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1 本目録は，『広島県立文書館 収蔵文書目録』第 3集（平成 8年 3月刊）に掲載された「安芸国賀茂

郡寺家村 野坂家文書」の目録である。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（198802）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記号に

なる。

【例】 492/1 → （請求記号）
198802

492

1

表　題 資料にある原表題をそのまま採った。原表題がないものは，仮題を付けて〔 〕書

きとした。内容について補記が必要な場合は，（ ）書きで補った。

頭に ◦ を付したのは，集合形態等をした文書の内訳であることを示す。
年　代 資料に記された作成年月日を採り，推定は（ ）書きとした。

作　成 資料にある作成者名をそのまま採り，資料に授受関係のあるものは → で結んで表

記した。

形　態 資料の形態を記した。

数　量 資料の点数を記した。

備　考 補記すべき備考があれば，※付きで示した。

3 文書の排列は，文書群固有のあり方に基づき，項目別に編成した。同一項目内の文書は，原則と

して年代順としたが，年未詳のものは，末尾に置いた。

4 利用の参考のため，本文書群の解説を冒頭に付した。

5 本目録で使用している日本語文字のうち，JIS規格（JIS X 0208 : 1997）に含まれないものは，

“珉，兠，弨，璠，賸，佾，雒，擷，汭，墩，諐，杶，邈，沕”および ① 等の丸付き数字である。
これらは，特殊な方法で表示してあるので，JIS第 4水準（JIS X 0213:2004）までに対応した環

境でなければ，文字（テキスト）として検索・抽出することはできない。本ファイルの利用にあ

たっては，その点に留意されたい。

広島県立文書館ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/
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解 説

1 野坂家文書の伝来と寄託の経緯

野坂
のさか

家文書全565点2,376冊は，県立文書館開館前の昭和63年9月20日付けで所蔵者の野坂謙二氏

のご厚意により寄託された文書群である。野坂家は江戸時代賀茂
か も

郡寺家
じ け

村で代々古医法の在村医で

あった旧家であり，とくに野坂家第19代の完山
かんざん

（1785～1840）は，地域医療・社会事業に奉仕したほ

か私塾を開き，医生・僧侶らに医学・儒学を教え後進の指導にあたるとともに，俳句や漠詩にもす

ぐれた作品を残している。野坂家文書は，野坂家で収集された典籍類551点2,248冊，及び完山の著

作物14点128冊からなる。

野坂家文書は長く賀茂郡西条町寺家（現東広島市西条町寺家）の自宅などで保管されていた。な

かでも完山の文化年間から，天保11年（1840）までの30数年にわたる日記である「鶴亭日記」全46巻

（第 1巻は欠）は，はやくから文化史，社会経済史の貴重な資料として知られ，広島県史編纂室は昭

和45年に「鶴亭日記」のほか，「芸備大帖外史」，「家記」，「医事窺斑」などをマイクロフィルムに

収め，そのうち「鶴亭日記」，「芸備大帖外史」を，『広島県史』近世資料編III・IV（藩法集）に多数

収録した。これらの複製資料は『広島県立文書館複製資料目録』第 1集に収録してあり，県立文書

館において写真版でも利用できる。また，県立図書館も昭和55年にマイクロフィルムで写真撮影し

ている。

野坂家文書は，謙二氏の先代利器氏より昭和43年（1968）と46年に，数次に分けて広島県立図書館

に寄託された。これらは郷土資料室で「野坂文庫」として保管され，整理のうえ目録も作成されて

いたが，当館の開館にあたってあらためて所蔵者から寄託を受けた。

2 野坂家について

野坂家は，鎌倉期に賀茂郡下見村二神山城主であった水戸新四郎源頼興の末えいと称し，完山は

それから数えて19代目に当たる。頼興の嫡男豊之烝頼任が二神山落城後の建保（1213～1219）頃，

越後国頸城郡野坂庄に移り住み，野坂源左衛門と改名し，以後野坂氏を名乗った。その後また当郡

御薗宇村へ帰り，その 9代後の嘉三次頼年が寺家村に転居している。元和年間から医師となり，初

代猪平次（元和 5年死去）， 2代儀三郎（慶安 2年死去）， 3代宗悦（正徳 5年死去）， 4代師方（享保

2年死去）， 5代三益（宝暦10年死去）， 6代玄珉（文化 5年死去）と，歴代寺家村で医師の家を継ぎ，

完山は 7代目に当たる。完山は，「鶴亭日記」（巻二十，文政12年）の中で「寺家村居住之儀は累代

ニ而御座候得共，医家ニ相成専業仕候儀ハ私迄七代連綿相続仕候，但初め二代ハ俗医ニ而小児科ヲ

仕候」と述べている。

父玄珉の名は頼直，字は子廉，号は鶴亭で，古医方のほかにも朱子学を学び，漢詩は盛唐のもの
を嗜んだ。また，俳詣は広島十二庵の東吹に師事し，白圭と称していた。完山はこの父から多くの

ものを学び，受け継いでいる。

完山は実子に恵まれず，天保 7年（1836）になって，わざわざ福山領内から由節（八代）を養子に

迎えている。その後三卓（九代），俊平（十代），完次郎（十一代），利器（十二代），謙二（当主，十三

代，頼任から数えて二十五代）と続き，現在に至っている。

3 完山について

（1） 医療活動と社会事業

野阪（野坂）完山は天明 5年（1785）10月 8日，古医方医師玄珉の子として賀茂郡寺家村で生まれ
た。幼名は来蔵，諱は健，字は子乾，通称を三益と称し，完山は号である。寛政12年（1800），16歳

にして広島藩の家老，上田家の侍医であった広島猿楽町の三宅見龍（大愚）・立績（西涯）父子に約

2年間師事した。三宅大愚は児科・痘科の医師として知られ，西涯は古医方の伝統を受け継ぎなが

らも，晩年には蘭方も取り入れている。完山は，享和 3年（1803）には三宅父子のすすめもあって，

上京して約 9か月間ではあるが，彼らの師で，当時の医学界を代表する古医方の医師中神琴渓の門
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に学んでいる。

文化 5年（1808）8月 7日に61歳で父玄珉が没すると父の病気前の指図にしたがい，三宅父子師事
中に名乗った「三折」から，祖父の名を継いで「三益」と改名した。

自宅へは遠隔地からも患者が訪れ，また往診のため，「当郡（賀茂郡）者一円御座侯，他郡者安芸

郡，豊田郡，高田郡，高宮郡辺専ラニ御座候，折々世羅郡，御調郡辺，三原，尾道，稀ニハ備後福

山，予州松山辺，石州出羽，防州岩国辺」へも出掛けている（「鶴亭日記」巻二十）。

完山の多岐にわたる医療活動の中でも特筆すべきは，コレラの治療及び予防である。文政 5年

（1822）西日本一帯でコレラが蔓延し，広島藩内でも沿岸部を中心に全領内にまたたく間に広がり，

多くの死者を出した。完山はコレラ流行を耳にすると迅速に行動を起こし，流行地へ赴いて実情

を見聞し，治療効果を確認した上で， 9月下旬には近村の村々へ，けしから・上々茶・生姜等を清

水で煎じて作った「当帰四逆加呉菜萸生姜湯」という予防薬2,775貼を無料配布している。さらに

10月 7日には貧しい人々の治療に当たりたいという父の遺志を継いで，貯銀を投げ打ち近隣ヘの予

防薬配布を申し出，この結果賀茂郡22か村に対して15,552点を配布したのである。また，天保 8年

（1837）年の飢謹や，水害で大きな被害を受けたときにも，同様の施薬を行っている。

文政13年には藩主浅野斉賢の治療法について藩から意見を求められたこともあったが，完山は

貧富の差なく親切に治療にあたり，貧賤の者へも進んで無料診察に応じた。文政 6年からは，賀茂

台地の寒冷な開拓地である三升原・柏原の，経済的に苦しい農民に対して無料で薬を提供する救

済活動を継続して行っている。また，同様の趣旨によって，文政 5年から屋敷内に無料宿泊所（施

行部屋）を設けて，難渋している旅人などに米や薬の施しを行っている。文政 9年にはその人数は

1,618人に及び，年間600人はくだらなかったと思われる。その一方，山野での和薬種の草根木皮の

採取・栽培の実地指導にも当たり，国内の需要を国産だけで賄うだけでなく，領外へも移出して国

益をはかろうとしている。また，飢謹に際する食用植物とする66種を選んで小冊子とし，これを賀

茂郡内に配布して非常の備えとさせている。このように，完山が地域社会で率先して行った福祉・

厚生の社会事業の意義は少なくない。天保 5年（1834）にはこれらの功績を認められて，藩から「御

医師格」に列せられ， 7人扶持を得る栄誉に浴した。

その一方で学術研究も怠りなく，野坂家文書には完山が入手したり筆写したと思われる医学害が

多く含まれる。「医事窺斑」全19巻は当時の最先端の医学書から症状ごとにその治療法をまとめた

医書である。また「傷寒論壬申録」などの著書も残している。完山の医学は，古医方ではありなが

ら，蘭方を含めた最先端の知識を取り入れつつ，実証的な立場を重んじたものであった。

（2） 私塾「恭塾」の開設

完山が私塾「恭塾」を開設した年代は明らかでないが，「門人姓名記録」によると文化 3年（1806）

に入門した豊田郡和木村の今邨元良という人物が最初の門下生である。文政元年（1818），34歳で

「学寮」を，翌年には「西之学寮」を建築し，文政12年にはすでに門下生196人となり，滞留の門人

（滞塾期間は約半年）も26人（このうち10人が他領からの修学）を数えた。門人の出身地は初めは賀

茂郡内が中心であったが，しだいに領内全体へと広がり，「門人姓名記録」には，中国（各国）・四

国（伊予・讃岐）・九州（筑前・筑後・豊前・豊後・肥後・日向）・北陸（加賀・越後），その他，播磨・

大和・尾張出身者も見られる。天保11年に亡くなるまで，完山に師事した門人数は総計437人（う

ち僧侶167人）に及んでいる。

塾には医者の修業を行うもののほか，儒学を学ぶ僧侶があり，文政13年の門下生42人中25人を

僧侶が占めている。当時，僧侶の俗家住居は認められていなかったため，役所からそれを咎められ

たが，この時完山は，儒学を学ばなければ仏書がわからないためと答えている。天保 2年からは他

国僧は村内の真宗道場正福寺に逗留させて儒学を教えることになった。医学は古医方，儒学は荻生

徂徠の説による教育が行われた。

「鶴亭曰記」によると塾では次のような書物を用いて講義が行われている。

① 医学…「傷寒論」「傷寒論弁正」

② 四書…「論語」「孟子」「趙注孟子」「大学」「中庸」
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③ 六経…「礼記鄭注」「春秋左氏伝」

④ 漢詩…「毛詩」「毛詩鄭箋」「唐詩選」

⑤ 道家…「王註老子」「老子」

⑥ 易…「周易」「周易王注」

⑦ その他…「古文尚書」「古文孝経」「徂徠先生学則」「儀礼」

文政11年の例でみると，正月から「傷寒論弁正」を三・八の日の夜，「趙注孟子」を二・四・七・

九の日の夜に，「古文尚書」を五・十の夜に開講することとしている。「鶴亭日記」からは，昼間は

医療活動に，夜は塾生に医学・儒学を教えるという多忙を極めた完山の生活ぶりをうかがうことが

できる。なお，この塾は完山の死後も，由節，三卓の時代まで続けられた。

（3） 俳句・漢詩の創作と地誌の編集

完山の父玄珉は白圭または鶴亭という俳号を持つすぐれた俳人であった。その影響もあってか，
完山は俳諧や，漢詩にも深く傾倒した。完山は柴籬という俳号を持ち，広島の多賀庵 3世の玄蛙，

