝巻7目録2、本文24
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1391－008　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　8］

（1868年）

259×180ミリ32丁整版
題籏：原・筑紫遺愛集表糟屋郡裏糟屋郡八表紙
原・横刷毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成＝巻8目録2、本文30
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－009　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　9］
（1868年）

260×180ミリ36丁整版
題簸：原・筑紫遺愛集嘉摩郡穂波郡九表紙1原・横
刷毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻9目録2、本文34
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－010　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　10］

（1868年）

260×181ミリ28丁整版
題籏：原・筑紫遺愛集鞍手郡上十表紙：原・横刷毛
目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻10目録1、本文27
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1391－011　　　　　　　　　筑前・筑後・孝義録

［筑紫遺愛集　11］
（1868年）

262×182ミリ24丁整版
題籏：原・筑紫遺愛集鞍手郡下十一表紙：原・横刷
毛目に卍繋ぎ丸鯉ほか型押し

構成：巻11目録2、本文22
印記＝宗辰所集・三井家3。

筑前・筑後・孝義録Y1391－012



治・教育・財政）

刊記1明治廿七年十一月廿七目印刷、同年十二月七
目発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市荘
島町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥
飼村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国同
村同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同県

同国久留米市三本松町7番地）。
印記：牛嶋蔵書・不明・宗辰所集・三井家3。

備考：定価金25銭。

Y2391－003　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　8
明治27（1894）

237×157ミリ63丁活版
題簸：原・久留米小史八表紙：原・丁子茶色：布目地

松皮菱型押し
構成：（田制・地租）

刊記：明治廿七年十二月三目印刷、同年十二月十三
目発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市荘
島町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥
飼村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国同
村同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同県

同国久留米市三本松町7番地）。
印記：牛嶋蔵書・不明・宗辰所集・三井家3。

備考：定価金25銭。

Y2391－004　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　9・10
明治27（1894）

236×155ミリ71丁活版
題籏：原・久留米小史自九至十表紙：原・丁子茶色：

布目地松皮菱型押し
構成：巻9本文29、巻10本文42（法令）
刊記：明治廿七年十二月廿一目印刷、同年十二月廿
七日発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市
荘島町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡
鳥飼村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国
同村同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同
県同国久留米市三本松町7番地）。

印記：牛嶋蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考1定価金25銭。

Y2391－005　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　11・12
明治27（1894）

235×155ミリ42丁活版
題籏：原・久留米小史　自十一至十二表紙＝原・丁子
茶色：布目地松皮菱型押し
構成：巻11本文（職制）25、巻12本文（豫制）17

刊記＝明治廿七年十二月廿一目印刷、同年十二月廿
七目発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市
荘島町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡
鳥飼村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国
同村同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同
県同国久留米市三本松町7番地）。

印記1牛嶋蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：定価金25銭。

3．地誌3．地誌191．福岡県／〔345〕

Y2391－006　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　13・14
明治28（1895）

236×156ミリ101丁活版
題簸＝原・久留米小史　自十三至十四表紙：原・丁子
茶色：布目地松皮菱型押し

構成：巻13本文38、巻14本文63（兵制）
刊記：明治廿八年五月十五目印刷、同年五月廿五目
発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市荘島
町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥飼
村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国同村
同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同県同
国久留米市三本松町7番地）。

印記：宗辰所集・三井家3、ほか1。

備考1定価金25銭。

Y2391－007　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　15・16
明治28（1895）

236×157ミリ74丁活版
題簸：原・久留米小史　自十五至十六表紙：原・丁子
茶色：布目地松皮菱型押し

構成：巻15本文37、巻16本文37（君臣言行）
刊記：明治廿八年六月廿一目印刷、同年六月廿八目
発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市荘島
町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥飼
村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国同村

同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同県同
国久留米市三本松町7番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：定価金25銭。

Y2391－008　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　17～19
明治28（1895）

235×154ミリ84丁活版
題籏：原・久留米小史自十七至十九表紙：原・丁子
茶色：布目地松皮菱型押し

構成：巻17本文35、巻18本文25、巻19本文24（君
臣言行）

刊記：明治廿八年九月廿二目印刷、同年九月三十目
発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市荘島
町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥飼
村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国同村
同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同県同
国久留米市三本松町7番地）。

印記：宗辰所集・三井家3、ほか1。

備考：定価金25銭。

Y2391－009　　　　　　　　　　　　　旧藩史

久留米小史　20～22
明治28（1895）

235×155ミリ84丁活版
題簸：原・久留米小史自二十至廿二表紙：原・丁子
茶色＝布目地松皮菱型押し
構成：巻20本文（循吏・文学）26、巻21本文（武技・技

術）28、巻22本文（農商・賢媛・名僧智識）30



〔346〕　3．地誌

刊記：明治廿八年十二月十目印刷、同年十二月十八
目発行、著作者戸田乾吉（福岡県筑後国久留米市荘
島町78番地）・発行者宮原直太郎（同県同国三潴郡鳥
飼村大字大石147番地）・印刷者荒巻宗（同県同国同
村同字白山503番地）・印刷所株式会社観文社（同県
同国久留米市三本松町7番地）。
印記：宗辰所集・三井家3、ほか1。

備考：定価金25銭。

3，地誌ノ92，佐賀県／

XO392－001　　　　　　　　　　　　　　肥前
［名古屋古城之記］

文禄1（内容）（1592）

156×188ミリ1巻1冊20丁写本
題簸：原・名古屋古城之記陣取之図添定（打付）表
紙：原・花田色無地

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：18丁丁間に切紙2あり。前表紙に「ヲ百七十八」
（貼紙）と「ヲ印百七十八／壱冊」（下ヶ札）

Y1392－001　　　　　　　　　　　　　　肥前

肥前国風土記

寛政12（1800）

267×189ミリ1巻1冊17丁整版
題簸：原・肥前國風土記全表紙：原・秘色：布目地型
押し

構成：遊紙1、序1（寛政十一年卯月廿二日長谷川菅
緒）、本文15

刊記：「右一冊者肥前國長崎人大家惟年所斎来書也、

原本謬誤尤多臭、寛政十一己未年三月於京師旅寓校
正之加訓点畢、蓋依城戸千楯長谷川菅緒等之需者也、
皇太神宮権祢宜従四位下荒木田神主久老（花押）」
（賊）、r寛政十二年庚申五月浪華書雛柳原喜兵衛」
（刊記）。

印記：梅能屋・本居蔵（梅能屋の上に墨書）・本居文庫・

三井文庫。

備考：刊記部分にr宇治五十槻大人校正出雲風土記
一冊・豊後風土記一冊近刻」の広告。朱書・墨書書き
入れ若干あり。三井ラベル「C261・3」。

Y2393－001－01

長崎年表1
明治21（1888）

224×157ミリ3巻3冊98丁活版

年表

題簸：原・長崎年表壱（墨書）表紙：後：薄茶色無地

構成：序2（明治廿年十二月仲洗目長川政徳・明治二
十年寿仙院西松道六世孫西道仙）、目録1、叙言1、凡

例4、起源2、引用書目2、本文86
刊記：金井俊行編集、明治廿一年二月以文会社刊行、
長崎年表（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「長崎年表第一」。前表紙「ホ五百十三」
（貼紙）とrホ印五百十三／三冊」（下ヶ札）。

Y2393－001－02 年表

長崎年表2
明治21（1888）

225×156ミリ92丁活版
題簸：原・長崎年表二（墨書）表紙：後：薄茶色無地

構成：目録1、本文91

刊記1金井俊行編集、明治廿一年二月以文会社刊行、
長崎年表（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「長崎年表第二」。

