
(和 装

ODO 書 目解題 ･書史

維新前後外国語図書目録

東京外国語学校編 東京 東京外国語学校 昭和 5
50丁 25.5cm 和綴 000M25

霊泉荘山誌 奄之 1,幾之2

杉浦三郎兵衛編 京都 雲泉荘杉浦丘園 昭和4 2冊

25.5cm qll,% 000M52

影印津逮秘書 一汲古間木-

1FFTf 20cm 和綴 000M50

神戸海港博覧会記念館出品目録

神戸博覧会協会編 神戸 神戸博覧会By,会 昭和8
110丁 図版 19.5cm 和枝 000M20

国立奉天図書館蔵書原日

間9.奉天図智蝕編 奉天 国立奉天図譜=舘 大同5
75丁 28cm 和級 ODOM29

文化移入に関する古書展覧会目録

荒木幸太郎編 大阪 蟹行学社 大正14 210p 25.5cm
和綴 000M15

書目答聞

張文典公 上海 掃基山房 民国15 45丁 20.5cTn
和様 000M51

西洋学家訳述目録

穂亭主人 東京 松室生書店 義永 5 大正15(再版)
1冊 8×18 和綴 000M55

知不足斎叢書 様木

組氏悶悶作 11日† 18cm 和絞 000M49

門人がシーボル トに提供したる蘭語論文の研究

緒方富排 大鳥蘭三郎共著 東京 El独文化脇会

昭和15 274p 22cm 000M9

010 事 嚢

啓蒙知恵の環 巻之 1-5

於光子 (瓜生寅)訳 東京 和泉屋吉兵術 明治7 (4
版) 5FFn･18C7n 和綴 01DM4

啓蒙知恵の環 巻2-5

於苑子 (瓜珪寅)訳 東京 和東屋吉兵衛 明治5
2冊 18cZn 和綴 010M4

啓蒙知恵の環 (坐)

於克子 (瓜生嵐)訳 東京 和泉屋吉兵術 明治7(5
版) 74T 18cm 和綬 010M4

皇国万民必携

三木彦七編 同iliI.督陵 明治12 1nrf 12.5×8.5cm

和綴 010M15

企巌玉振新捷詩学活法 巻首,巻之 1,巻2,5

福井淳編 Fll中米栄堂 明治26 144丁 15×9cm
和紙 010M16

本)

絵入知恵の環 初編 上 ･下,2編 上 ･下,5編 上 ･下,

4編 上 ･下

古川正雄著 八m/J､雲絵 古川氏蔵板 明治5 14けけ
Ⅰ実り坂 22cm 和綴 010M7

智環啓蒙

香粘英華督院訳 威in.i.7 98丁 22.5C7n和綴
010M8

智環啓蒙

贋良港蔵版 明治5 48丁 29.5cm 和綴 010MID

智環啓蒙

富Ell貿輔撰 香港英輩書院訳 静岡 沼津学校 明治5
48丁 18cn 和枝 01OMll

智環啓蒙図解

橋瓜貫-凍 死京 大和屋聾兵術 明治 5 (序) 21丁
22.5cm 和枝 010Nl9

智環啓蒙塾課

香港英準書院訳 香港 英準蓄院 同拾7(1868)

51T 19.5cm 和綴 010M5

智環啓蒙塾課 初歩

柳河春三訓鮎 香港英輩書院訳 江戸 1引物 祉 慶応2
51T 18.5cm 和綴 010M6

智環啓蒙和解 巻上 ･巾 ･下

広瀬波 長旧知儀訳 石川県学校蔵版 明治6 1｢rけ

18cm (虫損) 01DM20

茶家酔古集

る2丁 8.5×17.5cm 010M19

増補都門紀暗 巻 7

56T 14cm 和級 010M14

名物六帖 第 1帖一節4帖
伊藤艮胤荊 京摂 謙 令々 ･積玉町 安政 8 25川†
22cm 和綴 (第1帖 511汁,罪2帖 8日J,第5帖

10冊,第4帖 4川f) 010Ml

盃校蒙学堂学課図説 巻5

1冊 26cm 和枝 010M17

和漢音釈書音字考 一合類大節用集一 速 1-15

馴 耶 (駒谷散人)編 京都 村上助兵衛 明和5(再版)

15H什 22.5cm 和綴 (虫損) 010M18

020 叢 書

経済録 巻之6,8,9
大串純挟 51冊 27cm 和抜 020M16

梅園叢書 巻之上,中,下

三浦安貞 大阪 教生屋九兵術 安政2 5冊 28cm
和綴020M15

北窓磯談 前編 2-4 後編 1-5

橘春畔 6m 26cm 和級 020M6

官阪大合筆談 巻之12

11肘 22.5cm 和級 020M17
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050 雑 書

諌早豊前知行矢上相島方本帳 元禄十五壬午年

247丁 28.5cm 和綴 050M74

奥音指南 上巻 ･下巻

香港 衆珍書 光緒29 2冊 28cm 和綴 050M87

落穂集 巻之 1-奄之10
安藤正勤写 文政9 7冊 25cm 和綴 050M126

阿蘭陀ケヒツル馬術和解

55p 27cm 和綴 050M155

女大学

大阪 河内屋太助 嘉永6 19丁 24.5cm 和綴
I050M124

女大学

見原益軒 大阪 高橋平蔵 56丁 24･5cm 和綴
050M125

官版海外新聞 2号

大学南校 明治5 8丁 22cm 和綴 (桃浜刊行ジャ

ッバン･ヘラルド新聞より抄[_I!l) 050M155

開花新開 自評,1572号 至第598号
箕輪勝編 東京 三益杜 明治17 122丁 25cm 和綴
050M65

開化童子往来

松川半山 大阪抑玉堂 明治6 50T 18･5cm 和綴
05DM154

開化問答 巻下

小川為治 東京 和泉屋勘右衛門 明治7 57丁 22cm
和綴 050M50

海軍兵学校教育参考館図録

海軍兵学校教育参考鯖節 広島 海軍兵学校教育参考館

昭和9 104丁 26cm 和綴 05DM59

約校海国兵談 巻之2-幾之10
林子平 松柳軒 変改5 9冊 2515cm 和綴
D50M44

廻潤集 第七編

5lZ･井参 東京 駒田彦之丞 昭和8 55丁 25cm 和綴
050M55

弼場集

狩野教授還暦記念会編 東京 狩野教授還暦記念会

昭和5 12丁 25cm 和綴 050M40

会所銀換評議申上書付 附｢長崎会所調役福EEl安左衛門,

久松審兵衛儀につき奉願旨番付｣写

(幕末) 1冊 24.3cm 和綴 050M159

会所より御持越の晶 (写)

1冊 24.7cm 和綴 050M144

廻着旅人滞在帰国御届引替帳 明治四半末年 (写)

長崎 吉井屋良三 11丁 26.5cm 和綴 05DM99

回天詩史 巻之上,下

原忠敬 大阪 敦賀屋寄蔵 安政5 1冊 18cm 和綴

(弘道館叢書) 050M71

見原町人袋 巻 1-准5 附 町人袋底払 巻上 ･下 ･

西川求林斉 大阪 秋田屋太右衛門 享保4 4m

22C7n 和綴 050M128

海備全策 幾之 1-5 (写)

山鹿素水 嘉永元 1冊 25.5C7n 和綴 050M48

海防臆測 乾 ･坤

古賀嘘 東京 山中市兵衛 明治15 1冊 18.5cm
和綴 050M51

魁本大字諸儒義解古文真宝 巻之上,下

未墾集 弘治15 2冊 26C7n 和綴 050M25

魁本大字諸儒築解古文真宝

張蕗古 浪華 河内屋薯兵衛 天保12 62丁 25.5cTn
和綴 050M157

書留捷 (写)

177丁 27cm 050M148

花月関情筆 一項詞図譜初集小令一

竹田番屋主人編 京都 堺屋伊兵衛 天抹占 29T
18.5cm 和綴 05DM75

各国新聞紙

ウイセヒ (英)編 大阪 -ル トリ-店 慶応4 15丁
24.5cm 和綴 05DM170

神奈川表旅役一件書留 安政六末四月

45丁 24cm 和綴 050M171

改正官員録 甲

彦根正三 東京 博公沓院 明治21 181T llx16cm
和綴 050M129

官員録 (坐)

東京 須原屋茂兵衛 46T llx15cm 和綴
050Mld9

閑聖漫録

会沢恒蔵 江戸 帝劇開 文久5 40丁 26cm 和綴
050M49

菊鹿偶筆

芥舟木村教士果,W 明治19 41T 17cnl和綴
050M80

極め年季置文の和 慶応四年戊辰七月 (写)

引田屋茂左衛門 1冊 25.8cm 和綴 05DM142

襟帯集

徳富猪一郎編 東京 民友社 大正7 70丁 27cm
和綴 DSDM34

軍艦法則 逸之上

細川習訳 細川氏蔵版 明治2 51丁 25C7n 和綴
DSDM76

軽騎加利別印姿製 前編

熊坂蘭斎 披雲館 安政5 26丁 25.5cm 和綴
050M77

蝕浦実用新誌 第1号-10号
明治10 1m 17.5cm 和枝 050M96

改浦筆語

大槻磐渓編 25丁 25.5cm 和綴 (磐漢文稿17丁を含

む) 050M45

桂林漫録 巻之上 ･下

種川中良 浪花 河内屋穂兵術 寛政12 2冊 25.5cm
和級 050M79

献芹微衷

大槻如電 大正14 49丁 22.5cm 和綴 050M27
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香亭蔵葺 巻之 1一巻之4 開銀 詩窓閑話

本間光輝 山形 本間光輝 大正5 5冊 25cn 和綴
050M72

古朽木

聾三二 明誠堂 安政 5 78丁 21cm 和綴 050M52

西籍概論講本 2之巻 5之巻 (写)

平田先生講談門人等書記編 2附 25.5cm 和綴
050M24

沢屋嘉右衛門願書の写 天保二年十二月十九日 (写)

長崎 長崎八幡町嘉右衛門 1m]L28.7cm 和綴
050M145

横雲峡雨EI記 上盤 ･下巻

竹添進一郎 杢文堂 光緒5 2rrけ 25.5cm 和綴
050M98

三才小識 変改四年 巻之 1一巻之10(写)

江三万誌 SFr什 25.5cm 和綴 050M82

山陽遺稿 巻之 1-4
膳漉 1rn 25C7n 和綾 050M25

山陽詩妙 沓之5,6
購襲 2rT廿 25cm 和様 050M172

評鮎山陽遺稿 詩 巻之 1-7他,文 巻之5-10
職久太郎 京都 塩治芳兵術 明治12 5m 22cm
和級 050M25

静岡新語 巻之 1第5号一節11号
静岡新誌編 静岡新誌 明治15 1｢肘 18.5cm 和綴
050M89

種子油支払代帳 月々納勘定御帳 嘉永元年

吉井尾長助写 41丁 26.5cm 和綴 050M105

商売往来読本

長崎県師範学校編 長崎 ･BiLlF布県師範学校 明治17
(5版) 14丁 21.5cm 和綴 050M122

諸書留 明治欄 (写)

1日r26cm 和綴 050M160

不知火考

中島広足 長崎 立身屋万兵衛 天保6 22T 25cn
和綴 050M66

新策 遊2-5
瓶山陽 2汀け 25cm 和綴 050M162

真宗巳宗門御改帳 安政四年正月 (写)

三池郡加納は馴rlJ47丁 27cm 和綴 050Mill

清文補曇 巻 陸 ･紫 ･壱 ･参

李氏敬遵是編 乾隆51 4m125.5cm 和綴
050MIOl

に風一覧 上

背水永澄 享保17 157丁 28C7n 和綴 050M88

開化進歩乃目的 上･下

加藤裕一 大阪 右肘和助 明治占 2nけ 22cm 和綴
050M69

較正地学須知成語考 巻之上 ･下

郎文荘 省城 古経閣 宣統2 1m124cm 和枝
050M106

星霜二十年に添て

佐治考太郎編 名古屋 佐治考太郎 昭和1078T
19cm 和綬 050M156

西洋料理通 幾2,巻5

魯文編 東京 椀屋審兵衛 2m 18cm 和綴
050Ml占4

硬水先生適書 巻 1-12
楠門全編 洪口ET朝礼 大正7 4mナ25.5cm 和枝
050M81

説教良材集

児玉寛淵 大阪 岡田茂兵衛 明治7 12丁 25cm
和綴 05DM78

勢州桑名仇討

文久2写 24丁 24cm 和綴 050M104
世事百談 壌之 1-4

山LlrS久作 江戸 英屋又蔵 天保14 4冊 26cm 和級
050M5

相続願控 天保十四年舛六月 (写)

15丁 24cm 和綴 050M94

才且来先生答間書 (写)

58丁 26.5cm 和枝 05DM46

大学南校一覧

明治文化研究会編 東京 明治文化研究会 明治4
1銚 申×69cm 和綴 DSDM145

高島流畑術権度量考 嘉永四亥九月

高島茂武写 15丁 24.5cm 和綴 050M155

高松聞書 (写)

