
268×197ミリ71丁写本
題簸：原・駿府目記七之八終表紙1原・柿色＝亀甲繋
ぎ地に龍型押し

構成：遊紙1、巻7本文41、遊紙1、巻8本文28
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）と諸書を

比較したメモ（三井文庫用箋1）がある。巻末にr昭和三

年戊辰十一月購入（書璋浅倉屋）新町三井家摘資、三
井文庫格納」（朱書）。三井ラベル「B240・5」

XO420－002－01

元寛日記　1・2
元和1～3（内容）（1617〉

241×168ミリ5巻5冊（4冊に合綴）81丁写本
題簸：原・元寛目記一二表紙：原・伽羅色・無地

構成：元和1年正月朔目～12月16日（巻1）、元和2年

正月大朔目～元和3年10月5目（巻2）
印記：今村蔵書・三井文庫。

備考：下小口にr元寛目記一二」（墨書）。三井ラベル
rB240・6」（紙族内側にも同じラベル貼付）。

XO420－002－02

元寛日記　3

元和4～寛永6（内容）（1629）

242×168ミリ51丁写本
題籏：原・元寛目記三表紙：原・伽羅色・無地

構成：元和4年正月朔目～寛永6年10月朔目
印記：今村蔵書・三井文庫。

備考：下小口にr元三」（墨書）。三井ラベルrB240・6∫

XO420－002－03

元寛日記　4

寛永7～寛永11（内容）（1634）

241×168ミリ61丁写本
題籏：原・元寛目記四表紙：原・伽羅色・無地

構成：寛永7年正月朔目～寛永11年9月
印記：今村蔵書・三井文庫。

備考1下小口にr元四」（墨書）。三井ラベルrB240・6」

XO420－002－04

元寛日記　5

寛永11～寛永20（内容）（1643）

241×167ミリ77丁写本
題籏：原・元寛目記五表紙1原・伽羅色・無地

構成：寛永11年10月～寛永20年12月
印記：今村蔵書・三井文庫。

備考：下小口にr元五」（墨書）。三井ラベルrB240・6」

XO420－003－01

［文露叢　1］

正徳1（内容）（1711）

266×183ミリ7巻7冊42丁写本
題簸：原・文露叢　自正徳元七月至十二月　表紙1後・
薄花田色：布目地型押し

印記＝継明文庫・鶴以者非吾子孫也・□増其業不廃旧
績。
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備考：紙秩に入る。鉄に三井ラベル「B240・北・13」貼

付。一面8行

XO420－003－02

［文露叢　2］

正徳2（内容）（1712）

266×183ミリ78丁写本
題簸：原・文露叢自正徳二正月至八月　表紙：後・薄
花田色：布目地型押し
刊記：文露叢巻之十八（巻頭）。

印記1継明文庫・鴛以者非吾子孫也・□増其業不廃旧
績・専対四方。

備考：一面10～12行で、記載型式も8行本と異なる。

XO420－003－03

［文露叢3］

正徳2（内容）（1712）

265×183ミリ87丁写本
題籏：原・文露叢自正徳二九月至十二月　表紙：後・
薄花田色：布目地型押し

構成：9・10月分35、11・12月分52
刊記＝文露叢巻廿（巻頭）。

印記：継明文庫・講以者非吾子孫也・□増其業不廃旧
績・専対四方。

備考1正徳2年9月・10月分は一面10行、同年11月・
12月分は一面8行。

XO420－003－04

［文露叢4］

正徳3（内容）（1713）

266×183ミリ61丁写本
題簸：原・文露叢自正徳三正月至七月　表紙：後・薄
花田色：布目地型押し

印記：継明文庫・鷲以者非吾子孫也・□増其業不廃旧
績。

備考：一面8行

XO420－003－05

［文露叢　5］

正徳3（内容）（1713）

266×183ミリ57丁写本
題簸：原・文露叢自正徳三八月至十二月　表紙：後・

薄花田色1布目地型押し
印記：継明文庫・鷲以者非吾子孫也・口増其業不廃旧
績・専対四方。

備考：一面8行

XO420－003－06

［文露叢　6］

正徳4（内容）（1714）

266×182ミリ63丁写本
題籏：原・文露叢自正徳四正月至十二月　表紙1後・
薄花田色：布目地型押し
刊記：寳正日録巻之廿七（巻頭）。

印記：継明文庫・鴛以者非吾子孫也・□増其業不廃旧
績。
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備考1一面8行

XO420－003－07

［文露叢7］

正徳5（内容）（1715）

266×183ミリ44丁写本
題簸：原・文露叢自正徳五正月至九月　表紙：後・薄

花田色＝布目地型押し
印記＝継明文庫・篶以者非吾子孫也・□増其業不廃旧
績。

備考：一面8行、前掲書に形式など類似。

XO420－004－01

［国朝旧章録　1～5］
（1833年）

260×184ミリ10巻10冊（2冊に合綴）96丁写本
題籏：原・國朝奮章録乾（打付）表紙：後・水色：布目

地型押し

構成：惣目録3、巻1本文14、巻2本文16、巻3本文
15、巻4本文16、巻5本文32
印記：天生不解事常抱杞国憂・三室宝之・高堅所集・三

井家2。

備考：朱書校合あり。三井ラベル「B240・新・32」

XO420－004－02

［国朝旧章録　6～10］
天保4（写）（1833）

259×185ミリ68丁写本
題簸＝原・國朝奮章録坤（打付）表紙：後・水色：布目

地型押し

構成：巻6本文8、巻7目録1、本文17、巻8本文16、
巻9本文11、巻10本文25、遊紙1
刊記：右全部十巻天保癸巳菊月六目書写畢（奥書）。

印記：天生不解事常抱杞国憂・三室宝之・高堅所集・三
井家2。

備考：朱書校合あり。昭和2年。三井ラベルrB240・新・

32」、昭和2年

XO420－005－01

［天弘録　1］

弘化2（内容下限）（1845）

266×189ミリ4巻4冊33丁写本
題簸：後・天弘録一（打付）表紙：後・丁子引き：卍繋

ぎ型押し

構成：目次5、本文27
印記：赤季巷図書印。

備考：渋引きの紙秩に入る。帳に三井ラベルrB240・
オヒ。8」貝占イ寸。

XO420－005－02

［天弘録　2］

弘化3（内容下限）（1846）

266×189ミリ26丁写本
題簸：後・天弘録二（打付）表紙：後・丁子引き：卍繋

ぎ型押し
印記：赤季巷図書印。

XO420－005－03

［天弘録　3］

弘化3（内容下限）（1846）

266×188ミリ26丁写本
題簸：後・天弘録三（打付）表紙：後・丁子引き：卍繋

ぎ型押し

印記：赤季蕎図書印。

XO420－005－04

［天弘録4］

弘化4（内容下限）（1847）

266×189ミリ23丁写本
題簸：後・天弘録四（打付）表紙：後・丁子引き：卍繋

ぎ型押し

印記：赤季巷図書印。

XO420－006－01

［従嘉永六年至安政記事　2］

嘉永6（内容）（1853）

260×188ミリ12巻12冊27丁写本
題籏：なし表紙：後・丁字引き

印記1押小路文庫・三井文庫。

備考：酸性紙の紙鉄に入る。紙族の内側にr共拾　冊
原本拾参冊之内第壱巻欠本ノママ購求」（朱書）。前表

紙見返しに切紙貼付（「従嘉永六年至安政記事従　
巻至拾参壱巻分失故二拾　冊見当り候ハ、御束ね
被下度候押小路息子承認ス押小路蔵書」と墨書）、
「仮題『稿本嘉永安政年間録』（三井文庫題署）と朱書。

三井ラベル「B245・3」

XO420－006－02

［従嘉永六年至安政記事　3］

嘉永7（内容）（1854）

261×188ミリ29丁写本
題簸：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「B245・3」

XO420－006－03

［従嘉永六年至安政記事　4］

嘉永7（内容）（1854）

261×188ミリ39丁写本
題籏：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「B245・3」

XO420－006－04

［従嘉永六年至安政記事　5］

安政2（内容）（1855）

261×187ミリ21丁写本
題籏：なし表紙：後・丁字引き

印記＝押小路文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「B245・3」



XO420－006－05

［従嘉永六年至安政記事　6］

安政2（内容）（1855）

261×187ミリ22丁写本
題籏：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考＝料紙がやや薄く、他本と異なる。三井ラベル
「B245・3」

XO420－006－06

［従嘉永六年至安政記事　7］

安政3（内容）（1856）

262×188ミリ23丁写本
題籏：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「B245・3」

XO420－006－07

［従嘉永六年至安政記事　8］

安政3（内容）（1856）

261×188ミリ21丁写本
題籏：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「B245・3」

XO420－006－08

［従嘉永六年至安政記事　9］

安政4（内容）（1857）

261×188ミリ23丁写本
題簸：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考＝料紙がやや薄く、他本と異なる。三井ラベル
「B245・3」

XO420－006－09

［従嘉永六年至安政記事　10］

安政4（内容）（1857）

262×188ミリ18丁写本
題簸：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「B245・3」

XO420－006－10

［従嘉永六年至安政記事　11］

安政4（内容）（1857）

262×188ミリ19丁写本
題簸＝なし表紙：後・丁宇引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考1三井ラベル「B245・3」

XO420－006－11

［従嘉永六年至安政記事　12］

安政4（内容）（1857）

262×188ミリ14丁写本
題簸：なし表紙：後・丁字引き
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印記：押小路文庫・三井文庫。

