
〔401〕　　　　　4．その他　4．その他150．技術1

構成：目録1、本文35

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－12

［和漢船用集　12］

文政10（1827）

262×184ミリ23丁整版
題籏：原・畜圖和漢舩用集十二止表紙：原・薄緑
色：蜀江型押し

構成：目録1、本文22

刊記：明和三丙戌年三月刻成、文政十丁亥年六月嗣
行江戸書林須原屋茂兵衛、大阪書林藤屋弥兵衛・
藤屋九兵衛・藤屋徳兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1450－002

写真鏡図説　初編

慶応3（封面）（1867）

181×125ミリ1巻1冊29丁整版
題籏：原・爲真鏡圖説初編全表紙＝原・花田色1卍
繋ぎ型押し

構成：序3（慶応二年桂國幹・楊江学人敏）・凡例3、図

2、本文19、シュンギ楼著述目録1
刊記：慶応三年丁卯新刻（封面）、楊江柳川徽大所訳
述（巻頭）、金沢了元・小泉保右衛門同校（最終丁）。

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・4」。綴ハズレに注意。

Y2450－001－01

図解水理真宝　上
明治28（序）（1895）

227×150ミリ3巻3冊（2冊に合綴）59丁銅板
題簸：原・圖解水理真寳市川義方著上表紙：原・秘
色：雲母布

構成：題字2（松方正義・楠本正隆）、序4（植村正直・市

川義方）、凡例2（明治二十八年九月著者）、目録2、本

文48、水害必治法1
刊記：博文館蔵版。

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、三井ラベル
「N700・新・2」。間紙に酸性紙を使用。

Y2450－001－02（1）

［図解水理真宝　下］

（1895年）

227×150ミリ42丁銅板
題簸：剥離表紙＝原・秘色：雲母布

構成：目録2、本文40
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：三井ラベルrN700・新・2」。問紙に酸性紙を使
用。

Y2450－001－02（2）

［図解水理真宝　付録］

明治28（践）（1895）

江型押し

構成1目録2、本文56
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－06

［和漢船用集　6］

（1827年）

262×183ミリ30丁整版
題簸1原・豊圖和漢舩用集六表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し

構成：目録1、本文29

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：丁付に注意。

Y1450－001－07

［和漢船用集　7］

（1827年）

262×183ミリ34丁整版
題籏：原・書圖和漢舩用集七表紙＝原・薄緑色：蜀

江型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：丁付に注意。

Y1450－001－08

［和漢船用集　8］

（1827年〉

266×183ミリ28丁整版
題籏：原・書圖和漢舩用集八表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し

構成：目録1、本文27

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－09

［和漢船用集　9】

（1827年）

262×183ミリ28丁整版
題籏：原・董圖和漢舩用集九表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し

構成：目録1、本文27

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－10

［和漢船用集　10］
（1827年）

262×183ミリ31丁整版
題籏1原・豊圖和漢舩用集十表紙：原・薄緑色：蜀
江型押し

構成1目録1、本文30
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1450－001－11

［和漢船用集　11］

（1827年）

261×183ミリ36丁整版
題籏：原・叢圖和漢舩用集十一表紙1原・薄緑色
蜀江型押し



Y1452－004

通貨利子早繰表

明治12（1879）

313×403ミリー枚物1丁整版
題籏：原・通貨利子早繰表表紙：共紙

刊記：官許石川縣下加賀國河北郡車村二十一番地
所宝乗寺住職富田目見著、明治十二年五月二十七
目（表紙）、明治十二年五月二十七目版権免許、同年

六月出版、著者井出版人富田目見（加賀國河北郡車
村二十一番地宝乗寺住職）、諸国発行書雛9軒。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：切紙の貼付がある。定価金6銭。東京神田巌松

堂書店のラベル貼付。昭和6年2月7目寄託。ボール
紙の秩に入る。

Y1452－005

利割早算　年賦成崩算法記

83×174ミリ1巻1冊44丁整版
題簸：原・利割早算　年賦成崩算法記（方籏共）表
紙：原・薄茶色無地

刊記：信州上諏方桑原町升屋庄助。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙に「信陽詠四神翠松軒号濱濤之助
用」（墨書）。昭和8年6，月30目寄託、三井ラベル
rN100・新・24」

Y1452－006
［利息表］

明治一

73×159ミリ1巻1冊20丁整版
題簸：後・利息表（墨書）表紙：原・茶色無地

構成：凡例1、本文19
刊記：村井氏蔵板。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr三木」（墨書）、後ろ表紙にr明治九年

土道郡沖元村三木常吉・□山縣道三木源五郎」（墨書）。

後ろ表紙にGANSHODOSHOTEN．TOKYOのラベ
ル貼付。前表紙に書名を記した下ヶ札。昭和6年2月7
目、三井ラベル「N100・新・25」。

4．その他／60．産業／

XO460－001－01

鉱山紀年録　1
文政7（凡例）（1824）

233×160ミリ4巻4冊115丁写本
題簸：原・鑛山紀年録一（打付）表紙：後・濃紺無地

構成：内表紙1、凡例5（文政二卯年編集草稿今華再増

補之成書焉文政七甲申年重陽日　鉱吏杉原氏藤寿
山行天輯）、目録2、本文107

印記：□学目□、菅安後人大足王戌巳役所集・三井家
監蔵。

備考：赤色罫紙を使用。布張りの秩に入る。1丁目丁間
に切紙1（鉱山紀年録大正十二年四月八目消毒了）。

その他4〔402〕

銅版
付録24、賊1（明治廿八年十二月二十日市川義

間紙に酸性紙を使用。

丁
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方
備

Y2450－002

理化器械目録表

明治一

241×177ミリ1巻1冊5丁銅版
題籏：原・明治十五年六月　理化器械目録表表紙：
原・生成無地

構成：図3、本文2
刊記：京都木屋町二条下ル製作場嶋津源蔵、大坂東
区道修町二町目廿四番地売捌所白井松之助。
印記：三井文庫。

備考＝仮綴じ、2つ綴り。柱書「嶋津製作場蔵板」。三井

ラベル「N200・5」

4．その他／52．算法・経理1

Y1452－001
［格致算書　下］

明暦3（1657）

199×140ミリ1巻1冊100丁整版
題簸：後・格致算書下（打付・朱書）表紙：後・藍色無

地

構成：序1、目録1、本文98
刊記：明暦三丁酉歳臓月日柴村藤左衛門盛之（印）。
印記：鼓・建設大法理順人情・丸ウサギ・三井家1。

備考：前表紙と見返しの間に切紙1（「昭和十四年四月
廿七目清書」と墨書がある）が入っている。三井ラベル
rN100・新・13」

Y1452－002
［稽古教艸　上］

134×190ミリ1巻1冊19丁整版
題簸：後・稽古教艸上（墨書）表紙二後・格子丁子
刊記：百有（カギに吉）（封面）。

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。昭和7年3月12
目寄託。

Y1452－003

損益利息算法

明治7（1874）

227×150ミリ1巻1冊34丁整版
題簸：原・柴田清亮編損益利息算法全表紙：原・薄
茶色無地
構成：緒言1（明治七年第七月柴田清亮識）、本文33

刊記：官許明治七年八月十四目　（東京）柴田清亮蔵

版発免東京芝大神宮前山中市兵衛・仙台国分街十
九軒菅原安兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：昭和6年2月7目寄託、三井ラベルrN100・新・
18」



XO460－001－02

鉱山紀年録2
（1824年）

234×161ミリ91丁写本
題簸：原・鑛山紀年録二（打付）表紙：後・濃紺無地

構成：内表紙1、本文90
印記：曹安後人大足王戌巳役所集・三井家監蔵。
備考：赤色罫紙を使用。

XO460－001－03

鉱山紀年録3
（1824年）

233×160ミリ94丁写本
題籏1原・鑛山紀年録三（打付）表紙：後・濃紺無地

構成：内表紙1、本文93
印記：蕾安後人大足王戌巳役所集・三井家監蔵。
備考：巻1・2・4とは違って、青色罫紙を使用。

XO460－001－04

鉱山紀年録4
（1824年）

235×160ミリ58丁写本
題簸：原・鑛山紀年録四止（打付）表紙：後・濃紺無
地

構成：内表紙1、本文57
印記：宙安後人大足王戌巳役所集・三井家監蔵。

備考：赤色罫紙を使用。

XO460－002　　　　　　　　　　　　　　染色
国益織物記
天保4（写）（1833）

255×192ミリ1巻1冊19丁写本
題簸：原・國益織物記完（打付）表紙：原・生成

刊記：天保四年のとし癸巳六月写し置。

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。昭和6年12月17
目寄託、三井ラベル「E800・新」

Y1301－024（2）

［日本産物字引略解］

明治8（1875）

47丁整版
構成：字引略解77～113、刊記1
刊記：明治八年二月橋爪貫一輯録、発免書林北畠茂
兵衛・山中市兵衛・稲田佐兵衛、諸国専売書林下総
佐原正文堂利兵衛・同佐倉中井藤右衛門・同所吉田伝
左衛門・水戸下町須原屋安次郎・野州朽木管谷甚平・
常州土浦大国屋弥助・信州上田鼠屋甲造・上州高崎菊

屋源作・肥前佐賀槌屋壮助・横浜弁天通師岡屋伊兵
衛・甲府八目町内藤伝右衛門。

備考：昭和8年3月22日寄託。書誌情報は
Y1301・024（1）［目本物産字引］参照。

Y1460－001－01

彩画職人部類天
（1784年）

4．その他　4．その他！60．産業／　〔403〕

276×190ミリ2巻2冊19丁整版
題籏：原・採董職人部類天表紙：後・秘色：布目地に
刷り

構成：序3（明和七庚寅歳十一月望羅沙窟亀・天明四
のとし甲辰の春四方赤郎）、本文16
備考：色刷り。三井ラベル「G900・6」

Y1460－001－02

彩画職人部類地
天明4（1784）

276×190ミリ17丁整版
題籏：原・採豊職人部類地表紙：後・秘色：布目地に
刷り

構成：本文14、践2（朱楽菅江）、慶雲堂蔵板目録・刊
記1

刊記：天明四年甲辰正月目再刻東都書璋下谷池
之端仲町植村善六・高津伊助。
備考＝色刷り。三井ラベル「G900・6」

Y1460－002

砂糖製作記
寛政9（賊）（1797）

263×183ミリ1巻1冊23丁整版
題籏：原・砂糖製作記表紙：原・薄茶色：布目地

構成：序4（寛政九年丁巳八月木村喜之）、本文18、蹟
1（寛政九のとし秋九月松本保固）

刊記：東都御書房通本町二早目　出雲寺和泉橡蔵。
印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：前表紙に書名を記した下ヶ札。昭和8年3月22
目寄託、三井ラベル「E100・新・2」

