
XO426－012－02（1）

［蕃談和解2］
（1839年）

248×179ミリ30丁写本
題簸：原・蕃談和解三冊之内中表紙：後・薄茶色無
地

構成：内表紙1、目次1、本文28、
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蕃談附考巻之二」。31丁目に切りとりが
ある。のどに虫損。請求番号変更。

XO426－012－02（2）

［蕃談和解　2続］

（1839年）

26丁写本
構成：内表紙1、本文24、遊紙1

XO426－012－03（1）

［蕃談和解3］
（1839年）

249×179ミリ34丁写本
題籏＝原・蕃談和解三冊之内下表紙：後・薄茶色無
地

構成：内表紙1、目次1、本文32
印記1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「蕃談附考巻之三」。請求番号変更

XO426－012－03（2）

［蕃談和解　3続］

（1839年）

21丁写本
構成：内表紙1、本文20

XO426－013－01

船長日記上
（1839年）

226×157ミリ3巻3冊36丁写本
題簸：原・船長目記上（打付）表紙：後・藍色無地

構成：遊紙1、はし書2（文政五年霜月池田寛親）、附て

いふ2、本文31
印記：新田文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：遊紙に本居大平の墨書（「池田寛親かかきたる船
長目記にを見て」）がある。前表紙に「ロ印三十六／三冊」
（下ケ札）。

XO426－013－02

船長日記中
（1839年）

226×157ミリ34丁写本
題籏：原・船長目記中（打付）表紙：後・藍色無地
印記：新田文庫・宗辰所集・三井家3。

XO426－013－03

4．その他　4．その他！26．漂流記1　〔381〕

船長日記下
天保10（写）（1839）

227×158ミリ21丁写本
題簸＝原・船長目記下（打付）表紙1後・藍色無地

構成：本文12、蹟2（文政六年四月十七目吉田中山
美石）、衣服など図6、尾州笠寺観音境内石碑1
刊記：天保十年二月以成田氏蔵本直暇謄写畢孤竹。
印記：新田文庫・宗辰所集・三井家3。

XO426－014
［漂流人申口聞書］

嘉永3以降（内容）（1850）

257×165ミリ1巻1冊36丁写本
題簸：なし表紙：後・ボール紙

構成：元表紙1（生成）、宝刀丸破船之事28、重徳丸破
船之事4、白紙2、元後ろ表紙1（生成）

刊記：参考：下海浦蓬莱屋庄右衛門持船宝刀丸文政九
年出帆、三国湊津田彦右衛門持船嘉永二年出帆。。
印記：生漉多（表紙見返し）・三井文庫。

備考：内表紙に「漂流人申口聞書」（墨書）。丁間に「鶏

総」の押印があるカード（洋紙）がある。

XO426－015－01

漂流者見聞図解　上
（1856年）

261×189ミリ1巻1冊（2冊に分冊）35丁写本
題籏：原・漂流者見聞圖解上（朱書打付）表紙：後・
天色：卍繋ぎ型押し

構成：序2（天保十五年甲辰の秋九月臣文謹亭）、図1、

本文32
印記：清心文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：青色罫紙を使用。後ろ表紙見返しに「漂流見聞
圖解」（下ヶ札）。

XO426－015－02

漂流者見聞図解　下
安政3（写）（1856）

261×190ミリ57丁写本
題籏：原・漂流者見聞圖解下（朱書打付）表紙＝後・
天色：卍繋ぎ型押し

刊記1安政三辰十月杉浦正彬写（方形朱印）。
印記：清心文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：青色罫紙を使用。

XO426－016
［漂流着信記］

明治5（1872）

247×175ミリ1巻1冊22丁写本
題簸：原・伊勢国飯高郡猟師村藤市等漂流記表紙：
後・ボール紙

構成：元表紙（生成）1、本文19、遊紙1、元後ろ表紙
（生成）1

印記ニウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻頭にr和歌山県管轄第九拾五匿伊勢国飯高
郡猟師村魚売渡世伝吉伜藤市」とあり。元後ろ表紙に
「川口平助」（墨書）。三井ラベル「CO81・新・4」。昭和

11年12月12目寄託。



Y1426－002－03

南海紀聞　3

（1817年）

260×177ミリ16丁木活
題簸：原・南海紀聞三表紙：後・丁子引き
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二百壱番」（貼紙）。

Y1426－002－04

南海紀聞　4

（1817年）

260×176ミリ17丁木活
題簸：原・南海紀聞四表紙：後・丁子引き
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二百壱番」（貼紙）。

Y1426－002－05

南海紀聞　5

文化14以降（内容）（1817）

260×176ミリ27丁木活
題籏：原・南海紀聞五表紙：後・丁子引き
構成：巻5本文26、賊1（梶原煕士）
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二百壱番」（貼紙）。

Y1426－003－01

漂流記　上
文久3（序）（1863）

234×156ミリ2巻2冊36丁整版
題簸：原・漂流記上（見返しに貼付）表紙：後・相思鼠

色布目地型押し
構成：序2（文久三年秋菊月播州彦蔵）、本文34

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「CO81・新・5」。

Y1426－003－02

漂流記下
（1863年）

233×157ミリ31丁整版
題簸：原・漂流記上（見返しに貼付）表紙1後・相思鼠
色布目地型押し

備考：見返しに鉛筆書きでr松井伝」。三井ラベル
「CO81・新・5」。昭和8年8月1目寄託。

4．その他！30．政治／

XO430－001　　　　　　　　　諌言・三谷家頻出
［治国談］

安永頃（1780）

297×221ミリ1巻1冊81丁写本
題簸：後・治國談全竹俣美作著表紙：後・茶色
構成：遊紙1、序1、本文78、賊1
印記：志賀・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：龍胤筆の後補あり。前表紙に「米沢藩」（貼紙）と

書名を記した下ヶ札。昭和6年11月26目寄託、三井
ラベル「」105・新・20」。カビに注意。

〔382〕　4．その他

Y1426－001（1）

［南漂記　1］

（1798年）

225×158ミリ5巻5冊（1冊に合綴）17丁整版
題簸：後・寛政六秋南漂記表紙：後・藍色無地
構成：序3（寛政丁巳季冬中野｛沃・枝芳軒）、目録2、凡

例1（静）、巻1本文11
備考：三井ラベル「CO81・11」。

Y1426－001（2）

［南漂記　2］

（1798年）

24丁整版

Y1426－001（3）

［南漂記　3］

（1798年）

23丁整版

Y1426－001（4）

［南漂記　4］

（1798年）

20丁整版

Y1426－001（5）

［南漂記　5］

寛政10（1798）

24丁整版
刊記二寛政十歳午正月京都書林六角通烏丸東江入
町銭屋長兵衛板。
備考：後ろ表紙に「イ」（朱書）。

Y1426－002－01

南海紀聞　1

（1817年）

260×177ミリ5巻5冊20丁木活
題籏：原・南海紀聞一表紙：後・丁子引き
構成：序2、凡例1、活字板追記凡例1、目録・図2、巻

1本文14
刊記：青木先生著南海紀聞十部限頒同志（封面）、
筑前青木興勝定遠著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二百壱番」・「ロニ百七十二」（貼紙と

rロニ百七十二1五巻」（下ヶ札）、後ろ表紙見返しにr南

海紀聞」（下ヶ札）。

Y1426－002－02

南海紀聞　2

（1817年）

260×177ミリ16丁木活
題簸＝原・南海紀聞二　表紙：後・丁子引き
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にr二百壱番」（貼紙）。



〔383〕その他　4．その他131．制度（近世）ノ4

引き

構成：御定書目録6、本文70
印記：赤季巷図書印。

備考：追加記事・朱書校合あり。後ろ表紙に「武廿番」
（下ヶ札）、三井ラベル「H221・76」

XO431－004－01

律例令　1
（1802年）

267×195ミリ3巻3冊86丁写本
題簸：原・律例令一表紙：原・丁字引き

構成：例書目録5、本文38、目録4、本文39
印記：赤季巷図書印。

備考：後ろ表紙にr武廿番」（下ヶ札）。三井ラベル
「H221・76」。

XO431－004－02

律例令　2
（1802年）

267×195ミリ70丁写本
題籏：原・律例令二表紙：原・丁字引き

構成：寺院之部42、社家之部24、宗門井人別帳之部4
印記＝赤季蕎図書印。

備考：三井ラベル「H221・76」

XO431－004－03

律例令　3
享和2（内容下限）（1802）

267×195ミリ84丁写本
題籏：原・律例令三表紙：原・丁字引き

構成：宗門井人別帳之部4、盲僧座頭之部30、雑之部
50
印記：赤季巷図書印。

備考：三井ラベル「R221・76」

XO431－005　　　　　　　　　　　　　　財政
山翁御財用伝授書

寛政1（内容下限）（1789）

188×142ミリ1巻1冊37丁写本
題籏：原・山翁御財用傳授書（打付）表紙：原・生成無

地

構成：目録1、本文36

印記：巌松堂古典部波多埜揮斯書、ウサギ・しんまちみ
ついけ。

備考：仮綴じ。酸性紙の紙秩（雄松堂のもの）に入る。紙

族の題簸は「仙藩山翁御財用傳授書寛政」。昭和8年
9月30目寄託。三井ラベル「D922・新・47」

XO431－006
［五人組帳前書］

文化4（写）（1807）

267×196ミリ1巻1冊18丁写本
題籏1後・五人組御改帳全表紙1後・丁字引き
構成：元表紙1（r五人組御改帳之写六拾八箇条附書
九ケ条」と墨書）、本文17

刊記＝文化四年卯五月写之森尊英（印）。

Y1430－001

国病論

220×152ミリ1巻1冊5丁木活
題籏：原・國病論活板（打付）表紙：原・生成
刊記：草醤真□（口偏に上）。

印記：臼［コ堂・宗辰所集・三井家3。

Y1430－002
［形勢論］

慶応2（識語）（1866）

218×150ミリ1巻1冊7丁木活
題籏1原・形勢論活字板禁費買（打付）表紙：原・生

4．その他／31．制度近世／

XO431－001　　　　　　　　　　　　　　　幕府
［律令要略］

寛保1（1741）

238×179ミリ1巻1冊106丁写本
題簸：後・律令要語改正（打付）表紙：後・生成

構成：目録3、本文103
印記1三井文庫。

備考：目録題は「律令要略」。三井ラベルrH221・北
73」。

XO431－002－01　　　　　　　　　　　　　幕府

律令百箇条　上

寛保2（内容下限）（1742）

268×195ミリ2巻2冊141丁写本
題簸：原・律令百箇條上表紙：原・丁字引き
構成＝（御定書条々）目録6、本文97、諸法度38
印記：赤季巷図書印。

備考：朱書校合あり。後ろ表紙に「武廿番」（下ヶ札）

三井ラベル「H：221・北・75」

XO431－002－02　　　　　　　　　　　　　幕府

律令百箇条　下
（1742年）

268×196ミリ130丁写本
題籏：原・律令百箇條下表紙：原・丁字引き

構成1評定所式法63、評定所法式並公事訴訟取捌之
部67
印記：赤季巷図書印。

備考：三井ラベル「H221・北・75」
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〔384〕　4．その他