Y2393－001－03　　　　　　　　　　　　　年表

［長崎年表　付録］

明治21（1888）

225×156ミリ66丁活版
題簸：原・長崎年表三（墨書）表紙：後＝薄茶色無地

構成：19～84丁
刊記：明治二十年十月廿七目出版御屈、明治二十一
年八月二十五日印刷、明治二十一年九月六目出版、
著述者長崎県平民金井俊行（長崎県西彼杵郡上長崎
村千十九番戸）、発行者長崎県士族佐々澄治（長崎県
西彼杵郡上長崎村千八十七戸）、印刷者長崎県士族
七里真（長崎県長崎区今籠町十一番戸）、発免所以文
会社（長崎県長崎区本博多町一番戸）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：尾題は「長崎年表付録」。巻頭18丁まで欠落。最

終丁に「明治廿拾七年〔切り抜き〕本石灰町四十七番戸
宮本ヨ子進廟朝地」（墨書）。

Y2393－002－01　　　　　　　　　　　　地名
［長崎地名考　上］

（1893年）

225×149ミリ3巻3冊60丁活版
題簸二原・長崎地名考山川之部表紙：原・白色：雲中
に千鳥型押し
構成：序1（明治二十七年四月八目西道仙）、緒言2、

図2、目録2、本文52、正誤表1
刊記：香月薫平著、安中書店蔵版、長崎地名考（封
面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「長崎地名考上之巻」。「ホ印二十二／三
冊1秩入」の下ヶ札を付した族に入る。

Y2393－002－02　　　　　　　　　　　　地名
［長崎地名考　下］

（1893年）

225×150ミリ53丁活版
題籏＝原・長崎地名考奮蹟之部表紙：原・白色1雲中
に千鳥型押し

構成：目録2、図1、本文49、正誤表1
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「長崎地名考下之巻」。

Y2393－002－03　　　　　　　　　　　　地名
［長崎地名考　付録］

明治26（1893）

225×150ミリ27丁活版
題籏：原・長崎地名考物産之部表紙：原・白色：雲中



に千鳥型押し

構成：目録1、図1、本文22、正誤表1、虎與号発行書

目録2
刊記：明治廿六年十一月七目印刷、同年同月十一目
発行、著作者長崎県長崎市西上町十二番戸香月薫平、
発行者同県同市酒屋町四十四番戸安中半三郎、印刷
者東京府東京市京橋区築地二丁目十七番地曲田成、
発行所長崎県長崎市酒屋町四十四番戸虎與號商店、
印刷所東京府東京市京橋区築地二丁目十七番地東京
築地活版製造所。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「長崎地名考附録」。

3．地誌／94、熊本県！

XO394－001（1）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　国府】

享保13（識語）（1728）

227×176ミリ17巻17冊（6冊に合綴）55丁写本
題籏：原・肥後國志壷表紙：後・薄茶色：布目地に瓢
箪型押し

構成：凡例4（享保戊申二月成瀬久敬識）、附札1、肥

後国府之部ほか51
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1内題は「新編肥後國志草稿」。前表紙に「ホ四百
九十四」（貼紙）と「ホ印四百九十四1六冊」（下ヶ札）。

XO394－001（2）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　飽田郡］

（1728年）

65丁写本
構成＝元表紙1、飽田郡64、
刊記：元表紙に「飽田郡肥後國志下田」（墨書）。

備考：42丁メ丁問に切紙1（「當國ノ三河ト云ルハ…」と
墨書）あり。

XO394－001（3）

［新編肥後国志　詫摩郡］

（1728年）

16丁写本
構成1元表紙1、詫摩郡15
刊記：「詫摩郡肥後國志下田」（墨書）。

肥後

XO394－002（1）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　益城郡］

（1728年）

227×176ミリ45丁写本
題籏：原・肥後國志戴表紙1後・薄茶色：布目地に瓢
箪型押し

構成：益城郡44、元後ろ表紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO394－002（2）

［新編肥後国志　下益城郡］

（1728年）

42丁写本
構成：元表紙1、下益城郡41

肥後

3．地　誌　3．地誌194．熊本県1　〔347〕

刊記：元表紙に「下益城郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－003（1）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　山本郡］

（1728年）

228×175ミリ17丁写本
題籏：原・肥後國志三表紙：後・薄茶色：布目地に瓢
箪型押し

構成：山本郡16、元後ろ表紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO394－003（2）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　合志郡］

（1728年）

23丁写本
構成：元表紙1、合志郡22
刊記＝元表紙に「合志郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－003（3）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　菊池郡］

（1728年）

23丁写本
構成：元表紙1、菊池郡22
刊記：元表紙に「菊池郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－003（4）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　山鹿郡］

（1728年）

26丁写本
構成：元表紙1、山鹿郡25
刊記：元表紙に「山鹿郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－004（1）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　玉名郡］

（1728年）

227×176ミリ49丁写本
題簸：原・肥後國志四表紙：後・薄茶色1布目地に瓢
箪型押し

構成：玉名郡49
印記：宗辰所集・三井家3。

XO394－004（2）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　下玉名郡］

（1728年）

40丁写本
構成：元表紙1、下玉名郡39
刊記：元表紙に「下玉名郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－005（1）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　宇土郡］

（1728年）

228×176ミリ22丁写本
題簸：原・肥後國志五表紙：後・薄茶色：布目地に瓢
箪型押し

構成：宇土郡21、元後ろ表紙1



題籏：原・箋繹豊後風土記全表紙：後：空色・布目地

型押し

構成：序4（文化改元孟秋熊本大城燈・文化はじめの年
の長月岡藩［コ村大江広計）、本文17、賊文1（文化甲
子仲秋田能村孝憲）、竹田蔵板目録（見返し）

刊記1豊後岡藩唐橋世済著（巻頭）。
印記：兼葭堂蔵書印・宗辰所集・三井家3。

備考：本文7・8丁丁聞に黄色の切紙1あり。前表紙に
rホ五百三十四」（貼紙）とrホ印五百三十四1壱冊」（下ヶ
札）。

Y2395－001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝記

豊後遺事　上

明治19（1886）

220×151ミリ2巻2冊76丁活版
題簸：原・豊後遺事上表紙：原・薄茶色無地
構成：序3（明治とをまりやとせのとつき田近ノ陽一郎・山

口）、緒言1、例言1、本文70、賊1

刊記：明治十八年九月十九目板権免許、同年十月出
板御届、明治十九年六月廿一目再板御届、同年八月
七目出板、編輯人大分県士族加藤賢成（大分県豊後
国速見郡豊岡村同県同国大分郡大分町寄留）、出板
人同県平民竹田津多蘇（同県同国西国東郡見目村同
県同国大分郡大分町寄留）。

印記：宗辰所集・三井家3、ほか1。
備考：前表紙に「ル四百〇四！二冊」（下ヶ札）。

Y2395－002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛云記

豊後遺事　下

明治20（1887）

220×151ミリ134丁活版
題籏：原・豊後遺事下表紙：原・薄茶色無地

構成：本文133、正誤表1
刊記：明治十八年九月十九目板権免許、同二十年五
月五目出板、編輯人大分県士族加藤賢成（大分県豊
後国速見郡豊岡村同県同国大分郡大分町寄留）、出
板人同県平民竹田津多禄（同県同国西国東郡見目村
同県同国大分郡大分町寄留）、売捌書騨豊後国速見