Y1460－003

製茶図解

明治4（1871）

254×175ミリ1巻1冊18丁整版
題簸：原・製茶圖解表紙：原・黄色：無地

構成：序2（明治四年辛未正月　彦根藩）、本文16
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。昭和8年3月22
日寄託、三井ラベル「E100・新・4」

Y2460－001

杞柳栽培製造法

明治10（1877）

525×683ミリー枚物1丁銅板
題簸：原・内務省蔵版杞柳栽培製造法（打付）

刊記：田中芳男閲・曲木高配訳。発売書雛東京南伝
馬町二丁目十三番地穴山篤太郎。内務省勧農局蔵
版明治十年十一月発免（袋）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：袋共。昭和9年2月3日寄託、三井ラベル
rE100・新・9」

Y2460－002

湖川沼漁略図井収穫調書

明治13（1880）

法漁



273×188ミリ10巻10冊46丁整版
題簸：原・成形圖説農事部一表紙：原・黄色檀紙
構成1序5（文化元年甲子十一月朔旦臣曽繋）、目録

1、本文40
刊記：彫工藤田金六（欄外）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－02

成形図説　農事部　2

（1804年）

272×187ミリ42丁整版
題籏：原・成形圖説農事部二表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文41
刊記1彫工藤田金六（欄外）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－03

成形図説　農事部　3

（1804年）

273×187ミリ36丁整版
題籏：原・成形圖説農事部三表紙1原・黄色檀紙
構成：目録1、本文35
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－04

成形図説　農事部　4

（1804年）

273×187ミリ38丁整版
題籏：原・成形圖説農事部四表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文37
刊記：彫工藤田金六（欄外）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－05

成形図説　農事部　5
（1804年）

273×187ミリ29丁整版
題籏：原・成形圖説農事部五表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文28
印記1宗辰所集・三井家3。
備考1糸ホツレ注意。

Y1461－002－06

成形図説　農事部　6

（1804年）

273×188ミリ41丁整版
題籏1原・成形圖説農事部六表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文40
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－07

成形図説　農事部　7

（1804年）

274×188ミリ34丁整版
題簸：原・成形圖説農事部七表紙：原・黄色檀紙

構成1目録1、本文33

〔404〕　4．その他

224×152ミリ1巻1冊36丁活版・銅板
題籏：原・湖川沼漁略圖井収穫調書全表紙：原・松
葉色：卍繋ぎ型押し

構成：目録1、本文35
刊記：明治十三年四月新離茨城縣蔵版（封面）、東京

京橋区西紺屋町廿四番地彫刻社印製。。
印記：大内・ウサギ・しんまちみついけ・瓢箪に三井家。

備考：前表紙に書名を記した下ヶ札。昭和6年9月26
目寄託、三井ラベル「E600・新」

1．農書ノ

ー01

　上］

　
判
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吐

，リ3巻3冊30丁整版
1桑國第一産養意秘録（やうさんひろく）
・浅花田色＝無地

享和二壬戌年孟春出石文学桜井篤忠）、
1壬戌秋八月　但州大屋上垣守国）、上巻目
16

ヨ印・本居文庫・三井文庫。

ル紙の秩に入る。帳の裏に三井ラベル
・～三」貼付。三井ラベル「E500・5一」

Y1461－001－02

［養薫秘録　中］

（1803年）

269×181ミリ29丁整版
題簸：原・扶桑國第一産養意秘録（やうさんひろく）

中表紙：原・浅花田色：無地

構成：中巻目録1、本文28
印記＝藤垣内印・本居文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「E500・5二」

Y1461－001－03　『

［養慧秘録　下］

享和3（1803）

269×180ミリ28丁整版
題簸1原・扶桑國第一産養意秘録（やうさんひろく）

下表紙1原・浅花田色：無地
構成：下巻目録1、本文23、践3（享和二壬戌初春加藤

為貞・享和二年壬戌冬但馬国出石陰士関口源くさん
ずいに兼＞）、奥書1

刊記：享和三年癸亥正月新刻作者但馬国養父郡蔵
垣村上垣伊兵衛守国・平安画工法橋西村中和・速
水春暁斎、同彫工樋口源兵衛、江戸書林目本橋通
萱町目　須原屋茂兵衛・日本橋通三町目須原屋平助
大阪書林心斎橋筋順慶町柏原屋清右衛門、京都書
林寺町通松原上ル町菊屋七郎兵衛・冨小路通三條
下ル町須原屋平左衛門。
印記：藤垣内印・本居文庫・三井文庫。

備考：三井ラベルrE500・5三」

1
Y1461－002－01

成形図説　農事部
文化1（序）（1804）



〔405〕その他　4．その他／61．農書ノ4

印記：福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－003－05

広益国産考　5
（1859年）

222×156ミリ24丁整版
題簸：原・廣益國産考五表紙：後・柿色：小葵型押し
印記：福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－003－06

広益国産考　6
（1859年）

221×156ミリ30丁整版
題簸：原・廣益國産考六表紙：後・柿色：小葵型押し
印記：福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－003－07

広益国産考　7
（1859年）

221×156ミリ28丁整版
題簸：原・廣益國産考七表紙：後・柿色：小葵型押し
印記1福島・宗辰所集・三井家3。

記：天保十五甲辰初春浜松藩大蔵永常時年七十
撰（本文最終行）。安政六己未年九月発免京都越
屋治兵衛・丸屋善兵衛、江戸須原屋茂兵衛・山城
佐兵衛・岡田屋嘉七、大阪大嶋屋伝右衛門・秋田
太右衛門・敦賀屋彦七・河内屋和助・河内屋茂兵

の

記：福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－004

勧農叢書　農家心得草

明治18（1885）

227×151ミリ1巻1冊34丁整版
題籏：原・勧農叢書農家心得草全表紙：原・花浅葱
色：布目地に勧農叢書有隣堂と花・菱など型

構成：序1（甲午暮春虚舟道人正徳）、本文32、賊1
（天保五甲午歳如月）

刊記：大蔵永常翁著・東京有隣堂蔵梓（封面）、明治十

八年十月廿八日翻刻出版御届、著者故人大蔵永常、

原版主晴幹堂、翻刻出版人東京書瞳穴山篤太郎
（有隣堂印・京橋区南伝馬町二丁目十三番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：袋共。後ろ表紙見返しに「勧農叢書広告」。前表
紙にrヌ印三十九／一冊」（下ヶ札）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－08

成形図説　農事部　8

（1804年）

273×188ミリ29丁整版
題籏：原・成形圖説農事部八表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文28
刊記：彫工藤田金六（欄外）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－09

成形図説　農事部　9

（1804年）

273×188ミリ29丁整版
題簸：原・成形圖説農事部九表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文28
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1461－002－10

成形図説　農事部　10
（1804年）

273×188ミリ32丁整版
題籏：原・成形圖説農事部十表紙：原・黄色檀紙
構成：目録1、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：絵は多色刷り

Y1461－003－01

広益国産考　1
（1859年）

220×155ミリ8巻8冊49丁整版
題籏：原・廣益國産考壷表紙：後・柿色：小葵型押し

構成：目録22、巻1本文27
印記＝福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－003－02

広益国産考　2
（1859年）

220×156ミリ26丁整版
題簸：原・廣益國産考武表紙：後・柿色：小葵型押し
印記：福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－003－03

広益国産考　3
（1859年）

221×156ミリ33丁整版
題簸：原・廣益國産考三表紙：後・柿色：小葵型押し
印記：福島・宗辰所集・三井家3。

Y1461－003－04

広益国産考　4
（1859年）

221×157ミリ27丁整版
題簸：原・廣益國産考四表紙：後・柿色：小葵型押し



は1丁で丁付は「百ノ四」としてある。111～114丁はな
い。。後ろ表紙見返しに三井ラベル「B987・2」と「画雑

書拾三番」（下ヶ札）

Y1465－003
［着物雛形］

259×185ミリ1巻1冊20丁整版
題簸：後・無地表紙：後・藍鼠色：雲母引き

構成：元表紙1、序1（九如館鑓永斉貞）、本文17、元後

ろ表紙1

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：元後ろ表紙見返しに「明和六年三月吉日　樫村
喜蔵（印）」（墨書）。部分的に補修がある。三井ラベル

「E800・48」

4．その他169．博覧会1

×0469－001　　　　　　　　　　　　　　記録

明治7年愛知県下博覧会榛記
明治7（1874）

239×171ミリ1巻1冊39丁写本
題簸：原・明治七年愛知縣下博覧會襟記表紙：原・紅

梅色無地
構成：規則書・物品抄録・開帳・芸妓踊りなど

印記1要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考115・16丁丁間に切紙1あり。前表紙にrホ四百十
二四〇」（貼紙）

1469－001

1覧新報　第1号
1治5（内容）（1872）

）5×130ミリ1巻1冊9丁整版
i籏：原・博覧新報第一號（打付け）表紙：原・生成

1記：博覧会社三井源右衛門・小野善助・熊谷久右
1門・千宗左・千宗室・藪内紹智（後ろ表紙見返し）、御

1書林井上治兵衛製本（後ろ表紙・印）。

i記：御用書林井上治兵衛製本・ウサギ・しんまちみつ

4
覧
治
5
籏
記
門
書
記
仇
考
井

Y
博
明
1
9
題
刊
衛
用
印
い
備
三

1仮綴じ。付箋1あり。昭和11年5月18目寄託
ラベル「E70・新・10A」

Y1469－002

博覧会品目

明治5（1872）

237×162ミリ1巻1冊2丁整版　　　　F
題籏：原・博覧會品目（打付）表紙：なし

刊記＝目本明治五年三月十目ヨリ五十目問西暦千八
百七十二年第四月十七目、目本京都博覧会社。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ。昭和11年12月12目寄託、三井ラベル
rEO70・新・5」