印記：尊英・森・森氏・丸ウサギ・三井家7。

備考：昭和17年。三井ラベルrH222・新・31」

XO431－007－01

［類例略要集　上　京都部］

天保7（序）（1836）

264×188ミリ3巻3冊41丁写本
題籏二後・類例署要集上（打付）表紙：後・丁子引き：

布目地型押し
構成＝序・例言2（天保七年五月十五目）、目次13、上

巻本文26
刊記：覚亭竹尾次春謹編（巻頭）。

印記：赤季巷図書印。

備考：渋引きの紙帳に入る。

XO431－007－02

［類例略要集　中　東都巻上］

（1836年）

265×188ミリ41丁写本
題籏：後・類例暑要集中（打付）表紙：後・丁子引き：

布目地型押し
印記：赤季巷図書印。

XO431－007－03

［類例略要集　下　東都巻下］

（1836年）

265×188ミリ47丁写本
題籏：後・類例署要集下（打付）表紙：後・丁子引き：

布目地型押し
印記：赤季巷図書印。

XO431－008
旧事諮問録　勘定所財政之事

明治43（写）（1910）

239×161ミリ1巻1冊58丁写本
題簸：原・蕾事諮問録勘定所財政之事完表紙：原・
肌色：三井家編纂室蔵の文字型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文56
刊記：問答者鈴木重嶺、明治四十三年八月採訪（末
尾朱書）。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：三井ラベル「D922・22」

XO423－004－02（1〉

［見聞録　2のうち　憲教類典］

245×170ミリ12丁写本
題籏：後・見聞録共二二表紙：後・肌色：三井家編

纂室蔵の文字型押し
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：明治44年6，月27目購求の印。書誌情報は
XO423－004・01［見聞録1］およびXO423－004－02（21）

［見聞録2のうち阿保多羅経］も参照。

XO423－004－02（2）

［見聞録　2のうち　正月の儀式］

8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。

Y1431－001（1）

［地方聞書上］

（1668年）

136×191ミリ2巻2冊（1冊に合綴）27丁整版
題籏二後・円方四巻記（墨書・打付）表紙：後・紺色（ほ

ぼ剥離）

構成：遊紙1、地方聞書上26、地方聞書下22
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：表紙に疲れ。

Y1431－001（2）

［地方聞書下］

寛文8（1668）

22丁整版
刊記：此書よしあしにかかわらす世間の物語を取りひろ
いあっめて地方聞書と名付時宜によつて能をとり悪敷を

すつる事此書の変功によるへし寛文八申三月吉辰。
備考：後ろ表紙見返しに「資之く花押＞」（墨書）。前表

紙に書名を記した下ヶ札。昭和6年1月28目。三井ラ
ベル「H222・新・36」。

Y1431－002　　　　　　　　　　　　商用手弓1

［前売買定法］

文久2（1862）

261×189ミリ1巻1冊42丁整版
題籏：後・赤間関新築地並売買定法（墨書）表紙：後・

黄土色：卍繋ぎ型押し
構成：扉・題宇2、赤間関新築地地図5、本文351

刊記1文久二年壬戌睦月　悪盲之文を不恐書染しも恥

敷一笑の因か商家之便宜欺御免可給候　西隅愚人
敬白。

印記＝本川西図書・大阪伏見町住こにし平・巌松堂古
典部波多埜埜斯書・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和9年8月9目寄託、三井ラベル「D421・新・

56」

4．その他／32．規式書／

XO432－001－01

要簾弁志　1

文化9（1812）

268×191ミリ5巻5冊23丁写本
題簸：原・要筐　志（打付）　表紙：原・丁字引き

印記：赤季巷図書印占．

備考1渋引きの紙鉄に入る。紙峡にr武十九番」（貼
紙）。

XO432－001－02

要筐弁志　2
（1812年）
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構成：序1（清宣條）、凡例・禁裏図1（文化八辛未冬源

秋宣）、本文20

刊記：文化九年壬申季冬皇都書林寺町二条林権
兵衛・二条富小路林伊兵衛・烏丸錦小路近藤喜右
衛門・三条室町泉太兵衛。
備考1三井ラベル「H250・北・4」

Y1432－002　　　　　　　　　　　　　　幕府
［武家肇要］

文政10（1827）

75×174ミリ1巻1冊29丁整版
題籏：後・掌中武家肇要（墨書）表紙：後・覗色布目地

刊記：文政十丁亥冬（封面）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：最終丁に「禁売買」（朱印）。前表紙に「文政十年」

（貼紙）。昭和8年5月2目寄託。

Y1432－003　　　　　　　　　　　　　　幕府

武家肇要

文政13（1830）

69×155ミリ1巻1冊29丁整版
題簸：原・武家撃要全表紙：原・海老茶色亀甲繋型
刊記：文政十三庚寅年春五百部限絶板不許売買。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「時空天嶺」（墨書）と、r文政十三年」

（貼紙〉・「文政十三年！武家□要」（下ヶ札）、29丁に「伏

見毛利橋1石黒所蔵」（朱印）。昭和7年4月8目寄託。

Y1432－004　　　　　　　　　手引（武家・禁書

［掌中武家撃要］

文政13（1830）

73×160ミリ1巻1冊29丁整版
題簸：なし表紙：後・水浅葱色無地

刊記：文政十三庚寅初春五百部絶板限不許売買。
備考：三井ラベル「H240・新・10」

Y1432－005

列国家号弁議

天保3（1832）

76×163ミリ1巻1冊59丁整版
題籏：原・列國家號　議完表紙：原・花色・布目

構成：巻頭に凡例1丁

刊記：天保三年四月校合七月新鏑不許売買三百部限
絶板印（□）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：39丁に上・下がある。木箱内のくくり紐一括（7）の

18番目。前表紙にr列国家号弁議」（下ヶ札）。三井ラベ

ル「B972・新・48」。昭和6年12月15日寄託。

幕府Y1432－006

柳本枝

天保6（1835）

70×167ミリ1巻1冊16丁整版
題籏：原・柳本枝全表紙：原・覗色無地
構成：凡例（見返し）、代官16

刊記：天保六乙未年七月改之不許売買。

268×190ミリ24丁写本
題簸＝原・要筐　志（打付）　表紙：原・丁字引き

印記：赤季蕎図書印。

XO432－001－03

要筐弁志　3

（1812年）

268×190ミリ22丁写本
題籏1原・要筐　志（打付）　表紙＝原・丁字引き
印記：赤季巷図書印。

備考：彩色あり。

XO432－001－04

要筐弁志　4

（1812年）

268×190ミリ26丁写本
題簸：原・要筐　志（打付）　表紙：原・丁字引き

印記：赤季蕎図書印。

備考：彩色あり。

XO432－001－05

要慶弁志　5

（1812年）

268×190ミリ40丁写本
題簸：原・要筐　志（打付）　表紙：原・丁字引き

印記：赤季奄図書印。

備考：彩色あり。

XO432－002　　　　　　　　　　年中行事（武家）

年中行事　金沢丹後記録
嘉永1カ（内容）（1848）

243×172ミリ1巻1冊72丁写本
題簸：原・年中行事金澤丹後記録全表紙1原・煉瓦
色無地

構成＝内表紙1、本文71
印記：三井家蔵・丸ウサギ。

備考：筑波文庫の用箋を使用。内表紙に「嘉永元年戊
申正月吉目年中行事」。朱書書入あり。前表紙と見返

しの問に切紙1「年中行事金澤丹後昭和六年三月
消毒了」。昭和6年、三井ラベル「G910・新・6」

XO432－003　　　　　　　　　　　　朝廷（補任）

［諸職次第目録］

安政4（記事下限）（1857）

232×165ミリ1巻1冊50丁写本
題簸：後・諸職次第目録（打付）表紙：後・丁字格子

構成＝目録1、摂政関白15、議奏11、武家伝奏11、院

評定5、院伝奏7
備考＝後ろ表紙にr武廿番」（下ヶ札）。三井ラベル
「H250・2」

Y1432－001　　　　　　　　　　　手引（公家）

掌中職原肇要

文化9（1812）

72×164ミリ1巻1冊22丁整版
題簸：原・掌中職原撃要表紙：後・格子



明治4年辛未正月　日帳
明治6（内容下限）（1873）

243×165ミリ1巻1冊59丁写本
題簸：原・明治四年辛未正月　日帳（打付）表紙＝原・

丁字引き
刊記1記手は恩賜県（現山形県）第二七区小坂町の木
嶋氏か。。

印記：丸ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二っ綴り。前表紙に「木嶋控」（墨書）。紙

族に入る。昭和14年。三井ラベル「H231・新・6」

YO433－004　　　　　　　　　　　　　　法令

［京都府令　第26号］

明治22（1889）

178×118ミリ1巻1冊24丁活版
題簸：原題・府令第二十六号表紙：原・生成

刊記：明治二十二年二月廿三目　京都府知事北垣國
道。

印記：小森・ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考1前表紙に「（京都府令第廿六号別冊）」（下ヶ札）、