郡豊岡村頭成稲光舎、同同国大分郡大分町山川
正三郎。

印記：宗辰所集・三井家3、ほか1。

3．地誌／97．鹿児島県／

XO397－001　　　　　　　　　　　　　　島津家

［栗野由来記］

文化2（写）（1805）

266×198ミリ1巻1冊27丁写本
題簸：なし表紙：後・丁子色花菱唐草型押し

構成：元表紙1、本文26
刊記：伝人森川子・諸工木貞子・主小場藤助（元表紙見

返し墨書）、r此一巻貞侯栗野旅行之節神田橋助右衛

門より借用森川長喬丈へ為頼写方相済者也文化二乙
丑年臓月糺合相済　木貞昆（印）」。

印記＝成斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ル四百七十四」（貼紙）「ル印四百七十

四1壱冊」（下ヶ札）。

誌3．地〔348〕

印記：宗辰所集・三井家3。

XO394－005（2）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　芦北郡］

（1728年）

25丁写本
構成：元表紙1、芦北郡23、元後ろ表紙1
刊記：元表紙に「芦北郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－005（3）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　八代郡］

（1728年）

49丁写本
構成：元表紙1、八代郡47、元後ろ表紙1
刊記：元表紙に「八代郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－005（4〉　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　天草郡］

（1728年）

24丁写本
構成＝元表紙1、天草郡23
刊記：元表紙に「天草郡肥後國志下田」（墨書）。

XO394－006（1）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　阿蘇郡］

（1728年）

228×176ミリ59丁写本
題簸：原・肥後國志六表紙1後・薄茶色：布目地に瓢

箪型押し

構成：阿蘇郡59
印記：宗辰所集・三井家3。

XO394－006（2）　　　　　　　　　　　　　肥後

［新編肥後国志　豊後三郡］

（1728年）

34丁写本
構成：元表紙1、豊後三郡之内33’

刊記：元表紙に「豊後三郡之内下剛（墨書）。

備考：最終丁の間に下敷きあり。

後豊

3．地誌195．大分県／

XO395－001
［豊後国風土記］

276×204ミリ1巻1冊9丁写本
題簸：原・風土記豊後國表紙：後・薄茶色無地

構成：遊紙1、本文8
印記：消印1・文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：朱書書き入れあり。

後豊Y1395－001

箋釈豊後風土記

文化1（1804）

257×184ミリ1巻1冊22丁整版



〔349〕3．地誌！98．沖縄県！誌地3

3．地誌ノ98，沖縄県1

×0398－001－01　　　　　　　　　　　　　琉球

［大島筆記　上］

宝暦12（1762）

274×197ミリ3巻3冊32丁写本
題簸：後・大島筆記上表紙：後・丁字引刷り（酸性紙

構成：目録1、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙に「ホ五百三十」（貼紙）。

XO398－001－02　　　　　　　　　　　　　琉球

［大島筆記　中］

（1762年）

274×198ミリ38丁写本
題簸：後・大島筆記中表紙：後・丁字引刷り（酸性紙

印記：宗辰所集・三井家3。

XO398－001－03　　　　　　　　　　　　　琉球

［大島筆記　下］

（1762年）

274×198ミリ29丁写本
題籏：後・大島筆記下表紙：後・丁字引刷り（酸性紙

印記：宗辰所集・三井家3。

XO398－002　　　　　　　　　　　　　　琉球
［喜安日記］

明治16（写）（1883）

265×179ミリ1巻1冊26丁写本
題籏：後・喜安日記全表紙＝後・緑色：渦巻

構成：元表紙1、本文25、遊紙1
印記：沖縄県図書印・編纂課証・宗辰所集・三井家3。

備考：元表紙に「明治十六年五月写於球陽田中誌」
（墨書）。前表紙にr第五百廿一号」（朱書）とrロ印三

百二十二壱冊」（下ヶ札）。

成1序10（康煕六十年在士鉱・大目本明和三年冬十
平安服天游伯和父・康煕六十年辛丑八月建安ノ翁
柞）、巻1目録1、序1、図1、本文35
記：冊封琉球国王副使賜正一品麟蟻服翰林院編
加二級臣徐藻光纂（巻頭）。

記：雪山彰印・宗辰所集・三井家3。

考：前表紙に「二五十九」（貼紙）と「二印五十九！六
」（下ヶ札）と「共六」（朱書）。

琉球Y1398－001－02

中山伝信録　2
（1766年）

260×182ミリ51丁整版

XO397－002－01　　　　　　　　　　　　薩摩・風俗

薩摩風土記　上

文政5以降（内容）（1822）

257×186ミリ1巻1冊（3冊に分冊）36丁写本
題簸：原・薩摩風土記上（打付）表紙：原・丁子色無

地

構成：絵2（乱丁の可能性あり）、本文34
印記：亀半・宗辰所集・三井家3。

備考1絵に彩色あり。前表紙に「ホ光五」とrホ光五／三
冊」（下ヶ札）。「薩摩志」と称すべきか、XO397－003・01

～一〇3と比較を要する。国文研マイクロE284参照。

薩摩・風俗

表紙：原・丁子色無

XO397－002－02

薩摩風土記　中

（1822年）

257×187ミリ28丁写本
題籏：原・薩摩風土記中（打付
地
印記：亀半・宗辰所集・三井家3。

XO397－002－03　　　　　　　　　　薩摩・風俗

薩摩風土記　下
（1822年）

258×187ミリ31丁写本
題簸：原・薩摩風土記下（打付）表紙：原・丁子色無

地
印記：亀半・宗辰所集・三井家3。

XO397－003－01　　　　　　　　　　薩摩・風俗

薩摩志　上

文政5以降（内容）（1822）

266×185ミリ3巻3冊33丁写本
題簸＝原・薩摩志上表紙：後・丁子引き蜀江・龍型押
し

構成＝内表紙1、地図3、本文29
印記：東園文庫・林氏図書・宗辰所集・三井家3。

備考：絵に彩色あり、前表紙に「ホ四百十五」（貼紙）と

「ホ印四百十五／三冊」（下ヶ札）。XO397－002・01～・03

「薩摩風土記」と比較を要する。

XO397－003－02　　　　　　　　　　薩摩・風俗

薩摩志　中

（1822年）

265×185ミリ45丁写本
題簸：原・薩摩志中表紙＝後・丁子引き蜀江・龍型押
し

印記1東園文庫・林氏図書・宗辰所集・三井家3。

備考：24・25丁間に樟脳を包んだ切紙1あり。

0397－003－03　　　　　　　　　　　薩摩・風俗

E摩志　下
1822年）

36×185ミリ2与丁写本
1籏：原・薩摩志下表紙＝後・丁子引き蜀江・龍型押



59ミリ1巻1冊50丁整版
1・琉球談全表紙1後・白色：丸に桔梗葵唐草雛
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：序2（寛政庚戌秋九月蘭渓前野達）、目録1、本

2、付録5
：東都森嶋中良著（巻頭）、寛政二年刻成、同七

六月求板皇都書林二条通柳馬場東江入林伊
の

：刊記にr中山傳信録j　r通俗漂海録」の広告がある。

表紙に「雑画六番」（下ケ札）。三井ラベル「C268・

Y1398－003－01

沖縄志　一名琉球志　1
明治10（1877）

236×164ミリ5巻5冊58丁整版・銅板
題籏：原・伊地知貞馨著沖縄志一名琉球志一表
紙：原・黒色：布目地に網目型押し

構成：序5（明治十年八月中邨正直・明治丁丑八月中
涜岡千初）、例言2、引用書目2、目録1、全図4、巻1

本文44
刊記：伊地知貞馨著・重野安繹校沖縄志一名琉球
志全五冊明治十年丁丑七月刊行有恒斎蔵版（封
面）。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四百二」（貼紙）と「ホ印四百二！五
冊」（下ヶ札）。