Y1469－003（1）

［博覧会品物目録　第1号］

明治5（1872）

315×429ミリ4巻4冊（1冊に合綴）1丁整版

4．その他〔406〕

4．その他／65．服飾1

×0465－001

［古代小紋紙張込帖］

147×192ミリ1巻1冊25丁写本
題簸：後・古代小紋紙張込帖表紙：原・黒色無地（ほぼ
欠落）

構成：遊紙1、本文24
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：ダンホ㌧ルの峡あり。ふけあり。前表紙裏に書名を

記した下ヶ札。昭和6年9月26目寄託。三井ラベル
rD423・新・19j

Y1465－001－01（1）　　　　　　　　　　　雛形

［今様櫛［きせる］雛形　3［きせるの部］］

文政6（1823）
131×185ミリ3巻3冊（1冊に合綴）34丁整版
題簸：元・今様櫛（きせる）雛形きせるの部全表紙：

後・薄花田色無地
構成：本文32、賊1（文政六年春荷薬亭主人）、刊記1

刊記：前北斎為一先生画図彫工江川留吉、文政六年
癸未夏五月　東都書林麹町平河町工丁目　衆星閣
角丸屋甚助・馬喰町二丁目角永寿堂西村屋与八。
印記：三井文庫。

備考：巻末にr東都書林永寿堂蔵板目録」がある。後ろ

表紙見返しにr画拾三番」（下ヶ札）と三井ラベル
「M500・7」。

Y1465－001－01（2）　　　　　　　　　　　雛形

［今様櫛［きせる］雛形　1［櫛の部上］］

文政5（序）（1823）

26丁整版
構成：序1（文政壬午秋八月望柳亭のあるじ種彦・前北

斎改葛飾為一）、本文25

Y1465－001－01（3）　　　　　　　　　　　雛形

［今様櫛［きせる］雛形　2［櫛の部下］］

（1823年）

20丁整版
印記1三井文庫。

備考1後ろ表紙に「雑拾三番」（下ヶ札）。

Y1465－002　　　　　　　　　　　　　　紋帳

新撰紋所帳

天保4（1833）

82×189ミリ1巻1冊106丁整版
題籏：原・新撰紋所帳全表紙：原・松葉色・菊花押文

様
構成：序1（天保四年春）、目録2、本文103

刊記：天保四年巳春発免大坂書蝉心斎橋筋順慶町
塩谷喜助・京都書緯小池八幡町本城小兵衛。
印記＝三井文庫。

備考150～54丁は1丁で丁付はr五十ノ四」、61～64
丁は1丁で丁付は「六十一ノ四」、70～74丁は1丁で
丁付は「七十四」、80～84丁は1丁で丁付は「八十ノ
四」、90～94丁は1丁で丁付は「九十ノ四」、100～104



〔407〕その他　4．その他／69．博覧会14

156ミリ1巻1冊19丁整版
原・京都博覧會規（矢へん）則博覧會社表
・生成

目録1、本文18
御用書林京都堀川通二条下ル町井上治兵衛

宗辰所集・三井家3。

仮綴じ。

似
観
源
成
証
屯
記
考

22

題
紙
構
刊
製
印
備

Y1469－005

内国勧業博覧会独案内

明治10（1877）

733×921ミリ1巻1冊1丁整版
題籏：原・高田定保輯内國勧業博覧會猫案内全表
紙＝原・薄茶色無地

刊記：明治十年九月廿八日版権免許輯木挽町壷丁
目廿三番地高田定保、版主新富町壷丁目一番地
高築重右衛門。

印記：高築・宗辰所集・三井家3。

備考：折本。貼紙1あり。三井ラベル「E70・新・11」

Y1469－006－01

日本製品図説　錦画

明治10（1877）

236×167ミリ3巻3冊56丁整版
題簸：原・目本製品圖説錦書表紙：原・黄色：布目地
に小葵型押し

構成：緒言3（明治十年六月　内務省）、凡例3（明治十

年六月　高鋭一）、目次2、本文49

刊記：高鋭一編輯紀元二千五百三十七年六月刊行
（封面）、製師菊沖音次郎、小田行蔵参訂・狩野雅信

絵写（最終丁）、内務省蔵版発免書林東京府平民
山中市兵衛（第二大区五小区芝三島町十番地）。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：多色刷り。前表紙に「ヌ印四十九／三冊」（下ヶ札）

Y1469－006－02

日本製品図説　昆布・凍環脂

明治10（1877）

236×170ミリ51丁整版
題簸：原・日本製品圖説昆布・凍環脂表紙：原・黄
色：布目地に小葵型押し

構成：緒言3（明治十年六月　内務省）、凡例3（明治十

年六月　高鋭一）、目次2、本文43

刊記1高鋭一編輯紀元二千五百三十七年六月刊行
（封面）、小田行蔵参訂・狩野雅信絵写（最終丁）、内務

省蔵版発免書林東京府平民山中市兵衛（第二大
区五小区芝三島町十番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：多色刷り。定価45銭。

Y1469－006－03

日本製品図説　食塩

明治10（1877）

236×170ミリ41丁整版
題籏1原・日本製品圖説食璽表紙：原・黄色：布目地
に小葵型押し

題籏：原・第萱號博覧會品物目録於本願知恩建仁
之三寺　目々物品追補（打付）表紙1なし

刊記：明治五年三月十目ヨリ五十目之間西暦千八百
七十二年四月十七日（表題）、京都書林堺町通御池
下ル町神戸源右衛門・寺町通御池下ル町伊東久兵
衛、弘通所京寺町通三条上ル丁福井孝助・東京通
油丁藤岡屋慶治郎・大坂本町心斎橋東へ入河内屋
真七。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：欄外に「第二号へ次ク」（墨書）。酸性紙の封筒に
入る。

Y1469－003（2）

［博覧会品物目録　第2号］

明治5（1872）

1丁整版
題簸＝原・第二號博覧會品物目録於本願知恩建仁
之三寺目々物品追補（打付）表紙：なし

刊記：明治五年三月十目ヨリ五十目之問西暦千八百
七十二年四月十七目（表題）、京都書林堺町通御池
下ル町神戸源右衛門・寺町通御池下ル町伊東久兵
衛、弘通所京寺町通三条上ル丁福井孝助・東京通
油丁藤岡屋慶治郎・大坂本町心斎橋東へ入河内屋
真七。

備考：欄外に「第三号へ次ク」（墨書）

Y1469－003（3）

［博覧会品物目録　第3号］

明治5（1872）

1丁整版
題簸：原・第三號博覧會品物目録於本願知恩建仁
之三寺目々物品追補（打付）表紙：なし

刊記：明治五年三月十目ヨリ五十目之間西暦千八百
七十二年四月十七目（表題）、京都書林堺町通御池
下ル町神戸源右衛門・寺町通御池下ル町伊東久兵
衛、弘通所京寺町通三条上ル丁福井孝助・東京通
油丁藤岡屋慶治郎・大坂本町心斎橋東へ入河内屋
真七。

備考：欄外に「第四号へ次ク」（墨書）

Y1469－003（4）

［博覧会品物目録　第4号】

明治5（1872）

1丁整版
題簸：原・第四號博覧會品物目録於本願知恩建仁
之三寺目々物品追補（打付）表紙：なし

刊記1明治五年三月十目ヨリ五十目之間西暦千八百
七十二年四月十七目（表題）、京都書林堺町通御池
下ル町神戸源右衛門・寺町通御池下ル町伊東久兵
衛、弘通所京寺町通三条上ル丁福井孝助・東京通
油丁藤岡屋慶治郎・大坂本町心斎橋東へ入河内屋
真七。

備考：欄外に「第五号へ次ク」（墨書）。

Y1469－004

京都　博覧会規則

明治6（内容）（1873）



Y1471－001－02

好古小録　雑考　坤・付録

寛政7（1795）

266×185ミリ39丁整版
題籏：原・好古小録雑考坤表紙：原・白緑色無地
構成：目録2、本文21、付録（図）16

刊記：寛政七年乙卯九月刊行平安書舗林伊兵衛・
小川多左衛門・西田荘兵衛・北村荘助・鵜鵜惣四郎。

印記：洒汀・否後人大王成以後所蔵・三井家3。

備考：丁間にイチョウ・タバコの葉がある。三井ラベル
「A910・新・41」。大正十二年。

Y1471－002

新書画展観目録
寛政8（巻頭）（1796）

152×92ミリ1巻1冊21丁整版
題簸：原・新書画展観目録全（打付）表紙：原・生成

無地
刊記：瀟風亭図書記（封面に印）、寛政八丙辰九月二
十七目東山端寮展観（巻頭）、平安雄選識於囎風亭
（最終丁）。

備考：仮綴じ。封面題はr東山新書画展観」。三井ラベ
ル（番号未記入）あり。

・71－003－01

r日録　本
97年）

×185ミリ2巻2冊38丁整版
i：原・好古目録本表紙：後・覗色無地

1：序1（寛政丙辰孟春下洗藤原資同）、目録4、本

左京藤原貞幹著（巻頭）。

桑畝文庫・洒汀・否後人大王成以後所蔵・三井家
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考：丁間にタバコの葉がある。三井ラベル「A910・新

」

Y1471－003－02

好古日録　末

寛政9（1797）

266×185ミリ37丁整版
題簸：原・好古目録末表紙：後・覗色無地

刊記：寛政九年丁巳四月印行京兆書雛林伊兵衛・
小川多左衛門・西田荘兵衛・北村荘助・鵜鶴惣四郎。

印記1曳尾文庫・桑畝文庫・洒汀・否後人大王成以後所
蔵・三井家3、大正十二年。
備考：52丁表に切紙2（貨幣の図）が貼付。丁間にタバ
コの葉がある。三井ラベル「A910・新・42」