昭和7年、三井ラベル「C241・新・108」

XO423－004－02（4）

［見聞録　2のうち　藩制度・新代学］

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。

Y1433－001

西洋時辰儀定刻活測

安政4（1857）

199×82ミリ1巻1冊18丁整版
題簸：原・西洋時辰儀定刻活測表紙：原・格子に卍繋

ぎ型押し

構成：自序2（天保九戊戌初秋雲藩小川友忠）、後
序1（安政四丁巳晩夏佐倉鈴木光尚）、本文14、賊
1（雲藩侍医藤山豊）

刊記：安政四年丁巳仲秋刊行佐倉鈴木源太蔵梓。
印記：三井文庫。

備考：折本。袋とも。三井ラベル「N300・18」

Y1433－002

交易心得草　前編

明治1（1868〉

216×151ミリ1巻1冊32丁整版
題簸：原・官許交易心得草前編（打付）表紙，：原・薄

色
構成：序2（明治元年十一月藤原〈加藤＞祐一）、目次

1、本文29
刊記＝明治元辰十二月　弘通書雛河内屋喜兵衛・同
儀助・同又一郎（刊記）、弘通書犀積玉圃（袋）。

印記：三井文庫。

備考：袋共。仮綴じ。後ろ表紙は欠落。三井ラベル
「D400・6」

4．その他〔386〕

Y1432－007　　　　　　　　　　幕府年中行事

営栄量記

天保9（1838）

75×166ミリ1巻1冊32丁整版
題籏：原・螢榮量記全表紙：原・藍色無地
構成：凡例（見返し）、本文32

刊記：天保九戊戌年。
備考：三井ラベル「H240・新・8」

Y1432－008　　　　　　　　　　手引（武家・禁書）

懐中便要

安政5（1858）

167×57ミリ1巻1冊23丁整版
題簸：原・懐中便要全表紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し

刊記：五百枚限絶板不許売買（最終丁）。

備考：折本。薄様を使用。朱書書入がある。三井ラベル

rH221・新・77」

4．その他／33．制度近代1

×0433－001－01　　　　　　　　　　　　抜書き

［弐番　御触文・町廻章　書留帳］

明治3（内容下限）（1870）

248×178ミリ1巻1冊18丁写本
題簸：原・明治元年戊辰十月吉目　弐番御触文・町廻
章書留帳（打付）表紙：原・生成
刊記：記主は田辺県南部組北道村の人か。。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「酒井屋」（墨書）。明治9年11月27目
寄託。三井ラベル「H231・新・10」。XO433－001－02、

XO433・002とともに紙峡に入る。

XO433－001－02　　　　　　　　　　　　抜書き

御用・廻章　書留控

明治3（1870）

250×174ミリ1巻1冊16丁写本
題籏：原・御用・廻章書留控午正月（打付）表紙：
原・生成

刊記：記主は田辺県南部組北道村の人か。。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「酒井屋」（墨書）。明治9年11月27目
寄託。三井ラベルrH231・新・10」

XO433－002　　　　　　　　　　　　　　抜書き

御布令・諸告書　諸事留

明治4（1871）

250×174ミリ1巻1冊26丁写本
題簸：原・明治四辛未正月吉目御布令・諸告書諸事
留（打付）表紙：原・生成

刊記1記主は田辺県目高郡第七区学頭大江与平か。。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「大江氏」（墨書）。明治9年11月27日
寄託。三井ラベル「H231・新・10」

抜書きXO433－003



Y1433－003－01

［英政如何　1～6］

慶磨4（1868）

222×155ミリ18巻18冊（5冊に合綴）53丁整版
題籏：原・英政如何一表紙：原・黄色：松皮型押し
構成：凡例2（慶磨歳次戊辰春三月鈴木唯一）、序3（ア

ルバニイ・ボンブランク）、目録2、巻1本文11、巻2本

文6、巻3本文5、巻4本文10、巻5本文5、巻6本
文9

刊記：慶磨戊辰刊、鈴木唯一訳、九潜館（川勝氏）蔵版
（封面）。

備考：後ろ表紙に「雑書十四番」（下ヶ札）。渋引きの
紙族に入る。

Y1433－003－02

［英政如何　7～9］

（1868年）

222×155ミリ33丁整版
題簸：原・英政如何二表紙：原・黄色：松皮型押し

構成1巻7本文10、巻8本文10、巻9本文13
備考1巻7の9丁は重複。

Y1433－003－03

［英政如何　10～11］
（1868年）

222×155ミリ47丁整版
題簸：原・英政如何三表紙：原・黄色：松皮型押し

構成：巻10本文25、巻11本文22

Y1433－003－04

［英政如何　12～14］
（1868年）

222×154ミリ34丁整版
題簸1原・英政如何四表紙：原・黄色：松皮型押し
構成：巻12本文5、巻13本文17、付録2、巻14本文
10

Y1433－003－05

［英政如何　15～18］
（1868年）

222×155ミリ29丁整版
題籏：原・英政如何五表紙：原・黄色：松皮型押し

構成：巻15本文6、巻16本文15、巻17本文4、巻
18本文4

Y1433－004－01

交易間答上
明治2（1869）

180×119ミリ2巻2冊36丁整版
題簸：原・交易問答上表紙：原・松葉色：亀甲型押し

構成：序4（明治二年己巳四月加藤弘蔵）、絵1、本文
31

刊記＝明治二年官許東京谷山楼蔵板（弘之印）。
印記：上田山氏・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年、三井ラベル「D460・新・45」

4．その他　4．その他／33．制度（近代）／　〔387〕

Y1433－004－02

交易問答下
明治2（1869）

180×119ミリ37丁整版
題籏1原・交易問答下表紙：原・松葉色：亀甲型押し
構成：本文35、践2（柊園仙史春蔭）

刊記：加藤弘蔵著、明治二年己巳四月官許加藤氏蔵
板東京書林本町四丁目上州屋惣七発免。
印記＝上田山氏・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。昭和7年6月24
目寄託、三井ラベル「D460・新・45」

Y1433－005
［泰西商会法則］

明治2（1869）

228×157ミリ1巻1冊23丁整版
題籏：なし表紙：後・ボール紙

構成：元表紙1（生成）、本文21、賊1（高木五郎兵衛）

刊記：神田孝平訳己巳夏新刻（元表紙）。
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「D430・24A」

Y1433－006　　　　　　　　　　　　　口達
［ロ達書］

明治13（1870）

278×391ミリー枚物1丁整版
題簸：後・下京区町組内心得方口達書明治十三年
表紙：一

刊記：明治十三年一月　下京区第十五組戸長役場。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：洋紙のカバーあり、昭和9年6月18目寄託、三
井ラベル「C241・97」

Y1433－007

改正新貨条例

明治4（1871）

228×157ミリ1巻1冊29丁整版
題簸：原・改正新貨條例表紙1原・黄色1布目地に松
皮菱型押し

構成：諭告4（明治四年辛未五月太政官）、例目6、本

文19
刊記：官版御用御書物所　目本橋通壷町目　須原屋
茂兵衛・芝三島町和泉屋市兵衛。
印記1小倍庵蔵（2種）・三井家1。

備考：三井ラベル「D610・新・22」

Y1433－008
［官版会社弁］

明治4（序〉（1871）

224×152ミリ1巻1冊50丁整版
題簸：後・官版會社　（墨書）表紙二原・薄卵色無地

構成：序3（明治四年辛未六月青淵渋沢栄一）、凡例2
（明治三年庚午閏十月福地万世）、目録1、本文44
刊記：福地源一郎訳大蔵省（封面）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年7月23目寄託、三井ラベルrD430・新・



明治13（1880）

220×150ミリ1巻1冊15丁整版
題籏：原・清永公敬著小学教授改正官職名全（打
付）表紙：原・丁子引き

構成＝題辞・凡例1、本文14
刊記：明治十年五月二目出版版権御願・同年十月十五
目版権御免許・同年十二月廿二目改正版権御願・同十

一年一月十二目同御免許・同十三年十二月廿一目再
版御届・同年同月刻成、原著者井改正者大分県へ移
民京都府第四等属清水公敬（上京区第廿四組冷泉
町59番地）、出版人京都府平民村上勘兵衛（上京
区第廿九組曇花院前町四百五十二番地）。
印記：木村・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価金65銭。後ろ表紙にr山背国愛宕郡京中第
十四組住居主木埜市太郎蔵」（墨書）。前表紙に書名
を記した下ヶ札あり。刊記部に「著者清水公敬は後北三

井家々扶となりし人」（ペン書き・貼紙）。昭和6年9月

15目寄託。三井ラベル「」220・新」

6×167ミリ1巻1冊10丁整版
籏：後・舶来諸物品商業問屋仲買組合規則表紙：
・茶色（酸性紙）

成：元表紙1、本文9
記：ウサギ・しんまちみついけ。

考：仮綴じ。昭和8年12月16目寄託、三井ラベル
》433・新・2A」

Y2433－001

明治21年度京都府区部会決議録
明治21（1888）

197×140ミリ1巻1冊72丁活版
題籏＝原・明治廿一年度京都府旺部會決議録全表
紙：原・黄色無地

構成：目次2、地方税収支予算一覧表3、本文54、議事

細則4、議員姓名2、議会開設目数7
刊記：明治二十一年書記阿部直躬編次。
印記：嶺・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年1L月18目寄託、三井ラベル「C241・
新・112」

Y2433－002
日本古金銀貨大全一目表

明治22（1889）

266×184ミリ1巻1冊22丁活版
題籏：原・目本古金銀貨大全一目表表紙：原・白色：

卍繋ぎ型押し
構成：題字1、序4（明治廿二年十一月東京府下寄留山
口縣士族古光堂主人藤島常興）、本文16、賊1（明治

二十二年七月富田鐵之助）
印記：三井家編纂室蔵書。
備考：最終丁に「同族会事務局より引継」・大正二年九
月二七目（朱書と印）、三井ラベル「D621・24」

その他4883　
　
　
ー
一

〔
　
　
4

　
　
1

Y1433－009

御役所便覧
明治5（凡例）（1872）

493×393ミリー枚物1丁整版
題簸：原・官許御役所便覧全表紙：原・黒色：布目

地に網目型押し
構成：凡例（明治五年壬申九月　黒田耕処編者）

刊記：湯島切通シ坂町書騨雁金屋元吉（印・森田氏
製本記）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：前表紙に「明治五年」（貼紙）。昭和7年2月1日
寄託、三井ラベル「」220・新」