Y1398－003－02

沖縄志　』名琉球志　2
（1877年）

236×164ミリ62丁整版
題籏1原・伊地知貞馨著沖縄志一名琉球志二表
紙：原・黒色：布目地に網目型押し

刊記：薩摩伊地知貞馨著・重野安繹閲（巻頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1398－003－03

沖縄志　一名琉球志　3
（1877年）

236×165ミリ46丁整版
題籏：原・伊地知貞馨著沖縄志一名琉球志三表
紙：原・黒色1布目地に網目型押し

刊記＝薩摩伊地知貞馨著・重野安繹閲（巻頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1398－003－04

沖縄志　一名琉球志　4
（1877年）

236×165ミリ53丁整版
題簸：原・伊地知貞馨著沖縄志一名琉球志四表
紙：原・黒色1布目地に網目型押し

刊記：薩摩伊地知貞馨著・重野安繹閲（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1398－003－05

沖縄志　一名琉球志　5

〔350〕3．地誌

題簸：原・中山傳信録二表紙：原・丁子色無地
構成：目録1、図1、序1（康煕六十年歳在辛丑秋八月

翰林院編修臣徐藻光）、本文48
刊記：冊封琉球国王副使賜正一晶麟蟻i服翰林院編
修加二級臣徐藻光纂（巻頭）。

印記：雪山彰印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「共六」（朱書）

Y1398－001－03　　　　　　　　　　　　琉球

中山伝信録　3
（1766年）

260×182ミリ60丁整版
題籏：原・中山傳信録三表紙：原・丁子色無地

構成：目録1、系図1、本文58
刊記：冊封琉球国王副使賜正一品麟蟻服翰林院編
修加二級臣徐藻光纂（巻頭）。

印記：雪山彰印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「共六」（朱書）

Y1398－001－04　　　　　　　　　　　　　琉球

中山伝信録　4
（1766年）

260×181ミリ30丁整版
題簸：原・中山傳信録四表紙＝原・丁子色無地

構成：目録1、本文29

刊記：冊封琉球国王副使賜正一品麟蟻服翰林院編
修加二級臣徐藻光纂（巻頭）。

印記：雪山彰印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「共六」（朱書）

Y1398－001－05　　　　　　　　　　　　　琉球

中山伝信録　5
（1766年）

260×181ミリ52丁整版
題簸：原・中山傳信録五表紙：原・丁子色無地

構成：目録1、本文51

刊記：冊封琉球国王副使賜正一品麟燐服翰林院編
修加二級臣徐藻光纂（巻頭）。

印記：雪山彰印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「共六」（朱書）

Y1398－001－06　　　　　　　　　　　　　琉球

中山伝信録　6
明和3（1766）

260×182ミリ49丁整版
題簸：原・中山傳信録六表紙：原・丁子色無地
構成：目録1、本文48

刊記：冊封琉球国王副使賜正一晶麟蟻服翰林院編
修加二級臣徐裸光纂（巻頭）、明和丙戌五月平安蘭園

蔵板平安書林酉山房銭屋善兵衛発行。
印記：雪山彰印・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「共六」（朱書）

琉球・風俗Y1398－002

琉球談

寛政7（再版）（1795）



明治10（1877）

236×165ミリ54丁整版
題籏1原・伊地知貞馨著沖縄志一名琉球志五表
紙：原・黒色：布目地に網目型押し

構成：巻5本文47、付録5、後序2（明治十年丁丑九月
成斎重埜安繹）

刊記＝薩摩伊地知貞馨著・重野安繹閲（巻頭）、明治

十年三月二十二日版権免許著者兼出版人東京麹
町元園町一丁目一番地伊地知貞馨、発免書離東京
馬喰町　丁目萱番地石川治兵衛・西京御幸町御池下
ル大文字町五百四番地藤井孫兵衛・大阪南久太郎町
萱丁目四十三番地田中九兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：定価金1円60銭

Y1398－004－01

南島紀事上
（1886年）

228×154ミリ3巻3冊55丁整版・銅板
題簸：原・南島紀事上表紙：原・黒色＝布目地に網目
型押し

構成：序7（明治十九年七月従四位杉孫七郎・明治十
九年五月薩摩伊地知貞馨）、凡例2、年表7、総目録1、
上巻本文38
刊記：後藤敬臣編南島紀事椿陰書屋蔵版（封面）、
周防後藤敬臣編（巻頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印二百〇三／三冊」（下ヶ札）。

Y1398－004－02

南島紀事中
（1886年）

228×154ミリ45丁整版
題簸：原・南嶋紀事中表紙：原・黒色：布目地に網目
型押し

刊記：周防後藤敬臣編（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：26・27丁丁問に樟脳入れの切紙1あり。

Y1398－004－03

南島紀事下
明治19（1886）

228×154ミリ57丁整版
題簸：原・南島紀事下表紙：原・黒色＝布目地に網目
型押し

構成：本文55、賊2（明治十九年六月後藤敬臣）

刊記：周防後藤敬臣編（巻頭）、明治十九年二月四目
版権免許、明治十九年六月出版、編者山口県士族後
藤敬臣（宿所東京牛籠区通寺町廿八番地）、出版人東
京府平民大沢鍼三郎（四谷区伝馬町二丁目十九番地）、

発免人同上石川治兵衛（目本橋区馬喰町二丁目壼番
地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1398－005－01

南島紀事外篇乾
（1886年）

3．地誌3．地誌199．外国／〔351〕

227×154ミリ2巻2冊58丁整版・銅板
題籏：原・南島紀事外篇乾表紙＝原・黄色：布目地
に網目型押し

構成：序4（明治十九年五月薩摩小牧昌業）、総目録1、

本文53
刊記：西邨捨三著南島紀事外篇棺陰書屋蔵版（封
面）、淡海西村捨三著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「ホ印二百二十一／　冊」（下ヶ札）。

Y1398－005－02

南島紀事外篇坤
明治19（1886）

227×153ミリ53丁整版
題簸1原・南嶋紀事外篇坤表紙＝原・黄色：布目地
に網目型押し

刊記：淡海西村捨三著（巻頭）、明治十九年二月四目

版権免許、明治十九年六月出版、著者滋賀県士族西
村捨三（宿所東京赤坂区田町三丁目十三番地）、出版
人東京府平民大沢鍼三郎（四谷区伝馬町二丁目十九
番地）、発免人同上石川治兵衛（目本橋区馬喰町二丁
目萱番地）、売捌人大阪南久宝寺町前川善兵衛・鹿児
島六目町通中町吉田幸兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

3．地誌！99．外国／

XO399－001

ヲロシァ志

寛政5（1793）

238×168ミリ1巻1冊20丁写本
題簸：原・ヲロシヤ志表紙：原・横刷毛目（丁字引き）

構成：名義1幅員1海河／隣海／風土／河／併有

刊記：桂川甫周国端訳。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二印／百十六／壱冊」（下ヶ札）、後ろ表

