
「長崎文庫」創設始末（下）
― ―蔵書目録の復元

大庭卓也 ・矢毛達之・田村 隆・菱岡憲司〈責任編集〉
O H B A T a k u y a Y A K E T a t s u y u k i T AM U R A Takashi HISHIOKA K e n j i

凡例

一 本目録は、前稿「 長崎文庫」創設始末―長崎における図書館事始― （本誌第三「 」

号 平 ･ ）に引き続き、長崎県立長崎図書館の前身であった「長崎文庫」所蔵15 10
の国書分類目録を復元したものである。ただし、長崎図書館が長崎の郷土資料と認

40 41定したものに関しては、既に『県立長崎図書館郷土資料目録 上・下 （昭 ･』

刊）に紹介されるので、本目録ではすべて省略した。

一 長崎図書館が「長崎文庫」を引き継いだ際、即ち大正七年に作成した受け入れ原

簿を参照すると、散逸書目が多数認められる。これらに関しては、原簿から知られ

る書名・編著者名・冊数・刊行年のみを、各類目の末尾に一括して掲げた。

一 分類は、長沢規矩也編『内閣文庫国書分類目録』のそれを基礎とした。ただし該

当する書物がない類目については省略した。

一 記載は、書名、配架番号（あるもののみ 、編著者名、書型・巻冊数、刊行書写）

、 、 、 、 、年時を標目とし 行を改めて 序跋文 出版書肆 蔵版者の三項目を基礎情報とし

必要に応じて若干の情報を記した。

一 書名は、原則として外題を採った。外題が欠落するもの、あるいは近現代に補わ

れたものに関しては、見返し、内題などに拠り、書名の下に（見 （内）などと記）、

。 、 〔 〕 。した 書名がないものに関しては 調査者が適当と判断する名を 内に記した

また角書きがあるものに関しては【 】内に記した。

一 編著者名は、原則として原本内題下の表記を、それが無い場合には、他の部位の

表記をそのまま採った。原本に編著者名が記されない場合は 『国書総目録』など、

により（ ）内に記した。

一 書型は、大本→大、半紙本→半、中本→中、小本→小、横本→横、折本→折など

。 、 、 。と略記した なお 明治期以降の活版洋装本に関しても 便宜上この呼称に従った

一 巻冊数は、一巻一冊のもの、あるいは不分巻のものは冊数のみを記した。また

、 「 」 、 （ ） 。不揃本の場合は 巻冊数に 存 の字を記し 続けて 内に残存状況を記した

一 刊行書写年時に関して、刊記・奥付・奥書などが無い場合には、序跋類の撰述年

時をもってそれに代えた。それをも欠く場合には、調査者が適切と判断する大まか

な刊行書写年時を（ ）内に記した。その際の判断基準は、近世極初期（慶長～寛

永 、近世前期（正保～元禄 、近世中期（宝永～天明 、近世後期（寛政～天保 、） ） ） ）

近世末期（弘化～慶応 、明治期、のごとくである。）

一 序跋文に関して、撰述年月日は元号と年数に改め、撰述者名は原本の表記をそ



のまま採った。また題字・題辞・凡例なども、これに従って採った。

一 出版書肆は、その所在地とともに原本の表記をそのまま採った。ただし複数名

が列記される場合には、最後尾の書肆名を記し、その他の書肆数を記した。

一 蔵版者は、それが出版書肆と異なる場合にのみ記した。

総 記

ぐんしょいちらん群書一覧

尾崎雅嘉著 中６巻３冊 享和２年刊

。 。 。 。改装 享和元年 月殻旦奥田元継序 同年冬至日尾崎雅嘉例言 浪速海部屋勘兵衛12

ひんぶつめいすうしょう品物名数抄

半１冊 （近世後期）刊

江戸和泉屋庄次郎

370/KI39教育辞典 きょういくじてん

木村一歩編 半１冊 明治 年刊26
26 28 4 26活版。明治 年３月 日井上毅題辞。 月２日辻新次題辞。西村茂樹序。明治

年 月木村一歩凡例。東京博文館。4

ごどうべん悟道弁

平田篤胤著 半２巻２冊 （近世後期）刊

081/G94/1続々群書類従 ぞくぞくぐんしょるいじゅう

国書刊行会編 半９巻９冊存（巻１・２、６～９、 、 ・ ） 明治 ～ 年刊11 14 15 39 40
活版。東京活版株式会社。

第１ 類聚神祇本源 豊葦原神風和記 旧事本紀玄義 瑚集 神祇霊応記 神皇系

図 神皇実録 天口事書 本朝諸社一覧 神社便覧 二十二社略記 和歌両

神記 皇太神宮殿舎考証 豊受皇太神宮殿舎考証 外宮神領目録 内宮氏経

一名賀茂祭再興記日次記 神宮秘伝問答 賀茂注進雑記 元録七年加茂祭記

石上神宮御事抄 月能桂 東照宮大権現縁起 出雲大社記 宇佐八幡宮縁

起 三社託宣略抄 陽復記 土徳編 未生土之伝 神学承一名宇佐大神宮縁起

伝記 土津霊神正学記 会津神社之訓詞 神道生死之説 病後手習 八重垣

大明神由祝詞同碑銘 神道弁草

第２ 続皇年代略記 本朝歴代法皇外紀 法皇外紀緇門鴻宝 議奏歴 伝奏次第



弁官補任 新撰座主伝 東寺長者補任 興福寺別当次第

第４ 余目氏旧記 双林寺伝記 公方両将記 小弓御所様御討死軍物語 平嶋記

多賀谷七代記 世田谷私記 沼田記 棚守房顕手記 佐野宗綱記 香宗我部

氏記録 菅谷伝記 箱根山中城責由来 忍城戦記 清正高麗陣覚書 石川忠

総家臣大坂陣覚書 大坂陣山口休庵咄 土屋忠兵衛知貞私記 嶋原一揆松倉

記 嶋原天草日記 山田右衛門作以言語記 休明光記

第６ 講令備考 律逸 格逸 式逸 延喜式工事解 延喜式工事解図録 延喜式工

事通解 江次第鈔

第７ 建官考 吏徴 三代制符 公家新制 御成敗式目注 貞応弘安式目 建武式

目注 増補田園類説 侍中群要 寛文記 当今中御門年中行事 条々聞書貞

丈抄 諸国御関所覚書

第８ 本朝地理志略 日本略記 雍州府志 和州旧跡幽考 堺鑑 蘆分船 江戸名