Y1433－010－01

会社弁講釈　上
（1872年）

221×151ミリ2巻2冊32丁整版
題簸1原・會社　講繹上表紙：原・黄色：布目地に繋

菱中に丸型押し
構成：題字4、図2、付言2（積玉圃主人）、本文24
刊記：加藤祐一先生口授、積玉圃主人聞書（巻頭）。

印記：山梨縣第二十四匪祝村内田作右衛門・ウサギ・し

んまちみついけ。

備考：最終丁にr五十音の原由」の広告あり。前表紙に
「會社　講繹上下」（下ヶ札）、三井ラベル「D430・新・

15Aj

Y1433－010－02

会社弁講釈　下

明治5（1872）

221×151ミリ30丁整版
題簸：原・會社　講繹下表紙：原・黄色：布目地に繋

菱中に丸型押し
刊記：明治五壬申年十一月発行梓元大阪心斎橋通
北久太郎町柳原喜兵衛、弘通所同本町書籍会
社。

印記：山梨縣第二十四匪祝村内田作右衛門・ウサギ・し

んまちみついけ。

備考＝最終丁に「交易心得草」の広告あり。昭和7年8
月5目寄託、三井ラベル「D430・新・15A」

Y1433－011

皇国官名誌

明治5（1872）

205×135ミリ1巻1冊42丁整版
題籏：原・皇國官名誌輩表紙：原・黄色無地
刊記：菱潭（寛）先生編井書東京書蝉山静堂・菱湖
堂発免（封面）、明治壬申発市、後藤鍋吉鏑。

印記：三井文庫。

備考1後ろ表紙見返しにr菱潭先生著述井墨帖書目」。

三井ラベル「B973・2」

教科書Y1433－012
［小学教授改正官職名］
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Y1434－001－04

［やまと小学　4］

（1659年）

267×176ミリ28丁整版
題簸＝剥離表紙：後・藍色：雷文地に牡丹唐草型押し

印記：東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」

Y1434－001－05

［やまと小学　5］
（1659年）

267×177ミリ28丁整版
題籏：原・やまと小学稽古五表紙：後・藍色：雷文地
に牡丹唐草型押し
印記＝東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」

Y1434－001－06

［やまと小学　6］

（1659年）

267×177ミリ51丁整版
題簸：原・やまと小学嘉言六表紙：後・藍色：雷文地
に牡丹唐草型押し
印記：東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」

Y1434－001－07

［やまと小学　7］

（1659年）

266×176ミリ48丁整版
題簸：原・やまと小学善行本七表紙：後・藍色：雷文
地に牡丹唐草型押し
印記：東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」

Y1434－001－08

［やまと小学　8］

万治2（1659）

266×175ミリ19丁整版
題籏：原・やまと小学善行末八終表紙：後・藍色：雷
文地に牡丹唐草型押し
構成：本文18、識語1

刊記：倭小学之一書為児女愚蒙而作也、若夫鈎玄探
顕則別需諸家之註鮮而可也、庶乎後之覧者質正其矛
盾云爾時明暦四戊戌年夷則吉辰辻原隠士沙木子
謹誌、万治二己亥歳二月吉目江戸白金町黒河四郎兵
衛尉・京二条寺町埜田弥兵衛開板。

印記1東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」

Y1434－002－01

［寝覚記　1］

（1669年）

263×187ミリ6巻6冊29丁整版
題簸：剥離表紙：後・薄花田色無地
構成：序・目録5、本文24

4．その他134．教訓・教育書1

×0434－001

［民間不可忘　上］

（1797年）

244×176ミリ1巻1冊（2冊に分冊）60丁写本
題簸＝後・民間不可忘上（打付）表紙：後・秘色無地

構成＝序3（寛政九年丁巳夏六月中溝）、凡例5、目録1、

本文51
印記：本川西図書・鼓渓子蒐集群書・、鼓渓子・大坂伏

見町住こにし平・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：随所に貼紙訂正あり。昭和8年、三井ラベル
「E100・新。39」

XO434－002
［民間不可忘　下］

寛政9（1797）

243×176ミリ64丁写本
題簸：後・民間不可忘下（打付）表紙：後・秘色無地

刊記：寛政九歳次丁巳春三月中旬浪花蜂屋誠斎謹
述（末尾）。

印記：本川西図書・大坂伏見町住こにし平・ウサギ・し
んまちみついけ、。

備考：随所に貼紙訂正あり。昭和8年9月27目寄託、
三井ラベル「E100・新・39」

Y1434－001－01

［やまと小学　1］

（1659年）

266×174ミリ8巻8冊13丁整版
題簸：原・やまと小学立教一表紙：後・藍色：雷文地
に牡丹唐草型押し

構成：序2、本文11
印記：東海釣客・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しに「やまと小学」（下ヶ札）。前表紙

見返しに「新町三井家寄託本」（ラベル）、三井ラベル
rK520・新・19」

Y1434－001－02

［やまと小学　2］

（1659年）

267×175ミリ33丁整版
題籏＝原・やまと小学明倫末三（ママ）表紙：後・藍
色：雷文地に牡丹唐草型押し
印記：東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」

Y1434－001－03

［やまと小学　3］

（1659年）

266×176ミリ22丁整版
題簸：原・やまと小学明倫本二（ママ）表紙：後・藍

色1雷文地に牡丹唐草型押し
印記1東海釣客・三井家3。
備考：三井ラベル「K520・新・19」



Y1434－003－02（1）

［身延鑑　中］

（1685年）

226×163ミリ12丁整版
題簸：原・新刊みのぶかマみ　表紙：原・黄色：雷文

繋ぎ地に龍刷り
印記：年楽・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙見返しに花押1あり。昭和5年6月6目
寄託、三井ラベル「K620・新・141」

Y1434－003－02（2）

［身延鑑　下］

貞享2（1685）

7丁整版
刊記：洛陽之沙門、貞享二乙丑孟春吉辰松會開板。

Y1434－004－01

［つほのいし文　1］

（1698年）

225×160ミリ13巻13冊25丁整版
題簸：原・徒本のいしふミー表紙：後・藍色無地

構成1凡例3、序3、目録2、本文17
備考：紙帳に入る。

Y1434－004－02

［つほのいし文　2］

（1698年）

225×162ミリ17丁整版
題籏：原・津保農以志文二表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文16

Y1434－004－03

［つほのいし文　3］

（1698年）

224×163ミリ17丁整版
題簸：原・津穂能石婦美三表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文16

Y1434－004－04

［つほのいし文　4］

（1698年）

224×162ミリ18丁整版
題籏：原・壷能石文四表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文17

Y1434－004－05

［つほのいし文　5］

（1698年）

224×164ミリ27丁整版
題簸：原・徒本のいしふミ五表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文26

6］

Y1434－004－06

［つほのいし文

（1698年）

〔390〕　4．その他

印記：順庫・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ソ百十三1六巻」（下ヶ札）、後ろ表紙見

返しにr寝覚記」（下ヶ札）。三井ラベルrK520・新・13」

Y1434－002－02

［寝覚記　2］

（1669年）

263×187ミリ29丁整版
題簸：原・祢佐め能記二表紙：後・薄花田色無地
印記：順庫・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「K520・新・13」

Y1434－002－03

［寝覚記　3］

（1669年）

264×187ミリ23丁整版
題籏：原・祢さめ能記三表紙：後・薄花田色無地
印記：憤庫・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「K520・新・13」

Y1434－002－04

［寝覚記　4］

（1669年）

263×187ミリ19丁整版
題簸：原・年さ免乃記四表紙：後・薄花田色無地
印記：憤庫・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「K520・新・13」

Y1434－002－05

［寝覚記　5］

（1669年）

263×187ミリ30丁整版
題簸：原・祢さめの記五表紙：後・薄花田色無地
印記：順庫・宗辰所集・三井家3。

備考＝三井ラベル「K520・新・13」

Y1434－002－06

［寝覚記　6］

寛文9（1669）

263×187ミリ26丁整版
題籏：原・祢さめ能記六表紙：後・薄花田色無地
刊記：承応二季三月上旬（巻末）、寛文辛丑九月望目

洛陽三条弁慶石町書林中野道也新刊。
印記：順庫・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「K520・新・13」

Y1434－003－01

［身延鑑　上］

（1685年）

225×163ミリ3巻3冊（2冊に合綴）14丁整版
題簸：原・新刊みのぶか￥み上表紙：原・黄色：雷文

繋ぎ地に龍刷り
構成：序・目録1（貞享二乙丑春始の目）、本文13
印記：年楽・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「K620・新・141」



〔391〕その他　4．その他134．教訓・教育書14

Y1434－005

町屋式目　分限玉の礎

天明6（1786）

229×160ミリ1巻1冊60丁整版
題簸1原・町家式目　分限玉乃礎全表紙：後・深緑
色：花菱と菊型押し

構成：序1（安永巳の三月　浪万大隠壮継翁）、目録2、

本文57
刊記：天明六丙午年正月吉目板陽書璋天満天神橋
筋又次郎町平野屋半右衛門。
印記：三井家編纂室蔵書。

備考1後ろ表紙見返しに「福田氏」（墨書）と「大正元年

十一，月購求」。三井ラベル「K521・30」

Y1434－006－01

主従心得草　上
文政6（序）（1823）

227×161ミリ5編10冊60丁整版
題簸：原・主従心得草上表紙：後・浅葱色：布目地型
押し

構成1序2（文政六未歳正月善修目東都浅草新寺町寿
福軒真鏡）、本文58
印記：三井文庫。

備考：ボール紙の鉄あり（裏に三井ラベルrK540・10」）

Y1434－006－02

主従心得草　下
（1823年）

227×162ミリ56丁整版
題簸：原・主従心得草下表紙：後・浅葱色：布目地型
押し

印記：三井文庫。

備考1最終丁に「目用心法抄」などの広告がある。三井ラ

ベル「K540・10」

Y1434－006－03

主従心得草　後編上

（1843年）

229×162ミリ59丁整版
題籏：原・主従心得草後編上表紙：後・浅葱色＝布目
地型押し

構成：序2（天保十三寅歳四月天赦目東都下谷金杉寿

福軒真鏡）、目録1、本文56
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「K540・10」

Y1434－006－04

主従心得草　後編下

天保14（1843）

229×161ミリ50丁整版
題籏：原・主従心得草後編下表紙：後・浅葱色：布目
地型押し

構成：目録1、本文49

刊記：天保十四卯年七月天赦目　東都下谷金杉安楽
寺真鏡著、日本橋通武丁目　山城屋佐兵衛・下谷車坂

225×164ミリ20丁整版
題簸：原・津穂能石婦美六表紙：後・藍色無地
構成：目録1、本文19

Y1434－004－07

［つほのいし文　7］

（1698年）

225×163ミリ30丁整版
題簸：原・つ保乃ゐし文七表紙＝後・藍色無地
構成＝目録1、本文29

Y1434－004－08

［つほのいし文　8］

（1698年）

224×164ミリ26丁整版
題簸：原・津保農以志文八表紙：後・藍色無地
構成：目録1、本文25

Y1434－004－09

［つほのいし文　9］

（1698年）

225×165ミリ23丁整版
題簸：原・壷能石文九表紙1後・藍色無地
構成＝目録1、本文22

Y1434－004－10

［つほのいし文　10］

（1698年）

224×164ミリ17丁整版
題簸：原・津穂能石婦美十表紙：後・藍色無地
構成：目録1、本文16

Y1434－004－11

［つほのいし文　11］
（1698年）

225×164ミリ19丁整版
題籏：原・徒本のいしふミ十一表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文18

