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序

この度、当館の蔵書目録の第32冊目として、所蔵資料の個人文庫の中から、「八高文庫」を

取り上げて、その目録を刊行することにしました。

当館には、篤志家や研究家等が特定分野に主題をおいて収集した、内容量かなコレクション、

いわゆる「個人文庫」が13種類あり、その量は約4万点に及んでいます○

この中の「八高文庫」は、次に紹介されていますように、昭和49年に青森県立八戸高等学校

から寄贈されたもので、古くは寛永～元治年間の和書や明治期の刊本を中心とした2，161点の

貴重な資料群となっております。

これまでにすでに資料整理も終了し、利用に供しておりましたが、今回の冊子目録の刊行に

ょり、当館を利用される方々には一段と調査・研究の便が広がったものと思われますCより多

くの方々に活用いただければ幸いです。

なお、今回、この目録の刊行に当って、その解題・監修を青森県立八戸高等学校にお願いし

ました。同校の格別のご尽力にたいし厚く御礼を申し上げ、刊行のごあいさつといたします。

平成2年3月25日

青森県立図書館

館長　本　間　茂　夫





「八高文庫」に寄せて

青森県立八戸高等学校　校長　堀　　徳　郎

本校は、平成5年度に創立100周年を迎える。それを契機に、関係各位のご努力によって校

舎新築の計画が押し進められてきた。現在、県”学校・業者の問で種々の検討・討議をへて設

計図も完成し、いよいよ来年度から本格的な建設の槌音が聞かれる運びになっている0顧みれ

ば、本校は明治26年八戸町大字八幡町に青森県尋常中学校八戸分校として創立した。その後青

森県第二尋常中学校・青森県第二中学校・青森県立第二中学校と改称し、明治40年に至って現

在地八戸市大字藤塚に移転、青森県立八戸中学校と称した。昭和23年、学制改革により青森県

立八戸高等学校に昇格し現在に至っている。その間、「一、須く自重すへし。へ唯本分に向

かって猿進ぜよ。＿師を敬し友を愛せよ。」の綱領のもと、幾多の人材を輩出してきた。さ

らに現在は、21世紀を迎えるにあたり、国際社会に雄飛する人材育成のため新たな土台作りに

学校と地域社会が一体となって鋭意取り組んでいる。

この度、県立図書館のこ努力により「蔵書目録八高文庫」作成の運びに至ったことは誠に喜

ばしい限りである。これらの図書は、昭和49年の暮れに寄贈したものである。同年の高教研図

書部会において「伝統ある八高には貴重な古書が多いと聞く。ついてはその閲覧をお願いした

いが、如何なものか。」という要望があったことが、その契機であったと認知している。そこ

には、当時の関係者の「これらの図書を、より公共性の高い県立図書館にお願いして整理・保

存して頂けるならば広く県民の要望にこたえ、かつ学術研究の発展にも貢献できるのでないか」

という思いや願いが強く作用したものと考えている。

現在、生涯学習のあり方や基盤整備の重要性が取り沙汰されている。生渥学習に取り組む人々

のニーズにこたえるためにも、その基盤の一つとして県立図書館の充実は重要な意義をもつも

のと考えている。特に、県立図書館が敬虔に及ぶ戦災や火災によって戦前の貰重な図書を焼失

したことや、この寄贈図書の大部分が江戸後期から昭和前半にかけての和装図書が多いことな

どを考えあわせるならばその意義は一層大きなものになるであろう0

これらの寄贈図書が数多の八高関係者や同窓生諸氏の尽力によって収集されたものであるこ

との貴重さを思いつつ、その整理・保存に配慮されながら「蔵書目録八高文庫」作成の労をお

取り頂いた県立図書館に敬意を表したい。また、広く県民の方々にご利用頂けるよう心からお

願いしたい。





解　　　説

●　「古事類苑」（こじるいえん）

明治時代の官撰大百科。1000巻。文部省大書記官西村茂樹の建議で編纂に着手。日本古来

の制度・文物及び社会全般の事項を天部より金石部に到る30部門に類別し、それに関する慶

応3（1867）年以前の基本的な文献史料を収集抄録したものである。類書の形式による史料

集としては日本最大のものであり、研究の手引・史料所在案内の書として利用価値が高い。

●　「故実叢書」（こじつそうしょ）

明治後期に、今泉定介らが公家や武士の故実全般にわたるすぐれた縞著書を集成した大部

である。中に、江戸幕府の命により塙保己一が和学講談所で鎌倉期以来の武家の諸制度につ

いて古書や旧誼によって検証を加えた「武家名目抄」のはか「禁秘抄考証」・「歴世服飾考」

・「舞楽図説」・「拾芥集」などがある。

●　「群書類従」（ぐんしょるいじゅう）

江戸後期に編纂された古文献の叢書。塙保己一編。安永8（1779）年に着手し、文政2

（1819）年までに530巻が刊行された。神祇・律令・公事・和歌・物語・日記・管弦など25部

門に分けられ、江戸初期までの貴重な文献1270種を収載している。日本史はもとより国語●

国文学における重要な史料である。

●　「大日本史」（だいにはんし）

歴史書。本紀73巻・列伝170巻・志126巻・表28巻。徳Iii光園の修史の忘により、明暦3

（1657）年から編纂を始め、明治39（1906）年に完成。紀伝体で編述し、史料の蒐集・考証

などに優れている。この編纂事業を通じて興った学風を水戸学といい、幕末の尊撰思想の発

達に深い感化を及ぼした。

●　「新論」（しんろん）

後期水戸学の代表的著作。会沢安着。上下2巻。安政4（1857）年に江戸で出版され広く

愛読される。尊王思想から説き起こして、世界の形勢・外国の事情を説明し、その対策とし

てキリスト教や洋学の排撃と開国反対などを唱え幕末の尊顔運動の先駆となった。ここに挙

げるのは初版本である。

●　「舎密閉宗」（せいみかいそう）

日本最初の翻案化学書。21巻。宇田Ii幡庵訳。天保8（1837）年一義永元（1848）年刊行。

英人ウィリアム＝ヘンリーの著書の独訳を蘭語に重訳したものが原本。これによって日本の

医師が薬剤調製の必要から研究していた化学に関する知識は、体系ある科学の一つとして確

立された。ここに挙げるのは初版本である。（2－7。3欠）

●　「大日本地誌」（だいにはんちし）

明治36（1903）年から大正4（1915）年にかけて刊行された10巻の地理書○山崎直方・佐



藤倍蔵縞。関東・奥羽・中部・畿内・北陸・中国・四国・九州・北海道及び樺太・琉球及び

台湾の順に刊行され、内容は、各巻とも地文・人文及び地方誌の3編に分類。当時の地理書

としては学術上最高のものであり、日本地理学研究上好個の対象となる価値を有する。

●　その他、主なものを挙げるとすれば以下の通りである。

「日本開化小史」（田口卯吉著、明治15年版）

「読史余論」1－12（新井白石署、明治9年版）

「藩翰譜」1－4（新井白石署）

「玉葉」1－3　　　「新井白石全集」1－6

「本居宣長全集」首・1－5　　「原敬全僧」天・地

「日本教育史資料」1－9（5欠）

「資治通鑑」1－70（欠あり）

「有用植物図説」1－7

「古事記侍」（目録・上・申・下、文化5年、鈴乃屋刊）

「古語拾遺」

「尊卑分脈」1－12

「伴信友全集」1′－5

「賀茂真淵全集」首～5

「文髄明輝」

「舎密閉宗必携」1－3

「萬葉集古義」1－3

「吾妻鏡」

「相星正統記講義」

青森県立八戸高等学校

教　諭　　高　橋　雄　二

菊　地　敏　男

遠　藤　智　久
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凡　　　　例

1．この目録は当館蔵書目録32冊目のものである。

2．本目録には八高文庫の全蔵書388点2，161冊を収録する。

3・本文の記載はカード式による分類番号順とし，同一分類番号内では標目の五十音順に配列

した。

4．分類は主として，日本十進分類法（N．D．C）7版によっている。

5・目録の記入は，日本目録規則（N．C．R）1965年版及び新版予備版による。

6．各図書の記述においては，出版地が東京の場合はこれを省略した。

7．書名はゴシック体で表わした。

8・各図書の標目の左側の数字は通し番号で索引を利用しやすくした。

9．全書，双書等の内容細目は，その大部分を記載した。

10・巻末に著者・書名索引を付し，その凡例は索引のはじめに記載した。

11．目録記述上の細部については，当館整理基準による。

12．※印は郷土資料である。



総　　　記

1一

000　総　　　記

1国語学書目解題　東京帝国大学

蔵版　吉Iii半七　明治35

789P　23cm

2　国書刊行会出版目録　日本古刻

書史　国書刊行会縞　明治42

309P　23cm

3　武家名目抄　巻2－40　塙保己
一著　吉川弘文館　明治38

39冊　23cm

4　舞楽図説　全　大槻如電著　吉

川弘文館

82P　23cm

5　禁秘抄考註　巻上・中・下　牟

田橘東署　吉川弘文館

元禄14（1701）

3冊　23cm

6　古事類死　神宮司庁編　明治41

227冊　27cm

内容
・天部1，2（2冊）

・産業部1－10（10冊）

・遊戯部1－7（7冊）

・歳時部1－8（8冊）

・武技郡1－6（6冊）

・宗教部1－7（7冊）

・封録郡1－3（3冊）

・外交部1－10（10冊）

・神祇部1－24（23冊）（20欠）

・姓名部1－4（4冊）

・政治部1－22（22冊）

・器用部1－5（5冊）

・法律郡1－15（15冊）

・服飾部1－8（8冊）

・官位部1－25（24冊）（11欠）

・泉貨部1－2（2冊）

・礼式部1－16（16冊）

・方技部1－8（8冊）

