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分類番号 番号 年    代 史     料     名 著　　　　者 発　行　所 数量 備考

1 宝暦9刊 足利実録 林羅山 ４巻５冊

2 足利歴代記 家伝 写 ８巻３冊

3 寛政元年自跋 葦手書考并かつみ考 屋代弘賢撰 写

4 阿豆麻考　【阿豆麻波夜考証】：史学協会雑誌第１１号 佐伯鐘吉

5 寛永5年正月28日 あまくさぢん　【内題：甘草物語】 写 落城記

6 文化12年刊 天津祝詞考 平田篤胤 文政５年自序

7 明治6年刊 天御中主神考 渡辺鉄次郎重石丸

8 文政6年刊 天柱考証（あめのみはしらこうしょう） 鶴峯戊申

9 安斉翁著述目録 本多忠憲　編 写

10 安斉問答　中 伊勢貞文 写 中１冊 上・下欠　　　　　　公家故実

1 寛文5年序 家忠日記　増補追加 松平家忠 写 ２５巻９冊

2 嘉永元年刊 囲碁捷径 安井算知 上下２巻２冊 棋譜集

3 嘉永5年刊 囲碁妙伝 十一世井上因碩 ４巻３冊 １巻欠

4 寛政8年刊 出雲国造神寿後釈 本居宣長 上下２巻２冊

5 不詳 伊勢二宮さき竹の弁 本居宣長 須受能耶蔵板

6 寛文6年写 伊勢二所太神宮神名秘書 度会行忠 写

7 気吹【※１】　【伊吹於呂志】 平田篤胤述門人等筆記 塾蔵板 ２冊

8 文政11年刊 異名分類抄 入江昌喜 ３巻２冊 ２巻欠

9 明和元年自序 国字訣（いろはがな）　【いろは文字起源考】 楡井元簡

10 岩尾家譜 写 １冊

11 正徳2年刊 陰徳太平記 香河正矩 ４０冊全

1 天明元年刊 宇比麻奈備 加茂真淵 上中下５冊全 小倉百人一首考証

2 寛政10年自序 宇比山踏 本居宣長 須受能耶蔵板 全１冊

3 外郎透頂香（ういろうとんちんこう） 新井白石 写 戦記小田原合戦

4 文化14年刊 萍の跡（うきくさのあと） 大寂庵立綱

5 天保6年刊 薄こほ李 香川景樹 歌合三十三番六十六首

6 明和8年刊 歌枕秋乃寝覚　増補 有賀長伯 ８巻３冊全

7 正徳4年刊 歌枕秋乃寝覚 有賀長伯 ８巻８冊全

8 明治6年刊 産須那社古伝抄 産須那社考証

1 不詳 絵入塵摘問答 永寿堂主人　編 草双紙

2 不詳 易経 下巻１冊 上中欠

3 元禄15年刊 越後軍記 白雲子 １２巻１２冊全 上杉軍記

4 越後名寄 丸山元純 宝暦6　写[明治期?] 巻1,8,10 全32巻のうち写本3巻のみ

5 不詳 江戸往来 大阪玉栄堂蔵板 新刻改正往来物

6 安政4年刊 絵本古状揃注釈 北江老漁 下巻１冊 上１冊欠

7 明治16年刊 岳亭丘山　訳 ４編４冊全

8 文化8年刊 燕石雑志 滝沢馬琴 ５巻６冊全

9 明暦3年刊 延喜式 藤原時平　等　編 ５０巻４５冊 ５冊欠

1 嘉永2年刊 御家諸国書状指 手紙模範文　往来物

2 文化6年刊 御家諸用文通 橘正敬 お家流消息文手本　往来物

3 不詳 応仁記 上下２巻２冊全

4 大久保宗兵衛蔵書目録 写

5 慶長20年刊 大阪物語 上１巻１冊 下１巻欠

6 大館常興記 大館常興 写 ５冊 天文７年から１１年の公儀私記録

7 弘化3年刊 大祓執中抄 近藤芳樹 天地人３巻３冊全

8 寛政12年刊 鬼やらひ 中沢凡化　撰 善光寺塩沢舎板行 俳諧

9 嘉永元年刊 思ひよる日 古筆了伴 古今有名人忌辰録

10 永正2年跋 御室和書目録 東野源敏子　新校 享和元年写

11 永正2年跋 御室和書目録 東野源敏子　編 享和元年写

12 寛政11年刊 音訓国字格 高井伴寛

13 安永7年再板 女今川
武江仙鶴堂鶴屋喜右ェ門蔵
板

往来物

14 万治2年刊 女鏡秘伝書 ３巻１冊 １巻２巻欠

1 不詳 開化往来 中下巻２冊 上巻欠

2 明治11年刊 開化女用文 耕田雨水 婦人手紙文例

3 明治11年刊 開化詩韻 香山小林孝尓　編 正続２冊全

4 明治10年刊 開化詩語碎金 吉田庸徳　編

5 文化年間写 甲斐国志 松平定能　編 写 ３冊 欠巻

6 不詳 芥子園画伝 柏木昶　等　訳 下巻１冊 上巻中巻欠
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7 明治23年刊 改正官員録 彦根正三　編