〔文化〕 1冊 24cm 050M127

中外新開 初怨-4巻

中外新聞編 中外新聞 慶応4 5冊 和綴 050M91

中外新報 第 6号,罪7号,罪11号
瓜臥挫 (撰) 東都 万屋兵四郎 威豊9 51m
22.5cm 和枝 050M115

長周叢書 一献 政私記 怨第1-5,昔EIIl物語 逸第6-11一
国韮政恒編 明治51 2m†18.5cTn 和綴 050M92

首書説法庭訓往来具注紗 (坐)

蔀関牛 京都 吉野屋仁兵衛 嘉永元 87丁 25cm
和綴 050M152

提醒紀談 巻 1-5
山崎共成編 嘉永5 5冊 25.5cm 和紘 050Ml14

董香光習字帖 四郡

有正書局編 上侮 有正書局 中華民国5(5版)
4mナ2占.5cm 和綴 (峡入) 05DM125

東京新語 41弓･-50号
東京 九番祉 1"]治1010冊 17.5cm 和綴 (虫損)
050M175

桃岡雑記

酢例臣松都賀 榊園 弘化2 42丁 26cm 和枝
05DM95

唐船壱娘御定高元に立出帆引合帳前諸渡銀並代り物波方大
意書 (仙) (写)
1Fllナ20.5cm 和枝 050M158

唐方商売銀並諸取立銀取立諸出方銀差引大横書付(他)(写)
1冊 20.5cm 和級 05DM159

都都問答 巻5,4

石旺l助平 京都 伏見尾祐七郎 天明8(再版) 2冊
25cm 和綾 050M6
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長崎県一円富豪家一覧表

竹内則五郎編 福岡 九州名誉発表会 明治55 111丁
21C7n 和綴 050M95

長崎奉行渚雑記

長崎 56T 12×16cm 和綴 050Ml19

那破倫兵法 巻2
福地源一郎訳 57T 18cm 和綴 05DM57

南湖蒋影

富永発叔 大正14 14丁 25cTn 和級 050M5占

南畝偶語 (写)

47丁 27.5C訊 和綴 05nM50

南畝秀吉 幾之上 ･下

萄山人 (文宝亭)筆録 東都 岡EEI屋嘉七 2冊 28cm
和綴 05DM29

日本外史文法論

長川東洲 長崎 虎輿号商店 明治25 45丁 25C7n
和綴 050M8占

日本貿易新聞 算27号 文久三年十月 (写)

16丁 24C7n 和級 050M157

為登荷物控帳 文久二年戊正月

1冊 51cm 和綴 050M150

拝借銀年賦納之儀対御書附 宝暦四戊年 (写)

1m 24cm 和綴 050M158

博覧会品物目録

京都 神戸源右術門 伊東久兵術 明治5 170T
18.5cm 和綴 (南摩綱紀政) 05DM118

八仙卓燕式記 一清人呉成充船中饗金右衛門-

10丁 24.5C7n 和綴 050M116

八線表町間砂 中 (写)

11丁 26cm 和枝 050MllO

発明道中記 初編 下之巻

I.･富岡貴林 東京 山木荘兵術 明治8 22丁 22cm
和綴 050M150

万国新聞 界1号-18号
東京 二書堂 明治4 1冊 18cm 和綴 050M151

晩村遺稿 上 ･下

村松良粛 静間 村松氏蔵 n)-]拾21 2日廿 22.5cm
和枝 050M67

肥前国高来郡島原御領卯年御物成御帳 (写)

長崎 文化4 1m 24cm 和綴 050M51

備忘録 (写)

〔滞米〕 67T 12×18cm 和綴 (虫損) (破扱)
050M174

福恵全書 巻之 1,5,7,10,18 止
黄六鴻思潮著 小畑行蘭訳 詩山堂 義永5 5m
25cm 和綴 050M107

福堂遺稿 (坐)

中田敬義編 束京 中田敬義 明治40 45丁 26cm
和綴 050M85

物価引下方之儀早々取調可中上旨被伸渡候に付中上候書付

(写)
50丁 24cm 和綴 050M108

船々別段売和手本帳 嘉永二酉年 (写)

1冊 15.5×19cm 和綴 050M154

官版文章軌範 上,中,下

堂山先生批鮎 嘉永6 5冊 25cm 和綴 05DM68

文章軌範纂評 1巻-3巻

謝堂山編 京阪 六番房 安政4 5冊 25C爪 和綴

(謝畳山著 ｢文章軌範｣に安藤乗が茶評を加えたるもの)

050M105

米価図鑑

平岩街 東京 九番 明治27 1舗 57.5×275.5cTn
和枝 050M117

闘邪小言 巻之 1
大橋収用道甫 江戸 恩誠塾 嘉永 5 52丁 26cTn
和綴 050M84

再版北京歴史風土叢書

梁啓超 北京 広兼蓄祉 乙丑秋日 2冊 24.5cm
和綴 050M70

別段売和手本帳 文政十二丑年

=fm･15.5×19cm 和綴 050M155

香港新聞 巻之 1,2

香港新聞編 束都 万屋兵四郎 威盟11 1m 22.5cm
和綴 050M115

満蒙漢三文合壁教科書 卵1f肘-6冊,7上,下,81･.,

下冊

専司 (他)編訳 上海 商務印書館 光諸50 10冊
29cm 和様 050Ml12

乱玉早打相伝秘書 文化十五年寅三月二日 (写)

中村元椎 9T 15.5×18.5cm 和綴 050M151

明大雑誌 婦21号一節25号
明六同社 明治7 1m 17.5cm 和綴 050M121

夜雨庵集

中島広足 安政7 55丁 25.5cm 和級 050M75

薮椿 一寸沌β先生語集一

名古屋女子商共学校 名古屋第二女子商業学校共編

名古屋 名古屋女子商業学校 名古屋節二女子商共学校

昭和 9 (11版) 588丁 22cm 和綴 D50M58

横浜新聞紙 一薩摩と英国に就ての記事一

中村敬宇 (写)文久5 10丁 24C7n (英文) (虫損)
050MIOO

龍江文集 上巻 ･下巻

深浦重光 門下生一同 大正10 2冊 25.5cm 和綴
050M85

宮坂六合叢談 乾 ･坤

上海 塵梅書館 戚盟7 1冊 25cm 和綴 050M58

宮坂六合叢談 巻之2 (第 1,2号)一鶴之7

東都 万屋兵四郎 減塩7 1冊22.5cm 和綴
050M65

綿相場御届書 慶応元乙丑年 (写)

55丁 24cTn 和枝 030M152

綿相場御届

森永永蔵写 5丁 26.5cm 和綴 050M147

和文読本 壇之2

稲垣千新編 東京 稲垣千穎 明治18(再版) 59T
22.5cm 和綴 05DM97
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040 新 聞

新聞雑誌 /ig5-181号-156号 附録 新聞大意上 ･下

東京 El新堂 明治6 1冊 25cnl 和綴 (105-1D5,
109,120,124,129,152,155-158欠号) 040Ml

東京絵入新開 (明治14年7月 1日-9月50日)

東京 絵入新聞両文祉 明治14 1ml･58.5×28cm
和綾 040M2

100 商 業 総 記

御小納戸御広敷向手之御用 (写)

111け 61T llxlOcm 和綴 (虫扱) 100M61

銀算用書

嘉永年聞 1絞 82T 16.5×22cm (虫損) 100M65

交易心得莱 前編

加藤祐一 河内屋又一郎 明治元 52丁 22cm 和級
100M45

砂糖蔵出目方

56T 17×12cm 和枝 (虫損) 10DM47

支那通商必携

溝川成種 東京 稲田佐兵術 明治6 50丁 22cm
和綴 100M57

支那通商必携 初編 (坐)

iliE'･J;川成柾荊 江戸 稲仁臼佐兵術 明治6 50丁 22.5cm
(酢EiT･番屋蔵版).10DM50

商人心得書

長崎 新塾活版 明治5 8T 18.5C,n 和飯
10DM49

商売便覧 遊5-8

呉中辛 (鳳岡)掛 野 5冊 17.5cm lOOM51

諸色直段御届引替帳 慶応三年 (市中諸色改方)

1冊 20T 15･5×52.5cm 和綴 (虫損) 10DM55

諸崇帳 一光海健一 乙未

52T 15･5×22cm 和敏 (虫損) 100M46

大福帳 天明五歳

1紋 16×22cm 和綴 100M56

大福帳 文政 9年

1mr 15.5×21cm 和級 100M57

大福帳 〔年不詳〕

5線 16×22C7n 和綾 100M58,M59,M60

中外通商始末記 巻1-4

密造人 宝善書局 光緒乙未 1冊15cm 和綬
100M52

出場売込帳 嘉永 万延元年 文久5年 慶応2年
4枚 15×19cnl和綴 100M55

出場蕗時帳 安政5年

58T 12･5×17.5cm 和様 10OM62

引合帳 (写)

16×12cm 和様 (虫損) 100M48

綿相場御届書 文久四年改 元治元年改

紙屋 92丁 25cm 和綴 (虫損) 100M54

綿取り扱い奉行所記録捜 文久四年甲子正月攻
錦屋 55,15丁 26cln lOOM66

101 商業通論 ･経営

商業地理提要

坂本陶一 東京 同文舘 大正6 276p 22cm
lOIM50

102 銀行 ･貨幣 ･金融

会社弁

福地源一郎駅 東京 大蔵省 明治4 44丁 22.5cm
和綴 102M58

国家金銀銭

青木教書 藤原忠寄写 明治元 1冊 28.5cm 和綴
102M55

新貨条例

太政官編 東京 大蔵省 明治4 29丁 25C7n 和綴
102M58

唐阿蘭陀持渡金銀銭図鑑

麹池写 昭和17 1rml59丁 26cm 和綴 (虫損)
102M41

105 保 険

香港と火災保険業 明治4年取調,大正5年再取調

沢田実 70丁 24cm 和枝 105M15

109 商 業 史

糸割符御由緒 (写)

15丁 25.5cm 和綴 (虫損) 109M40

天保15辰7月阿蘭国より別舟渡来一件 (写)

8丁 25cn 和綴 (虫損) 109M41

商務官報 第1期
商務官報局編 北京 商都工芸局 光緒52 41丁
25.5cm 和綴 109M44

諸大玉恵 慶応元年寅2月

李氏研香 45T ll.5×17.5cm 和綴 109M59

諸色荷造帳

1m 15×57.5cTn 和様 1D9M42

大英商業史 遊1-17
レヲン･レブイ-著 l訓j卯吉訳 東京 元老院

明治12 17冊 和綴 109M50

取捨荷物先方より差出候 (写)

6丁 24.5cm 和綴 (虫損) 109M45

110 商 品

広益国産考 巻1-8
大蔵永常 大阪 象牙屋治郎兵衛 天保15 811廿 22cm
和枝 110M2

物品識名 乾 ･坤

水谷盟文 永楽盤 文化占 2冊 18cm 和綬 110M5

120 交 通 業 総 記

点取交通論 (坐)

佐田介石 (述) 東京 大伴義正 TiJ]拾16 55丁 25cm
和級 12DM14
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121 陸 運

九州鉄道旅客便覧 (完)

岡部啓五郎編 福岡 六花弁主 明治2665丁 22cm
和枝 121M65

人馬価帳 (写)

45T 19.5×15C7n 和綴 (虫抱) 121M72

人馬帳 (写)

家威武十郎 45丁 22×15･5cm 和綴 (虫損)

121M75

束省鉄路公司合同 附 申俄会訂条約

19丁 25.5cm 和綴 121M74

122 海 運 ･運 河

方向針筋回船用心記

吉村酬 1 大阪 前川沓兵術 嘉永7 25丁 25cm

和枝 122M19

航海教授書 巻1-9
梅軍兵学資編 東京 海軍兵学寮 明治6 9冊

22,5C7n 和綴 122M18

航海術要法師訳 節1編-3編 (写)

例l虻 石碑門 (撰) 5m 25･5cm 和綴 (表題-ス

ハル ト航梅) 122M24

船具教授書 幾1-5

海軍兵学費編 東京 海軍兵学寮 明治6 川 図版
22.5cm 和綴 122M16

124 通 イ言

瞳佼必用電停符牒語

斉木寅吉 岡山 細謹杜 明治14 22丁 25cm 和綴
124Mll

Ej木1.W国郵便規則

大蔵省編 東京 駅迎寮 明治7 82丁 18･5c m ･和綴
124M12

125 交 通 史

交易通史 怨 1,2,5 (上,下)
キイヒッツ 東京 丸Ijp_(･;:･=書)苫 明治9 1冊 22C7n

125M5

150 簿 記 ･会 計

郵〒簿記例題 上,下
佐久間貞一 東京 小林新兵衛 明治12 2冊 22cm

150M12

受用銀控帳 弘化四年正月

58T 19×15.5cm 和綴 (虫損) 150M17

商業簿記法原理

溝田成治郎 長崎 鶴野書店 明治27 192p 25･5cm

和綴 15DM14

損益利息算法 (坐)
紫田清亮編 佐藤新兵術 明治7 55丁 2215cm 和綴
150M15

帳合之法 初編 奄之2 2編 畿之5,4

福沢諭吉訳 東京 慶応義塾出版局 明治7 5m

25cm 和綴 150M5

複式記簿法 上･中･下

馬耳蘇著 ′Nヰ儀秀訳 東京 文部省 明治9 5冊
25.5cm 和綴 150M5

簿記学撮要

鈴木五郎 東京 教科書房 明治15 29丁 22cm 和綴
150M4

民間簿記学 上･下

森下岩楠 森島備太郎共著 東京 中近堂 明治17

2冊 22.5cm 和綴 150M6

140 工学 ･工業総記

窯各種 (絵図付) (写)