⑪025－K

④025－K

⑲031－B

④031－B

④031－K

⑭031－K

・楽舞部1－13（13冊）

・文学部1－20（16冊）（13．14．18，19欠）

・帝王部1－8（8冊）

・動物部1－9（9冊）

●梅屋部1

7　歴世服飾考1－5　田中尚房縞

吉川弘文館　明治37

5冊　23cm

8　拾芥抄　巻上・中・下　洞院公

賓撰　吉川弘文館　明治39

3冊　23C皿

9　新井白石全集　第1，3－6

藩翰譜　附録　続　落輪講

吉lii半七　明治38

6冊　23cm

⑭031－R

④031－S

④081－A

10　伴　信友全集　伴　信友著　国　　　　⑲081－B

蕾刊行会　明治40－42

5冊　23cm

内容

第1神名帳考証，神名帳考証土代附考

第2　神社私考，瀬見小河，験の杉．八幡考．蕃

神考，正卜者．中臣祓詞要解，神璽三弁，大刀

契考．鎮魂伝．長谷寺多宝塔銘文．長谷寺縁起

劇偽，上野国三碑考

第3　竹栄秘抄，宇知都忘麻，高橋氏文考注，松

の藤靡，残桜記，荒山大捷之碑．中外経緯伝草

稿，仮字の本末，応声考

第4　比古婆衣，長等の山風，長等の山風附録

第5　宝鑑秘考，倭姫命世話考，仏神論，方術源

論，周易私論（原名易占弁）．論鬼神所論草稿，

若狭旧事考，弓矢古義推考．麻々使者，覇者補

証，神楽歌考．古詠考表輩伊勢日記附証，動植

名薬，附録

11燕石十種　第1－3　岩本佐七　　　　⑲081－E

縞　国奮刊行会　明治40－41

3冊　23cm

内容

第1燕石十種序．燕石十種附言　初輯　高尾考

（原盛和），遊女考（相場長昭），猿楽伝記，江

戸真砂六十帖，我衣（曳尾庵），賊のをた巻，

塵塚談（小Iii顕道），後はむかし物語（てがら

のをかもち）．瀬田問答（大田高　瀬名貞雄），

奴師労之（大田軍）
2輯　戯作者小伝，戯作者六家運（活束子），

後見草上中下（亀岡宗山等），雷蔵会考（柏崎



総　　　記

具元），高向茶話（酒井忠昌），墨水消夏録（蘭
洲東秋薫風），蜘蛛の糸巻（京山百樹），猛撃五

侠伝，猿楽沿革考（川崎垂恭），三升屋二三冶

戯場書留（三井星二三冶）

第2　3揖　ひとり寝（柳沢里恭），神代余波

上中下巻（斎藤信磨），俗耳鼓吹（惰慶子）．竹

本豊竹治問詰上下，平賀実記　巻1－5，無名

翁随筆，新吉原略説（山崎美成），劇場新語

上下巻．江戸真砂六十幅広本，当世境野談俗談

（馬場文耕）

4揖　燕石十種第四輯序，藻屑物語，夢浮橋

巻上下（大田畢），江戸箱根元由来記，三座

家狂言並由緒書，中古戯場説　巻上下，近世江

都著聞葉　巻1－11（馬場文耕），相撲伝書

（木村守直）．あつまめくり上下，葛飾言己上下巻．

駿河台志

第3　5輯　燕石十種第五揖序，洞房語園　巻之

上下（庄司勝富）．大尽舞考証．吉原難詰，北

里戯場隣の油気（原盛和）．老のたのしみ抄

（二代目市川団十郎），寛天見聞記，夢の梓橋附

銀（豊島屋十右街門）江戸塵捨　巻1～5，望

海毎談，戯作外題鑑
6輯　燕石十種第六輯叙言，江戸往古図説

上下巻（大橋方長），慶長年間江戸図考（中神

守節），麓の花　上下（好間堂主人），鹿の巻等

第1－5（鹿野武左衝門）．絵そらごと（石

野広通），なら柴（原盛和），吉野伝（住経邦），
道成寺考（屋代弘賢），新吉原町定書，芝居町

江御地奮

12　謹書類従　第1－3，5－18日　　　　④081－G

録・索引（4欠）　塙保己一著

経済雑誌社　明治31

18冊　20cm

内容

第1輯　神砥部（巻1－28）

皇太神宮儀式帳，止由気官儀式帳，太神宮諸雑

事記，神宮雑例集，二所太神宮例文，内宮長暦

迷宮符，外宮嘉禄三年山口祭記，良和御節記，

内宮臨時仮殿遷宮記．治承元年公卿勅使記，正

広六年公卿勅使御参宮次第，神風妙，古老口実

伝，詔刀師沙汰文．元亨元年十一月廿二日高宮

仮殿日記．中動態社碑銘沙汰文．八幡愚垂訓，

石清水八幡宮護国寺略記，宮守銀章抄，石清水

放生会記，権別当宗漕法田立願文．石清水宮御

願香，賀茂皇太神宮記，文永十一年賀茂祭絵諷

賀茂社御願書，春日権現強記絵目録．春日社言巳

春日大明神垂跡小社記，春日神木御入洛見聞略

記，さかさ葉の日記，大三輪神三社鎮座次第，

天候神社註進状．広瀬社縁起．日吉社神道秘密

ー2－

記，日吉御輿入洛見聞略記，北野縁語両聖書己

管押入末技表記，天満宮託宣記．菅家御伝記．

最頭語文，梅載録．廿二社本線．廿二社註式，

大和堅秋津島下足記．大日本国一言語．延書式

神名帳頭謹．尾張国内神名勝．伊豆国神階帳，

上野国神名帳，藤森社縁起，尾張国熱田太神宮

縁起，荏柄天神縁起．宇都宮大明神代々奇瑞之

事．竹生的縁起，走湯山縁起，富根山縁起，松

浦廟官先祖次第並本縁起，造殿儀式．八幡御幸

次第，平野行幸次第，神馬引付，太神宮参詣記

八幡社参記，春日社参詣，東家秘伝，宝鏡開始．

詠大神宮二所神祇百百和歌．雲州樋河上天網記

第2詣　帝王郡（巻29－43）

神聖正統記，続神皇正統記，楢葉記，皇代記．

皇年代暗記，践純部類妙．天癖礼祀職掌鏡，本

朝世話．庭椀抄，皇帝紀抄．六代勝事記，五代

帝王物語，元筏二年三月日吉杜並叡山行幸記，

舞御覧記，書写山行書記．さかゆく花，北山殿

行幸記，室町殿行幸記，兼業第行幸記，御幸始

部類記，後光厳院御幸始記，高野御幸記，両院

熊野御話語．賀茂御幸記，賀茂御祖皇大神宮御

幸記．石清水臨幸記，八幡御幸記，亀山殿御書

記．臨幸私記，応永廿二年御幸記

第3輯　補任部（巻44－59）

斎官記，賀茂斎院記，摂関補任次第，観官補任．

職事補任，蔵人桶任，楽所補任，将軍執権次第，

足利家官位記，関東評定伝．若狭国守護職次第．

若狭国秘所今宮名領主代々次第，類衆大補任．

豊受太神宮禰宜補任次第，鶴岡八幡宮寺社務職

次第，御殿司職一方系図，鶴岡社執行次第，鶴

岡社学顕職次第，社家執事職次第，僧綱補任．

僧官補任．東大寺別当次第，天台座主記．東寺

長者補任．仁和寺議院家記

第5輯　公頚部（巻79－111）

内裏式．新儀式，本朝月令．雲図抄，九条年中

行事，小野宮年中行事，建武年中行事．年中行

事秘抄，年中行事歌会，神祇宮中行事，東宮年

中行事，三節会次第，釈尊次第，建久九年五節

記，綾小路俊量卿記，朔旦冬至部類記．後鳥羽

臨御践酢次第，後光厳院御践沌次第，後三条臨

御即位紀，正親町臨御即位略次第，永仁御即位

用途記．文責御即位調度図，大官会御撰節下次

第，延慶二年大管会御撰会，大管会御撰日例，

大管会御撰事，康治元年天啓会話．正妻三年大

営会話，永和大営会話．永事大営会話，大営会

延引勘例，長元大嘗会御厨風本文．御譲位部類

誼，寛元御譲位紀．永徳御譲位記，天皇冠礼部

類記，天子冠礼部類総録，天皇元服部類，主上

御元服上寿作法抄，立坊部類記．東宮御曹始部

類記．上卿故実，作法故実，四節八座抄，参議
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要抄，罰杯要秘抄，新任弁舌抄，縁故初参詣，

貸主秘抄，蓬莱抄．夕拝備急至要抄，柱史抄，

内局柱礎抄，清独眼抄．大夫尉義経畏申請，除

目抄，蝿鼻翼抄，大間奮．伝宜草

第6輯　装東部（巻112－121）

満佐須計装東抄，助無智秘抄，筋抄，後照会院

殿装束抄，装束抄，次将装束抄，三条家襲来抄．

雁衣抄，布衣記，連阿口伝抄．遵阿口伝抄，連

阿不足口伝抄．装束雑事抄，物臭装束抄，深窓

秘抄，撰塵装束抄，治雄着用時節．法中装束抄，

法鉢装束抄，女官飾抄，曇花院殿装束抄，御願

行幸服飾部類

文筆部（巻122－137）

儀風涛．凌雲集．文筆秀麗集，経国集．扶桑集，

本朝魔藻．本朝無題詩．都氏文集，田氏家築．

菅家後集，江吏都築．法性寺関白御輿．雑言奉

和，栗田左府尚歯会話，賦光源氏物語詩．天徳

三年八月十六日開講行事略記，菩秀才宅話合，

侍臣話合，殿上話合，質実長兼両脚百番話合，

泥之草南新．続千字文，富士山記．狐媚記．源

府君所蔵鍋釜日詰己，蕃年記，遊女諷椀儲子記

浦鳴子伝，続浦鳴子伝記，玉造小町子壮裏書，

新猿楽記，作文大体．童蒙頒韻

消息部（巻138－145）

雲州消息，貴嶺問答，十二月往来．薪十二月往

来．異制庭訓往来，雑等往来．尺素往来，釈氏

往来．山密往来，後花園院御消息贈定家卿文．

定家卿消息，越部禅尼消息，東野州消息，束葉

山消息．消息耳底秘抄．書札礼，蕾札作法抄，

綱川家書札抄，大館常興書札抄

第7輯　和歌郡（巻146－17g）

拾遺抄．後葉和歌集，続詞花和歌集，玄玉和歌

集．現在和歌六岨　秋風抄，霊薬和歌集，新和

歌集，続門薬和歌集，続現葉和歌集，臨永和歌

集，煎薬和歌集，玄々集．今撰和歌集．柳風和

歌抄，新撰和歌，金玉集，三十六人撲，後六々

撰．新三十六人撰．為家卿千首，師兼卿千首，

宗良親王千首．為デ卿千首．千首和歌太神宮法

楽，白河殿七百首，亀山殿七百首，堀Iii院御時

百百，永久四年百首，久安六年御百首　正治二

年第二度百首和歌，内裏名所官営，弘長百首，

丹後守為思潮臣蒙古首，木工権頭為忠勤臣家百

首，句題百首，朗詠百首，俊成卿文治六年五社

官営，秋自陣社垣間詠祈雨百首．為蒲柳鹿百首，

南都百首，適助法親王家五十首和歌，新古今和

歌集寛宴倭歌．続古今和歌集寛宴倭歌．文治六

年女御入内御屏風和歌．昭慶門院御屏風押色紙

和歌，最勝四天王院障子和歌，句題和歌，三月

三日結節近曲水宴，三百首和歌，七夕七十首

第8輯　和歌郡（巻180－227）
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在民部卿家歌会．寛平御時后宮歌会．享子院歌