8 明治16年刊 改正官員録 彦根正三　編

9 改撰武家盛衰記 小野高尚 １０巻１０冊全 諸国武家盛衰

10 安政3年刊 回天詩史 藤田東湖 上下巻２冊全

11 天保7年刊 伽倍志迺風弁妄 静斉義雄 ２巻２冊全 級長戸風

12 科学の先駆者たちとその発明発見 写真集　歴論

13 不詳 学庸白文

14 明和8年か？ 神楽 加茂真淵か？ 写

15 神楽催馬楽入綾 橘守部　撰 権本蔵板 上中巻３冊 下巻欠

16 文化11年刊 雅言仮字格 市岡猛彦 上下２巻１冊

17 嘉永2年刊 雅言集覧 石川雅望　編 ９冊 欠巻

18 天保15年刊 雅言童喩 河崎情厚 雅語字引

19 天保6年序 雅言童喩 河崎情厚 写

20 文久3年7月 鹿児島戦争 文久３年７月１３日付同月２日薩英戦英側新聞翻訳

21 文政10年刊 雅俗幼学新書 森源愿 ２巻２冊全

22 敵討筑紫の帰り道 写 仇討記　虫損甚大

23 明治6年刊 合衆国史記 林正明　訳 ２冊全

24 嘉永6年写 合衆国伯理璽天徳書翰和解 写

25 寛政7年 かつら男 観宇斉　編 俳諧

26 寛政12年成稿 蟹胥（かにひしお） 早川広海 文政１０年写

27 寛政12年写 かふつゝい考 源弘賢 刀剣柄頭槌考証

28 文化15年刊 歌文用例 ２冊全 歌語用例

29 寛文12年刊 鎌倉九代記 浅井了意　撰 １２冊 欠巻３冊　　　　　　北条九代記

30 享和2年刊 鎌倉実記 加藤謙斉 １７巻１７冊全 源頼朝軍記

31 延宝3年刊 鎌倉北条九代記 １２巻１２冊全

32 嘉永元年刊 神代正語常磐草 細田富延 ３巻３冊全 記紀訓註

33 寛政9年刊 河社 契沖 ５巻５冊全 随筆

34 文化2年成稿 冠位通考 石原正明 名古屋本町永楽屋蔵板

35 享保19年刊 神明憑談（かむがかり） 多田義俊　述　植松次親　記 上下２冊

36 慶安2年奥付 管窺武鑑 夏目軍八定房 写 ９巻９冊全 上杉家相伝

37 寛文7年跋 菅家文草 菅原道真 茨城方道蔵板 １２巻６冊全

38 明治2年刊 漢語字類 庄原謙吉　編

39 明治8年刊 漢語文章早引 西野古海

40 天明5年刊 漢字三音考 本居宣長 漢字音韻考

41 享保3年刊 漢字和訓 井沢長秀　編

42 不詳 菅贈太政大臣歌集 仲田顕忠　編 東宰府蔵板

43 文久元年序 鑒定一覧 青霞楼主人序 上巻 古今人物花押に系譜旁す

44 神字日文伝（かんなひふみでん） 平田篤胤　撰 上下２冊全 神代文字諸説考

45 明治14年刊 官令新誌

1 天明8年刊 記紀歌集 林諸島　編 上下巻２冊全

2 明治5年刊 菊譜 貫輪吉五郎　編 水墨画帖

3 明治13年刊 記事簡牘文例 今井匡之 上下巻２冊全

4 享保5年刊 儀式 １０巻５冊全 宮廷并諸社神事

5 文政2年跋 疑字編 平田篤胤 伊吹逎屋塾蔵板 神代文字

6 明治12年刊 記事論説文例 安田敬斉 上下巻２冊全

7 文化3年刊 鬼神新論 平田篤胤

8 寛政9年写 牛馬問 新井白蛾 写　吉沢好道

9 万延元年識 恐惶神論 大橋訥庵　藤森弘庵 写 ３巻３冊全

10 延享2年刊 京羽二重大全 寛量 ８巻中６巻 平安京洛中洛外

11 寛政8年刊 馭戒慨言 本居宣長 上下巻４冊全 上之上下・下之上下

12 文化15年刊 今古仮名遣 高井八穂

13 明治6・7年刊 近世事情 山田俊蔵 初篇２冊２篇２冊全

14 安永5年刊 禁秘御抄階梯 滋野井公麗 上中下巻３冊全

15 天保8年 勤役中日記 大石村名主代勤丸山柳次郎識

1 公事取扱例集 元文より寛政年中評定所公事吟味心得先規取扱例

2 公事取揃秘書 写 裁許問合せ百三十八件に示す先規

3 安永7年跋 旧時本紀剥偽 伊勢貞丈 写

4 享和3年刊 くず花 本居宣長 上下巻２冊全
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5 安永6年刊 国津文世々能跡 伴高溪 上巻 中下巻欠

6 不詳 熊谷送状 江戸うろこがたや孫兵衛板 往来物

7 不詳 群書類従 塙保己一　編 巻１より巻５１３まで

8 群書類従目録 塙検校保己一集

1 嘉永5年成稿 経義大意 八田知紀 元治元年序

2 明治　写 刑事擬律問題 写 自第３３号至６２号

3 寛政6年刊 経典餘師 渓百年 ６冊 欠　　　　　経典注釈

4 文政2年刊 経典餘師 渓百年 ２１冊 誌書易三経国字解

5 不詳 系譜 写 落丁あり

6 不詳 系譜写 写 散綴か

7 不詳 系譜部 写 散綴か

8 明治13年刊 啓蒙正文章軌範 猪野中行 ７巻６冊全

9 明治8年刊 啓蒙日本外交史 大槻東陽 ３５巻３５冊全

10 明治6年刊 月儀要文 萩原乙彦 漢文体日用模範文例

11 検校三芳野帖 加川桃園　述 写 儒学論

12 安永8年序 源氏物語多摩の小櫛 本居宣長　考 写 桐壺以下註解

13 元禄11年跋 源註拾遺 契沖 写 ７巻８冊全 注釈并考証

14 記なし 源平盛衰記 ４８巻２５冊全

15 明和9年跋 源平盛衰記武器談 伊勢貞文 写 源平武家故実考

16 天正5年より文禄3年 原本家忠日記 松平家忠 写 ７冊全 歴証

1 正徳2年刊 公益年代記大全 ７巻７冊全 和漢対照年代記

2 不詳 甲越戦争記 香西成資 ９冊 欠巻

3 明治14年刊 康煕字典 帙入

4 天保年中刊 平田篤胤 ２巻２冊全

5 武女（新吉原遊女） 写 徳川宗春に寵せられ尾張より江戸に従う紀行文

6 慶応4年写 甲州略記 青木昆陽 写

7 庚申伝 写 垂加翁従会津望月新兵衛安勝伝之也と。庚申の由縁

8 上野十四郡諸社神名帳
明治３年上野国総社神主赤
石中政写

9 天保11年成稿 皇祖宮所考 菊池正古 安政２年序

10 江談抄 大江匡房　述　藤原実兼　記 写 公事編説話

11 皇朝五量考證 写 古今升考証　升合勺抄撮五量

12 皇朝三種尺図説 栗原信充 写 皇朝固有尺度考

13 天保8年刊 皇典文彙 平田篤胤 ３巻３冊全

14 元禄7年刊か 鼇頭旧事記 蘇我馬子等撰 １０巻５冊全

15 貞享4年跋 鼇頭古事記 度合延佳　校 上中下巻３冊全

16 弘仁式 写 １０冊 弘仁１１年選造されたる式

17 弘仁歴運記考 平田篤胤

18 延享5年写 荒野問答 写

19 不詳 甲陽軍艦 高坂昌信 ２冊 欠巻多

20 元禄7年刊 甲陽軍艦大全 小嶺弘興 ３７冊 ２冊欠

21 享保2年刊 合類大節用集 槙島昭武　編 １０巻１３冊全

22 安永5輯 古瓦譜 藤原貞幹　編 考古

23 宝暦10年跋 古冠考 加茂真淵 写 有職故実

24 慶応3年刊 五経 １１冊全

25 明治11年序 五経字引 鈴木重光　編

26 古今集遠鏡 本居宣長 ６巻６冊全 古今集注釈

27 弘化3年序 古今和歌うひ学 鈴木重胤　編 ７冊 欠１冊

28 天保13年刊 古今和歌集 紀貫之等撰 上下２冊全

29 明治4年刊 国史字類 白幡義篤撰

30 明治7年刊 国史字類続編 白幡義篤撰

31 明治9年刊 国書字引 佐々木勒之　編

32 明治18年刊 国史略 巌垣松苗 １冊 欠巻

33 明治元年刊 国史略 巌垣松苗 ８巻５冊全 文政１０年序

34 明治16年刊 国史略 石村貞一　編 ７巻７冊全

35 明治8年刊 国史略字引 市岡正一　編

36 享和元年刊 古言清濁考 石塚龍磨 ３巻３冊全 仮名遣清濁

37 古言梯標注 楫取魚彦 東京万延堂蔵

38 弘化4年刊 古言梯標注 楫取魚彦 東都青雲堂梓

皇国度制考庚子道の記
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39 文政4年序 晤語 名島桃源　述 ２巻２冊全