〔幕末〕 1冊 25cm 和綴 140M8

工芸観 逸2
横井時冬 東京 六合飴酋店 明治27 48丁 25cm

和綴 140M7

医師ボードイン棒金分析仕法書

志筑祖之介訳 長崎 慶応元 1枚 6丁 24･5cm
140M9

141 土木工学 ･建築学

測量製図 1851年
ァンドルエ ･デ ･ラボルテ著 三毛澄訳 141MIO

築城典刑 巻1-10(写)
明倫館蔵 慶応元 5冊 図版 2415cm 和枝
141M2

142 機械工学 ･奄気工学

軍艦建遺書 (写)

〔幕末〕 1冊 28･5cm (虫損) 142Mll

蒸気器械運用書 第5編

1冊 19.5cm 和綴 142M8

蒸気機械園 (写)

〔幕末〕 55丁 24cm 和綴 142M6

145 鉱業 ･冶金業

鼓鋼図録 (完)附 鉄鋼録

(住友氏奴隷)増田綱 (挟) 浪準 住友氏 2町
25cm 和綴 145M4

泰西七金訳説

馬場貞由駅 屋山間 嘉永7 ･5冊 25cm 和綴

(虫扱) 145M10

146 造 船 業

英式運用全書 港之1-6
ネイル著 古川正雄訳 海軍兵学寮 明治4 1冊

22.5cm 和綴 146M5

蒸気船,風船説,鵠片始末 弘化5年 (写)

41T 17.5cm 和綴 (虫娘) 146M4
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蒸気要用器物之名 付 蒸気船雛形用法

1帖 16.5×7.5cm 和綴 146M5

西洋一千八百五拾六年阿蘭海軍の舶将ホイゲンス人名著す

処の書銘デスクルーフデルストームシケーベン蒸気船の

螺状器という義の抄訳 (写)

90丁 20cm (虫損) 146M7

帆船運用約説

慶応5 45T 17×24cm 和綴 (虫損) 146M6

150 農 業 総 記

英国農業篇 巻1-ll

ジョン･ウイルソン著 岡田好樹訳 東京 勧虚局

明治11 11冊 22cnl 和綴 150M15

官版泰西農学 初編 上 ･下,2編 上 ･下,5編 上 ･下,
附録 上 ･下

ゾーマス･シ･フレッチェル(英)著 緒方儀一訳 東京

穴山篤太郎 明治11 8fH1 22･5cm 和綴 150叩17

農家備要 前編巻1-5

河野大介 倉敷 鬼金舎 小塩舎 明治5 5冊 22cm
和綴 150M9

農業花暦

河野剛禎造 倉敷 小塩舎 明治5 1舗 26cm 和綴
150MIO

農業三事 上 ･下

津田仙 大阪 前川着兵衛 明治7 2m1 22.5cm
和綴 150Md

農業自得 上 ･下

田村富茂 京都 知新堂 嘉永5 2冊 26cm 和綴
150Ml

再版農業全書 巻4,6-ll

大阪 近江屋平助 元禄10 川 上21･5cm 和綴
150M15

勧業備考農具便利論 上 ･中･下

大蔵永常 大阪 横山帯川堂 文政5 5EEr125C7n
和綴 150M4

農政本論 初編上 ･中･下,後編上 ･中･下

佐藤信淵 (逮) 東京 有隣堂 文政12 5m 22.5cm
和綴 150M11

155 水 産 業

捕鯨図識 上 ･中･下

藤川三渓 神戸 井上丑松 明治22 51肝 図版 22C7n
和蔵 155M1

154 農 葉

煙草録

楢逢椿 仙根 顧禄総之 職責州堂 粛慶25(文政5)
19T 19cm 和綴 154M1

200 経 済 総 記

経済小学 上篇 ･下篇

イリス著 神田考平重訳 江戸 神田考平 慶応5
2冊 22.5cm 和撮 200M29

経済録 巻1-8,10(写)

太宰純撰 9冊 25cm 和綴 20DM56

経済要旨 巻上 ･下

西村茂樹訳 東京 文部省 明治7 2冊 22cTn 和敏
2DOM24

栽培経済問答新誌 罪11号一節28号

佐田介石偏 死京 曳尾社 明治15 1nTr25cm 和扱
200M50

栽培経済論 初編上 ･下

佐田介石 明治11 2m 25.5cm 和綴 (虫損)
200M55

栽培経済論 後篇上 ･下

佐田介石 東京 佐悶介石 明治12 2m･25.5cm
和綴 200M28

社会経済要略 上巻 ･下巻

ロジャ-ス著 小山雄訳 東京 原亮三郎 明治14

2冊 22.5cn 和綴 200M27

生産道案内 上 ･下

小幡篤次郎訳 尚古堂 明治5 1日廿 22cm 和絞
200M28

201 経 済 原 論

英氏経済論 初編1-6

エーランド著 小幡篤次郎訳 東京 慶応義塾祉
明治占 dnTl 和綴 201M55

原書 甲上 ･下,乙,丁上 ･下,戊上 ･下

スミス 南洋公学訳書院 光緒28 7冊 25cm (スミ

ス富国論の中国語訳) 和綴 201M60

西洋経済小学 上箔 ･下請

イリス著 神田考平重訳 江戸 柵刃考平 慶応5
2冊 22cm 和簸 201M45

富国策 上 ･中･下

楽尊堂 明治14 5Flけ 25cm 和綾 201M2

富国真理 巻上 ･下

山雅谷 (サンヤコブ) (英)訳 上海 商務印書館

光諸29 2冊 20cm 和枝 201M59

富国論 巻上,中,下

チオーケル箸 永峯秀樹訳 東京 杢輩閣 明治7
引冊 22cm 和級 201M8

宝氏経済学 巻之1一巻之5
フォーセット著 永田健助訳 東京 牧野吉兵衛

明治10 5冊 22,5C7n 和綴 201M6

珊児経済論 初篇 慈之1一巻6,2篇 巻之1-遊9

ミル著 林蒐訳 東京 英蘭堂 明治8 17m 18cm
和綴 201M5

207 経 済 史

致富新書

胞留雲易 明治 5 72丁 28cm 和綴 207M40

中外通商始末記 巻17-19

1冊 14.5cm 和綴 207M58

落札帳

大尉 0 111け 248T 15.5×58.5cm 和枝 (虫損)
207M59
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212 歳 計 予 算

歳計予算論

細川潤次郎編 東京 細川潤次郎 明治2445丁 25cm

和綴 212M1

250 社 会 総 記

藷夷問答 (坐)文政七年五月二十八 日

子7月写 17丁 28cm 和綴 250M57

嘉永六年丑七月渡来魯酉亜人より献貢物品立書 (写)

11丁 24cm 和綴 250M56

婚礼問答 (坐)

世良利点写 天保11 25丁 28cm 和綴 (虫損)
250M54

西洋衣食住

片山淳之助 慶応5 19T 15cm 和枝 (虫扱)
250M55

殿中茶会料理控帳 (松浦家秘事)

1冊 20cm 和綴 250M58

天保十年金銀出入帳並びに日記

大阪の人 (筆者不評) 1m15cm 和綴 250M52

綿屋中取極 (写)

1校4枚 52.5cm 和枝 25DM55

251 社 会 学

自由之理 巻1,2(｣二,下),5,4,5
ミル著 中村敬太郎訳 静岡 木平謙一郎 ､明治5
61m 25cm 和綴 251M2

240 労 働 総 記

工業的労働に対する労銀支給制度の現状 (写)

ダリユーンフェル ド稿 48丁 25cm 和綴 (東亜経済

調査局雑茶甲ljの節29号) 240M10

512 交 通

英吉利船,外諸般入津帳

1汀け(51丁) 12×17cm 和綴 512M6

515 政 治

明治十三年長崎県統計表

長崎県編 長崎 長崎県 明治15 58丁 24C7n 和枝

515M5

400 政 治 総 記

天明八年異国船方御手当 (写)

川辺村 12丁 22.5cm 和綴 400Mdd

諌早領内石火矢寸法 (控)

9T 14×19cm 和綴 400M67

英政如何 1巻1-6,2巻719,5巻10-ll,4巻12
-14,5巻15-18

ホンブランク著 鈴木唯一訳 東京 九潜館 慶応 4

5附 22cm 和綴 400M20

御布告書

明治 4 1冊 (図版) 25.5cm 和綴 (海軍放資,

各開港場輸出入物品高,和親兵徽章,陸軍徽章,軍医東

宮畏服制,鉄道会社規則書) 40DM65

海軍沿革論 巻1
内田正雄訳 明治2 55丁 22.5cm 400M59

海国兵要 上 ･下締

小島省吾 翠雪楼 1m 18cm 和綴 400M57

旗章説略 (写)

明治2 20丁 図版 12×17cm 和綴 400M58

駅車鉄杏等之和解

14丁 27cm 和綴 400M占2

奏設外務部章程 光緒27-54

55丁 24cm 和綴 4DOM65

長崎諸々御台場御石火矢寸法其外調子細 ■

藤岡二郎右衛門写 天保15 19T 14×20C7n 和綴

(虫損) 400M64

壁国旗印 (写)

〔文化〕 17丁 図版 15.5×21cm 和綴 L400M55

万国旗章図譜

姐奉郷編 大阪 河内屋 嘉永 5 20p 25C7n
400M21

万国標蔵

かひたん やん ･こっく･ふろむはふ著 富雄権之助訳

寅九月 10丁 図版 27cm 400M22

米政撮要 巻1-遜5
原忠昭 牟田豊共著 綱錦堂 明治6 5冊 25cm
和枝 400M19

畑術言葉図説

五守館蔵版 嘉永7 59丁 図版 19cm 和綴
400M58

砲術手捜 〔文化年間〕

5丁 15.5×19cm 和綴 40DM60

法曹戦争誌略 1,4-6,8
5m118cm 和綴 400M61

401 政 治 学

学者安心論 (坐)

福沢諭吉 東京 福沢諭吉 明治9 26丁 22.5cm
和線 401M18

合衆国政治小学 初編巻之 1
瓜生三寅訳 東京 明治4 19丁 2̀2･5cm 和畷
401MIO

民権夜話 初編巻之2

字音多小十郎 東京 博聞杜 明治7 22丁 22cm
和綴 401M19

民情如何

渡辺修次郎 明治14 114p 18cm 和綴 401M20

立恵政体略 (坐)

加藤弘磯城之 江戸 上洲尾椎七 慶応 4 26丁

22.5cm 和綴 401M17

408 内 治

阿部様御道具口々取計候帳面奥書 (写)

7丁 25cm 和綴 (虫損) 406M29
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寛 一相改絵図面一

井上要右衛門外 辰7月 1線 29cm 和綴 408M24

和蘭邑法 巻下

文部省編 東京 文部省 451105丁 22cTn 和綴
406Ml占

亭宝間雑記 (写)

54丁 25C7n 和綴 408M25

御検地聞書 (写)
1冊 58丁 25cm 和枝 40dM26

五人組諸法度香 (写)

50丁 27cm 和綴 406M50

乍恐口上書他 (写)

1冊 15×19cm 和綴 408M27

制度通 巻 1-15
伊藤長胤 (栂) 15冊 22.5cm 和綴 406M5

台湾阿片処分

水野遡 (逮) 東京 水野遵 明治51 74丁 22cm
和綴 406M19

明治12年太政官公布 (坐)

長崎県編 長崎 長崎県 明治12 1冊 18.5cm 和綴
406M17

手形控帳 (写)

明治10 1冊 5丁 25.5C7n 和綴 406M25

長崎県連綴

明治11 1m 22cm 和綾 406M51

布告全書 第 1冊-3冊,占冊-11冊下

外史局編 束京 山中市兵衛 明治5 1D冊 18cm
和綴 406M18

豊州御領村之連年之変徴御取起之御趣意ヲ以被仰出候書付

之内書抜 文化10
1冊 70丁 25cm 和綴 408M28

407 外 交

亜暴利加国集約並税別

江戸 蘭農事三郎 安政6 28丁 25.5cm 和綴
407M24

安政二年締結日英仮条約書手控 (写)

安政2 1冊 24.5cm 和綴 407M59

英吉制約文 (写)
9丁 27.5cm 和綴 407M51

異国船に対する諮問答申

2DT 24.5C7n 和綴 407M50

異船実閲記 1-1D(写)

10冊 24.5cm 和綴 (虫扱) 407M58

浦賀表渡来亜暴利加船一件 嘉永六年 (写)

1冊 12×55C7n (仮綴) 407M52

阿蘭陀舶之風説書 -松前若狭守御届書-

寛成9年一文化2年 (写)