合，陽成院歌会．享子院有心無心歌会．内裏歌

会．堀川中納言家歌会，一条大納言家歌会．大

納言家歌会，賀陽院水閣歌合．源大納言家歌合

弘徽殿女御十番歌会，祐子肉親王家歌会，皇后

宮春秋歌会．備中守定綱朝臣家歌会．瑛子内親

王家歌会，呂保殿歌会，気多宮歌会，摂津守有

綱家歌会，内裏歌会．若狭守通京助臣女子達歌

合，南陽院七番歌会．東塔東谷歌会，山家五番

歌会，散位猿広綱勒臣歌会，六条宰相家歌会，

内大臣家数台，関白内大臣家歌会．永縁奈良房

歌会．西富歌会．高宮歌会，住吉歌会．中富堯

顕輔家歌会．右街門宮家歌会，太皇大后冨大運

清輔朝臣家歌会．中富亮垂家朝巨象歌会，大畠

大后富亮平経盛朝巨象歌合　左衝門督実国卿家

歌会，住吉社歌合．建春門院北面歌会．広田社

歌合，三井寺新羅社歌会，右大臣家歌会，別雷

社歌合，甘二番歌会，右大臣家歌合，若宮社歌

合　民部卿家歌会，御室撰歌合，仙洞十人歌合

老若五十首歌会，新宮撰歌合．影供歌会（建仁

元年八月三日），撰歌合．影供歌会（建仁二年
五月廿六日），水無類釣殿当座六首歌会．水無

頼殿恋十五首歌含　水無頼桜宮十五番歌会，八

幡若宮撰歌合．北野富歌会，卿相律臣歌会，鴨

御祖社歌合　賀茂別奮社歌合，建暦三年八月十

二日歌会，建暦三年九月十三夜歌会，建暦三年

仙洞歌会，建保二年禁煙歌合建保二年八月十
六日歌会　月卿雲客妬歌会，（建保二年九月尽

日），四十五番歌会．月卿雲客妬歌会，（建保三

年六月十一日当座）．百番歌会，建保四年歌会．

建保五年歌会，右大将家歌会，右大臣家歌会．

四十番歌合，建保五年歌合，建保七年歌合，石

清水若宮歌会，光明峯寺摂政家歌会．貞永元年

歌会，遠島御歌合，河合社歌合　臨御歌会，影

僕歌会（建長三年九月十三夜），十五夜歌会

（文永二年八月），亀山殿五首御歌会，摂関家月

十首歌会，正応二年荊番歌会，十五夜歌合（永

仁五年八月十五日）．永仁五年歌会，新名所絵

歌会，正安四年歌合，仙洞五十番歌会．乾元二

年歌合，永福門院駅舎，義元三年歌合，外宮北

御門歌合，新玉津島社歌合，五百番歌会．内裏

九十番御歌会，仙洞歌会，百番歌会，康正元年

内裏歌会，按察使親長卿家歌会．武州江戸歌会．

文明九年七月七日七百歌会，文明十年八月歌会，

文明十年九月歌会，将軍家歌合　殿中十五番御

歌合，三十六番歌合，蝿li慨孝家歌会．十五夜

三首歌会，秋十五番歌会，後陽成院御歌会，近

江御息所歌会，源順局名合．一条大納言家歌会．

多武輩往生院歌会．西国受領歌会，源大納言家

歌会，播磨守兼房朝臣歌会．撰子内報王家庚申
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夜歌会．躍子内規王家桜柳歌会，頼子内親家夏

歌会，山家三番歌会．源宰相中将家歌合．雲居

寺結線経後妻歌合，為兼卿家歌会，州番歌会，

公武歌会．武家歌合．地下歌会，前十五替歌合，

後十五番歌会，時代不同歌会，新時代不同歌合，

定家家隆両脚撰歌合，閑窓撰歌合，三十六人大

歌会．女房三十六人歌会，御裳耀IIi歌会，官河

歌会，慈鎮和尚自歌会，日吉社歌合，後京極殿

御自歌会，後鳥羽院御自歌合　定家細目歌会，

家隆卿百番目歌会．隆拓朝臣百番目歌会，永福

門院百番御自歌会．慈照院殿御自歌会，義孝法

即日歌会，遠望法師自歌会，豊原統秋自歌会．

十市遠忌自歌会．細川左京大夫自歌会．元久詩

歌合．内裏詩歌合，現在拙六人詩歌合．五十四

番詩歌合，守通話歌会，文安詩歌会．文明十四

年九月詩歌合，文明十五年正月詩歌合，寛平菊

合．上東門院菊会和歌，朱雀院女郎花合．内裏

語合，東三条院攫麦合，後冷泉院横合，郁芳門

院根合．備中守仲実朝臣女子根合歓，円融院扇

合．堀川院艶菖合，正子内親王絵合．小野吉右

衛門督家歌会．顕昭陳状，蓮性陳状

第9輯　和歌部（巻228－265）

土御門院御集，砂玉和歌集，元良親王御集．墳

玉和歌集，李花祭（宗良親王甜菜），西宮左大

臣御集，金槌和歌集，常徳院殿御集，柿本葉．

家持築，権中納言禁輸卿集，権中納言数忠雄喋，

権中納言朝忠卿集．海人手子良薬，閉院左大将

朝光卿集，前大納言公任卿集，権中納言定額卿

集，権中納言俊忠卿集．中納言雅兼卿集，成通

卿集，前大納言英国卿集．入道大納言資賢卯隙…，

接納言集，権中納言為重卿集，亜槻集．為和卿

集，権大納言言継卿集．明日香井和歌集，隣女

和歌集，祭主輔親卵巣．大蔵卿行宗卿集，六条

修理大失策．左京大夫顕輔卿集．従三位頼政卿

集，紀貫之集，業平朝臣集，敏行朝臣集．宗行

朝臣集，公忠勤臣集．頼基朝臣集，猿丸大夫集，

純友則集，坂上定則集，藤原清正集，藤原元其

集，信明集，藤原義孝集，藤原仲文集，源Ii臨

能宜朝臣集，為頼朝臣集，元輔集，兼盛集．実

方朝臣集，高光集，相知集，垂之集．藤原長能

集，源兼澄築．涙道済集，橘為仲朝臣梨，讃岐

入道集．故街中左金吾家集，津守国基集，散木

奇歌集，藤原為忠勤臣集，菅原在良朝臣集，藤

原基俊家集．滴輔朝臣無，源師光集．源有房朝

臣集．平忠度朝臣集，惟宗広言集，鴨長明集，

藤原隆信朝臣集．藤原隆祐朝臣集．藤　原光経

集．源孝範集，常景集，慕愚策，桂林集，赤人

集．娼恒集，興風集．忠茎葉．忠見集，色調好

忠集，桜井基佐集，出観葉，北隣御室御集．遍

昭集，源賢法眼集，夢窓国師御詠草
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第10輯　和歌郡（巻266～302）

慶遵法印集．堯孝法印集，素性法師集，恵慶法

師集，安法法師集．登蓮法師集，林葉和歌集，

寂然法師築．寂蓮法師集，兼好法師集，元可法

師集，宗祇法師集．蔑喜門院御集，斎官女徴集，

経信卿母集，竣成卿女築．小町集，梅垣姫集．

本院侍従集，小烏合婦集，馬肉侍集，伊勢集，

申務集．加茂保憲女集，小犬若菜．清少納言集，

紫式部集，和泉式部集，相模集．赤染衛門集．

伊勢大輔集，康資王母集，弁乳母集．出羽弁集，

祐子内観王家紀伊集．二条大皇太后宮大弐築，

待賢門院堀Ii操，二条院讃岐集．小侍従集，建

礼門院右京太夫集．中殿御全部類語，晴御全部

類語，貞治六年中殿御会話，柿本朝臣人麻呂勘

文．柿本影供託．楠本諸式．楠本像線色勧進状

新撰万葉集，古今和歌集目録，古今集序注．古

今集童蒙抄，僻彙抄．三代集之聞事．拾遺抄註．

散木葉註，蔵王和歌集，悦白砂，後鳥羽院御口

伝，近代秀歌．詠歌一鉢，よるのつる，九品和

歌，歌仙落雷，続歌仙落書．正治奏状．定為荏

田申文．延慶両脚訴陳状，無名秘抄．水蛙眼目，

今Iii了俊和歌所江不審条々，了俊弁要抄，落書

露頭，徹書記物語，東野州間宮　兼載雑談，西

公設抄，桐火桶．愚秘抄，三五記

連歌部（巻303－306）

筑波問答，吾妻問答，ささめこと，老のくり言，

老のすさみ，若草山．連歌本式，連歌新式追加，

並新式今乗等，漢和法式

第11輯　物語部（巻307－319）

伊勢物語，大和物語．竹とりの翁物語，住吉物

語，秋の夜の長物語．鳥郡山物語，松帆浦物語，

児教吉川　無名草子，拾遺百番歌会．源氏狭衣歌

会．瀬氏物語願文，伊勢源氏十二番女合，源氏

人々の心くらへ　源氏物語莫大，原中最秘抄．

弘安源氏論議，仙源抄．源語秘訣．源氏物語黄

要語

日記部（巻320－326）

和泉式部日記，紫式部日記．讃岐典侍日記．弁

内侍日記．申務内侍日記，堯孝法印日記．玄与

日記，宗長手記

紀行部（巻327・）340）

土佐日記，いぼぬし，さらしな日記．高倉院厳

島御幸記，後鳥羽陵熊野御幸記．海道記，南海

流浪記．東関紀行．うたゝねの記，いざよひの

日記．都のつと，小島のくちすさみ．住吉請，

道ゆきぶり．脇苑院威厳島講話，なくさめ革，

伊勢紀行，富士紀行，覧富士詣，富士御覧日記

富士歴覧記．善光寺紀行，ふち河の記，正広日

記，平安紀行，筑紫通話，北国紀行．廻国雑己

高野参詣日記，吉野講話，九州道の記，九州の
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みちの譜，あつまの道の記，むさし野の紀行，