所記 兵庫名所記 長崎縁起略記 前橋風土記 前橋風土記附録 会津風土

記 端郡風土記 磐城風土記

第９ 寛文印知集 琉球国郷帳 松前島郷帳 芸備国郡志 懐橘談 隠州視聴合紀

仙道会津元和八年老人覚書 東奥白河往昔之記 辰巳無人島訴状并口上留書

蝦夷記 蝦夷島記 吉野記 和紀記行 貞徳他行道之覚 宋雅道すがら之記

元和七年東海紀行 沢庵和尚鎌倉記 立圃東の記行 宗因東の記行 中山日

録 癸卯于役日録 江海風帆草 白水郎子記行

第 東大寺要録 東大寺続要録 招提千歳伝記 興福寺濫觴記 薬師寺黒草紙11
上薬師寺新黒草紙 法隆寺記補忘集 南都七大寺巡礼記

第 風葉和歌集 新撰六帖題和歌 千五百番歌合 集外歌仙 慶長千首 沙弥恵14
空百首 天正十六年聚楽亭御歌会御歌 文禄三年吉野山御歌会御歌 後柏原

院御日次結題 後水尾院御集 後十輪院内大臣詠草 為兼卿家集補遺 惺窩

先生倭謌集 衆妙集 草山集 梶の葉 佐遊李葉

第 顕昭古今集註 俊頼口伝集 続歌林良材集 梨本集 和歌会式 新撰莵玖15
波集 連集良材 岩清水物語 風につれなき物語 兵部卿物語 源家長日記

081/G94/1新群書類従 しんぐんしょるいじゅう

国書刊行会編 半６巻６冊存（巻１・２、５、７～９） 明治 ～ 年刊39 40
活版。東京活版株式会社。

第１ 西沢一鳳小伝 西沢文庫伝奇作書初編（言狂作者）の序 西沢文庫伝奇作書

拾遺叙 西沢文庫伝奇作書残編 西沢文庫伝奇作書続編 西沢文庫伝奇作書

附録 西沢文庫伝奇作書後集 西沢文庫皇都午睡初編 西沢文庫皇都午睡

二編 西沢文庫皇都午睡三編

第２ 西沢文庫脚色余録自序 西沢文庫脚色余録初編 西沢文庫脚色余録二編 西



沢文庫脚色余録三編 西沢文庫讃仏乗初編 西沢文庫讃仏乗二編 西沢文庫

綺語文草 今古参考南水漫遊初編 今古参考南水漫遊拾遺 今古参考南水漫

遊続編

第５ 四天王高名物語 類義金剛山合戦 しやきんぴらぐんほうやぶり 并ひやうぶ物語

か八さう記 善どう記 日本王代記 玉津附仏母まや婦人 并神武天皇のゆらひ

すけたろうやぶり 附舟しまの御本地 四天王大田合戦 なすの与市竹生島詣

頼光あとめろん 津戸三郎 義経追善女舞 愛染明王影向松いこんの事

酒天童子 念仏往生記 清水観音利生物語 をぐりの判官 隅田川 善光寺

あこぎの平次 （薩摩外記正本の序文） 出世太平記 （土佐浄瑠璃総目録

及序文） 名古屋山三郎 京四条おくに歌舞妓 土佐日記 対面曽我 芳野

の内裡 源氏六条通 定家 三世二河白道 源氏花鳥大全 艶色万歳頼政

和国女眉間尺 通俗傾城三国志 博多露左衛門色伝授

第７ 江戸狂歌書目 俳諧書籍目録 浮世草子目録 好色本目録 吉原書籍目録

続吉原書籍目録 増補青本年表 増補続青本年表 合巻外題集 草双紙書目

笑話書目 酒落本目録 中本書目 人情本目録 読本年表 参考今昔操浄瑠

璃外題年鑑

第８ 入鹿 大職冠 百合若大臣 志田 満仲 硫黄が島 築島 鎌田 伏見常磐

常磐問答 文覚 伊吹 夢合せ 馬揃 木曽願書 敦盛 那須与一 未来記

笛之巻 鞍馬出 烏帽子折 腰越 堀河夜討 四国落 静 富樫 笈さがし

八島 清重 高館 浜出 景清 切兼曽我 元服曽我 和田酒盛 小袖曽

我 剣讃歎 夜討曽我 十番切 新曲 張良

第９ 清原右大将 四天王若さかり 四天王女大力手捕軍 京今宮本地 日本両武

将始 源平武将論 敵討のいこん 四天王筑紫責 末武印問答 きさきあら

そひ 天狗羽打 四天王むしや執行 綱金時最後 頼光蜘蛛切 子四天王北

国合戦 四天王最後 公平誕生記 漉根悪太郎 公平花だんやぶり 公平化

生論 公平関やぶり 公平末春いくさろん 公平天句問答 八幡太郎誕生

記 渡辺智略討 やはき合戦 勇金平 渡辺三田合戦 菅原親王 公平つる

きのりつくわ 公平武者執行 公平入道山めぐり いかつち論 殿上闇討女

袖鑑 よりまさ 頼朝三嶋詣 ごばん忠信 義経地獄破 あさいなしまわた

り

081/E63燕石十種 えんせきじっしゅ

国書刊行会編 半１冊存（第一） 明治 年刊40
活版。東京内外印刷株式会社。



081/A62/2新井白石全集 あらいはくせきぜんしゅう

国書刊行会編 半５巻５冊存（巻２～６） 明治 ～ 年刊38 40
活版。東京活版株式会社・内外印刷株式会社分工場。

第２ 続藩翰譜

第３ 折たく柴の記 新井家系 岩松家系 岩松家系附録序説 古史通 古史通或

問 読史余論 畿内治河記 奥羽海運記 五十四郡考 五事略（殊号事略

外国通信事略 琉球国事略 本朝宝貨通用事略 高野山事略） 蝦夷志 南

島志

第４ 東雅 東音譜 同文通考 朝鮮聘礼事 朝鮮信史進見儀注 朝鮮信史賜饗儀

注 朝鮮信史辞見儀注 奉命教諭朝鮮使客 朝鮮国信書之式の事 朝鮮信使

議 朝鮮聘使後議 朝鮮応接記及抄釈 朝鮮冠服の事 国書復号紀事 以酊

菴事議草 坐間筆語 江関筆談 白雉帖 西洋紀聞 采覧異言

第５ 白石先生遺文 白石先生遺文拾遺 白石詩草 白石先生余稿 高子観遊記

白石先生手簡 退私録 退私録附言 白石先生紳書

第６ 鬼神論 孫武兵法択 孫武兵法択副言 那須国造碑釈文并跋 楽対 正徳年

号弁 経邦典例巻之六 白石建議 将軍宣下三拾一度儀不同次第 進呈之案

決獄考 本朝軍器考 本朝軍器考集古図説 人名考 准后考 武家官位装束

考 祭祀考 聖像考 国郡名考 日東行程考 地名河川両字通用考 玉考

楽考 俳優考 品革威考 鎧直垂考 木瓜考 本佐録考 新野問答 車服制

度手記 新近問答 文廟遺命 白石先生学訓 停雲集 室新詩評 天爵堂寿

言 天爵堂寿詩

081/KO73/1-3近藤正斎全集 こんどうせいさいぜんしゅう

国書刊行会編 半３巻３冊存（巻１～３） 明治 年刊39