16丁 27.5cm 和綴 407M48

阿蘭陀国条約並税別

26丁 26cm 和綴 407M25

外交年鑑 上編 下編 民国九年分

外交部統計科編 中華民国 外交部統計科 民国10
2冊 26C7n 和綴 407M15

各国関於中国所訂協約 一筆洋合壁-

〔明治〕 11丁 25.5cm 和綴 407M28

小船出役帳 (写)
1冊 58.5×15.5cm 和綴 407M54

策論

ス トウ 18T 18cm 和綴 407M52

官版新条約書 一約番和文案他一

大阪 敦盤尾為七 1冊 22.5cm 和枝 407M21

官版新条約幸 一瑞西国仮条約他一

大阪 敦賀屋為七 1冊 22.5cm 和枝 407M22

官版新条約書 一葡萄明国仮条約他一

大阪 敦賀屋為七 1珊 22.5cm 和綴 407M25

官版新条約書 -大阪表外国人居留規則他一

大阪 敦盤屋為七 1冊 22.5cm 和綴 407M57

他見無用 亜鵜利加合衆国番翰,列侯献策,他

朝長太市 1冊 24.5cm 和綴 (虫損) 407M56

中華芽蘭通好条約

15丁 25cm 和枝 407M50

中俄蒙協約 日付府会

12丁 21.5cm 和綴 407M55

中国希望条件

45丁 25.5C7n 和枝 407M28

中日互換匪票協定

22丁 25cm 和綴 407M29

中国互換保険借由箱匡協定

12丁 25cTn 和綴 407M54

中国互換郵件協定

16丁 25cm 和綴 407M55

中日互換包裏協定

17丁 25cm 和綴 407M40

中日交渉始末

45丁 25cm 和綴 407M56

文久三亥年長州下之関事件 一附水先案内之者よりl:lT上
啓一

5丁 25.5cm 和綴 407M47

明治15年7月に起りたる朝鮮暴徒日本公使館塊撃

近藤書記 明治15 12丁 24cm 和級 407M55

陳専員報部中英蔵会議摘要 (チベット会議録)

18丁 22cm 和綴 407M57

勢家屯案中日交渉来往文件

1占丁 22.5cm 和綴 407M44

日清貫珍 上盤

佐田自評 東京 千鈍房 明治7 24丁 22cm 和絞
4〔】7Mld

日本応軸棄勝州

孫祖烈訳 5丁 24cm 和綴 407M45

1849年別段風説書

12丁 26C7n 和綴 (虫板) 407M48

文政十亥関六月壱番船風説書 (写)

1tm･24×17cm (仮綴) 407M55
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弁 正東報文件

44丁 25cm 和綴 407M27

魯西亜国条約並税別 巻 1,坐

2冊 25.5cm 和枝 4D7M58

文化元年魯西亜使節渡来発端

1冊 25C7n 和枝 (虫扱) 407M49

魯西亜書牒和解

49丁 24cTn 和綴 407M51

410 法 律 総 記

泰西国法論 巻1,2
シモン ･ヒッセ リング著 津田表一郎訳 江戸 開成所

慶応 4(明治元) 2相 22cm 和綴 410M19

唐律疏議 1遊-12巻

孫無忌 〔光諸16序〕 12冊 26C7n 和綬 (峡入)
410M52

徳川時代の文学と私法 (全)

rFIE刀煎 東京 半狂蛍 大正12 108丁 24C7n 和城

41DM24

法学指賊 第 1冊,2m

ヴェルベ ッキロ訳 長森徽斐筆 東京 桜井髄監

明治18 2m･22cm 和放 410M28

明律国字解 遊2,4
2冊 18cm 和枝 410M55

立法論綱 遊1-4
ベンサム著 島田三郎訳 東京 元老院 明治11 4日廿
22cm 410M6

415 刑 法

酷刑過供論

光諸50 19丁 20cm 和扱 415M2

41占 商 法

官版商社規則

大坂 河内尾音兵術 川 1･416山15

立会就産考 下

島耶泰 (拭) 東 京 伊勢屋健太 郎 明治 8 28丁

22.5cm 和様 416Ml1

417 国 際 法

国療法 上編 4,5
T3:A.一作麟祥訳 東京 江.翫L:･j:兵衛 明治8 2 冊 22.5tm

和枝 417M4

通俗国権論

福沢諭吉 東京 福沢諭吉 明治11 119p 19cm 和枝

417Mll

恵頓氏万国公法 奄 1

恵頓著 大築拙賊訳 東京 明法窄 明治8八､1m

25cm 和綴 417M5

万国公法 1-6

東京 万屋兵四郎 JAi応元 占冊 25.5cm'和綴
417M2

万国公法 1-4

畢西林 (ヒッセ リング) 大阪 敦賀屋為七 慶応4
4冊 25.5cm 和枝 417M15

万国公法要略 逸之1-4
ラウレンス著 美国林楽知栄章 (補訳) 上海紫蘭康芝

紋 (補連辞) 上海 商務印書館 光諸29 71丁,21cm
和稼 417Md

蕃地所属論 下

立志度訳 55丁 52cm 和綴 417M12

418 法規 ･法典 ･条約

重畳利加国条約並税則 5
1冊 26cm 和綴 (虫扱) 418M15

英富利国条約並税則

雄田半三郎嗣 〔幕末〕 28丁 25cm 和綴 418Ml

阿蘭陀国条約並税別 4
1fm･26cm 和綴 418M14

局外中立条規 中華民国三年八月六日公布

11丁 26cm 和綴 418MIO

中俄解決懸案大綱 ･暫行管理中東鉄路協定

54丁 25cnL 和綴 (虫損) 418M16

仏蘭西国集約並税則 2
1冊 26cm 和綴 (虫損) 418M12

改正増補郵便規則

江戸 北畠茂兵術 25丁 22cm 和綴 418Ml/1

和蘭政典 上 ･下 1848年校定

神田孝平訳 江戸 神田孝平 〔慶応〕 1冊 25cm
和綴 418M9

500 地 理 総 記

海国図志夷情備悉 襖門月報

大槻禎瑞訳 嘉永7 50丁 2615cm 和綴 500M19

液環志時 巻1一巻10

徐継余輩 井上春群 森荻園 三守柳田訓点 阿陽

対噸閣 文久元 1Dnn･25cm 和枝 500M12

関知新編 自巻1 至港5
橋瓜質一編 東京 椀屋IG.兵衛 明治2 1冊 22cm
和綴 500NIll

小方壷斎奥地叢紗 節1峡1-6,第2峡1-2,第5 峡

1-6(4欠),第4峡1-18,第5幌114,第6 峡

1-4,第7峡1-4,第8恢112,第9峡1-4,

/jl-,rlO峡1-6,節11峡1-8,節12峡1-2
南滑河王氏編 上海 著易堂 光緒17 占5冊 19cm

和綾 500M5

官許新刊奥地全図

佐藤改進 江戸 式Ji屋兵四郎 文久元 1鋪
157×15dc7n 50OM5

寅字素木世界国尽

福沢諭吉 東京 福沢初音 明治8 25丁 22cm 和綴

500M9

地球全図略説 上 ･申 ･下

司馬峻 東都 5m 25cm 和綴 500M2
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地球時解 幾之1,2

鶴繊 (英)著 何事五郎訳 長崎 長崎新聞局 明治2
2冊 22cm 和綴 50DMIO

地理全志 上編1-5 下編1-5
義経廉 (英) 爽快楼 安政6 10冊 図版 25･5C7n
和綴 500Ml

燈寵講

伊勢 同源兵衛 5T 15.5×11cm 和綴 (虫損)
500M17

増補都門紀略 巻2一巻8
7冊 14.5cm 和綴 (虫損) 5DOM16

長崎土産

磯野信春 長崎 大和屋 弘化4 1冊 40丁 22･5cTn
和綴 5DOM18

万国一夜談 馨之申

宇田甘寅口授 信夫吉緒筆記 27丁 22cm 和綴
500M14

万国請射指南譜 (完)

山田行元編 東京 文学祉 明治17 1帖 57C7n
50DM15

万国典地図説

西洋人選述訳 雲峯閣 弘化元 2冊 18cm 和綴
(万国輿地図説,輿地図説補) 500M4

松浦拾風土記

1冊 24C7n (虫損) 50OM20

満次郎漂流記 (坐)

鈍通子記録 槍浪軒 16丁 図版 18cm 5DOM22

洋外紀時

安税信 義永4 75丁 2dc7n (虫楓) 500M21

輿地誌略 巻1,5,4-9,ll,12
内田正雄 (某) 東京 内田正義 明治10 10日廿 25cm
和綴 500M6

501 商 業 地 理

華夷通商考 1-5

西川知見 長崎 梅村弥右衛門 宝永5 5冊 25cTn
和綴 501M8

華夷通商考 上 ･下 (写)

西川忠英 (如見) 古川三郎兵衛 天保8 42丁 22cm
和綴 501MIO

皇国産物往来 馨之上,下

柾木正太郎編 京都 花説堂 明治8 2mr22cm
和綴 501M9

山東商業地理 解1編
集春蝶 山釆 山東商業専門学校 民国6 61丁 20cm
和綴 501M7

万国図説風土物産志 巻1
西洋人選述訳 三番堂 4DT 図版 18cn 和様

(採色) 501M5

502 日 本 地 理

愛知県海東部志

海束郡教育会 名古屋 文昌堂 明治51 89T 22C爪
和綴 502M18

井伊直弼論,外詩文稿

菅沼貞風 1綴 26.5cm 和綴 502M47

弘化改正大坂細見図

大阪 伊丹屋尊兵衛 弘化4 1釦 72×50.5cm 和枝
502M55

尾張名所図会 前編1巻-7巻

江戸 須原屋茂兵術 天保5 7冊 図版 28cm 和放
502M26

崎陽群談 8-10(写)

長崎奉行大岡備前守 1冊 26cm 和綴 502M21

京都順覧記 一京町縦横小路通号-

池田東離亭編 京都 竹原好兵衛 天保2 70T
ll.5×18cm 和枝 502M50

京都順覧記 一内裏御図一

池田末節亭編 京都 竹原好兵衛 〔天保年間〕 52丁
図版 11.5×1占C7n 和綴 502M50

高崎繁昌記

篠田尚久編 高崎 栄杯盤 U胎50 48丁 25cTn 和鞍
502M28

長崎地名考

番月東平 長崎 安中半三郎 明治26 1冊 22.5cm
和綴 502M5

難波津 1-8(大正15年2月一同9月)
1冊 24C7n和枝 502M58

改正日本国尽 巻1-幾8

瓜生寅 東京 和泉屋富兵術 明治7 8nTl 図版
22cn 和綴 502M2D

日本地図

橋本玉蘭 服部孝三郎 慶応元 1鋪 72×172cm
和綴 502M54

分間江戸大絵図

江戸 須原屋茂兵術 文化5 1鮒 165.5×198cTn
和綴 502M29

珍事五ヶ国横浜はなし

〔文久2序〕 42丁 22.5cm 利綴 502M52

レイソンヤツハン抜拳 単

安政2写 50丁 24cm 502M48

505 外 国 地 理

亜暴利加総記後編 乾

嘉永7 1冊 41丁 25.5cm 和綴 (虫損)
505M72

贋門志 幾5,4,8
周凱 (宿)等編 2m 26cm 505M41

和南国全図

泉石忠常 嘉永2 1鋪 60.5×91cm 和綴 505M56

紅毛雑話 を之1-逸之5
森嶋中長編 〔天明7序〕5冊 22.5C7n 和綴 505M45

改正海外諸島図説

弘道斬蔵 嘉永7 18丁 図版 18C7n 和綴 505M71

海国図志 巻59-45 -外大西洋亜溢利加洲一

塊淑 (重輯) 林則徐訳 5m 2占.5cm 和綴

505M65
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外国伝 巻1-8

尤個 (某) 尤個 2相 25cm 和綴 505M42

増祁華夷通商考 巻2
1冊 22cm 和綴 505M54

威豊県志 幾6,7
1冊 27cm 和綴 505M64

京師地名対 巻上,下

番茶 光緒26 2冊 24cm 和綴 505M47

広州指南 幾1-9
慈航編 上海 新準杏局 民国7 1珊 19cm 和綴
505M70

海浜雑記 馨4
武林葛元照蝕斉 61T 19cm 和枝 505M59

釆覧異言

井上徳 (写) 文化2 82p 25cm 和綴 505M75

清嘉録 巻1-4,7-12

顧禄鉄卿練 江戸 須原屋佐助 天保8序 4冊 22cm
和綴 505M27

清俗紀開 巻1-15

平野祐英(他)編 東都 西宮太助 寛政11 6冊 図版
25cm 和綴 505M7

西洋雑記 巻1-4
江戸 鈴木文苑閣 嘉永元 4冊 26cm 和綴 505M8

西洋事情 次編巻の上,下

福沢諭吉 東京 福沢翰吉 慶応4 2冊 2215cm
和綴 505M55

西洋新書 初編上 ･下,2編上 ･下,5編上 ･下･4編上･下
瓜生政和 東京 大和庭番兵衛 明治5 8冊 22cm

和綴 505M9

西洋閲見録 前編巻之上 (2分rrrr)中,下,後編鶴1,5,
4

村田文夫 広島 井筒屋勝次郎 明治2 7冊 25C7n
和綴 505M18

西洋旅案内 外筒

富田馴 i東京 ITl･JTJHJl･･･ 明治 2 51丁 22cm 和枝
505M57

世界航海図

石村貞一訳 大阪 村上讃助 明治8 1師 86×102cm
和綴 505M58

文ID柑馴ヒ内外事情 巻1
尭江学人 (茶) 明治6序 50T 18･5cm 和綴
505M45

万国典地図説 一亜組曲洲一

雲峯開 41T 18cm 和綴 505M60

万国典地図説 一束斯多妹里洲 〔オーストラリア〕-

雲鶴間 40丁 図版 18cm 和綴 505M61

閤風雑記

福州 突撃事局 光緋 0 51T 18cm 和綴 505M44

潮海国志 慈1-4

1冊 24cm 和綴 505M55

漢門記略 上 ･下

張汝幕 印光任編

著総目提要) 505

歴代地理志韻編今釈

六厳 ･六承如 (他)