東国陣追記，蒲生氏郷紀行，東塔の津登，紹巴

富士見連記，東国紀行

第12輯　管絃部（巻341－352）

管絃音義，五重十操記，電場抄，懐竹抄．胡琴

数録，舞楽要録．雑秘別録．舞曲口伝，夜鶴庭

訓抄．残夜抄（迷路抄），繚竹口伝，木師抄．

奏等相承血脈，琵琶血脈．順徳院御琵琶合．八

苦抄，東遊歌図，風俗，郡曲抄，新撰朗詠集．

梁塵秘抄口伝集．

蹴鞠部（巻353－355）

承元御鞠記，貞治二年御鞠記（一名，衣かつぎ
の日記）．享徳二年晴之御鞠記（一名雲井の春），

後鳥羽院御託，成通卿口伝日記，蹴鞠略記，蹴

鞠簡要抄．逝庭秘抄

鷹部（巻356－357）

新修鷹経．峨嵯野物語，白鷹記，養鷹記，後京

極殿鷹三百首，鷹三百首和歌，小原郡．慈鎮和

尚原百首，西園寺相国鷹百首，祢津松鴎軒記

遊戯郡（巻358－363）

薫染類抄，後伏見院震翰薫物方．むくさのたね，

五月雨日記，名香合．名書目録，囲碁口伝，囲

碁式，仙伝抄，君台観左右帳記，御節記．作庭

記．洛陽田楽記，文安田楽能記．紅河原勧進猿

楽日記．異本紀河原勧進申楽記，粟田口猿楽記

飲食郡（巻364－368）

厨事類語，世俗立要集．四条流庖丁集．武家調

味故実．大草家料理書．庖丁聞蕾，大草殿より

の相伝之聞書，喫茶養生記．喫茶往来酒茶類，

草子院賜酒記．酒食論．北野大茶湯之記

第13輯　合戦部（巻369－399）

将門記，純友追討記，陸奥話語（一名，陸奥物

語）．奥州後三年誼，承久軍物語．梅松論，伯

嘗之巻，明徳記，応永記．（一名，大内義弘退

治記），嘉書記，新撰長藤賀正記．文正詞，応

仁記．応仁略記，応仁別記，永腺記．豊鑑，細

川両家記（一名，二川分流記又称正藤間記）．

勢州四豪語，内外両富兵乱記．鎌倉大草紙　結

城戦場物語，相州兵乱記（一名，関東兵乱期），

豆相記，河越記，深谷記．さゝごおちのさうし，

なかおゝちのきうし，房総治乱記鹿島治舌帽已

江法話，江北語．船田前記，船田後記．上野国

群馬郡蓑輪軍記．羽尾記．声名豪語．蒲生氏卿

記，伊達日記，柴田退治記，富樫記．小松軍言古

荒山合戦記，未森記，赤松記，赤松再興記，別

所長治記，播州御征伐之事，大内義隆記，中国

治乱記，阿州将繭己，三好家成立之事．三好別

記，十河物語，予軍記，大友記，難太平記．上

月記．荒木略記，親房卿被贈結城状．吉野御車

書案，阿蘇大宮司惟澄申状．菊地武朝申状．上

ー5－

杉輝虎注進状，豊臣太閤御車喜　沙弥洞然長状

第14輯　武家部（巻400－424）

御成敗式条．御成敗式目追加，建武式目条々，

建武以来追加，侍所沙汰霜，大内家壁書，政所

壁書，早雲寺殿廿一箇条，信玄家法，長曾我郡

元親百箇条．朝倉敏景十七箇条．鹿苑院殿御元

服記，普広院殿御元服記，光源院殿御元服記，

常徳院殿様御馬召初らるゝ事，宝擾院殿将軍宜

下記．普広陵殿任大臣節会次第，普広陵殿左大

臣御拝賀記，普広院殿大将御拝賀雑事．鹿死際

殿御直衣始記，長藤二年以来申次記，殿中申次

記．年中定例記，公方様正月御車始之記．殿中

以下年中行事，飯屋毛細成語，畠山亭御成記．

祇園会御見物御成語，伊勢守貞忠亭御成語，三

好筑前守議長朝臣幸江御成之記．朝倉亭御成言己

文腺三年卯月八日加賀之中納言殿江御成之寄，

文藤四年御成語，緒大名衆御成被申人語．供立

之日記，御供古実，定家故実．大内問答，奉行

覚唐之事．今Iii大双紙，宗五大草紙簾中旧誼、

犬上諦御名之事．嫁入記．よめむかへの事，法

量物．射礼私記．大的躯挿話，流鏑馬次第．笠

掛記．鹿足之次第．目安，騎射秘抄，八廻之日

記，矢沙汰すべき次第，出法師落書，犬追物手

組日記．就弓馬儀大概間書．今称．高忠聞喜

家中竹馬記，土岐家聞書，矢開之事，今称．矢

開之記，就狩詞少々覚悟之事．今称．狩詞記．

空穣之次第．随兵日記．陸兵之次第事．中原高

忠軍陣聞書，築城記，御重所日記，崖所之記，

建浩三年日記．文明十一年記．六披露御下知，

摂津親秀譲状．斎藤親基日記，御随身三上記．

見聞話家紋，義貞記，武具要説，馬具寸法記

第15輯　駅家部（巻425－445）

初例抄．駅家官班記，大神宮御相伝袈裟記，石

潜水不断念仏縁起，賀茂社桜会縁起，春日社三

十議最初御願文，太上法皇御受戒記，後手多臨

御潅頂記，七仏薬師御修法記．麗筆御八講話，

後嵯峨院麗筆御八講之記，廷徳御八講話．和久

良半の御法，雲井の御法，よろづの御のり．魚

山の御のり，後光厳院三十三回聖忌記．後土御

門院十三回聖忌記．陽殻門院三十三回忌の記，

仁和寺講堂記．山城州轟野郎樋野大堰郷広隆寺

来由記，清水寺縁起，醍醐寺縁起，安楽院行事

旧誼一説注之，横側寺詞，勧修寺縁起，洛陽般

舟三味院記，天下南禅寺誼，天竜寺供養記，東

福紀年録，京城万寿禅寺記，覚雄山大福田宝幡

寺魔王院記，法勝寺供養記，尊勝寺供養記，無

量寿院供養記．法成寺金堂供養記，薬師寺供養

記，東北院供養記．東寺塔供養記，相国寺供養

記，相国寺塔供養記，大安寺伽藍縁起流記資財

帳，大安寺縁起，薬師寺縁起，東大寺大仏記，
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東大寺遵立供養記．東大寺金銅碑文，興福寺縁