同 4世の莚史，また文化14年には飯田篤老にも師事しつつ交流を深めた。「鶴亭日記」には，鶴亭

を訪れる全国の俳人を迎えて行った400回を越える連歌興行の記録を見ることができる。

完山が漢詩を初めて詠んだのは文政 6年（1828），数えで40歳の時と比較的遅いが，日記による限

り，文政年間は詩作に熱心であった様子がうかがえる。「鶴亭日記」には1,166首に及ぶ詩作を見る

ことができる。その中で自ら秀逸と認めた詩作約400句を門下生に写させた「鶴亭詩鈔」などの漢

詩集も野坂家文書には含まれている。

故事調査や地誌編纂にも深い関心を示し，「鶴亭日記」には見聞したり，また自ら調査した寺社・

遺跡などの事歴をこと細かに書き記している。文政初年には，が『芸藩通志』を編集するため領内

各村から提出させた「国郡志御編集ニ付下調べ書出帳」の編集を，自村の寺家村のほか，米満村・

飯田村・下三永村・御薗宇村などから依頼され，撰述に当たっている。野坂家文書に残された「芸

備大帳外史」全23冊は未定稿ではあるが，完山が芸備両国にわたる郡ごとの精細な地誌の編集を企

図していたことをうかがうことができる。

完山は，死の直前 3か月前にも連歌の興行を行うなど，晩年まで旺盛な創作意欲は衰えなかった

が，天保11年（1840）8月17日に自宅で没した。享年56歳。墓は嘉永 5年（1852）完山の十三回忌に，

旧宅に近い蓮花寺に門人100余名によって建てられ，墓碑銘は門人江木鰐水（当時福山弘道館教授）

が撰した。戦後の昭和29年，この墓は県史跡に指定され今日に至っている。

野坂完山の墓
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4 野坂家文書の整理とその概要

（1） 整理の手順

当館に寄託された後，本文書群の再整理を行った。まず文書番号の付与は県立図書館が作成した

「野坂文庫」目録によったが，番号のつけ方は改めたものがある。このため，総点数は結果的には

「野坂文庫」時の510点2,366冊から565点2,376冊ヘと増加したことになっている。

目録の編成にあたっては，まず， 1完山著作（完山が筆写したことが明らかなものも含む）， 2漠

籍（収集文書），3国書（収集文書）の 3つの大項目を立てた。さらに，1は（1）鶴亭日記，（2）家記，

（3）公事兠攬，（4）芸備大帳外史，（5）医事窺斑，（6）漢学，（7）俳諧・漢詩，（8）その他 8つの中項目

を立てた。また，3の国書では，『国書総目録』や『内閣文庫国書分類目録』などを参考にしながら

まず，（1）総記，（2）漠学，（3）宗教，（4）言語，（5）文学，（6）歴史，（7）地理，（8）政治・法制，（9）経

済，（10）社会，（11）教育，（12）理学，（13）医学，（14）産業，（15）芸術，（16）諸芸，（17）武学・武術

の17の中項目を置いた。さらに，（1）総記では，「事典」，「叢書・全集」，「便覧」の 3つ，（3）宗教で

は，「神祇」，「仏教」，「その他」の 3つ，（4）言語では，「音韻」，「語学」，「字書」，「俚諺」の 4つ，

（5）文学では，「総記」，「説話」，「浮世草紙」，「仮名草紙」，「読本」，「滑稽本」，「咄本」，「合巻」，「注

釈」，「随筆」，「和歌」，「俳句」，「漢詩」，「漢文」，「漠詩文」の15，（6）歴史では，「通史」，「時代史」，

「雑史・地方史」，「実録」，「戦記」，「史論」，「史料」，「外国史」，「伝記」，「系譜」の10，（7）地理で

は，「日本地誌」，「遊覧」，「外国地誌」，「地図」の 4つ，（8）政治・法制では，「総記」，「政治」，「法

令」，「官職」，「典例儀式」の 5つ，（9）の経済では，「総記」，「貨幣」の 2つ，（11）の教育では，「総

記」，「教訓」，「心学」，「往来物・教科書」の 4つ，（12）の理学では，「地学」，「博物」の 2つ，（13）

の医学では，「漢方」，「蘭方」の 2つ，（14）の産業では，「農業」，「工業」の 2つ，（15）の芸術では，

「総記」，「絵画」の 2つ，（16）の諸芸では，「華道」，「占ト・相法」の 2つ，（17）の武学・武芸では

「兵法」，「武具」の 2つの小項目をさらに設けた。配列は原則的には項目内の年代順としている。

（2） 完山の著作物

嘉永 5年に門人によって建てられ，江木鰐水が撰した墓碑銘によると，完山の著作には「傷寒論

壬辰録」 6巻，「孝経四書毛詩鳩方録」凡そ26巻，「医事窺斑」16巻，「牽羊筆記」 3巻，「徂徠学則

釈」 1巻，「詩文集」 5巻が家に伝わり，このほかにも未定稿の「大学・論語・毛詩己亥録」，「芸備

大帳外史」等が数十巻と，俳句集も数巻あったという。しかしながら，このなかで本文書群に含ま

れているのは，「古文孝経鳩方録」 1冊〔532〕，「医事窺斑」17冊〔514〕，「詩文集」のうちと思わ

れる「鶴亭詩鈔」〔493〕，「大学己亥録」 2巻〔533〕，「芸備大帳外史」18冊〔495〕と，完山（俳号

柴）等の句集「鶴亭百千鳥」 1冊〔561〕，「木容庵百千鳥」 2冊〔562・563〕だけである。しかし，

このほかにも「鶴亭日記」45冊〔492〕をはじめとして，「春秋左伝戊戌録」23巻〔564〕，「論語壬

辰録」3冊〔553〕，「四部鳩方」1冊，「四部笵冠」5冊〔529〕といった墓碑銘には記されていない

著作物（門人編も含む）が野坂家文書に残されている。この他にも，内題に「完山一代之略記」と

ある「家記」 4冊（第 2巻の文政12～天保元年分が欠），御医師格， 7人扶持を下された事歴など広

島との関係を記した「兠攬」17冊を写真版で利用することができる。以下完山の主要な著作につい

て述べておく。

① 鶴亭日記

完山がいつから日記を開始したか，「鶴亭日記」第 1巻が現在に伝わらないため不明であるが，

『野坂完山』の著者前原豊氏は，残された文化 4年（1807）の内題が「鶴亭雑記」巻四とあり，次の巻

五が文化 5年であることから，第 1巻は，完山が京都から帰国して間もなくの文化元年に始まり，

3年までの記事があったと推定されている（内題が「鶴亭日記」となるのは文政 6年）。日記の最後の

日付は，完山が亡くなる三日前の天保11年 8月14日である。日記の各表紙には「鶴亭日記」とい

う題簽と「四十六冊之内」の巻数と収録年代が記された紙札が貼付されている。美濃紙の罫紙に記

された日記は，記事のジャンルによって楷書，行書，草書を使い分けながら自身で清書したもので

ある。

第 2巻は文化 4年から 9年までが収録され，その巻頭文化 4年正月・ 3月の記事は 2件， 2月は
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記事が全くないなど，初期の日記には身の回りの記事は比較的簡素である。しかし，藩からの触・

達しや，村からの届け・願書のほか，自身の行動についてもしだいに細かく記すようになり，晩年

の天保 8・ 9年は，一年間の日記だけで三分冊にされるほど詳細なものとなっている。この日記か

ら当時の郡中での医療の実態や，農村の状況が明らかになるだけでなく，文政 9年の藩中官禄帳や

シーボルト事件など，折りに触れて長文を厭わず書写した様々の記録や過去の重要な触書も他では

伝わらないものも多いため大変価値の高いものとなっている。巻29・32・35は 1巻全部が日記の

「附録」となり，天保 4年の倹約令，天保 5年の「役方要用記」，天保 6年の「柳営秘鑑」が書写さ

れている。

なお，「鶴亭日記」から『広島県史』近世資料編III・IV（藩法集 1・ 2）に収録した広島藩が発し

た触などは次のとおりである（一連番号，カッコ内は巻数と頁）。

巻 2（文化 4） 1133（IV 29），1174（IV 65），1193（IV 90）

〃 （文化 8） 1200（IV 96），1207（IV 104），1209（IV 106）

巻 3（文化10） 191～193（III 172～174），714（III 794），1243（IV 139）

巻 7（文政 6） 1401（IV 290）

巻18（文政11） 1502（IV 378）

巻23（文政14） 1124（IV 19），1545（IV 411）

巻29（天保 4・付録） 250（ III 227），252（ III 231），253（ III 232），471（ III 508），472（ III

511），688（III 766），938（III 1023），978（III 1059），1563～1565（IV

422～426）

巻32（天保 5付録） 696（III 779）

巻36（天保 7） 1591（IV 451）

巻37（ 〃 ） 1593（IV 453）

巻39（天保 8） 1609（IV 469）

巻40（ 〃 ） 1617（IV 477）

巻42（天保 9） 1626（IV 482）

巻45（天保10） 1653（IV 505）

② 芸備大帳外史

「芸備大帳外史」は，未定稿ながら全23冊に及ぶ広島の郡ごとの地誌で，賀茂郡11冊，御調郡 4

冊，世羅郡・甲奴郡・恵蘇郡・奴可郡・三上郡・三谿郡・三次郡各 1冊，国名 1冊からなっている。

賀茂郡以外の各郡は，精粗はあるものの村ごとの記述となっているのに対して，賀茂郡は「律」「律

令」「刑」「修験等」「駅」「巡見使」「奉幣使」などと題された巻に分かれ，それぞれの関係の触や達

などが収録されている。『広島県史』近世資料編III・IVに収録した法令は次のとおりである。

賀茂郡（律令） 600（III 653），610（III 677），1097（III 1175），1416（IV 299）

賀茂郡（駅） 1298（IV 196）

賀茂郡 713（III 792），1568（IV 431）

③ 医事窺斑

「医事窺斑」は本編15巻と付録 2巻からなる。本編は「脚気」，「水腫」などといった病名ごとに

その症状や治療法，薬剤の製法などについて詳細に記している。「温泉」や「灸」などの効用につ

いて記した巻もある。付録の 2巻には蘭法の薬剤の効用がいろは順に記されている。

（2） 国書・漢書

国書の中では，医学関係が69点，295冊と最も多い。続いて文学が175点，552冊，歴史が78点，

414冊である。漢籍では全332冊のうち73冊が四書五経である。まとまったものとしては，明代の

本草書である「本草綱目」52巻，附図 2巻，35冊と江戸期の百科事典である「和漢三才図会」全

105巻，81冊が木箱入りで全巻揃っている。鎌倉幕府の事跡を記した歴史書「東鑑」全52巻（26冊）

も木箱入である。
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安芸国賀茂郡寺家村　野坂家文書（198802）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 野阪完山著作

（1） 鶴亭日記

492 鶴亭日記　二～四十三 文化 4～天保 9 野阪三益 竪冊 1冊

492/1 ◦鶴亭日記　二 文化 4 .正～文化 9 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/2 ◦鶴亭日記　三 文化10.正～文化11.12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/3 ◦鶴亭日記　四 文化12.正～文化13.12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/4 ◦鶴亭日記　五 文化14.正～文政元.12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/5 ◦鶴亭日記　六 文政 2 .正～文政 3 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/6 ◦鶴亭日記　七 文政 4 .正～文政 6 . 2 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/7 ◦鶴亭日記　八 文政 6 . 3～文政 6 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/8 ◦鶴亭日記　九 文政 7 .正～文政 7 . 6 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/9 ◦鶴亭日記　十 文政 7 . 7～文政 7 .12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/10 ◦鶴亭日記　十一 文政 8 .正～文政 8 . 4 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/11 ◦鶴亭日記　十二 文政 8 . 5～文政 8 .12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/12 ◦鶴亭日記　十三 文政 9 .正～文政 9 . 6 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/13 ◦鶴亭日記　十四 文政 9 . 7～文政 9 .12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/14 ◦鶴亭日記　十五 文政10.正～文政10. 6 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/15 ◦鶴亭日記　十六 文政10. 7～文政10.12 （野阪三益） 竪冊 （1冊）

492/16 ◦鶴亭日記　十七 文政11.正～文政11. 6 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/17 ◦鶴亭日記　十八 文政11. 7～文政11.12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/18 ◦鶴亭日記　十九 文政12.正～文政12. 6 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/19 ◦鶴亭日記　二十 文政12. 7～文政12.12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/20 ◦鶴亭日記　二十一 文政13.正～文政13. 6 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/21 ◦鶴亭日記　二十二 文政13. 7～文政13.12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/22 ◦鶴亭日記　二十三 天保 2 .正～天保 2 . 6 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/23 ◦鶴亭日記　二十四 天保 2 . 7～天保 2 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/24 ◦鶴亭日記　二十五 天保 3 .正～天保 3 . 6 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/25 ◦鶴亭日記　二十六 天保 3 . 7～天保 3 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/26 ◦鶴亭日記　二十七 天保 4 .正～天保 4 . 6 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/27 ◦鶴亭日記　二十八 天保 4 . 7～天保 4 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/28 ◦鶴亭日記　二十九
※附録「天保四稔癸巳倹約徇」

天保 4 . 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/29 ◦鶴亭日記　三十 天保 5 .正～天保 5 . 6 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/30 ◦鶴亭日記　三十一 天保 5 . 7～天保 5 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/31 ◦鶴亭日記　三十二
※附録「役方要用記」

天保 5 . 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/32 ◦鶴亭日記　三十三 天保 6 .正～天保 6 . 5 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/33 ◦鶴亭日記　三十四 天保 6 . 6～天保 6 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/34 ◦鶴亭日記　三十五
※内題「柳営秘鑑」

天保 6 . 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/35 ◦鶴亭日記　三十六 天保 7 .正～天保 7 . 6 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/36 ◦鶴亭日記　三十七 天保 7 . 7～天保 7 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/37 ◦鶴亭日記　三十八 天保 8 .正～天保 8 . 4 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/38 ◦鶴亭日記　三十九 天保 8 . 5～天保 8 . 8 野阪三益 竪冊 （1冊）
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492/39 ◦鶴亭日記　四十 天保 8 . 9～天保 8 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/40 ◦鶴亭日記　四十一 天保 9 .正～天保 9 . 4 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/41 ◦鶴亭日記　四十二 天保 9 .閏4～天保 9 . 7 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/42 ◦鶴亭日記　四十三 天保 9 . 8～天保 9 .12 野阪三益 竪冊 （1冊）

492/43 ◦鶴亭日記　四十四 天保10.正～天保10. 4 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/44 ◦鶴亭日記　四十五 天保10. 5～天保10.12 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

492/45 ◦鶴亭日記　四十六 天保11.正～天保11. 8 .14 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

（2） 家記

複製資料 家記（水戸新四郎源頼興十九代後孫当
家中興野阪三益源頼健字子乾号完山一
代之略記）

文政 7 .12. 5 　 竪冊 　

◦家記　一 （天明5～文政11） 野阪三益 竪冊 　

◦家記　三 （天保元～4） 野阪三益 竪冊 　

◦家記　四 （天保5～7） 野阪三益 竪冊 　

◦家記　五 （天保7～9） 野阪三益 竪冊 　

（3） 公事兠攬
複製資料 公事兠攬　一～三（賀茂郡御通行之

節御目通江罷出右被仰付候以来手扣頭
書　第一～三）

文政10.12.26 野坂三益 竪冊 　

公事兠攬　四～五（生涯諸願御代官
直宛被仰付候以来手扣頭書　第一・第
二）
※ 2冊

天保 2 . 6 .15
（～天保 4 .10）

野坂三益 竪冊 　

公事兠攬　九～十四・第十七～廿二
（御医師格御扶持方被仰付候以来手扣
頭書　第三～第八・第十一～十六）
※ 12冊

（天保 6 .正～天保11. 6） 野坂三益 竪冊 　

（4） 芸備大帳外史

495 芸備大帳外史 　 　 竪冊 1冊

495/1 ◦芸備大帳外史　賀茂郡部　律 　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

495/2 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　律令 　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

495/3 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　刑 　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

495/4 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　修験・薦
僧・盲僧・座頭

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

495/5 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　駅
※ 3冊

　 野阪健（三益） 竪冊 （3冊）

495/6 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　延享御巡
見使之記

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

495/7 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　文化度奉
幣使之記

　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/8 ◦芸備大帳外史　賀茂郡　天保御巡
見使之記

　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/9 ◦芸備大帳外史　賀茂郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/10 ◦芸備大帳外史　御調郡　一～四 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/11 ◦芸備大帳外史　世羅郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/12 ◦芸備大帳外史　甲奴郡　全 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/13 ◦芸備大帳外史　恵蘇郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）
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495/14 ◦芸備大帳外史　奴可郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/15 ◦芸備大帳外史　三上郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/16 ◦芸備大帳外史　三谿郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/17 ◦芸備大帳外史　三次郡 　 野坂健 竪冊 （1冊）

495/18 ◦芸備大帳外史　国名（外） 　 野坂健 竪冊 （1冊）

（5） 医事窺斑

514 医事窺斑　巻一～巻十六 　 野坂健 竪冊 1冊

514/1 ◦医事窺斑　巻一
※脚気　水腫　鼓脹

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/2 ◦医事窺斑　巻二
※中風　痙　狂気　邪崇　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/3 ◦医事窺斑　巻三
※労　熱　粟粒熱外　汗　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/4 ◦医事窺斑　巻四
※黄疸　黄胖　瘧痢

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/5 ◦医事窺斑　巻五
※中暑　霍乱　宿食　嘔吐　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/6 ◦医事窺斑　巻六
※傷寒　百合孤惑　蔭毒陽毒　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/7 ◦医事窺斑　巻七
※口舌牙　咽頭

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/8 ◦医事窺斑　巻八
※諸血　眼目　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/9 ◦医事窺斑　巻九
※頭痛　脳火欣腫　頭旋眩冒　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/10 ◦医事窺斑　巻十
※便毒　五痔脱肛　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/11 ◦医事窺斑　巻十一
※小便　淋病　消渇　白濁　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/12 ◦医事窺斑　巻十二
※疝　腹痛　胸痺心痛

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/13 ◦医事窺斑　巻十三
※痘瘡　麻疹　「痘科弁要」

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/14 ◦医事窺斑　巻十四
※温泉　針刺　灸　吐方　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/15 ◦医事窺斑　巻十五
※咳嗽　傷寒温疫　痢　嘔吐　外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/16 ◦医事窺斑　附録一
※イ之部～サ之部

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

514/17 ◦医事窺斑　附録一
※キ之部～外

　 野阪健（三益） 竪冊 （1冊）

（6） 漢学

564 春秋左伝戊戌録　巻一～二十三
※写本，23冊

（天保 9写） 野坂健（写） 竪冊 23冊

532 古文孝経鳩方録
※写本

（天保 5） 野坂健誌 竪冊 1冊
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安芸国賀茂郡寺家村　野坂家文書（198802）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