Y1434－004－12

［つほのいし文　12］
（1698年）

225×163ミリ27丁整版
題簸：原・壷能石文十二表紙：後・藍色無地
構成：目録1、本文26

Y1434－004－13

［つほのいし文　13］

元禄11（1698）

225×162ミリ26丁整版
題簸：原・津保農以志文十三終表紙1後・藍色無地
構成：目録1、本文25

刊記：元禄十一歳戊寅二月朔旦長谷川町御書騨松
會三四郎板。
備考：後ろ表紙見返しに「雑書十四番」（下ヶ札）



印記：三井文庫。

備考：最終丁に「目用心法抄」などの広告がある。三井
ラベル「K540・10」

Y1434－006－09

主従心得草　5上
（1847年）

228×161ミリ46丁整版
題籏：原・主従心得草五編上表紙：後・浅葱色：布目

地型押し

構成：目録1、本文45
印記＝三井文庫。

備考：三井ラベル「K540・10」

Y1434－006－10

主従心得草　5下

弘化4（1847）

229×161ミリ41丁整版
題籏：原・主従心得草五編下表紙＝後・浅葱色：布目
地型押し

構成：目録1、本文40

刊記：弘化四未歳六月吉祥目東都下谷金杉安楽精
舎真鏡著、書林江戸下谷広徳寺前和泉屋庄治郎、三
都書林東都下谷広徳寺前和泉屋庄治郎・同目本橋
通一丁目須原屋茂兵衛・同目本橋通二丁目山城屋佐
兵衛・同浅草かや町二丁目須原屋伊八・同両国横山町
三丁目和泉屋金右衛門・同芝神明前岡田屋嘉七・京三

条通堺町西江入出雲寺文治郎・同寺町通松原下ル勝
村治右衛門・大坂心斎橋通安堂寺町秋田屋太右衛門・
同心斎橋通博労町河内屋茂兵衛。
印記：三井文庫。

備考：最終丁に「日用心法抄」などの広告がある。三井
ラベル「K540・10」

Y1434－007

奉公人一生道中細記
天保12（賊）（1841）

173×120ミリ1巻1冊1丁整版
題簸：原・奉公人一生道中細記（打付）表紙：原・藍色
地に忠孝の2字白抜き（摺り）

刊記：此道中記ハ人のよく知るところといへども猶末の
川より一寸先をしらずしてつひに悪き道に入あるひハ悪

名をのこす事あり長吉どのよろしく朝暮これを見てもし迷

ひ道に出るハ早く本道へもとるべしこと天保十二年丑

初春東擁亭主人申、諸国道中図記板元京都三条通
寺町西へ入竹原好兵衛板。
印記：三井文庫。

備考：パンフレット。昭和15年5月29目購入、三井ラ
ベル「K521・4」。酸性紙に糊付けされているため取扱
注意。

Y1434－008
［金のなる木の記］

元治1（1864）

236×162ミリ1巻1冊40丁整版
題籏：後・嘉祢能な累木の記（墨書）表紙：後・薄茶色

無地

〔392〕　4．その他

和泉屋仁三郎。

印記：三井文庫。

備考：最終丁に「目用心法抄」などの広告がある。三井
ラベル「：K540・10」

Y1434－006－05

主従心得草　3上
（1847年）

228×161ミリ45丁整版
題簸：原・主従心得草三編上表紙：後・浅葱色：布目
地型押し
構成：序1（弘化三午年十月御免、同四年未正月出板）、

目録1、本文43
印記1三井文庫。

備考：三井ラベル「：K540・10」

Y1434－006－06

主従心得草　3下
弓ムイヒ4（1847）

228×161ミリ39丁整版
題簸：原・主従心得草三編下表紙：後・浅葱色：布目
地型押し

構成：目録1、本文38

刊記：弘化四未歳正月吉祥目東都下谷金杉安楽精
舎主述、書林下谷広徳寺前和泉屋庄治郎・日本橋通
二丁目山城屋佐兵衛・大坂心斎橋通安堂寺町秋田屋
太右衛門。

印記：三井文庫。

備考：最終丁に「日用心法抄」などの広告がある。三井
ラベル「K540・10」

Y1434－006－07

主従心得草　4上
（1847年）

229×160ミリ48丁整版
題簸：原・主従心得草四編上表紙＝後・浅葱色1布目

地型押し

構成：目録1、本文47
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「K540・10」

Y1434－006－08

主従心得草　4下
弓ムイヒ4（1847）

229×160ミリ49丁整版
題籏：原・主従心得草四編（以下破損）表紙：後・浅葱

色：布目地型押し

構成：目録1、本文48

刊記：弘化四未歳五月吉祥日東都下谷金杉安楽精
舎真鏡著、東都書林下谷広徳寺前和泉屋庄治郎、三
都書林東都下谷広徳寺前和泉屋庄治郎・同目本橋
通一丁目須原屋茂兵衛・同目本橋通二丁目山城屋佐
兵衛・同浅草かや町二丁目須原屋伊八・同両国横山町
三丁目和泉屋金右衛門・同芝神明前岡田屋嘉七・京三
条通堺町西江入出雲寺文治郎・同寺町通松原下ル勝
村治右衛門・大坂心斎橋通安堂寺町秋田屋太右衛門・
同心斎橋通博労町河内屋茂兵衛。
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XO435－002－02

青木村御仕法嘆願書類合巻帳　下
嘉永6（成）（1853）

227×159ミリ126丁写本
題簸：原・青木村御仕法嘆願書類合巻帳下表紙：
原・茶色クロス

構成：遊紙1、内表紙1、本文124
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：罫紙を使用（柱に「三才報徳集報徳学図書館」）。

昭和7年11月19目寄託。三井ラベル「H222・新・35」

XO435－003－01

仁風一覧　上
明治44（写）（1911）

267×193ミリ2巻2冊142丁写本
題簸：原・仁風一覧上表紙：原・肌色：三井家編纂室

蔵型押し
構成：序4（享保甲寅夏五，月…青木永澄）、本文138

刊記：「共二冊明治四十四年十二月伊勢神宮文庫本
ニヨリテ影写ス」（最終丁・朱書）。

印記1三井家編纂室蔵書。

備考：三井ラベル「G200・14」

XO435－003－02

仁風一覧　下
明治44（写）（1911）

267×193ミリ172丁写本
題籏：原・仁風一覧下表紙：原・肌色：三井家編纂室

蔵型押し
構成：本文171、践1（享保十九甲寅歳五，月吉旦）

刊記：浪華書林中。「追記後　年此原本戴冊購入、
内閣文庫所蔵本ニハ戴冊本之外二付録廿参冊本ノ異
本アリ（三二六三五）遠藤（印）」「共二冊明治四十四

年十二月伊勢神宮文庫本ニヨリテ影写了」（最終丁・朱
書）。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考1三井ラベル「G200・14」

XO435－004
［仁風便覧］

明治44（写）（1911）

272×190ミリ1巻1冊225丁写本
題籏1原・天保仁風便覧己午年部全表紙：原・肌
色：「三井家編纂室蔵」型押し

構成：序4（丁酉季春浪華樹下定賢）、本文119、践2
（干時天保八丁酉年季春樹下悔）

刊記：浪華書林中、大坂鴻池善右衛門所蔵本明
治四十四年五月三十日謄写（後ろ表紙見返しに朱
印）。。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：三井ラベル「G200・16」

Y1435－001

救荒便覧

天保4（1833）

157×67ミリ1巻1冊41丁整版

構成：序3、本文37
刊記：元治初冬甲府浅利末郷西けんかつミち。
印記1山田蔵・浅野・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巌松堂書店のラベルがある。昭和5年12月6目
寄託、三井ラベルr：K540・新・7A」

Y1434－009

呉服往来

219×153ミリ1巻1冊30丁整版
題籏：原・呉服往来（打付・金泥書）表紙：後・栗梅色

無地
構成：序1（都なにはの書の舎）、絵・目次1、本文28

刊記：右呉服往来一帖者余先考青岳堂泰翁之遺稿也、

今応書津之需更校正句章補綴脱漏而以上梓之突洛
士池田東籠亭書。

印記：読易堂図書記・平寿・乗引思生・千寿・しんまちみ

ついけ。

備考1最終丁に「昭和五年一月威勝寺より差上」（朱書）。

三井ラベルK715・新・30A」

Y1434－010
［教訓夢の絵尽］

362×480ミリー枚物1丁整版
題籏：なし表紙：なし

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和8年11月29目寄託。三井ラベル「：K520
新・50」。酸性紙に糊付けされているため取扱注意。