紙に「新三奥」（墨書）。

Y1399－001－01

［増補華夷通商考　1］
（1708年）

222×142ミリ5巻5冊31丁整版
題籏：原・増補華夷通商考有圖給一表紙：原・藍色
無地
構成：序4（□永六年仲春既望錦山楼泉）、凡例3、図

2、本文22
刊記1支那天竺挙道程土産人倫於風俗増補華夷通
商考洛陽書林甘節堂・学梁軒同刻（封面）、長崎西
川求林斎輯（凡例）。

印記：致堂図書・三井家編纂室蔵書。

備考：表紙取扱注意。「十五人ふち石山嘉内」（表紙見
返し墨書）、三井ラベル「D460・32」

Y1399－001－02

［増補華夷通商考　2］
（1708年）

222×141ミリ29丁整版



嘉永2（序）（1849）

258×179ミリ5巻5冊（1冊に合綴）19丁整版
題簸：元・海外新話一（木版）表紙：後・丁子引き：卍繋

ぎ地に鳳風丸文型押し
構成：序2（嘉永己酉春三月楓江釣人）、例言2、総目2

英吉利国紀略3、図6、巻1本文4
刊記：嘉永己酉開鏑海外新話全五冊嶺田氏蔵（封
面）。

印記：赤季蕃図書印。

Y1399－003（2）

［海外新話　2］

（1849年）

23丁整版

Y1399－003（3）

［海外新話　3］

（1849年）

27丁整版

Y1399－003（4）

［海外新話　4］

（1849年）

27丁整版

Y1399－003（5）

［海外新話　5］

（1849年）

22丁整版
備考：後ろ表紙見返しにr雑画六番」（下ヶ札）

Y1399－004（1）

［海外新話拾遺　1］

嘉永2（序）（1849）

258×177ミリ5巻5冊（1冊に合綴）19丁整版
題籏：元・海外新話拾遺一（木版）表紙：後・丁子引

き：唐草型押し

構成：序2（烏有生）、例言1（嘉永己酉夏目種菜翁識）、

総目2、図7、巻1本文7
刊記：嘉永二酉季夏海外新話拾遺全五冊禁売買
（封面）。

印記：赤季巷図書印。

2］

Y1399－004（2）

［海外新話拾遺

（1849年）

24丁整版

3］

Y1399－004（3）

［海外新話拾遺

（1849年）

23丁整版

4］

Y1399－004（4）

［海外新話拾遺

〔352〕3．地誌

蚕籏＝原・増補華夷通商考有圖給二表紙：原・藍色

Y1399－001－03

［増補華夷通商考　3］

（1708年）

221×141ミリ33丁整版
題籏：原・増補華夷通商考有圖縛三表紙：原・藍色

無地

構成：図2、本文31
印記：致堂図書・三井家編纂室蔵書。

備考：三井ラベル「D460・32」

Y1399－001－04

［増補華夷通商考　4］

（1708年）

221×141ミリ36丁整版
題簸：原・増補華夷通商考有圖給四表紙：原・藍色

無地

構成：図1、本文35
印記：致堂図書・三井家編纂室蔵書。

備考：三井ラベル「D460・32」

Y1399－001－05

［増補華夷通商考　5］

宝永5（1708）

222×142ミリ34丁整版
題籏：原・増補華夷通商考有圖給五表紙：原・藍色

無地
構成：目録2、本文32
刊記：宝永五戊子年三月穀旦寺町五条上ル町梅村
弥右衛門・寺町松原上ル町今井七郎兵衛全刻。
印記：致堂図書・三井家編纂室蔵書。

備考1明治45年1月11目購求（印）、三井ラベル
「D460・32」。後ろ表紙は取扱注意。

Y1399－002

日本水土考

享保5（1720）

270×182ミリ1巻1冊27丁整版
題籏：元・目本水土考附両域人敷考表紙：後・こげ茶

色無地
構成：扉1、序1（元禄庚辰秋七月肥陽崎江散人求林
斎）、図2、目本水土考12、中扉1、西域人数考10
刊記：崎港求林斎西川先生著（封面）・西川如軒誌（巻

頭）・享保五年孟春穀旦平安六角通御幸町西入町
柳枝軒茨城多左衛門蔵版（刊記）。

印記：本居文庫。

備考：巻末にr崎陽求林斎西川先生撰述柳枝軒刊
行」目録がある。図は多色刷り。

Y1399－003（1）

［海外新話　1］



（1849年）

22丁整版

Y1399－004（5）

［海外新話拾遺　5］

（1849年）

16丁整版
備考：後ろ表紙見返しに「雑画六番」（下ヶ札）

Y1399－005（1）

［海外余話　1］

（1851年）

255×180ミリ5巻5冊（1冊に合綴）16丁整版
題簸：元・海外鯨話壼（木版）表紙：後・丁子引き

構成：序3、目録3、巻1本文10
印記：赤季蕎図書印。

備考：間紙あり。

Y1399－005（2）

［海外余話　2］

（1851年）

21丁整版
構成：目録1、本文20
備考：間紙あり。

Y1399－005（3）

［海外余話　3］

（1851年）

19丁整版
構成：目録1、本文18
備考：間紙あり。

Y1399－005（4）

［海外余話　4］

（1851年）

16丁整版
構成：目録1、本文15
備考：間紙あり。

Y1399－005（5）

［海外余話　5］

嘉永4（1851）

13丁整版
構成：目録1、本文12

刊記：干時嘉永四辛亥年五月酔夢痴人著（巻末）。

備考：間紙あり。後ろ表紙見返しに「雑書十六番」（下ヶ

札）、三井ラベル「B300・12」

Y1399－006

掌中国郡読例

明治4（後序）（1871）

82×181ミリ1巻1冊34丁整版
題簸：原・掌中國郡讃例完表紙：原・黒色：網目型押
し

構成：序2（源井上頼国）、例言4（明治四年辛未十二月

3，地誌3．地誌／99．外国！〔353〕

秋山小次郎）、本文22、考異4、外国の名称4、後序2
（明治四とせしはす木村正辞）

刊記：秋山光條撰・井上頼国閲（巻頭）、大日本書林上

州高嵜澤本屋要蔵・高嵜島田八百樹・上州安中知真木
屋喜兵衛・上州富岡三罵屋喜十郎・上州前橋下妻屋儀
八郎・前橋萬屋半助・上州伊勢嵜川木屋平吉・武州本
庄酢屋安兵衛・深谷小野脩蔵・鴻巣長島為一郎・東京
須原屋茂兵衛・東京山城屋佐兵衛・東京須原屋新兵
衛・東京和泉屋金右衛門・東京和泉屋市兵衛・東京須
原屋伊八・東京和泉屋半兵衛・東京椀屋喜兵衛・東京
鈴木喜右衛門・東京高木和助・発免紀伊国屋徳蔵・忍
博文堂梓。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1前表紙に「國郡讃例」（下ケ札）。三井ラベル
「C130・新・2」。昭和8年8月1目寄託。

Y1399－007　　　　　　　　　　　　　教科書

世界一覧上
明治5（1872）

225×157ミリ1巻1冊51丁整版
題籏：原・世界一覧上表紙：原・黒色：皮菱型押し

構成：図1、序1（明治五年壬申晩秋柳雨女史）、本文
48、売捌き書林一覧1
刊記＝閉戸斎主人著（袋）。

印記：鈴木蔵書・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考＝袋共。袋に「第356號吉兵衛カ所有明治年月
目求」（紫色印）あり。前表紙にr世界一覧」（下ヶ札）。三

井ラベル「C300・新・4」。昭和6年10，月13目寄託。

Y1399－008－01　　　　　　　　　　　　教科書

世界の大略上
（1872年）

222×152ミリ1巻1冊（2冊に分冊）50丁整版
題籏：原・世界乃大略上表紙：原・薄花田色：立湧に
三階菱・桐型押し

構成：題字ほか4、本文46

刊記：黍國荻田筏夫著浪華書雛積玉圃梓（封面）、
明治五年十一月（題字）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：袋共（明治改暦季新刻とあり）。前表紙に「世界乃