大英連邦志帽 上港,

プリジメソ (扶)

和綴 505M49

2冊 25.5cm 和綴 (欽定四庫全
M59

巻17-20

編 1珊 24.5C7n 和綴 505M58

下巻

箕作院甫訳 明治4 2冊 2占cn

龍動新繁昌記 2編
ジョン･マレイ著 丹羽純一郎訳 東京 高橋源吾郎

明治11 44T 18.5cm 和綴 505M48

輿地図説拾遺

蜜蜂閣 51丁 図版 18cm 和綴 505MdS

奥地図説補 2集

雲峰閣 57T 18.5cm 和綴 505M62

504 旅行記 ･案内記

伊勢大和めぐり名所絵図

1帖 15.5×19.4cm 和綴 (虫損) 504M109

一新捕

明治6 14T 15×7cm 和枝 (虫損) 504MID7

-新捕杜 一大阪より高野山廻りなる伊勢参宮西原より大

阪迄-
15T 17×8C7n 和綴 (虫損) 504MIOd

江戸繁昌記 1-8篇

馴 刑吾士 克巳塾蔵板 天保5 6冊 21cm 和綴
504M51

江戸町づくし

54丁 7×16cm 和綴 504MIOl

増補大阪町壁

楠里散人編 大阪 大和屋寡兵衛 天保15(再版)

67丁 7×15.5cm 和綴 504M102

大阪繁昌詩 上,中,下

田中右馬三郎 紀律堂蔵板 5珊 22cm 和綴
504M52

観光紀道 上 (巻1-5),中 (巻4-6),下 (遊7-

10)

岡千観 衆京 岡千他 明治25 5冊 18･5cm 和綴
504M86

校打続紀行文集 1-5
東京 博文堂 明治55 5冊 18･5cm 和綴 504M77

校訂続々紀行文集 5
東京 博文館 〔明治〕 655-1002p 18･5cn 和綴
504M78

航酉日記 壇之2

膏淵漁夫 布山扱者同線 和泉屋市兵衛 明治4 55丁
22.5cm 和& 504M88

航米日録 巻6(写)
51丁 25.5cm 和綴 5口4M87

五海道中細見記

安政 5 1冊 8×18.5cm 和綴 504M99

海浜雑記 巻1
葛元鱒 掘直太郎訓鮎 東京 山部 け兵衛 明治11 29T

19cm 和綴 504M71
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先触

家原武十郎 2通 17×48cm (19×9)和綴 (虫損)
504M105

拾遺都名所車

東離亭主人 俵屋清兵術 文政15 91T 16C7n 和綴

(虫損) 504M98

西遊旅罪 乾 ･坤

稲準園野人写 5DT 25C7n 和綴 504M108

高島氏自外国之書状

9丁 図版 26.5cm 和綴 504M105

筑紫紀行 巻1-10

吉田重房 京都 梶川七郎兵衛 文化5 10冊 25cm
和綴 504M4

東京明細図絵

丸鉄板 1帖 18cm 504M95

道中案内

1冊 7×15cm 和綴 (虫扱) 504M104

道中記 (写)

石上貞介 天保11 12×17cm 和綴 (虫損あり)
504M97

唐泊孫七漂海記

明和7 58丁 26.5C7n (虫損) 504Ml16

諸国奇談束遊記 怨2･5･4,後編巻1-5

両新手 皇都 巻尾儀兵衛 寛政 9 8冊 22.5C7n
和綴 504M67

長崎紀行

長久保赤水 京都 藤井孫兵衛 文化2 77丁 28.5cm
和綴 (虫損) 504M92

長嶋閲見録 巻之 1･5･4･5

大坂 岡田新治郎 寛政124｢Iけ 2占cm 和枝 504M5

浪花講

文久 2増補再版 206丁 7.5×17cm 和綴 504MIOO

南北

中山正喜 奈良 中山正幸 昭和10 占2丁 図版 19cm

和綴 504M72

魯西亜土耳其漫遊記程 上 ･中

中井弘 (桜洲山人) 東京 築地避暑 洞蔵 明治11
(序)2m 25cm 和綴 504M84

日木名山図会 天 ･地 ･入

谷文鬼 大阪 秋田屋大石衛門 文化元 5冊 図版

25.5cm 和綴 504Md

淀川両岸一覧 上 ･下

図版 17.5cm 和綴 (虫損) 504M98

505 地 図 ･海 図

駿府名勝一覧図 (坐)

江戸 大和屋音兵衛 1舗 89×90cm 505M1

510 歴史 ･考古 学総記

寛延諌早百姓一棟控帳

1冊 24.5cm 510M50

史学会小史 一創立50年記念-

史学会編 東京 冨山房 昭和14F75丁 22cm 和枝
510M18

511 日 本 歴 史

葵橘影軍記 (写)

72丁 24.5C7n 和綴 511M141

天草実録 1-6

8冊 2dc7n 和綴 511M220

安政改元甲寅歳英吉利国船渡来紀事 (写)

40丁 24.5cm 和綴 511M142

嘆晴川西船諸伺仰附帳 安政二年印七月十六日

1冊 15.5×20cm 和綴 511M182

異国江漂流仕候陸奥国之者四人口書 文化二丑年 (写)
14丁 24.5cm 511M168

異国船渡来一件 嘉永 6年 (写)

1m 25cm 和綴 511M225

異国船渡来一件

1rW 24.5cm

異国船渡来一件

18T 24.5cm

異国舶渡来一件

1冊 24.5cm

異国船渡来一件

1冊 24.5cm

(2下)安政2年

和綴 511M225

安政 7申年 (写)

和綴 511M225

(15)慶応 2年 (写)

和綴 511M225

(16)慶応4年 (写)

和綴 511M225

異国船渡来書留並蘭船附録 (写)

桑原良平 1冊 24cm 511M149

異国船人津一件二村御役所へ阿蘭陀被召出曲淵甲斐守株制

尋之写 文化丑年戊辰九月 (写)

呉徳太郎 dT 25cm 和綴 511M157

黒船渡来録 2･6
2m12占cm 511M51

異舶来舶記聞 (写)

2m 図版 24.5cm 和綬 511M25

市中明細帳 (写)

的野記 55丁 25.5cm 和緩 511M172

所謂シーボル ト事件

呉秀三 21cTn (史学雑誌第55編 第6号抜刷)
511M129

延宝元年渡来ゑけれす船帰帆に付長崎奉行岡野孫九郎殿へ
差出口上覚

五島大和守 1m 17×47cm 和様 511M181

蝦夷地江魯西亜船来津に付かひたん江御間合被為成候御書

面並かひたんより内密申上候書付 文政四丁外政 七月
甘九日 九月十二日

茂伝之進 (他) 1m･27.5cm 和綴 511M186

安政二如 一月二日江戸大地架並出火細鑑

泰平'1,lt 7丁 11.5×52cwl 和綬 511M22占

覚 〔明治 5〕 I-ll

港会所 1冊 21.5cm 和綴 511M159

甘木考略和蘭航海交易史鴫 (写)

1冊 27.5cm 和綴 511M155

御水主勤役中勤切之次第書記 文政N F･四十月 (奇)

内野長助 文政8 1rn 28cm 利根 511M156

細肇国史 r那;ilf･主Zt.I.lf･結篇 ･附描

大槻如電 束京 文祥'_群L: 昭和8 4rrn･25cm 不臓
511M84
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外交余勢,断腸記

勝海舟 (記述) 東京 杉原謙 明治2556丁 22･5C7n
和綴 511M112

外国人共江木綿並打綿相対売買御免被仰出候二村緒商人向

々御鑑札銘々江被成御渡候二付御鑑札申請候者共為後日

連印請取帳 (写)安政六年乙未六月廿二日御奉行所岡部

駿河守様初御在勤中

15丁 26.5C7n 和綴 511M190

椅校海国兵談 1
林子平挟 安砥点校 21丁 25.5cm 和枝 511M217

神代巻直指詳解序 幾1-5
45丁 26cm 和綴 511M221

漢城遭難詩紀

石幡貞 東京 東洋飴書店 明治17 58T 19cm 和綴

511M105

北重量制加合衆国測量船より差出た横文字和解 -1855年
ジョンロツデ ィルより日本国執権江- (写)

〔幕末〕 5丁 28cm 和綴 511M170

規定書 (写)

備穀会所 長崎 満延 2 21丁 51.5cwi 和綴

511M158

金花傾嵐抄 巻 1,5-5,7-10(写)

8冊 24cm511M189

黒船合戦之覚

明治18 1mt dT 24.5cm 和綴 511M215

黒船爆沈記 寛文九年 (写)

竹中元敬 竹内康二写 昭和6 21丁 27cm 和枝

(内閣文庫本) 511M174

元治夢物言吾 巻 1
占1丁 25.5cm 和綴 511M210

甲五香南糸船頭請書上元栓 寛政十二申五月

文化1245丁 24.5C7n 和枚 511M187

御金目利人舛七儀外国人より百両包贋金受取候一件

庶務掛厨川 〔明治〕午正月 1袋 511M219

国史携要 港之9･10
棚谷元尊編 2m 22.5cm 和綴 511M215

御朱印軸内書御奉書入日記 享保十一午年七月虫干改(写)

1冊 50cm 和綴 (虫鎖) 511M216

五島太之浦漂着一件

石上貞輔 〔天保年間〕 27T 12×16.5cm 和綴

511Ml占1

鎖国論

ケンペル著 志築忠雄訳 東京 博文飴 文化8 74p
19cm 和枝 511M125

鎖国論

ケンペル著 志築忠雄訳 嘉永524cm 和綴 511M125

鎖国論附尾

党ui･道人 嘉永6 17丁 26cm 和綴 511M218

島原一榛御征伐記 (写)

11丁 24,5C7n511M177

島原藩史 (写)

土井豊築 明治45 7冊 27.5C7n 和綴 内容 :1.閉殻
取続方之部 1.村方取続方之部 1.武道編軍学部 1.文
学部 511M150

照国公文書 を之 1･2

島津家臨時編 東京 島津家臨時編棉所 明治45 2冊

26.5cm 和緩 511Ml16

聖徳余光

辻善之助 東京 紀元二千六百年奉祝会 昭和15
222p 図版 25cm 和綴 511M122

西洋使節記事 上 ･中 ･下巻 (守)

5冊 24C7n 和級 511M151

関ケ原軍記備考大成 巻之5D
和綴 (虫損) 511M212

叢記 自1至9(写)

〔幕末〕 5冊 24cm 和機 内容 :1.和蘭宝函 2.俄
羅斯番翰ほか 5.浦賀奉行見込中上侯寄附 4.療客談奇

5.北亜塾利加国主蕃翰ほか 6.和蘭陀風説督抄 7.献策

8.魯西亜杏はか 9.幕府より御触其外 511M114

続黒田家鰭 巻 1-占 (自覚永元年 至承応三年) (写)

6冊 26cm 和綴 511M159

武家必携泰平年表

忍屋隠士編 天保12(序) 119T 17cm 和綴
511M145

竹田誌 巻上 ･申 ･下

木村簡 兵庫 竹田利役場 大正8 5冊 25cm 和親

511M157

築後封植録 (写)

1冊 和綴 511M222

筑前御家中分限帳御知行分 文化十四年 (写)

55丁 20cm 和綴 511M185

築地銅座跡宗旨改帳 一文久三年亥正月大久保豊後守様初

御在勤-

64丁 51.5cm 和綴 511M171

出場古文件韓控帳 (写)

長崎 明治6 18丁 24cm 和綴 511M176

天馬異聞

小薬研斉写 安政5 55枚 23.5cm 511M105

東照宮御垂範 慶長十八年契丑五月 (写)

9丁 27.5cm 和綴 511M185

戸田左門覚書

東京 民友祉 大正527丁 25.5cm 和級 511M158

長崎異変雑事要録 上 ･下

2冊 22cTn 和扱 511M224

長崎会所御取締方書留 天保八酉年十月 (写)