Y1471－004

水画指南

文政1（1818）

223×157ミリ1巻1冊26丁整版
題簸：原・玩雅（カ）水画指南全表紙＝後・秘色：檀紙

構成：序3（文化十四といふ年のやよひく花押＞）、絵3、

凡例2（文化丁丑如月浪速仙鶴堂一雄）、本文17、賊1

その他4〔408〕

構成：緒言3（明治十年六月　内務省）、凡例3（明治十

年六月　高鋭一）、目次2、本文34

刊記：高鋭一編輯紀元二千五百三十七年六月刊行
（封面）、製師菊沖音次郎、小田行蔵参訂・狩野雅信

絵写（最終丁）、内務省蔵版発莞書林東京府平民
山中市兵衛（第二大区五小区芝三島町十番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：多色刷り。

Y2469－001

第2回内国勧業博覧会場全図
明治14（1881）

439×627ミリー枚物1丁活版・整版
題籏：原・第二回内國勧業博覧會場全圖千二百分ノ
ー（打付）表紙：なし

刊記：明治十四年二月廿二目出版々権届内国勧業
博覧会事務局蔵版発免書雛東京々橋区南伝馬町
二丁目拾三番地有隣堂穴山篤太郎有隣堂活版所
印刷。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：色刷り。定価金5銭。袋共。

Y2469－002

平安遷都紀念祭第四回勧業大博覧会聯合計画予

定大略

明治26（1893）

270×194ミリ1巻1冊60丁活版・整版・銅板
題籏：原・増補三版平安遷都紀念祭第四回勧業大博
覧会聯合計董予定大略完（打付）表紙＝原・生成：大

極殿など摺付
構成：緒言（明治26年4月京都市委員）、紀念祭協賛

会規約、聯合府縣委員会概況ほか

刊記1明治廿六年十月二十六日印刷、同年十月三十
一日発行、著作者紀成常喜（京都市上京区堺町通夷
川下ル）、発行者石黒劔次郎（京都市上京区間之町
通）、印刷者奥田吉之助（京都市上京区河原町三条上
ル）、印刷所南報会社（京都市上京区三条通東洞院）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：結び綴じ。非売品。昭和6年9月21目寄託、三
井ラベル「C241・新・113」

4．その他／71．書画1

Y1471－001－01

好古小録　金石・書画　乾
（1795年）

266×185ミリ2巻2冊41丁整版
題簸：原・好古小録金石・書叢乾表紙：原・白緑色
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：序1（寛政六年六月　正五位下橘経亮）、目録4、

36
＝無仏斉藤先生、平安書舗文錦堂・柳枝軒・盈進
｝芳堂・竹苞楼梓行（封面）。

：洒汀・否後人大王成之後所蔵・三井家3。

：丁間にイチョウ・タバコの葉がある。三井ラベル
．0・新・41」



（文化十四年春三月咽斉主人）

刊記1文政新元戊寅六月発行劃厭氏京都井上治
兵衛、書雛東都　目本橋通須原屋茂兵衛、皇都堀
川通植村藤右衛門、浪華心斎橋通橋本徳兵衛・
同前川嘉七。
備考：多色刷り。三井ラベル「M210・50」

Y1471－005－01

豊公遺宝図略上
（1832年）

260×170ミリ2巻2冊28丁整版
題籏：原・豊公遺寳圖略上表紙1原・花と龍刷り

構成：序2（天保三年壬辰春三月　法印大僧都真静）、

目録4、本文22
備考：後ろ表紙に「武官廿一番」（下ヶ札）。封面の補強

紙に書籍の反古（r十幹天保十四年卯夏新板」「江戸丁
子屋平兵衛」ほかの文字がある）を使用。

Y1471－005－02

豊公遺宝図略下
天保3（1832）

216×170ミリ27丁整版
題簸：原・豊公遺寳圖略下表紙：原・花と龍刷り

構成：本文25、駿2（天保壬辰春三月　前目吉司従四
位下祝部希声）

刊記二廣福王府蔵版（印）・天保三年壬辰三月新鋳、呉

景文謹写・岡本豊彦謹写（本文最終丁）。

Y1471－006　　　　　　　　　　　　人名録
皇都書画人名録
弘化4（序）（1847）

134×88ミリ1巻1冊99丁整版
題籏：原・皇都書画人名録表紙：原・桃色・無地

構成：序（弘化四年丁未冬吉田順祥）
刊記：前表紙見返しにr家在西条東洞院西順祥堂梓」
（朱印）。

印記：三井文庫。

備考：巻末に展覧集所の告知あり。4丁の前r口四」、24

丁は2丁あり、48丁の前「口四十八」、50丁の前「口五
十」、57丁の前「口五十七」、62丁の前「口六十二」、63

丁の前「口六十三」、67丁の前「口六十七」、68丁の前

「口六十八」、78丁の前「口七八」、89丁の後に白紙が
ある。7・27・35・37・88・93丁欠落。三井ラベル「B975・

9」。

Y1471－007－01

［円山勝会図録　上］

（1876年）

142×97ミリ3巻3冊46丁整版
題籏：なし表紙：原・漿色無地

構成：内表紙1、題字2、序3（乙亥冬目頼復）、絵1、本

文39、

刊記：鳩居堂熊谷氏蔵板。
備考：族あり。

Y1471－007－02

［円山勝会図録　下］

4．その他　4．その他！72．諸芸！　〔409〕

（1876年）

142×97ミリ57丁整版
題簸：なし表紙：原・漿色無地

構成：遊紙1、題宇2、序3（山中献）、本文48、賊3（乙

亥之冬片山勤）

Y1471－007－03

［円山勝会図録　余巻］

明治9（1876）

142×97ミリ53丁整版
題簸：なし表紙：原・藥色無地

構成：遊紙1、序・題字4（明治八年十二月小林卓蔵）、

本文44、践3（石津勤・熊谷直行）、遊紙1

刊記：明治九年丙子五月出版京都府下上京第三十
区下本能寺前町編輯蔵梓熊谷久兵衛。

Y2471－001　　　　　　　　　　　　人名録
大日本能書伝

明治39（1906）

229×155ミリ1巻1冊62丁活版・銅板
題簸＝元・大目本能書傳全表紙：後・灰色無地
構成＝扉1、写真1（明治光九年季龍集丙午六月友人杉
山令吉）、序3（明治三十九年五月のすえ文学博士小
杉□邨）、凡例1（男春野）、横井時冬年譜2、目次3、

本文102P
刊記＝文学博士横井時冬著（巻頭）、明治三十九年八

月廿五日印刷、明治三十九年八月三十目発行、著者
横井時冬、相続者横井春野（牛込区白銀町29番地）、

発行兼印刷者合資会社吉川弘文館代表者吉川半七
（東京市京橋区南伝馬町1丁目）、印刷所内外印刷株

式会社分工場（京橋区新栄町5丁目3番地）、発行所
合資会社吉川弘文館（京橋区南伝馬町1丁目）。
印記：三井家1。

備考1三井ラベル「B940・新・18B」

4．その他／72，諸芸1

XO423－004－02（14）

［見聞録　2のうち　春雨つれづれ艸］

6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（15）

［見聞録　2のうち　童子いろは寄］

明治20（写）（1887）

3丁写本
刊記＝明治二十年五月十九目国府胤憲氏ヨリ借写（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（16）

［見聞録　2のうち　数え歌］



構成：序1（嘉永二己酉の孟春十方舎一九）、目次3、

本文29
刊記：嘉永二酉年四月　大阪書林心斎橋南久太郎町
播磨屋伊之助・同南久宝寺町伊丹屋善兵衛・松屋町
通久宝寺町大和屋嘉兵衛。
備考：後ろ表紙に「ぬい」（墨書）。三井ラベル「M800・
新・3」。間紙あり。

Y1472－005　　　　　　　　　　　　　　占い

夢合清明嚢

文久2（1862）

114×82ミリ1巻1冊50丁整版
題簸：原・夢合清明嚢全表紙：原・浅緋色1繋入子菱
型押し

構成＝本文49、附録1

刊記：芳盛門人盛光画（49丁裏）・文久二年壬戌季春

発免大坂書林河内屋喜兵衛。
備考：尾題は「占夢早考」・柱刻は「ゆめはんじ」。三井ラ

ベル「M750・5」

Y1472－006
［智恵乃て］

157×64ミリ1巻1冊3丁整版
題籏：後・智恵乃て（墨書打付）表紙：原・薄緑色に
カーネーション刷り

備考：折本。三井ラベル「M750・新・6」

余興Y1472－007
［珍術秘伝書　初編・後編］

116×83ミリ2巻2冊（1冊に合綴）36丁整版
題籏：原・珍術秘傳書表紙：後・檀紙：横引き

構成1初編序1（一二三亭四五六）、目録2、本文15、
序1（一二三亭四五六）、目録2、本文15
備考：序題はr手妻目待遊」。三井ラベルrM800・新・2」

Y1472－008

英語都々逸　2輯

168×114ミリ1巻1冊20丁整版
題簸：原・英語都々逸全表紙：原・浅花色に御所車
型押し

構成：序1（浪華北陽応々山人半水）、本文19
刊記：東京藤岡屋慶治郎・椀屋喜兵衛、浪華河内屋
忠七・同清七・本屋安兵衛・境屋卯八郎。

印記：三井文庫。

備考：序題にr二輯」。三井ラベルrL820・3」

Y1472－009

英語都々逸

168×117ミリ1巻1冊20丁整版
題簸：原・英語都々逸全表紙：原・山葵色に国旗型
押し

構成：序1（浪華一荷堂主人半水）、本文19

〔410〕　4．その他

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（18）

［見聞録　2のうち　御宝小槌之由来書］
明治29（写）（1896）

11丁写本
刊記：明治二十九年初夏林美辰七十三翁（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。

Y1472－001

秘伝千羽鶴折形
寛政9（序）（1797）

157×109ミリ1巻1冊31丁整版
題簸：原・秘傳千羽鶴折形完表紙：原・秘色無地
構成：序1（寛政ここのつなるみのとしあたらしき春のあし

た玉しく庭の下つかへ青女房露菊）、図2、目録1、本文

27

刊記1花洛書騨吉野屋為八。
印記：擁島。

備考：前表紙にr三井五十」等（墨書）。三井ラベル
rM750・新・4」

Y1472－002

花壇朝顔通　乾
文化11（序）（1814）

177×115ミリ1巻1冊30丁整版
題簸：原・花壇朝顔通乾表紙：原・秘色：檀紙
構成：序3（文化甲戌仲夏松園・しのめのくさき）、凡例

2、目録2、本文23
刊記1壷天堂主人著、森春渓画、河塩書屋梓（封面）。
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「N500・10」