大略上下」（下ヶ札）。三井ラベル「C300・新・5」。

Y1399－008－02　　　　　　　　　　　　教科書

世界の大略下
明治5（1872）

220×150ミリ46丁整版
題簸：原・世界乃大略下表紙：原・薄花田色：立湧に
三階菱・桐型押し

構成1本文40、柳原喜兵衛蔵版新発免書籍略目録4、

諸国弘通書雛2
刊記：明治五年十一月備中荻田彼夫著（本文巻末）、

皇漢西洋書籍売捌庭積玉圃大阪心斎橋通北久太
良町柳原喜兵衛（刊記）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベルrC300・新・5」。昭和7年8月5目寄
託。
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Y1399－009　　　　　　　　　　　　　教科書

世界都府尽

明治6（1873）

226×159ミリ1巻1冊85丁整版
題籏：原・地學入意黒田行元著世界都府尽（方籏と
も）表紙：原・薄茶色：地球図型押し

構成：題字1、題言1（明治六年十月黒田行元）、凡例1、

本文81、売捌き書林一覧1
刊記：明治六年十二月御免許、同七年五月刻成、湖南

黒田行元著・浪華松川半山画・彫工北川芳平、書緯文

求堂下京第五区寺町四條上ル町田中治兵衛（印）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しに「入て出れよかゐしてならぬ私
ばがりがかやのそと・岡山市上出石町平松姓」（墨書）。

前表紙に「世界都府董」（下ヶ札）。三井ラベル「C300・

新」。昭和7年8月5目寄託。

Y1399－010　　　　　　　　　　　　　　教科書

頭書画入　万国地名往来

明治6（1873）

228×154ミリ1巻1冊50丁整版
題籏：原・頭書董入萬國地名往来全表紙：原・黒
色：布目地網目型押し
構成：題言1、凡例1（明治六年六月黒田行元）、本文

48
刊記：日本紀元二千五百三十三年黒田行元著述文
明書林蔵版（封面）、神武紀元二千五百三十三年新刻

京府書林京二條通柳馬場角石田忠兵衛・同丸太町
川端東入松井栄助・安土町四丁目　大坂書林会社、

彫刻寺町松原下ル井上佐七。
印記：武田□□・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に書名を記した下ヶ札。三井ラベル
「C300・新・8」。昭和7年6月9目寄託。

Y1399－011－01　　　　　　　　　　　　教科書

挿画地学往来　亜細亜洲ノ部

（1873年）

229×154ミリ2巻2冊82丁整版
題籏：原・挿叢地學往来亜細亜洲ノ部表紙：原・黒
色：布目地網目型押し
構成：題字・序2（三嶋三浦省）、本文78、諸国売広書

難2

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和8年9月27目寄託、三井ラベルrC300・新・
7」

Y1399－011－02　　　　　　　　　　　　教科書

挿画地学往来　欧羅巴之部

明治6（1873）

225×147ミリ72丁整版
題籏：原・挿董地學往来欧羅巴之部表紙：原・黒
色：布目地網目型押し
構成：題宇1、序1（紀元二千五百三十三年第三月）、

地図1、目録2、本文65、売広書騨2
刊記：桂河信平先生述、東京書林文苑閣・冨山堂（封
面）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「C300・新・7二」

Y1399－012　　　　　　　　　　　　　教科書

地球の手ほどき

明治9（1876）

182×125ミリ1巻1冊13丁整版
題籏：原・林剛蔵著述地球能手ほと記全表紙：原・
紫色：卍繋ぎ型押し

構成：題字2、緒言2、折り込み図1、本文7
刊記：明治九年六月十六目御届、同八月出版発免、著

者京都府下平民林剛蔵（上京第廿九匠仁王門突抜
町三百十二番地住）、出版人京都府下平民福井源次
郎（印）（下京第六匠石橋町二十番地住）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価6銭。後ろ表紙にr山田由太郎」（墨書）。三

井ラベル「CO10・新・7」。昭和8年7月26日寄託。

Y1399－013（1）

［万国地誌略図便覧　1］

（1879年）

110×159ミリ3巻3冊（1冊に合綴）22丁整版
題簸＝原・川尻藤三郎著萬國地誌略圖便覧表紙1
原・黄色：卍繋ぎ型押し

構成：アジア

印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「C300・新」。昭和6年7月1目寄託。

Y1399－013（2）

［万国地誌略図便覧　2］

（1879年）

13丁整版
構成：ヨーロツパ

Y1399－013（3）

［万国地誌略図便覧　3］

明治12（1879）

14丁整版
構成：アメリカ

刊記1明治十一年九月十一目文部省伺済、同年十一
月二目出版御届、同十二年五月刻成、著者京都府平
民川尻藤三郎（下京匪第二組三文宇町五百八十八
番地）、出版人京都府平民勝村治右衛門（下京匝第
十九組植松町七百八十一番地）、販売人32人。

Y1399－014　　　　　　　　　　　　　教科書

世界の富

明治一

220×155ミリ1巻1冊56丁整版
題籏：原・世界乃富一名産物往来完表紙i原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：題字・図・目次2、本文54
刊記：官許備中荻野彼夫著、浪華書雛寳文堂蔵（封
面）、発行書林東京北畠茂兵衛・若林喜兵衛、西京辻
本仁兵衛・松井栄助・福井源二郎、岡山世良田益太郎、
姫路本荘輔二・本荘長平、松江岡山喜三右衛門、兵庫
中井與兵衛、若山野田大二郎・高市伊兵衛・平井文助、
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南都小瀬弥三郎、津篠田伊十郎、大垣岡安慶助、静岡

本屋市蔵、大阪書林会社大野木市兵衛版。
印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：前表紙に「世界乃富」（下ヶ札）。三井ラベル
「C300・新」。昭和7年8月5目寄託。

Y2399－001

支那国勢便覧

明治10（1877）

112×69ミリー枚物1丁銅板
題簸：原・大森陽貞編輯支那國勢便覧全表紙：原・
黄色：卍繋ぎ型押し

刊記1明治九年十一月二十四目版権免許、同十年七
月二十三目出版編輯兼出版人大森陽貞平民（第
二大区五小区芝山内山下谷二十三番地）。
印記：鏡石中橋・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価10銭。前表紙に「明治十年」（貼紙）。昭和8

年2月14目寄託。

Y2399－002

万国地誌略字引

明治11（1878）

119×88ミリ1巻1冊41丁銅板
題簸：原・降屋顕編輯萬國地誌略宇引全表紙1原・
茄子紺色：卍繋ぎ型押し

構成：凡例1、目録2、本文37、刊記・売広書犀1

刊記1明治十一年二月廿六目御届、同年四月出版、輯

者堺縣士族降屋顕（當時大坂府下第三大匪三小匿
靭北通三丁目光九番地寄留）・出版人大坂府平民
大野木市兵衛（印）（第二大匪六小匠心斎橋筋萱丁目

七番地）・同同府平民北村宋助（印）（同大匪四小旺
末吉橋通三丁目六番地）、売広め59人。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価15銭。三井ラベル「C300・新・12」。昭和6