40 元禄9年跋 古語拾遺 斉部宿祢広成　撰 柱刻「四宮社板」

41 明治2年刊 古語拾遺言余鈔 竜煕近 上中下巻３冊全

42 明治3年刊 古語拾遺正訓 柴田花守 上下巻２冊全

43 元禄15年刊 古語深秘抄 恵藤一雄　編 １０巻１０冊全

44 享保4年刊 古今神道諸院編 藤浪時縄 ６巻６冊全

45 不詳 古今銘尽 上巻１冊 欠巻　　　　　　　刀剣目利万宝全書

46 文政11年刊 古今妖魅考 平田篤胤 ３巻３冊全

47 古今類聚常陸国誌 小宅生順 写 ３冊全

48 明和元年写 御婚礼儀式 伊勢貞文　書 有職故実

49 天保15年刊 古事記伝 本居宣長　撰 ４７巻４７冊全

50 明治6年刊 古事記便要 那珂通高 ２巻２冊全

51 腰越状他 表紙欠　　　古状揃中より腰越状同含状弁慶状　往来物

52 文政元年序 古史徴 平田篤胤 １１冊

53 天明2年写 古史通 新井白石 ４巻４冊全

54 故実拾要 篠崎東海 写 ２冊

55 嘉永元年写 故実目安 福井久蔵写 １冊 欠巻　　　　　　刀剣之部

56 嘉永元年写 故実目安 福井久蔵写 ２冊 欠巻

57 故実目安 土井利往写 １冊 射儀之部

58 明治31年刊 古史伝 平田篤胤 ２８冊 ３冊欠

59 嘉永3年刊 古史本辞経 平田篤胤 ４巻４冊全

60 御朱印寺社領附 六化十四写 諸宗寺社名鑑

61 五十音弁誤 村田春海 写 五十音考証

62 文政6年刊 牛頭天王暦神弁 平田篤胤 附録「牛頭天王弁」

63 元禄10年刊 御成敗式目絵抄 小槻宿祢伊治　著　杉村次兵衛　絵

64 五体千字文大全 西甌孫丕顕　編

65 延宝9年刊 後太平記 多々良一竜　撰 ５９巻３０冊全

66 国歌八論同臆説 荷田在満　加茂真淵 写

67 御当家令条 写 １冊 欠巻

68 文政7年刊 古道大意 平田篤胤　講述 上下巻２冊全

69 文政13年刊 後藤点五経 後藤芝山　校点 １１冊全

70 文化10年講述 悟道辨 平田篤胤 上下巻２冊全

71 明和9年序 詞草小苑 平湯鞍　藤原熊在 枕詞係詞増補

72 安政3年刊 言霊のしるべ 黒沢翁満

73 昭和14年刊 後鳥羽天皇を偲び奉る 平泉澄

74 文政12年刊 言葉の玉の緒 本居宣長 ７巻７冊全

75 文化5年刊 言葉のやちまた 本居春延 上下２冊全

76 明治元年刊 御布令字引 黙山四方茂華　編

77 宝暦9年刊 古文真宝 黄堅　編 乾坤２冊全 諸儒箋解古文真宝

78 虚無僧掟書 写

79 古文書鈔 写 ３冊 東寺文書鈔外

80 安永10成 古鎧色目 伊勢貞文 写 武家故実

81 語林類柴 写 １０巻１０冊 雅言用例辞書

1 天保12年刊 催馬楽 橘守部 上中下巻３冊

2 安永2年写 催馬楽註秘抄 一条兼良

3 明治5年以降 裁判所規則 写

4 文化3年刊 佐喜草 藤井高尚 江戸期歌学書

5 明治15年刊 作文軌範 安田義和　編 乾坤２冊全

6 明治10年刊 作文啓上 西野古海 上中下巻３冊全

7 狭衣 ４巻１０冊 欠巻　　　　　　　物語注釈

8 狭衣系図 三条西実隆

9 狭衣下紐 里村紹巴 ４巻４冊

10 文化11年序 里見八犬伝 曲亭馬琴 １１巻６冊全

11 文久元年 算学稽古大全 松岡能一

12 文化11年刊 山家集類題 松本柳斉　編

13 元禄9年刊 三玉和歌集類題 松井幸隆　編 ７冊

14 明和6年序 参考熱田大神縁起 伊藤信民　編

15 明治12年刊 纂評唐宋八家文読本 井上揆一　編 ３０巻１６冊全

こ

さ
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16 文化9年刊 三樹考 小山田与清 榊桂木櫺の三樹考証