起．多武峯縁起．多武峯略記　長谷寺縁起文，

当麻蔓陀羅縁起，観心寺縁起実録帳，山門堂舎

今称，叡岳要語，九院仏閣抄，天元三年申堂供

養願文，永正十五年中萱供養記．弘安八年大講

堂供養記，木下川薬師仏像縁起，中禅寺私記，

白峯寺縁起．聖福寺仏殿記，高野山焼失記，近

江国栗本郡金勝寺官符，仏牙舎利記，魔王禅院

如意宝珠紀，二荒山千部会縁起，日光山三月会

縁起，慈恵大僧正御通告，阿弥陀院宣物目録，

観世音寺資財隈，左記，右記，追記，発心和歌

集，法門育苗

第16揖　雑郡（巻446－470）

古語拾遺，古語拾遺敬異．日本国現親善悪霊実

記，新撰姓氏録，大鏡裏書，康平記，宇槻雑抄．

遵奉故実抄．寛治二年記，永久元年記，醍醐寺

雑事記，鳩嶺年代記．文保三年記剣璽渡御言己

光明寺残扇，関城喜裏書，建武年間記，鳩嶺雑

寧記，祇園執行日記．醍醐雑抄，快元僧都記，

慶長三年御ゆとのゝうへの日記，保麿問詰，花

営三代記，如是院年代記，縞勧請，革命勘文，

諸道勘文，良寛勘文，法曹類林，濫腸抄，代始

和抄，日中行事，禁秘抄．禁腋秘抄，名目紗世

俗浅深秘抄，類衆雑要抄

第17晴　雄郡（巻471－500）

桃花薬粟．弘安礼節，二割問答，三内口決一云

三光院内府記又目敏実清談，大饗曙次第．大饗

御装束間事，大饗雑事，大饗次第．十七箇条憲

法，建暦二年三月廿二日大饗宣旨．意見十二箇

条，封事三箇条，寛平御追試，九条殿逓減，渋

柿，竹馬抄．小夜のねぎめ，文明一統記，樵談

治安．乳母のふみ（一名，庭のをしへ），めの

とのさうし，身のかたみ．慈元抄，枕草紙，艶

詞．方丈記，十楽輩記，夢輩記，三愛記，宇津

山記，三塔巡礼記，石山月見記，嵯峨記，唐崎

松記，夢想記．さか衣．多武蕃少将物語，鳴門

中将物語，（一名，奈与竹物語），時秋物語，今

物語．野守鏡，吉野拾遺，江談抄，続古事談，

素意随筆．大塊秘抄，おもひのまゝの日記．其

俗交談話．塵斑噺鈴．門窒有職抄．海人藻芥．

駿牛絵詞，国牛十図．夜観庭訓抄，才葉抄，大

木抄．本朝書籍目録，仙洞御文書目録．倭片仮

字反切義解，適意入道蔵書目録，諸家点図，桂

林道芳抄，新撰手鏡，中正子．常陸国風土記，

豊後国風土記，対馬国頁銀記，伊勢国風土記，

駿河国風土記

第18輯　雑郡（巻501－530）

安東都電当沙汰文，康正二年道内裏段銭並回復

引付．東北院職人歌合，鶴　岡放生会職人歌会．

三十二番職人歌会，七十一番歌会，十二類歌合，

調度歌会．狂歌合，常盤姪物語．稿進魚類物語，

楠本氏系図，後奈良院御撰何雪，公式大雅略記

世諺問答．麿林問答集．紹運要略，本朝女后女

手抄，女院言古　本朝謹号雑記，歴名士代，御評

定着座次第，永享以来御番帳，文安年中御番帳，

夏草元年九月十二日常徳院殿様江州御動座当時

在陣衆着到，東大寺奴婚籍帳，常葉記，近江国

番場宿蓮華寺過去帳．相州鎌倉松岡過去帳，常

陸国茨城郡六段田村六地蔵寺過去帳，常陸園田

島村伝灯山神光晴過去帳，類衆雑例，高倉院升

邁語，四条臨御葬礼記．亀山院御葬礼記，伏見

上皇御中陰記，後光厳院御中陰以下御仏哀話．

後小松院崩御記．山の霞，山賊記，後奈良院御

拾骨之記，新得賢門院七七忌御願文，鹿苑院殿

莞葬記，廃残院殿道普請，鹿苑院殿をいためる

辞．将軍義尚公襲逝記，万松院殿穴太記，総見

院殿道普請，あしたの雲，宗祇終罵記，幽煮詰

翁御葬礼記，玄旨法印をいためることば　吉事

次第．吉事略儀，贈富岳下記，諷請願文草葉．

文保記，永正記，婚記，中宮御慶部類記．后富

徳着帯部類，御産御祈目録，安徳天皇約五十日

記，蕃撃門院御五十日記，薪院姫冨御行始記，

北山院絢入内記，安元御賀記．俊成卿九十賀記

称名院右府七十賀記，暮春白河尚歯会和歌並序

13　源注余滴　全　図香刊行全編　　　　　④081－G

明治39

554P　23cm

14　賀茂異郷全集　首巻，第1－5　　　　④081－K

国学院縞暗部編

賀茂百樹校　吉川弘文館

明治36・－39

6冊　23cm

内容

首巻　岡郡家譜．岡部豪語考証，賀茂真淵翁家伝，

増補県居翁年譜，県居門人録附県居誓詞，全集

総目録，附録，賀茂翁家集坂本正誤（村田春海）

第1続万葉論，続万葉集秘説，古今集序蓑考．

古今和歌集打聴，三代集総説

第2　冠辞考，続冠辞考（服部高保），続冠辞考

（揖取魚彦），冠辞考続詔（上田秋成），延畠式

祝詞解．祝詞考，日本紀和歌暗註，古事記和歌

略譜，神楽歌考，催馬楽考，押返考，風俗歌考，

軟体約言，国歌論憶説，再奉答，にひまなび，

歌意考．語意考．文恵考．害意考

第3　万葉考，万葉考別記，柿本朝巨人暦歌集之

歌考

第4　万葉集遠江歌考．万葉集竹取翁歌解．万葉

集新採官営解，万葉集開国，万葉集再開．万葉

6－
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集巻八疑条，万薬葉巻九凝集．万葉葉巻十二疑

条．万葉葉巻疑十三条．万葉葉巻十四疑条審問，

万葉解．宇比麻奈偏，伊勢物語，古恵，よしや

あしや（上田秋成），大和物語直解．日本紀訓

考，久邁門致考．上古男女髭弁，占冠考附直冠

之考，古器考，かさねのいろあひ，国憲考，三

部仮名紗言訳，県居雑録．県居問答雷，雑問答

考，龍のきみへ問ひ答へ．老木の花　県居すさ

みくさ．賀茂翁遺草，かりの行きかひ，県居書

簡，賀茂翁家集．賀茂翁家集拾遺賀茂の用水

荷田在満蒙歌会．さき草，うめあはせ

第5∴源氏物語新釈縁者，源氏物語新釈例，源氏

物語

15　古今重賞稿　第1－6　国書刊　　　④081－K

行会縞　明治38－40

6冊　23cm

16　近藤正斎全集　第1－3　近藤　　　④081－K

正斎（守重）著　国書刊行会

明治38－39

3冊　23cm

内容

第1水哉叢書

近藤守垂事撰者（村尾元長編）．因幽後之近藤

重蔵（浅見安左衛門．東野善一郎編），外蕃通

奮　第1－27，辺要分界図考　巻之1－8．安

南紀暗葉　巻之1，2，亜媚港経略集　上下

第2　正斎書籍考

巻首，1－3，右文故事　巻之1－16，右文故

事附録　巻之1－5，右文政再余録　巻之1－

4

第3　好事故事

巻第1－3，6－9，11．

37，42・－44，51－59，62，

斎書籍考　巻3，牙識者，

17　松屋筆記　第1－3　市島譲吉

編　国書刊行会　明治41

3冊　23cm

18　本居宣長全集　首巻1－5　本

居宣長著　書Iii半七　明治36

6冊　23C皿

19　日本教育文庫　同文館編輯局縞

同文館　明治43

12冊　23cm

内容
1．家訓篇

12，18，23－）25．28．

74－81，蝕，85，正

牙識者附録，銭録

④081－M

④081－M

⑱081－N

ー7一

2．女訓篇

3．衛生及遊戯篇

4．訓誠篇　上

5．訓誠篇　申

6．訓識篇　下

7．教科書篇

8．学校篇

9．心学第

10．孝義篇　上

11．孝義篇　下

12．宗教篇

20　新辞書類従　第1－10　市島譲

吉編　国書刊行会　明治39－41

9冊　23cm

内容

第1－4　演劇

第5，6　歌曲（7欠）

第8　　　舞曲

第9，10　狂歌

⑲081－S

21曹政友全集　仝　市島譲吉編　　　　　④081－S

国書刊行会　明治40

673P　23cm

22　続熊石十種　第1，2　国富刊　　　　⑭08LZ

行全編　明治41，42

2冊　23の

内容

第1初輯　董証録（喜多村居館），式亭雑記

（式亭三馬），釣客伝　上下（黒田五柳），草野

著談（平秩東作），過眼鏡，反古染（越智為久），

洞房語国後集（庄司道恕），武江年表楠正路

（喜多村信節）博戯屈服（山崎美成），国字小説

通（木村黙翁）
2輯　京摂戯作者考（烏有山人輯），一蝶流

諦考（涼仙老横間録）．初演園先生一筆（柳沢
里恭），深川珍看録，浪速人傑談　巻之上下

（政田義彦），戯財録（初代並木五滴），わすれ
のこり（四壁庵残高），徳永種久紀行，反古篭

（万象亭），俳讃古文庫　乾坤之巻（亭々宰馬琴

漢）

第2　第3輯　異聞雑高　上下冊（滝沢馬琴），

吉原源氏五十四君（榎本其角），箱庭雑録　上

下（喜多村信節）．清祥秘録（北流山人），十八

大通（職責閑人），山東京伝一代記，江戸百化

物，金杉日記（山崎よししげ記）．京山高尾考

（東山人言樹），紙屑篭（三升屋二三治）

第4時　須須美章（建部纏足記）．壷薫（黒
川春村），古風今様舞曲扇林　乾坤（河原崎権



総記・哲学

之助），改過筆記（曲亭馬琴）．柳亭遺稿（柳亭

種彦），兵曹談（三木隆盛）．無垢衣考（山東

庵）．疑問録（山崎美成績），只今御英軍（二世

瀬川曲事），色道大鏡　第1－4，6－8，12．

17（畠山箕山）

23　続々群書類従　第1－16

市島譲吉縞　国書刊行会

明治39－42

15冊　23cH

内容

第1　　神祇部

第2－4　史伝部（5欠）

第6，7　法創部

第8，9　地理郡

第10　　　教育部

第11，12　宗教部

第13　　　詩文部

第14，15　歌文部

第16　　　雑部

24　万里漢全集　正葉　巻1－）18

集外文　巻1－10　補遺・附録

清　方電探

16冊　26cm

25　黒石地方誌　佐藤耕次郎著　中

山泰秀　昭和9

545P　23cm

26（大正2年）青森県凶作救済誌

青森県編　大正4

810P　23C皿

27　青森県治蛋覧　青森県　大正4

207P　23cm

28　青森県に於ける明治天皇の御遺

跡　青森県　大正4

206P　23cm

100　哲　　　学

29　世界大思想全集　哲学・文芸　2

アリストレス　高田三郎訳

河出蕾房　昭和30

⑱081－Z

⑭082－H

＊⑲090－K

＊④091－A

＊⑲091－A

＊⑭091－A

⑭100－S

ー8－

340P　19cm

30　詰座近代思想史　Ⅶ　疎外の時

代（1）金子武雄・大塚久雄縞

弘文堂　昭和34

369P　22cm

31哲学通史　第1－2巻　速水敬

二著　筑摩書房　昭和26

2冊19cm

32　社会と思想　高木斐Iii編　帝国

語学会　日翫82

804P　20cm

33　日本之儒教　日本儒教宣揚会

昭和9

284P　23cm

34　新誌　上，下　会沢恒厳暑　京

都出雲寺文次郎　安政4（1857）

2冊　26cm

35　先哲叢該　1－8・年表全，後

編1－8．続編1－6　北畠茂

兵衛　明治17

15冊　26cm

内容

⑲102－K