活版。東京国書刊行会。

巻１ 近藤重蔵事蹟考 幽因之近藤重蔵 外蕃通書 辺要分界図考 安南紀略藁

阿媽港紀略藁

巻２ 正斎書籍考 右文故事 右文故事附録 右文故事余録

巻３ 好書故事 正斎書籍考 牙籤考 銭録

P1.5/ /1.4伴信友全集 ばんのぶともぜんしゅう バ

国書刊行会編 半２巻２冊存（巻１・４） 明治 年刊40
活版。東京内外印刷株式会社。

巻１ 神名帳考証 神名式考証土代附考

巻４ 比古婆衣 長等の山風 長等の山風附録



ほんちょうごえん本朝語園

孤山居士著 大 巻３冊 宝永３年刊（後印）10
改装。宝永３年１月吉旦孤山居士序。京都出雲寺和泉掾他１肆。

（内） かんでんじひつ閑田次筆

閑田廬著 大１巻１冊存（巻１） 文化元年序刊

改装。文化元年９月のもちともの資のり序。

（見） りゅうあんざっぴつ柳菴雑筆

栗原信充著 大４巻１冊 嘉永元年刊

改装。弘化２年 月栗原信充序。江戸紙屋徳八他 肆。11 11

しょうていまんぴつ松亭漫筆

中村定保著 大２巻１冊 嘉永３年序刊

改装。嘉永３年１月金水道人序。大阪河内屋茂兵衛。

（見） だいざんずいひつ台山随筆

源清風著 大２巻１冊 弘化３年刊

改装。松明復序。寛政９年５月近藤迂跋。大清蔵版。江戸紙屋徳八他３肆。

いちわいちげん一話一言

太田南畝著 中 巻総目 巻 冊存（巻 ～ 、 ～ ） 明治 年刊47 1 48 1 44 46 48 16
活版。東京集成館。

ていじょうざっき貞丈雑記

伊勢貞丈著 大８巻 冊存（巻１～８） 天保 年序刊16 14
天保 年６月５日伊勢斧太郎貞友序。源の光ひろ序。大坂河内屋藤兵衛他９肆。14

付国学神 祇

じんぎしりょう神祇志料

栗田寛著 大５巻１冊 明治７年刊

。 。 。 。 。改装 活版 明治６年８月伊能穎則序 明治４年６月粟田寛凡例 甲府内藤伝右衛門



たまのみはしら霊能真柱

平田篤胤著 大２巻２冊 文化９年序刊

正三位藤原貞直序。文化９年 月堤三五郎源朝風序。大野広則跋。12

（内） かしこねぐさ惶根草

源牧翠編 半６巻１冊 （近世中期）刊・ 明治期印）（

。 。 。 。 。 。改装 西阜不磷子題 藤井政武序 源兼勝序 洛北隠寺勁竹堂謙跋 渋谷山下南溟跋

霊蓍軒蔵版。

きしんしんろん鬼神新論

平田篤胤著 大１冊 文化３年序刊

文化３年７月鈴木朗序。同年６月 日藤井高尚序。文化２年６月中村一匡緒言。文28
化３年春平田篤胤識語。亀山嘉治跋。伊吹迺屋蔵版。

さんしゅのおおはらえ三種大祓

半１冊 （近世後期）写

内題「三種大祓師講 。」

（目） そうさいしょうき喪祭小記

浅見安正著 半１冊 （近世後期）写

改装。元禄４年３月朔浅見安正跋。

そうじりゃっき葬事略記

角田忠行著 大１冊 （近世末期）刊

師岡正胤跋。

（内） てんまんぐうごでんきりゃく天満宮御伝記略

平田篤胤著 村井政儀・山本真秋編 半２巻１冊 嘉永４年刊

改装。嘉永４年８月 日江戸倉胤序。同年 月 日村井政儀・山本真秋跋。江戸25 11 25
紙屋徳八他３肆。気吹舎蔵版。

かんこ官故

敷田年治著 大１冊 明治 年刊12
大阪松田正助。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊



どうもうにゅうがくもん 冊 平田篤胤著童蒙入学門 1

仏 教・哲 学・倫 理

ぶっぽうふかせきろん仏法不可斥論

杞憂道人著 半１冊 明治４年序刊

しゅつじょうしょうご出定笑語

平田篤胤著 半３巻附録２巻６冊 文化 年序刊14
文化 年１月野口音春序。伊吹逎屋蔵板。14

しゅつじょうしょうごふろく出定笑語附録

平田篤胤著 半２巻３冊 文化 年序刊14
文化 年１月望野口音春・平山光長序。伊吹廼家蔵版。14

しゅつじょうしょうごふろく同

平田篤胤著 半２巻３冊 文化 年刊14
気吹舎蔵版。

ぞくげ けごんげんにんろん【続解】華厳原人論

冏鑑著 大３巻１冊 元禄 年刊・明治 年重刊11 10
改装。明治 年６月権大教正卍山実弁序、元禄 年１月６日冏鑑序、同年１月念五10 17
蓂賜紫沙門雲山獄寂仙序、同年２月初六冏鑑後序、元禄 年８月既望弁無跋。東京11
西山堂総兵衛他１肆。時宗大教院蔵版。

むりょうじゅきょうろん無量寿経論

鳥尾得庵著 原鶴巣評 半１冊 明治 年刊15
活版。東京競錦堂。

しんがくてんろん心学典論

無隠道費著 大４巻２冊 寛延４年刊（後印）

寛延元年 月西肥甘露元皓和南序。同年５月吉旦金龍沙門無隠道費序。寛延４月７10
月越宗跋。京都竹岡文祐他 肆。金龍山実性禅院蔵版。29



めなしようじんしゅう目なし用心抄

一休宋純著 手島堵庵註 大１冊 天明６年刊

手島堵庵序。京都近江屋治郎吉他３肆。

めなしぐさ いっきゅうみずかがみちゅう目なし草 一休水鏡注

一休宗純著 手島堵庵註 大２巻１冊 （近世中期）刊

京都菊屋七郎兵衛。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

きゅうやくせいしょそうせいき １冊 明治 年刊旧約聖書創世記 14
著 浮田和民訳 冊 明治 年刊博愛美談 一名スチウングレレット実伝 はくあいびだん ウイリアムゲスト 1 19

せいゆたいぜん 冊 国家教育社編 明治 年刊聖諭大全 4 27
てつし しんりがく 藤代禎輔著 1冊 明治28年刊垤氏 心理学

きしんろんぎき ３冊起信論義記

えんえききのう りんりがく 冊 清野勉著 明治 年刊演繹帰納 倫理学 1 29
ちゅうとうりんりがく 冊 服部宇之吉著 明治 年刊中等倫理学 1 29
ばんきんのりんりしょ 1冊 中島力造著 明治29年刊輓近乃倫理書