福田安右衛門 長I崎 天保8 12丁 27cm 和級
511M175

長崎記 (写)

55丁 25.5cm 和綴 511M154

長崎旧記後考

2冊 (1冊52枚) 25.5cm 和綬 511M96

長嶋古事集覧 第 1,5-5,15(写)

番月京平 5冊 26cm 和綴 511M148

長崎古文類架

〔明治〕1冊 24.5cm 和綴 511M97

長崎実録大成 第 7-16
EEl辺八右衛門茂啓編 27cm 和枝 511M180
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長崎拾芥 (写)
田中蔵本 文久元 12DT 24.5cm 和綴 511M164

長崎騒動実記

井手子常写 昭和5 7丁 24.5cm 和綴 (弘化二年

木より再写) 511M162

長崎年表 算1･罪2･附録

金井俊行編 長崎 以文会社 明治21 5冊 25cm
和絞 511M50

長崎線記略 (写)

正徳2 62丁 20.5cm 和枝 511M165

長崎緑記略 (写)

禿法限 正徳2 68丁 24.5cm 和綴 511M165

西掛万覚帳 元禄

御墳役 荒木忠左衛門 引丁 27.5cm 和綴 (五島文

語:) 511M188

日本王代一覧 巻1-6
林恕(矧峠) drn 25cm 和綴 511M140

日本開化小史 巻 1-6
田rj卯苦 東京 田口卯富 明治15 1冊 22cm 和綴
511M27

日本開化小史 遊1-6
Eflに】卯吉 光京 田口卯吉 明治17(再版) 6冊 22cm
和枝 511M27

日本洋学年表

大槻修二 東京 大槻修二 明治11 22丁 26.5C7n
和綴 511M28

幕府時代の長崎 上巻 ･下巻

･BilrJ研ぎ役所編 長崎 長崎市役所 明治56 2冊 22cm
和枝 511M11D

浜田鑑

藤井宗排 石見 安達惣市 明治5295p 22cm 和綴
511M145

原城耶蘇乱記稿

金井俊行 長崎 金井俊行 明治2546丁 21cm 和綴
511M115

米国使節彼理提督来朝図絵

樋畑雪湖編 東京 富u=j一郎 昭和6 (復刻) 50丁
24cm 和綴 511M167

肥前国嶋原切支丹一乱之始終 (写)

1冊 26cm 511M155

肥長電信録 初編上 ･下,2編上 ･下,5編上 ･下,

常山董編 大阪 阪田伝七 明治9 占冊 22cm 和綴
511M95

秘府略 巻節864 -徳富猪一･郎氏械秘府略一

東京 古典保存会 昭和4 1冊 52.5cm 和敏
511M160

日向文献史料

若山甲蔵 宮崎 日向文献史料発行会 昭和9 810p
27cmi和綴 511M88

藻流人御礼之届 嘉永元年申六月 (写)

福島記 40丁 24.5C7n 和綴 511Ml占8

風説触書 天促一元拾 (写)

11胎 24.5cm 和綴 511M184

風俗画報 第11号-20号 (明治22年12月一明拾25年9月)

井上卓二編 東京 東陽堂 1冊 24.5cm 和綴
511M115

藤原姓大村氏世系譜 (写)

1冊 28･5cm_和綴 511M120
別段風説書 (写)一安政二年英艦ウインセストル号長崎入

港よりJ_馴凡まで-

どんくるきゅるしゅす立番 品川藤兵術 本木昌造共訳

57丁 2dcm 和綴 511M152

先哲事蹟美濃文教史要

伊藤信 岐阜 三浦源助 大正9 258p 22cm 和綴

511M146

明細分限帳

1帖 50.5cm 和様 511M178

明治史料

官武外骨編 東京 半狂堂 昭和2120p 24cm 和綴
511M95

訳司統譜

穎川君平編 神戸 鮎川君平 明治50 119丁 22.5cm

和枝 511M144

八幡町家持家代措置宗旨改帳

木下潤左衛門 延事5 1m 50cm 和綴 511M155

大和事姶 巻之 1抜出

5dT 24cm 和様 511M225

大和事始抜書

1冊 24.5cm 和絞 511M214

嘉永六年露国使節プーチャチン渡来関係文書 (写)
1m･25cm 和綴 511Ml18

和漢年契

浪速 宣英堂蔵 天保2(校正再録) 47丁 26.5cm
和綴 511M211

512 外 国 歴 史

噴晴l判紀略

陳逢衡記 荒木響訓H.'--I.'江戸 和泉展着兵術 嘉永 占
15丁 22cm 和綴 (虫損) 512M16

英吉利広述 節1巻
泰庵小野元済訳 述ノ1.5祉 嘉永7 27丁 25.5cm 和綴
512M18

英国志 巻 1-8
朱維此 長門 温知祉 文久元 8附 26cm 和綴
512M15

英国史略 巻之 1･2

河津孫四郎訳述 知新飴 明治5 2冊 22.5cm 和絞
512M14

英史紀鴨

ウェ-キフイ- ル ド著 渋谷啓蔵訳 東京 惟金屋清吉

明治6 55丁 22cm 和綴 512M15

和蘭紀略 (写)

虫lそ川氏稿本 1冊 2占cm 和綴 512M78

重釈俄羅斯国総記

蕉陰書屋蹴 嘉永7 46T 26.5cm 和綴 512M76
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海外異伝 (坐)

斎藤正謙 惜陰書店 嘉永5 14丁 25cm 和綴
512M65

海外新語拾遺 蓉1-5
種莱翁 嘉永2 5冊 図版 25C7n 和綴 (虫損)
512M52

海国因志 巻55-58
郡陽魂源編 2冊 26.5cm 和綴 512Md占

欽定宋史 巻485-490
乾隆4 1冊 19.5cwl和敏 512M64

欽定明史 巻522-524
1冊 20cm 和綴 512M77

増補元明史略 巻2
藤原正臥 後藤世鈎編 57丁 26cwL 和綴 512M75

黄門奏疏 怨下 ･附録

1冊 25cm 和綴 512M71

集註纂評謝選拾遺 乾 巻 1-5
腫山陽迭 大阪 博愛堂蔵 1冊 25C7n 和綴
512M82

十八史略 一立論先生標題解註釈文一巻之 1-5,5,6
陳腰音釈 郁文堂 5冊 26cm 和綴 512M74

春秋左氏伝校本 第 1-5巻,11港,15-15巻,17-20巻
25巻,25巻,27巻,29巻
泰県 (校) 浪華 秋田尾大右裾門 嘉永5 12冊
26C7n 和綴 512M68

清唄近世談 巻 1一巻5
早野意 義永5 5冊 26cm 和綴 512M58

西洋易知録 巻之 1-4
コル1)-ル (英)著 河津孫四郎訳 明治2 6冊
和綴 512M40

台湾史料 罪 1編上 ･下

江馬連三郎訳 京都 村上助兵衛 明治28 2相 25cm
和綴 512M59

台湾鄭代記事 巻之上 ･中 ･下

川1二l長稲編 江戸 鶴屋嘉右衛門 文政11 引m･
25.5cm 和綴 512M61

東筆録 巻 1-52
蒋良願 乾隆2D 52冊 25.5C7n和綴 512Md2

読史管見 巻 1-陸

鼓狩女史李晩芳 大阪 岡田茂兵術 安政5 6冊

25.5cm 和綴 512M19

万国史記 巻 1-20
岡本監輔編 大阪 浅井富兵衛 明治12 10附 22cm

和綴 512M17

〔風説書〕 (写)

〔赤米〕 9丁 24cm 和綴 512M81

仏蘭西国総記

大槻祇瑞訳 55丁 25.5cm 和綴 512M79

法曹戦争誌時 巻之2･5

2fm･18cm 和綴 512M80

郵伝部接弁卑川漢鉄路借款及び分別接収各路股款始末記

宣統元 57丁 26cm 和綴 512M65

欧羅巴文明史 巻 1･2
ギゾ-(仏)著 へン])-(米)英訳 永峰秀樹再訳 東京

山城屋政吉 明治7 2ml 和綴 512M42

アメリカワシン トン軍記 初編上 ･下 2編上 ･下 5編
上 ･下

鈴木弼堅 東京 大和屋菩兵衛 6冊 22.5cm 和綴
512M55

515 考 古 学

金陵古今図故

55丁 図版 29.5C7n 和枝 515Ml1

514 伝 記 ･系 図

肥前五島青方氏家譜抜畢 イ渦中銘

42丁 27.5cm 和綴 514M225

重訂赤穂義人録補正 巻之下

蓋直清 (鳩巣) 名古屋 静観堂伊六 明治5 15丁
26.5C7n 和綴 514M210

井上伯伝 幾1-7 附録罪1冊 ･罪2日け
中原邦平編 東京 中原邦平 明治40 9珊 22.5cTR
和綴 514M40

江府江御召之節御尋付御答申上候和解

2占丁 27cm 和綴 514M208

〔延宝武鑑〕

1冊 10.5×16.5cm 和様 (虫損) 514M251

大内氏実録 怨1･5･5
近藤滑石 山口 宮川臣吉 明治18 5冊 25cm 和綴
514M177

尾張名家誌 上 ･下

細野忠好 名古屋 井筒屋文助 安政4 2m125.5C7n
和綴 514M175

安南貿易家角屋七郎兵衛 附松本一族

桜井祐吉 三重 桜井祐吉 昭和4 44丁 24cm 和綴
514M158

外務部任地単 宣統二年二月,六月

2冊 15丁 25.5cm 和綴 (虫損) 514M221

鶴鳴余韻 上 ･中 ･下

伊達家家記編某所編 東京 伊達家家記編茶所 大正5
5m 26cm 和枝 514M46

勝茂公御年譜 第 1-10
1冊 26cm 和綴 514M29

菊窓偶筆 巻 2･5

木村芥舟 東京 木村芥舟 明治14 2冊 17cm 和綴
514M205

黒田長博公年譜 一変政二年ノ中一

8丁 24cm 和枝 514M215

桑名病母手記 乾 ･坤
2m 24.5cm 和綴 514M227
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秦蔑堂小伝

高梨光司 大阪 壷蔑堂会 大正15188丁 25cm
和枝 514M185

御内密奉願候口上 (写)

5枚 25cm 和綴 (虫楓) 514M224

斉彬公御言行拾遺 (写)

59丁 28cm 和綴 514M195

袖玉武鑑 (坐)

江戸 須原屋茂兵衛 文化10 1冊 7×17cm 和扱

(虫扱) 514M228

従征日記 附迫征日記

片山一貫書道 昭和5 1Fn125cm 和綴 514M179

渉藩El誌 2 慶応5年2月,慶応 5年4月

21仲 19cm 和枝 514M250

商人鏡 巻1･2

械井時冬 東京 金港堂 明治26 2m 22.5cm 和扱
514M178

靖献事蹟 壇上 ･下

近藤酒石 山口 宮川臣吉 明治18 2m 22.5cm
和枝 (山1コ県史略附録) 514M181

西洋英傑伝 初編上 ･下,2編上 ･下,5編上 ･下

作楽戸痴鴬訳 東京 英蘭堂 明治5 6冊 22cm
和綴 514Ml15

泰清公達事

薩藩府学蔵版 明治元 21丁 25cm 和綴 514M211

玉木家記

玉木 リツ 長崎 玉木永久 大正1565丁 25.5cm
和綴 514MIO5

筑前藩分限帳 (写)

文化14 1m 19.5cm (虫損) 514M245

町人考見録 (仝)

俣野義郎編 大正2 70p 25.5cm 和扱 514M184

鄭成功伝 巻上
鄭亦群居仲 兼蔭堂 24丁 25.5cm 和綴 (虫損)
514M194

独噛遺稿残簡

19T 25.5cm (虫損) 514M216

〔長崎諸花門帳〕 (写)安永十年五月

1｢肘 15,5×20cm 和綴 514M218

長崎地役人附 (写)

56T 10.5×22.5cm 和綴 514M217

中島幸徳伝

安藤紀一 大正1225丁 22cm 和綴 514M186

〔日記〕 (写)

〔筆者不評〕 40T 15.5×19.5cm 和綴 514M220

年代名附之覚 (写)

天保515T ll.5×19.5cTn 和綴 (虫損) 514M229

函館市功労者小伝

坂本森一編 函館 函館Tr-1 昭和1064p 22cm 和綴
514M209

蕃山先生年譜 (坐)

片山重昭編 岡山 安井宇吉 大正5 25丁 図版
25.5C爪 和綴 514M45

新板改正文化武鑑 伽大名衆 巻之 1 他 1冊
2Tlけ 16cm 和綴 (虫損) 514M252

文政武鑑 巻2-4
5冊 16cm 和綴 (虫損) 514M254

別段風説書

19丁 28cm 和綴 514M214
亡友帖

勝安房編 東京 鞘取屋卯三郎 明治1148丁 52×25
cm 和級 514M207

細川十洲翁略履歴

細LJIl潤次郎 (自筆) 明治51 9丁 27cm 和綴
514M172

南浦文之和尚

東京 成繁堂 大正7 56丁 27cm 和綴 (成雀堂叢

番鐸十一編別冊) 514M178
由緒書

彰城安右衛門 〔安永8年〕 5丁 28.5cm 和綴
514M228

由緒並親類書 文政三年九月

中尾八郎 中尾八郎 天保4 11丁 25C7n 和綴
514M208

515 人 名 録

官員録

江戸 和泉屋市兵衛 75T 10.5×15cm 和綴 (虫損)
515M7

官員録 (坐)