553 論語壬辰録　二～四
※写本，3冊，巻五内題「論語鳩方録」

（天保 3写） 野坂健（写） 竪冊 3冊

533 大学己亥録　巻一・二
※ 2冊

（天保10） 野坂健誌・石川謙校 竪冊 2冊

529 四部范冠（荘子之部郭注）
※ 5冊

　 野坂健述・門人脇恒子徳誌 竪冊 5冊

（7） 俳諧・漢詩

563 木容庵百千鳥 文化13. 柴籬（野坂完山）外 竪冊 1冊

562 木容庵百千鳥 文化14. 　 竪冊 1冊

561 鶴亭百千鳥 文政 2 . 3 . 柴籬（野坂完山）外 竪冊 1冊

493 鶴亭詩鈔 　 野坂健著 竪冊 1冊

（8） その他

528 儀礼丙申録　一・二～十一 （天保 7） 野坂健誌 竪冊 1冊

530 四部鳩方（雑書） 　 野坂健 竪冊 1冊

2 漢籍

10 新刻改正　大学　後藤点　全
※板本，扉「学習館四書　全十冊　後藤先生定点　佐土原藩蔵版」

（江戸期） （大坂製本所相屋九兵衛） 竪冊 1冊

8 新刻改正　論語　後藤点　一～四
※板本，4冊

（江戸期） 朱熹集註・（大坂製本所相
屋九兵衛）

竪冊 4冊

9 新刻改正　中庸　後藤点　全
※板本

（江戸期） （大坂製本所相屋九兵衛） 竪冊 1冊

7 新刻改正　孟子　後藤点　一～四
※板本，4冊

（江戸期） 朱熹集註・大坂製本所相屋
九兵衛

竪冊 4冊

555 天保再刻孟子　校正道春点　一～四
※板本，4冊

天保 9 .季夏再刻 朱熹集註・林道春訓・書肆
（江戸）須原屋茂兵衛外

竪冊 4冊

556 趙註孟子　一・二
※板本，2冊

（江戸期） 趙京兆註・金東呉訂 竪冊 2冊

500 経典餘師詩経　一～八
※板本，8冊

寛政 5 . 4 . 讃岐百年述・大坂書林柏原
屋与左衛門外

竪冊 8冊

499 経典餘師　書経　一～六
※板本，6冊

文化12. 2 . 讃岐百年述・平安書林今村
八兵衛外

竪冊 6冊

501 経典餘師　易経　一～七
※板本，7冊

文政 2 .11.発兌 讃岐百年述・（京都）勝村治
右衛門外

竪冊 7冊

153 改正音訓易経　後藤点再刻　乾・坤
※板本，2冊，扉「改正音訓五経　芝山後藤先生定本」

（文化10.正.吉旦再刻） （平安書肆北村四郎兵衛） 竪冊 2冊

154 改正音訓書経　後藤点再刻　天・地
※板本，2冊

（文化10.正.吉旦再刻） （平安書肆北村四郎兵衛） 竪冊 2冊

155 改正音訓詩経　後藤点再刻　上・下
※板本，2冊

（文化10.正.吉旦再刻） （平安書肆北村四郎兵衛） 竪冊 2冊

152 改正音訓春秋　後藤点再刻　完
※板本

（文化10.正.吉旦再刻） （平安書肆北村四郎兵衛） 竪冊 1冊

156 改正音訓礼記　後藤点再刻　元・亨・
利・貞
※板本，4冊

文化10.正.吉旦再刻 平安書肆北村四郎兵衛 竪冊 4冊

505 改正音訓書経　後藤点　上
※板本

（江戸期） 　 竪冊 1冊
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安芸国賀茂郡寺家村　野坂家文書（198802）
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506 改正音訓書経　後藤点　上
※板本

（江戸期） 　 竪冊 1冊

269 改正訓点易経　上・下
※板本，2冊，扉「五経　道春訓点」

弘化改正 （林道春訓）・皇都書林白玉
堂・文徳堂合梓

竪冊 2冊

268 改正訓点書経　上・下
※板本，2冊

（弘化改正） （林道春訓・皇都書林白玉
堂・文徳堂合梓）

竪冊 2冊

267 改正訓点詩経　上・下
※板本，2冊

（弘化改正） （林道春訓・皇都書林白玉
堂・文徳堂合梓）

竪冊 2冊

270 改正訓点春秋
※板本

（弘化改正） （林道春訓・皇都書林白玉
堂・文徳堂合梓）

竪冊 1冊

352 改正訓点礼記　一～四
※板本，4冊

嘉永元.季秋再刻成 （東都）須原屋茂兵衛外 竪冊 4冊

503 大字易経　後藤点　天・地
※板本，2冊，扉「新刻改正五経　大字松陰後藤先生訓点」

明治14.11.出版 後藤松陰訓点・（大坂府）和
田巳之助出版

竪冊 2冊

507 （大字）書経　（後藤点）下
※板本

（明治14.11） （後藤松陰訓点・大坂府和
田巳之助出版）

竪冊 1冊

504 大字詩経　後藤点　上・下
※板本，2冊

明治14.11. 後藤松陰訓点・（大坂府）和
田巳之助出版

竪冊 2冊

508 （大字）春秋　（後藤点）
※板本

（明治14.11） （後藤松陰訓点・大坂府和
田巳之助出版）

竪冊 1冊

502 大字礼記　後藤点　元・亨・利・貞
※板本，4冊

明治14.11.出版 後藤松陰訓点・（大坂府）和
田巳之助出版

竪冊 4冊

169 春秋左氏伝　校本　再版　一～三十
※板本，15冊

嘉永 3 .再刻 晋杜氏集解・（尾張）秦鼎校
読・書林（京都）河内屋藤
四郎外

竪冊 15冊

314 毛詩　（巻一～二十）
※板本，5冊

寛延 2 .春 皇都書林丸屋市兵衛外梓行 竪冊 5冊

538 毛詩正文　山子点　上　中・下
※板本，2冊

天明 4 . 3 .序 山子国読・田弸・松伸胤同
校集・思堂蔵刻

竪冊 2冊

539 毛詩正文　上・中・下
※板本，3冊

天明 4 . 3 .序 山子国読・田弸・松伸胤同
校集・思堂蔵刻

竪冊 3冊

295 孝経大義　上・下
※板本

寛文 7 .春梓 朱文公刑誤・菫鼎註 竪冊 1冊

547 経典釈文巧證　壱～陸
※板本，6冊

文化 6 .春翻刻成 盧文弨綴緝・（江戸）和泉屋
庄次郎

竪冊 6冊

534 経典釈文　一～二十四
※板本，24冊

（江戸期） 　 竪冊 24冊

491 古今韻会挙要小補　第一～二十
※板本，20冊

（江戸期） 李本寧著 竪冊 20冊

159 頭書字彙
※板本，15冊

（江戸期） 梅膺祚撰・（大坂）芳野屋五
兵衛外

竪冊 15冊

165 標記増補十八史略　一～七
※板本，7冊

元治元. 4 .刻 曽先之編・大夫巌垣龍渓標
記・書肆（江戸）岡田屋嘉
七郎外

竪冊 7冊

27 標記増補十八史略　一～七
※板本，7冊

元治元. 4 .刻 大夫巌垣龍渓標記・東園再
校増補・皇都御書物所・（京
都）松柏堂

竪冊 7冊

167 国語　一～廿一
※板本，10冊

（江戸期） 侯韋昭解・穆文熈編纂 竪冊 10冊
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174 孔子家語
※板本，3冊

寛保 2 .正.吉 王肅撰・太宰春台増註・江
都書肆嵩山房蔵板・須原屋
小林新右衛門梓

竪冊 3冊

231 儒門語要　天・地・人
※板本，3冊

（江戸期） 倪元坦輯著・吉村晋校閲・
書林（京都）河内屋藤四郎
外

竪冊 3冊

549 揚子法言　一～十
※板本，6冊

万治 2 . 3 .跋 桃白虎著・柳宗元註・中野
小左衛門刊行

竪冊 6冊

49 経典餘師　小学之部　一～五
※板本，5冊

寛政 3 . 6 . 大岡順和藤祐撰・大坂書林
柏原屋清右衛門外

竪冊 5冊

315 新刻校正小学句読　内篇・外篇再板
※板本，2冊合綴

安政 2 .孟春再刻 陳選句読・（浪速）柳原喜兵
衛外合梓

竪冊 1冊

157 小学内外篇　合冊
※板本，2冊合冊

（江戸期） 書肆洛陽武村市兵衛外 竪冊 1冊

423 本草綱目　新校正　巻一～五十二　
脈学奇経　図経　乾・坤　図翼　一
～四
※板本，44冊

正徳 4 .端午日 （李時珍撰）・御書物所江戸
唐本屋清兵衛外

竪冊 44冊

490 江西本草綱目　序列～五十二巻　附
※板本，35冊

承応 2 . 9 .吉 （洛陽）野田弥次右衛門開
板

竪冊 35冊

518 傷寒論（巻一～十）
※板本，2冊

（江戸期） 張仲景述 竪冊 2冊

15 五雑組　巻之一～十六
※板本，10冊

寛文元.仲冬 謝肇?著・書肆（東都）須原
屋茂兵衛外

竪冊 10冊

540 世話新語補　一～二十
※板本，10冊

元禄 7 . 8 .吉 劉義慶撰・（京）林九兵衛梓
行

竪冊 10冊

173 郭注荘子　一～十
※板本，10冊を合冊して5冊，自筆題簽「南郭先生考訂郭注荘
子」

元文 4 . 5 .梓行 郭象註・服部南郭考訂・神
京書舗宜風堂中野宗左衛門
外

竪冊 5冊

11 唐詩選　一～七
※板本，3冊

文政13.春重刻 李攀龍編・（江戸９書肆嵩
山房小林新兵衛梓行

竪冊 3冊

130 補註文章軌範校本　一～三
※板本，3冊

明治27. 1 .17改正発行 謝枋得編・海保魚邨補註・
（大阪府）岡島真七外出版

竪冊 3冊

131 補註文章軌範校本　一～三
※板本，3冊

明治27. 1 .17改正発行 郭鄒守益選・奥田遵編・（大
阪府）岡島真七外出版

竪冊 3冊

550 明治新鐫続文章軌範評林　一～七
※板本，3冊

（明治） 鄒守益選・藍田東亀補訂・
（鹿児島県）平田宗城増補
訂

竪冊 3冊

355 明治新鐫続文章軌範評林　一～七
※板本，3冊

明治 9 . 5 .14 鄒守益選・藍田東亀補訂・
（鹿児島県）高橋種香出版

竪冊 3冊

161 標註補正古文前集　改正訓点
※板本，162と合綴，内題「魁本諸儒箋解古文真宝前集」

安政 2 .新鐫 海老名恒跋・三都発行書肆
（江戸）須原屋茂兵衛外

竪冊 1冊

162 新鐫大字古文真宝　上・下
※板本，161と合綴，内題「魁本諸儒箋解古文真宝前集」

寛政12.仲夏 （京都）鉛屋安兵衛 竪冊 1冊

3 国書

（1） 総記

事典

424 倭漢三才図絵　首～百五
※板本，81冊，慳貪入

正徳 3 .孟夏序 寺島良安編・（大坂）杏林堂 竪冊 81冊
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284 文芸類纂　巻一～巻八
※板本，8冊

明治11. 1 . 榊原芳野編・文部省出版 竪冊 8冊

160 民家日用広益秘事大全　三～五
※板本，3冊

（江戸期） 浪華書房茂兵衛蔵板・書林
（京都）河内屋藤四郎外

竪冊 3冊

叢書・全集

460 福沢全集　巻一～五
※刊本，5冊

明治31. 1 . 1
～明治31. 5 .13

福沢諭吉著・時事新報社編
輯・発行

竪冊 5冊

1 藤樹全集　壱～五
※刊本，5冊

明治32. 8 . 8 中江藤樹著・志村己之助編・
川勝鴻宝堂発売

竪冊 5冊

271 好古類纂　第一集～第十二集
※刊本，第三集欠，11冊

明治35. 6 .10
～明治36. 9 .15

好古社編纂部編輯・（東京
市）青山堂書房発行

竪冊 11冊

272 好古類纂　二編　第一集～第十二集
※刊本，12冊

明治35. 6 .10
～明治36. 9 .15

好古社編纂部編輯・（東京
市）青山堂書房発行

竪冊 12冊

273 好古類纂　三編　第一集～第十二集
※刊本，12冊

明治39. 8 .15
～明治41. 9 .10

好古社編纂部編輯・（東京
市）青山堂書房発行

竪冊 12冊

274 好古類纂拾遺　第一冊・第二冊
※刊本，2冊

明治41.11.10
～明治42. 2 .28

好古社編纂部編輯・（東京）
好古社出版部発行

竪冊 2冊

275 好古事彙　一・二
※刊本，2冊

明治42. 4 .22
～明治42. 8 .10

好古社編纂部編輯・（東京）
好古社出版部・青山堂書房
発行

竪冊 2冊

172 大日本名家全集　首～巻六
※刊本，7冊

明治36. 4 .28 （東京市）好古社編纂・発行 竪冊 7冊

464 百家説林正編　上・下
※刊本，2冊

明治38. 8 .26～10.15 （東京市）吉川弘文館編輯・
発行

竪冊 2冊

465 百科説林続編　上・中・下一・下二
※刊本，4冊

明治38.12.25
～明治39.12. 8

（東京市）吉川弘文館編輯・
発行

竪冊 4冊

466 百科説林　索引
※刊本

明治41.10.15 （東京市）吉川弘文館編輯・
発行

竪冊 1冊

512 翁草　首巻・一～二十
※刊本，21冊

明治38. 6 . 1
～明治39. 5 .27

神沢貞幹編・（京都市）五車
樓書店発行

竪冊 21冊

474 続々群書類従　第六～第九
※刊本，4冊

明治39.10.25
～明治40. 7 .25

市島謙吉編輯・（東京市）国
書刊行会発行

竪冊 4冊

479 詞藻類纂
※刊本

明治40.10. 5 芳賀矢一著・（東京市）啓成
社発行

竪冊 1冊

469 珍書文庫百家叢説　第壱編・第弐編
※刊本，2冊

明治44.10.15 田辺勝哉編輯・（東京市）図
書出版協会発行

竪冊 2冊

482 児童百科大辞典　第十巻　国防編
※刊本

昭和12. 6 .21 小原国芳編輯・（東京）玉川
学園出版部内児童百科辞典
刊行会

竪冊 1冊

便覧

316 日本唐土二千年袖鑑　一～三
※板本，3冊

（嘉永 5） 松川半山編・森晋三書・京
都書林風月庄左衛門

竪冊 3冊

317 日本唐土二千年袖鑑拾遺絵入　人
※板本

（嘉永 5） 松川半山編・森晋三書・京
都書林風月庄左衛門

竪冊 1冊

（2） 漢学

292 古文孝経標注　再板
※板本

寛政 6 .11.再板 太宰純（春台）音・山世璠
（片山謙山）標註・書肆嵩山
房小林新兵衛梓

竪冊 1冊
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197 四書纂要　一・二　大学　上・下
※板本，2冊