⑭102－T

④104－S

⑲121－N

④121－S

④121－S

・1－8・年表全（5冊）（原書公道著）

・後編1－8（4冊）（東傍観者）

・続編1－6（6冊）（東條雑著）

36　中国上代思想の研究　栗田直窮　　　　⑲122－C

著　岩波書店　昭和24

330P　22cm

37　支那哲学史　高瀬武次郎箸　文　　　　⑭122－S

盛堂　明治44

931P　23cm

38　支那哲学史講話　宇野哲人箸　　　　　⑭122－S

大同距　大正15

339P　附鏡89P　23cm

39（四書新釈）孟子　上，下　久保　　　　④123－M

天随着　大橋新太郎　明治42

2冊　23cm

40　論語集解義疏1－5　動　向　　　　④123－R

寅築解　須原屋茂兵衛



哲　　　学

元治元年（1864）

5冊　26cm

41論語砂　上　下　山本信孝輯

冨山房　明治29

2冊　23cm

42　礼紀集蓬（集説）序．目録．1

⑲123－R

④123－R

ノー30　元　陳漑撰　京都　今村

八兵衛板　享保9（1724）

15冊　26m

内容
・序・目録・1，2　・3，4　・5，6

・7，8　・9．10　・11，12　・13，14

・15，16　・17．18　・19，20　・21．22

・23，24・25，26・27，28・29，30

43　論語紗　仝

金港堂　明治31

26丁　23cm

44　論語類編　全　松田東繰　言Iii

半七　明治31

64丁　23cm

45　刑定小学　内，外編　冨山房編

冨山房　明治29

2冊　23調

46　詩経（欽定詩経伝説嚢纂）

〔〕寛永4（1851）

9冊　25cm

内容

目録・巻首．詩序上・下，巻12－21

47　四書匪蓼　大学，論語，孟子．

中庸　天保7年翻刻
36冊　26cm

内容
・大学　上・申・下

・論語　2－19（4欠）

・孟子　2－14

・中庸　4－6

48　四書索引　森本角蔵編

経薔索引刊行所　大正10

1，660P　23m

49　四書索引　本文の部　森本角厳

暑　経書索引刊行所　大正10

⑭123－R

④123－R

⑲123－S

⑪123－S

④123－S

③123－S

⑲123－S

一9－

114P　23cm

50　小学句読集疏1－10　貝原益

軒襲定　竹田定直編次　目黒十

郎　明治21

5冊　23cm

51小学正本　上，下　久保古人標

記　目黒十郎　明治22

2冊　23cm

52　詩経集窪1－8　須原屋茂兵

衛ほか　今村八　兵衛蔵板

寛政3年再刻
8冊　26cm

53　書経集註1－6　再板今村八

兵衛蔵板　享和元年（1801）

6冊　26cm

54　春秋左氏伝校本　3－30　大阪

積善館　明治25

14冊　26脚

55　春秋集注　序，目録．巻1－38

須原屋茂兵衛　京都　今村八兵

衛板　享保9（1724）

15冊　27cm

内容
・序．目録

・巻1，2，

・巻4，5，

・巻7，8，

・巻11，12，

・巻14，15，

・巻17，18

・巻19，20，21

・巻22．23，24

・巻25．26

・巻27．28

・巻29，30

・巻31，32．33

・巻34，35

・巻36，37，38

56　学菜小戦　巻1－14

〔〕逆光25（1845）

12冊　25cm

57　孔子研究　蟹江義丸善　金港堂

⑭123－S

3
　
6
　
9
　
1
3
1
6



哲学・歴史

明治37

526P　23cm

58　孟子紗　全

金港堂　明治31

30丁　23m

59　荘子解　上，下

し　主　‾1

2冊　28cm

60　小学紗　全

金i管掌　明治31

45丁　23cm

61カントとドイツ観念論　岩崎武

雄著　有斐閣　昭和26

416P　22cm

62　皇国経典　完　佐藤範雄編　岡

山　国体神勅普乃会　大正7

60丁　26億

63　明治国民亀鑑　内務大臣官房縞

国光杜　明治35

875P　23cm

64　日本宗教史　土屋整数著　自修

社　大正14

736P　23釦1

65　神社名鑑　神社本庁調査部縞

神社本庁神社名鑑刊行会

昭和38

956P　27cm

66　梵漢対訳仏教辞典　荻原雲来着

丙午出版社　大正4

681P　23cm

67　本化聖典大辞林　上・中・下

節子王文庫編集部編　昭和4

3冊　27m

68　三国仏教暗史　上，中，下　島

地照雷．生田得能著　吉川半七

明治23

3冊　23m

69　祝福の山　E・G・ホワイト著

④124－M

④124－S

④125－S

⑲134－K

⑭155－K

⑭159－M

④161－N

⑱175－J

⑭180－B

⑭180－H

④181－S

⑭190－S

ー10－

福音社　昭和38

189P　19CⅢ

70　新しい天と新しい地　ウオッチ

タワー・バイブル・アンド・ト

ラクト・ソサイテー　1956

378P　19cm

71各時代の希望　第1・3巻（2

欠）　エレン・G・ホワイト著

福音社　昭和38～40

2冊　22cm

200　歴

72　己亥叢説　上．下　井上頼囲著

書Iii半七　明治32

2冊　23cm

73　日本洋学年表　全　大槻修二編

明治11

33丁　26cm

74　西洋史宴　会　坪井九馬三着

冨山房　明治45

432P　238Ⅲ

75　吾妻鏡　校訂増補　巻1－10

高桑駒青ばか校訂増補　大日本

図書株式会社　明治29

10冊　23cm

内容

1巻

2巻

3巻

4巻

5巻

6巻

7巻

8巻

9巻

10巻

76　吾妻鏡備考1－3　高桑約言

縞　大日本図書株式会社

明治32

⑭193－A

④193－K

④202－K

④203－N

④209－S

⑭210－A

⑪210－A

4
8
1
2
1
7
2
4
2
9
3
5
4
1
4
7
5
2

）
　
へ
　
）
　
へ
　
）
　
へ
　
へ
　
へ
　
へ
　
）

1
5
9
1
3
1
8
2
5
0
0
3
6
4
2
低



歴　　　史

3冊　23m

77　吾妻鏡集解1－2　高桑駒吉

共編　大日本図書株式会社　明

治29

2冊　23cm

④210－A

78　安土桃山時代史　陵辺世相著　　　　⑭210－A

早稲田大学出版部

明治40

559P　23cm

79　幕末史　小林庄次郎著　早稲田　　　④210－8

大学出版部　明治40

554P　23cm

80　中世社会　豊田武縞　朝倉書店　　　⑲210－C

昭和29

402P　22cm

81大日本史　徳川光囲縞　徳川綱　　　④210－D

條校　徳川治慎重校

本紀，列伝　明治10－28

173冊　26cm

内容

第1－35（巻1－73）本紀第1－73

第36－100（巻74－243）列伝第1－170

第1－20（巻244－266）神祇第1－24

第1－14　食貸第1－16

第1－5　職官第1－5

第1－12　氏族第1－12

第1－10　耀楽第1－16

第1－16　僻事第1－6

第1－2　兵　第1－6

第3　　　刑法第1－2

第1－3　陰陽第1－6

82　標韮相星正統記　全　准后　涙　　　⑭210－H

親房擬　音山浦吉　明治25

87丁　23cm

約　平安朝史　池田晃渕著　早稲田　　　④210－H

大学出版部　明治40

624P　23m

鉱　維新史　本多辰次郎著　早稲田　　　④210－1

大学出版部　明治41

759P　23cm

－11－

85　鎌倉時代史　三浦周行者　早稲

田大学出版部　明治40

580P　23cm

86　宮殿調度図解　関根正直縞

林書房　明治33

160P　23cm

87　校則日本外史1－22　頼久太

郎著

松平義則　明治32

12冊　23cm

泌　皇朝史晒1－5　青山建学著

青山勇　明治22

5冊　22cm

89　鱗茎朝史璃1－3　青山建学

著　青山勇　明治22

3冊　22cm

90　国史紀事本末　4－20（15，18

欠）　青山延光編　青山勇

明治9

15冊　23cm

91国史大系　第1－17巻　経済雑

誌社集　明治30－34

17冊　20cm

92　訂更国史能研究　総説，名説上

黒板勝美普　岩波書店　昭和17

2冊　22cm

93　回更埴1－7　石村貞一縞輯

粟生書館　明治25

7冊　23cm

94　国史略1－5　着垣松百着

京都　藤井孫兵衛　明治11

5冊　26cm

95　回史論茶　会　国学院縞　大日

本図書株式会社　明治36

1，586P　23m

96　古語拾遺　仝　蔚郡廣成宥　京

都li勝徳次郎

27丁　25m

（㊦210－K

④210－K

⑪210－K

④210－K

⑲210－K

①210－K



歴　　　史

97　古事紀伝　目録上．中，下巻

本居宣長著　片野東四郎

明治8

3冊　26cm

98　古事記伝1－44，17附巻　本

居室貴著　片野東四郎　明治8

45冊　26cm

99　故実叢書　吉Iii弘文鯨

明治36・－37

5冊　26m

内容
・礼服着用図　会

・装束着用図　前

・装束着用図　後

・女官装束着用次第　全

・近代女房装束抄　　全

100　室町時代史　渡辺世相著　早稲

田大学出版部　明治40

810P　23cH

101明治維新史研究　東京帝国大学

文学部史学会編　冨山房

昭和4

823P　23cm

102　明治文明史　小林驚里著　宮田

文陽堂　大正4

1，500P19cm

103　奈良朝史　久米邦武著　早稲田

大学出版部　明治40

684P　23cm

104　南北朝時代史　久米邦武著　早

稲田大学出版部　明治40

700P　23cm

105　日本開化小史　巻1－6　田口

卯吉著　北畠茂兵衛　明治15

6冊　22cm

106　日本古代史　久米邦武聾　早稲

田大学出版部　明治40

934P　23cm

107（増補）日本敬語1－8　頼久

太郎著

⑭210－K

④210－K

⑲210－K

⑪210－M

⑪210－M

⑭210－M

④210－N

⑲210－N

⑭210－N

⑲210－N

④210－N

大阪　田中太右衝門　明治24

8冊19cm

108　日本別廣道　2．3　萩野由之

共著　吉li伴七　明治23

2冊　23m

109　日本世相百年史　金森徳次郎監

修　東京日々新聞社　昭和31

400P　30cm