4．その他135．飢謹・救荒！

XO435－001　　　　　　　　　　　　　　随筆

東都畿謹之記
弓ムイヒ3（1846）

228×166ミリ1巻1冊50丁写本
題簸：原・東都鱗鐘之記完表紙：原・丁子色：布目地
型押し

刊記二右者西嶽一話一言之内より抄出猶予か書留置し
品々ともを以て（中略）世の見合となすものなり、干時弘

化者三年八月（中略）六日に筆をぬくふ真埜さたきよ。

印記：真埜文庫。

備考：虫損多。三井ラベル「B249・4」と「A29／27」

XO435－002－01

青木村御仕法嘆願書類合巻帳　上
（1853年）

227×158ミリ2巻2冊181丁写本
題簸：原・青木村御仕法嘆願書類合巻帳上表紙＝
原・茶色クロス

構成：内表紙1、目録4、本文176
刊記：野州桜町陣屋二宮金次郎（著）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝罫紙を使用（柱に「三才報徳集報徳学図書館」）。

前表紙に書名を記した下ヶ札。三井ラベルrH222・新・
35」



Y1435－005（1）

［協救社街義草稿　廃物を興すの大意］

明治3（1870）
216×153ミリ3巻3冊（1冊に合綴）13丁整版
題簸：後・協救社術義草稿（墨書）表紙：後・藍色：布

目地に小葵型押し

構成1内表紙1（生成）、本文12

刊記：明治庚午初夏協救社角田亨。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：内表紙にr京都協救社之印」r不許翻刻」（黒印）

Y1435－005（2）

［協救社術義要領］

（1870年）

11丁整版
構成：内表紙1（生成）、本文10
備考：内表紙にr京都協救社之印」r不許翻刻」（黒印）

Y1435－005（3）

［協救社街義草稿　従第壷号至第十号］

（1870年）

53丁整版
題簸：後・協救社術義草稿（打付）

構成：内表紙1、本文52
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1内表紙に「京都協救社之印」「不許翻刻」（黒印）。

前表紙に書名を記した下ヶ札。昭和7年4月8日寄託、
三井ラベル「E400・新」

Y1435－006
［勧農備荒二物考］

明治16（1883）

259×184ミリ1巻1冊21丁整版・銅板
題簸：原・二物考全表紙1原・薄花田色：布目地に唐

花七宝型押し
構成：序4（明治十五季七月群馬県令揖取素彦・天保
丙申年陽月紀藩白鶴義斉）、題言3、本文12、付言2
（内田弥太郎〉

刊記：瑞泉高野先生著、内田恭思敬・福田宜宗禎・柳
田真鼎蔵校記（巻頭）、明治十六年四月十七目翻刻届
済（後ろ表紙見返し）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：内題は「勧農備荒二物考」。昭和7年12月20目
寄託、三井ラベル「E100・新・12」

4．その他136．騒乱・騒動1

×0436－001

［薩州井天草邪記］

文政4以降（1821）

261×191ミリ1巻1冊31丁写本
題簸：後・薩州井天草邪記表紙：後・藍色：三筋格子
型押し
印記：三井文庫。

備考：彩色あり。三井ラベルrB249・23」

4．その他〔394〕

題籏＝原・救荒便覧表紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し

構成：付記斎藤姦
刊記：天保四年癸巳八月　紀伊白鶴義斎遠藤通謹識、

救荒名物補遺査定坂本純庵・男浩然（本文末尾）、
「天保四巳九月上木（墨書）」発行書林本石町十軒店

英大助・芝露月町和泉屋半兵衛・麹町四町目　角丸
屋甚助・四谷竹町三田屋喜八。
印記：藤垣内印・本居文庫。

備考：折本。

Y1435－002

畿鮭の時乃食物の大略

天保8（1837）

232×158ミリ1巻1冊13丁整版
題簸：原・餓饒の時乃食物の大暑（打付）表紙：原・生

成

刊記：天保八年丁酉二月三河國吉田藩中山弥助美石
是ばかりの物に名を記するハをこかましくことことしげに

ていかがなれども、食物ハ太切の事なれバ何人の作と
もしられずおぼつかなきやうに思ふ人もあらんかとてなり

さて人々の扶助を以て印施せり。印施取次所江州大
津吉田蔵屋敷・大坂吉田用場・吉田城内地方役所・
同舩町川岸佐藤次郎八・同北金屋村鋳物師中尾与
惣次・遠州新居宿高須嘉兵衛・京都寺町錦小路上ル
城戸市右衛門。
印記：藤垣内印・本居文庫。

備考：仮綴じ2つ目綴り。

Y1435－003－01

養生法　上
（1864年）

233×159ミリ2巻2冊25丁整版
題簸：原・養生法上表紙：原・空色：卍繋ぎ型押し

構成：凡例2、本文23
刊記：侍医々学教頭蘭疇松本良順・隠士楽斉山内豊城
校閲補注（巻頭）。

Y1435－003－02

養生法　下

元治1（1864）

233×158ミリ26丁整版
題簸：原・養生法下表紙：原・空色＝卍繋ぎ型押し

構成：追加共

刊記：元治といふとしのはしめのとし五月茉日山内豊城
しるす（文末）。

Y1435－004

仁風集覧　全

慶応3（1867）

258×179ミリ1巻1冊103丁整版
題簸：原・仁風集覧全表紙：後・浅花田色：布目地型
押し

構成：題字1（資ヂ）、序4（丙寅冬柴田厚）、京都諸色

値段ほか11、通達・有志名前書82、付言3（慶応三年
麦秋七十四歳老吏平清影）、賊2（丁卯蒲月草間寛）

刊記＝慶応三年丁卯五月発免皇都弘通書林村上勘
兵衛・林芳兵衛・四方茂平・井上治兵衛。
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XO436－002－07　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　7
（1837年）

257×179ミリ44丁写本
題籏：原・難波汐干潟七表紙＝原・渋引き
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考1表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しに「大松」
（印）。5丁表に切紙1（「天保三とせの頃…」）貼付。三

井ラベル「B249・新・14」

XO436－002－08　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　8
天保8（1837）

257×180ミリ47丁写本
題籏：原・難波汐干潟八表紙：原・丁子格子
刊記：天保八年丁酉三月一百三十六地獄惣幽霊井小
前餓鬼共江（文末）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1表紙に反古紙を使用。三井ラベル「B249・新・
14」

XO436－002－09　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　9
（1837年）

257×180ミリ82丁写本
題簸：原・難波汐干潟九表紙1原・丁子格子
刊記：堀田甚兵衛紀正身（文末）。

印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。三井ラベル「B249・新
14」

XO436－002－10　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　10
（1836年）

257×180ミリ47丁写本
題籏：原・難波汐干潟十表紙：原・丁子格子
構成：遊紙1、本文46
印記＝山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しにr閲校了
大松」（墨書）。三井ラベル「B249・新・14」

XO436．003－01　　　　　　　　　　大塩平八郎

新編天保太平記　上

天保8（内容）（1837）

265×193ミリ3巻3冊45丁写本
題簸：原・新編天保太平記上表紙：原・丁子引き
印記：赤季篭図書印。

備考：後ろ表紙に「雑書十五番」（下ヶ札）

XO436－003－02　　　　　　　　　　　大塩平八郎

新編天保太平記　中

天保8（内容）（1837〉

265×192ミリ46丁写本
題簸：原・新編天保太平記中表紙：原・丁子引き
印記：赤季篭図書印。

XO436－002－01　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　1
天保8（序）（1837）

257×180ミリ10巻10冊34丁写本
題籏：原・難波汐干潟一表紙二原・渋引き
構成：序1（あまたもつ八のとしひのとのとり文月のその

日文清舎仲澄）、本文33
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しに「大松」
（印）。前表紙に「ロ印四百五1十冊」（下ヶ札）、三井ラベ

ル「B249・新・14」

XO436－002－02　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　2
（1837年）

257×180ミリ30丁写本
題簸：原・難波汐干潟二表紙：原・渋引き
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しにr大松」
（印）。三井ラベル「B249・新・14」

XO436－002－03　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　3
（1837年）

257×180ミリ28丁写本
題籏：原・難波汐干潟三表紙：原・渋引き
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しにr大松
（印）。三井ラベル「B249・新・14」

XO436－002－04　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　4
（1837年）

257×180ミリ33丁写本
題籏：原・難波汐干潟四表紙：原・渋引き
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しに「大松」
（印）。三井ラベル「B249・新・14」

XO436－002－05　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　5
（1837年）

258×179ミリ37丁写本
題簸：原・難波汐干潟五表紙：原・渋引き
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しにr大松」
（印）。三井ラベル「B249・新・14」

XO436－002－06　　　　　　　　　　大塩平八郎

難波汐干潟　6
（1837年）

257×179ミリ45丁写本
題簸：原・難波汐干潟六表紙：原・渋引き
印記：山田蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。後ろ表紙見返しにr大松
（印）。三井ラベル「B249・新・14」



構成：目録10、本文64
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3・三井文庫。

備考：1～30丁は「纂斎蔵」、31丁以下は「筆斎」の用箋

を使用。前表紙に「ロ印四百六！十冊」（下ヶ札）、三井

ラベル「B249・新・11」

XO436－006－02　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　2］

（1839年）

237×168ミリ53丁写本
題籏：後・太平雑記弐表紙：後・藍色：雷文繋ぎ地に

桐唐草型押し
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：1～19丁は「策斎蔵」、20丁以下は「筆斎」の用箋

を使用。三井ラベル「B249・新・11」

XO436－006－03　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　3］

（1839年）

238×168ミリ76丁写本
題簸：後・太平雑記三表紙：後・藍色＝雷文繋ぎ地に

桐唐草型押し
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：r筆斎蔵」の用箋を使用。25丁裏に切紙1貼付あ
り。三井ラベル「B249・新・11」

XO436－006－04　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　4］

（1839年）・

237×169ミリ77丁写本
題簸：後・太平雑記四表紙：後・藍色＝雷文繋ぎ地に

桐唐草型押し
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：1～43丁は「筆斎蔵」、44丁以下は「筆斎」の用箋

を使用。三井ラベル「B249・新・11」

XO436－006－05　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　5］

（1839年）

237×168ミリ87丁写本
題簸＝後・太平雑記五表紙：後・藍色：雷文繋ぎ地に

桐唐草型押し
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：1～40丁・46～87丁は「筆斎」の用箋を使用。三
井ラベル「B249・新・11」