17 寛政3年刊 三大考 服部中庸 １冊 欠巻

18 ※この番号は欠番

19 三宝荒神真向鏡 賀茂規清

20 文政13年刊 算法新書 千葉雄七胤秀　編 合巻大冊１巻全

1 寛政3年序 自案記集 写 和算算用法

2 安永5年刊 字音仮字用格（じおんかなづかい） 本居宣長

3 明和5年成稿 四海静好志序 大井氏 写 江戸城中見聞

4 地方相伝 写 箱根より西三拾三ヶ村之定法

5 明治18年刊 史記評林 有井範平 １３０巻２５冊全

6 詩経 上下巻２冊全 弘化改正訓点

7 舳艫 伊勢貞文 １、２、３、５巻４冊 ４巻欠

8 天保5年刊 詩語碎金 泉要　編

9 慶応2年刊 詩語抜錦 岡崎元軌　編 １３巻５冊全

10 明治9年刊 私祭要集 六人部是香

11 明治9年刊 私祭要集祝詞 六人部是香

12 明治15年刊 資治通鑑 山名留三郎　訓点 ６４冊 欠巻

13 安政5年刊 四書 林道春 １０冊全 道春点

14 四書字引大全 天保７求板明治７再版刊

15 明治12年刊 四書字引訳解 市岡正一

16 安政6年刊 四書集註 後藤芝山 １０冊全 後藤点

17 寛政元年刊 四書白文 ４冊 欠巻　山崎点　倭板四書

18 文化8年刊 志都乃岩室 平田篤胤 上下巻２冊全 古道医学

19 四声解環 下巻１冊 欠巻

20 慶応4年刊 四声字林集韻大全 鎌田禎

21 弘化4年刊 史籍年表 伴信友　編 編年書目史

22 滋草拾露 滋野井公麗 巻４　　１冊 欠巻　　　　　火色外

23 寛政12年序 史徴 松崎祐之　編 ８巻８冊全 歴朝年代記

24 文化2年刊 十訓抄 １２冊全 鎌倉時代説話集

25 文化年間刊 実語教童子教 往来物

26 安政6年刊 実語教童子教 往来物

27 明治2年刊 志斐賀他理 矢野玄道 ２冊 維新の道

28 享保12年跋 清水流規矩術別伝 清水貞徳　述 写

29 寛文年中刊 釈日本紀 卜部兼永　編 ２８巻１５冊全

30 文政5年刊 拾芥抄 洞院公資　編 ６冊

31 安永3年跋 秋斉間語評 伊勢貞文 写 古今故実考証

32 寛政3年序 袖珍名乗字引 高井伴寛思明

33 大正2年刊 十八史略鈔本 岡田正之　編 中学校教科書活版

34 明治15年刊 十八史略明細字引 青木輔清　藤田久道　編 ３冊

35 宝永8年刊 重編応仁記 小林翁 ２０巻１０冊全

36 文政3年刊 寿鶴古状揃千枝松 原古状揃後板　往来物

37 文化14年序 出定笑語附録 平田篤胤　述 ３冊全 仏道評

38 不詳 春秋

39 春秋 道春　点

40 不詳 春秋左伝註疏 晉杜氏　註 ２６冊 欠巻

41 明治元年刊 殉難前草 青雲閣兼文　編 維新殉難士遺草集

42 明治12年刊 小学作文五百題 安井乙熊　編

43 明治14年刊 小学修身書 木戸麟　編 初等科３年後期用教科書

44 嘉永2年刊 小学本註 浦野庄三郎　訓点 上下巻２冊全

45 文化9年刊 将棊粋全 大橋宗英　撰 上下巻２冊全 棊譜集

46 天明元年刊 衝口発 藤原貞幹

47 湘山星移集 写 永享記并嘉吉記

48 松窓漫録 関松窓 １冊 欠巻

49 装束之記 写 有職故実

50 寛政12年刊 消息文例 藤井高尚 上下巻２冊全

51 享和元年写 勝地吐懐集 契沖 五畿七道三十五名勝地

52 明治14年序 上等記事論説文例 水野謙三 上下巻２冊全

53 明治7年刊 商売往来 佐瀬得所

さ

し
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54 文久3年刊 正保野史 矢野玄道 正保天王事跡

55 浄瑠璃稽古本 紙屋五郎兵衛板 富本豊前大掾藤原秀広伝

56 嘉永5年刊 書家錦襄 山崎美成　編 書家揮毫用文章を輯む

57 不詳 初学算法私記 写 底本不詳　和算

58 正徳3年刊 初学和歌式 有賀長伯 ７巻３冊全

59 書家碎金 写 安政５年柳沢毫斉所蔵　草書手本

60 不詳 書翰初学抄 上下１冊全 書簡手本

61 文化13年刊 書翰文通童子便 石川謙

62 嘉永元年刊 書経 上下巻２冊全 弘化改正訓点

63 明暦元年刊 書経集註 風月庄左衛門　編 １０巻５冊全 道春点

64 寛政7年刊 続日本後記 藤原良房　等　撰 ２０巻１０冊全

65 続万葉論 賀茂真淵 写 ２０巻７冊全 古今和歌集注釈

66 諸家家蔵大神君文書写 写 鼠損

67 諸家官位昇進之次第 写 補任式

68 諸家感状宝物記 写 ８巻 欠２

69 諸家系図纂 写 １冊 欠巻

70 諸家紋起抄 写 乾坤巻２冊全 武門諸家五十五家

71 諸家ヨリ伺問合留 写 文化文政年間幕府評定所への問合わせ留

72 慶応元年再刻 諸国道中図 色摺一枚

73 諸州採薬記抄録 上村政勝 写

74 元禄2年刊 諸宗宝鑑 白眼居士 ５巻５冊全 諸宗鉄槌論

75 諸神記 写 ４冊 諸社由来

76 天保6年刊 職官志 蒲生君平秀実 ７巻６冊全 職官典故学

77 不記 庶人喪儀式 古川躬行

78 諸向問合挨拶留書抜 ２冊 宝暦より寛政年間まで幕府公事方へ問合留

79 史略 ２巻１冊 欠巻

80 明治26年刊 史料通信叢誌 史料通信協会　発行 ２冊

81 貞享4年刊 詩林良材 村田通信 ６巻６冊 漢詩作法階梯

82 文政5年刊 神遺方 丹波安頼 上巻１冊 中下巻２冊欠

83 不記 神祇 巻１０神祇篇

84 享保15年写 神器弁 三種神器考証

85 安政5年刊 神功皇后御伝記 矢野玄道 ２巻２冊全

86 寛政4年跋 新猿楽記 藤原明衡 享和元年写

87 神字美社伝記解読 落合直澄　解 写 上下１冊

88 神史講述摘要 写 文政九栗堂千之署名　神代巻詞句注釈

89 寛文10年刊 神社啓蒙 自省軒白井宗因 ８巻８冊全

90 正保4年刊 神社考 林道春

91 寛文4年跋 神社便覧 白井宗因

92 不詳 皇国神職考 小寺清之

93 真書千字文 巻菱潭　編 石摺法帖

94 嘉永5年刊 真書太閤記 栗原信充　撰 １０７冊 ３冊欠

95 真書登楼帖 広沢慎　編 石摺法帖　階梯

96 明治元年刊 神事略式 神習館主人序

97 明治11年刊 新撰以呂波韻大全 三田村敬徳　編 詩家用漢字音韻

98 享保10年刊 新撰碁経大全 秋山仙朴 本家直伝棊譜集

99 享和3年刊 新撰字鏡 昌住 上下巻２冊全

100 明治12年刊 新撰詩作必携 高橋易直　編 上下巻２冊全

101 元禄12年刊 新撰万葉集 菅家　撰 上下巻２冊全

102 文化7年刊 新撰和訓部類 橋本稲彦 上下巻２冊全

103 明治4年刊 神葬私考 高木真蔭 一名「ひとつ火」

104 明治14年刊 人祖論 神津専三郎　訳 首２巻２冊 ダーウィン説

105 天保10年跋 神代紀葦牙（じんだいきあしかび） 栗田土満 ３冊

106 安永5年刊 神代紀髻華山陰（じんだいきうずのやまかげ） 本居宣長

107 慶応2年刊 神代紀伝 竹内厳稲 ３巻３冊

108 安政2年跋 神代御系図 平田篤胤 折本

109 神代道別抄（じんだいちわきしょう） 写 上下巻２冊

110 寛文4年刊 神代巻口訣 忌部正通　編 ５巻５冊全 神代巻訓点

111 天保3年刊 神代評撰記 日宣 ５冊全

し
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112 明治6年序 神道五部書 度合延佳　注 天地人巻３冊全