Y1472－003　　　　　　　　　　　　　座敷芸

風流秘事袋　初編
弘化3（序）（1846）

173×116ミリ1巻1冊20丁整版
題籏1原・十方舎一九戯画風流秘事袋初編（方簸）
表紙：原・柿色：雲文など型押し

構成：序1（弘化三丙午孟春十方舎一九）、本文19
刊記1浪花書房心斎橋通南本町柏義梓。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：折本。多色刷り。後ろ表紙にr原松」（朱書）。三井

ラベル「M750・1」。虫損に注意。

Y1472－004
［酒席一興　手妻早伝授］

嘉永2（1849）

172×117ミリ1巻1冊33丁整版
題簸：原・手妻［　1全表紙：後・灰緑色：小葵型押し



〔411〕その他　4．その他！73．武術！4

318×211ミリ1巻1冊17丁整版
題簸：原・武器百百圖全表紙：後・柳色：青海波に笹
型押し

構成：遊紙1、序2（嘉永元年八月　美濃国郡上家臣
山脇正準）、凡例1（嘉永元年七月　大番与力小林祐
猷）、本文13

刊記＝山脇正準先生閲、小林祐猷輯画、久留米山口美
崇助工、官許講武塾蔵板、谷村二同刻。
備考1後ろ表紙に「官武廿一番」（下ヶ札）

Y1473－004

年代　矢数帳

安政3以降（1856）

144×216ミリ1巻1冊76丁整版
題籏：原・年代矢数帳表紙：後・卍繋ぎ刷り

構成：序3、本文73
刊記：書林京寺町松原下ル勝村次右衛門板。
備考＝内容年代は慶長11～安政3年、三井ラベル
「H410・7」

Y1473－005（1）

一騎歌尽
元治2（序）（1865）

181×127ミリ2巻2冊（1冊に合綴）16丁整版
題簸：原・一騎歌養全表紙：原・浅花田色：小葵型押
し

構成：序1（元治二年乙丑正月加藤煕）、一騎歌尽15
備考：綴じホツレあり。Y1473－005（2）［武具短歌］も参
照。

Y1473－005（2）

［武具短歌］

（1865年）

5丁

刊記：御蔵板製本処京都書林俵屋清兵衛・麩屋町

三条上ル丁著屋松之助。備考1書誌情報は
Y1473・005（1）一騎歌尽を参照。

Y2473－001

新撰　武術流祖録

天保15（1844）

128×180ミリ1巻1冊35丁木活
題籏：原・新撰武術流祖録全表紙：原・布目地型押
し・丁字引き

構成：目次4、本文31

刊記：天保十有五甲辰年孟夏発行羽鳥八郎・弓削耀
清輯録、池田葛郎・藤原豊直校正、東都書璋青山市
蔵藤原敬直蔵板、江戸芝神明前和泉屋市兵衛。天保
十五甲辰孟夏大坂心斎橋筋博労町河内屋茂兵衛・
江戸目本橋通壱丁目　須原屋茂兵衛・同試丁目　山城

屋佐兵衛・同芝神明前岡田屋嘉七・同本郷三丁目
早津佐兵衛。

印記：三井文庫。

備考：31丁ウラにr武術流祖録二編近刻」の広告あり。三
井ラベル「」410・4」

刊記：東京藤岡屋慶治郎・椀屋喜兵衛、浪華河内屋
忠七・同清七・本屋安兵衛・境屋卯八郎。

印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「L820・3」

4．その他／73．武術／

XO473－001　　　　　　　　　　　　　　尾張
張藩武術師系録　上

文化10（1813）

239×172ミリ2巻2冊56丁写本
題簸＝原・張藩武術師系録上表紙＝原・薄茶色無地
構成：序2（文化八辛未歳冬十二月山高信順）凡例2、

目録5、本文47
刊記：山高信篤・稲葉通故・尾崎忠周・田代信任編輯
（巻頭）、文化十酉菊九書写通故。

印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ四百十二二九」（貼紙）

XO473－002　　　　　　　　　　　　　　尾張
張藩武術師系録　下
文化11（写）（1814）

237×173ミリ55丁写本
題籏：原・張藩武術師系録下表紙：原・薄茶色無地

刊記：文化八年未十二月編輯同九年申十一月校正
山高沢右衛門信篤・稲葉喜太郎通故・尾崎与次右衛門
忠周・田代市之右衛門信任（奥書）、文化十一戌正月

十目書写終通故、「右師系録二冊其系縦横交錯不便
乎尋閲且所記侭難有蜘俗文＊通者焉当改正増損者也凡

例所謂拾遺及付録蓋未成明治四年辛未孟秋細野
忠陳」。

印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

Y1473－001

尚古鎧色一覧　下
天保4（践）（1833）

276×204ミリ1巻1冊19丁整版
題籏：原・尚古鎧色一覧表紙1後・丁子引き

構成：遊紙1、本文17、賊1（天保みつのとの巳のとし五
月　平良秋）

刊記：一関本間源百里輯（巻頭）。

備考：後ろ表紙に「武官廿一番」（下ヶ札）、三井ラベル
「」410・5」

Y1473－002　　　　　　　　　　　　　　刀剣
金工鐸寄

天保10（序）（1839）

83×189ミリ1巻1冊80丁整版
題籏：原・金工鐸寄全表紙：原・薄茶色＝布目地型押
し

構成：序2（天保十乙亥とし皐月田中一賀斎）、本文76
図2

備考：三井ラベル「M500・10」

Y1473－003
［武器百図］

嘉永1（序）（1848



〔412〕　4．その他

4．その他ノ81．字書・事典1

Y1481－001－01

［博物答上］

（1773年）

85×180ミリ1巻1冊（2冊に分冊）190丁整版
題籏：後・博物笙上（墨書）表紙＝後・藍色無地

構成：序1（明和五年戊子五月蘭斎山崎右門）、凡例5、

本文184
備考：内題は「博物笙」。後ろ表紙に「雑書二冊十八
番」（下ヶ札）。

Y1481－001－02

［博物笙下］

安永2（1773）

85×180ミリ173丁整版
題籏：後・博物塞下（墨書）表紙：後・藍色無地

構成：本文172、新刊案内・刊記1
刊記：明和七庚寅年発行、安永二癸巳年十二月改正
京都二条通村上勘兵衛・大坂高麗橋壷丁目藤屋弥
兵衛・同心斎橋南四丁目　吉文字屋市兵衛。

Y1481－002－01

［頭書増補　訓蒙図彙大成　首］

（1789年）

226×158ミリ21巻21冊（10冊に合綴）29丁整版
題簸：原・頭書増補訓蒙圖彙大成一表紙：後・藍色

無地
構成：序7（戊申冬十一月望越前力丸光・寛文丙午秋

七月場斎）、凡例2、目録20

Y1481－002－02（1）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　1］

（1789年）

227×160ミリ7丁整版
題簸：原・頭書増補訓蒙圖彙大成二表紙＝後・藍色

無地

構成：巻1天文

Y1481－002－02（2）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　2］

（1789年）

9丁整版
構成：巻2地理

Y1481－002－02（3）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　3］

（1789年）

8丁整版
構成：巻3居所

Y1481－002－03

［頭書増補　訓蒙図彙大成　4］

（1789年）

226×159ミリ28丁整版

題籏：原・頭書増補訓蒙図彙大成三表紙：後・藍色

無地

構成1巻4人物

Y1481－002－04（1）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　5］

（1789年）

226×159ミリ4丁整版
題籏：原・頭書増補訓蒙圖彙大成四表紙：後・藍色

無地

構成＝巻5身体

Y1481－002－04（2）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　6］

（1789年）

6丁整版
構成：巻6衣服

Y1481－002－04（3）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　7］

（1789年）

5丁整版
構成＝巻7宝貨

Y1481－002－04（4）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　8］

（1789年）

9丁整版，
構成：巻8器用

Y1481－002－05（1）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　9］

（1789年）

225×159ミリ8丁整版
題籏＝原・頭書増補訓蒙圖彙大成五表紙：後・藍色

無地

構成：巻9器用

Y1481－002－05（2）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　10］

（1789年）

11丁整版
構成：巻10器用

Y1481－002－05（3）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　11］

（1789年）

13丁整版
構成：巻11器用

Y1481－002－06（1）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　12］

（1789年）

226×159ミリ13丁整版
題簸：原・頭書増補訓蒙図彙大成六表紙：後・藍色



〔413〕　　　4．その他　4．その他181．字書・事典！

構成：巻20草花

Y1481－002－10

［頭書増補　訓蒙図彙大成　21］

寛政1（1789）

226×160ミリ25丁整版
題簸：原・頭書増補訓蒙圖彙大成十表紙：後・藍色
無地

構成：巻21雑類23、践・広告2（己酉四月　春荘瑞隆）

刊記：寛政元年己酉三月吉辰出来皇都書林九皐堂
寿梓、村上勘兵衛・出雲寺文治郎・今井七郎兵衛・額
田正三郎・勝村治右衛門・泉太兵衛・小川太左衛門・小
川源兵衛・谷口勘三郎。

備考：後ろ表紙に「雑画五番」（下ヶ札）

Y1481－003

蛮語箋　付録万国地名箋
寛政10（序）（1798）

179×120ミリ1巻1冊89丁整版
題簸：原・蟹語箋附録萬國地名箋完表紙：後・浅花
田色無地

構成：序1（寛政戊午冬至蒲廠居士葛質）、目録1、本
文70、題言2（寛政十戊午歳十月）、付録9、内田群玉
堂河内屋茂兵衛蔵版広告6
刊記：東都熊秀英著、蘭香室蔵版（封面）、求板堂蔵版