備考：料紙はやや白く、他本と異なる。三井ラベル
「B245・3」

XO420－006－12

［従嘉永六年至安政記事　13］

安政4（内容）（1857）

262×187ミリ26丁写本
題簸：なし表紙：後・丁字引き

印記：押小路文庫・三井文庫。

備考1後ろ表紙見返しに「昭和四年己巳二月求之按、
本書ハ我自刊我叢書中ノ『嘉永明治年聞録』全二十冊
明治二年刊ノ底本ノー部分ナルガ如ク思ハル。但、彼
二略ニシテ是二精ナルモノ　ナカラザルヲ珍トス。本書

ハ押小路家之蔵本ニシテ、昨年中、其家ノ多数ノ旧記

書類ガ書佑ノ手二渡リタル時、東京市史編纂島田一郎
氏（号筑波）ノ求メラレタルモノヲ譲リ受ケタルモノ也、モ

ト全拾三冊之内首巻壱冊ハ散侠セリ、然レドモ其面影

ハ前掲刊本ヨリシテ之ヲ偲フコトヲ得ベシ三井文庫
誌…」（朱書）。三井ラベル「B245・3」。

Y1420－001

［増訂　慶弘紀聞　1～5］
（1871年）

185×131ミリ2編10巻10冊（2冊に合綴）175丁
整版

題簸：原・増訂慶弘紀聞一表紙：原・黄色1布目地
に松皮型押し

構成＝序4（文久壬戌秋渡八月望）、巻1本文36、巻2

本文22、巻3本文50、巻4本文42、巻5本文21
刊記：明治四年辛未冬発行（封面）、従六位下行兵庫
寮史生兼和泉嫁源朝臣照矩編次・男正七位下長門豫
源頼矩校（巻頭）。

印記二検盒・平寿・三井文庫・三井家聴氷閣2。

備考＝内題は「十三朝紀聞」。薄様を使用。布鉄（印・阿

部）に入る。三井ラベル「B240・新・3」。以下
Y1420－002（1）～（2）も参照。

Y1420－002（1）

［増訂　慶弘紀聞　6・7］
（1871年）

185×131ミリ83丁整版
題籏：原・増訂慶弘紀聞二表紙：原・黄色1布目地
に松皮型押し

構成：巻6本文52、巻7本文29、践2（安政龍丙辰臓付
津国西浦徳風）

印記：検盒・平寿・三井文庫・三井家聴氷閣2。

備考：薄様を使用。書誌情報はY1420－001［増訂慶
弘紀聞1～5］を参照。

Y1420－002（2）

［今日抄　1～3］

明治4（1871）

77丁整版
構成：序2（明治己巳長至目郡上文学山田信敬）、巻1

本文19、巻2本文25、巻3本文31
刊記：従六位下和泉橡源朝臣照矩草稿（巻頭）、其親
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楼蔵版、明治四辛未冬発行弘通書璋京都東洞院三
条上ル町村上勘兵衛・同三条通御幸角町大谷仁兵
衛・同三条通寺町西へ入杉本甚助・同魚之棚間之町
東へ入白井平兵衛・同寺町通仏光寺下ル梅村伊兵
衛・同寺町通三条下ル神先宗八・同御幸町姉小路上
ル藤井孫兵衛（印）・同二条通高倉西江入島林専
助・同三条通柳馬場角辻本仁兵衛。
備考：昭和2年。三井ラベル「B240・新・3」。書誌情報

はY1420－001［増訂慶弘紀聞1～5］を参照。

Y2420－001

我自刊我　嘉永明治年間録　1・2上
（1883年）

231×153ミリ17巻17冊（20冊に分冊）56丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年問録巻一・巻二上
表紙：原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：内表紙1、序1（明治二年己巳春二月既望吉野
真保）、巻1目録2、本文8、巻2目録4、本文40
印記：三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－002

我自刊我　嘉永明治年間録　2下
（1883年）

230×154ミリ34丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年間録巻二下表紙：
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し
印記＝小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－003

我自刊我　嘉永明治年間録　3

（1883年）

231×153ミリ47丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年間録巻三表紙：原・
薄茶色：我自刊我書屋記の文宇型押し

構成：巻3目録4、本文43
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－004

我自刊我　嘉永明治年間録　4・5
（1883年）

231×154ミリ45丁活版
題簾：原・我自刊我嘉永明治年問録巻四五表紙：
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：巻4目録2、本文14、巻5目録2、本文27
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－005

我自刊我　嘉永明治年間録　6上
（1883年）

230×154ミリ49丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年間録巻六上表紙1
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：巻6目録3、本文46
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－006

我自刊我　嘉永明治年間録　6下
（1883年）

231×154ミリ45丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻六下表紙：
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－007

我自刊我　嘉永明治年間録　7上
（1883年）

231×154ミリ32丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年間録巻七上表紙＝
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録4、本文28
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－008

我自刊我　嘉永明治年間録　7下
（1883年）

232×155ミリ43丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年問録巻七下表紙1
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－009

我自刊我　嘉永明治年間録　8

（1883年）

231×154ミリ29丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年間録巻八表紙：原・
薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録3、本文26
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。

備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－010

我自刊我　嘉永明治年間録　9
（1883年）

231×154ミリ50丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻九表紙：原・
薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録5、本文45
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考1墨書・朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－011

我自刊我　嘉永明治年間録　10
（1883年）

230×155ミリ38丁活版



題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻十表紙：原・
薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成1目録4、本文34
印記1小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－012

我自刊我　嘉永明治年間録　11
（1883年）

231×153ミリ34丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻十一表紙：
原・薄茶色二我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録5、本文29

印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－013

我自刊我　嘉永明治年間録　12
（1883年）

232×154ミリ51丁活版
題簸＝原・我自刊我嘉永明治年間録巻十二表紙：
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録6、本文45

印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－014

我自刊我　嘉永明治年間録　13上
（1883年）

230×154ミリ49丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年間録巻十三上表
紙：原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録6、本文43

印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－015

我自刊我　嘉永明治年間録　13下
（1883年）

230×154ミリ33丁活版
題簸1原・我自刊我嘉永明治年間録巻十三下表
紙：原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－016

我自刊我　嘉永明治年間録　14
（1883年）

230×154ミリ27丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻十四表紙1
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し
構成：目録3、本文24
印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－017

4．その他　4．その他121．年表・年代記1　〔365〕

我自刊我　嘉永明治年間録　15
（1883年）

231×154ミリ36丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年問録巻十五表紙：
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し
構成：目録5、本文31

印記1小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－018

我自刊我　嘉永明治年間録　16
（1883年）

231×155ミリ44丁活版
題籏：原・我自刊我嘉永明治年問録巻十六表紙：
原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し

構成：目録4、本文40

刊記：明治十五年十一月廿五目御届、同十六年七月
目出版、著者故吉野真保・出版人甫喜山景雄（京橋
区西紺屋町九番地）。

印記1小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：墨書書き入れあり。三井ラベル「B245・8」

Y2420－019

我自刊我　嘉永明治年間録　17上
（1883年）

231×155ミリ44丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻十七上表
紙：原・薄茶色1我自刊我書屋記の文字型押し
構成：目録7、本文36

印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考：三井ラベル「B245・8」

Y2420－020

我自刊我　嘉永明治年間録　17下
明治16（1883）

230×155ミリ37丁活版
題簸：原・我自刊我嘉永明治年間録巻十七下表
紙：原・薄茶色：我自刊我書屋記の文字型押し
構成：本文35、賊1（明治十一年八月　かまたの真幹）、

追加1（紀恩之碑文）

刊記：明治十五年十一月廿五目御届、同十六年七月
日出版、著者故吉野真保・出版人甫喜山景雄（京橋
区西紺屋町九番地）。

印記：小宮山氏所蔵図書・三井家編纂分室印。
備考；三井ラベル「B245・8」

4．その他ノ21．年表・年代記1

XO421－001

［続泰平年表　1］
嘉永5（序）（1852）

280×204ミリ1巻1冊56丁写本
題籏＝なし表紙1後・ボール紙

構成二元表紙1、序2（嘉永五年しも月　四屏堂のある
し）、目次2、本文50、元後ろ表紙1
刊記：竹舎主人編輯、四屏堂校合増補（巻頭）。

印記：三井文庫。



成：例言1（文政元年季冬鶴峯戊申）、表目12、本文

記：三井文庫。

考：後ろ表紙に「雑書二冊十七番」（下ヶ札

構
6
1
印
備

Y1421－004－02

本朝年代人物掌覧前編　下

文政4（1821）

130×192ミリ77丁整版
題簸＝元・本朝年代人物掌覧前篇下表紙：後・灰色

無地
刊記：文政四年巳二月御免、同年酉九月彫成、大坂書
林岡田茂兵衛・葛城長兵衛・京都書林横田清兵衛（横
田印）・北村四郎兵衛・同太助。

印記1三井文庫。

21－005

1通略　上・下
ヒ5（1834）

×112ミリ2巻2冊（1冊に合綴）44丁整版
・：原・紀元通略輩表紙：原・丁子色無地
：：序3（文政丁亥孟春紫漠劉燈）、巻上22、巻下19

1：天保甲午夏鏑可也蘭堂蔵板（封面）、羽倉則
，輯（巻頭）。

1：西□文庫・三井家聴氷閣1・ウサギ・三井文庫・責

朱書書入あり。三井ラベル「B135・新・7」
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Y1421－006－01