安政 5 .新鐫 金子済民 竪冊 2冊

198 四書纂要　三～五　中庸　上・中・
下
※板本，3冊

安政 5 .新鐫 金子済民 竪冊 3冊

288 旧本大学賸議
※板本

（明治年間） 吉村秋陽著・（大阪市）青木
恒三郎発行

竪冊 1冊

557 論語釈解　巻之一～巻之五
※板本，5冊

安永 6 .10. 皆川伯泰釈解・（京都）天王
寺屋市郎兵衛外発行

竪冊 5冊

551 論語語由　一～四　花・鳥・風・月
※写本，4冊

嘉永 2 . 3 .写 亀井魯（南溟）著・亀井昱
（昭陽）校・森道春写

竪冊 4冊

552 論語々由　学而第一　為政巻二　八
佾巻三　里仁巻四
※写本

（江戸期） 亀井魯（南溟）著・亀井昱
（昭陽）校・森道春写

竪冊 1冊

554 論語徴　甲～癸
※乙のみ写本，それ以外は板本，9冊

（江戸期） 物成（荻生徂徠）著・東都
書林松本新六外

竪冊 9冊

16 増補蘇批孟子　上・中・下
※板本，3冊

明治13. 1 .出版 井上揆纂輯・（東京府）大橋
操吉出版

竪冊 3冊

163 小学集成　序目録～四
※板本，5冊，内題「標題註疏小学集成」

万治元.仲秋.吉旦 （志村蒙庵著）・風月庄左衛
門新刊

竪冊 5冊

151 集義和書　一～十六
※板本，8冊

（江戸期） （熊沢蕃山著） 竪冊 8冊

164 集義外書　二～五
※板本，4冊

宝永 6 . 5 .吉旦 （熊沢蕃山著）・帝都書肆河
南喜兵衛外

竪冊 4冊

230 箋註蒙求　再板　上・中・下
※板本，3冊

寛政 4 . 2 .再刻 岡白駒箋註・平安書肆出雲
寺和泉掾外

竪冊 3冊

133 画本古文真宝後集　初編巻一～巻五
※板本，5冊合冊

嘉永 3 .正. 有台藤応著・旭輝斎画・（江
戸）山城屋佐兵衛外

竪冊 1冊

232 王学提綱　乾・坤
※板本，2冊

慶応元.新刻 吉村晉（秋陽）輯録・（江戸）
須原屋茂兵衛外

竪冊 2冊

356 遺言類記　上・中・下
※板本，3冊

明治 4 . 9 .上梓 吉村斐山録・発行書林（東
京）須原屋茂兵衛外

竪冊 3冊

17 講孟箚記　上・下
※刊本，2冊

（大正 5） 吉田松陰著・（長野市）孟箚
記謄写同好会発行

竪冊 2冊

478 論語人物考
※刊本

昭和12. 5 .20 諸橋轍次著・（東京市）春陽
堂書店発行

竪冊 1冊

（3） 宗教

神祇

238 玉襷　一～九
※板本，9冊

嘉永 3 . 3 .序 平田篤胤 竪冊 9冊

296 念仏三昧宝王論語鉗　上・中・下合
冊
※板本

宝永 6 . 6 .朔 知空・（大坂）毛利田庄太郎
梓行

竪冊 1冊

193 垂鈞卵　初篇　一～七
※板本，7冊，「児玉蔵書」印等消印

天保10.仲秋日 大行房曇龍著・皇都書林丁
字屋荘兵衛

竪冊 7冊

194 垂鈞卵　後篇　一～五
※板本，5冊

天保12.仲秋日 大行房曇龍著・皇都書林丁
字屋荘兵衛

竪冊 5冊
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仏教

293 参同契宝鑑三昧纂解
※板本

明治19. 7 .刻成 晦巌（辻）輯・（京都市）貝
葉書院

竪冊 1冊

321 仏像新集　乾・坤
※刊本，2冊

大正15. 6 . 5 訂正改版
第三版

権田雷斧・大村西崖著（東
京市）丙午出版社発行

竪冊 2冊

211 増補鉄笛倒吹　乾・坤
※刊本，2冊

昭和 3 . 7 .10 村上玄楼著述・（金沢市）池
善書店発行

竪冊 2冊

その他

452 世界の宗教
※刊本

明治43. 3 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

（4） 言語

音韻

158 頭□韻鏡求源鈔　二～五
※板本，4冊合綴

貞享 2 . 8 .吉旦 （西村重慶著）・丸屋源兵衛
板行

竪冊 1冊

語学

79 和読要領　上・中・下
※板本，3冊合綴

享保13.正. 太宰弥右衛門（春台）撰・
江都書肆須原屋茂兵衛梓

竪冊 1冊

237 詞通路　上・中・下
※板本，3冊合綴

文政11.秋序 本居春庭著・須受能耶蔵板 竪冊 1冊

33 訓訳示蒙
※板本，2冊合綴

明和 3 .初秋 荻生徂徠著・東都書肆須原
屋市兵衛外

竪冊 1冊

字書

5 新版鼇頭詩聯大成以呂波韻　上・下
※板本，2冊

元禄12. 9 .吉辰板 清地以立（肖柏亭）・池田弄
華軒板

竪冊 2冊

6 増補合類大節用集　第一冊～第五冊
※板本，5冊

享保 2 .正.吉 槇島昭武（駒谷散人）編・
書林皇都村上勘兵衛外寿梓

竪冊 5冊

206 増字新刻大節用　乾・坤
※板本，2冊，補修あり

（江戸期） 　 竪冊 2冊

2 名物六帖人品箋　一～五
※板本，5冊合綴

宝暦 5 .新鐫 伊藤長胤（東涯）・平安奎文
館発行

竪冊 1冊

18 訳笙　初編　巻一～六（第三欠）
※板本，5冊

（江戸期） 荻生徂徠述・吉田有鄰記 竪冊 5冊

俚諺

3 諺草　一
※板本

（元禄14.正.吉旦） 貝原好古編・（茨城多左衛
門外同梓）

竪冊 1冊

4 諺草　一～七
※板本，7冊

元禄14.正.吉旦 貝原好古編・（茨城多左衛
門外同梓）

竪冊 7冊

（5） 文学

総記

454 比較文学史
※刊本

明治43. 2 .20 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊
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説話

134 宇治拾遺物語　一～十五
※板本，15冊

万治 2 .初冬日 （洛陽）林和泉掾板行 竪冊 15冊

浮世草紙・仮名草子

146 新板絵入西行諸国噺　一～五
※板本，5冊合冊

明和 9 .正.吉 （萩坊奥路著）・大坂書肆吉
文字屋市兵衛外

竪冊 1冊

208 絵入堪忍記　一～四
※板本，4冊

（江戸期） （浅井了意著）・定栄堂（大
坂）吉文字屋市兵衛

竪冊 4冊

読本

227 通俗戦国策　壱～十八
※板本，18冊

宝永元. 5 .吉旦 毛利貞斎述・京雒書肆上村
平左衛門外合梓

竪冊 18冊

236 通俗台湾軍談　五巻合冊
※板本，5冊合冊

享保 8 . 上坂勘兵衛兼勝・京耆屋勘
兵衛板行

竪冊 1冊

141 夢想兵衛胡蝶物語　前編　壱～五
※板本，5冊

文化 6 . 6 .叙 曲亭馬琴編・一柳斎（歌川）
豊広画・書林（京都）河内屋
藤四郎外

竪冊 5冊

142 夢想兵衛胡蝶物語　後編　壱～四
※板本，4冊

文化 7 .発布 曲亭馬琴編・一柳斎（歌川）
豊広画・書林（京都）河内
屋藤四郎外

竪冊 4冊

239 夢想兵衛胡蝶物語　前編　全
※板本，5冊合冊

文化 6 . 6 .叙 曲亭馬琴編・書林（京都）
河内屋藤四郎外

竪冊 1冊

240 夢想兵衛胡蝶物語　後編
※板本，4冊合冊

文化 7 .夏日序 曲亭馬琴編・書林（京都）
河内屋藤四郎外

竪冊 1冊

138 絵本連理片袖　一～五
※板本，5冊合綴

文化 8 . 9 . 十返舎一九編・東都書林西
宮弥兵衛外

竪冊 1冊

137 浅間嶽後篇執着譚　一～五
※板本，5冊合綴

（文化 9）.孟春序 柳亭種彦編・書林（京都）
河内屋藤四郎外

竪冊 1冊

132 絵本曽我物語　一～十
※板本，10冊

天保10.孟春求板 法橋中和画・浪速書林河内
屋茂兵衛

竪冊 10冊

166 天満宮御一代記　絵本菅原実記　一
～十
※板本，10冊

天保13.孟春序 法橋秀信作・画・群玉堂河
内屋岡田茂兵衛発兌

竪冊 10冊

143 和気清麿一代記　本朝錦繍談図絵　
上・下
※板本，2冊合綴

安政 6 .睦月序 池田東籬輯録・皇都書林藤
井文政堂山城屋佐兵衛発兌

竪冊 1冊

170 天下茶屋　上・下
※写本，4冊，内題「茶屋墨絵艸紙」

（江戸期） （栗杖亭鬼卵作・浅山あし
洲画）

竪冊 4冊

241 滑稽島遊夢想兵衛胡蝶物語　前編・
後編
※刊本

明治15. 9 .出版 曲亭馬琴著・（東京）稗史出
版社翻刻出版

竪冊 1冊

426 南総里見八犬伝　一～三十七
※板本，37冊，慳貪入

明治30. 7 .31 曲亭馬琴著・大橋新太郎発
行・印刷・発兌書林博文館

竪冊 37冊

滑稽本

361 東海道中膝栗毛　二編　上・中・下
※板本，3冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

362 東海道中膝栗毛　三編　上・中・下
※板本，3冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊
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363 東海道中膝栗毛　四編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

364 東海道中膝栗毛　五編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

365 東海道中膝栗毛　六編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

366 東海道中膝栗毛　七編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

367 東海道中膝栗毛　八編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

368 東海道中膝栗毛　九編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

369 東海道中膝栗毛　十編　上・下
※板本，2冊合綴

（文久 2） 十返舎一九著・（三都発行
書林江戸山城屋佐兵衛外）

竪冊 1冊

370 西洋道中膝栗毛　初編　上・下
※板本，2冊合綴

明治 4 .梅春序・重陽早
旦序

仮名垣魯文著・発行書林（京
都）堺屋仁兵衛外

竪冊 1冊

371 西洋道中膝栗毛　二編　上・下
※板本，2冊合綴

明治 3 .閏10.吉旦序 仮名垣魯文著・発行書肆（大
坂）伊丹屋善兵衛外

竪冊 1冊

372 西洋道中膝栗毛　三編　上・下
※板本，2冊合綴

明治 4 .梅春序 仮名垣魯文著・発行書林（京
都）堺屋仁兵衛外

竪冊 1冊

咄本

35 絵入一休はなし　上・中・下
※板本，3冊合綴

文政11.初冬補刻 書林（京都）吉野屋仁兵衛
板行

竪冊 1冊

合巻

179 一休諸国物語図会　一～五
※板本，5冊

天保 7 .正. 平田止水輯・源基定補正・
菱川清春画・皇都書翰山房
近江屋治助外

竪冊 5冊

286 諸国物語図会拾遺　天・地
※板本，2冊

（江戸期） 一休和尚・京都書林尚書堂
蔵板

竪冊 2冊

注釈

277 おちくほ物語注釈　上・下
※板本，2冊合綴

（明治期） 村田春海・橘千蔭著・（東
京）青山堂雁金屋青山清吉
発行

竪冊 1冊

随筆

200 新板鉄槌　上之本・上之末・下之本・
下之末
※板本，4冊

寛文12.卯.良辰 青木宗胡著・（洛下）西沢太
兵衛重板

竪冊 4冊

281 学山録　巻之一～六
※板本，6冊

寛延 4 . 5 .穀旦 藤原明遠著・江都書肆吉文
字屋次郎兵衛同梓

竪冊 6冊

136 仮名世説　上・下
※板本，2冊合綴

文政 8 .孟春発兌 杏花園（大田）南畝編・東
都書肆角丸屋甚助外

竪冊 1冊

177 北窓瑣談　前篇一～四
※板本，4冊

文政12.正.発兌 橘南谿著・書林（京都）菊
屋源兵衛外

竪冊 4冊

178 北窓瑣談　後篇一～四
※板本，4冊

文政12.正.発兌 橘南谿著・書林（京都）菊
屋源兵衛外

竪冊 4冊

285 三養雑記　合冊
※板本，4冊合冊

天保11. 3 .跋 山崎久作著・大坂書林河内
屋喜兵衛外・江戸書林釜屋
久兵衛版

竪冊 1冊
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

228 用捨箱　天・地・人
※板本，3冊

（天保12） 柳亭種彦編・東都雅書房 竪冊 3冊

282 世事百談　一～四
※板本，4冊

天保14.12. 山崎久作著・発行書林河内
屋喜兵衛外・（江戸）英屋文
蔵板元

竪冊 4冊

335 菅茶山翁筆のすさひ　一～四
※板本，4冊

安政 4 .孟春発兌 菅茶山著・木村雅寿校・三
都書肆（江戸）須原屋茂兵
衛外

竪冊 4冊

207 可成談　乾・坤
※写本，2冊合綴

（江戸期） 荻生宗右衛門（徂徠）述 竪冊 1冊

470 随筆珍本塩尻　上・下
※刊本，2冊

明治40. 6 .30～11.30 村瀬兼太郎発行・編輯（東
京市）帝国書院発行

竪冊 2冊

和歌

82 和歌西行法師家集（西一・二）
※板本

（江戸期） （西行著）・書堂永田長兵衛
開板

竪冊 1冊

83 西行法師家集　雑共（西一～四）
※板本

延宝 2 .林鐘日 書堂永田長兵衛開板 竪冊 1冊

185 鈴屋集　一～九
※板本，9冊

享和 3 . 8 .跋 本居宣長詠・書林（勢州松
阪）文海堂柏屋兵助

竪冊 9冊

186 鈴屋集　一～九
※板本，9冊

享和 3 . 8 .跋 本居宣長詠・発行書肆（京
都）菱屋孫兵衛外

竪冊 9冊

187 鈴屋集　上・中・下
※板本，3冊

文化13.11.序 本居春庭詠 竪冊 3冊

188 後鈴屋集　後篇　上・中・下
※板本，3冊

天保 3 . 3 . 本居春庭詠 竪冊 3冊

199 稲葉集　上・下
※板本，2冊

文政 7 .正.序 本居太平詠・弘所（江戸）
須原屋茂兵衛外

竪冊 2冊

322 鈴屋大人五十回霊祭歌
※板本

嘉永 3 . 6 .跋 大橋長広 竪冊 1冊

318 千百人一首　上・下
※板本，2冊合綴

安政 4 .仲秋序 富樫広蔭・言幸舎蔵板 竪冊 1冊

261 怜野集　春・夏・秋・冬・恋・雑
※板本，12冊

文化 3 .跋 清原雄風編・書肆（京都）
出雲寺文次郎外発行

竪冊 12冊

144 絵島廼浪　上・下
※板本，2冊合綴

明治15.10.28 （香川景樹撰）・村山松根編
輯・（東京府）吉川半七発兌

竪冊 1冊

210 岩倉贈太政大臣集　上・下
※板本，2冊

明治19. 5 .跋 （岩倉具視） 竪冊 2冊

357 和歌独習自在　壱～六
※刊本，6冊

明治32. 3 .15 上田維暁著・（東京市）青木
恒三郎発行

竪冊 6冊

339 当世風俗五十番歌合　上・下
※刊本，2冊

明治40. 3 .10 池辺藤園作歌・判語・浅井
黙語画・（東京）吉川半七発
行

竪冊 2冊

467 桂園遺稿　上・下
※刊本，2冊

明治40. 3 .25～ 8 .25 香川景樹（桂園）著・弥富
浜雄編・（東京）五車樓発兌

竪冊 2冊

463 歌学文庫　壱～八（三次）
※刊本，7冊

明治43. 9 .30
～大正 2 . 1 . 1

室松岩雄編輯・発行・法文
館書店発行

竪冊 7冊

俳諧

84 俳諧季寄これこれ草　上・下
※板本，2冊合冊

嘉永 3 .晩冬序 加藤正得著・梶田文光堂・
書林聖華房（皇都）山田茂
介蔵

竪冊 1冊
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安芸国賀茂郡寺家村　野坂家文書（198802）
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476 誹風柳樽全集
※刊本