西村畢太郎編 181丁 7×15.5cm 和綴 515M8
改正官員録 (坐)

512丁 7×15.5cm 和様 (虫扱) 515M9
広東広州縛商会同人録

民国1174p 15.5×10.5cm 和枝 515M4
地役人分限帳 〔安永年間〕

78丁 9×19cm 不日綴 515M5
長崎府職員録

20丁 8.5×20cm 和綴 (虫損) 515M6

600 数.学 総 記

算法極形指南 幾2

秋FEトトヒ郎義審編 29-57丁 図版 2占.5cm 和綴
600Ml

諸約術 上

21丁 26cm 和綴 600M5

十露盤独稽古 (金)

江戸 和泉屋金兵術 事和元 61丁 22.5C7n 和綴
るODM5

筆算数学

秋考文 上海 美輩蓄飴 光諸2095丁 20cm 和綴
600M4

北窓壌談 後篇 港之4
橘春畔 (南糸)大阪 河内屋平七 文iE122DT 26cm
和綴 6DOM7

601 商 業 ･算 術

開平方 (写)

会l=J]等左衛門安明編 那須直通 (写) 安政6 56丁
28cm 和綴 601M4
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自約

11丁 24cm 和綴 601M5

新撰早割江戸相場 二一天作

最上流格斎 江戸 玉泉堂市兵衛 41T 15.5cm 和枝

(虫損) 801M8

610 理 学 総 記

英式艦砲全書 1･2

/ト幡博次郎 東京 紀伊国屋源兵術 明治5 2FTm･

21.5cm 和綴 (熊本械版) 610M15

遠西砲術便覧 1
五十嵐惟和 安政4 51丁 区=坂15.5×19cm 和綴
る10M16

阿蘭陀姶制エレキテル究理原,エレキテル訳説,校訂究理

原稿本

橋本曇斎先生百年記念全編 東京 橋本塵斎先生百年記

念会 昭和15 5川12Sc7n 和綴 (ケース入)
610MIO

阿蘭陀姶制エレキテル究理原

橋本鄭口授 27cm 和綴 610M22

海岸摘要 1･2･4･5

本木正米 (子光) 陵轡園蔵 嘉永54冊 26C7n 和綴
610M7

気海観潤 (坐)

芳新帝地述 江戸 和泉屋 45丁 26cwL 和枝
610M21

気海観潤広義 巻 1-15(写)

川本串民訳 東京 稲田佐兵衛 5冊 25.5cm 和級
610M5

春機新話 (完)

明治2 28丁 図版 18cm 和綴 610M17

人身窮理事 1-5

利棋蘭皮 (リセランド)著 広瀬元恭訳 時習堂蔵版
安政2 5冊 26C7n 和枝 610M25

異常記

後藤北壁 東都 須原屋茂兵衛 明和4 15丁 22.5cm
和枝 引OM28

西洋百工新書 前編巻之 1

破窓庵 東京 清風閣 明治5 46丁 25cm 和綴
610M12

西洋砲術義之巻

24丁 図版 27.5cm 和級 610Mll

西洋砲術便覧 2(写)

上仕儲:刀仲敏 安政4 72T 15.5×19cm 和綴
610M15

泰西兵堂

初編 一渉騎法,蛸壷守衛,煩兵城法一

三宅毅斎 江戸 須原屋茂兵衛 安政5 51丁 19cm
和絞 610M18

遠西奇器述 第1輯 ･甥2輯

田中綱紀 薩摩府蔵 嘉永7 2附 25.5cm 和級
610M4

萩野流鉄地銀法書

萩野六兵術安盃 15T 14×20.5cm 和綴 610M19

民間格致問答 巻之 1-5
大庭景従訳 佐賀 原口吉二 文久2 5冊 22cm 和綴
618Md

理学提要 巻首,1-5
広瀬元恭訳 皇都 天王守屋市郎兵衛 4m]126cm
和綴 る10M5

理学提要 巻首,1-5,後編巻 1

広瀬元恭訳 京都 須原屋平左衛門 安政5 5冊
24.5cm 和綴 610M5

墓地指南 前編 巻 1-5,後編 巻 1-5
村井昌弘編 橘枝堂 享保18 8冊 26cm 和枝
610M26

引1 物 理 学

窮理通 初篇上 ･下

尾形一貫 東京 鈴木轟右術門 明治5 2珊 18cm
和扱 611M2

磁石論

石井光致 千如房 文政1010T 18.5cm和枝 611M9

重学 巻8-17

胡威立著 文約諾lj訳 1日け 27.5cm 和綴 611MIO

電気論

中神保駅 東京 大和屋喜兵衛 明治4 51T 18.5cm
和綴 611M7

天然人造道理図解 遊之2･遊之5

田中大介編 東京 橋爪氏蔵 明治5 115丁 22cm
和綴 611M4

東京写真鏡

菊池純子 東京 山城屋政吉 明治7 7丁 25cm
和枝 611Md

改正増補物理階梯 上遊 ･中巻 ･下遊

片山淳吉編 東京 文部省 明治9 5冊 22cm 和綴
611M5

物理訓華 中篇
吉EEl贋輔訳 東京 伊藤岩治郎 明治5 54T 18cm
和枝 611M8

引2 化 学

化学鑑原 巻 1-6,続編奄1-24
畳而司,蒲陸Lh(英)撰 徐寿筆述 1D什け 29.5cm
和緩 (虫娘) 612M4

舎密開票 内筋幾1-18 外篇巻 1-5
宇田川椿奄訳 江戸 須原屋伊八 天保8 7冊
25.5cm 和扱 612Ml

翻訳ボスシキーテレイコンス ト(火筒放発術論)

赤松玄豹宜畢 文化9 1冊 25cm 和綴 612M5

万宝叢書 硝石篇上 ･申･下

伊藤圭介訳 花柄番屋蔵 安政元 5m 26cm 和枝
812M2

引5 博 物 学

万職雛形絵本野山錦 上 ･下

衆外玉池茅蝕画 浪華 昭文館iJ'･.R 文化4(序) 2冊

図版 21.5C7n 和綴 615M8
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訓点格物探原 罪1巻一第5巻

(英)寛廉臣著 熊野与訓点 東京 原胤昭 明治11

5冊 25.5cm 和綴 615M20

奇具図譜

〔木村富左衛門適塾〕 大阪 茶殻堂 大正15 15丁
26.5C7n 和綴 (井改鎗百二十五年記念会記念出版)
815M25

錦菓翁墓廷誌 品物之部

伊藤圭介原著 伊藤篤太郎編 愛知 伊藤篤太郎

明治15 24丁 25C78 和綴 615M24

寓話

水村吉左衛門遺墨 大阪 蒸曽堂会 大正15 52丁

28.5cm 和枝 (発憤翁百二十五年記念会記念出版)
引5M19

鯨志 (仝)

梶取屋次右術門 大阪 樫木助兵衛 宝暦10 27丁

26cm 和枝 615M7

啓蒙智蕎之環 天 ･地 ･人

於克子訳 東京 和泉尾-J:L]=兵衛 明治5 1FTn･18.5C7n
和綴 615M21

考古説略

ヘンリー ･ホン･シーボル ト著刊 明治12 52,17p
24cm 和綴 615M50

理学入門植学啓原 巻 1-5,植物原図

宇田川樽奄 江戸 須原屋伊八 天保8 4日廿 26cm
和櫨 引5M29

植物図譜

木村吉左術門道EE!.･大阪 薙改堂会 大正15 11丁

26･5cm 和綴 (兼蔭堂百二十五年紀念会記念.Ltl.版)
615M26

草木花実写真図譜 1-4

川原慶賀筆 大阪 前川善兵衛 4汀什(映入) 50cm
和綴 615M121

泰西本革名疏 上 ･下 ･開銀

伊藤舜民戴尭撰 花純音屋 文政12 5冊 2占cm 和綴
615M18

日本博物学年表

白井光太郎 東京 丸音書店 明治24 86丁 22.5cm
和伎 615M9

人藻神革

今村靭述 判鮮 総督府専売局 昭和8(2版) 50丁
22.5cm 和綴 615M14

〔熱帯植物図譜〕

29丁 図版 26.5cm 和綴 (肉筆) (彩色)
615M51

絵本野山革 奄之 1-5

橘保国画図 大阪 渋川緒右衛門 宝暦5 5日甘 図版

22.5cTn 和綴 615M52

官版博物新編 1集 ･2集

合信 東京 老鬼館 2m 2占cm 和級 615M4

博物新編訳解 2巻上 ･下,4巻

東京 雁金屋清吉 明治5 引冊 18cm 和扱 615Md

博物通書 (写)

弼高温訳 成豊元 (序)1Efn 24cm 和綴 る15M27

中島責兵衛遺稿舶来諸産解説 70条 (写)

渡辺興八郎等 文政4 25.5cm 和綴 615M17

リンネウス林原斯本革全書抜拳 鉄之欝 (写)

高野長英訳 島田翁写 昭和5 11Tn･24.5cm 和枝

615M28

歴木弁 (完)

中島広足 大阪 林田屋太右衛門 〔天保〕 12丁
25.5cm 和枝 615MID

六物新志

浪準 燕葛生 寛政7 105p 25cm 和枝 615Ml占

引5 天 文 学

改暦弁

福沢諭吉 慶応義塾 明治6 10丁 22.5cm 和枝
615Md

天経或間

松葉軒 享保15 45丁 25.5cm 和綴 (虫損)
615M8

天経或間 天 (坐)

西川正体訳 大阪 森本太助 享保15 5冊 25.5cm
和綴 615M2

天文儀器志略

常福元撰 上海 京肇印書房 〔民憧tj 42丁 25cm
和綴 引5M5

訓蒙天文時論 (坐)

テー ト著 林重訳 東京 英蘭堂 明治8 44丁 22cm
和枝 615M4

平天儀図解

脳橋排柳生述 大阪 池内八兵衛 事和2 57丁 2占cm
和綴 引5M7

蘭学大道編 (写)

佐藤信淵編 52丁 区l版 24cm 和綴 615M5

820 医 学

和景内果医範提綱 巻1-5
宇田ノII榛斎 江戸 膏薬閣 文化2 5冊 26cm 和綴
占20M21

蝦夷痘微史考 (坐)

高橋信吾 東京 南江堂 昭和11 85p 22cm 和絞
620M55

遠西医方名物考 巻15-58

宇田川機斎 江戸 背教閥 文政 7 22汀け 26cm 和綴
620M7

〔覚書〕 (写)
50T 15×19.5cTn 和綴 62DM40

和蘭内外要方 巻1-12

英留円甫爾互 (ヤンコウエンブルグ)著 吉雄尚更伯元

訳 尾陽 東壁堂 文政9 12冊 22.5cm 和綴
620M8

解体新書 序図,巻1-4

杉田玄白 東都 須原屋市兵術 安永5 5m 27cm
和枝 620M15
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経済小学 家政要旨 下

ハスケル著 永峰秀樹訳 山梨 内藤伝右衛門 明治9
55丁 25cm 和綴 620M26

健全学 幾1-6

ロベルト･ゼエムス･メン著 杉田玄端訳 東京 致高

館 慶応5 6冊 18cm 和綴 620MIO

新編産航 乾 ･坤

桑原惟親敏夫 浪準 甥頭辰三郎 文政4 2冊

25.5cm 和枝 620M25

西医今日方 巻1-占

藤林普山訳 大阪 河内屋宗兵衛 嘉永元 6日什

25.5cm 和綴 620M12

産論翼 乾 ･坤

平安済Iii･飽蔵 安永4 (序) 2冊 図版 25.5cm

和綴 620M44

改正磁石霊電気療説 (完)
伊東慎蔵訳 澄心堂 慶応5 64丁 22.5cm 和綴
620Md

生理発曹 巻1-5,5,6,9 図式仝

島村銘仙訳 江戸 須原屋伊八 慶応2 7冊 2215cm
和綴 620Mll

造化秘事 乾

片山平三郎訳 宕陽堂 明治9 56丁 22cm 和枝
620M25

内科備要 乾 ･坤

藤井俊訳写 天保4 2冊25cm 和綴 る20M5

長崎栗崎流膏薬秘書 (坐)

7T 19.5cm 和綴 620M50

南壁外科書 巻之下 (写)

20丁 25cm 和綴 620M56

節六回極東熱帯医学会附帯展盈金目本匠学歴史資料目録
宮島幹之助編 東京 第六回極東熱帯医学会 大正14

50丁 25cm 和綴 62DM24

秘苑要術

藤井以求子政武述 享保11(序) 15T 18cm 和枝
620M45

満氏病理論 壇1･2 (写)