日本唐土　二千年袖鑑　初編

嘉永2（1849）

250×179ミリ3巻3冊18丁整版
題簸：原・日本唐土二千年袖鑑初編表紙：原・浅楯
子色：布目地型押しに松唐草刷り

刊記＝桂樹美玉堂（封面）、画図浪華松川半山・筆耕

同森晋三・彫刀燕卯之助・摺工石川定七、版元書
林大阪天満九丁目筋天神鳥井南ノ辻角奈良屋松兵
衛。

印記：稲葉・三井家編纂室蔵書。

備考：折本。三井ラベル「B135・6」

Y1421－006－02

日本唐土　二千年袖鑑　2編
嘉永2（1849）

249×179ミリ18丁整版
題籏：原・目本唐土二千年袖鑑二編表紙二原・浅楯
子色＝布目地型押しに松唐草刷り

刊記：桂樹美玉堂（封面）、画図浪華松川半山・筆耕

同森晋三・彫刀燕卯之助・摺工石川定七、版元書
林大阪天満九丁目筋天神鳥井南ノ辻角奈良屋松兵
衛。

印記1稲葉・三井家編纂室蔵書。
備考1折本。三井ラベル「B135・6」

3編

Y1421－006－03

日本唐土　二千年袖鑑

〔366〕　4．その他

備考：内題は「武家必覧績泰平年表巻之一」。本文の
16丁丁間に切紙1あり。三井ラベル「B240・11」

Y1421－001

和漢年契

寛政9（1797）

278×185ミリ1巻1冊52丁整版
題籏＝原・和漢年契全冊表紙＝原・薄茶色無地
構成：遊紙1・序1（寛政八年丙辰冬十月津国三村其
原）・凡例2（寛政元年己酉三月津国高超）・索引系図

3・本文47・宜英堂梓行和漢歴史目録
刊記：浪速書騨宜英堂蔵（封面）、寛政九年丁巳七月

書林京都額田正三郎・江戸西村源六・同西村宗
八・大阪葛城長兵衛。
印記：南陽松甫豊盈・工壮邊弟四都朱記・三井家7。

備考：遊紙丁間に切紙1（「昭和七年九月消毒了」）があ
る。

Y1421－002
［和漢年契］

寛政9（1797）

266×182ミリ1巻1冊52丁整版
題籏：後・和漢年契（朱書打付）表紙：原・薄茶色無地

構成：遊紙1・序1（寛政八年丙辰冬十月津国三村其
原）・凡例2（寛政元年己酉三月津国高超）・索引系図

3・本文47・宜英堂梓行和漢歴史目録
刊記：浪速書璋宜英堂蔵（封面）、寛政九年丁巳七月

書林京都額田正三郎・江戸西村源六・同西村宗
八・大阪葛城長兵衛。
印記：［　　　】蔵書記・右栄寧州留後朱記・忠孝之家・

王子刺公之宗婦都嬬為宗□鷺舞永宝用以降大福保辞
隣国・雲に乗る人・後天享堂・尚□堂記・三井家1。

備考：遊紙の丁間に切紙2（「昭和七年五月消毒了」「東

京朝目新聞（天皇追号読方に関して）」）がある。本文

22・23丁の間に切紙1（「大雲無相経…」墨書）、24・
25丁の間に切紙1（墨書「安楽三年三月」…）、38・39
丁の間に切紙1（朱書「書道全集巻十四…」）がある。
墨書・朱書の書入あり。三井ラベルIB135・新・2」

Y1421－003　　　　　　　　　　　摺り物
和漠大成年暦両面図鑑

文化3（1806）

357×1322ミリー枚物1丁整版
題籏：原・和漢大成年暦両面圖鑑（打付け）表紙二なし

刊記：寛政甲寅新刻筆工平安増田春耕、文化再版校
補井書、新刻再版彫工京師山本長左衛門、寛政六年
甲寅歳新刻・文化三年丙寅春再版書林京都西堀河
中川藤四郎・江戸石町西村源六。
印記：三井文庫。

備考：両面刷り。三井ラベル「B135・14」

Y1421－004－01　　　　　　　　　　　　年代記

本朝年代人物掌覧前編　上
（1821年）

130×192ミリ2巻2冊74丁整版
題簸：元・本朝年代人物掌覧前篇上表紙：後・灰色

無地



4．その他　4．その他／21．年表・年代記1　〔367〕

文型押し

構成：序1（安政乙卯春分前一日水戸藤田彪）、題言3
（嘉永甲寅六月　下総清宮秀堅）、皇統略図など5、年
号索引1、本文45、蹟1（嘉永甲寅宕陰塩谷世弘〉
刊記：逢谷箕作先生閲、佐倉順天堂蔵版（封面）、下総

清宮秀堅著（巻頭）、彫刻江川仙太郎（巻末）。

印記1読易堂図書記・緑静堂図書亭・四適研斎・四復研
斎所蔵之記・三井家3。
備考：前表紙にr□原心斎旧蔵」（朱書）。1丁メ丁問に

切紙1（「新撰年表杉原心斎旧蔵大正十二年五月一
日消毒了」と墨書）がある。三井ラベル「B135・新・11」

Y1421－011
［年代紀略］

130×171ミリ1巻1冊35丁整版
題簸：後・年代記暑（墨書）表紙：後・藍色無地
刊記：甫庵道喜考（巻頭）。

印記＝ウサギ・三井家5。

備考：内題は「年代紀略」。墨書・朱書書入あり。後ろ表

紙に「山原組持主津本昌義」（墨書）。昭和11年6月27
目寄託、三井ラベル「B135・新・26」

Y1421－012

南山小譜

80×177ミリ1巻1冊71丁整版
題籏：原・南山小譜表紙：原・丁子色無地

構成：序2（赤心居士）、目録4、南朝17、諸司譜18～
65
刊記＝来来院蔵板。

印記：三井文庫。

備考：料紙は薄様を使用。三井ラベル「B982・5」

Y1421－013

新選和漢洋年契

明治38（1905）

270×192ミリ1巻1冊53丁整版
題簸：原・新選和漢洋年契全表紙：原・柿色：雲文繋
ぎ地に牡丹型押し

構成1内表紙1、皇統略図など2、年号索引1、本文49
刊記：明治十九年四月七日版権免許、明治光八年八
月五日訂正増補印刷、明治光八年八月十目訂正増補
発行、著作者河村貞山、増補発行兼印刷者田中慶
太郎（東京市本郷区本郷3丁目10番地）、発行所東
京市本郷区本郷三丁目　文求堂書店。
印記：乗興不仮頼・四適研斎・丸ウサギ・後天享堂。

備考：朱書書入。後ろ表紙と見返しの間に袋の一部が
ある。三井ラベル「B135・新・10」

Y2421－001

銅錆和漢年契

慶応2（1866）

174×119ミリ1巻1冊55丁銅板
題簸1原・銅鏑和漢年契完表紙1後・緑色金粉ちらし
構成：序1（寛政八年丙辰冬十月津国三村其原）、各種

索引6、本文48

嘉永2（1849）

249×178ミリ19丁整版
題籏：原・目本唐土二千年袖鑑三編表紙：原・浅楯
子色：布目地型押しに松唐草刷り

構成：本文18、広告（早見年歴通覧・万暦両面鑑等）1

刊記：桂樹美玉堂（封面）、画図浪華松川半山・筆耕

同森晋三・彫刀燕卯之助・摺工石川定七、版元書
林大阪天満九丁目筋天神鳥井南ノ辻角奈良屋松兵
衛。

印記＝稲葉・三井家編纂室蔵書。

備考：折本。三井ラベル「B135・6」

Y1421－007

帝皇略譜

嘉永4（凡例）（1851）

80×177ミリ1巻1冊77丁整版
題籏：原・帝皇暑譜表紙：原・丁子色：布目地型押し

構成：遊紙1、序・凡例（嘉永四年三月廿五目）4、本文
72
刊記：来来院蔵板。

印記：三井文庫。

備考：料紙は薄様を使用。三井ラベル「B982・4」

Y1421－008
［文苑名家紀年大成］

嘉永6（1353）

86×183ミリ1巻1冊61丁整版
題籏1原・方簸のみ表紙：原・丁子引きに小菊型押し

構成＝序2（嘉永六年五月美濃守六人部是香）、例言2

本文57
刊記：挙蘇園蔵、嘉永六年癸丑秋刻成発行書林東
都岡田屋嘉七、浪華河内屋茂兵衛・河内屋和助、
帝都吉野屋仁兵衛・田中屋治助・吉野屋甚助・本屋
小兵衛・越後屋治兵衛。

備考：請求番号を変更、三井ラベル「B135・17」

Y1421－009

文苑名家紀年大成

嘉永7（1854）

85×186ミリ1巻1冊61丁整版
題籏：原・文苑名家紀年大成（方籏とも）表紙：原・丁

子引きに小菊型押し
構成：序2（嘉永六年五月美濃守六人部是香）、例言2、

本文57
刊記：挙蘇園蔵、嘉永七年甲寅春発行弘所書林東
都岡田屋嘉七、浪華河内屋喜兵衛・河内屋和助、
帝都吉野屋仁兵衛・田中屋治助・吉野屋甚助・本屋
小兵衛・越後屋治兵衛。

印記1高叡所集・聴氷堂書・三井家3・三井文庫。

備考：前表紙に「聴氷堂置」（朱書）と書名を記した下ヶ

札。請求番号を変更、三井ラベル「B975」。

Y1421－010

新撰年表
安政2（序）（1855）

265×182ミリ1巻1冊56丁整版
題籏：原・新撰年表輩表紙：原・海老色：布目地に雲



［義士討入仕末］

宝永2（1705）

240×176ミリ1巻1冊56丁写本
題籏：後・（義士討入仕末）表紙：後・藍色無地

刊記：宝永二酉ノ初秋下（最終丁）。

印記：信州高遠吉田屋・信州高遠城下松尾屋・信高
／1　1兵衛・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：最終丁に「吉田屋重兵衛」（墨書）。前表紙に書名