（万国地名箋最終丁）、書林京都寺町通仏光寺河内
屋藤四郎・江戸目本橋通壷丁目　須原屋茂兵衛・同
武丁目　山城屋佐兵衛・同戴丁目須原屋新兵衛・同
四目市山城屋政吉・同本石町十軒店英大助・同
大伝馬町　丁目　丁子屋平兵衛・同芝神明前岡田
屋嘉七・大阪心斎橋通本町角河内屋藤兵衛・大阪心
斎橋筋博労町角河内屋茂兵衛。
印記：本居文庫・本居蔵書。

備考：三井ラベル「L800・7」

Y1481－004－01

草聖彙弁　1

（1820年）

261×176ミリ8巻8冊40丁整版
題籏：原・草聖彙辮弟一巻表紙：原・空色無地
構成：序8（尾張儒官泰鼎・津友生陳煩）、凡例2、付言

1（文峯）、索引13、本文18
刊記：清朱迦陵墓弁・皇国永根文峯校字・康煕開彫原
本・江戸両国橋西書舗文会堂梓（封面）、関東薫起元

復初父黙定古鄭白芥猜若父彙編都人張能鱗玉甲
父選考東呉朱宗文迦陵氏墓弁（巻頭）。
備考：袋共。袋の裏面に「嵩」の印がある。全丁に間紙
あり。

Y1481－004－02

草聖彙弁　2

（1820年）

261×176ミリ28丁整版
題簸：原・草聖彙辮弟二巻表紙1原・空色無地
刊記：文化十四年二月　永根変孫亦大氏校字（最終
丁）。

備考：全丁に間紙あり。

無地

構成：巻12畜獣

13］

Y1481－002－06（2）

［頭書増補　訓蒙図彙大成

（1789年）

25丁整版
構成：巻13禽獣

Y1481－002－07（1）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　14］
（1789年）

225×160ミリ13丁整版
題籏：原・頭書増補訓蒙圖彙大成七表紙：後・藍色
無地

構成：巻14龍魚

15］

Y1481－002－07（2）

［頭書増補　訓蒙図彙大成

（1789年）

14丁整版
構成1巻15轟介

Y1481－002－08（1）

［頭書増補　訓蒙図彙大成　16］
（1789年）

226×160ミリ5丁整版
題簸：原・頭書増補訓蒙圖彙大成八表紙：後・藍色
無地

構成：巻16米穀

17］

Y1481－002－08（2）

［頭書増補　訓蒙図彙大成

（1789年）

6丁整版
構成：巻17菜疏

18］

Y1481－002－08（3）

［頭書増補　訓蒙図彙大成

（1789年）

5丁整版
構成：巻18果菰

19］

Y1481－002－08（4）

［頭書増補　訓蒙図彙大成

（1789年）

17丁整版
構成：巻19樹竹

Y1481－002－09

［頭書増補　訓蒙図彙大成　20］
（1789年）

226×160ミリ24丁整版
題籏：原・頭書増補訓蒙図彙大成九表紙：後・藍色
無地



康煕字典　1・2
（1863年）

174×119ミリ40巻40冊（14冊に合綴）136丁整
版
題籏：原・康煕字典一二（方簸共）表紙：原・薄茶色

無地：絹

構成1遊紙1、序10（康煕五十五年閏三月十九目目講
官起居注翰林院侍講学士加五級臣陳邦彦）、上諭等5

凡例8、総目61、等韻52
備考：薄様を使用。

Y1481－005－02

康煕字典　3・4
（1863年）

174×119ミリ165丁整版
題籏：原・康煕字典三四（方籏共）表紙二原・薄茶色

無地：絹

構成：遊紙1、補遺総目12、補遺本文54、備考総目14

備考本文84
備考：薄様を使用。

Y1481－005－03

康煕字典　5～7
（1863年）

175×119ミリ151丁整版
題簸：原・康煕字典子部五至七（方簸共）表紙：原・

薄茶色無地：絹
構成＝遊紙1、子集上目次1、本文36、子集中目次1、

本文71、子集下目次2、本文109
備考：薄様を使用。

Y1481－005－04

康煕字典　8～10
（1863年）

175×119ミリ187丁整版
題籏：原・康煕宇典丑部八至十（方籏共）表紙＝原・

薄茶色無地：絹

構成：丑集上目次1、本文115、丑集中目次1、本文50

丑集下目次1、本文69
備考：薄様を使用。

Y1481－005－05

康煕字典　11～13
（1863年）

175×119ミリ223丁整版
題籏：原・康煕字典寅部十一至十三（方籏共）表
紙：原・薄茶色無地：絹

構成：寅集上目次1、本文68、寅集中目次1、本文73、

寅集下目次1、本文78
備考：薄様を使用。

表

Y1481－005－06

康煕字典　14～16
（1863年）

175×119ミリ246丁整版
題籏：原・康煕字典卯部十四至十六（方簸共

4．その他〔414〕

Y1481－004－03

草聖彙弁　3

（1820年）

261×176ミリ30丁整版
題簸：原・草聖彙辮弟三巻表紙＝原・空色無地
備考：全丁に間紙あり。

Y1481－004－04

草聖彙弁　4

（1820年）

262×175ミリ31丁整版
題簸：原・草聖彙辮弟四巻表紙：原・空色無地
刊記：文化十四年二月　永根変孫亦大氏校字（最終
丁）。

備考：全丁に間紙あり。

Y1481－004－05

草聖彙弁　5

（1820年）

262×175ミリ20丁整版
題簸：原・草聖彙辮弟五巻表紙：原・空色無地
備考：全丁に間紙あり。

Y1481－004－06

草聖彙弁　6

（1820年）

262×176ミリ28丁整版
題簸：原・草聖彙辮弟六巻表紙：原・空色無地
刊記：文化十四年二月　永根変孫亦大氏校字（最終
丁）。

備考：全丁に間紙あり。

Y1481－004－07

草聖彙弁　7

（1820年）

262×176ミリ23丁整版
題簸二原・草聖彙辮弟七巻表紙：原・空色無地
備考：全丁に問紙あり。

Y1481－004－08

草聖彙弁　8

文政3（1820）

262×174ミリ41丁整版
題簸：原・草聖彙辮草法母観附弟八巻表紙：原・空
色無地
構成：本文16、題字1、草法母観22、賊2（文政乙卯晩
冬文峰永根変孫）、文会堂続刻発免書目
刊記：鴨渓堂木村嘉平刀（最終丁）、文政三年庚辰初

頭草聖彙　刻成江戸書林目本橋通一町目須原屋
茂兵衛、同新右衛門町前川六左衛門、下谷仲町須
原屋伊八、神田鍛冶町二丁目北島長四郎、両国橋通
吉川町山田佐助。
備考：全丁に間紙あり。

Y1481－005－01
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康煕字典　32～34
（1863年）

175×119ミリ360丁整版
題簸：原・康煕字典酉部三十二至三十四（方簸共；
表紙：原・薄茶色無地：絹

構成：遊紙1、酉集上目次1、本文126、酉集中目次1、

本文115、酉集上目次1、本文125
備考：薄様を使用。

Y1481－005－13

康煕字典　35～37
（1863年）

174×120ミリ307丁整版
題簸：原・康煕字典戌部三十五至三十七（方簸共）
表紙：原・薄茶色無地：絹

構成：戌集上目次1、本文110、戌集中目次1、本文
123、戌集下目次1、本文71
備考1薄様を使用。

Y1481－005－14

康煕字典　38～40
文久3（1863）

174×119ミリ145丁整版
題籏1原・康煕字典亥部三十八至四十（方籏共）表
紙：原・薄茶色無地＝絹

構成：亥集上目次1、本文71、亥集中目次1、本文92、

亥集下目次2、本文78
刊記：文久三年癸亥初春発行書林江戸日本橋通一
丁目　須原屋茂兵衛・同通二丁目　山城屋佐兵衛・同
浅草茅町二丁目須原屋伊八。
備考：薄様を使用。

蜀山人狂歌］

4．その他／90．文芸1

×0423－004－02（7）

［見聞録　2のうち

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。

Y1490－001　　　　　　　　　　　　　　　和歌

玉あられ

寛政4（1792）

257×182ミリ1巻1冊54丁整版
題簸1原・玉あられ全（全は墨書）表紙：後・浅花田
色：布目地型押し

構成：序5（三井高蔭・本居宣長）、本文49

刊記＝寛政四年壬子春発行、勢州書林松坂目野町
柏屋兵助・京都書林二条通柳馬場東入町林伊兵
衛・寺町通四条上ル町銭屋利兵衛、竹庵蔵板帝都
寺町通本能寺前銭屋惣四郎。
印記：朝夷文庫・三井家編纂室蔵書。