大正13.10.10 広谷雄太郎編輯・発行・（東
京市）国書刊行会

竪冊 1冊

漢詩

80 詩語解　上・下
※板本，2冊合冊

宝暦13.季春跋 大典禅師著・京都書林津逮
堂発兌・（大谷）吉野家仁兵
衛板

竪冊 1冊

244 唐詩選掌故　自一至七合冊
※板本，2冊合冊

明和元.12.跋 千葉玄之（芸閣）著 竪冊 1冊

13 唐詩選諺解（唐詩国字弁　巻之一・
二）
※板本，14と合綴，表紙破損

（江戸期） 服元喬（服部南郭） 竪冊 1冊

14 唐詩選解　再版　下（唐詩国字弁　
巻之六・七）
※板本，13と合綴

明和 4 .11. 服部南郭・書林（京）田原
勘兵衛刻

竪冊 1冊

279 独醒庵集　全
※板本，3冊合冊

寛政13.正. 平賀周蔵（蕉斎）著・平賀
昌蔵輯・書肆（大坂）加島
屋久兵衛外

竪冊 1冊

93 中唐二十家絶句　上
※板本

文化10.11.序 館機（柳湾）編録 竪冊 1冊

324 中唐二十家絶句　巻中
※板本

（江戸期） 館機（柳湾）編録 竪冊 1冊

12 唐詩選画本　七言絶句　一～五
※板本，5冊合綴

文化11.再板 （鈴木）芙蓉画・東都書林小
林新兵衛蔵板

竪冊 1冊

243 唐詩選国字解
※板本，4冊合綴

文化11. 6 .再板 服部南郭著・書肆（江戸）
小林新兵衛梓

竪冊 1冊

90 文政十七家絶句集
※板本

文政11. 8 .序 加藤淵（玉香）輯・奎日華
閣外発兌

竪冊 1冊

96 日本楽府
※板本

文政13.冬月 頼山陽著・（江戸）須原屋伊
八外

竪冊 1冊

114 竹外二十八字詩　上・下
※板本，2冊合綴

天保 3 .初秋 藤井啓（竹外）著・京都書
林田中屋専助板

竪冊 1冊

212 春草堂詩鈔　一～四
※板本，4冊合綴

天保 4 .新刻 頼杏平著・浪華書林抱玉堂
外・河内屋徳兵衛蔵板

竪冊 1冊

118 春草堂詩鈔　一～四
※板本，4冊秩入

天保 5 .10.発兌 頼杏平著・抱玉堂外・書肆
（京都）菱屋孫兵衛外

竪冊 4冊

103 遠思樓詩鈔　乾・坤
※板本，2冊合綴

天保 8 .新鐫 広瀬淡窓著・浪華書房群玉
堂外同梓・書林（京都）河
内屋藤四郎外

竪冊 1冊

86 天保三十六家絶句　上・中・下
※板本，3冊合綴

天保 9 .季秋 三上恒編・三都書肆（京）
大文字屋得五郎外

竪冊 1冊

87 天保三十六家絶句　上・中・下
※板本，3冊合綴

天保 9 .季秋 三上恒編・三都書肆（京）
大文字屋得五郎外

竪冊 1冊

112 嵐山風雅集　上・下
※板本，2冊合綴

天保10.仲春序 仁科幹（白谷）輯 竪冊 1冊

104 遠詩樓詩鈔　二編　乾・坤
※板本，2冊合綴

嘉永 2 .孟春跋 広瀬淡窓著・江都書林千錘
坊外合梓・浪花書林河内屋
茂兵衛蔵板

竪冊 1冊

92 浙西六家詩評　一～三
※板本，3冊

嘉永 2 .発兌 頼山陽述・浪華書林河内屋
喜兵衛外

竪冊 3冊

191 摂西六家詩鈔　一～五
※板本，5冊

嘉永 2 .発兌 （北尾墨香居編）・版元江都
書房須原屋茂兵衛外

竪冊 5冊
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115 高青邱詩醇　一～四
※板本，4冊合綴

嘉永 5 . 3 . 斉藤徳蔵著・書物問屋（江
戸）和泉屋金右衛門

竪冊 1冊

91 安政三十二家絶句　上・中・下
※板本，3冊合綴

安政 4 . 6 .序 擁万堂額田正編・（江戸）須
原屋茂兵衛外・平安書肆文
栄堂外合梓

竪冊 1冊

323 忠芬義芳詩巻　下
※板本

安政 6 . 6 .発兌 河原寛（翠城）輯・（江戸）
岡田屋嘉七外

竪冊 1冊

113 近世名家詩選　上・下
※板本，2冊合綴

文久元. 3 .序 大沼枕山撰・藤森大雅輯・
京都書林出雲寺文治郎外

竪冊 1冊

298 静文館詩集　上・下
※板本，2冊

文久元. 9 .序 劉元高（琴渓）著・勝村治
右衛門外発行

竪冊 2冊

88 文久二十六家絶句　上・中・下
※板本，3冊合綴

文久 2 .仲夏.稟准 桜井成憲編・書肆（江戸）
須原屋茂兵衛外

竪冊 1冊

233 竹雪山房詩鈔　乾・坤
※板本，2冊

文久 2 .冬序 宇都宮龍山著 竪冊 2冊

89 慶応十家絶句
※板本，2冊合綴

慶応 4 . 3 .官許 内田脩（栗斎）輯・東都書
肆山城屋佐兵衛外

竪冊 1冊

65 大阪繁昌詩　上・中・下
※板本，3冊合綴

（江戸期） 田中金峰著 竪冊 1冊

116 順正書院詩　完
※板本

明治 2 . 5 .跋 新宮貞亮編 竪冊 1冊

348 山陽詩註　一～四
※板本，4冊

明治 2 .梓行 （日柳）燕石註・（西京）竹
苞楼佐々木惣四郎

竪冊 4冊

71 鉄心遺稿　一～三
※板本，3冊合綴

明治 6 .新鐫 小原忠寛（鉄心）著・発行
書肆（美濃国）岡安慶介

竪冊 1冊

344 山陽詩解　一～三
※板本，3冊合綴

明治11. 6 .序 根津全考解・（大阪市）青木
恒三郎発行嵩山堂発売

竪冊 1冊

498 竹外廿八字詩評本　一～四
※板本，4冊

明治16. 7 . 3版権免許 藤井啓（竹外）著・発売書
肆（大坂）浜本伊三郎

竪冊 4冊

119 竹堂詩鈔　上・下
※板本，2冊

明治26. 3 . 2 斉藤馨（竹堂）著・（宮城県）
伊勢斎助・齋藤文三郎発行

竪冊 2冊

124 虎山詩鈔
※写本，罫紙使用

（明治期） 坂井虎山・紀本翠翁評著 竪冊 1冊

346 詩律法門　上・下
※刊本，2冊合綴

明治14. 2 . 5 菅茶山詩・劉石秋解・（石川
県）藤井伸三出版

竪冊 1冊

249 節斎遺稿　上・下
※刊本，2冊合綴

明治15. 6 .上梓 森田益（節斎）著・島田泰
夫外編輯・出版・（東京）博
聞社発兌

竪冊 1冊

107 沈山先生遺稿　全
※刊本

明治26.12.27 大沼沈山著・（東京府）大沼
嘉平編輯・発行

竪冊 1冊

334 西埜擷芳　第一集
※刊本，332・333と合綴

明治29. 3 . 1 （三原町）淵慶編纂・発行 竪冊 1冊

72 麦浪園遺珠　上・中・下
※刊本，3冊合綴

明治30. 9 . （広島）岡田俊太郎出版・編
輯

竪冊 1冊

70 節庵遺稿　乾・坤
※刊本，2冊合綴

明治34. 7 .20 宮原潜著・（福井市）宮原六
之助発行

竪冊 1冊

312 節庵遺稿　乾・坤
※刊本，2冊

明治34. 7 .20 宮原潜著・（福井市）宮原六
之助発行

竪冊 2冊

313 節庵遺稿　乾・坤
※刊本，2冊合綴

明治34. 7 .20 宮原潜著・（福井市）宮原六
之助発行

竪冊 1冊
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58 十竹軒遺稿　乾・坤
※刊本，2冊

明治37. 7 . 7 山田養吉（十竹）・（広島市）
山田二郎編輯・発行

竪冊 2冊

110 芸備遊草
※刊本

大正元. 8 .18 （東京市）喜多貞吉編輯・発
行

竪冊 1冊

19 桑宅遺稿
※刊本

大正 4 . 2 .11 木原籍之（桑宅）・（広島市）
木原松三郎編輯・発行

竪冊 1冊

109 恕堂詩文鈔
※刊本

大正 7 . 4 .20 大和篤（恕堂）・（福山市）
鳥山一郎編輯・（尾道市）永
井僚太郎発行

竪冊 1冊

256 雙鶴集　天・地・人
※刊本，3冊

大正 7 . 3 .跋 　 竪冊 3冊

125 晩静廬花月集・翼山詩存　附春水餘
韻　合巻
※刊本

大正 7 . 5 .跋 石川勝美輯・石井要吉輯 竪冊 1冊

126 晩静廬花月集　全
※刊本

大正 8 . 3 .10 （広島市）石川勝美編輯・発
行

竪冊 1冊

332 菅茶山先生三原梅見の記
※刊本，333・334と合綴

大正11. 3 .10 菅茶山著・（三原町）沢井常
四郎発行

竪冊 1冊

111 春風館詩鈔
※刊本

大正13. 6 .10 頼千齢著・（竹原市）頼俊直
発行

竪冊 1冊

122 合刻　玉筍庵詩存
※刊本

大正13.序 （津和野）永田良著 竪冊 1冊

257 鶴鳴軒詩文鈔　完
※刊本

大正14. 3 . 1 稲田九皐著・稲田達三・止
戈編輯発行・（広島市）教育
彰功還暦祝賀九皐会発行

竪冊 1冊

108 冷灰遺稿
※刊本

大正15. 3 .15 江木衷（冷灰）・（東京市）
江木栄子編輯・発行

竪冊 1冊

63 桜南遺稿詩
※刊本

昭和 2 . 5 .20 長谷川恭平（桜南）・（三原
町）沢井常四郎発行・編輯

竪冊 1冊

246 桜南遺稿
※刊本

昭和 2 . 5 .20 長谷川恭平（桜南）・（三原
町）沢井常四郎発行・編輯

竪冊 1冊

102 貢山詩鈔
※刊本

昭和 3 . 4 .25 岡村嘉太郎（貢山）・（三原
町）沢井常四郎発行

竪冊 1冊

123 虎山詩鈔
※刊本

昭和 7 .10.10 坂井虎山・紀本翠窓評訂・
編集・（広島市）松涛吟社発
行

竪冊 1冊

117 金子霜山先生詩文
※写本

（明治期） 金子霜山 竪冊 1冊

漢文

201 徂徠先生答問書　上・中・下
※板本，3冊合綴

享保12. 5 . 根遜志迫修編録・（京）野田
弥兵衛外刊行

竪冊 1冊

308 聖学問答　上・下
※板本，2冊合綴

享保21. 3 . 太宰春台撰・江都書肆嵩山
房須原屋新兵衛開板

竪冊 1冊

258 原古編　全
※写本

寛政 2 . 3 .朔旦自序 頼惟柔（杏坪）著 竪冊 1冊

97 今世名家文鈔　一～八
※板本，8冊

嘉永 2 . 8 .序 篠崎小竹等著・月性編・書
林（京都）河内屋藤四郎外

竪冊 8冊

337 今世名家文鈔　一～四
※板本，4冊，2冊づつ合綴

嘉永 2 . 8 .序 篠崎小竹等著・月性編・大
阪発兌書肆中川勘助外

竪冊 4冊
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181 謝選拾遺　一～五
※板本，5冊

嘉永 2 . 9 .跋 頼襄（山陽）選・売捌所（大
阪）積玉圃柳原喜兵衛

竪冊 5冊

48 唐荊川文粋　二
※板本

（江戸期） 村瀬（田辺）誨輔編 竪冊 1冊

216 山陽文稿　上・下
※板本，2冊

明治 3 .開雕 頼山陽・（東京）和泉屋金右
衛門外

竪冊 2冊

345 山陽文稿　上・下
※板本，2冊合綴

明治 3 .開雕 頼山陽・（東京）和泉屋金右
衛門外

竪冊 1冊

98 偶評続今世名家文鈔　一～八
※板本，8冊

明治12. 9 .出版 近藤元粋編輯・（大阪府）塩
治芳兵衛外出版

竪冊 8冊

100 明治六大家文鈔　一～三
※板本，3冊合綴

明治13. 4 .25 岡文二編輯・（東京府）山中
市兵衛出版

竪冊 1冊

101 拙堂文集　一～六
※板本，6冊

明治14. 7 .下旬 齋藤拙翁著・（三重県）中内
惇編・（同県）齋藤次郎出版

竪冊 6冊

182 集註纂評謝選拾遺
※板本，5冊

明治16. 3 .出版 頼山陽選・（大阪府）行徳敬
二郎集註兼出版・（同府）松
村九兵衛発兌

竪冊 5冊

99 纂評訓点謝選拾遺　上・中・下
※板本，3冊

明治17. 4 .出版 頼山陽選・原田由己訓点・
（埼玉県）長島為一郎出版

竪冊 3冊

106 学海画夢
※板本

明治18. 5 .自序 依田学海著 竪冊 1冊

105 朗盧文鈔　上・中・下
※板本，3冊

明治18.11.出版 阪谷素（朗盧）著・（岡山県）
阪田丈平編・（同県）阪谷次
雄出版

竪冊 3冊

69 読我書楼遺稿　巻一～巻四
※写本，2冊

明治15. 5 .跋写 吉村晋著 竪冊 2冊

漢詩文

20 覆醤集　上・下
※板本，2冊，「児玉蔵書」印消印

寛文11. 3 .吉 （石川）丈山・書林聖華房
（皇都）山田茂助

竪冊 2冊

309 覆醤集
※板本，3冊合冊

元禄17.仲春穀旦 岡村丈山注・野間三竹批洛
汭書林八尾市兵衛外

竪冊 1冊

81 文語解
※板本，5冊合綴

明和 9 . 5 . （顕常）・皇都書肆出雲寺文
次郎外

竪冊 1冊

542 続習文録　原文・読譜
※板本，2冊

寛政 3 .10. （皆川）有斐斎・皇都書肆菱
屋孫兵衛外

竪冊 2冊

283 白山集　巻一～五
※板本，4冊合冊

寛政 6 . 8 .序 平賀周蔵（白山）著・平賀
玄蔵輯

竪冊 1冊

168 臨川全集　一～六
※板本，5冊

文化 3 .季冬.下浣跋 寺田半蔵（臨川）著・寺田
高年外謹行

竪冊 5冊

266 黄葉夕陽村舎詩　一～五
※板本，5冊

文化 9 .晩春刻成 菅茶山著・江戸須原屋茂兵
衛外

竪冊 5冊

265 黄葉夕陽村舎詩
※板本，5冊

弘化 4 .秋補刻 菅茶山著・書林（江戸）須
原屋茂兵衛外

竪冊 5冊

262 黄葉夕陽村舎詩　後編　一～四
※板本，4冊

文政 6 .11.刻成 菅茶山著・書林（江戸）須
原屋茂兵衛外

竪冊 4冊

341 黄葉夕陽村舎詩　後編　一～四
※板本，4冊

弘化 4 .秋補刻 菅茶山著・書林（江戸）須
原屋茂兵衛外

竪冊 4冊

264 黄葉夕陽村舎詩　遺稿　一～四
※板本，4冊

天保 3 . 4 .刻成 菅茶山著・書林（江戸）須
原屋茂兵衛外

竪冊 4冊
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263 黄葉夕陽村舎詩文　遺稿　一～四
※板本，4冊