を記した下ヶ札あり。裏打ち。三井ラベルrB249・新・
20」

22－003（1）

1代公実厳秘録　1・2］
12（内容）（1749）

×180ミリ10巻10冊（1冊に合綴）22丁写本
・：原・公賞厳秘録九（一より）十表紙：原・丁子弓

慢
難
騨
難
睨
幣

：元表紙1、巻1目録1、本文9、巻2目録1、本文
紙1
：吉清・三井文庫。

：内容は8代将軍吉宗期。後ろ表紙に「武廿番」
・札）。三井ラベル「B240・14」

XO422－003（2）

［近代公実厳秘録　3・4］
（1749年）

21丁写本
構成：元表紙1、巻3目録1、本文9、巻4目録1、本文

9

XO422－003（3）

［近代公実厳秘録　5］

（1749年）

12丁写本
構成：元表紙1、巻5目録1、本文9、遊紙1

XO422－003（4）

［近代公実厳秘録　6～8］

（1749年）

31丁写本
構成：巻6目録1、本文9、巻7目録1、本文10、巻8
目録1、本文9

XO422－003（5）

［近代公実厳秘録　9・10］
（1749年）

22丁写本
構成：巻9目録1、本文10、巻10目録1、本文・10

XO422－004　　　　　　　　　　　　　　落書

江戸大変

明和9（内容）（1772）

270×183ミリ1巻1冊19丁写本
題籏：原・江戸大変明和九壬辰年二月廿九目午上刻
より同晦目子ノ申刻二しづまる（打付）表紙：原・生成無

〔368〕　4．その他

刊記＝銅製懐寳和漢年表京師玄二堂保居長男松田
緑山考正銅錨（本文巻頭）、慶応二丙寅年新錨浪華
書緯三書房蔵（封面）、三都書林発行須原屋茂兵
衛・山城屋佐兵衛・額田正三郎・村上勘兵衛・伊丹屋善
兵衛（印）・伊予屋善兵衛・河内屋喜兵衛（印）・河内屋

吉兵衛。

印記：平原蔵書・平寿・三井文庫・三井家聴氷閣2・丸ウ

サギ。

備考＝薄様を使用。朱書及び墨書など書き入れあり。表

紙と見返しの問に切紙1（r昭和6年7月消毒了」と墨
書）がある。三井ラベル「B135・新・5」。

Y2421－002

画入年代記

明治12（1879）

169×76ミリ1巻1冊24丁銅板
題簸：原・明治新刻豊入年代記伴源平編輯全表
紙：原・朱色：卍繋ぎ型押し

刊記：明治十二年三月廿四日出版御届、同年同月出
版発党、編輯人大阪府平民伴源平（同府東区瓦町
2丁目41番地）、出版人辻本信太郎（同府東区北久
太郎町4丁目7番地）。
印記＝田中・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面刷り・折本。昭和12年5月14目寄託、三井
ラベル「B135・新」。

4．その他122．軍記・実　物／

XO422－001（1）

［清正記　1］

（1611年）

270×195ミリ3巻3冊（1冊に合綴）28丁写本
題簸：原・清正記表紙：原・薄茶色無地

構成：遊紙1、序・清正系図3、巻1本文24
刊記：古橋宗左衛門尉方宣集記（巻頭）。

印記：惜陰亭、宗辰所集、三井家3。
備考：丁間に三井カード挿入あり。

XO422－001（2）

［清正記　2］

（1611年）

34丁写本
刊記：古橋宗左衛門尉方宣集記（巻頭）。

XO422－001（3）

［清正記　3］

慶長16（内容下限）（1611）

27丁写本
構成：本文26、文禄期の記事1
刊記：古橋宗左衛門尉方宣集記（巻頭）、此正本催促を

数度請上・中・下三巻を五目二書写畢、本書写墨おか
んと染鹿筆畢、正本文字仮字の誤数多有之、急写故猶
以誤数多可有之候、重而校合可改正者也、子の十一
月二目正辰書写之畢。
備考：三井ラベル「B940・新・Klj。

XO422－002



4．その他　4．その他122．軍記・実録物／　〔369〕

XO422－006－02

［仙石記　4～7］

天保7（内容）（1836）

233×163ミリ49丁写本
題簸：原・仙石記巻坤表紙＝原・薄茶色無地
構成：白紙1、巻4目録・本文13、巻5目録・本文14、

巻6目録・本文14、巻7本文8
備考＝元表紙に「出石略伝記坤」。罫紙を使用。三井ラ
ベル「B249・24」

XO422。007
［勇士物語］

235×173ミリ1巻1冊27丁写本
題第薯：なし表紙：後・赤銅色無地

構成：元表紙1、本文25、元後ろ表紙1
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「B249」

XO422－008

慶応明治徳川盛衰記

明治2（内容下限）（1869）

245×167ミリ1巻1冊156丁写本
題簸：原・慶応明治徳川盛衰記全表紙：後・藍色無
地（酸性紙）

構成：元表紙1、惣目録3、本文151、元後ろ表紙1
刊記：此書ハ版行二無之実事ヲ集テー冊トスル虞也（元
表紙に朱書）。

印記：三井文庫。

備考：内題はr徳川家盛衰記」。元後ろ表紙見返しに
r小笠原所持j（墨書）。元後ろ表紙は反古紙を利用。後

ろ表紙に「大正9年6月26目購求」「三輪一九六九！
一」（朱印と墨書）。三井ラベル「B245・1」

Y1422－001－01

明徳記　上
（1632年）

276×195ミリ3巻3冊21丁木活
題簸：原・明徳記上表紙：後・焦げ茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1朱書書き入れあり。三井ラベル「B230・新・55」

Y1422－001－02

明徳記　中

（1632年）

276×193ミリ29丁木活
題簸二原・明徳記中表紙二後・焦げ茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書書き入れあり。三井ラベルrB230・新・55」

Y1422－001－03

明徳記　下

寛永9（1632）

276×193ミリ23丁木活
題籏：原・明徳記（以下、欠落）表紙：後・焦げ茶色無

地

地

刊記：差出し行人坂之丞午時（花押）、受取小塚原
土左衛門様。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：仮綴じ。後ろ表紙に切紙1貼付（ペン書）。昭和6

年6月24目寄託、三井ラベル「B249」

XO422－005（1）

［平賀鳩渓実記　1］

（1808年）

239×170ミリ6巻6冊（1冊に合綴）28丁写本
題簸：原・平賀鳩渓實記合本一二三四五表紙：後・
茶色に丁子引き
構成：序2（天明八年皐月乾坤無住竹窓榛斎老人）、目

録2、巻1本文24
印記＝骨墓舎、吐佛、骨董古雑籍珍書舗威亨堂。

XO422－005（2）

［平賀鳩渓実記　2］

（1808年）

20丁写本

XO422－005（3）

［平賀鳩渓実記　3］

（1808年）

15丁写本

XO422－005（4）

［平賀鳩渓実記　4］

（1808年）

14丁写本

XO422－005（5）

［平賀鳩渓実記　5］

（1808年）

10丁写本

XO422－005（6）

［平賀鳩渓実記　補］

文化5（1808）

5丁写本
刊記：文化辛未孟春柳々園主人（文末）。

備考：三井ラベル「B940－1｛4」

XO422－006－01

［仙石記　1～3］

（1837年）

233×163ミリ7巻7冊（2冊に合綴）49丁写本
題簸1原・仙石記巻乾表紙：原・薄茶色無地
構成1白紙1、仙石氏系図2、惣目録・目録4、巻1本文

12、巻2目録・本文16、巻3目録・本文14
備考：内題は「仙石記」。元表紙には題名「出石略伝記
乾」とある。罫紙を使用。紙秩に入る。後ろ表紙に「雑書

十五番」（下ヶ札）。三井ラベル「B249・24」



Y1422－004（2）　　　　　　　　　　摺り物
［地震奇談　平安万歳楽　下］

文政13（1830）

168×120ミリ2巻2冊（1冊に合綴）5丁整版
題簸：原・地震奇談平安万歳楽（打付）表紙：原・生成

刊記：文政十三年寅七月洛住東廉斎作、みの平板。
備考：内題は「大地震録下」。ダンボール紙を付けて
合綴。三井ラベル「C241・125」

Y1422－005

大地震大津浪　末代噺廼種

嘉永7以降（1854）

157×106ミリ1巻1冊18丁整版
題籏：原・大地震大津浪末代噺廼種全表紙：原・薄
茶色：無地

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1折本。裏打ちあり。昭和7年7月7目寄託。

Y1422－006

末代噺之種

嘉永7以降（1854）

161×111ミリ1巻1冊20丁整版
題簸1原・［］末代噺乃種全表紙：原・丁子引き
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：折本。後ろ表紙は欠。昭和6年11月18目寄託。

Y1422－007

地震年代記

安政2（1855）

176×118ミリ1巻1冊26丁整版
題簸：原・地震年代記表紙：後・丁子引き

構成：序1（無名氏）、本文25

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝多色刷り。前後欠。前表紙に書名を記した下ヶ札。

昭和6年12月15日寄託、三井ラベル「N300・新・17」

Y1422－008－01

万歳楽　安政見聞誌　上

安政6（1859）

249×169ミリ3巻3冊21丁整版
題籏：原・萬歳樂安政見聞誌上表紙：原・丁子引き
構成1序2、凡例・標目3、本文16
印記：ギフ今喜・宗辰所集・三井家3、竹晃細二□。

備考：多色刷り。虫損あり。裏打ちに反古文書を使用。
後表紙に「三百サ七」（貼紙）

Y1422－008－02

万歳楽　安政見聞誌　中
（1859年）

249×169ミリ20丁整版
題簸：原・萬歳樂安政見聞誌中表紙：原・丁子引き
印記：宗辰所集・三井家3。’