年7月13目寄託。
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4．その他

（シリーズ記述）

史料群名

年　　代

数　　量

出　　所

（三井文庫旧蔵袋綴本）その他（の史料）

慶長16年（1611）～昭和7年（1932）

716巻729冊・17枚

三井文庫

三井文庫に入る前の第二次・第三次の出所については、蔵書印記欄・備考欄を参照のこと。

内　　容

　この中項目に配された史料のうち、「20　日録」に収めた「駿府政事録」・「元寛日記」、ある、いは「25

対外関係」やr26　漂流記」、r36　騒乱・騒動」の項に入れた大塩平八郎関係の風聞集などの一部は、

これまで「三井文庫寄贈図書内文書」として閲覧に供してきたもので、本目録の大項目「1．文書・記

録」に掲出した史料と関係がある。利用に際しては、大項目「1．文書・記録」を合わせて御覧いただ

きたい。なお、今回あえて、上記の「20　日録」「25対外関係」などを大項目「その他」に含めたの

は、これらが書緯仲間の禁書目録に記載されたもの、つまり商品としてある程度社会に流通していたと

判断したためである。

　中項目のなかで冊数が多いものをいくつかあげれば、「26　漂流記」・「33　制度（近代）」19件、「22

軍記・実録物」18件、「21　年表・年代記」16件となる。

整理の方法

整理は、十進分類法（00総記、10哲学、20歴史、30社会科学、40自然科学、50技術、60産業、

70芸術、80言語、90文学）に準拠したが、一部修正して、史料に即した分類となるように心がけた。

請求番号はX　O4・Y14・Y24に下記の細分類表中の番号2桁を付けた。

その他の細分類表

番台 出現する細分類（番号 分類名）

00 00 書誌・書目

10 10 宗教・思想

20
20 日録 21 年表・年代記 22 軍記・実録物 23 風聞

25 対外関係 26 漂流記

30 政治 31 制度（近世） 32 規式書 33 制度（近代）
30

34 教訓・教育書 35 飢饒・救荒 36 騒乱・騒動 37 風俗

40 40 自然

50 50 技術 52 算法・経理

60
60 産業 61 農書 65 服飾

169
博覧会

70 71 書画 72 諸芸 73 武術

80 81 字書・事典

90 90 文芸 91 随筆
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4．その他

271×193ミリ1巻1冊10丁原本
題籏：原・富山家記録文書目録（打付）表紙：原・ボー

ル表紙
構成：内表紙1、本文9
刊記：大正四年三月目録編成（末尾）。

備考：三井ラベル「B206・10」

Y2400－001（1）

［典籍考叢　第1集］

明治16（1883）
227×153ミリ2巻2冊（1冊に合綴）15丁活版
題籏：後・典籍考叢一（墨書）表紙：後・薄茶色無地

構成：内表紙・目録1、第1集本文13、自刊我書屋既刊

書目・刊記1

刊記：持主兼編輯人甫喜山景雄、印刷人甫喜山茂樹、

明治十六年六月　京橋区西紺屋町九番地古書保存
我自刊我書屋。

印記：松平家蔵書印・宝墨盒・三井家3。

備考：内表紙の丁間に切紙1（墨書r典籍考叢一／大
正十二年四月廿七目消毒了」）がある。三井ラベル
rA190・新・7」

Y2400－001（2）

［典籍考叢　第2集］

明治16（1883）

16丁活版
構成：内表紙・目録1、第2集本文14、自刊我書屋出版
目録・刊記1

刊記：編輯兼出版人甫喜山景雄（京橋区西紺屋町9番
地）、印刷人甫喜山茂樹、明治十六年八月十五日御

届・同年同月出版京橋区西紺屋町九番地発行所
古書保存我自刊我書屋。

備考：大正12年。

4．その他／10．宗教・思想1

×0410－001　　　　　　　　　　　　　　国学

［再生聞問］

嘉永6（写）（1853）

273×192ミリ1巻1冊30丁写本
題簸：後・再生聞問全表紙：後・丁子引き
構成：本文29、書写奥書1
刊記：文政六癸未年五月八目伊吹廼屋のあるじ［平田
篤胤］記（文末）、岩崎免健記、文政十とせ余り三とせと

いふ年のやよひの廿七日の日師の本もて書写畢つ三
河国吉田県羽田村神官羽田野敬雄、天保三壬辰年正
月於旅宿夜々燈下書写了前川吉興（花押）、天保五年

甲午二月二十五目以前川吉興所蔵本写畢御巫清直
（花押）、嘉永四年十二月十五目夜以師之御本書写山
口（花押）、嘉永六年五月十八日山口傳兵衛所蔵本ヲ
以写畢度會（花押）。

印記：常上福島文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：朱書書入あり。三井ラベルrG940・新・1」