113 正徳2年自跋 神道喪祭家礼 跡部光海 写

114 天保6年跋 神道蔀障辨 山田維則 信州上田藩儒

115 正徳4年刊 神道名目類聚抄 城西野殿某 ６巻６冊全

116 不詳 神悳略述頌 平田篤胤　著　久保季茲

117 慶応2年刊 神皇正統記 北畠親房 ６巻６冊全

118 神皇正統録 写 ３冊 欠巻

119 享和2年跋 新百人一首 足利義尚　撰　　橘千陰

120 寛文8年序 神風記 匹田以正 ５巻５冊全

121 貞享2年刊 新編鎌倉志 河井恒久　撰 ８巻１２冊全

122 正徳3年序 神名帳考證伊勢国 度合延経 写

123 神名帳標目私考草稿 伴信友

124 神武権衡録 写 ５巻５冊全 仏法儒教との異同を弁ず

125 神明鏡 写 「和漢合符神明鏡」を参照

126 慶応4年刊 新令字解 荻田嘯　編 明治新政諸布令用字漢語解

127 明治3年増補 新令字解 荻田嘯　編

128 天明2年刊 真暦考 本居宣長

129 寛政11年刊 真暦考 本居宣長

1 随筆閑語 新井白石 写

2 明治3年刊 生産道案内（すぎわいみちしるべ） 小幡篤次郎　訳 欠巻

1 慶安元年刊 井蛙抄 頓阿 ２冊 歌学

2 享保17年序 聖学問答 太宰春台 天保１１年写

3 明治14年序 正続文章軌範字類大全 新井新　編 上下巻２冊全

4 明治3年刊 西洋学校軌範 小幡甚三郎

5 関ヶ原合戦両軍布陣図 見取り図

6 慶応元年 尺牘楷梯 市原子静　編 １巻４巻２冊 ２巻３巻欠

7 攝津湊川楠木正成碑 丸山高写

8 天明2年序 遷宮物語 荒木田末偶 ３巻３冊全

9 前太平記 藤元元 ４０巻２１冊 欠巻　　　　　　　源氏七代之武備

10 天保3年刊 選方明鑑 藤村信安 方位の吉凶易断

11 文政元年序 善隣国宝記 臥雲山人　編 上中下巻３冊全 外交文書

1 嘉永5年刊 草偃和言 会沢正志斉 天朝故実

2 慶応元年自跋 喪儀略 古川躬行

3 貞享2年刊 惣見記 遠山信春 ２２巻１冊 欠巻

4 喪祭觸穢
享保９年岡田正利写　延享
４年岡田宗殖転写本

5 明治年中刊 葬祭略式 近衛忠房千家尊福　校

6 慶安4年刊 草書韻会 錦谿老人帳天錫　編 ５巻２冊全

7 嘉永7年刊 増続大広益会玉篇大全 毛利貞斉 １０巻１２冊全

8 享和元年写 総追捕使考 荷田在満 写 鎌倉実記抄出

9 明治4年刊 増訂喪儀畧 古川躬行

10 不詳 増補百人一首 増補百人一首絵抄乎

11 文政再版 続江戸往来 森屋治兵衛板　文政再版

12 嘉永4年刊 続王代一覧 片山円然　編 １０巻１０冊全

13 天保2年刊 続皇朝史略 青山延于 ５巻５冊全

14 続国史実録 写 ２０巻１０冊 自醍醐帝至順徳帝

15 万延元年刊 俗神道大意 平田篤胤　述 ４巻４冊全 一名「巫学談弊」

16 寛文4年板 続撰清正記 古橋又玄 ７巻７冊全

17 貞享3年刊 続太平記 根岸芳通 ２０冊全 続太平記貍首編

18 続泰平年表 忍屋隠士大野広城 ２冊 欠巻

19 文政8年刊 続唐宋八大家文読本 村瀬誨輔　編 ９冊 欠巻

20 明治3年刊 続日本紀考証 村尾元融 ８冊 ４冊欠

21 享保6年写 続武家閑談 木村高敦 写

22 天保14年自序 続武将感状記 栗原信充　編 １０巻１０冊全

23 弘化2年刊 園圃の抜菜 竹村茂雄 上下巻２冊全

1 万治4年刊 太閤記 小瀬甫菴 ２２巻１０冊

2 安政4年写 醍醐天皇事記 塙保己一　等　編 写 ５５冊 別称「史料」

3 文化7年刊 対手百談 鈴木知清　編 ２冊 欠巻　　　　　　　百番手合棊譜図

4 不詳 大全消息往来 大橋堂弥七板 往来物
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5 弘化4年刊 大全早引節用集 浅田観三　編 五七一丁

6 嘉永4年序 大統歌 塩谷世弘 写

7 安政4年刊 大道或問

8 大日本一宮記 卜部宿祢広成 写

9 嘉永4年刊 大日本史 徳川光圀　撰 ２４３巻１００冊全

10 慶応2年刊 大日本名称訓 伊能外記頴則

11 天和元年刊 太平記 ４０巻１２冊全

12 不詳 大三川志 松平頼寛 １０冊 欠巻多

13 内裏雛 写 １巻１冊 ２から６巻欠

14 慶応3年自序 大理論畧 八田知紀 神道説

15 高砂 森屋治兵衛板 謡曲本

16 武田三大軍記 片島深淵子 ２２巻２２冊

17 寛政4年刊 玉霰 本居宣長

18 文化9年刊 玉勝間 本居宣長 １５巻１５冊全

19 嘉永3年序 玉襷 平田篤胤 ９冊 欠１冊

20 文化10年刊 霊能真柱 平田篤胤 上下巻２冊全

1 地志書目稿 写

2 文政2年刊 中古和歌類題集 聴雨庵蓮河川島茂樹　編 欠巻

3 不詳 中庸略解 池田緝 文苑閣板

4 聴訟秘鑑目録 写

1 天明5年刊 通俗三国志 湖南文山 ５１巻５１冊全

2 享保14年刊 通俗三才諸神本紀 寺島良安 ５巻５冊全

1 明治元年刊 帝王御譜 七条前宰相信元卿　編

2 帝王御譜年記 永祐　撰 写 ２７巻２７冊全

3 天明3年刊 庭訓往来 玄恵法印　述

4 文化年中刊 庭訓往来 森屋治兵衛板　文化新刻

5 嘉永5年刊 庭訓往来諺解 北小路玄慧法印

6 安永3年写 庭訓往来諸折大成扶翼 伊勢貞丈 写

7 享和3年刊 訂正古訓古事記 本居宣長　訓 上中下巻３冊全

8 天保14年刊 迪彝篇（てきいへん） 会沢正志斉

9 弘化3年序 弖尒乎波係辞辨（てにをはけいじべん） 荻原広道

10 天徳3年跋 天書 藤原浜成 寛保元年写

11 承応3年刊 天正軍記 太田和泉守 ９巻８冊全

12 寛政8年刊 天祖都城弁々 本居宣長

13 明治13年刊 点註文章軌範 宮脇通赫　編 ６冊

14 嘉永4年刊 天満宮御伝記略 平田篤胤 上下２冊全

1 延宝8年写 東国太平記 杉原親清 欠巻

2 当山本山修験法具 写

3 明和2年写 当時婚礼式 伊勢貞丈 写 坤巻１冊 乾巻欠

4 明治14年刊 唐詩選 斉南李攀龍　編 ３冊

5 天明4年刊 唐詩選解 李攀龍　編 上中下巻３冊全

6 唐詩帖 広沢　書 法帖

7 不詳 頭書古今和歌集遠鏡 本居宣長 ３冊 欠巻

8 明治19年刊 陶靖節集 梁昭明太子　統撰 １０巻４冊全

9 享保18年跋 東遷基業 佐久間健 写 ３０巻３０冊

10 不詳 唐宋八大家文読本 欠巻

11 乾隆15年序 唐宋八大家文読本 沈徳潛　撰 １３冊 欠巻

12 明治14年刊 唐宋八大家文読本字類大全 六郷弘純　編 ２巻２冊

13 元禄5年跋 当道新式目 杉山和一　撰 写

14 当道用覚書 写 ３冊全 文政３年村橋勾当　所有

15 天保13年刊 唐明詩学連錦 鎌田禎　編

16 東遊紀行 山正彝 自筆草稿

17 天保7年刊 唐六典 元宗　撰 官板 ８冊

18 貞享元年 徳川記 写 １０巻１０冊

19 読書筆記 村田春海 自筆稿本　　虫損及落帖

20 万延元年刊 読史余論 新井白石 １２巻１２冊全

21 明治13年刊 咄表詩話 柳水亭種清 漢詩体小咄

22 豊臣鎮西軍記 写 欠巻
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23 豊臣秀吉公治世諸侯分限帳 写 大名録高帳