備考：多色刷り。虫損あり。裏打ちに反古文書を使用。
乱丁あり。

4，その他〔370〕

刊記二寛永九年壬申季冬吉日刊行、泉治（左下）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

備考：朱書書き入れあり。三井ラベルrB230・新・55」

Y1422－002－01

応仁記　上
（1633年）

270×191ミリ2巻2冊27丁木活
題簸1原・磨仁記上表紙：後・茶色無地
構成＝目録・序1、本文26

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後印本。三井ラベル「B230・新・54」

Y1422－002－02

応仁記　下

寛永10（1633）

270×191ミリ26丁木活
題簸＝原・磨仁記下表紙：後・茶色無地
刊記：寛永十年孟春吉旦。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「B230・新・54」

Y1422－003（1）

地震奇談　平安万歳楽　上

文政13（1830）

166×118ミリ2巻2冊（1冊に合綴）5丁整版
題簸：原・地震奇談平安万歳楽（打付け）表紙：原・

生成

刊記：文政十三年寅七月　洛住東廉斉作、みの平
板。

印記：勢州定飛脚会所ふや町おいけ角布屋次郎右衛
門・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：裏打ちあり。前表紙に書名を記した下ヶ札。昭和

7年7月7目寄託、三井ラベル「N300・新・19」

Y1422－003（2）

地震奇談　平安万歳楽　下

文政13（1830）

5丁整版
題籏：原・地震奇談平安万歳楽下（打付け）表紙：
原・生成

刊記：文政十三庚寅年七月　洛住東豫作、京松原通
新町西へ入町みのや平兵衛板。
印記：勢州定飛脚会所ふや町おいけ角布屋次郎右衛
門。

備考：裏打ちあり。昭和7年7月7目寄託。

Y1422－004（1）　　　　　　　　　　摺り物
地震奇談　平安万歳楽

文政13（1830）

5丁整版
題籏：原・地震奇談平安万歳楽（打付け）表紙：原・生

成

刊記：文政十三庚寅年七月　洛住東祓作、京松原通新
町西へ入町みのや平兵衛板。
備考1内題は「大地震録」



Y1422－008－03

万歳楽　安政見聞誌　下
（1859年）

249×168ミリ20丁整版
題籏＝原・萬歳樂＿安政見聞誌下表紙1原・丁子引き
印記：宗辰所集・二井家3。

備考：多色刷り。虫損あり。裏打ちに反古文書を使用。
初丁欠落。

Y1422－009－01

　［近世紀聞　初編1～3］
明治6（序）（1873）

219×154ミリ3巻3冊（1冊に合綴）78丁整版

鷺藝。難鷺譜醐．藷麟善年之事

蟄鷺欝轟謂難春水野史）・巻

陰鍔禦鞭鼎莚繕鵬纏霧竪望響

蟻轡農緬難繋疑岡文助（第
備考：多色刷り。

Y1422－009－02

　［近世紀聞　2編1～3］
明治7（序）（1874）

219×154ミリ3巻3冊（1冊に合綴）75丁整版

嬰鵠讐鶉：瑳糠轟、蜻鹸・
難擁禦蝶灘義・染崎延房）・巻・

＿丁目　田中治兵衛・通油町水野慶次郎・馬喰町二
丁目　山口藤兵衛・横山町三丁目辻岡文助。
備考：多色刷り。

Y1422－009－03

　［近世紀聞　3編1～3］
（1874年）

轟熱潔響懸雛蕪癩

難轟灘濫轡鱗豫寧爆屡
備考：多色刷り。

Y1422－009－04

［近世紀聞　4編1～3］
明治7（序）（1874）

　　4・その他　4・その他〆22・軍記・実録物！　〔371〕

219×154ミリ3養3冊（1冊に合綴）78丁整版

鷺欝幣嘉覇縄聯隷
馨鵠難欝難欝薦・延房艘）・
刊記：著者東京府士族染崎延房（第五大区ニノ」、区

贈禦騙響自繋鍵岡文助（第一
備考1多色刷り。

Y1422－009。05

　［近世紀聞　5編1～3］

明治8（1875）

219×154ミリ3巻3冊（1冊に合綴）79丁整版

簿夢繍原欝糠驚齢蹴年・
構成：題宇・序3（明治第八亥歳旦戯墨堂主人）、巻1

本茎25、巻2本文25、巻3本文26

懸謬難認妓勲藁灘鱗
目＿番地）発免。

備考：多色刷り。

Y1422－009－06

　［近世紀聞　6編1～3］

明治8（1875）

219×155ミリ3巻3冊（1冊に合綴）61丁整版

嬰纏藝蕪麟驚縣鋪年・
構成1題字・挿絵3、巻1本文27、巻2本文27、巻3
本文24

型聾器駕㌶喜暑月憲諮愛難麟雑実

区＿小区浅草西鳥越町甲ノニ番地）、出版人東京
茎岬文助（第一大区＋三小区横山町三丁目二番地）発

備考：多色刷り。

Y1422－009－07

　［近世紀聞　7編1～3］

明治9（1876）

219×155ミリ3誉3冊（1冊に合綴）78丁整版
題簸源・染崎延房輯近世紀聞七編自元治甲子至
蓼慮兀乙丑巻之表紙：原・濃紺：布購こ網目型押

難鷺験嬰黛綴纂柳北漁父）・巻・本

肇轄隻凝妻暑月燕諮欝藩麟雑昊

影斐鑛蔓難鞍篠醗諸臨纏

鷺舗盟定価58銭3擁ろ表紙見返しにr史



構成1目録1、本文23、遊紙1

XO423－002－03（1）

［続落穂集　5］

（1747年）

242×166ミリ26丁写本
題籏：原・続落穂集五之六表紙：原・茶色：無地

構成：遊紙1、巻5目録1、本文24　＿
印記：霞亭文庫・早川蔵書・宗辰所集・二井家3。

備考：三井ラベル「C211・新・17」

XO423－002－03（2）

［続落穂集　6］

（1747年）

25丁写本
構成：目録1、本文24

XO423－002－04（1）

［続落穂集　7］

（1747年）

繊藷基鰹七繁表紙原・茶色無地

構成：遊紙1、巻7目録1、本文31　＿
印記＝霞亭文庫・早川蔵書・宗辰所隼●二井撚

備考＝三井ラベル「C211・新・17」

XO423－002－04（2）

［続落穂集　8］

（1747年）

30丁写本
構成：目録1、本文28、遊紙1

XO423－002－05（1）

［続落穂集　9］

（1747年）

籔醸漏輩鱗表紙原・茶色・無地

構成：遊紙1、巻9目録1・本文20　＿

羅懇離騰欝●薄蔀消・蔵
書』と墨書あり。三井ラベル「C211・新・17」

XO423－002－05（2）

［続落穂集　10］
延享4（写）（1747）

52丁写本
難呈辮薯o潔乳綴之、延享四丁卯年

八月下旬書写之本野興業（抹消）。

XO423－003

勝山在善虫記
文政11（1828）

黙藷畠趨翻藤姦、原・生成無地

4．その他〔372〕

Y2422－001

万石騒動
明￥台28（1895）

225×151ミリ1巻1冊43丁活版

灘顯羅舗縮讐贈本文・絃

1鞠鱗難糞灘顯羅
川忠亮（京橋区築地2丁目）。

印記：本居文庫。

4．その他123．風聞／

XO423．001　　　　　　　　　　　　　見聞記

［落穂集　1～7］

蘇鷹野馨7冊（、冊に合綴）63丁写本

題簸、原・落穂集（打付）表紙：原・生成

備考：仮綴じ。表紙にラベルr鴉軒文庫」。三井フベル

rC211・A・16」（抹消）。

XO423．002－01（1）　　　　　　　　　　見聞記

　［続落穂集　1］

羅継・些塁要綴羅。籍
無地
構成二遊紙1、巻1目録1・本文23　＿
印記，霞亭文庫・早川蔵書・宗辰所集・二井家3・

備考：三井ラベルrC211・新・17」

XO423－002－01（2）

［続落穂集　2］

（1747年）

32丁写本
構成1目録1、本文30、遊紙1

XO423－002－02（1）

［続落穂集　3］

（1747年）

難藤羨潔艶表紙・縣色無地
構成：遊紙1、巻3目録1、本文24　＿
印記、霞亭文庫・早川蔵書・宗辰所集・二井家3・

備考：三井ラベル「C211・新・17」

XO423－002－02（2）

［続落穂集　4］

（1747年）

25丁写本



刊記：右文通勝山町人近藤与平より松本神谷方へ親類

之事二付見廻二遣し申侯、人々如此返事来候旨みせ
候を写し申候文政十一子年八月目（末尾）。
備考：仮綴じ一つ綴り。前表紙にラベル「鴉軒文庫」貼
付。見返しと1丁メ丁間に紙片（r97・総・鴇」）あり。前表

紙に「文政十一子年八月」（墨書）と下ヶ札。

XO423－004－01

［見聞録　1］

明治20（写）（1887）

243×168ミリ2巻2冊154丁写本
題簸：後・見聞録共二一表紙：後・肌色：三井家編
纂室蔵の文字型押し
構成：元表紙1、本文152、元後ろ表紙1（福田屋風呂
敷製斗）

刊記＝明治二十年十一月十八目深川東元町福多長次
郎方二而写墨縄をひ孫のたくみに習ハすハまかりての
みや人のゆくらん辰八十二（元表紙裏）。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：大蔵省の罫紙を使用。本文32丁メ表に切紙貼付
あり。明治44年6月27目購求の印。後ろ表紙に「明治
四十四年六月二十七目書難村口より購入」（朱書）。三
井ラベル「A910・20」。32の記録からの抜書き。書誌情