冊 桑木厳翼補訳 明治 年刊ミユアーベツド氏 倫理学 みゅあーべっどし りんりがく 1 30
りんりがく 冊 千頭清臣著 明治 年刊倫理学 1 30

言 語

（内） かむなひぶみでん神字日文伝

平田篤胤著 大２巻附録１巻１冊 文政２年識語刊

改装。岩崎長世序。伊吹迺屋蔵版。

ごかくかいてい にほんぶんぽう【語格階梯】日本文法

関治彦著 半 巻 冊 明治 年刊2 2 12
。 。 。明治 年 月鳳洲釣徒土屋弘序 敷田年治序 明治 年 月藤原阿曾美治彦緒言12 1 11 10

大坂中川藤四郎。

りょうてん こうえきだいせつようしゅう【両点】広益大節用集

半５巻５冊存（巻２～５、７） （近世前期）刊



ごうるいせつようしゅう〔 〕合類大節用集

駒谷散人編 半 巻４冊 享保２年序刊10
改装。元禄 年８月５日槙島昭武序。平楽寺蔵版。江戸村上又三郎他１肆。11

文 学

うつほものがたりうつほ物語

大 冊存（第１～ 、 ～ 冊） 延宝５年刊・文化３年補刻29 25 27 30
大坂奈良屋長兵衛。

9133/I-13源注余滴 げんちゅうよてき

国書刊行会編 半１冊 明治 年刊39
活版。東京活版株式会社。

9134/I-13平家物語長門本 へいけものがたりながとぼん

国書刊行会編 半１冊 明治 年刊39
活版。東京内外印刷株式会社分工場。

ふみのまはしら とさのにっき文のまはしら 土佐の日記

畠山太郎編 半１冊 明治 年刊26
活版。明治 年３月畠山太郎序。同年５月畠山太郎序。東京富山房書店。26

ねんさいろく燃犀録

服天游著 大１冊 明和６年刊

改装。明和６年春蘇門道人服天游序。京都林伊兵衛。

へきじゃしょうげん闢邪小言

大橋順著 大４巻４冊 安政４年跋刊

嘉永５年重陽後２日訥庵居士大橋順序。安政４年１月楠本覚跋。思誠塾蔵板。

しょうがくちょうだい小学雕題

中井履軒著 半１巻１冊存（巻下） 明治 年刊15
明治 年２月鳳洲土屋弘序。大阪柳原喜兵衛他４肆。15



（内） なんかくせんせいとうかしょ南郭先生燈下書

（服部南郭著） 半１冊 享保 年刊19
享保 年春瀧長愷弥八序。京都丸屋市兵衛。18

（内） そらいせんせいしぶんこくじとく徂徠先生詩文国字牘

荻生徂徠著 林周助考訂 大２巻１冊 享保 年刊21
享保 年８月東溟林義卿周助序。同年 月鍋島公明伝蔵跋。京都鳥飼源十郎。20 10

とうそうはちたいかぶんかく唐宋八大家文格

川西潜編 半５巻５冊 文久３年刊・ 明治期印）（

天保 年 月吉旦挙母函洲川西潜序。同年 月緑山氏家三序。同年２月艮斎安積信10 5 5
序。同年６月乾斎中井豊民跋。

三編（内） ぎえんひゃっかし冝園百家詩

広瀬貞基編 半６巻１冊 嘉永７年刊

改装。嘉永６年 月阿波柴莘序。大坂河内屋茂兵衛。成冝園蔵。12

しんきへん振気篇

帝尨山人編 春荘冗史補 中３巻２冊存（巻上、下・拾遺） 明治２年刊

慶応４年５月既望春荘冗史序。明治２年２月朔春荘冗史附言。同年３月雨閑人土井

純跋。大坂敦賀屋喜蔵他３肆。

（内） きんりゅうせきとくしゅう金龍尺牘集

無隠道費著 大２巻２冊 宝暦４年刊・ 明治期印）（

寛延４年３月上己日甘露大潮皓和南序、宝暦３年９月岡白駒序、寛延３年 月金龍11
無隠費序。京都小川多左衛門他２肆。長州端雲山太寧護国禅寺蔵板。

こうようせきようそんしゃぶん黄葉夕陽村舎文

（内） こうようせきようそんしゃしいこう黄陽夕陽村舎詩遺稿

菅晋帥著 大 文４巻遺稿７巻１冊 (文)天保３年刊（遺稿）天保２年跋刊

改装。天保２年３月頼襄序。大阪河内屋徳兵衛他４肆。

さんよういこう山陽遺稿

頼襄著 大 文 巻詩７巻８冊 天保 年刊（後印）10 12
天保 年５月篠崎弼序。大阪河内屋喜兵衛他 肆。12 12



れいやしゅう怜野集

清原雄風編 半 巻 冊 文化３年序跋刊12 12
、 。 。 。文化３年６月１日千蔭序 清原雄風凡例 文化３年６月８日平春海跋 正木千幹識語

江戸英平吉。

るいだいそうやしゅう類題草野集

木村定良編 半 巻 冊存（春上・下、秋上・下・冬・恋中・下・雑上～下）10 10
文政２年序刊

さゞ波浪のや清水浜家序。文政２年椿園のあるじ巨勢利まさ序。文化 年６月木村14
定良凡例。文政５年９月木村定良識。

まんようしゅうりゃくげ万葉集略解

橘千蔭著 大 巻５冊存（巻 ～ ） 安政 年刊10 11 20 3
補刻。尾張永楽屋東四郎他 肆。12

さくらやまかしゅうさくら山歌集

谷東行等編 中１冊 慶応２年刊

慶応２年７月白石資風序。同年６月 日かた山の高岳跋。17

わかんろうえいしゅう〔 〕和漢朗詠集

藤原公任編 大１冊 （近世中期）刊

改装。見返し墨書「香月蔵書 。」

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ぞくれんじゅしかく 風牀道人釈教存編 1冊 文政13年刊続聯珠詩格

とうしょ へいじものがたり 中根叔編 冊 明治 年刊頭書 平治物語 1 26
ほうげんものがたり 中根叔編 冊 明治 年刊保元物語 1 31
りくしゅういこう 冊 中村六之著陸舟遺稿 1

歴 史

しせきねんぴょう史籍年表

伴信友編 大１冊 弘化２年序刊

弘化２年５月檉宇林皝序。文政 年５月伴信友序。江戸中屋徳兵衛他３肆。丹鶴城11



蔵梓。

しょうしかいき尚歯会記

半１冊 （明治期）写

（香月薫平写 。）

りゅうきゅうじんぎょうれつ琉球人行列

半１冊 寛政２年刊

改装。寛政２年弁装堂序。京都伊勢屋庄助他２肆。

だいにほんし大日本史

源光圀等編 中井積善校 大 巻序目２巻 冊存（巻１～ ・ ～ ）238 61 63 69 243
（近世後期）写

正徳５年 月権中納言従三位源綱条序。明和９年中井積善凡例。11

だいにほんしばつ大日本史跋

中井積善著 大１冊 （近世後期）写

改装。

にほんせいき日本政記

頼襄著 大 巻３冊 （近世末期）刊16
改装。大阪象牙屋治郎兵衛他６肆。頼氏蔵版。

ぞくにほんがいし続日本外史

馬杉繋著 半 巻６冊 明治９年刊10
明治 年５月 日支峯頼復序。東京坂上半七他３肆。10 12

こうぶしりゃく皇武史略

青木輔清著 中 巻 冊 明治 年刊10 10 11
明治 年 月潮坪璣題字。明治 年３月 日岳陽増田貢序。明治 年２月青木11 10 10 10 10
輔清凡例。明治 年天長節岳陽増田貢跋。東京内田弥兵衛。11