110　日本文化史　平安朝　初期．中

期．末期　太田亮著　而立杜

大正14

3冊　20m

111日本文化史　第1巻（古代）安

藤正次雷　雨立社　大正14

336P　20cm

112　大館常輿日記（一名，公儀日記）

第1－6　大館常輿着　古Ii伴

七　明治31

6冊　23cm

113　史籍年表　完　伴信友続　演倉

屋久兵衛はか　明治16

62丁　26cm

114　装束甲胃図解　関根正直編　国

学院　明治33

146P　23cm

115　徳川幕府時代史　池田晃渕著

早稲田大学出版部　明治40

1，003P　23cm

116　読史余論1－12　新井富美著

内藤伝右街門　明治9

6冊　23cm

117　野史1－100（9，10，12，13，

14，15，16．23，26，39，40，41．51，

60，66，84，85，86，89，95，96．97，

98．99．欠）　飯田忠彦修　飯田

文彦訓点　竹中邦春枝　国文社

明治14・－15

76冊　21cm

内容

－12－

④210－S

⑭210－S

⑲210－T

④210－T

④210－Y

1．序，上勝　自序．略伝，凡例，引用書目



歴　　　史

2．終日，上巻．中巻，下巻

3．第1巻～第3巻

4．第4巻一第5巻

5．第6巻一第8巻

6．第9巻～第12巻

7．第13巻・一第16巻

8．第17巻～第21巻

11．第29巻一第32巻

17．第49巻～第50巻

18．第51巻～第52巻

19．第53巻～第54巻

20．第55巻～第56巻

21．第57巻一第59巷

22．第60巻～第64巻

24．第68巻一第72巻

25．第73巻一第75巻

27．第78巻～第80巻

28．第81巻一第82巻

29．第83巻～第85巻

30．第86巻一第87巻

31．第88巻～第92巻

32．第93選一第94巻

33．第95巻一第97巻

34．第98巻～第99巻

35．第100巻～第103巻

36．第104巻一第107巻

37．第108巻一第110巻

38．第111巻～第112巻

42．第117巻一第118巻

43．第109巻～第121巻

44．第122巻～第125巻

45．第126巻一第127巻

46．第128巻～第131巻

47．第132巻一第133巻

48．第134巻

49．第135巻～第137巻

50．第138巻～第139巻

52．第141巻～第143巻

53．第1幽巻～第147巻

54．第148巻～第151巻

55．第152巻～第153巻

56．第154巻～第156巻

57．第157巻一第160巻

58．第161巻～第162巻

59．第163巻～第165巻

61．第167選一第168巻

62．第169巻～第173巻

63．第174巻～第176巻

64．第177巻～第179巻

65．第180巻～第181巻

67．第183巻～第185巻

68．第186巻～第189巻

69．第190巻～第193巻

70．第194巻～第198巻

71．第199巻～第200巻

72．第201巻～第205巻

73．第206巻～第209巻

74．第210巻～第214巻

75．第215巻～第218巻

76．第219巻一第221巻

77．第222巻～第226巻

78．第227巻～第232巻

79．第233巻一第235巻

80．第236巻～第238巻

81．第239巻～第242巻

82．第243巻～第247巻

83．第248巻～第250巻

87．第262巻～第263巻

88．第264巻～第266巻

90．第268巻～第270巻

91．第271巻～第273巻

92．第274巻～第275巻

93．第276巻～第278巻

94．第279巻～第281巻

100．第291巻

118　有職故実全　森太郎著　文会堂

明治40

492P　23cm

119　有職故実図譜　河態実美著　人

文書院　昭和20

483P　19cm

120　続日本外史1－10　馬杉繋著

坂上半七　明治9

6冊　23cm

121東邦近世史　上．下　田中華一

郎著　東邦協会　明治33，38

2冊　23cm

122　東洋中世史　和田浦．守屋美都

雄．村上正二共著　有斐閣

昭和28

408P lgcm

123　朝鮮史1－5（3欠）　林泰

輔着　古Iii半七　明治25

4冊　23皿

ー13－

⑲210－Y

⑭210－Y

④210－Z

⑭220－T

⑭220－T

④221－C



124　高麗史　第1－3　市島譲吉編

国書刊行会　明治41－42

3冊　23m

125　元明史略1－4　後藤世釣繍

京都　藤井孫兵衛　明治3
4冊19cm

126　後漢書1－60　釆・苑嘩撰

唐．葺懐太子註　天徳9（1305）

60冊　26cm

内容

第1－6帯紐（巻1－10）

第7－16志　（巻1－30）

第17－60タij伝（巻1－80）

127　十八史略新釈　上，中巻　中山

久四郎，塩野新次郎共著　弘道

館　昭和27

2冊19cm

128（続）十八史略読本1－5　宮

脇通菰縞　山中市兵衛　明治9

5冊　26cm

129（採譜）十八史晒読本　1－7

山中市兵衛　明治12

7冊　26cm

130　漠書評林　第1－50本　凌稚隆

輯校　明暦3（1657）

50冊　27cm

内容

巻序．目録，巻1－100

第2本　巻1－3

第3本　巻4－7

第4本　巻8－12

第5本　巻13－15

第6本　巻15

第7本　巻16

第8本　巻17一一18

第9本　巻19

第10本　巻20

第11本　巻21

第12本　巻22－23

第13本　巻24

第14本　巻25

第15本　巻26－27

第16本　巻27

第17本　巻27

⑭222－G

④222－G

⑪222－J

⑲222－J

⑲222－J

⑲222－K

ー14

131綱盤易知録　巻首．巻11－92

呉建材はか輯　出雲寺文次郎

寛文2年

48冊　22m

内容

首巻　　　序・目録
巻1　　三皇紀・五帝紀・夏紀

巻2．3　夏紀・商紀・周経

巻4，5　周紀

巻6，7　周紀・秦紀

巻8．9　秦紀・漠紀

巻10－27　漠紀（9冊）

巻28，29　後湊紀・書紀

巻30－33　習紀（2冊）

巻34，35　東雷紀・南北朝

巻36一一39　南北朝（2珊）

⑲222－K

0
0
3
4
3
6
4
0
4
3
4
7
4
9
5
1
5
3
5
6
5
8
6
2
6
4
6
7
的
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2
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7
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0
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8
3
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7
5
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2
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9
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）

　

へ

　

）

　

へ

　

）

　

へ

　

）

　

）

　

へ

　

）

　

へ
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へ
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）

　

）
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へ
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8
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8
2
9
3
1
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4
1
蕪
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5
0
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5
4
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7
5
0
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6
5
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8
7
0
7
3
7
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1
鎚
8
6
8
7
0
0
9
3
9
4
9
6
9
7
9
8
9
9
1
0

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻
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巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

巻

楽

÷
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巻

巻

巻
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巻

巻

巻

巻

巻

本

本

本
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第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第
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巻40，41商北朝・隔絶