報はXO423－004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］
および同（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］も参照。

XO423－004－02（3）

［見聞録　2のうち　結城藩水野事件］

16丁写本
備考1書誌情報はXO423－004－01［見聞録1］および
XO423－004・02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（5）

［見聞録　2のうち　小田原藩浅田鉄蔵ロ書之
写］

10丁写本
刊記1林蔵（末尾）。

備考：書誌情報はXO423－004－01［見聞録1］および

XO423－004・02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（6）

［見聞録　2のうち　番町皿屋敷故実］

明治28（写）（1895）

24丁写本
刊記1明治廿八年乙未四月中旬赤城氏ヨリ借写林姓
（末尾）。

印記1林校蔵書。

備考＝書誌情報はXO423－004－01［見聞録1］および

XO423－004・02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（8）

　　　　　4，その他　4．その他！23．風聞／　〔373〕

［見聞録　2のうち　さされかたき］
明治26（写）（1893）

8丁写本
刊記：明治二十六年癸巳如月初旬赤城氏より借写之
林氏。

備考：書誌情報はXO423－004・01［見聞録1］および

XO423－004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（9）

［見聞録　2のうち　異名集］

8丁写本
備考1書誌情報はXO423－004－01［見聞録1］および
XO423・004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（13）

［見聞録　2のうち　本国釈莫儀注］
安政4（写）（1857）

7丁写本
刊記：天保十三年歳在壬寅仲秋中旬、安政四年丁巳
仲秋初旬写、鶴牧林美辰（末尾）。

備考：書誌情報はXO423－004－01［見聞録1］および

XO423－004・02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（17）

［見聞録　2のうち　祝融録抜抄・祝融録］

30丁写本
備考：書誌情報はXO423－004－01［見聞録1］および

XO423・004・02（1）［見聞録2のうち憲教類典コ、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（19）

［見聞録　2のうち　紀元節奉祝］

10丁写本
備考：書誌情報はXO423・004－01［見聞録1］および

XO423－004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（20）

［見聞録　2のうち　田宮坊太郎略伝］

明治40（1907）

9丁写本
備考：書誌情報はXO423・004－01［見聞録1］および

XO423－004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（21）

［見聞録　2のうち　阿保多羅経］

9丁写本



〔374〕　4．その他

刊記：鶴牧林姓（末尾）。

警煮徽稚暑謄欝摺鵡浸読旛義箒纂

はXO423・004－01［見聞録　1］および
XO423・004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］も参

照。

Y1423－001

時世のぼり凧

慶応2（1866）
363×485ミリー枚刷1丁整版
題簸：原・時世のぽり凧（打付）表紙：なし

刊記：慶応二年寅夏。
備考＝酸性紙の紙に貼り付け。三井ラベル「DO90・新・

1」

4．その他125．対外関係！

XO425－001－01（1）

［文化元甲子九月ヲロシア人長崎江着岸始末一

件写］

文化1（内容）（1804）
243×175ミリ7巻7冊（1冊に合綴）13丁写本
題簸、原・文化元年ヲロシア人長崎江着岸始末一件諸

説写表紙：後・ボール紙、元表紙は生成

構成：表紙1、本文12
印記：三井文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「B245・10」

XO425－001－01（2）

［文化元甲子九月魯西亜人連渡候漂流人四人於

御役所丑三月廿九日申上候口書］

文政2（写）（1805）

32丁写本
構成：表紙1、本文31
刊記＝文政二年卯二月写之大坂住望月小兵衛。

XO425－001－01（3）

［異舩一件聞書之写］

17丁写本
印記：宗辰所集・三井家3。

XO425－001－01（4）

［カラフト表へロシア船渡来一件写］

文化8（内容）（1811）

7丁写本

XO425－001－01（5）

［長崎表紅毛船渡来一件　写］

文化5（内容）（1808）

13丁写本

XO425－001－01（6）

［長崎表ヲロシア渡来写］

嘉永6（内容）（1853）

17丁写本
構成：表紙1、本文16
備考：最終丁裏にr三冊之内積慶堂」（墨書）

XO425－001－01（7）

［ヲロシア国使節持渡候国書和解］

嘉永6（内容）（1853）

2丁写本
刊記：嘉永六丑年十月十八目出長崎之者より申来ル。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO425－002－02（1）

北亜墨利加渡来一件諸書写

243×186ミリ8巻8冊（1冊に合綴）42丁写本
題籏：原・北亜墨利加渡来一件諸書写表紙：後・ボー

ル紙
構成：表紙1、本文41
印記1三井文庫・宗辰所集・三井家3。
備考：最終丁に「三冊之内積慶堂」（墨書）。三井ラベ

ノレ「B245・11」

XO425－002－02（2）

［アメリカ船渡来につき覚］

4丁写本
印記：宗辰所集・三井家3。

XO425－002－02（3）

［浦賀説書］

8丁写本
構成：表紙1、本文7
印記：宗辰所集・三井家3。

XO425－002－02（4）

［行列図ほか］

嘉永6（内容）（1853）

273×382ミリ9丁写本
印記：三井文庫・宗辰所集・三井家3。

備考＝酸性紙の封筒に入る。合綴。

XO425－002－02（5）

［嘉永六年八月四日家慶公御贈官位・同年八幡石

清水放生会等宣命写］

嘉永6（内容）（1853）

4丁写本
構成：表紙1、本文3
印記：宗辰所集・三井家3。

XO425－002－02（6）

［桑名侯上書］

嘉永6（内容）（1853）

6丁写本



　　　　4．その他　4．その他125．対外関係1　〔375〕

題籏：原：辮谷叢説表紙：原・黄色無地

構成：目録1、本文86
印記：多計廼舎所蔵・高麗蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：本文14丁裏に貼紙がある。

XO425－004－02

解谷叢説　2

文化4（写）（1807）

235×164ミリ69丁写本
題簸：原：塀谷叢説表紙：原・黄色無地

構成1目録1、本文68
刊記：文化四丁卯年九月十目於松前官舎写勝谷。
印記：多計廼舎所蔵・高麗蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ル三百八／三巻」（下ヶ札）

XO425－004－03

螺谷叢説　3

（1807年）

235×165ミリ73丁写本
題簸：原1塀谷叢説表紙：原・黄色無地

構成：遊紙2、本文71
印記：多計廼舎所蔵・高麗蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：内容は問宮林蔵著「カラフト島大概略図」ほか。

三井ラベル「B245・9」

XO425－005－01

阿片鳩識記　1
天保11・12（内容）（1840）

267×185ミリ3巻3冊40丁写本
題簸＝原・阿片鳩識記一表紙：原・渋引き横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝三井ラベル「B300・新・5」

XO425－005－02

阿片鳩識記　2
天保13（内容）（1842）

267×185ミリ23丁写本
題籏：原・阿片鳩識記二表紙＝原・渋引き横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「B300・新・5」

XO425－005－03

阿片鳩識記　3
天保14（内容）（1843）

266×184ミリ51丁写本
題簸：原・阿片鳩識記三止表紙：原・渋引き横刷毛
目

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二九拾」（下ヶ札）、三井ラベル「B300・
新・5」

XO425－006

阿片始末

天保14（内容）（1843）

270×185ミリ1巻1冊85丁写本
題簸：原・阿片始末全表紙：原・葡萄色：小葵型押

XO425－002－02（7）

［阿部正弘触書］

4丁写本
印記二宗辰所集・三井家3。

XO425－002－02（8）

［遠州掛川より来る風聞・問屋行事願書雛形・皇

都風説反古］

5丁写本
構成：聞書1、願書1、風説3
印記：宗辰所集・三井家3。

XO425－003－01

［俄羅斯亜雑話］

文化2（序）（1805）

266×194ミリ2巻2冊（4冊に分冊）27丁写本
題簸1なし表紙：後・黄櫨色：鳳鳳に麻紋刷り

構成＝遊紙1、序2（文化乙丑之秋崎陽峨眉山樵武田孟
文）、凡例2、目録5、本文16、遊紙1
印記：赤季巷図書印。

XO425－003－02

［俄羅斯亜雑話　続き2・同拾遺］

（1805年）

267×194ミリ46丁写本
題簸：なし表紙1後・黄櫨色：鳳風に麻紋刷り

構成：遊紙1、本文33、拾遺附録11、遊紙1
印記：赤季蕎図書印。

備考：「ヲロシア国由緒之事」から、拾遺へ続く。拾遺の

前にIXO425・003－03・041が入る。

XO425－003－03

［俄羅斯亜雑話　続き1］

（1805年）

267×195ミリ38丁写本
題簸：なし表紙：後・黄櫨色＝鳳恩に麻紋刷り

構成：遊紙1、本文36、遊紙1
印記：赤季落図書印。

XO425－003－04

［俄羅斯亜雑話　続き3］

（1805年）

266×194ミリ32丁写本
題籏：なし表紙＝後・黄櫨色：鳳風に麻紋刷り

構成：遊紙1、本文30、遊紙1
印記：赤季董図書印。

備考1後ろ表紙に「雑書拾三番」（下ヶ札）

XO425－004－01

螺谷叢説　1

（1807年）

235×163ミリ3巻3冊87丁写本



〔376〕　4．その他

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「B300・新・4」

XO425－007

紅毛苦密集成
（嘉永5）（1852）

239×167ミリ1巻1冊99丁写本
題簸：原・紅毛苦蜜集成完表紙：後・薄茶色無地
構成：元表紙1、前書3（天保十五年辰六月阿蘭陀人カ
ヒタン三人連印）、目次1、蘭王上書和解ほか36、遊紙