めいじしんこく こくしりゃく【明治新刻】國史略

石村貞一編 半７巻７冊 明治 年刊（再版）16
東生鐵五郎。



（内） にほんがいしべんもう ならびにふろん日本外史弁妄 并附論

法貴発著 半１冊 明治 年刊20
桜洲山人弘題詞。明治 年２月久米邦武序。大阪中尾新助。20

（内） しんかんあずまかがみ新刊吾妻鏡

菅聊卜校 大 巻 冊 寛永３年刊52 13
改装。慶長 年３月前龍山見鹿苑承兌叟。寛永元年春羅洞散人林道春跋。10

にほんしょき日本書紀

舎人親王編 小寺清光校 大 巻 冊 寛政５年序刊（後印）30 15
寛政５年１月小寺清光序。大阪象牙屋治郎兵衛他６肆。

ぞうてい けいこうきぶん つけたりこんにちしょう【増訂】 附今日鈔慶弘紀聞

源照矩著 中 巻２冊 明治４年刊10
改装。文久３年秋８月望貫名苞序。安政３年 月西浦徳風跋。明治２年長至日山田12
信敬序。其親楼蔵板。

きんせいじじょう近世事情 初～三篇

山田俊蔵・大角豊治郎著 半６巻６冊存（巻１～５、７） 明治６～７年刊

山田氏・大角氏蔵版 （初篇）明治６年８月対湾山田敏序 （二篇）明治７年３月中邨。 。

涛斎序。

312/SA-81明治政史 めいじせいし

指原安三編 半３巻３冊 明治 年刊26
活版。明治 年３月十洲居士細川潤次郎序。指原安三序。明治 年１月泊翁道人西25 26
村茂樹跋。東京冨山房書店。

453/MI96熊本明治震災日記（序）くまもとめいじしんさいにっき

迂叟著 中１冊 明治 年刊22
22 10活版。巻末に「大学教授理学博士小藤文次郎氏の震災報告書」を付す。明治 年

月２日西邨貞序。明治 年９月迂叟序。22

とうしょうこうしょとく東照公書牘

大１冊 文政８年写



（内) りけいにのき理慶尼の紀

（理慶尼著） 大１冊 弘化２年刊

天保８年１月善庵老人跋。和泉屋金右衛門。朝川鼎蔵梓。

（見） じんぷういだん神風遺談

菊池寛三郎著 立原朴二郎・渡辺笑兵衛画 大３巻１冊 安政３年刊

改装。菊池寛三郎題字。江戸須原屋伊八。立原氏蔵梓。

こうせい かごしまがいし【校正】鹿児島外史

伊加倉俊貞著 半５巻５冊 明治 年刊18
活版。明治２年 月朔旦伊加倉源四郎俊貞序。明治 年８月書肆清弘堂欽跋。東京10 18
清弘堂長尾喜内。

きゅうはくかさいいろく九陌火災委録

静々庵久保田耳洗著 半１冊 天明８年奥書写

天明８年京都大火の記録。

たもんでんぱちろうひっき多聞伝八郎筆記

大１冊 明治９年写

改装。書写奥書「右一冊藤村庸白稿本謄写之／明治九丙子四月／香月 。」

だいにほんしをたてまつるのひょう進大日本史表

徳川治紀著 大１冊 （近世後期）写

改装。

きゅうもんいはん及門遺範

会沢正志斎著 大１冊 文久元年刊

玉巌書堂。

ついえんかいし追遠会誌

大槻修二編 半１冊 明治 年刊10
活版。安芳題詞。大槻修二撰「磐水翁著訳書目 「従学諸子小伝」を付す。大槻磐水」

五十回追遠会誌。



（見） ほんちょうれつじょでん本朝烈女伝

黒沢弘忠編 大 巻３冊 寛文８年刊（後印）10
改装。明暦３年１月吉日善斎老人序。寛文３年９月北山散山人埜子苞父序。明暦元年

８月望安弘忠序。南紀経生李全直跋。大坂前川文栄堂蔵板。

ぜんけんこじつ前賢故実

菊池武保著 大３巻１冊存（巻１～３） 天保７年序刊

改装。天保７年 月松田順之序。同年３月菊池武保序。雲永無尽庵蔵梓。10

めいかりゃくでん名家略伝

山崎美成著 千賀春城校訂 大４巻４冊 天保 序刊12
天保 年春日山崎美成序。同年４月徳斉原義跋。大阪河内屋茂兵衛他 肆。12 10

おおおくのじょちゅう大奥の女中

池田晃淵著 半３巻１冊 明治 年刊29
活版。明治 年 月池田晃淵序。東京冨山房。27 11

せいわげんじけいず清和源氏系図

折１冊 （近世後期）写

029/N28-3伏敵編 ふくてきへん

山田安栄編 大６巻１冊 明治 年序刊24
活版。明治 年７月下澣大勲位熾仁親王題字。同年伊藤博文題辞。同年９月大木君24
題辞。久元題辞。尊攘堂主題辞。従三位安場保和題辞。井上毅書柬。明治 年 月24 10
上浣従四位文学博士重野安繹序。同年 月筑前渓水居士金子堅太郎序。同年６月伯10
爵広橋賢光序。山田安栄凡例。明治 年６月湯地丈雄跋。24