24 享保19年写 不問談（とわずがたり） 篠崎東海

1 明和8年 直毘靈（なおびのみたま） 本居宣長

2 明治年間刊 長唄けいこ本

3 文政12年刊 中子乃比礼 曽根孝直 上下巻２冊全

4 寛文9年写 中臣秡講談鈔 吉川惟足　口談 写

5 長野家系図　　【石上姓長野系図】 写

6 難波戦記大全 田丸具房 写 ３２巻全

7 難波戦記要覧 写

8 文久2年刊 名乗指南 黒川芳蘭

9 天保13年刊 奈万之奈（なましな） 東条義門 上下巻２冊 中巻欠

10 天和年間編 南行雑録 吉弘元常　佐々宗淳　編 写 ５巻５冊

11 南山巡狩録附録 明徳３年から長禄２年までの南朝事歴

12 寛文13年刊 難字下学集 破【※２】　序

13 南朝紹運録 津久井尚重　述 写 寛文元年吉川茂周　誌

14 南朝編年紀略 津久井尚重 写 １冊 欠巻

15 天明5年写 南朝編年録 津久井尚重 写 南朝皇胤紹運録

16 弘化4年序 南木誌 中山利質　編 ５巻５冊全 楠公三世遺烈

17 宝暦7年刊 南嶺遺稿 多田南嶺　遺稿　　細谷文郷　編 ４巻４冊全

1 嘉永2年序 書名不詳　【二十四孝】 落丁　「和漢二十四孝」を収む

2 享和5年刊 二十四輩順拝図絵 釈了貞 ４冊 欠巻

3 元禄7年刊 二所太神宮神名略記 度会延経

4 明治8年9月 日記 依田七太郎喜信の日記

5 享保9年刊 日本逸史 鴨祐之　編 ４０巻２０冊全

6 享保9年刊 日本逸史考異 京兆書肆銭屋総四郎

7 寛文3年刊 日本王代一覧 法眼春斉林恕　編 ７巻７冊全

8 明治14年刊 日本外史 頼山陽 ２２巻１２冊全

9 明治6年刊 日本外史字引 野呂公敏　編

10 明治12年刊 日本外史字類大全 河村与一郎 上下巻２冊

11 日本外史正誤 栗原信充 写 ８冊

12 天保4年刊 日本紀竟宴和歌集 藤井高尚　標註 乾坤巻２冊全

13 日本紀私記 写 １５巻１５冊全 養老５年以降の私記

14 安永7年写 日本紀神代巻独見 伊勢貞文 写

15 万延元年刊 日本記略 山崎知雄　校 １４冊全

16 日本後記 藤原冬嗣　他　撰 １０冊 欠巻

17 文化13年校 日本国現報善悪靈異記 景戒　著　　塙保己一　編 ３冊

18 寛文13年刊 日本三大実録 藤原時平　等　撰 ５０巻２０冊全

19 慶長15年刊 日本書紀 舎人親王　編 １５冊全

20 慶長4年写 日本書紀 舎人親王　編 慶長４年清原国賢　写 ３０巻１５冊全

21 不詳 日本書紀 舎人親王　編 ６冊

22 宝暦12年刊 日本書紀通証 谷川士清 ３５巻２３冊全

23 日本書紀目録 清原国賢 写

24 文政5年刊 日本書紀文字錯乱備考 大関増業 １冊

25 明治12年刊 日本政記 頼山陽 １７巻１０冊全

26 明治11年刊 日本地誌略字引 西野古海　編

27 明暦元年跋 日本百将伝抄 林向陽子 ６巻６冊

28 寛政8年刊 日本文徳天皇実録 藤原基経　等　撰 １０巻１０冊全

29 明治10年刊 日本略史 内藤伝右衛門　編 ２冊 欠巻

30 明治8年刊 日本略史 木村正辞　編 下巻 欠巻

31 嘉永4年刊 日本靈異記攷證 狩谷望之 ３巻３冊全

32 文化10年成稿 入学問答 平田篤胤

ぬ 1 正徳2年写 瓊矛拾遺（ぬぼこしゅうい） 渋川春海 写 ３巻全

1 享和年間刊 年中衣裳文章 高井蘭山 往来物

2 年中行事歌合 安政３年源康哉写 関白家五十番歌合

3 年代記 写 天皇年代記　　　　　自人王一代至百八代

4 年表 写

1 寛政12年刊 祝詞考 加茂真淵 上中下巻３冊全

2 安政5年跋 祝詞正訓 平田篤胤 伊吹迺屋蔵板
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1 文化9年序 俳諧綿衣（はいかいいとごろも） 季語集　　　折本