1、寛政蝦夷地ほか58
印記＝三井家編纂室蔵書。

備考：後ろ表紙見返しに「明治四十二年十月廿六目梨
本匹神田より求」（墨書）。三井ラベル「B240・29」

XO425－008（1）

滞舩応接略記　1

安政1（内容下限）（1854）

266×187ミリ3巻3冊（1冊に合綴）28丁写本
題簸：原・滞舩磨接署記表紙：後・丁子格子
印記：内邸文庫・八角蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「B245・7j

XO425－008（2）

［滞舩応接略記　2］

（1854年）

16丁写本

XO425－008（3）

［滞舩応接略記　3］

（1854年）

26丁写本

XO425－009－01

亜米利加雑話　1

嘉永7（内容下限）（1854）

267×187ミリ5巻5冊（3冊に合綴）44丁写本
題簸：原・亜米利加雑話一表紙：後・丁子格子
構成：本文22、雑話1目録1、本文21（ママ）
印記：内邸文庫・八角蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「B245・6」。XO425－009・03（2）［魯西

亜雑記］も参照。

XO425－009－02（1）

［亜米利加雑話　2］

（1854年）

267×187ミリ23丁写本
題簸1原・亜美理駕雑話二・三表紙：後・丁子格子

構成：目録1、本文22
印記：内邸文庫・八角蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「B245・6」

XO425－009－02（2）

［亜米利加雑話　3］

（1854年）

24丁
構成：目録1、本文23

XO425－009－03（1）

［亜米利加雑話　4］

（1854年）

267×187ミリ19丁写本
題籏：原・亜美利駕雑話四　附魯西亜雑記表紙：
後・丁子格子

構成：目録1、本文18
印記：内邸文庫・八角蔵・宗辰所集・三井家3。

備考＝三井ラベル「B245・6」。XO425・009・03（2）［魯西

亜雑記］も参照。

XO425－009－03（2）

［魯西亜雑記］

（1854年）

28丁写本
構成：魯西亜雑記目録1、本文27
備考：書誌情報はXO425－009・01亜米利加雑話1、
XO425－009・03（1）［亜米利加雑話4］を参照。

XO425－010－01

ゑびすのうわさ　内海雑話　1

安政2（内容）（1855）

239×156ミリ5巻5冊71丁写本
題簸1原・ゑひすのうわさ内海雑話一表紙：原・茶
色無地
構成：遊紙1、本文70
刊記：安政二乙卯年正月筆始同亥甲寅之追加従説噂
に是続者也（巻頭）、安政二乙卯九月二而終同冬十
月之部追加書江続。
印記：三井文庫。

備考：布鉄に入る。昭和13年4．月15目購求。三井ラ
ベル「B249・15」

XO425－010－02

ゑびすのうわさ　内海雑話　2

安政2（内容）（1855）

240×157ミリ95丁写本
題簸：原・ゑひすのうわさ内海雑話二表紙：原・茶

色無地
構成：遊紙1、本文94
刊記：安政二乙卯年ノ追附書十月筆采（巻頭）。

印記：三井文庫。

備考：昭和13年4月15目購求。三井ラベルrB249・
15」

XO425－010－03

ゑびすのうわさ　内海雑話　3

安政3（内容）（1856）

239×156ミリ69丁写本
題籏：原・ゑひすのうわさ内海雑話三表紙：原・茶

色無地
構成：遊紙1、本文41、奥書1（内海雑話ゑひすのう
わさ五巻嘉永六癸丑年六月始筆写、安政三丙辰年十



月止筆自編井書画）、本文27
刊記：安政三丙寅年十月筆を捨て中一年又今同五戊
午年孟夏筆を始（43丁メ）。

印記：三井文庫。

備考＝昭和13年4月15目購求。三井ラベル「B249・
15」

XO425－010－04

ゑびすのうわさ　内海雑話　4

安政5（内容）（1858）

240×157ミリ96丁写本
題簸＝原・ゑひすのうわさ内海雑話四表紙：原・茶
色無地
構成：遊紙1、本文95
印記：三井文庫。

備考：昭和13年4月15目購求。三井ラベルrB249・
15」

XO425－010－05

ゑびすのうわさ　内海雑話　5

文久2（内容）（1862）

240×157ミリ88丁写本
題籏：原・ゑひすのうわさ内海雑話五止表紙：原・
茶色無地
構成：遊紙1、内表紙1（安政五戊午同六己未萬延庚申

同改元文久元辛酉同二壬戌年）、本文86
印記：三井文庫。

備考：44丁表に切紙3・71丁表に切紙1貼付あり。昭
和13年4月15日購求。三井ラベルrB249・15」。購入
に関する記事が後ろ表紙見返しに朱書される。

XO425－011

清国阿片始末

238×168ミリ1巻1冊111丁写本
題簸：原・清國阿片始末全表紙1後・薄茶色無地
構成：遊紙1、本文109、遊紙1
備考：後ろ表紙見返しにr明治四十二年十月廿六目製

本匹神田万丸ヨリ購入」（墨書）、三井ラベルrB300・
10」

Y1425－001

御免新版絵入天保三年来朝　琉球人　行列記

天保3（1832）

230×161ミリ1巻1冊18丁整版
題籏：原・御免新版絡入天保三年来朝琉球人行列
記表紙：後・藍色無地
構成：序3（天保三年壬辰八月　無名氏）、本文15

刊記：干時天保三年辰十月来朝御免取次判元薩州
御出入方伏見箱屋町丹波屋新左衛門・同下板橋
兼春市之丞、京都書林寺町通錦小路上ル菱屋弥兵
衛。

備考：後ろ表紙にr雑画六番」（下ヶ札）、三井ラベル
「B249・30」

Y1425－002－01

異国渡来年代誌　乾
摺り物

4。その他　4．その他！26．漂流記／　〔377〕

（1860年）

222×154ミリ2巻2冊3丁整版
題簸1原・異國渡来年代誌乾表紙＝後・藍色無地
構成：元表紙1、本文2
刊記：文開堂梓（表紙）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「：B240・新・33」

Y1425－002－02　　　　　　　　　　摺り物
異国渡来年代誌　坤

安政7（1860）

222×154ミリ3丁整版
題簸＝原・異國渡来年代誌坤表紙：後・藍色無地
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和10年7月廿6目寄託、三井ラベルrB240・
新・33」

Y1425－003　　　　　　　　　　　摺り物
異国舩年代記
（1881年）

367×603ミリー枚物1丁整版
題簸：原・異國船年代記表紙：原・丁子引き
備考＝内題「太平皇国勲功」。

4．その他ノ26．漂流記1

×0426－001－01

宝暦漂流聞書上
（1752年）

230×161ミリ2巻2冊41丁写本
題籏：原・寳暦漂流聞書表紙：後・薄藍色：布目地型
押し

構成：元表紙1、本文40
刊記1宝暦元年未十二月廿一目唐國福建省江致漂
着候奥州南部之者六人口書（元表紙）。

備考：和紙の秩に入る。

XO426－001－02

宝暦漂流聞書下
宝暦2以降（1752）

230×161ミリ33丁写本
題籏：原・寳暦漂流聞書下表紙：後・薄藍色：布目地
型押し

構成：元表紙1、本文32
刊記：宝暦元年未十二月廿一日　南部之者共積荷物
井唐國二而貰物等覚帳（元表紙）。

XO426－002（1）

［異国渡り口書］

宝暦6（写）（1756）

240×176ミリ2巻2冊（1冊に合綴）23丁写本
題簸：原・異國渡り口書越前新保村国田兵右衛門等・

亜墨利迦漂流記土州萬次郎写表紙：後・ボール紙
構成：元表紙1（生成）、本文21、元後ろ表紙1（生成）

刊記：七月（ママ）甲申六月　此異国渡り口上書之一冊

者索恕先生多年令所持給本也今有拝借書写之竹内



題簸：なし表紙二原・丁子引き

構成：目次1、本文17
刊記＝薩摩侍医曽繁識（巻頭）。

印記：奈倍図書之記・鈴木重壽南山棲珍蔵之記・宗辰

所集・三井家3。

備考：三井ラベル「C211・新・12」

XO426－005－01（2）

［無人島談話　2］

（1797年）

22丁写本

XO426－005－02（1）

［無人島談話　3］
寛政9（賊）（1797）

263×181ミリ23丁写本
題籏：なし表紙：原・丁子引き
構成：本文22、賊1（寛政九年冬十一月薩摩侍医繁士）
印記：奈倍図書之記・鈴木重壽南山棲珍蔵之記・宗辰

所集・三井家3。

備考：三井ラベル「C211・新・12」

XO426－005－02（2）

［無人島談話　4］

（1797年）

13丁写本
刊記：薩摩侍医曽繁識（巻頭）。

XO426－005－02（3）

［無人島談話　5］

（1797年）

19丁写本
刊記：薩摩侍医曽繁識（巻頭）。

　
　
　
　
成
本

　
　
　
　
生
L

　
　
　
　
原
例

　
　
　
　
紙
凡

　
　
　
　
表
天

　
　
　
　
　
人

　
　
　
本
働
山

　
　
　
写
打
夢

　
　
　
　
（
聴

　
　
　
丁
乾
海

　
　
　
鞍

　
　
　
2
ヒ
未

　
　
　
巻
1
己

1
　
　
2
記
政

り
乾
　
リ
流
寛

06

　
ー
添
漂
以

難
嚥
環
序

0 　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

4
洋
8
9
籏
成
5
記
考
井

X
北
0
2
3
題
構
文
印
備
三

：赤季巷図書印・三井文庫。

：包背装。最終丁に「漂雑書拾壱番」（下ヶ札）。

ラベル「CO81・10」。

XO426－006－02

北洋実録　坤
文化1以降（内容）（1804）

239×172ミリ58丁写本
題簸：原・漂流記北洋実録坤（打付）表紙：原・生成

構成：魯斎亜州言葉之部31、吹上台覧記23、文化元

年異国船相見手当4
印記：赤季巷図書印・三井文庫。
備考：包背装。後ろ表紙に「漂雑書拾壱番」（下ヶ札）。

三井ラベル「CO81・10」。

〔378〕　4．その他

重賢、右又竹内氏恩借書写之宝暦六年丙子閏十一
月　林久朝、予又自小門氏借求書写之畢宝暦六年丙
子閏十一月廿八日　内藤氏。
印記：エチゴン・三井文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：元表紙にr留OOO壱冊」（墨書）。三井ラベル
「CO81・新・9」。XO426・002（2）［亜墨利迦漂流記］も参