天保 3 .新鐫 菅茶山著・三都書林（京都）
河内屋藤四郎外

竪冊 4冊

217 春水遺稿　詩・文
※板本，5冊，ただし「一」は表紙のみ

　 頼春水著・頼襄（山陽）編・
書林聖華房（皇都）山田茂
助蔵

竪冊 5冊

218 春水遺稿別録
※板本，2冊

文政11.冬月跋 頼春水著・頼襄（山陽）編・
書林聖華房（皇都）山田茂
助蔵

竪冊 2冊

219 春水遺稿附録
※板本

　 頼春水著・頼襄（山陽）編・
書林聖華房（皇都）山田茂
助蔵

竪冊 1冊

223 春水遺稿　詩・文
※板本，3冊

文政11.冬月跋 頼春水著・頼襄（山陽）編・
書林聖華房（皇都）山田茂
助蔵

竪冊 3冊

224 春水遺稿別録
※板本

　 頼春水著・頼襄（山陽）編・
書林聖華房（皇都）山田茂
助蔵

竪冊 1冊

214 山陽先生題跋　全
※板本

（江戸期） 頼山陽著・児玉慎（旗山）輯
録・書林（大阪）松村九兵
衛

竪冊 1冊

225 山陽先生書後　上・中・下
※板本，3冊

天保 3 . 8 .序 頼山陽著・児玉慎（旗山）
輯録・春和堂発行

竪冊 3冊

221 山陽詩鈔　一・二
※板本，2冊

天保 4 .新鐫 頼襄（山陽）著・書物所（大
坂）河内屋和助

竪冊 2冊

220 山陽遺稿　詩　一～三
※板本，3冊

天保12. 9 .新鐫 頼襄（山陽）著・発行書林
菱屋孫兵衛外

竪冊 3冊

342 山陽遺稿　文　一～五
※板本，5冊

天保12.新鐫 頼襄（山陽）著・書林五王
堂

竪冊 5冊

546 梅墩詩抄　三編　上・下
※板本，2冊

嘉永元.開鐫 広瀬謙（旭荘）著・書林（京
都）河内屋藤四郎外

竪冊 2冊

248 月瀬記勝　乾・坤
※板本，2冊合綴

嘉永 4 .孟冬序 （齋藤）拙堂著・看雲亭蔵板 竪冊 1冊

209 回天詩史　乾・坤
※板本，2冊合綴

安政 3 . 5 .後序 藤田彪（東湖）著 竪冊 1冊

229 李忠定公奏議選　全
※板本

安政 4 .夏新刻 頼山陽選・（京）勝村治右衛
門外

竪冊 1冊

189 李忠定公集鈔　上・下
※板本，2冊合綴

文久 3 . 6 . 頼山陽選・三都書肆（江都）
須原屋茂兵衛外

竪冊 1冊

190 駆豎斎詩文鈔　麟・鳳・亀・龍
※板本，4冊合綴

文久 3 .正序 新宮涼庭（駆豎斎）著・順
正書院蔵板

竪冊 1冊

61 宕陰存稿　礼・楽・射・御・書・教
※板本，6冊

明治 3 .仲夏刻成 塩谷世弘（宕陰）著・（東京）
山城屋政吉

竪冊 6冊

300 省諐録　全
※板本

明治 4 .晩冬 佐久間象山・聚遠楼蔵梓 竪冊 1冊

62 桜陰遺稿　一～五
※板本，3冊

明治11. 9 .21 芳野世行著・発兌書肆（東
京）博文社外

竪冊 3冊

120 竹堂文鈔　上・中・下
※板本，3冊

明治12.晩秋.下浣序 齋藤馨（竹堂）著・仙台書
肆伊藤氏蔵版

竪冊 3冊

121 続竹堂文鈔　上・中・下
※板本，3冊

明治16. 8 .出版 齋藤馨（竹堂）著・（宮城県）
伊勢安右衛門出版・発行書
林（東京）北畠茂兵衛外

竪冊 3冊
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（6） 歴史

通史

425 東鑑　一～五十二・脱漏
※板本，26冊，慳貪入

寛文 8 .仲春 （江戸）中野孫三郎板行 竪冊 26冊

195 本朝通紀　前篇　序～巻之廿五
※板本，13冊

（江戸期） 長井定宗集編 竪冊 13冊

196 本朝通紀　後篇　巻之一～巻之三十
※板本，17冊

元禄11.11.吉 長井定宗集編・浪華書林松
村九兵衛外

竪冊 17冊

509 日本外史補　一～十四
※板本，9冊

慶応 2 . 5 .新鐫 岡田僑著・発行書林（江戸）
須原屋茂兵衛外

竪冊 9冊

353 弘道館叢書　皇朝史略　一～六　続
※板本，6冊

（明治 2 .仲冬刻成） 青山延于著・（発売書肆大
阪敦賀屋為七外）

竪冊 6冊

354 弘道館叢書　続皇朝史略　一～四
※板本，4冊

明治 2 .仲冬刻成 青山延于著・発売書肆（大
阪）敦賀屋為七外

竪冊 4冊

349 訂正国史略　一～五
※板本，5冊

明治 8 .11.14版権免許 岩垣松苗編・（京都府）井孫
兵衛出版

竪冊 5冊

510 増補日本外史　一～十二
※板本，12冊

明治 9 . 4 .28版権免許 頼久太郎（山陽）著・発兌
書林（大坂府）田中太右衛
門外

竪冊 12冊

558 日本政記箚記　一巻～十六巻
※板本，4冊

明治10. 9 .刻成 雨森精翁纂輯・（京都府）大
谷仁兵衛外出版

竪冊 4冊

26 万国史記　一～二十
※板本，10冊

明治12. 5 .出版 岡本監輔編纂・出版・発兌
書肆東京内外兵事新聞局

竪冊 10冊

51 校刻古今紀要　三・四
※板本，2冊

明治14. 6 .11分板 川島楳坪編・製本発兌（埼
玉県）長島為一郎外

竪冊 2冊

351 増補日本政記　再刻　一～八
※板本，8冊

明治24. 5 . 5四刻出版 頼久太郎（山陽）著・（大阪
府）田中太右衛門外発行

竪冊 8冊

226 校正標註日本外史　一～十三
※板本，13冊

明治32. 1 .25八刻出版 頼山陽著・頼又次郎標註・
（大阪市）田中太右衛門外

竪冊 13冊

29 野史　首～二十七
※刊本，30冊

明治37. 4 .30
～明治39. 7 . 5

飯田忠彦・（東京）吉川弘文
館発行

竪冊 30冊

222 日本外史新釈　巻之二～五・八～廿
二
※刊本，10冊

明治40. 8 .20
～明治41. 7 .25

頼山陽著・久保得二著・博
文堂発行

竪冊 10冊

457 通俗日本全史　第一巻～第二十巻
（第八巻・第十二巻欠）
※刊本，18冊

大正元. 9 .18
～大正 2 . 2 .18

早稲田大学編輯部編輯・早
稲田大学出版部発行

竪冊 18冊

時代史

459 大日本時代史
※ 8冊一括

（明治40） 早稲田大学出版部発行 括 1括（8

冊）

459/1 ◦大日本時代史　奈良朝史
※刊本

明治40. 5 .25 久米邦武著・早稲田大学出
版部発行

竪冊 （1冊）

459/2 ◦大日本時代史　平安朝史
※刊本

明治40. 3 .18 池田晃淵著・早稲田大学出
版部発行

竪冊 （1冊）

459/3 ◦大日本時代史　鎌倉時代史
※刊本

明治40. 8 .18 三浦周行著・早稲田大学出
版部発行

竪冊 （1冊）

459/4 ◦大日本時代史　南北朝時代史
※刊本

明治40. 7 .18 久米邦武著・早稲田大学出
版部発行

竪冊 （1冊）
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459/5 ◦大日本時代史　安土桃山時代史
※刊本

明治40. 2 .18 渡辺世祐著・早稲田大学出
版部発行

竪冊 （1冊）

459/6 ◦大日本時代史　徳川幕府時代史
※刊本

明治40. 4 .18 池田晃淵著・早稲田大学出
版部発行

竪冊 （1冊）

459/7 ◦大日本時代史　幕末史
※刊本

明治 40. 9 .18 小林庄次郎著・早稲田大学
出版部発行

竪冊 （1冊）

459/8 ◦大日本時代史　維新史
※刊本

明治41.11.28 本多辰次郎著・早稲田大学
出版部発行

竪冊 （1冊）

雑史・地方史

235 元寇紀略　乾・坤
※板本，2冊合綴

安政 3 . 8 .刻成 大橋順蔵（訥庵）著・発行
書林（京都）勝村治右衛門
外

竪冊 1冊

32 尊攘紀事　第一冊～第四冊
※板本，4冊合綴

明治15. 8 .出版 岡千仭著・（東京府）前田円
出版

竪冊 1冊

468 類聚近世風俗史　上・下
※刊本，2冊

明治41.11.25～12.25 室松岩雄編輯・国学院大学
出版部発行

竪冊 2冊

444 日米交渉五十年史
※刊本

明治42. 5 .20 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

458 通俗二十一史　第一巻～第二十巻
※刊本，12冊

明治44. 7 .25
～明治45. 4 .28

早稲田大学編輯部編輯・早
稲田大学出版部編輯

竪冊 12冊

260 三備史略　巻之一～三
※刊本，3冊合綴

明治27. 3 .20 五弓久文編輯・（芦田郡府
中市村）高尾佐一発行

竪冊 1冊

484 沼隈郡誌
※刊本

大正12.12.17 広島県沼隈郡役所編纂・（沼
隈郡松永村）先憂会発行

竪冊 1冊

485 芦品郡志　全
※刊本

大正14.10.20 芦品郡役所内芦品郡自治会
編・発行

竪冊 1冊

実録

338 西国太平記　一～十
※板本，10冊

延宝 6 .仲冬 橘生斎著・中野五郎左衛門
板行

竪冊 10冊

289 赤穂義士人之鑑　上・下
※板本，2冊

文化11.序 （桜東雄著）・清水正徳序 竪冊 2冊

287 赤穂義士一夕話　一～十
※板本，10冊

嘉永 7 .孟冬 山崎美成編輯・橋本玉蘭画・
発行書肆（大坂）河内屋茂
兵衛外

竪冊 10冊

299 義人遺草
※板本

慶応 2 . 6 . 青山佩弦輯・発行書林（京
都）勝村治右衛門外

竪冊 1冊

278 赤穂義人録補正　乾・坤
※板本，2冊合綴

明治 5 . 9 .発兌 室鳩巣著・売弘書肆（東京）
椀屋喜兵衛外・製本書肆（尾
張）静観堂伊六

竪冊 1冊

487 国史叢書　西国太平記　全・毛利秀
元記　全
※刊本

大正 4 . 8 .15 黒川真道編・（東京市）国史
研究会発行

竪冊 1冊

戦記

234 西国嶋原合戦記　上・中・下
※板本，3冊合綴

　 （遠山信春） 竪冊 1冊

175 与州河野軍記　序～十六
※板本，18冊

延享 4 .正.吉 重見右門著・浪華書肆鳥飼
市兵衛外

竪冊 18冊

176 与州河野軍記　序・目録～六
※板本，8冊

（江戸期） 重見右門著 竪冊 8冊
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488 廿七八年海戦史　上・下・別巻
※刊本，3冊

明治38. 8 .28～12.19 海軍軍令部編纂・（東京市）
春陽堂発行

竪冊 3冊

481 日露交戦記念録　上・下
※刊本，2冊

明治38. 6 .15
～明治39. 6 .25

内田安蔵著述・発行・（東京
市）東江堂発行

竪冊 2冊

483 日露戦史　第一巻～第十巻
※刊本，20冊

明治45. 5 .26
～大正 4 . 1 .31

参謀本部編纂・（東京）偕行
社発行

竪冊 20冊

史論

276 標註校正神皇正統記　一～六
※板本，3冊

慶応元. 4 .17跋 北畠親房・書林聖華房（皇
都）山田茂助蔵

竪冊 3冊

192 大日本史賛藪　一～五
※板本，6冊

明治 2 .孟春刻成 頼山陽鈔・安積覚著・三都
書肆（江戸）須原屋茂兵衛
外

竪冊 6冊

340 大日本史賛藪　一～五
※板本，6冊

明治 2 .孟春刻成 頼山陽鈔・安積覚著・書肆
（東京）須原屋茂兵衛外

竪冊 6冊

94 日本政記論文　乾・坤
※写本，2冊

　 　 竪冊 2冊

477 中朝事実
※刊本

大正12. 3 .20 山鹿素行著・四元学堂訳著・
（東京市）帝国報徳会出版
部発行

竪冊 1冊

史料

471 大日本史料　第四編之四・八
※刊本，2冊

明治38.10.21
～明治41.12.25

東京帝国大学編纂・東京帝
国大学文科大学史料編纂掛
発行

竪冊 2冊

472 大日本史料　第六編之七・八
※刊本，2冊

明治41. 6 .12～12.26 東京帝国大学編纂・東京帝
国大学文科大学史料編纂掛
発行

竪冊 2冊

473 大日本史料　第十二編之十一～十三
※刊本，3冊

明治41. 3 .31
～明治42. 5 .29

東京帝国大学編纂・東京帝
国大学文科大学史料編纂掛
発行

竪冊 3冊

25 香取文書纂　首～十五
※刊本，16冊

明治41. 9 .12 伊藤泰蔵編輯・（千葉県）朝
野利兵衛発行

竪冊 16冊

外国史

373 法普戦争誌略　一～八
※刊本，8冊，2冊づつ合綴

明治 4 . 6 . 渡六之助編・須原屋茂兵衛
発行

竪冊 8冊

57 西洋英傑伝　三編　上・下
※板本，2冊合綴

明治 5 .仲夏補刻 （フラセル撰）・河津孫四郎
校正・作楽戸痴鶯訳編・発
行書肆（東京）英蘭堂島村
利助

竪冊 1冊

28 明治新刻元明清史略　巻之一～五
※板本，5冊

明治11. 7 .序・跋 石村貞一編輯・（東京府）東
生亀次郎出版

竪冊 5冊

350 標記増補元明史略　一～四
※板本，4冊

明治14. 7 .出版発兌 後藤芝山編・山本清渓増補・
岩垣謙亭標記・（京都府）藤
井孫兵衛出版

竪冊 4冊

445 現代文明史
※刊本

明治42. 6 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

448 十九世紀科学の進歩
※刊本

明治42.10.20 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

449 十九世紀末年史
※刊本

明治43. 4 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

453 欧州道徳史　上・下
※刊本，2冊

明治43. 4 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 2冊
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446 欧州現代政治史　上・下
※刊本，2冊

明治43. 1 .25・明治44.
7 .30

大日本文明協会編輯・発行 竪冊 2冊

447 政治的発展の一世紀
※刊本，1冊

明治44.10.13 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

伝記

250 芸備孝義伝（二編）　巻一・二・六・
七
※板本，4冊

享和 3 . 2 .序 頼惟完（春水）序 竪冊 4冊

30 高山操志　上・下
※板本，2冊

明治 3 . 6 . 金井之恭編纂・（東京）和泉
屋金右衛門

竪冊 2冊

343 山陽外伝
※刊本

明治10.10.発兌 吉村春雄編輯・出版 竪冊 1冊

347 山陽詳伝　上・下
※刊本，2冊合綴

明治11.初夏 渡部主一編輯・（大阪市）青
木恒三郎発行

竪冊 1冊

52 近世偉人伝　初編　上・下
※板本，2冊

明治15.新鐫 蒲生重章著・出版・発兌人
（東京）青山清吉外

竪冊 2冊

53 近世偉人伝　二篇　上・下
※板本，2冊

（明治15） 蒲生重章著・出版・発兌人
（東京）青山清吉外

竪冊 2冊

54 近世偉人伝　三編　上・下
※板本，2冊

（明治15） 蒲生重章著・出版・発兌人
（東京）青山清吉外

竪冊 2冊

55 近世偉人伝　四編　上・下
※板本，2冊

明治15.新鐫 蒲生重章著・出版・発兌人
（東京）青山清吉外

竪冊 2冊

56 近世偉人伝　五編　上・下
※板本，2冊

（明治15） 蒲生重章著・出版・発兌人
（東京）青山清吉外

竪冊 2冊

21 右大臣吉備公伝纂釈　首・上・下巻
※刊本，3冊合綴

明治35. 3 .10 重野安繹著・（岡山県）吉備
公保廟会事務所発行

竪冊 1冊

330 六刻日本立志編　三
※板本

明治16.10.25六板御届 干河岸貫一著・（大阪府）吉
岡平助出版

竪冊 1冊

331 日本立志編　四～六
※板本，3冊

明治13.12.25 干河岸貫一著・（大阪府）吉
岡平助出版

竪冊 3冊

511 前賢故実　一～十
※板本，10冊

明治36. 7 .13翻刻発行 菊池武保輯画・（東京市）桜
井庄吉翻刻・発行

竪冊 10冊

320 本居雑考　上・下
※刊本，2冊

明治37. 4 .24 本居豊頴著・好古社出版部
発行印刷

竪冊 2冊

461 西南紀伝　上・中・下巻
※刊本，6冊

明治41.12. 1
～明治44. 4 . 1

（東京市）黒龍会本部編輯・
発行

竪冊 6冊

450 近世名婦伝
※刊本

明治42. 9 .29 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

22 蕃山先生年譜　全
※刊本

明治43. 7 .25 片山重範編纂・（岡山市）山
陽書籍株式会社発行

竪冊 1冊

480 修養実訓福沢先生の手紙
※刊本

大正 7 . 6 .18 鈴木梅四郎著作・（東京市）
晩成社発行

竪冊 1冊

486 経学者平賀晋民先生
※刊本

昭和 5 . 4 . 5 （三原町）沢井常四郎著・大
雄閣書房発行

竪冊 1冊

系譜

494 浅野家御系譜
※写本，内題「浅野考譜」

正徳 2 .仲冬序 西山昌兼 竪冊 1冊
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544 姓氏解弁髦録　上・下
※板本，2冊