XO436－006－06　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　6］

（1839年）

237×168ミリ65丁写本
題簸：後・太平雑記六表紙：後・藍色：雷文繋ぎ地に

桐唐草型押し
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：1～21丁はr筆斎」の用箋を使用。三井ラベル
rB249・新・11」

4．その他〔396〕

XO436－003－03　　　　　　　　　　大塩平八郎

新編天保太平記　下

天保9（内容）（1838）

265×193ミリ46丁写本
題簸：原・新編天保太平記下表紙：原・丁子引き
印記：赤季蕎図書印。

XO436－004－01　　　　　　　　　　大塩平八郎

［酊醒録　上］

天保8（内容下限）（1837）

259×187ミリ2巻2冊90丁写本
題簸：後・酊醒録上表紙：後・花田色：布目地型押し

構成：目録1、本文89
刊記：無名氏漫筆（巻頭）。

印記：赤季巷図書印。

備考：後ろ表紙に見返しに「雑書十五番」（下ヶ札）、三

井ラベル「B249・26」

XO436－004－02　　　　　　　　　　大塩平八郎

［酊醒録　下］

天保9（内容下限）（1838）

260×187ミリ92丁写本
題簸＝後・酊醒録下表紙：後・花田色：布目地型押し

構成：目録1、本文91
刊記：無名氏漫筆（巻頭）。

印記：赤季巷図書印。

備考：三井ラベル「B249・26」

XO436－005－01　　　　　　　　　　大塩平八郎

上巳権騒記　1
天保8（内容）（1837）

242×172ミリ3巻3冊43丁写本
題籏＝原・上巳惟騒記壷（打付）表紙：原・生成無地

備考：紙帳に入る。紙帳に題名墨書のほか「大塩平八
郎」の朱書がある。最終丁に「雑書十五番」（下ヶ札）。

XO436－005－02　　　　　　　　　　大塩平八郎

上巳佐騒記　2
天保8（内容）（1837）

242×172ミリ22丁写本
題簸：原・上巳惟騒記戴（打付）表紙：原・生成無地

XO436－005－03　　　　　　　　　　大塩平八郎

上巳佐騒記　3
天保8（内容）（1837）

241×174ミリ40丁写本
題籏：原・上巳惟騒記参（打付）表紙：原・生成無地

XO436－006－01　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　1］

（1839年）

238×167ミリ10巻10冊74丁写本
題簸：後・太平雑記壱表紙＝後・藍色：雷文繋ぎ地に

桐唐草型押し



4．その他　4．その他136．騒乱・騒動1　〔397〕

坂城在番中撰書にて松田直房より借求、天保十己亥年
初夏八目筆立始同十六日写畢　石川露玉（花押）。
印記二宗辰所集・三井家3・三井文庫。

備考：後ろ表紙見返しに「仕入！山佐」の印あり。64・65

丁間に切紙1（「キンリンサン…」と墨書）あり。三井ラベ

ルrB249・新・12」

XO436－008　　　　　　　　　　　　大塩平八郎
［薩葭叢談］

天保10（序）（1839）

272×191ミリ1巻1冊108丁写本
題籏：原・大塩平八郎翻訳薦葭叢談完表紙：原・格
子

構成：序1（天保十年［木偏に聖】斎主人）、本文106、蹟

1
印記：誉田之蔵・滝澤氏図書記・藤川蔵書・斎藤文庫・

宗辰所集・三井家3、聴氷閣・三井文庫。
備考：後ろ表紙見返しに「府馬孝廉蔵書」（墨書）。前表

紙にrロ印四百四十七！壱冊」（下ヶ札）、三井ラベル
rB249・新・13」

XO436－009－01　　　　　　　　　　大塩平八郎

天保奇談　上

弘化2（内容下限）（1845）

269×191ミリ3巻3冊31丁写本
題簸＝原・天保苛談　上（打付）表紙：原・丁子引き
備考：紙帳に入る。

XO436－009－02　　　　　　　　　　大塩平八郎

天保奇談　中

嘉永2（内容下限）（1849）

269×190ミリ24丁写本
題簸：原・天保苛談　中（打付）表紙：原・丁子引き

XO436－009－03　　　　　　　　　　大塩平八郎

天保奇談　下

天保14（内容下限）（1843）

270×190ミリ22丁写本
題簸：原・天保苛談　下（打付）表紙二原・丁子引き

XO436－010

諸集説略　2

明治4（内容）（1871）

239×164ミリ1巻1冊17丁写本
題籏1原・諸集説略二表紙1後・濃紺：布目地に網目
型押し

印記：三井家編纂分室印。

備考：三井ラベル「B249・31」

XO436－011

七曜陰語
昭和7（写）（1932）

267×195ミリ3巻3冊（1冊に合綴）42丁写本
題簸：原・七曜陰語（田沼一件）表紙：原・薄茶色：三

井家編纂室蔵の文字型押し
構成：遊紙1、本文38、佐野某刺田沼氏弁2、古今於殿

XO436－006－07　　　　　　　　　　大塩平八郎
［太平雑記　7］

（1839年）

236×169ミリ47丁写本
題簸1後・太平雑記七表紙：後・藍色1雷文繋ぎ地に
桐唐草型押し
印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

XO436－006－08　　　　　　　　　　大塩平八郎
［太平雑記　8］

（1839年）

237×169ミリ31丁写本
題簸1後・太平雑記八表紙：後・藍色：雷文繋ぎ地に
桐唐草型押し

刊記：柴田勘兵衛自筆之書留也、右者玉造与力何某よ
り借用写留之趣小田切昌有より借用謄写いたし候（巻
末）。

印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：1～3丁はr筆斎」の用箋を使用。三井ラベル
rB249・新・11」

XO436－006－09　　　　　　　　　　大塩平八郎
［太平雑記　9］

天保10（写）（1839）

236×167ミリ49丁写本
題簸：後・太平雑記九表紙：後・藍色二雷文繋ぎ地に
桐唐草型押し

刊記：天保十年四月念四以葉山信閑本書写之臭筆
斎（巻末朱書）。

印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「B249・新・11」

XO436－006－10　　　　　　　　　　大塩平八郎

［太平雑記　10］

（1839年）

237×167ミリ24丁写本
題籏：後・太平雑記拾表紙：後・藍色：雷文繋ぎ地に
桐唐草型押し

構成：文政12年切支丹一件6、よしやあしや21、白紙1
抜書き6

刊記：時は天保八年かみな月なり（よしやあしや末文）。

印記：栗原蔵書・宗辰所集・三井家3（巻頭）、長田守家
（よしやあしや末）。

備考：抜書きは「筆斎」の用箋を使用、三井ラベル
rB249・新・11」

XO436－007　　　　　　　　　　　　大塩平八郎
［浪花秘事　芦の塩釜］

天保10（写）（1839）

240×165ミリ1巻1冊68丁写本
題簸：原・浪花秘事芦能塩釜全表紙：原・生成無地

刊記：予大坂勤役にハ玉造の柴田城司の芦沢か輩手
に属する所にして乱妨市中出勢の者共に対話、亦両目
之騒乱防禦をも承ル物故に実事を知る事明らか也、此

一挙は天下の大事秘中の秘にて狸巻を開事なかれと
云爾高山慧圃（文末）、此巻堀田（甚兵衛正身か）氏



大野のほととぎす」（墨書）、後ろ表紙見返しにr嘉永三

庚戌年求四冊之内［コロ（抹消）所持」（墨書）。三井ラ

ベル「G900・5」

4．その他／40、自然1

×0440－001

仮名暦略注
文化3（写）（1806）

229×163ミリ1巻1冊26丁写本
題簸：原・仮名暦略注完表紙：原・浅花田色：布目地

型押し

刊記：右一條以岡部河内守一徳本書写文化三年正月
検校保己一。

Y1440－001
［花紅葉都錦　上・下］

安永7（1778）
221×159ミリ2巻2冊（1冊に合綴）43丁整版
題簸：後・花紅葉都錦上下（墨書）表紙：後・黒色：卍

繋ぎ型押し
構成：序2（立春吉目長栄軒檀氏）、目録2、上巻本文

21、下巻本文16、菊英館蔵板目録抜書2

刊記：安永七年戊戌三月作者画工花洛長栄軒檀
氏、京都書坊寺町通三条上ル町菊屋（鹿野氏）安兵
衛’求板。

備考：最終丁にr天明三歳次己卯南呂下絃桜楓斉林
太郎平則固之持く花押＞」（墨書）。後ろ表紙にr雑画
六番」（下ヶ札）、三井ラベルrM500・8」

Y1440－002　　　　　　　　　　　　　　天文

天文捷径平天儀圖解
享禾02（1802）

263×186ミリ1巻1冊42丁整版
題簸：原・天文捷裡平天儀圖解全表紙：原・薄茶色

無地
構成：序3（享和辛酉季夏皆川原・巌橋耕瑠堂）、目録

1、本文37、賊1（伊勢橘春暉）

刊記＝享和二壬戌年六月新刻泉南巌橋耕瑠堂蔵版
彫工堺井上重左衛門・同重兵衛、大阪書林弘所
森本太助（印）・泉本八兵衛・山口又一・柳原喜兵衛・池

内八兵衛。

備考：後ろ表紙に「雑書十六番」（下ヶ札）、三井ラベル
「N300・9」

Y1440－003

天地儀

文化2（1805）

278×277ミリ1巻1冊3丁整版
題籏：原・天地儀表紙：原・藍色無地

刊記：文化二乙丑重くコザト偏に目＞奥陽仙台目高

見郷寺澤左門述彫。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：ボール紙の帳鉄に入る。裏打ちあり。三井ラベル