2 元禄4年刊 俳諧をだまき 溝口竹亭 虫損

3 天明7年刊 俳諧故人五百題 松露庵烏明　編 ２冊

4 俳諧寂栞 春秋庵白雄 写 欠巻

5 文政11年序 俳諧千題集 田喜庵大人　編 上中下巻３冊全

6 元禄10年刊 梅花心易掌中指南 馬場信武 ３冊 ４巻５巻欠

7 明治15年刊 佩文韻府 康煕帝　序 ９４冊 音韻字書

8 白隠禅師夜船閑話 白隠禅師 写 仏教法話

9 白石先生遺考 新井白石 写

10 [幕府奉行処分判例集] 自寛政１２年至文化３年　　　　　公事判例問答

11 八部祓講釈 山崎美成 江戸青雲堂蔵板

12 天保9年刊 花のしがらみ 菅原定理 級長戸風考

13 文政8年刊 早引人物故事 川関惟充 上下巻２冊

14 元禄15年成稿 藩翰譜 新井白石 写 １２巻１２冊 系譜

15 明治11年刊 万国地誌略字引 西野古海　編

16 文化12年刊 番匠往来 伊奈葉亭順三 作事用件文

17 藩治職制 写 起草者年月日等不詳

18 文久2年刊 万物往来 高井蘭山 諸数名寄

19 万物名数往来 森屋治兵衛蔵板　文政新板

1 文久元年刊 比古婆衣 伴信友 ２冊 欠巻

2 公安2年成 常陸国作田惣勘文（全） 文政元年写

3 秘伝抄 寛政元年宇啓明　写 安原氏秘蔵

4 嘉永4年刊 秘本玉くしげ 本居宣長 百部碎板

5 天保15年刊 ひも鏡 本居宣長

6 享和4年刊 ひも鏡うつし詞 市岡孟彦

7 文政6年写 百官職掌俗解 磯谷則吉 文政６年岡部重敏写

8 文化3年刊 百人一首峯梯 衣川長秋 上下巻２冊全

9 天明4年写 百寮訓要抄別註 大塚嘉樹 ８冊

10 [評定所評議書板] 写 自宝暦至寛政年代裁許

11 明治9年刊 標註十八史略読本 大賀富二　標註 ７巻７冊全

12 明治26年刊 標註十八史略読本 下森来治　標註 ２巻２冊全

13 兵範記 平信範 内藤広庭　写 １４冊全 宮廷日記

14 琵琶引 手習本　　　無刑記　　往来物

15 [備後国時安村庄屋取斗一件吟味] 写 自寛政２年至５年　訴訟記録写

1 服飾部類 大塚嘉樹 写 装束色彙　　　有職故実

2 享保19年序 武家諌懲記 写 １２０冊

3 慶長19年御定 普化宗伝達大意 写

4 享保6年跋 武家職原抄 橘重庸 文政５年岡部重敏写

5 宝暦10年写 武家盛衰記 宝暦１０年柘植文翁写 ２０巻４冊全

6 不詳 婦人手紙之文言 十返舎一九 往来物

7 元禄2年刊 扶桑拾葉集 徳川光圀　編 写 ３５冊全

8 扶桑未来記 写 虫損

9 文政3年刊 扶桑略記 皇円 １５冊 欠巻

10 文政10年写 府中紀行 不詳 写 上下巻２冊全

11 寛政8年刊 仏像図彙 土佐秀信　画 ５巻５冊全

12 元享2年写 風土記残篇 狩谷鷹友　撰 元享２年源忠勝写

13 宝永5年序 武徳安民記 木村高敦 写 ３０巻１０冊全

14 武徳大成記 阿部正武　監修 写 ３０巻１０冊全

15 文化11年刊 文苑玉露 聴雨庵蓮河　編 上下巻２冊全

16 嘉永6年刊 文溪古状永代宝 広貫斉　画 往来物

17 明治10年刊 文章奇観続編 大谷元知　編 上中下巻６冊全

18 明治12年刊 文法七十七則指南 帰震川

1 弘化4年刊 兵家紀聞 栗原信充 ５巻５冊全

2 享保20年跋 辨道書 太宰春台 天保１１年山口春曙写

1 文化14年写 房玄法印記 房玄法印 文化１４年広泥写

2 明治6年刊 奉祠稿 加藤熙　述 教導職必携

3 明治11年刊 法帖王義之蘭亭序 章盛館上石

4 万治2年刊 北條五代記 風月庄左エ門板行 １０冊
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5 明治年間刊 法帖趙子昮楷書西銘帖 宝弘堂上石

6 明治年間乎 法帖藤田彪正気歌

7 文化13年刊 豊泰商売往来 葛飾北泉　画

8 慶安5年写 包丁書録 林羅山 慶安５年写 料理

9 元禄11年序 北越軍談 駒谷散人慎島昭武 写 １４冊 謙信公一代記

10 宝永8年刊 北越太平記 良萓雲庵 ２５冊 上杉家記

11 細川頼之記 写 細川頼之家伝

12 文化14年写 本覚麓の道草 柴田興宣 写

13 安永5年序 本覚麓之道草 柴田興宣 写

14 慶長17年写 本佐録 本多正信 写

15 享保13年刊 本草備要 藤井見隆跋 欠巻

16 延宝5年刊 本朝改元考 山崎闇斉

17 宝永4年刊 本朝高僧伝 師蠻　撰 ７６巻３２冊全

18 文久2年刊 本朝古今新増書画便覧 河津山白　編 ２巻２冊全

19 本朝雑抄 写 ２０巻１４冊全 有職故実

20 宝永6年刊 本朝三国志 不詳 ３５巻１５冊全

21 貞享2年刊 本朝諸社一覧 坂内直頼　撰 ８巻８冊全

22 不詳 本朝神社考 林羅山 ６冊

23 貞享元年刊 本朝年代記 田登仙　編 欠巻

24 文政8年刊 本朝年代人物掌覧 鶴峯戊申　編 前編２冊全 後編欠

25 元禄10年刊 本朝武家高名記 樋口好運 ２４冊 欠巻

26 元禄12年刊 本朝武家評林 遠藤元閑 ３５冊 欠巻

27 享保12年刊 本朝武林原始 日夏繁高 ８巻７冊 兵家武具考

28 本朝編年録 林道春（羅山）　撰 写 ９冊 ７巻欠

1 文化13年刊 毎朝神拝詞記 平田篤胤

2 安永3年序 勾玉考 谷川士清 写

3 嘉永2年刊 未賀の比礼 市川匡麿 宣長直毘靈を駁す

4 天保5年跋 麻須美能鏡 小林文康 尾州永楽屋蔵板 ２冊全

5 松浦党白井系譜 写 裔孫源暢加考訂説のため録すとあり

6 文化14年刊 万那備能広道 城戸千楯

7 万葉考別記 賀茂真渕 欠巻

8 慶応2年序 万葉集書目 篠崎節之 欟斉社中蔵板

9 万葉集地名鈔 底本不詳 写 真名書

10 万治2年刊 万葉集名寄 下河辺長流　撰 ２冊

11 寛政13年序 万葉集略解 加藤千蔭 東都永楽屋板 ２９冊

12 万葉代匠記拾遺 契沖 写 欠巻

13 文化12年刊 万葉楢落葉 正木千幹 ５巻５冊全

14 文化15年刊 万葉用字格 春登上人

1 参河記 大久保忠教（彦左エ門） ５冊全 徳川創成史

2 参河後風土記 平石親吉　編 写 ４９巻４９冊全 同名書如藍本と

3 文政10年序 皇国之言霊 林圀雄 路岐居蔵板

4 不詳 道之記 塙保己一　編 群書類従紀行部

5 密書 写 毛利大膳不容易企有之儀に付

6 水戸殿御家内井伊掃部頭殿江不法および人数申上候并尋節書 写

7 源師時大治四年記 源師時 写 底本は明和６年刊師時日記

8 文政12年序 宮此神御伝記 石川篤記

9 明治38年刊 民事要解書式集 金井太郎

10 不詳 明律 享保刊行明律条例

1 武蔵鐙 伊勢貞丈 写

2 武蔵国七党之系図 写 横山猪俣野与村山西児玉丹　　　　　異本２冊

3 村上氏系譜 写

4 紫古今異同考 大塚嘉樹 写 有職故実

1 明治9年刊乎 明教事実 平田長与　久保悳鄰　編 梅津氏蔵板

2 明治12年刊 明治英銘百詠撰 篠田千果 明治英銘百人伝

3 明治12年刊 明治五百題 声画庵東旭斉　編 ２巻２冊全 俳諧

4 明治16年刊 明治詩学精選 橋本小六 ５巻５冊全

5 明治13年刊 明治誌礎階梯 堤大助　編 ４巻４冊全

6 明治13年刊 明治大広益会玉篇大全 木村品太郎　編 １１冊
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め 7 文化14年刊 名所今歌集 中尾義稲　編 ７冊全