2104/F68/1-3玉葉 ぎょくよう

国書刊行会編 半 巻３冊 明治 ・ 年刊66 39 40
活版。東京活版株式会社・内外印刷株式会社分工場。

げんろくさんねん しょうどしまひゃくしょうそしょうしょのうつし【元禄三年】小豆嶋百姓訴訟書写

半１冊 （明治期）写

（香月薫平写 。）



せいしねんぴょう西史年表

著 西村鼎訳 大３巻３冊 明治４年刊（英）フラサンタアル

明治３年 月平野重久序。明治３年９月西村鼎序。日新堂蔵梓。10

209/TS15稿本最近世界史 こうほんさいきんせかいし

坪井九馬三著 半１冊存（上巻） 明治 年刊（再版）30
活版。東京冨山房。

地 理

おがさわらとうしんし小笠原島新誌

大槻文彦著 半１冊 明治９年刊

明治９年 月復軒学人大槻文彦序。同年 月大槻文彦凡例。東京須原屋伊八。11 11

（見） きたえぞずせつ北蝦夷図説

間宮倫宗述 秦貞廉編 橋本玉蘭斎・重探斎画 大４巻１冊 安政２年刊

改装。嘉永７年 月益堂鈴木善教序。同年 月大枝まさき跋。大枝喜右衛門蔵板。10 10

えぞばなし蝦夷ばなし

松浦竹四郎著 大１冊 安政３年序刊

安政３年３月数奇屋街のたひ舎序。金幸堂。

（見） えぞし蝦夷志

新井白石著 大１冊 文久２年序刊

文久２年隆冬菴陳人栗本鯤序。享保 年１月源君美序。多気志楼蔵版。20

291/Y/32鎌倉旧蹟地誌（見） かまくらきゅうせきちし

山名留三郎著 半１冊 明治 年刊28
活版。東京冨山房。

いせ どうちゅうきかぐらこう【伊勢】道中記神楽講

折１帖 （近世後期）刊

さんごくつうらんずせつ三国通覧図説

林子平著 大１冊 （近世後期）写



改装。天明５年９月林子平序。同年林子平跋。

いずしちとうないちろく伊豆七島内地録

東條信耕著 半１冊 安政２年写

改装。天保 年花朝樗園長山貫録序。同年春東條信耕序。13

とうどれきだいしゅうぐんえんかくず唐土歴代州郡沿革図

（長久保玄珠）著 横１冊 安政４年刊

改装。安政２年３月惺軒二宮序。同年５月会津佐藤萇序。大阪河内屋喜兵衛・伊丹

屋善兵衛。

ニ沿革考証日本読史地図 附略説 えんかくこうしょうにほんとくしちず つけたりりゃくせつ 203/
河田羆・吉田東伍・高橋健自著 大１冊 明治 年刊30

。 。 。 。活版 明治 年８月初吉成斎老人重野安繹序 明治 年２月編者凡例 東京冨山房29 30

付故実政 治・法 制

（内） ひたちおび常陸帯

（藤田東湖著） 半２巻１冊 （近世後期）写

有馬猪作秀情写。

けいざいざいろく経済録

太宰春台著 大 巻 冊 享保 年序刊10 10 14
木活字。享保 年２月８日太宰純序。14

こうせい せいだん【校正】政談

荻生徂来著 中４巻４冊 明治元年刊

物部茂卿識語。京都近江屋佐太郎他４肆。

じゆうのり自由之理

（英）ミル著 中村正直訳 半５巻６冊 明治４年刊

東京雁金屋清吉他６肆。

かいぼうおくそく海防臆測

（古賀伺葊）著 中２卷２冊 明治 年刊13



活版。嘉彰親王題字。明治 年３月山県有朋序。同年４月海舟題字。同年３月日州13
日高誠実序。同年４月秋月種樹跋。同年３月下澣阪谷素跋。仙台伊勢屋半右衛門他８

肆。彫璞国蔵板。

（扉） ちょうぼうしんみんごうぎしょ長防臣民合議書

半１冊 元治２年刊

314/E/59明治二拾三年 国会之準備（目） めいじにじゅうさんねん こっかいのじゅんび

遠藤愛蔵著 中１冊 明治 年刊19
活版。明治 年小暑日太華山人序。同年夏古筠金玉均跋。東京原田庄左衛門。19

くじじょうしき公事定式

半１冊 （近世後期）写

改装。

ぶっきれい〔 〕服忌令

大１冊 （近世後期）写

元禄６年・同 年の服忌令を録す。10

かんとひっけい官途必携

外史局・東京府編 半 巻附録５巻 冊存（欠首巻） 明治４・５年刊10 16
官板。東京村上勘兵衛・北畠茂兵衛他１肆。

かっこくけんぽうるいさん カ各国憲法類纂 323.9/
半１冊 明治 年刊14
活版。元老院蔵。

ほっそうしようしょう法曹至要抄

（坂上明基著） 大３巻３冊 （近世後期）写

群書類従巻 の写し。77

（扉） ほんこん じゅんらしょうてい【香港】巡邏章程

著 何幸五郎訳 半１冊 明治５年刊ワルトル・メルデツ・デアン

活版。神奈川横浜活版社。



324/B.62仏国民法講義民法契約編講義 ふつこくみんぽうこうぎみんぽうけいやくへんこうぎ

（仏）ボアソナード著 名村泰蔵訳 中１冊 明治 年刊11
活版。司法省蔵版。

320/SH31法律語彙初稿 ほうりつごいしょこう

中１冊 明治 年刊16
活版。司法省蔵版。

323/A43【英国】憲法精理 えいこく けんぽうせいり

天野為之・石原健三著 中１冊 明治 年刊22
活版。東京冨山房書店。

（見） らそつつとめかたもんどう邏卒勤方問答

大築拙蔵著 半１冊 明治５年刊

活版。横浜活版社。

かいせいかんいんろく改正官員録

彦根正三 横２卷２冊 明治 年刊23
活版。東京博公書院。

かんえいぎょうこうき寛永行幸記

改装。以心崇伝・烏丸光広著 半１冊 慶応４年写

正徳２年刊本の写し。元禄６年２月仲無名氏跋。香月大美写。

こじつざっしょ故実雑書

高瀬常敬著 大１冊 安永２年写

安永２年閏３月高瀬常敬奥書。

しきぐさ四季草

伊勢貞丈著 大 春草２巻夏草１巻秋草３巻冬草１巻２冊 天保８年刊

改装。安永７年４月伊勢平蔵貞丈序。天保８年 月長沢衛門源伴雄概言。若山阪本10
屋喜一郎他５肆。絡石舎蔵版。

経 済



さいばいけいざいろん栽培経済論 初編

佐田介石著 半２巻２冊 明治 年刊11
明治 年３月井上毅序。同年５月成斎重野安繹序。中村正直序。明治 年３月栗本11 11
鋤雲序。東京山口屋佐七他２肆。

きんぎんずろく金銀図録

近藤守重著 半６巻附１巻１冊 文化７年序刊

改装。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ボーカー著 中川小十郎訳 冊 明治 年刊実用経済学 じつようけいざいがく 1 23

教 育

374/TA/16小学教師鑑 しょうがくきょうしかがみ

多田房之輔著 半１冊 明治 年刊（再版）31
活版。明治 年２月細川潤次郎序。同年 月 日加藤弘之序。同年 月 日夜29 11 20 11 10
伊沢修二序。明治 年５月中川元序。同年１月嘉納五郎序。明治 年 月 日小30 29 11 10

。 。 。山健三序 同年 月我が皇天長の佳節の前夕谷本富序 同年天長節ノ前日越智直序11
明治 年２月１日多田房之輔序。東京冨山房。31

（扉） しらかわこうおうむのことば白川侯鸚鵡言

松平定信著 半１冊 （天明６年奥書）写

改装。

（扉） こうしへん告志篇

徳川斉昭著 半１冊 （近世末期）写

改装。

せいようひんこうろん西洋品行論

（英）斯邁爾斯著 中村正直訳 半 編 冊 明治 ～ 年刊12 12 11 13
（初編）明治 年６月 日敬宇中邨正直序 （三編）同年８月三田葆光序 （五編）11 22 。 。