元文 5 . 5 .吉 宇根鼎著・京都書林磯嶋卯
右衛門板行

竪冊 2冊

213 訂正新撰姓氏録　花・鳥・風・月
※板本，4冊

文化 4 . 7 . 万多親王等著・発行書肆京
出雲寺文次郎外

竪冊 4冊

（7） 地理

日本地誌

68 芸備国郡志　完
※写本

　 （黒川道祐著） 竪冊 1冊

180 都名所図絵
※板本，6冊

天明 6 . 秋里籬島著・竹原信繁画・
浪花書林河内屋太助梓

竪冊 6冊

147 諸国奇談西遊記　一～四
※板本，5冊合綴

寛政 7 . 3 . 橘南渓著・書林（京都）勝
村治右衛門外

竪冊 1冊

148 諸国奇談西遊記　後編　一～四
※板本，4冊合綴

寛政10. 9 . 橘南渓著・（本石町弐丁目）
西村源六外

竪冊 1冊

149 諸国奇談東遊記　合冊
※板本，2冊合冊

寛政 7 . 8 .26 橘南渓著・書林（京都）勝
村治右衛門外

竪冊 1冊

150 東遊記　後編
※板本

寛政 7 . 8 . 橘南渓著・書林勝村治右衛
門外

竪冊 1冊

64 東京新繁昌記　初編～五編
※板本，5冊

明治 7 . 4～12刻成 服部誠一著・発行書林（東
京）山城屋政吉

竪冊 5冊

59 柳橋新誌　全
※板本

明治 7 . 4 .刻成 成島柳北著・発行書林山城
屋政吉

竪冊 1冊

60 柳橋新誌　二編
※板本

明治 7 . 2 .刻成 成島柳北著・発售書肆山城
屋政吉

竪冊 1冊

遊覧

252 厳島道芝記　一～四
※板本，4冊

元禄15. 3 .上旬 （小島常也）・書林（京）小
佐治与三右衛門外

竪冊 4冊

205 芸州厳島図会　巻之一～巻之十
※板本，10冊

天保13.正.発兌 岡田清編述・山野俊峯斎外
画・製本書肆（広島）樽屋
惣左衛門外

竪冊 10冊

253 厳島みやげ　全
※刊本

明治28. 3 .28 島村武助編集・発行 竪冊 1冊

251 新撰厳島独案内
※板本

明治28. 8 .28 平野岩吉著・（厳島町）平野
種太郎発行

竪冊 1冊

489 北海誌料
※刊本

明治35. 5 .20 林顕三編纂・冨山房発兌 竪冊 1冊

333 三原めくり
※刊本，332・334と合綴

大正11. 3 .10 （三原町）沢井常四郎発行
兼編纂

竪冊 1冊

475 長崎より江戸まで
※刊本

大正 4 . 7 .15 ケムフェル著・衛藤利夫訳・
国民書院発行

竪冊 1冊

外国地誌

215 西洋見聞録　前編　春・夏・秋・冬
※板本，4冊

明治 2 .12. 村田文夫撰書・弘通書林（西
京）吉野屋仁兵衛外

竪冊 4冊

66 頭書大全世界国尽　再刻巻之一～六
※板本，3冊

明治 4 .12.再刻 福沢諭吉訳述・慶応義塾蔵
版

竪冊 3冊

67 首書絵入世界都路　一～三
※板本，3冊合綴

明治 5 .仲夏 仮名垣魯文著述・（東京）万
笈閣江島喜兵衛発兌

竪冊 1冊
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地図

204 国郡全図　上・下
※板本，2冊

天保 8 .10. （青生）東谿著・発行書肆
（大坂）河内屋喜兵衛外

竪冊 2冊

（8） 政治・法制

総記

78 制度通　一～十三
※板本，8冊

寛政 9 .春全刻 伊藤長胤（東涯）著・平安
書肆林権兵衛外

竪冊 8冊

政治

290 瓔鳴館遺草　一～六
※板本，6冊

天保 6 .仲春 （細井）平州著 竪冊 6冊

183 校正通義　上・中・下
※板本，3冊，紙箱入

弘化 4 . 6 . 頼襄（山陽）著・（江戸）須
原屋茂兵衛外

竪冊 3冊

184 校正通義　上・中・下
※板本，3冊

弘化 4 . 6 . 頼襄（山陽）著・（京都）河
内屋藤四郎外・（大坂）河内
屋茂兵衛板

竪冊 3冊

95 新策正本　一～五
※板本，5冊

安政 2 . 3 .刻 頼山陽著・（江戸）山城屋佐
兵衛外

竪冊 5冊

254 自由之理　一～五
※板本，6冊

明治 5 . 2 . 弥爾（ミル）著・中村敬太
郎（正直）訳・書肆（大坂）
伊丹屋善兵衛外

竪冊 6冊

31 百一新論　上・下
※板本，2冊合綴

明治 7 . 3 .刻成 西周著・山本覚馬蔵版 竪冊 1冊

23 竹館遺事　上・中・下
※写本，3冊

　 沢左仲（三石）録 竪冊 3冊

24 竹館遺事
※刊本

（明治） （沢左仲） 竪冊 1冊

法令

77 人民必携　二～六篇（五篇二以下・
六篇附録巻三欠）
※板本，8冊

明治 6 .新鐫 （東京）博聞社編輯・発行 竪冊 8冊

官職

203 増註職原鈔　全
※板本，2冊合冊

宝永元.仲夏日 北畠親房著・村上平楽寺刊
行

竪冊 1冊

補任

358 新板改正文政武鑑　巻之一～四
※板本，4冊

文政 9 . 江府書林千鍾房須原屋茂兵
衛蔵板

竪冊 4冊

359 新板改正弘化武鑑　巻之一～四
※板本，4冊

弘化 2 . 江府書林千鍾房須原屋茂兵
衛蔵板

竪冊 4冊

360 太平万代大成武鑑　巻之一～三
※板本，3冊

文久 2 . 江府書林千鍾房須原屋茂兵
衛蔵板

竪冊 3冊

典礼儀式

85 重鐫日本歳時記　春・夏・秋・冬
※板本，4冊

貞享 5 . 3 .上澣 貝原好古編・貝原益軒補・
三都発行書肆（江戸）岡田
屋嘉七外・雒陽書肆日新屋
梓

竪冊 4冊
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559 日本歳時記　一（巻一）
※板本

貞享 4 .末夏.望日序 貝原好古編・貝原益軒補・
雒陽書肆日新堂梓

竪冊 1冊

560 日本歳時記　一～七
※板本，4冊

貞享 5 . 3 .上澣 貝原好古編・貝原益軒補・
三都発行書肆（江戸）岡田
屋嘉七外・雒陽書肆日新堂
梓

竪冊 4冊

280 諸礼筆記　一・二
※板本，2冊合綴

宝永 3 .重陽日序 林立斎家蔵板 竪冊 1冊

129 児童躾方画図手引小笠原諸礼大全　
上・下
※板本，2冊

文化 6 .開板 法橋玉山著・発行書林（江
戸）須原屋茂兵衛外

竪冊 2冊

128 童子専用増補絵入小笠原諸礼調法記
　上・下
※板本，2冊

天保 9 . 4 .増刻 平安春暁斎画図・発行書林
（京）菱屋治兵衛外

竪冊 2冊

（9） 経済

総記

76 英氏経済論
※板本，3冊

明治 4 . 英蘭土（ウェーラント）著・
小幡篤次郎訳・尚古堂発兌

竪冊 3冊

439 社会の経済的基礎
※刊本

明治42. 3 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

440 近時の経済変動
※刊本

明治42.12.25 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

442 社会経済学
※刊本

明治43. 6 .25 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

443 租税論
※刊本

明治43.12.10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

貨幣

50 新撰泉譜　一～五
※板本，3冊合綴

寛政 2 .仲秋 （朽木昌綱著）・（大坂）柏原
清右衛門外

竪冊 1冊

541 新撰泉譜　一～五
※板本，3冊

寛政 2 .仲秋 朽木昌綱著・（大坂）柏原清
右衛門外

竪冊 3冊

（10） 社会

427 欧米人の日本観　上・中・下
※刊本，3冊

明治41.10. 1
～明治42. 4 .25

大日本文明協会編輯・発行 竪冊 3冊

437 英国産業革新論
※刊本

明治41.11.15 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

438 社会政策二論
※刊本

明治42. 1 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

451 第二十世紀予想論
※刊本

明治42. 3 .31 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

428 大英国民
※刊本

明治42. 7 .15 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

432 国民功業論
※刊本

明治42.11.20 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

430 近世欧羅巴の基礎
※刊本

明治43. 6 .10 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

429 現代独逸の発展
※刊本

明治43. 7 .15 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊
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456 民俗発展の心理
※刊本

明治43. 8 .15 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

431 近世欧州文化史論
※刊本

明治43. 9 .20 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

434 仏国人の仏国
※刊本

明治43.10.25 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

441 産業社会の進化
※刊本

明治43.10.25 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

435 西班芽人の西班芽
※刊本

明治44. 3 .31 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

455 現代生活の新問題
※刊本

明治44. 3 .31 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

433 最近埃及上・下
※刊本

明治44. 4 . 7 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

436 土耳其帝国
※刊本

明治44. 6 . 4 大日本文明協会編輯・発行 竪冊 1冊

（11） 教育

総記

311 徂徠先生学則解
※板本

延享元. 5 .吉 三浦衛興（丹治）・江都書肆
嵩山房蔵板・須原屋小林新
兵衛梓

竪冊 1冊

教訓

145 姫鑑　壱～五
※板本，5冊

貞享 4 .11.序 中村惕斎著・京阪同盟書堂
梓

竪冊 5冊

39 童子訓　一～三
※板本，3冊合綴

安永 2 . 9 .再校 貝原篤信（益軒）編録・書
林（大坂）渋川清右衛門板

竪冊 1冊

255 絵本考経
※板本

文化10.春発兌 北尾政美画・書肆（浪花）
松村九兵衛外

竪冊 1冊

46 初学訓
※板本

文化12. 貝原益軒著・勝島喜六郎蔵
板・大坂書林上田嘉兵衛外

竪冊 1冊

135 絵本堪忍記　上・中・下
※板本，3冊合綴

文政10.春 速水春暁斎画・京都書林伏
見屋半三郎外

竪冊 1冊

45 家訓　全
※板本

天保 7 .10. 貝原損軒（益軒）著・書肆
（大坂）塩屋喜兵衛

竪冊 1冊

47 実語教絵抄　全
※板本

嘉永 4 .正.再刻 滝沢馬琴作・岡田玉山画・
浪華書林今津屋辰三郎外合
梓・発行書林（江戸）須原
屋茂兵衛

竪冊 1冊

305 女大学宝箱　全
※板本

文久 3 . 3 .吉 貝原益軒著・書林（江戸）
須原屋茂兵衛外

竪冊 1冊

294 女孝経　上・下
※板本，2冊合冊

（江戸期） （辻原元甫） 竪冊 1冊

139 絵本今川状　上・下
※板本，2冊合綴

（江戸期） 小山駿亭編撰・沼田月斎画・
浪華書肆秋田屋太右衛門

竪冊 1冊

242 幼学綱要　二・四～七
※板本，5冊

明治16.12. 7再版届 元田永孚著 竪冊 5冊

304 文久大雑書万歳暦
※板本，内題「明治大雑書万歳暦」

（明治期） 貝原益軒著・林堂（大坂）
中野啓蔵板

竪冊 1冊

25



安芸国賀茂郡寺家村　野坂家文書（198802）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

38 冥加訓　一～五
※板本，5冊

（明治期） 貝原益軒著・阪府書肆老舗
前川善兵衛

竪冊 5冊

心学

44 我津衛　上・中・下
※板本，3冊合綴

安永 4 . 5 . 手島楮庵・循古堂蔵・弘所
京都書林小林多左衛門外

竪冊 1冊

34 続々鳩翁道話　一～三（二下欠，三
下後欠）
※板本，5冊

天保 9 .正.序 柴田亨（鳩翁）述・柴田武
修編

竪冊 5冊

36 石門心学道の話　初篇　上・中・下
※板本，3冊

天保15.春刻成 奥田頼杖著・平野橘翁編・
（広陵）花蹊堂刻・書肆（京
都）伏見屋祐七郎外

竪冊 3冊

37 石門心学道の話　一～八
※板本，8冊

天保14.春序 奥田頼杖著・（江戸）平野橘
翁老聞書・二都書肆（西京）
丁字屋源治郎外

竪冊 8冊

往来物・教科書

291 庭訓往来
※板本

正徳 5 . 3 .吉 （大坂）柏原屋清右衛門板 竪冊 1冊

306 庭訓往来
※板本，307と合綴

　 大坂書肆糸屋市兵衛版 竪冊 1冊

326 文章往来　全
※板本

天保 4 .晩春 （西川）竜章堂書・江戸書林
須原屋平助外

竪冊 1冊

329 孝行往来
※板本

天保 6 .冬 小川保麿述・（大坂）伏見屋
嘉兵衛外

竪冊 1冊

303 童子便用万海宝蔵童訓往来新大成
※板本

文久元.春四刻発行 浪花書林河内屋喜兵衛外・
（京都）西川龍章堂

竪冊 1冊

307 野老庭訓　全
※写本，306と合綴

（江戸期） 　 竪冊 1冊

40 絵入智慧の環　初編　上・下
※板本，2冊

明治 4 . 2 . 古川正雄著・八田小雲画・
売弘所岡田屋嘉七

竪冊 2冊

41 絵入智慧の環　二編　上・下
※板本，2冊

明治 5 . 5 . 古川正雄著・八田小雲我・
売弘所岡田屋嘉七

竪冊 2冊

42 絵入智慧の環　三編　上・下
※板本，2冊

明治 4 . 6 . 古川正雄著・八田小雲画・
売弘所岡田屋嘉七

竪冊 2冊

43 絵入智慧の環　四編　上・下
※板本，2冊

明治 5 .初夏 古川正雄著・八田小雲画・
売弘所岡田嘉七

竪冊 2冊

328 番匠往来　全
※板本

（明治） （東京）大平愛二外書房蔵
版

竪冊 1冊

（12） 理学

地学

245 地文新篇　一・二・附図
※板本，3冊合綴

明治17. 8 .出版 西邨貞編纂・原亮三郎出版 竪冊 1冊

博物

543 野山草　巻一～五
※板本，5冊

宝暦 5 . 8 .吉 橘保国画図・書林（大坂）
渋川清右衛門板

竪冊 5冊

297 植学啓原　一～三
※板本，3冊

天保 8 . 3 .刻成 宇田川榕庵著・発行書賈（京
都）勝村治右衛門外

竪冊 3冊

565 博物新編　一集～三集
※板本，3冊

元治元.秋 合信（ボブソン）著・老帛
館発兌

竪冊 3冊
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301 博物新編再刻　壱集～三集
※板本，3冊，「壱」は後欠