照。

XO426－002（2）

［亜墨利迦漂流記］

嘉永6（写）（1853）

17丁写本
構成：元表紙1（生成）、本文15、元表紙1

刊記：嘉永癸丑年仲秋写之。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：書誌情報はXO426－002（1）［異国渡り口書］を参

照。

XO426－003（1）

［漂流記　塩飽源左衛門］

（1771年）

223×161ミリ3巻3冊（1冊に合綴）16丁写本
題簸：後・漂流記全表紙：後・丁子引き：布目地型押

し

構成＝元表紙1（塩飽源左衛門之事）、本文14、白紙1

XO426－003（2）

［漂流記　孫太郎］

明和8以降（写）（1771）

10丁写本
構成：明和8年孫太郎帰朝10
備考：後ろ表紙見返しにr漂雑書拾壱番」（下ヶ札）。

三井ラベル「CO81」。

XO426－003（3）

［漂流記　広東漂人］

（1771年）

61丁写本
構成：元表紙1（広東漂人演説記）、本文59、白紙1

XO426－004
［漂民吹上台覧記］

寛政5以降（内容）（1793）

273×199ミリ1巻1冊26丁写本
題簸：後・寛政五癸丑九月十八目幸太夫・磯吉漂流

記表紙：後・濃藍色無地

構成：絵1、本文25
刊記：侍医法眼桂川甫周国瑞誌。

印記1三井文庫。
備考：後ろ表紙見返しにr漂雑書拾壱番」（下ヶ札）。

三井ラベル「CO81・6」。

XO426－005－01（1）

［無人島談話　1］

（1797年）

263×180ミリ5巻5冊（2冊に合綴）18丁写本



XO426－007－01（1）

［環海異聞　1］

文化4（序）（1807）

267×193ミリ15巻15冊（5冊に合綴）61丁写本
題籏：原・環海異聞壱（打付）表紙：原・丁子色無地

構成：遊紙1、序例付言28（文化四年丁卯初夏医臣大

槻茂質）、目次5、巻1本文27
印記1宗辰所集・三井家3。

備考1内題は「露西亜國漂客紀聞」、巻2尾題は「環海
紀聞」。前表紙にrロニ百拾八」（貼紙）とrロ印二百十八
／五冊」（下ヶ札）。

XO426－007－01（2）

［環海異聞　2］

（1807年）

27丁写本

XO426－007－02（1）

［環海異聞　3］

（1807年）

266×193ミリ25丁写本
題簸：原・環海異聞戴（打付）表紙：原・丁子色無地

構成1遊紙1、巻3本文24
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「漂客紀聞」。

XO426。007－02（2）

［環海異聞　4］

（1807年）

29丁写本

XO426－007－02（3）

［環海異聞　5］

（1807年）

26丁写本

XO426－007－03（1）

［環海異聞　6］

（1807年）

266×193ミリ24丁写本
題籏；原・環海異聞三（打付）表紙：原・丁子色無地

構成：遊紙1、巻6本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「漂客紀聞」。

XO426－007－03（2）

［環海異聞　7］

（1807年）

21丁写本

XO426－007－03（3）

［環海異聞　8］

（1807年）

18丁写本

4．その他　4．その他／26。漂流記！　〔379〕

XO426－007－03（4）

［環海異聞　9］

（1807年）

22丁写本

XO426－007－04（1）

［環海異聞　10］

（1807年）

266×194ミリ24丁写本
題籏：原・環海異聞四（打付）

構成：遊紙1、巻10本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「漂客紀聞」。

XO426－007－04（2）

［環海異聞　11］

（1807年）

27丁写本

XO426－007－04（3）

［環海異聞　12］

（1807年）

27丁写本

表紙：原・丁子色無地

XO426－007－05（1）

［環海異聞　13］

（1807年）

266×193ミリ26丁写本
題簸：原・環海異聞五（打付）表紙：原・丁子色無地

構成：遊紙1、巻13本文25
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「漂客紀聞」、朱書あり。

XO426。007－05（2）

［環海異聞　14］

（1807年）

27丁写本

XO426－007－05（3）

［環海異聞　15］

（1807年）

50丁写本
構成1巻15本文47、浦光太夫雑話3

XO426－008－01

［東縫紀行　上］

文化7（序）（1810）

264×184ミリ4巻4冊（3冊に合綴）22丁写本
題簸：原・東鍵紀行天（朱書打付）表紙：後・丁子引
き

構成：凡例2（文化七庚午年秋七月泰貞廉）、巻上本文
20
刊記＝常陸間宮林蔵口述・備中村上貞助編纂（巻頭）。

印記：山氏文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「東轄地方紀行巻上」。前表紙にrホ印六



〔380〕　4．その他

十」（貼紙）とrホ印六十！三巻」（下ヶ札）。

XO426－008－02

［東縫紀行　中］

（1810年）

264×183ミリ21丁写本
題簸：原・東縫紀行人（朱書打付）表紙：後・丁子引

き
刊記：常陸間宮林蔵口述・備中村上貞助編纂（巻頭）。

印記：山氏文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr東鮭地方紀行巻中」。請求番号変更

XO426－008－03（1）

［東鍵紀行　下］

（1810年）

263×184ミリ10丁写本
題籏：原・東鮭紀行地（朱書打付）表紙：後・丁子引

き
刊記：常陸間宮林蔵口述・備中村上貞助編纂（巻頭）。

印記：山氏文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr東縫地方紀行巻下」。請求番号変更

XO426－008－03（2）

［東輕紀行　付録］

（1810年）

4丁写本
構成：本文3、地図1

XO426－009（1）

［漂民帰朝吟味口書］

文化10以降（内容）（1813）

224×158ミリ2巻2冊（1冊に合綴）18丁写本
題簸：原・漂民蹄朝口書寓全表紙：後・秘色：分銅に

菊丸文型押し
構成：吟味口書18（文化十己酉年清五郎・忠五郎・安

五郎・嘉蔵）

備考：XO426・009（2）［漂流人物語］も参照。

XO426－009（2）

［漂流人物語］

（1813年）

9丁

備考：三井ラベル「CO81・13」。書誌情報は
XO426・009（1）［漂民帰朝吟味口書］を参照。

XO426－010
［漂民帰朝ロ書］

天保2以降（内容）（1831）

235×167ミリ1巻1冊68丁写本
題簸：剥離表紙：後・絹茶色
構成：目録9、口書33、白紙1、貰物等8、ハダン国語6、

風俗ほか7、唐人和解4
印記：赤季巷図書印。

備考：後ろ表紙見返しr漂雑書拾壱番1（下ヶ札）。三
井ラベル「CO81・14」。

XO426－011（1）

［無人島巡査記］

天保9（写）（1838）

267×190ミリ4巻4冊（1冊に合綴）9丁写本
題簸：原・無人嶋記巡査井漂流表紙：原・薄卵色無

地
構成：遊紙1、巡査記（延宝3）8
刊記：天保乙未の七月星合のゆふべ懸しるす、此書者

薩摩の侍医曽昌遵手沢の本を請得て臨写す干時天保
九戌のとし仲春五日校合畢不器斎藤重煕（照か）。

印記：引馬文庫・勾玉に地理・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古の書状（幕府老中宛か）を使用。前表

紙に「ホ印四百九十／壱冊」（下ヶ札）、三井ラベル
「C211・新・10」。以下XO426・011（2）～（4）も参照。

XO426－011（2）

［無人島漂流記］

（1838年）

10丁
構成1漂流記（元禄9）10備考：書誌情報は
XO426－011（1）［無人島巡査記］を参照。

XO426－011（3）

［三艘の者共の記］

（1838年）

17丁
構成：三艘の者共の記（寛政9）17
備考：書誌情報はXO426・011（1）［無人島巡査記］を参

照。

XO426－011（4）

［無人島談話］

（1838年）

26丁
構成：無人島談話（寛政10）23、奥書2、遊紙1
備考：書誌情報はXO426・011（1）［無人島巡査記］を参

照。

XO426－012－01（1）

［蕃談和解　1］

天保10以降（内容）（1839）

250×179ミリ6巻6冊（3冊に合綴）31丁写本
題簸：原・蕃談和解三冊之内上表紙：後・薄茶色無

地
構成：内表紙1、本文28、遊紙2、
印記：生形氏蔵書印・望城奈倍志来文庫・宗辰所集・三

井家3。

備考：内題はr蕃談附考巻之一」。前表紙r□百八」
（貼紙）「二印百八1三冊」（下ヶ札）、後ろ表紙見返し「蕃

談和解入ヲルソ（カ）」（下ヶ札）

XO426－012－01（2）

［蕃談和解　1続］

（1839年）

29丁写本
構成：内表紙1、本文28