備考：三井ラベル「L700・6」

紙：原・薄茶色無地：絹

構成：遊紙1、卯集上目次1、本文78、卯集中目次1、

本文124、卯集下目次1、本文44
備考：薄様を使用。

Y1481－005－07

康煕字典　17～19
（1863年）

175×119ミリ253丁整版
題簸：原・康煕字典辰部十七至十九（方籏共）表
紙：原・薄茶色無地：絹

構成：辰集上目次1、本文43、辰集中目次1、本文126
辰集上目次1、本文82
備考：薄様を使用。

Y1481－005－08

康煕字典　20～22
（1863年）

175×119ミリ270丁整版
題簸：原・康煕字典巳部二十至二十二（方簸共）表
紙：原・薄茶色無地：絹

構成：巳集上目次1、本文139、巳集中目次1、本文71
未集下目次1、本文57
備考：薄様を使用。

Y1481－005－09

康煕字典　23～25
（1863年）

175×119ミリ343丁整版
題簸：原・康煕字典午部二十三至二十五（方籏共）
表紙：原・薄茶色無地：絹

構成：遊紙1、午集上目次1、本文101、午集中目次1、

本文131、午集下目次1、本文107
備考＝薄様を使用。

Y1481－005－10

康煕字典　26～28
（1863年）

175×119ミリ319丁整版
題簸：原・康煕宇典未部二十六至二十八（方簸共）
表紙：原・薄茶色無地：絹

構成＝未集上目次1、本文85、未集中目次1、本文133

未集下目次1、本文98
備考：薄様を使用。

Y1481－005－11

康煕字典　29～31
（1863年）

175×U9ミリ256丁整版
題簸：原・康煕字典申部二十九至三十一（方簾共1
表紙1原・薄茶色無地：絹

構成：遊紙1、申集上目次1、本文126、申集中目次1、

本文74、申集下目次1、本文52
備考＝薄様を使用。

Y1481－005。12



「飯田町九段坂丁大屋仁八郎様」（墨書・抹消）。

Y1490－006－01（1）

［田家茶話　1］

文政12（序）（1829）

225×155ミリ5巻5冊（2冊に合綴）70丁整版
題簸：原・田家茶話一二三表紙：後・青磁色：布目地
型押し

構成1序5（文政十二年十月、門樹園）、目録2、巻1本

文20
刊記：大蔵永常編（巻頭）。

印記：本岩・津七・田に松井・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrワ印九十／二冊」（下ヶ札）、後ろ表紙見
返しに「田家茶話」（下ヶ札）。

Y1490－006－01（2）

［田家茶話　2］

（1829年）

21丁整版

Y1490－006－01（3）

［田家茶話　3］

（1829年）

22丁整版

Y1490－006－02（1）

［田家茶話　4］

（1829年）

226×157ミリ22丁整版
題籏：原・田家茶話四五表紙：後・青磁色：布目地型
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印 ・田に松井・宗辰所集・三井家3。

Y1490－006－02（2）

［田家茶話　5］

（1829年）

23丁整版
構成：巻5本文23、黄葉園大蔵永常著述蔵版目録
刊記：東都書雛小伝馬町三丁目　丁子屋平兵衛梓。

Y1490－007－01　　　　　　　　　　　　読物

応仁武鑑　初編1

（1844年）

179×122ミリ2巻2冊34丁整版
題簸：原・京都将軍家所領役考応仁武鑑一表紙
原・花田色・五七桐，型押し、丸に二つ引き両

構成：目録1丁、序来3丁、本文30丁
備考：木箱内のくくり紐一括（11）の上から1番目。

Y1490－007－02　　　　　　　　　　　　読物

応仁武鑑　初編2

天保15（1844）

179×122ミリ36丁整版
題籏＝原・□□（京都）将軍家□（所）領役考［コロ（応

その他4〔416〕

Y1490－002　　　　　　　　　　　　　　狂歌

狂歌つつい夢
文化6（践）（1809）

225×156ミリ1巻1冊32丁整版
題簸：原・狂歌つつい夢表紙：原・秘色に霞み

構成1本文30、践2（文化むつのとし巳の年晩秋日不
毘）

刊記：仙掌亭（不毘）蔵板、書林錦小路新町東へ入
城戸市右衛門・御幸町押小路下林安五郎・六角堂之
前銭屋長兵衛。
印記：林浦文庫・ウサギ・三井家4・丸ウサギ。

備考：昭和10年11月25目寄託、三井ラベルrL262・
新・24B」

Y1490－003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4非言皆

［俳諾種卸増補三国人名牒］

文化9（1812）

187×130ミリ1巻1冊62丁整版
題籏：後・俳譜種卸増補三國人名牒全表紙：後・藍
色無地
構成：序1（文化九壬申年孟春星運堂）、凡例2、本文

59
刊記：古来庵存義遺稿・龍鱗庵素月訂補・高井氏蘭山
校正（巻頭）、文化九壬申年孟春高井氏編並書、大坂
書舗河内屋八兵衛・江戸書舗東叡山下竹町花屋久治
郎版。

印記：判読不明1。
備考：最終丁裏に広告あり。三井ラベルrB905・5」

Y1490－004　　　　　　　　　　　　　　読物
［鎌倉武鑑　初編］

文政2（1819）

182×122ミリ1巻1冊65丁整版
題簸：後・鎌倉武鑑（文政二年版）（墨書）表紙：後・水

色・丸紋型押し

構成＝序1丁、凡例1丁、鎌倉系図2丁、以下鎌倉殿
略伝
刊記：文政二己卯春正月　書騨尾州名古屋玉屋町永
楽屋藤四郎・江戸小伝馬町三丁目蔦屋重三郎・同同
所丁子屋平兵衛・馬喰町附木店江見屋吉右衛門書
物同横山町二丁目地本問屋栄林堂岩戸屋喜三郎
版元。

印記1□□□徒栄□五［コ・向井文庫。

備考：27丁の後に1丁ある。木箱内のくくり紐一括（9）

の上から1番目。

Y1490－005　　　　　　　　　　　　　　読物

増補再板鎌倉武鑑二編上［・下］

文政3（序）（1820）

180×121ミリ2巻2冊（1冊に合綴）64丁整版
題籏：原・増補再板鎌倉武鑑系圖略傳所領分家二
編上表紙：原・青緑色・無地

構成：二編上32丁、二編下32丁
刊記：文政二年己卯春正月　東林書院日本橋通一丁
目　須原屋茂兵衛。

印記：□□□徒栄□五□・向井文庫。

備考：木箱内のくくり紐一括（9）の2番目。刊記の左に



〔417〕その他　4．その他！9L随筆！4

75×167ミリ1巻1冊5丁整版
題簸：原・（Oに十）勇士御武鑑費買不免表紙：原・生
成・無地

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：木箱内のくくり紐一括（8）の上から1番目。前表紙

にr勇士武鑑」（下ヶ札）。昭和6年10月1目寄託。

4，その他ノ91．随筆／

XO491－001－01　　　　　　　　　武家公家関係

窓のすさひ　前集　上
（1744年）

263×190ミリ3巻3冊29丁写本
題簸1原・窓のすさひ前集上表紙：後・秘色：卍繋ぎ
型押し

構成：序2（享保九年九月のすえ）、本文27
刊記：松崎尭臣輯（巻頭）。

備考：渋引きの紙帳に入る（6冊）。

XO491－001－02　　　　　　　　　武家公家関係

窓のすさひ　前集　中
（1744年）

262×187ミリ33丁写本
題簸：原・まとのすさひ前集中表紙：後・秘色：卍繋
ぎ型押し

刊記1松崎尭臣輯（巻頭）。

XO491－001－03　　　　　　　　　武家公家関係

窓のすさひ　前集　下
（1744年）

262×187ミリ33丁写本
題籏：原・窓のすさひ前集下表紙：後・秘色1卍繋ぎ
型押し
刊記：松崎尭臣輯（巻頭）。

XO491－002－01　　　　　　　　　武家公家関係

窓のすさひ　後集　上
（1744年）

262×189ミリ3巻3冊32丁写本
題簸：原・窓のすさひ後集上表紙：後・鉄色：分銅
軍配・笠・巻物など型押し

刊記：松崎尭臣輯（巻頭）。

XO491－002－02　　　　　　　　　武家公家関係

窓のすさひ　後集　中
（1744年）

262×189ミリ32丁写本
題簸：原・窓のすさひ後集中表紙：後・鉄色1分銅
軍配・笠・巻物など型押し

刊記：松崎尭臣輯（巻頭）。

武家公家関係XO491－002－03

窓のすさひ　後集　下

寛保4（1744）

262×189ミリ36丁写本

仁）武鑑口表紙：原・花田色・五七桐、型押し、丸に

二つ引き両

構成：目録1丁、本文35丁
刊記：天保十五年甲辰七月大坂書林心斎橋通安堂
寺町秋田屋六右衛門・目本橋通一町目須原屋茂兵衛
江戸書林　目本橋通四町目　須原屋佐助・目本橋通十
軒店播磨屋勝五郎発免。
備考：巻3・4は欠。木箱内のくくり紐一括（11）の2番目

巻末に広告がある。

Y1490－008－01　　　　　　　　　　　　　読物

応仁武鑑　残編1

（1846年）

182×122ミリ3巻3冊39丁整版
題簸：原・鎌倉管領□（所）領役考応仁武鑑三篇一
表紙二原・花田色・五七桐、型押し、丸に二つ引き両

構成：目録1丁、本文38丁
備考：木箱内のくくり紐一括（11）の3番目。

Y1490－008－02　　　　　　　　　　　　読物

応仁武鑑　残編2

（1846年）

182×122ミリ31丁整版
題籏：原・鎌倉管領所領役考応仁武鑑三篇二表
紙：原・花田色・五七桐、型押し、丸に二っ引き両

構成：目録1丁、本文30丁
備考：巻3二4は欠。木箱内のくくり紐一括（11）の4番
目。

Y1490－008－03　　　　　　　　　　　　　読物

応仁武鑑　残編3
弓ムィヒ3（1846）

181×122ミリ20丁整版
題籏：原・鎌倉管領所領役考応仁武鑑三篇三表
紙：原・花田色・五七桐、型押し、丸に二つ引き両

構成：目録1丁、本文19丁
刊記：弘化三年丙午七月　栗原孫之丞著大坂書林
心斎橋筋安堂寺町秋田屋太右衛門江戸書林馬喰
町二町目出雲寺萬次郎・目本橋通一町目須原屋茂兵
衛・同四町目須原屋佐助・目本橋北十軒店播磨屋勝五
郎癸免。

備考＝木箱内のくくり紐一括（11）の5番目。後ろ表紙に
「武廿番」（下ヶ札）。

物読Y1490－009
［加藤家］明勇御武鑑

165ミリ1巻1冊5丁整版
：原・明勇御武鑑表紙：原・梅鉢紋に緑青ハケ目

：ウサギ・しんまちみついけ。

1木箱内のくくり紐一括（8）の2番目。前表紙に「明

鑑」（下ヶ札）。昭和6年10月1目寄託。
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［島津家］勇士御武鑑