明治 5 . 3 .重鐫 合信（ボブソン）著・（東京）
万屋兵四郎

竪冊 3冊

302 博物新編　壱集・三集
※板本，5冊

明治 5 . 3 .重鐫 合信（ボブソン）著・（東京）
万屋兵四郎

竪冊 5冊

402 増訂草木図説　一輯～四輯
※刊本，4冊

明治40.10. 5
～大正 2 . 1 . 1

飯沼慾斎原著・牧野富太郎
増訂・成美堂発行

竪冊 4冊

（13） 医学

漢方

513 千金方　序～九十三
※板本，20冊

万治 2 .仲冬.吉 敦賀屋久兵衛開板 竪冊 20冊

531 建殊録　完
※写本

宝暦13.春.序 吉益東洞述・巌恭敬甫輯録 竪冊 1冊

397 療治茶談　初篇　全
※板本

明和 7 .中冬 津田玄仙（積山）撰・浪華
書肆河内屋喜兵衛外

竪冊 1冊

398 療治茶談　後篇　全
※板本

天明 2 .初春 津田玄仙（積山）撰・浪華
書肆河内屋喜兵衛外

竪冊 1冊

399 療治茶談　四編　上・下
※板本，2冊

寛政 4 . 3 .梓 津田玄仙（積山）撰・浪華
書肆和泉屋宇兵衛外

竪冊 2冊

400 療治茶談　五編　全
※板本

寛政 7 . 3 . 津田玄仙（積山）撰・書肆
（江戸）西村源六

竪冊 1冊

401 療治茶談　続編　全
※板本，「野坂蔵書」印あり

寛政12.孟秋新刻 津田玄仙（積山）撰・江戸
書林須原屋市兵衛外

竪冊 1冊

374 広恵済急方　上・中・下
※板本，3冊合綴

寛政元.開鐫 多紀元悳編輯・東都書肆須
原屋茂兵衛外発行

竪冊 1冊

403 図画和語本草綱目　三～九（六欠）
※板本，6冊，内題「広益本草大成」

（江戸期） 岡本為竹一抱子撰 竪冊 6冊

524 類聚方議稿　一・二～三十三・三十
四
※写本，17冊

（江戸期） 村井杶（琴山）著 竪冊 17冊

525 読類聚方附言・読類聚方考
※写本，1冊

安永 9 .仲夏序 村井杶（琴山）著 竪冊 1冊

526 類方弁
※写本，題簽「傷寒方類弁」

文化 2 . 8 .序 村井杶 竪冊 1冊

蘭方

408 眼科新書　一～五・附録
※板本，6冊

文化12.季春・文化13.
仲秋

ブレンキ著・杉田立卿訳述・
東都書肆須原屋茂兵衛外・
平安書肆楠見甚左衛門梓

竪冊 6冊

421 遠西医方名物考　巻一～三十六
※板本

文政 5 .仲秋序 宇田川榛斎訳述・書賈青藜
閣（江戸）須原屋伊八

竪冊 36冊

422 遠西医方名物考補遺　巻一～九
※板本，9冊

天保 5 .仲夏新鐫 宇田川榛斎訳述・書賈青藜
閣（江戸）須原屋伊八

竪冊 9冊

416 〔小児諸病鑑治療ヵ〕
※写本，題簽「遠西医方名物考　巻二十」

　 （ローヤスチン著・宇田川
榛斎訳）

竪冊 1冊

417 小児初生外療篇
※写本，題簽「遠西医方名物考　巻二十四」

　 カルペル・ヨセフ・ウーハ
マ著

竪冊 1冊

419 方府口訣
※写本，題簽「遠西医方名物考　巻二十六」

　 新宮駆豎斎（凉庭）口授河
野政輯

竪冊 1冊

418 産科提要
※写本，題簽「遠西医方名物考　巻三十」

　 高野長英訳 竪冊 1冊
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420 丹晴堂掌中医方・得生軒内科方函
※写本，題簽「遠西医方名物考　第三十三」

　 　 竪冊 1冊

515 泰西疫論　前編　神経疫部　乾・坤
※板本，2冊

文政 7 .鏤行 フーヘランド＝コンスブ
リュック著・新宮碩（冷庭）
訳述駆豎斎蔵板

竪冊 2冊

516 泰西疫論　後編　腐敗疫部　乾・坤
※板本

天保 6 .鏤行 フーヘランド＝コンスブ
リュック著・新宮碩（冷庭）
訳述駆豎斎蔵板

竪冊 1冊

411 蟄度満眼科全書
※写本

天保 2 .孟秋写 　 竪冊 1冊

548 駆豎斎方府　巻上・下
※板本，2冊

弘化 4 . 2 .題言 鬼国（新宮凉庭）撰・（京都）
若山屋茂助外

竪冊 1冊

387 病学通論　壱～三
※板本，3冊

嘉永 2 .正.稟准刊行 緒方洪庵訳述・三都書肆勝
村治右衛門外

竪冊 1冊

388 全体新論　乾・坤
※板本，2冊

安政 4 .晩冬新雕 合信（ホブソン）著・清本
翻刻・三都発兌書肆（江戸）
須原屋茂兵衛外

竪冊 2冊

378 扶氏経験遺訓　自一至三～自二十四
至二十五
※板本，8冊

安政 4 .初秋新雕 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・緒方洪庵訳・適適斎蔵

竪冊 8冊

379 扶氏経験遺訓　薬方編　上・下
※板本

安政 4 .初秋 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・緒方洪庵・郁（研堂）訳・
三都書賈（京）若山屋茂助
外

竪冊 1冊

380 扶氏経験遺訓　附録　自一至三
※板本

安政 4 .初秋 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・緒方洪庵・郁（研堂）訳

竪冊 1冊

535 扶氏経験遺訓　一～十一
※板本，23冊

安政 4 .初秋 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・緒方洪庵・郁（研堂）訳・
適適斎蔵・三都書賈（京）若
山屋茂助外

竪冊 23冊

536 扶氏経験遺訓　薬方編　上・下
※板本，3冊

安政 4 .初秋 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・緒方洪庵・郁（研堂）訳・
適適斎蔵・三都書賈（京）若
山屋茂助外

竪冊 3冊

537 扶氏経験遺訓　附録　上・中・下
※板本，3冊

安政 4 .初秋 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・緒方洪庵・郁（研堂）訳・
適適斎蔵・三都書賈（京）若
山屋茂助外

竪冊 3冊

390 医家必携　上・中・下
※板本，3冊

安政 4 .秋日序 堀内適斎著・江戸書林須原
屋茂兵衛外

竪冊 3冊

375 西医略論　上編
※板本

安政 5 .晩冬新刊 合信（ホブソン）著・老皀
館（東都）江左万屋兵四郎
発行

竪冊 1冊

376 西医略論　中編　上・下
※板本，2冊

安政 5 .晩冬新刊 合信（ホブソン）著・老皀
館（東都）江左万屋兵四郎
発行

竪冊 2冊

377 西医略論　下編
※板本

安政 5 .晩冬新刊 合信（ホブソン）著・老皀
館（東都）江左万屋兵四郎
発行

竪冊 1冊

521 西医略論　上編
※板本

安政 5 .晩冬新刊 合信（ホブソン）著・老皀
館（東都）江左万屋兵四郎
発行

竪冊 1冊

522 西医略論　中編　上・下
※板本，2冊

安政 5 .晩冬新刊 合信（ホブソン）著・老皀
館（東都）江左万屋兵四郎
発行

竪冊 2冊

28



安芸国賀茂郡寺家村　野坂家文書（198802）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

523 西医略論　下編
※板本

安政 5 .晩冬新刊 合信（ホブソン）著・老皀
館（東都）江左万屋兵四郎
発行

竪冊 1冊

496 コレラ病論　前編
※板本

安政 5 . 9 . 9発兌 新宮義慎・大村恭・新宮義
健同閲・寧寿堂活版

竪冊 1冊

497 コレラ病論　後編
※板本

安政 5 .11. 新宮義慎・長柄為質閲・新
宮義健訳・寧寿堂活版

竪冊 1冊

409 婦嬰新説　乾・坤
※板本，2冊

安政 6 .翻刻 合信（ホブソン）著・（平安）
天香堂蔵版

竪冊 2冊

519 婦嬰新説　巻下（坤）
※板本

　 　 竪冊 1冊

405 内科新説　上・中・下
※板本，3冊

安政 7 .春翻刻 合信（ホブソン）著・（平安）
天香堂蔵板

竪冊 3冊

520 内科新説　上・中・下
※板本，3冊

安政 7 .春翻刻 合信（ホブソン）著・（平安）
天香堂蔵板

竪冊 3冊

385 生理発蒙　一～六
※板本，6冊

慶応 2 .初冬 李邈（リバック）撰・島村
鼎甫訳述・書肆（京都）勝
村治右衛門外

竪冊 6冊

391 産科摘要　二
※板本

（江戸期） 小林義直訳 竪冊 1冊

404 幼幼精義（第二輯）　四～七
※板本，4冊

（江戸期） 扶歇蘭土（フーフェラント）
著・堀内素堂訳・青藜閣（江
戸）須原屋伊八

竪冊 4冊

410 眼医療手引艸　全
※板本

（江戸期） 藤井見隆纂輯 竪冊 1冊

412 眼科提要　一～三
※板本，3冊

（江戸期） 山田久重著 竪冊 3冊

406 伝氏眼科審視瑤函　巻之壱～六
※板本，6冊，罫紙使用

（江戸期） 秣陵伝仁宇允利纂輯 竪冊 6冊

527 撃蒙医約　一～四
※板本，4冊

（江戸期） 　 竪冊 4冊

394 診法要略　上・中・下
※写本

明治 5 . 2 .上浣 文部大助教佐々木師興著 竪冊 1冊

396 校正原病学通論　一～五（三欠）
※板本，5冊

明治 7 . 亜爾蔑斯（エルメレンス）
講義・村治重厚外記聞・発
兌書林山中市兵衛

竪冊 5冊

386 校正原病学通論　一～五
※板本，4冊

明治 7 . 亜爾蔑斯（エルメレンス）
講義・村治重厚外記聞・発
兌書林山中市兵衛

竪冊 4冊

415 私篤宇氏消毒新論・日講記聞皮膚病
論　全
※写本

明治 7 .10.題言 私篤宇氏著・島田脩海訳 竪冊 1冊

382 医科全書解剖篇　一～二十
※写本，11冊，罫紙使用

明治 8 . 8 .題言 繆爾列児（ミュルレル）口
授・山崎元脩筆記

竪冊 11冊

381 医科全書解剖篇　十二～十四
※写本，3冊

（明治期） 　 竪冊 3冊

389 診断捷径　一～五之二
※板本，6冊合綴

明治11. 2 .
～明治13. 8 .出版

ハーゲン著・岡玄卿翻訳出
板・発兌書肆（東京）島村
利助外

竪冊 1冊

392 産科要訣　一～三
※板本，3冊合冊

明治12. 6 .30出板 英国西沕印（スウェーン）
著・高橋正純翻訳・出版・
発兌書肆（大阪）松村九兵
衛外

竪冊 1冊
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407 眼病論　自一至二～自七至八
※写本，4冊，罫紙使用

明治12.10. シュルチェ講義・三瀦謙三・
宇野朗筆訳

竪冊 4冊

462 外科通論　七～二十五
※板本，19冊

明治13. 7 . 佐藤進講義・佐藤尚中出版・
発兌書林（東京）島村利助

竪冊 19冊

393 痢病論　附録麻疹略論　完
※板本

（明治期） 石黒忠悳訳述・大学東校官
版・（東京）須原屋伊八外発
兌

竪冊 1冊

383 繆爾列児解剖篇　一～十
※写本，8冊，罫紙使用

（明治期） 広島県病院附属医学校教員
三木達口授・医学校生徒塩
谷敬造（写）

竪冊 8冊

384 生理提要　一～四
※写本，4冊，罫紙使用

（明治期） ホクスレー原撰・小林義直
訳述

竪冊 4冊

517 眼科方集秘録
※写本

　 　 竪冊 1冊

414 理礼氏薬物学　一～十七
※板本，15冊

明治 5 .春刊行 戒施理礼著・小林義直訳述・
発行書肆英蘭堂（東京）島
村利助

竪冊 15冊

413 新纂薬物学　三
※板本

明治10.11.新刊 樫村清徳纂輯・書肆（東京）
英蘭堂島村利助外

竪冊 1冊

395 原診館七則解
※写本，罫紙使用

　 　 竪冊 1冊

（14） 産業

農業

259 農業全書　一～十一
※板本，11冊

享保 2 . 宮崎安貞編・平安書林柳枝
軒蔵版

竪冊 11冊

工業

73 西洋百工新書　前編　完
※板本

明治 4 .11. 西宮柳条纂輯・清風閣（東
京）和泉善兵衛

竪冊 1冊

74 西洋百工新書　後編　完
※板本

明治 5 .10. 西宮柳条纂輯・清風閣（東
京）和泉善兵衛

竪冊 1冊

75 西洋百工新書　外編　一～三
※板本，3冊

明治 6 . 7 . 西宮柳条纂輯・清風閣（東
京）和泉善兵衛

竪冊 3冊

（15） 芸術

総記

336 集古十種
※刊本，21冊

明治36.12.25
～明治38. 1 .10

松平定信編・（東京市）郁文
舎発行

竪冊 21冊

絵画

327 絵本宝鑑（巻一～六）
※板本，6冊合冊2冊

（貞享 5 .刊） 橘宗重著・長谷川等雲画・
書林東武平埜屋清三郎外

竪冊 2冊

140 絵本故事談　五上・六～八
※板本，4冊

正徳 4 .林鐘穀旦 （山本序周作・橘守国画）・
書肆（江戸）須原屋茂兵衛
外

竪冊 4冊

202 厳島絵馬鑑　初編　一～五
※板本，5冊

嘉永元. 3 .発行 縮図芸陽渡辺対岳・筆者渡
辺黄鵠・広島書林世並屋伊
兵衛蔵・発行書賈（京都）
風月荘左衛門外

竪冊 5冊
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（16） 諸芸

華道

325 四方之詠
※写本

嘉永 5 .冬 天生斎一派著・（浪華）生斎
蔵板

竪冊 1冊

占卜・相法

127 図説教授家相大全　上・中・下
※板本，3冊合綴

享和 2 .正.発行 松浦久信（東鶏）著・書肆
（江戸）北沢伊八外

竪冊 1冊

545 神相全編正義　上・下
※板本，2冊

文化 4 .孟夏穀旦 陳搏撰・石龍子註・東都書
林須原屋茂兵衛外

竪冊 2冊

247 方鑑斑鳩夜話問答集　乾・坤
※板本，2冊合綴

文政元.10.発行 松浦久信（東鶏）著・江戸
書林山城屋佐兵衛外

竪冊 1冊

（17） 武学・武術

兵法

319 孫子国字解　二・六
※板本，2冊

（江戸期） 物成（荻生徂徠）著・版元
書林（大阪）伊予屋善兵衛

竪冊 2冊

171 孫子国字解　七～十三
※板本，7冊

（江戸期） 物成（荻生徂徠）著・版元
書林（大阪）伊予屋善兵衛

竪冊 7冊

武具

310 金工鑑定秘訣　天・地
※板本，2冊合綴

文政 3 .秋 野田敬明編集・刀松軒蔵梓・
書林（江戸）北島長四郎

竪冊 1冊
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