4．その他／00．書誌・書目ノ

XO400－001

［紅葉山文庫］重訂御書籍来歴志

257×183ミリ1巻1冊106丁写本
題籏：原・重訂御書籍来歴志表紙：原・藍色水玉

構成：遊紙1、例言3、巻首3、本文93、金沢文庫考3、

足利学校考2、遊紙1
印記：三井家双麗閣。

備考：三井ラベル「A190・新・6」

XO400－002

題践備考

（1892年）

245×172ミリ1巻1冊57丁写本
題簸：原・題駿備考表紙：原・茄子紺色無地

構成：内表紙1、本文56
刊記：柳庵栗原信充手録（巻頭）。

印記：菅安後人大足王戌巳役所集、三井家双麓閣、讐

麓鑑蔵、達郷。

備考：前表紙と見返しの問に切紙1（「大正十二年十一
月消毒了題賊備考」と墨書）。大正12年。三井ラベル
rA190・新・3」

XO400－003

古梓一覧

明治15（1882）

271×190ミリ1巻1冊50丁写本
題籏1原・古梓一覧（打付）表紙：原・柿色無地

刊記：干時明治十五年九月日　西村兼文識。
印記：讐麓鑑蔵・曹安後人大足王戌巳役所集・大正十

二年・三井家双麓閣。

備考：表紙と見返しの間に切紙1（「大正十二年六月消
毒了」と墨書）がある。大正11年。三井ラベル「A190・
新・2」

XO400－004
［井上家蔵地誌書目］

明治一

243×164ミリ1巻1冊43丁写本
題籏：原・井上家蔵地識（ママ）書目　全（墨書）表紙：

後・薄茶色無地

構成：遊紙1、本文42
印記：邨岡良弼・三井家編纂室蔵書。

備考＝大坂府治一覧概表などが記載される。明治44年
9月18目購求、三井ラベル「C130・6」

XO400－005
［伊勢射和］富山家記録文書目録

大正4（1915）



XO410－002

渋柿

伝記

題簸：原・渋柿全表紙＝後・丁子色に鳥・蝶刷り

構成：内表紙1、本文34
印記：原美園・宗辰所集・三井家3。

備考：巻頭題はr明恵上人伝」。三井ラベルrB230・57」

276×198ミリ1巻1冊　写本

Y1410－001－01

祇園物語上
寛永末（1643）

270×187ミリ2巻2冊48丁整版
題簸：原・祇園物語上表紙：後・藍色：雲文に椿型押
し

印記：〔コ蔵書・□□家書・、□島直□・宗辰所集・三井

家3。
備考：巻頭にr清水物語返答慈眼大師高弟容勝作」（墨
書）。三井ラベル「K520・新14」

Y1410－001－02

祇園物語下
寛永末（1643）

269×187ミリ48丁整版
題簸＝原・祇園物語下表紙：後・藍色：雲文に椿型押
し

印記：□蔵書・□［コ家書・、［コ島直□・宗辰所集・三井

家3。
備考＝最終丁にr此書板刊絶世可秘蔵祐慶」の墨書あ
り、三井ラベル「K520・新14」

Y1410－002－01

［撰集抄　1・2】

（1651年）

280×188ミリ9巻9冊（5巻に合綴）51丁整版
題簸：後・撰集抄一表紙：後・緑色：蜀江型押し

構成：序1、巻1目録1、巻1本文25、巻2目録1、巻
2本文24
刊記：西行記（巻頭）。

印記：ヲキハラ・宗辰所集・三井家3。

備考：一部に補修の跡がある。虫多少。三井ラベル
「A910・新・22」

Y1410－002－02

［撰集抄　3・4］

（1651年）

280×188ミリ45丁整版
題簸：後・撰集抄二表紙1後・緑色1蜀江型押し

構成：巻3目録1、巻3本文19、巻4目録1、巻4本
文24
印記：ヲキハラ・宗辰所集・三井家3。

備考：一部に補修の跡がある。虫多少。三井ラベル
「A910・新・22」

Y1410－002－03
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［撰集抄　5・6］

（1651年）

279×188ミリ71丁整版
題籏：後・撰集抄三表紙：後・緑色：蜀江型押し

構成：巻5目録1、巻5本文28、巻6目録1、巻6本
文41
印記：ヲキハラ・宗辰所集・三井家3。

備考1一部に補修の跡がある。虫多少。三井ラベル
「A910・新・22」

Y1410－002－04

［撰集抄　7・8］

（1651年）

280×188ミリ70丁整版
題籏：後・撰集抄四表紙：後・緑色：蜀江型押し

構成：巻7目録1、巻7本文31、巻8目録2、巻8本
文36
印記：ヲキハラ・宗辰所集・三井家3。

備考：一部に補修の跡がある。虫多少。三井ラベル
「A910・新・22」

Y1410－002－05

［撰集抄　9］

慶安4（1651）

280×187ミリ36丁整版
題簸：後・撰集抄五表紙：後・緑色：蜀江型押し

構成：巻9目録1、巻9本文34、賊1（慶安辛卯歳八月
中溝乗門無名子）
刊記：此書有広略二本、共行子世臭、然而舛謬甚多、

今依広本聚数本加校離以■諸梓間有風葉之可拾、猶
是足為正戻、慶安四年重陽吉村上平楽寺刊行。
印記：ヲキハラ・宗辰所集・三井家3。

備考：一部に補修の跡がある。虫多少。三井ラベル
rA910・新・22」

Y1410－003（1〉

［禅籍志上］

（1716年）

268×180ミリ2巻2冊（1冊に合綴）44丁整版
題簸：後・禅籍志第一第二合本道人得々来珍蔵（墨
書）表紙：後・薄花田色無地

構成：序3、目録7、上巻34
刊記：泉南仏在庵沙門義諦撰（巻頭）。

印記：蕾安後人大足王戌巳役所集・狩野氏図書記・三
井家監蔵、□□監蔵。

備考：前表紙と見返しの間に切紙1（r狩野氏図書記
仏部百十八号」と墨書）がある。2丁・3丁の丁問に切
紙1がある。

Y1410－003（2）

［禅籍志下］

正徳6（1716）

33丁整版
構成：下巻33

刊記：正徳六丙申年仲春京師二条書林山本長兵衛
梓刊。

備考：10丁・11丁と20丁・21丁の丁間にそれぞれ切
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紙1がある。後ろ表紙に「大正十二年八月得」（墨書）。

三井ラベル「K623・新・9」

Y1410－004

顕伝明名録

享和3（1803）

128×195ミリ1巻1冊72丁整版
題籏：元・顕傳明名録附録一字名表紙：後・赤香色
雲母に唐草
構成：叙3、凡例・目次1（享和癸亥夏六月）、引用書目

3、本文59、一字名6
刊記：琢斎箕山編集（巻頭）、享和三年癸亥六月刻成
紀國和歌山千秋館蔵版。
印記：且盒・三井家鑑蔵印・丸ウサギ。

備考：三井ラベル「B903・新・4」

Y1410－005　　　　　　　　　　　　　　人物伝

紫巌譜略
文政1（序）（1818）

267×185ミリ1巻1冊67丁整版
題籏：原・紫巌譜署全表紙：後・黄色：麻の葉繋ぎ型
押し

構成；序2（文政新元至目水月居士司直）、目録など5、

本文58、東海禅寺住持2
印記＝阪井蔵書印・責敬堂・小倍盒・芋水所蔵・達郷・芳

蘭翠□・丸ウサギ・三井家1。

備考：三井ラベル「：K622・新・3」

Y1410－006　　　　　　　　　　　　　　江戸

画入　東都本化道場記　全
天保11（序）（1840）

175×115ミリ1巻1冊87丁整版
題籏：原・画入東都本化道場記全表紙：原・空色：
布目地型押し
構成：序1（天保十一庚子のとし十月　不染堂主人蓮
翁）、合印1、本文85、既刊・近刻本リスト

刊記：白芽堂鈴木喜平鏑（巻末）、三都書林京都三条
通舛屋町出雲寺文次郎・同寺町通松原下ル勝村治右
衛門・大坂心斎橋通北久太郎町河内屋喜兵衛・同安堂

寺町秋田屋太右衛門・江戸目本橋通一丁目須原屋茂
兵衛・同横山町一丁目出雲寺万次郎・同芝神明前岡田
屋嘉七。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：前表紙に書名を記した下ヶ札あり。後ろ表紙に
r根岸明成」（墨書）。昭和6年11月18目寄託、三井ラ
ベルrC211・新・82」

Y1410－007
［知おんのはしかき］

弓ムイヒ2（1845）

253×170ミリ1巻1冊9丁整版
題簸：原・知おん能はし可支表紙：原・白色

構成：元表紙1、本文7、元表紙1
刊記：弘化ニミのとし五月。

印記：三井文庫。

法語

備考：ボール紙による後表紙あり。三井ラベル「：K620・
北」

Y1410－008　　　　　　　　　　　　　　人物伝

龍宝山大徳禅寺世譜

安政2（1855）

82×191ミリ1巻1冊156丁整版
題籏：原・龍寳山大徳禅寺世譜全表紙：原・藍色：卍
繋ぎ型押し

構成：序1（嘉永辛亥秋九月）、摘録33（嘉永七年甲寅
秋七月遠塵軒主悦嬰妙恰）、目録19、本文86、脱偶録
2、崇福寺住持11、真珠酬恩庵歴代3、政1（嘉永七年

甲寅重陽悦嬰妙恰）、刊記1
刊記：安政二乙卯年十一月古筆了仲著井蔵板、発行
書林江戸下谷池之端仲町通御数寄屋町岡村屋庄
助。

印記：高堅所蔵・三井家3・三井文庫。

備考1前表紙に書名を記した下ヶ札。三井ラベル
rK622・新」

XO420－001－01

［駿府政事録　1・2］

慶長16・17（内容）（1611）

268×196ミリ8巻8冊（4，冊に合綴）54丁写本
題籏：原・駿府目記一之二表紙：原・柿色：亀甲繋ぎ地

に龍型押し

構成：遊紙1、巻1本文23、遊紙1、巻2本文29
印記：梧井文匝・前田氏尊経閣図書記・三井文庫。

備考：前表紙見返しに「松葉軒家蔵」（墨書）。紙秩に

入る。鉄に遠藤氏による「解題材料昭和四年三月注
記」朱書がある。三井ラベル「B240・5」

XO420－001－02

［駿府政事録　3・4］

慶長18（内容）（1613）

268×196ミリ59丁写本
題籏：原・駿府目記三之四表紙：原・柿色＝亀甲繋ぎ地

に龍型押し

構成：遊紙1、巻3本文24、遊紙1、巻4本文33
印記：梧井文厘・前田氏尊経閣図書記・三井文庫。

備考：前表紙見返しに「松葉軒家蔵」（墨書）。三井ラ
ベル「B240。5」

XO420－001－03

［駿府政事録　5・6］

慶長19（内容）（1614）

269×197ミリ59丁写本』
題簸：原・駿府目記五之六表紙1原・柿色：亀甲繋ぎ地
に龍型押し

構成：遊紙1、巻5本文28、遊紙1、巻6本文29
印記：梧井文厘・前田氏尊経閣図書記・三井文庫。

備考：前表紙見返しにr松葉軒家蔵」（墨書）。巻6の
丁間に防虫用の袋1あり。三井ラベル「B240・5」
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