XO491－005－01

権効秘訣　1

（1836年）

232×161ミリ6巻6冊53丁写本
題簸：原・権効秘訣壱（打付）表紙：原・丁子格子

構成：目録5、本文48

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：紙族に入る。紙帳に「林清七所持」（墨書）と三井

家蔵書印あり。嘉永5年・明治11年の朱書加筆あり。
前表紙に「ロニ百四十九／六巻」（下ヶ札）。三井ラベル
rB249・新・16」

XO491－005－02

権効秘訣　2

（1836年）

229×158ミリ48丁写本
題簸＝原・権効秘訣武（打付）表紙：原・丁子格子

構成＝目録1、本文47

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1後ろ表紙見返しに「林氏」（墨書）。嘉永5年・明治

11年の朱書加筆あり。三井ラベル「B249・新・16」

XO491－005－03

権効秘訣　3

（1836年）

230×159ミリ43丁写本
題簸：原・穫効秘訣三（打付）表紙1原・丁子格子
構成：目録1、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：最終丁に「林氏」（墨書）。嘉永5年・明治11年の

朱書加筆あり。三井ラベル「B249・新・16」

XO491－005－04

権効秘訣　4

（1836年）

232×159ミリ48丁写本
題籏：原・権効秘訣四（打付）表紙：原・丁子格子

構成：目録1、本文47
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しに「林氏」（墨書）。嘉永5年・明治

11年の朱書加筆あり。三井ラベルrB249・新・16」

XO491－005－05

権効秘訣　5

（1836年）

230×159ミリ43丁写本
題簸：原・権効秘訣五（打付）表紙：原・丁子格子

構成：目録1、本文42
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しにr林氏」（墨書）。嘉永5年・明治

11年の朱書加筆あり。三井ラベルrB249・新・16」

XO491－005－06

権効秘訣　6

天保7（内容下限）（1836）

4．その他〔418〕

題簸：原・窓のすさひ後集下表紙1後・鉄色：分銅・
軍配・笠・巻物など型押し

刊記：松崎尭臣輯（巻頭）、寛保四年二月書集（巻末）。

XO491－003－01

［燕雀論　1～6］
寛政1（序）（1789）

244×167ミリ10巻10冊（2冊に合綴）61丁写本
題簸：原・燕雀論上（打付）表紙：原・白色無地

構成：序1（寛政元龍舎己酉季冬中院志賀紀豊綱）、

付言・目録3、巻1本文9、巻2本文11、巻3本文9、

巻4本文9、巻5本文9、巻6本文10
印記＝停車楼・阿出川蔵書印・聴涛閣図書印・高橋義彦
集古・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：表紙は反古紙を使用。三井ラベル「A910・新・
71」

XO491－003－02

［燕雀論　7～10］
（1789年）

243×168ミリ0丁写本
題簸：原・燕雀論下（打付）表紙：原・白色無地

構成：巻7本文12、巻8本文6、巻9本文14、巻10

本文7
刊記：洗心堂主人貞良写（後ろ表紙見返し）。

印記：停車楼・阿出川蔵書印・聴涛閣図書印・高橋義彦
集古・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：表紙は反古紙を使用。昭和10年3月22日寄
託。

XO491－004－01　　　　　　　　　　　　　随筆

［栗田襟記　上］

（1803年）

230×163ミリ3巻3冊40丁写本
題簸：後・閑田榛記　全部三冊上表紙：後・藍色
卍繋ぎ型押し

構成：遊紙1、序2（老樵閑田子蕎践）、本文37
印記：赤松。

備考：内題はr栗田雑記」。渋引きの紙鉄に入る。

XO491－004－02

［栗田襟記　中］

（1803年）

230×163ミリ43丁写本
題簸：後・閑田襟記中表紙：後・藍色：卍繋ぎ型押し

構成＝遊紙1、本文42
備考：内題はr栗田襟記」。

XO491－004－03

［栗田襟記　下］

文化力（1803）

231×163ミリ32丁写本
題簸：後・閑田榛記　全部三冊下表紙＝後・藍色
卍繋ぎ型押し

構成：遊紙1、本文31
備考＝内題は「栗田襟記」。



〔419〕　　　　　　4．その他　4．その他！91．随筆！

構成1本文（考古）

Y1491－002－03

閑田次筆　3

（1806年）

260×185ミリ30丁整版
題籏：原・閑田次筆三表紙：後・雲母引きに波刷り

構成：本文29、巻4の1丁目

Y1491－002－04

閑田次筆　4

文化3（1806）

260×185ミリ49丁整版
題簸1原・閑田次筆四表紙：後・雲母引きに波刷り
構成：本文46、蹟2（文化二年乙丑冬十一月）、閑田大

人著述書目・刊記1
刊記：文化三年丙寅仲秋発行平安書雛林伊兵衛・
木村吉右衛門・堺屋嘉七・菱屋孫兵衛・銭屋惣四郎・文

台屋太兵衛・西村吉兵衛・梅村伊兵衛・野田次兵衛。

備考：巻4の1丁目は巻3の末にある。

Y1491－003－01

一宵話　1
文化7（序）（1810）

230×160ミリ3巻3冊29丁整版
題籏：原・一宵話第一編表紙：後・黄土色：卍繋ぎ地に

雲文・龍型押し

構成：序・目録2（文化庚午正月）、本文27

刊記：月光亭先生撰、文屋主人識語（封面）、尾張牧
墨倦輯梓（巻頭）。

印記：出石吉清。

備考＝渋引きの紙族に入る。

Y1491－003－02

一宵話　2
（1810年）

230×161ミリ36丁整版
題簸：原・一宵話第二編表紙＝後・黄土色1卍繋ぎ地に
雲文・龍型押し

構成：題字・目録1、本文35

Y1491－003－03

一宵話　3
（1810年）

230×160ミリ42丁整版
題簸：原・一宵話第三編表紙1後・黄土色：卍繋ぎ地に
雲文・龍型押し

構成1本文39、賊2（文化庚午春目　天錫道人）、名古

屋書璋東壁堂永楽屋東四郎製本目録1

Y1491－004。01

陶犬新書　1

（1832年）

227×157ミリ3巻3冊41丁整版
題籏：原・陶犬新書巻之一表紙：原・黄色＝卍繋ぎ型
押し

232×160ミリ63丁写本
題簸：原・権効秘訣六（打付）表紙：原・丁子格子

構成＝目録1、本文62

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しに「林氏」（墨書）。嘉永5年・明治

11年の朱書加筆あり。三井ラベル「B249・新・16」

Y1491－001－01

閑田耕筆　1

（1801年）

259×185ミリ4巻4冊49丁整版
題簸：原・閑田耕筆一表紙：後・水色：卍繋ぎ型押し
構成：序1、本文（天地部）48

刊記：閑田盧蕎瞑著・男伴資規直樹校（巻頭）。
印記：吉清。

備考IY1491・001・01～Y1491・002－04はともに渋引き
の紙秩に入る。

Y1491－001－02

閑田耕筆　2

（1801年）

259×184ミリ33丁整版
題策：原・閑田耕筆二表紙：後・水色1卍繋ぎ型押し
構成：本文（人部）

Y1491－001－03

閑田耕筆　3

（1801年）

260×184ミリ24丁整版
題簸：原・閑田耕筆三表紙：後・水色：卍繋ぎ型押し
構成：本文（物之部）

Y1491－001－04

閑田耕筆　4

享和1（1801）

260×185ミリ40丁整版
題簸：原・閑田耕筆四表紙：後・水色：卍繋ぎ型押し

構成：本文（事部）39、践1（寛政十また一とせの霜月
伴資規）

刊記：享和元年辛酉春三月刊行平安書騨林伊兵衛
（印）・木村吉右衛門・斉藤荘兵衛・鵜鶴惣四郎。

Y1491。002－01

閑田次筆　1

（1806年）

260×186ミリ4巻4冊40丁整版
題籏：原・閑田次筆一表紙：後・雲母引きに波刷り
構成：序2（文化といへるとしのはしめのとし長月のもち

男なほ樹ともの資のり）、本文（紀実）38

刊記：閑田盧蕎践著・男伴資規直樹校（巻頭）。

Y1491－002－02

閑田次筆　2
（1806年）

260×185ミリ52丁整版
題簸：原・閑田次筆二表紙：後・雲母引きに波刷り



〔420〕　4．その他

構成：序2（天保うのとしのきさらきおほ家かね延）、目

録1、本文38
刊記：浪速中洲漁里護撰（巻頭）。

備考：渋引きの紙帳に入る。

Y1491－004－02

陶犬新書2
（1832年）

227×158ミリ50丁整版
題簸：原・陶犬新書巻之二表紙：原・黄色：卍繋ぎ型
押し

構成：目録1、本文49

Y1491－004－03

陶犬新書3
天保3（1832）

227×158ミリ47丁整版
題簸＝原・陶犬新書巻之三表紙：原・黄色：卍繋ぎ型

押し

構成：目録1、本文46

刊記：天保三壬辰初冬新刻書房江戸目本橋通一丁
目　須原屋茂兵衛、京都三条通麩屋町吉野屋仁兵衛、

大阪心斎橋通南本町河内屋吉兵衛、大阪心斎橋通
南久太郎町河内屋又一郎。

Y1491－005－01

用捨箱上

（1841年）

256×178ミリ3巻3冊29丁整版
題籏：原・用捨箱上表紙：後・檀紙：丁子引き

構成：序1（蕃斉閑人盛義）、目録2、本文26
刊記：柳亭種彦随筆、東都書房青雲堂・連玉堂合梓
（封面）。

備考：渋引きの紙秩に入る。

Y1491－005－02

用捨箱中
（1841年）

257×178ミリ25丁整版
題簸：原・用捨箱中表紙：後・檀紙1丁子引き

Y1491－005－03

用捨箱下
天保12（1841）

256×178ミリ31丁整版
題簸：原・用捨箱下表紙：後・檀紙：丁子引き

構成：本文29、東叡山御用御書物所青雲堂英文蔵製

造登竜丸ほか広告2
刊記＝浄書谷金川（最終丁）、天保十二年丑十月発免

江戸馬喰町四丁目菊屋幸三郎・同下谷長者町一丁
目加賀屋源助・同下谷御成道英屋文蔵。