明治 年９月敬宇中邨正直序 （六編）同年松本万年序 （七編）同年 月 日敬12 11 28。 。

宇中村正直序 （九編）明治 年２月 日敬宇学人中村正直序。大坂伊丹屋善兵衛。 13 28
他９肆。



にほんじょくん日本女訓 教師用

高田芳太郎著 半４巻１冊 明治 年刊26
改装。活版。東京金港堂。

せんちゅうぞくもうぎゅうこうほん箋註続蒙求校本

黒神直臣編 石村信一註 大３巻３冊 明治 年刊14
明治 年７月桐陰石邨貞一跋。同年７月念８史館編修川田剛序。同年８月敬宇中村14
正直序。明治 年４月剛亭黒神直臣序。東京吉川半七。文玉圃蔵版。13

だいとうか大統歌

塩谷世弘著 半２巻１冊 （近世末期）刊

改装。木活字。新塾活版。

しょうにんかがみ商人鏡

横井時冬著 半２巻２冊 明治 年刊26
活版。小杉榲邨序。明治 年９月横井時冬緒言。東京金港堂書籍株式会社。26

150/D28道義原論 どうぎげんろん

松尾貞次郎訳著 半１冊 明治 年刊30
活版。東京金港堂書籍株式会社。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

きゅうかがはんぶんぶがっこうず 帖 文政 年刊旧加賀藩文武学校図 1 5
帖 天保 年刊旧幕府学問所構内総絵図 きゅうばくふがくもんじょこうないそうえず 1 15

きゅうふくやまはんせいりつかんず 帖 嘉永 年刊旧福山藩誠立館図 1 7
あしかががっこうそうえず 帖 文久 年刊足利学校総絵図 1 2
きゅうつはんゆうぞうかんず 帖旧津藩有造館図 1

きゅうやまぐちはんめいりんかんず 帖旧山口藩明倫館図 1
きゅうおかやまはんしずたにがっこうず 帖旧岡山藩閑谷学校図 1

きゅうさがはんこうどうかんず 帖旧佐賀藩弘道館図 1
きゅうおかやまはんがっこうず 帖旧岡山藩学校図 1

きゅうみとはんこうどうかんず 帖旧水戸藩弘道館図 1
きゅうあいずはんにっしんかんず 帖旧会津藩日新館図 1
きゅうなごやはんがっこうず 帖旧名古屋藩学校図 1
きゅうせんだいはんようけんどうず 帖旧仙台藩養賢堂図 1

きゅうばくふせいどうせきてん 帖旧幕府聖堂釈典 4



長崎県編 冊 明治 年刊明治十年改正 小学校則 めいじじゅうねんかいせい しょうがっこうそく 1 10
にほんきょういくしりょう 文部省編 冊 明治 ～ 年刊日本教育史料 9 23 25
えきけんのきょういくほう 三宅末吉著 冊 明治 年刊益軒乃教育法 1 28

理 学

てんけいほえん てんがくしよう【天経補衍】天学指要（内）

（西村遠里）著 大１冊存（巻貞） 寛政５年刊

改装。大坂本屋又兵衛他３肆。

きかいかんらんこうぎ気海観瀾広義

川本幸民訳 大 巻 冊 安政３年刊15 5
嘉永３年重陽日坪井教信良序。江戸和泉屋吉兵衛他３肆。静脩堂蔵。

かくぶつにゅうもん格物入門

（米）丁韙良著 本山漸吉訓点 大７巻７冊 明治２年刊

明親館蔵版。大清同治７年２月五台徐継畬序。同年青龍在箸雝執徐律中１月揚州董恂

序。

かがくにっき化学日記 初編

（独）リッテル著 半６巻３冊存（巻１～６存） 明治７年刊

明治７年３月訳者序。文部省。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

帖 寛保 、延享 、寛延 、宝暦 ､ 、明和 、 、安永 、天明 、寛暦 こよみ 21 4 4 2 7 10 2 9 6 9
政 、 、 、享和 、天保 、 、嘉永 、安政 、 、万延 、文久 、慶応 年刊2 8 9 2 14 15 7 5 6 1 2 3

著 冊 訳 明治 年刊植物生育論 しょくぶつせいいくろん サミュエル・ダブリウ・ヂョンソン 高野甚太郎・磯野徳三郎1 17
にほんちしつがく 冊 神保小虎著 明治 年刊日本地質学 1 29

医 学

かなよみじゅうしきょう仮名読十四経

（滑寿伯仁著 （星野熊志編） 半１冊巻１冊存（巻下） 嘉永２年刊（後印））

京都升屋勘兵衛。



やまとほんぞう大和本草（内）

貝原篤信著 半 巻（巻１～５、７～ ）附録２巻諸品図３巻６冊存 宝永６・正15 16
徳５年刊（後印）

改装。宝永５年４月 日鶴原韜序。同年芒種日貝原篤信序。京都永田調兵衛。27

だるとんしせいりしょ達爾頓氏生理書

藻寄隆次・物部誠一郎訳 半７巻７冊存（巻１～７） 明治９～ 年刊（米）ダルトン著 11
明治９年 月物部誠一郎序、同年 月安川昌策緒言。大坂松頓九兵衛。10 10

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

しんせんじんしんせいりがく 冊 呉秀三著 明治 年刊新撰人身生理学 1 30

産 業

606/N28/1 2〔 〕内国観業博覧会出品目録 ないこくかんぎょうはくらんかいしゅっぴんもくろく ･

半２冊 （明治期）刊

活版。

せいようそさいさいばいほう西洋疏菜裁培法

半 冊 明治６年刊1
開拓使蔵板。

ぶどうじゅさいばいしんぽう葡萄樹栽培新方

（米） 著 河出良二訳 半２巻２冊 明治８年刊ジッケルメン・ビュール

明治８年春日環翠題画。同年２月三洲長光題詞。河出良二緒言。江戸三楽堂。

そうもくろくぶこうしゅほう草木六部耕種法

佐藤信淵著 半 巻３冊 明治９年刊20
改装。天保３年６月初吉外庵佐藤信昭序。東京和泉屋善兵衛他４肆。

えいこくのうぎょうへん英国農業篇

著 岡田好樹訳 半 巻 冊 明治 年刊（スコットランド）ヂョン・ウィルソン 11 11 11
。 。 。明治 年７月大蔵大輔兼勧農局長従四位松方正義序 東京穴山篤太郎 勧農局蔵版10