「N300・新・20」、昭和8年5月9目。

4．その他〔398〕

中及刃傷例1
刊記：七曜陰語古写本壱冊以帝國図書館本（一一
五一四六）（明治三三、一一、一六購求ノ印アリ）、昭和

七年九月謄写三井文庫（印・遠藤）。
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「B249・5」

4．その他／37．風俗1

Y1437－001－01

骨董集　上編　上
（1814年）

271×184ミリ2巻2冊27丁整版
題籏：原・骨董集上編上表紙：後・丁子格子
構成：遊紙1、序2（文化己酉冬目杏園主人）、目録1、

本文23
刊記：江戸醒々輯山東庵（巻頭）。
印記：吾友亭・鯖氏図書。

備考：三井ラベル「G900・5」

Y1437－001－02

骨董集　上編　中

文化11（1814）

272×184ミリ36丁整版
題簸：原・骨董集上編中表紙：後・丁子格子
構成：遊紙1、本文29、追加（下巻目録など）5、刊記・

広告1
刊記：傭書上巻嶋岡長盈・中巻橋本徳瓶、削人
名古屋治平・鈴木栄次郎、文化十一年甲戌冬十二月
発行書林大坂心斎橋筋伝馬町塩屋長兵衛・江戸
通油町仙鶴堂鶴屋喜右衛門梓。
印記：吾友亭・櫨氏図書。

備考：三井ラベル「G900・5」

Y1437－002－01

骨董集　　［上編　後上］

文化12（序）（1815）

263×185ミリ2巻2冊32丁整版
題簸：原・骨董集口表紙：後・丁子格子
構成：序3（文化十二年乙亥九月二十五目醒斉）、目

録など2、本文27
刊記：醒斉先生随筆、東都書雛文渓堂梓（封面）。

印記：松喜・大槻。

備考：後ろ表紙見返しに「四冊之内□□（抹消）氏所持」

（墨書）。三井ラベル「G900・5」

Y1437－002－02

骨董集　　［上編　後下］

（1815年）

263×185ミリ36丁整版
題簸：原・骨董集口表紙：後・丁子格子

構成：本文34、追加2

刊記：傭書嶋岡長盈・同凡例目六下之巻末自廿四
紙至計六紙藍庭林平、削人名古量治平・朝倉吉次
郎。

印記：松喜・大槻。

備考：請求番号を変更。前表紙見返しに「追かけて聞つ



〔399〕その他　4．その他140．自然ノ4

刊記：守山鮮谷大森中訳（巻頭）、大坂心斎橋通り
伊丹屋善兵衛・同所敦賀屋九兵衛・東京目本橋通一丁
目須原屋茂兵衛・同二丁目山城屋佐兵衛・同所須原屋
新兵衛・同芝神明町岡田屋嘉七・同所和泉屋吉兵衛・
同横山町三丁目和泉屋金右衛門・同浅草茅町二丁目
須原屋伊八・同下谷数寄屋町岡村屋庄助・同本町三丁
目上州屋宗七・同目本橋四目市和泉屋半兵衛・同小石

川大門町雁金屋清吉板。

Y1440－008－01

訓蒙窮理図鮮　初編　上

明治4（1871）

181×122ミリ3巻3冊24丁整版
題簸：原・訓蒙窮理圖鮮初編上表紙＝原・藍色：松
皮菱型押し

構成：序3（慶応四年戊申初秋慶応義塾同社）、凡例

1、目録2、本文18
刊記：福沢諭吉著、明治元季戊辰初秋、明治四年辛未
六月再刻、慶応義塾蔵版之印（封面）。

印記：福・三井文庫。

備考＝袋共。袋裏面継目に「カギに中、本店、室町三丁
目、中外堂」（印）あり。

Y1440－008－02

訓蒙窮理図鮮　初編　中
（1871年）

181×122ミリ22丁整版
題簸：原・訓蒙窮理圖鮮初編中表紙：原・藍色：松
皮菱型押し
印記：福・三井文庫。

Y1440－008－03

訓蒙窮理図鮮　初編　下
（1871年）

180×122ミリ18丁整版
題簸＝原・訓蒙窮理圖鮮初編下表紙：原・藍色1松
皮菱型押し
印記：福・三井文庫。

Y1440－009

理学初歩図解　初編

明治5（1872）

182×120ミリ1巻1冊37丁整版
題簸：原・理學初歩圖解初篇表紙：原・黒色：横網目
型押し

構成：題字1、本文36

刊記1伊藤明徳述井蔵版、明治五壬申五月　東京書林
鶴屋喜右衛門・高木屋和助・丸屋庄五郎・紀伊國屋才
助発免。

印記：三井文庫。

備考：後ろ表紙にr雑書十七番」（下ヶ札）、三井ラベル

「N200・3」。綴ハズレに注意。

地学Y1440－010

地学窮理往来

明治7（1874）

Y1440－004

地震考

文政13（序）（1830）

222×146ミリ1巻1冊18丁整版
題簸1原・地震考全表紙1原・相思鼠色無地
構成：題言1（文政十三年庚寅秋七月　卓堂岸岱）、本

文16、践2（文政十三年庚寅秋八月上溝三絨主人）
刊記：濤山先生筆記（封面）、斉政館都講小嶋氏蔵板
不與買人（刊記）。

備考：後ろ表紙とその見返しにr雑書十六番」（下ヶ札）、

三井ラベル「N300・13」

Y1440－005－01

魚鑑　上

天保2（1831）

219×157ミリ2巻2冊39丁整版
題籏1原・魚鑑巻の上表紙：後二鼠色1渦潮刷り
構成：序・月絵など14（桂川鎮香・江都櫟涯武好一）、

本文25
刊記：櫟涯武井周作著、東都呑海楼蔵板、天保辛卯新
刊（封面）。

印記：ロロ蔵書（抹消）、鎮値・徳美友仙・宗辰所集・三
井家3。

備考：r上ノ十五」裏に付箋1あり。三井ラベルrN500・
新・5j

Y1440－005－02

魚鑑　下

（1831年）

218×157ミリ40丁整版
題籏1原・魚鑑巻の下表紙：後：鼠色：渦潮刷り

構成：口絵1、本文39

刊記：本文櫟涯拙筆・彫刻弥曽宇（最終丁）、呑海楼
蔵板、製本金花堂。

印記：□□蔵書（抹消）・徳美友仙・宗辰所集・三井家
3。

備考1巻頭に「有麿」（墨書）。後ろ表紙見返しに「近刻

書目」がある三井ラベル「N500・新・5」

Y1440－006　　　　　　　　　　　　　　植物

竹実記

天保3（1832）

219×148ミリ1巻1冊12丁整版
題籏：原・竹實記完表紙：原・相思鼠色：竹林型押し

刊記：白雲山人著・菱川清春画、天保三年壬辰孟冬
京都柳馬場二条下ル町金屋吉兵衛梓。
備考：後ろ表紙に「名八番」（下ヶ札）

Y1440－007　　　　　　　　　　　　　教科書
博物新編訳解　4

明治3（1870）

180×121ミリ1巻1冊54丁整版
題籏：原・博物新編謬解四表紙：原・黄色＝卍繋ぎ型
押し

構成：題字1（明治三年庚午冬刻）、目録1、図2、本文
50



［視窮録　3］

237×177ミリ54丁写本
題籏二原・一東先生視窮録人表紙：原・浅花田色・
花菱唐草型押し
構成：本文53、遊紙1
印記：源巨訓・中村氏仲友。

備考；53・54丁の丁間に切紙4（「英国新製鉄張…」
r地雷火用…」r反射炉之図j　r小銃見当規則」と墨書、
挿絵）あり。

Y1450－001－01

［和漢船用集　1］

（1827年）

260×183ミリ12巻12冊43丁整版
題簸＝原・書圖和漢舩用集一表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し
構成：序6（宝暦辛巳仲冬岡白駒・宝暦辛巳中夏下旬
摂陽堂島古地金沢兼光）、凡例3、総目録2、巻1目録

1、本文31
印記：梅村・宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「和漢船用集」。前表紙に「ヲ印七十四1十

二冊」（下ヶ札）

Y1450－001－02

［和漢船用集　2］

（1827年）

261×182ミリ25丁整版
題籏：原・豊圖和漢舩用集二表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し

構成：目録1、本文24
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－03

［和漢船用集　3］

（1827年）

261×182ミリ48丁整版
題簸：原・董圖和漢舩用集三表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し

構成：目録3、本文45
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－04

［和漢船用集　4］

（1827年）

261×182ミリ50丁整版
題簸：原・［］和漢舩用集四表紙：原・薄緑色：蜀江
型押し

構成：目録2、本文48
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－05

［和漢船用集　5］
（1827年）

261×183ミリ58丁整版
題籏：原・壼圖和漢舩用集五表紙：原・薄緑色1蜀

その他4〔400〕

226×157ミリ1巻1冊58丁整版
題籏：元・河村貞山著地學窮理往来全表紙：後・浅
花田色無地

構成：図3、本文55
刊記：明治五年十一月免許、同七年六月刻成、西京三
條通寺町西へ入町二酉楼杉本甚助（印）・同寺町通
本能寺前竹苞楼佐々木惣四郎。
印記＝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
「CO10・新・5」。昭和8年5月2目寄託。

4．その他／50．技術1

×0450－001（1）

［鼓銅図］

270×182ミリ2巻2冊（1冊に合綴）14丁写本
題簸：原・鼓銅圖録完表紙：原・黄色：布目地に卍繋

ぎ型押し

構成：題字（蜀山人）・本文14

刊記：到住友氏吹処熟視以作此圖丹羽桃渓元國。
印記：ウサギ・しんまちみつけ・三井文庫。

備考＝彩色あり。前表紙に書名を記した下ヶ札。

XO450－001（2）

［鼓銅録］

6丁写本
刊記：浪華住友氏奴隷増田綱謹撰、浪華住友氏蔵
版。

印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「E800・新・66」。昭和7年。後ろ表紙

見返しに「文淵堂」の印などがある。

XO450－002－01

［視窮録　1］

237×176ミリ3巻3冊63丁写本
題簸：原・一東先生視窮録天表紙：原・浅花田色・
花菱唐草型押し
構成：遊紙3、アルファベット表1、目録1、本文57、遊
紙1

印記：源巨訓・中村氏仲友。

備考：布秩に入る。

XO450－002－02

［視窮録2］

237×177ミリ56丁写本
題簸：原・一東先生視窮録地表紙：原・浅花田色・
花菱唐草型押し
構成：本文55、遊紙1
印記：源巨訓・中村氏仲友。

備考：48・49丁の丁間に切紙1（r大黄丁木・・」と墨書）

がある。

XO450－002－03