1 文化13年序 蒙古寇記 長村閑鑒　編 写 乾坤巻２冊

2 嘉永7年刊 孟子略解 重田玄泰 ４巻４冊

3 明治3年跋 本教初学（もとつおしえういまなび） 西川須賀雄

4 元就軍記 福山家中三村伝右エ門　写 元就公御軍覚書

5 物臭状
寛延元年信陽小県下吉田郷
小林米吉　写

往来物

1 弘化4年序 破れ家のつづくり話 新宮凉庭鬼国山人 ３巻３冊

2 天保13年跋 やまちのつえ 玉田永鷹　述 写

3 延享5年写 日本国風（やまとくにぶり） 久志本常彰 写 ６冊 欠巻　　　風俗

4 嘉永元年写 やまとこころ 野之口隆正 写 欠巻

5 不詳 和魂邇教（やまとだましいちかきおしえ） 中条信礼

6 寛文9年跋 倭姫命世紀 祢宜五月麿 写 一名神宮本記

7 寛保元年写 大和本記 岡田宗殖寛保元年　写 日本記之内国名風土記

8 宝永6年刊 大和本草 貝原益軒 ４冊 欠巻

1 文化11年刊 幼学詩韻 成徳隣　桧長裕　編

2 天保8年写 陽復記 出口延佳 天保８年写 １冊

3 横地系図 写

4 宝永5年刊 義経記 不詳 ４冊全 新板大字絵入

5 延宝7年跋 吉野拾遺 隠士松翁 写 １冊

6 明治20年刊 吉野拾遺名歌誉 依田学海　編 上下巻２冊全 三幕

7 明治8年刊 輿地誌略 内田正雄　編 ９冊 外国地誌

8 寛永18年写 頼朝公分限帳 寛永１８年玉井庄兵衛　写

1 嘉永元年刊 礼記 ４冊全 改正訓点

2 文化9年刊 礼記 ３冊 欠巻

1 明治14年刊 李干鱗唐詩選 李干鱗　編 ７巻３冊全

2 天保8年刊 理慶尼の記 理慶尼 武田勝頼滅亡記

3 天保9年刊 理斉随筆 志賀理斉 ６巻６冊全

4 明治7年刊 略解古事記 多田孝泉 ４巻４冊全

5 嘉永6年刊 柳園家集 海野幸典 ２巻２冊全 私家集

6 寛保2年写 陵記 寛保２年岡田宗殖　写 神武より政親町百七代百五帝陵墓

7 天長10年序 令義解 清原夏野　等　撰 写 １１冊

8 寛政12年刊 令義解 清原夏野　等　撰 １０巻７冊全

9 不詳 令義解校本 近藤芳樹 ６冊全

10 享保17年写 令集解 惟宗直本 享保１７年写 ３８冊 欠巻

11 慶応2年自跋 陵墓一隅抄 津久位清影 安政２年献書

12 天保2年刊 林園月令 館柳湾　編 １４冊 欠巻

1 承応2年刊 類字名所和歌集 里村昌琢　編 ７冊 欠巻

2 不詳 類字名所和歌集抜書 不詳 ４冊

3 不詳 類聚国史 菅原道真 ２７冊全

4 文化13年刊 類聚国史考異 仙石政和 上中下巻３冊

5 類聚符宣抄 壬生官務家　編 ８巻８冊 原本１０巻のうち２巻欠巻

6 嘉永元年刊 類題鴨川集 長沢伴雄　編 ９冊 太郎より五郎集　１巻欠９冊

7 弘化3年刊 類題狭蓑集 仁井田居碓嶺　撰 雑之部２巻２冊全

8 安政6年刊 類題青藍集 秋本安民　撰 上下巻２冊全

9 文化14年刊 類題草野集 木村定良　編 １２巻１２冊全

10 文政5年刊 類題草野集 木村定良　編 １１冊 欠巻

11 明治31年刊 類題草野集 木村定良　編 上下巻２冊全

12 元禄16年刊 類題和歌集 後水尾天皇　撰 ２７冊 欠巻

13 明治28年刊 類題和歌鰒玉集 加納諸平　編 ３冊 活版

14 類例秘録 忍屋隠士 写 １１巻１１冊全

1 明治2年刊 令典熟語解 伊藤正就　編

2 文化3年刊 怜野集 清原雄風　編 １２巻１２冊全

3 明治12年刊 歴史文章字引 原田由己　編

4 享和3年刊 歴朝詔詞解 本居宣長 ６巻６冊全 続記歴朝詔詞

5 天保8年序 歴朝要紀 梶原景惇　撰 写 １５巻２０冊 歴解

6 列侯諸系 写 欠巻　虫損　　　九鬼松浦柳沢米倉中山黒田内田遠山

7 享保19年序 列祖成績 安積覚 写 １５巻１５冊

8 寛政11年刊 連玉古状揃宝蔵 新刻改正 往来物
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9 寛政元年写 連城璧本朝故実記 小宮山昌世 寛政元年穂積一保　写

10 天保14年写 簾中抄 藤原資隆 天保１４年黒川春村校了写 天地２冊

1 老人雑話 江村宗貞　述 写 細川桃庵記

2 鹿王院記 写 京都臨済宗天竜寺派　寺院関係古文書類を収む

3 嘉永元年跋 六雄八将論 青山延光 十四雄将伝

4 六根清浄太祓解説 写 吉田神道家祓詞

5 論語集注 朱熹　撰 広徳館蔵板 １０巻４冊全 訓点付

6 嘉永3年刊 論語略解 重田玄泰 ４巻４冊全

7 明治13年刊 論説記事簡牘文例 今井匡之 上下２冊全

1 文久3年刊 和歌呉竹集 尾崎雅嘉 １０巻３冊全

2 天文4年刊 和歌知叓抄 五条坊書林梅村判兵衛蔵板 ５巻５冊全

3 享和元年刊 和歌麓之塵 有賀長伯　編 上中下巻３冊全

4 弘化2年刊 和歌名所壱覧 池本鴨眠 ７冊全

5 元禄13年刊 和歌八重垣 有賀長伯 ７巻７冊全

6 和漢軍談紀略考大成 大郷信斉　増訂 和漢書目解題　　　折本

7 元文5年刊 倭漢合運指掌図 円知　撰 ３巻４冊全 改正元文新増

8 和漢合符神明鏡 写 ６冊 「神明鏡」を参照

9 元禄9年序 和漢事始 貝原好古　編 ７冊 和漢百科起源

10 寛政12年写 和漢雑笈或問 鵜飼信興 寛政１２年吉沢好道　写 随筆

11 正徳2年序 倭漢三才図会 寺島良安 ８１冊全 百科図会

12 弘化元年序 和漢書画集覧 広覚道人　編 広求大成和漢近古名流鑑

13 万延元年 和漢年契 山崎美成　校

14 嘉永2年刊 和漢年歴箋 京都書林千鍾房板 折本

15 嘉永2年刊 和漢年歴箋 京都書林千鍾房板 折本　　紙帙

16 正徳3年刊 倭漢歴代備考大成 三宅尚絅 １２巻１２冊全

17 不詳 和漢朗詠集 藤原公任　編 下巻１冊 上巻欠

18 文政13年刊 和訓栞 谷川士清 ４５巻３４冊全

19 文久2年刊 和訓栞 谷川士清 中編１４巻１４冊全

20 慶長15年刊 倭玉篇 欠巻　　　　部首引漢字音訓

21 宝永4年刊 和州諸将軍伝 閑雲子 １３巻１３冊全

22 和名抄 源順 写 欠落多し　　和名類聚抄釈義

23 和論語 清原良業 公卿部

明治7年刊 小学読本字引 山本尹中

明治9年刊 小学入門小学読本地理初歩字引 宮本興晃　編

明治8年刊 地理初歩 師範学校　編

明治7～9年刊 日本地誌略 師範学校　編 ３冊

明治10年刊 万国地誌略 師範学校　編 ２　　３　　２冊

※１　【風】偏に【夫】
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