みつまたばいようしんせつ三椏培養新説

梅原寛重著 半 冊 明治 年刊1 14
明治 年１月 日萩原正平序。東京穴山篤太郎。14 15

がんぴさいばいろく雁皮栽培録

梅原寛重著 半 冊 明治 年刊1 15
明治 年冬日直堂題字。同年 月 日梅原寛重緒言。東京穴山篤太郎。14 10 15

めんかばいようしんろん綿花培養新論

東方覚之抄訳 半 冊 明治 年序刊1 15
明治 年５月東方覚之序。東京穴山篤太郎。15

じゅそうばっすい ようさんてびきぐさ【樹桑抜萃】養蚕手引草

朝野泰比古著 半１冊 明治６年刊

明治６年１月大講義伊能朝衛序。明治５年 月朝野泰毘古附言。下総正文堂利兵衛11
他４肆。朝野蔵版。

ていぼうきょうりょうつみかたたいがい堤防橋梁積方大概

普請方著 大 冊 明治４年刊1

いこくでんぽう せいしぜんしょ【伊国伝法】製絲全書

平野師応編 半２巻２冊存（巻１・２） 明治 年刊16
明治 年 月海東題字。明治 年６月平野師応緒言。東京穴山篤太郎。15 10 16

てんじゅずいひつ天寿随筆（扉）

佐久間（甚八）著 半１冊 （近世後期）写

扉墨書「佐久間氏書継／一名本朝宝貨事略拾遺ト云々／香月 。」

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

さいばいせいり 冊 志賀雷山著 明治 年刊栽培精理 1 15
ぼうえきびこう 冊 大蔵省 明治 年刊貿易備考 1 18

冊 （独） 著 斎藤鉄太郎訳 明治 年刊農業保険論 のうぎょうほけんろん パウルマイエット1 23

芸 術



こうこしょうろく好古小録

藤原貞幹著 大２巻附録１巻１冊 寛政７年刊

改装。寛政６年６月正五位下橋本経亮序。京都鷯惣四郎他４肆。

（内） しょがふりゃく書画譜略

田士徳著 中４巻１冊 文化 年刊14
改装。文化 年夏日山陽外史頼襄序。大坂加賀屋善蔵他２肆。山中氏蔵板。14

（見） べいあんぼくだん米菴墨談

市河米庵著 半３巻１冊 文化９年刊

改装。文化９年小春上澣五山池桐孫序。江戸須原屋伊八。

（見） べいあんぼくだんぞくへん米菴墨談続編

市河米庵著 半３巻１冊 文政 年序刊10
改装。文政 年 月篠崎弼序。同年 月山陽外史頼襄序。江戸須原屋伊八。10 11 11

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

はいぶんさいしょがふりゃく 1冊 文化14年刊佩文斎書画譜略

ようきがほう 佐份利隆著 1冊 明治29年刊用器画法

ようきがほうようしき 佐份利隆著 1冊 明治30年刊用器画法様式

諸 芸

りきゅうこじちゃかいのき〔 〕利休居士茶会記

大 １冊 （近世中期）写

改装。

武 学・武 術

ぶようべんりゃく武用弁略（内）

木下義俊編 半７巻４冊存（巻１～５・７～８） 延享５年刊

改装。大坂糸屋市兵衛。

準漢籍



こうきょうれいそく孝経蠡測

佐野煥註 半１冊 明治 年刊15
活版。明治 年１月１日佐野煥序。大阪杉村九兵衛。聚珍社蔵板。14

しきしょう史記鈔

秋山四郎編 半２巻２冊 明治 年刊29
活版。明治 年２月秋山四郎序。東京金港堂書籍株式会社。29

だいしんさんちょうじりゃく大清三朝事略

村山緯・北条鉉編 大１冊 寛政 年刊11
江戸須原屋茂兵衛。

（内） さんていりゅうきょうれつじょでん参訂劉向列女伝

松本万年標注 半３巻１冊 明治 年刊11
改装。明治 年４月４日中村正直序。明治 年 月 日萩江女史松本氏凡例。東11 10 11 15
京別所平七。

こうしけご孔子家語

（魏）王粛註 岡白駒補註 大 巻 冊 寛保元年刊（後印）10 5
京都風月堂荘左衛門。

じゅんしぞうちゅう荀子増註

山世 大 巻補遺 巻 冊 文政 年序刊（明治期印）璠正編 久保愛註 20 1 11 3
文政 年 月久保愛序 （補遺）文政 年三宅弘序。洞津侍医山口重紀跋。大阪松3 11 10。

邨九兵衛他９肆。

ろうしきょうしょう老子経鈔

（林羅山）著 大３巻１冊 （近世前期）刊

（扉） せいぞくぶんしょうきはんひょうりん正続文章軌範評林

（宋）謝枋得編 東亀年補訂 大 正編 巻続編 巻 冊 寛政 年跋刊（後印）7 7 3 6
改装。寛政 年 月東亀年序。東亀年補訂凡例。寛政 年 月朝散大夫山邨良由跋。3 1 6 1
天游館塾蔵。



せいぞくぶんしょうきはんやくかい【正続】文章軌範訳解

（宋）謝量山批（明）李九我評 鈴木貞治郎訳 半２巻２冊存（巻１・２）

明治 年序刊6
明治６年 月鈴木鼎序。鈴木貞治郎凡例。鈴木貞治郎緒言。東京青藜閣・千鐘房。10

ぞくぶんしょうきはんやくかい続文章軌範訳解

（明）鄒守益著 鈴木貞次郎訳 半３巻３冊 明治８年刊

東京北沢伊八他１肆。

さんぴょう せいちゅうとうそうはちかぶんとくほん【纂評】精注唐宋八家文読本

（清）沈徳潜確士評点（清）高塘梅亭増評 石川鴻斎校註 半 目録１巻30巻５冊

明治 年刊18
改装。光緒10年閏５月庶昌序。乾隆53年10月下浣和陽高塘序。乾隆11月沈徳潜序。石

川鴻斎識語。東京金港堂原亮三郎。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吉田正行編 冊 明治 年刊林氏口義 老子道徳経補註 りんしくぎ ろうしどうとくきょうほちゅう 1 17

【付記】

調査を実施するに際して直接のお世話をいただいた、長崎図書館資料課係長・酒井良子氏、長崎大学環

境科学部教授・若木太一氏に深甚の謝意を表します。また本目録作成の過程で、長崎図書館郷土課課長

・本間貞夫氏に御教示を頂いた、併せて御礼申し上げます。なお 「長崎文庫」を含む長崎図書館所蔵、

の古典籍調査にあたっては、平成十三年十一月より同十六年三月まで、二十八回、延べ八十六日間の調

査を実施したが、その間、作業に従事した者は、左の通りであり 「長崎文庫」の最終的な点検作業に、

あたったのが、本稿表題下に記した大庭以下四名である。

井手裕子・井料佐紀子・上田諭・内野優子・江藤秀一・大久保慎太郎・大庭卓也・小川竜紀・勝野

寛美・亀井森・吉良史明・熊谷政人・蔵本朋依・河内重雄・古賀秀和・佐田亜紀・関澤智子・高瀬

淳嗣・宅間真紀・田邉菜穂子・田村隆・菱岡憲司・藤光央・幣旗佐江子・前田桂子・松浦恵子・松

尾晋一・松尾弘徳・森哲子・矢毛達之・吉田洋一（以上五十音順）

大庭 卓也（福岡教育大学非常勤講師)

矢毛 達之（福岡女学院大学非常勤講師)

田村 隆 （九州大学大学院人文科学府博士後期課程)

菱岡 憲司（九州大学大学院人文科学府博士後期課程)