巻42－59　麿経

巻60，61麿紀・五代

巻62，63　五代

巻64－90　宋紀（14冊）

巻91．92　元結

132　明鏡易知録1－7　呉　建材

ばか輯　大阪　浪速書棒四友堂蔵梓

7冊　22cm

133　廿二史葡紀1－36　越　翼撰

北畠茂兵衛ほか　謙舎蔵版

文久元年（1861）　舐刻

15冊　22cm

内容
1．巻1．2　史記，漢書

2．巻3，4

3．巻9．10

4．巻11．12

5．巻13．14

6．巻17，18

7．巻19，20

8．巻21．22

9．巻23，24

10．巻25．

11．巻27，

12．巻29．

13．巻31，

14．巻33．

15．巻35．

134　最近支那史

史記，漢書．後漢書

宋蔚梁陳蕾井高史

宋薫染陳書井高史

動議周隋書井北更

新蕃唐曹

新馨唐書

五代史

宋遊金史・宋史
26　宋史

28　速史・金史

30　元史

32　明史

34　明史

36　明史

一之上・下，二之

上・下　石村貞一，河野通之編

林平次郎　明治32

4冊　23m

135　史記秤林　巻首（乾・坤）～25

凌稚隆輯校　季光繕増補　大郷

穆．伊地知貞繁雑　大阪　傭通

解　明治14

27冊　27cm

136　史記辞林　巻首坤．巻1－25

凌稚隆揖枝　幸光績増補　大郷

穂，伊地知貞態馳　大阪　修道

館　明治14

26冊　27cm

137　資治通鑑　第1－70冊（2，4，

⑭222－S

⑲222－S

⑲222－S

④222－S

ー15

5，11工2，26．59欠）　司馬光ほ

か編　山名留三郎訓点　天台胡

三省音詩　三島中洲校閲　鳳文

飼

明治15

63冊　23m

内容

第1冊（序，表，目録）

第3冊　巻6－10

第6冊　巻19－23

第7冊　巻24－28

第8冊　巻29－33

第9冊　巻34－）37

第10冊　巻38－41

第13冊　巻50－53

第14冊　巻54－58

第15冊　巻59－63

第16冊　巻64－67

第17冊　巻68－71

第18冊　巻72－75

第19冊　巻76一一79

第20冊　巻80－－83

第21冊　巻84・－88

第22冊　巻89－93

第23冊　巻94－97

第24冊　巻98－101

第25冊　巻102－105

第27冊　巻110－113

第28冊　巻114・）118

第29冊　巻119－122

第30冊　巻123－）126

第31冊　巻127－131

第32冊　巻132－135

第33冊　巻136－139

第34冊　巻140－144

第35冊　巻145－148

第36冊　巻149－153

第37冊　巻156－157

第38冊　巻158－161

第39冊　巻162－165

第40冊　巻166－169

第41冊　巻170－173

第42冊　巻174－178

第43冊　巻179－183

第44冊　巻184－187

第45冊　巻188－191

第46冊　巻192－195

第47冊　巻196－199

第48冊　巻200～203

第49冊　巻204－207
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第50冊　巻208－211

第51冊　巻212・〉215

第52冊　巻216－219

第53冊　巻220－223

第54冊　巻224～227

第55冊　巻228－231

第56冊　巻232－236

第57冊　巻237－240

第58冊　巻241一一244

第60冊　巻249～252

第61冊　巻253－255

第62冊　巻256・－259

第63冊　巻260－263

第64冊　巻264一一267

第65冊　巻268・）271

第66冊　巻272－－276

第67冊　巻277′－280

第68冊　巻281・－285

第69冊　巻286－290

第70冊　巻291－294

138　支那通史1－4　那珂遁世編

中央堂　明治12

5冊　26m

3（上，下）

139　着史豊要1－6　増田　貴著

亀谷行　明治10

6冊　23cm

140　現代欧洲　徳富猪一郎監修　伊

達源一郎続稿　民友社　大正3

368P lgcm

141西洋史辞典　京都大学文学部西

洋史研究室編　創元社　昭和33

881P　図版16　22cm

142　西洋史辞典　原隋園．井上智勇

編　創元社　昭和27

650P　19cm

143　世界大戦史　前，後篇　実作元

八編　冨山房　大正8．10

2冊　23cm

144　悪進一人間機関車ヌマさんの記

録∴浅沼追悼出版編集委員会縞

日本社会党　昭和38

357P　27cm

④222－S

⑪222－S

⑪230－G

⑭230－S

④230－S

⑲230－S

（①280－B

145　大日本人名辞書

二　日1

3，382P　25cm

146　蒲強請1－4　新井白石署

吉川半七　明治27

4冊　23C皿

147　国学者伝記集成　大川茂雄，南

茂樹共編　大日本図書株式会社

明治37

1，700P　24cm

148　名人忌辰録　上．下巻　関根只

載著　書Iii半七　明治27

2冊　23cm

149　杉浦重刷先生　大町桂月，猪狩

曳山共著　政教社　大正13

786P　23cm

150　時右記　勒修寺嘱右著

冨山房　明治32

1冊　23cm

151暗室記1－3　動修寺晴堂著

冨山房　明治32

3冊　23cm

152　前賢故実1－10　菊地武保善

吉Iii半七　天保7－慶応4

18冊　26cm

l（下），2（上・下），3（上・下），

5（上），6－10（各上・下）

153　綴目本高僧伝　巻1－11巻

竺　道契善　吉lii半七　明治39

6冊　23cm

154　細lii幽斎　池辺義象著　金港堂

明治36

366P　23cm

155　加賀落史稿1－8　永山近影

編　前田直行　明治32

8冊　23cm

156（旧典類纂）皇位継承篇　篇1－

6　北沢伊八　明治11

6冊　2600

－16－

④281－M

④281－S

⑭281－S

④281－S

⑭281－Z

4（上・下），

⑪281－Z

⑪288－H

⑭288－K

⑭288－K



歴史・社会科学

157　尊卑分脈1－12（7欠）　藤

公定撰　吉川弘文館　明治37

11冊　26cm

158　原敬全伝　天．地　鈴木利点編

日本評論社　大正11

2冊　20脚

159　回顧六十年　烏谷幡山善　烏谷

画房　昭和33

304P　22CⅢ

160　山田金次郎小伝　東興日報社編

昭和36

188P　22cm

161大日本地誌　巻1－7　山崎直

方，佐藤伝蔵共編　博文館

明治36・－41

7冊　23cm

162　イギリス風物詩　横川信義著

垂水書房　昭和33

303P　18cm

163　人文地理学　飯塚浩二著　有斐

閣　昭和28

400P　19cm

164　衆落地理学　綿貫勇彦著　矢島

書房　昭和28

286P　22cm

165　詰米　伊達源一郎編

民友杜　大正4

382P　19cm

300　社会科学

166　官報週報　昭和11年10月14日

（1号）一昭和12年8月11日

（43号）（38号欠）内閣印刷局

合冊　22cm

167（増訂）政治思想史概説（I）．（皿

原田綱著　有斐閣　昭和28

④288－S

④289－H

⑭289－K

④289－Y

⑭290－D

⑭290－E

⑭290－J

④290－S

⑱296－N

⑲310－K

④311－S

2冊　22cm

168　市制町村制正義　清水澄，未松

借一郎．平井良成，松本角太的

近藤行太郎共著　明治大学出版

部　大正3

1，539P　23珊

169　アメリカ経済史綜説　児玉洋一

著　有斐閣　昭和28

396P　22cm

170　ビックス経済学研究　佐藤璧三

郎著　実業之日本社　昭和24

385P　22cm

171日本帝国第23琉計年鑑　内閣統

計局縞　阪本賢一　明治37

1，289P　26cm

172　集団主義教育の本質　宮坂哲文

縞　明治図書1964

259P　19cm

173　学習心理学　小口忠彦著　牧書

店1967

230P　22cm

174　日本近世教育思想の研究　中泉

哲俊著　吉川弘文館　昭和41

377P　22cm

175　大日本教育沿革史　小出　廣縞

大日本教育振興会　昭和9

1，254P　23cm

176　大日本教育史　後篇　小出　廣

縞　大日本教育振興会　昭和9

606P　2300

177　日本教育史資料1－9（5欠）

文部省蔵版　冨山房　明治36－37

8冊　26cm

178　日本教育史資料旧幕府聖堂釈尊

図　5折　寛政10－天保15

19cm

l．旧幕府学問所構内絵図

2．旧幕府聖堂仲春丁祭之図甲

3．　　　　　　　　　　　　　乙

ー17－

④323－S

⑲331－A

④331－H

③351－N

⑭370－S

④371－G

④371－N

⑲372－D

④372－D

⑲372－N

（①372－N



社会科学・自然科学

4．　　　　　　　　　附図甲

5．　　　　　　　　　附図乙

179　日本教育史資料附録学校図

12折　文政5－文久2

19cm

l．旧岡山藩学校之図

2　旧福山藩誠之館之図

3．旧水戸藩弘道館之図

4．足利学校総絵図

5．旧加賀藩文武学校図

6．旧佐賀藩弘道館之図

7．旧山口薄明倫館之図

8．旧仙台轄養賢堂図

9．旧津藩有連館図

10．旧名古屋藩学校図

11．旧会津藩日新館之図

12日日岡山藩関谷学校之図

180　アメリカ構造言語学と英語教育

近代英語の語順の発達　C．C．

フリーズ著　安井稔訳注　大修

館　昭和32

98cm　23cm（英語教育シi）－ズ2）

181英語教授法事典　語学教育研究

所編　開拓社　昭和39

514P　22cm

182　英語教授法辞典　小川芳男編

三省堂　昭和39

765P　22cm

183　英語シンククスの既要　E．A．

ナイダ著　太田朗訳注　大修館

昭和33

221P　23cm（英語教育シリーズ8）

184　意味と言語分析　C．C．フリー

ズ著　意味慣習及び規則　H．F．トワ

デル著　外国語の実践的研究潰　し

ブルームフィールド　石橋幸太郎訳注

六倍館　昭和33

123P　23cm（英語教育シリーズ1）

185　国語教育学の構造　西尾実著

筑摩書房　昭和26

288P　22cm

186　音声構造の型　音素の心理的実

⑭372－N

⑭375－A

⑲375－E

⑭375－E

⑲375－E

④375－1

⑭375－K

⑲375－0

在　E．サピア著　黒川新一郎

訳注　大修館　昭和33

93P　23C皿（英語教育シリーズ11）

400　自然科学

187　物理階梯　申・下　片山淳吉纂

輯　文部省　［］

2冊　22cm

188　理学提要　2，3，後編1

巌瀬元恭着　京都　出雲寺松柏望

嘉永7（1630）

3冊　26cm

189　化学訓叢　石黒思想編　須原屋

伊八　［］

5冊　23cm

内容

前編　巻2・3，4上，5

後編　巻1．2上

190（簡易器機）理化学試験法　巻1

後藤牧太，三宅米吉著

普及会　明治18

96P　23cm

191新化学辞典　薪化学辞典編纂委

員会編　日刊工業新聞社　昭和33

1，137P　22cm

192　舎密開桑　2－7巻（3欠）

宇田川橋竃訳　須原屋伊八　天保8

5冊　26cm

193　舎寓居必携　前編1－3　上野

彦馬抄訳　京都　吉野屋仁兵衛

文久2

3冊　23cm

194　有用植物図説　図画1－3，解

説1－3，目録・索引　田中芳

男撰　大日本農会　明治24

7冊　23cm

195　サボテン図説　伊藤芳夫著　風

ー18－

④430－K

⑲430－R

④470－Y

④479－S



自然科学・工学・産業・芸術

間書房　昭和32

318P　27cm

196　栄養生理　柳金太郎著

光生館　昭和29

275P　22cm

197　社会保健の原理　石Ii恍昭著

牧書店　昭和27

115P　22cm

500　工

198　室蘭製鉄所50年史　植村寿雄編

葉　書士製鉄株式会社室蘭製鉄

所　昭和33

737P　27cm

199　機械工学必携　橋本宇一，馬場

秋次郎共編　関口八重吉監修

三省堂　昭和23

919P　16cm

200　金属材料辞典Ii旧貴之輔著

日刊工業新聞社　昭和38

581P　23cm

201織物原料　大住吾八苦　コロナ

社　昭和27

334P　22cm

202　家政学原論　松平友子著　甫陵

社書店　昭和29

151P　22cm

203　被服概論　小Ii債朗著　国土社

昭和29

240P　22cm

204　栄養科埋辞典　小田静枝著　誠

文堂新光社　昭和26

398P　22CⅢ

205　欧風料理の基礎　中村勝三．大

西中ソ，金子きよ共著　光生館

昭和27

⑲491－E

④498－S

④502－M

④530－K

④563－K

④586－0

④590－K

④593－H

⑭596－E

⑭596－0

343P　22cm

600　産　　　業

206　日本産業文化変遷史　デーリー

東北新聞社繚　昭和30

354P　31cm

207　日本の資源問題　安芸政一著

古今書院　昭和27

170P　18cm

208　日本の農業　国水孜郎善　吉今

宮院　昭和28

520P　22cm

209　千種之花1－2　幸野楳嶺画

京都　田中治兵衛　明治22

2冊　24cm

210　漁村水産地理学研究　第1，2

集　青野蕎郎著　古今書院　昭和28

2冊　22cm

700　芸　　　術

211美術年製　完　福地復一菅　原

亮三郎　明治24

21丁　26cm

212　大日本美術史1小杉檻邸編

佐藤竜太郎　明治28

68丁　23cm

213　本朝国史　元，亨，利，貞　狩

野永納撰　京都空拳堂

4冊　22cm

214　歌舞音楽略史　乾，坤　小中村

洒矩著　明治書院　明治29

2冊　23cm

－19－

④602－N

⑭602－N

⑲611－N

④627－C

⑱660－G

（①702－B

⑭702－D

⑭702－H

⑭702－K



215　西洋美術辞典　今泉篤男，山田

智三郎縞　東京堂　昭和29

782P lgcm

216　現代の美術教育　美術教育学会

編　河出書房　昭和25

231P　22cm

217　国史肖像集成　第1－3輯　谷

信一．森来襲彰縞　目累書房

昭和15・）16

3冊　32側

内容

第1輯　皇室編

第2輯　将軍編

第3輯　武家縞　上

218　集古十種　松平定信縞

郁文舎　明治37

21冊　23cm

内容

1．総目録

2．中富之部　1－4

3．鐘名之郡　上・下

4．古画肖像之郡　上・下

5．印童之郡　上・下

6．楽器之郡　上・下

7．碑名之部　下

8．七祖賛之部　会

文房之部　全

9．銅器之部

10．馬具之部

11．弓矢之部

魁旗之部

12．名画帖之部，小倉色紙

牧渓王．潤八景

13．扁額之部

14．刀剣之郡

219　日本の文化財1，Ⅱ　監修

文化財保護委貴会　第一法規出

版株式会社　昭和35

2冊　2700

220　ミレーとコロー　内田巌著　岩

波書店　昭和25

178P　18m

221大名道中　秋好善太郎編　東光

園　大正7

⑲708－S

④709－N

④720－M

④721－D

術

100P　31cm

222　菊地容斎画譜　乾．坤　松本楓

湖編　大倉孫兵衛　明治24

2冊　28cm

223　栄吉図譜　織文之部　有隣堂

天保11（1840）

25丁　32cm

224　日本名画官選
‾工〕

図版97枚　49cm

内容

1　玉虫厨子絵

2．聖徳太子御像

3　法隆寺金堂壁画薬師刹土図

4．過去現在因果経絵

5．鳥毛立女屏風絵

6．吉祥天図

7．竜猛菩薩像（弘法大師登）

8．日天図

9．山水屏風絵

10．屏絵弁才天及梵天帝釈天図

11．夜摩天図（会理僧都筆）

12．（標記なし）

13．釈迦牟尼仏再生説法図

14．法界寺壁画天人図

15．鳳皇堂屍絵阿弥陀如来来迎図（絵所長者為成

筆）
16．十一両顧自在菩薩図

17．不空羅索貌自在菩薩図

18．普貿菩薩図

19．戯画（鳥羽僧正筆）

20．志賀山縁起絵巻（′′）

21．源氏物語絵図（春日陸能筆）

22．扇面写経下絵

23．釈迦牟尼仏浬薬図

24．厳島経巻口絵

25．伴大納言絵詞（春日光長筆）

26．紫式部日記絵巻

27．日天及月天図（宅磨勝賀箸）

28．源頼朝像（藤原隆信筆）

29．滴滝権現図

30．北野天神縁起絵巻（藤原信実筆）

31．平治物語絵巻（住吉法眼慶恩等）

32．山水屏風絵

33．西行物語絵巻（土佐経隆等）

34．大明国師図（宅磨栄賀筆）

35．－遠望絵（法眼円伊筆）

20－