マジャンディ (仏)講述 2冊 26cm 和綴
る2DM9

蘭方水薬油薬製法並主治

1冊 15×18cm 和級 620M45

療治磯言 前編上巻 ･下巻 薬剤篇全

駆整斉新宮 駆竪斉新宮 5冊 2dc7n 和綴 620M15

列氏生理学 (写)
レオミュ-ル (仏)箸 101丁 25.5C7n 和綴
620M51

養生訓 巻之5-8 附録

見原益軒 大阪 河内屋和助 2冊 22cm 和綴
620M41

養生訓 巻 7･8
永田調兵衛版行 正徳5 2冊 25cm 和枝 820M42

養生訓 巻1･2
見原篤信編 文化10 2m 22C7n 和綴 620M22

和併用薬便覧及び附録 上 ･下
日高凍台訳 1冊 18×7cm 和綴 628M46

幼幼精義 馨2,巻4-7

挟歌蘭度 (7-7ェランド)原著 堀内寛恩寵訳 江戸

膏薬閣 嘉永元 5冊 25.5cm 和綴 620M54

罷篤児薬性論 巻1-9,巻15-18

究篤宛 (ワ-トル)著 林洞海訳 江戸 須原屋伊八

安政5 5冊 22.5cm 和綴 (虫損有) 620M57

70D 語 学 総 記

華英字典

上海 鮎石井 光緒5 550p 14.5cm 和扱 700M18

〔華英文章〕

90丁 25cm 和綴 (虫損) 700M25

締訳好人歌宗約歌 巻4 附曳望硫美後肢
1冊 28.5C7n 和綴 700M15

単語篇 1篇-3篇

石川 石川県学校 明治6 55丁 22cm 和枝 (虫損)
700M17

東京異詞相詳解 (写)

56丁 27ml和綴 700M20

東京異詞相書集解

2冊 41丁 27cm 和級 70DM19

唐訳便覧 4･5
間鴨瑛 (冠山) 洛東 有門俺械 25丁 25.5cm 和枝

700Ml(;

701 文 法 ･作 文

英文典便覧 (坐)

青木棚橋編 東京 紀伊国屋源兵術 明治4 50T

18cm 和緩 701M15

和蘭文典字類 後編

高橋霊威選 東都 山城屋佐兵術 安政5 97T 19cm
和綴 701Md

官版語憂別記 (完)

文部省編 大阪 前川尊兵衛 明治15 29丁 和綴
701Mll

滴語五声貫珠 巻之初集

藤原熊太郎 上海 三井洋行 明治51 52T 19.5cm
和綴 701M12

消息文例 上 ･下巻

鳥越常成 大阪 河内尾髄助 文化2 2冊 25.5cm
和枝 701M7

訳和蘭文語 前編上 ･中

へンデレッキ･ラヘケッス著 大庭雪斎訳 安政2
1冊 25.5C7n 和綴 701MID

蘭学蓬

藤林淳道 文化7 26丁 2dcm 和枝 701M15

702 発 音 ･会 話

阿蘭陀会話 (写)

1冊 27cm (虫損) 702M15
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交隣須知 巻 1

76丁 24C7n 和級 702M8

交隣須知 巻之5･4(写)

久和馬寿 明治6 2m･24cm 和綴 702M8

普請毒 下

衆京 椀屋轟兵術 55T 18.5cm 和撮 (虫扱)
702Mll

清文補費 沓5

51丁 25.5cm 和扱 (虫損) 702M9

西音発微

大槻玄幹 文政5 20丁 26cm 和綴 (虫扱) 702MS

西音発微 附西洋字原本

大槻茂禎玄幹 文政5 27丁 26cm 和綴 (虫損)
702M5

和音 ･鮮音 ･対註西音発微 (完)附西洋字原考

大槻玄幹 江戸 背嚢閣金華堂 文政9 16丁 25.5cm
和綴 (虫損) 702M5

西村周次郎 中村槻一郎編 東京 二憩堂 明治41
46T 18.5cm 和綴 702M4

蟹語葺 附万国地名篭

熊秀英 併呑室蔵版 80T 17.5cTn 和綴 702MIO

磨光韻鏡 上巻 ･下巻

了迦浄寺編 京都 山木艮兵衛 延享元 2冊 27cm
和綾 702M7

満漢大部成語 巻 1-6

5冊 25cm 和級 (巻5欠) 702M12

705 読 本

唐訳便覧 巻 1-5

剛 毛瑛(執ll)編 享保115冊 22.5cm 和綴 705M6

唐語等要 巻 1-6

岡罵援之編 京都 臼魔 寺和泉橡 享保5 6m 22cm
和級 705M2

西洋曹求

渡辺一郎編 東京 蔵1三EIl清右術門 明治4 42T 19cm
和放 705M7

706 字 典

英吉利文典字類

足立悔景編 伊月部会 慶応2 85T 18cm 和綴
706M15

英国単語図解

市川央披 従吾所好斉 明治 5 58T 18cm 和綴
708M21

英国文典字類

足立梅泉 慶応2 11肘 18.5cm 和扱 (虫損)
706M28

英語毒

中山武和校正 自琢斎蔵版 万延2 45T 18cm 和綴
708M51

英文典直訳 (慶応義塾読本)

ピネヲ 凍京 尚古･ii'! 明治5 67丁 和絞 706M2D

英和辞書

1nnl14.5×21cm 和綴 (表紙 ･裏表紙欠) 706M54

英和対訳辞書

開拓使 明治5(序) 1冊 14.5×21C7n 706M55

改正増補英和対訳袖珍辞書

Hori,Tatsnoskay 江戸 慶応5499T 16×22.5cm
和綴 708M16

おらんだ語乗控 (写)

11m･15.5×19.5cm 和綴 70占M52

藻英通用雑話 上巻

C.B.Thom (英) 薄井堂 万延元 40丁 25.5cTn
和綴 70dM56

雑字類編 上巻 (1遊-3巻),下巻 (4巻-7巻)

柴貞穀 京都 瀬尾源兵衛 天明8 2川†22.5cm
和綴 706M15

清文典要

1冊 22cm (破損) 706M55

西洋画引節用集

井上廉平編 大阪 秋EEI屋市兵衛 明治5 51T 18cm
和綴 706M22

世界商売往来 (坐)

橋爪AL 東京 惟金屋清吉 明治6 2占T 18cm
和綴 706M18

続 世々界商売往来 (坐)∫

橋爪貫- 東京 雁金屋清吉 明治6 2占T 18cm
和綴 706M19

世界商売往来

大阪 伊丹屋半兵衛 26T 17.5cm 和扱 (虫損)
706M50

操細字訣 巻之 1-番之10
伊藤東涯原述 男尊辞茶補 和歌山 北畠茂兵術

明治11 10rm 22.5cm 和綴 706M12

唐詩使用

岡嶋冠山 植村藤三郎 享保2D l冊 22.5cm 和船

(虫 ･破損) 708M29

改正増補 墾語義 港之 1･2 附万国地名篭

箕作院甫 謙塾 嘉永元 5nけ 18cm 和綴 708M17

重校蒙学堂字課図説 首巻･巻 1･巻2(1,2)･港5
･遜4

陽湖劉樹併編 光緒27 占冊 26cm 和綴 706M2

710 文 学 総 記

乍浦集詠紗 下

桃山巻好公抄録写 嘉永2 21丁 24cm 和綴 (虫叔)
710M25

同人杜文学雑誌 /節46号一第55号,'4-i-71号一gJr80号

同人祉編 東京 同人祉 明治14 2冊 17.5cm 和綴
710M22

711 支 那 文 学

遠思楼詩紗 2編 (上 ･下)

広瀬淡窓 浪準番林 嘉永元 2冊 25cm 和絞

(虫抱) 711M16
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増評加批金玉縁図説 石頭記幾1一巻10
雌細仙史 (評定) 明治59 10冊 20cm 和級 711M8

古文真宝 後集遊之上

84丁 25.5cm 和綴 711M14

三国志演義

52丁 20cm 和枝 (虫扱) 711M15

第評謝選拾遺 巻6-7
親山陽選 4占丁 25.5cm 和綴 ′(虫損) 711M18

四書大全 孟子14巻
68丁 50cm 和綴 711M14

詩軸

洞仙 大阪 崇高堂 天明6 5冊 26cm 和綬

(虫損) 711M17

改良最新商務尺牌

韻事直 昌里琴英薯荘 光緒55 22丁 図版 19･5cm
(虫損) 711M15

清楼唱和 (坐)

明治5 21丁 27cm 和綬 711Mll

詩余作例填詞図譜 下

宛委堂 45T 19C7n 和枝 (虫扱) 711M12

都市新談 巻 1-6,8
7冊 15×9cm 和枝 711MlO

満洲文学興廃致

桶川時雄北平 文字同f況社 昭和7 64丁 26cm
和紙 711M9

論文及び呈詞稿

29丁 20cm 和綴 711M19

712 英 文 学

天路歴程官話

約翰 (パ ンヤン) 上海 芙準讃L:館 中華民国8 68丁
25.5cm 和綴 712M19

天路歴程官話

的翰 (パンヤン) 準北 輝北書金 光緒18 84T
l9.5cm 和& 712M20

714 仏 文 学

欧洲′ト批哲烈禍福零 幾之5･6･7
宮島春松駅 東京 大盛生 明治12 5m 18･5C7n
和綴 714M7

720 国 文 学 総 記

新詳絵入伊勢物語改成 上
1n廿 45丁 26.5C7n 和綴 (虫扱) 72DM8

外嚇訊目録

大阪 松村九兵術 宝暦12 162T 12･5×18c m L和綴

(虫損) 720Mll

橿のくち糞

中島広足 大阪 河内屋茂兵術 9丁 25cm 和枝

(虫損) 720M4

三拾四番歌合 明治25年6月15日 (写)
中島広行 北原雅長判 25丁 24.5cm 和綴 (虫損)
720M2

白縫物語 55編

柳亭種彦校 1冊 18cm 和綴 (虫損) 720MID

春色畿日記 2編
為永春友 60T 17.5cm 和扱 (虫損) 720M占

玉くしげ (坐)

本居宣長 京都 城戸了l了右衛門 天保15 55丁 25･5cm
和綴 720Ml

玉くしげ 下 (写)

本居宣長 29丁 27cm 和枝 720Ml

独楽雑歌英軍 (写)

57T 3占.5cm 和綴 72DM7

宿 (失題)文政二年

神鍋亭阿波多有面 24丁 19C7n 和枝 (虫損)
720M5

ゆめあわせ

名古屋 菱屋文八郎 7丁 22cm 和枝 (虫蝦)
72DM5

721 国 文

妹背山婦女庭訓

江戸 鱗形屋口兵術 62丁 22cm 和綴 (虫損)
721M49

かしのしつえ 上巻･下巻

中島広足 大阪 河内屋富兵衛 嘉永6 2冊 25･5cm

和綴 721M2ロ

仮名手本忠臣蔵 九段目 (付)天河屋の段,義士夜討段

大阪 加場屋清助 99丁 25･5cm 和綴 (虫損)
721M44

樺島浪風記 (坐)

中島広足 長崎 立身屋万兵術 天保4 25T 25cm
和綴 (虫扱) 721M57

牛頭天王暦神弁

平田篤胤輯考 伊吹地産塾 27丁 26･5cm 和綴
721M59

橿園文集 節1集
中島広足 25丁 25cm 和綴 (虫浪) 721M47

檀園文集 罪2集

中島広足 別 布 立身屋万兵術 天保10 18丁 24･5cm
和綴 721M28

古道大意 下巻
平田篤胤講談 伊吹廼屋塾 67丁 25･5cm 和綴
721M40

再校塩治虫の段 -忠臣蔵四段目一

大阪 加場屋清助 100丁 22cm 和I敵 721M45

子宝三番畳 一常磐津文字大夫直伝一

玉沢最新七 占丁 22･5C7n 和綾 (虫損) 721M48

紙七使者役 一妹背山四ノ中一

竹本義太夫 大阪 久栄堂番店 明治45 28丁 25cm
和綴 (虫損) 721M46

真暦考

本居宣長 京都 銭屋利兵術 寛政1156丁 26cm
和綬 721M54
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西洋道中膝栗毛 5編下,4編上,5編上 ･下,6編上,

7編上 ･下,9編上･下,10編上 ･下

仮名垣魯文 束京 椀慶喜兵衛 明治4 11冊 18.5C7m

和綴 721M52

再版大尽の結刀 一忠臣蔵覧等七かけ合一

大阪 加鳩尾清助 48丁 22cm 和綴 (虫損)
721M45

竹取物語佳言解 上巻 ･下巻

佐 木々弘綱 東京 文苑堂 明治20 2冊 26C7n 和綴
721M51

土佐日記考証 上畿 ･下巻

岸本由豆流 東京 千鍾房 文政2 2m 28cm 和綴
721M29

飯山文集 節1編 ･節2編
松林飯山 大阪 勝岡廓昔 昭和12 2m 22.5cm

和綴 721M50

敏鎌

中島広足 長崎 小野左右助 嘉永6 25丁 25.5cm

和綴 721M56

梅野内兵衛迎駕寵 再版 一雅楽町の政一

大阪 加場屋清助 明治16 52丁 22.5C7n 和綴

(虫損) 721M50

722 論 説

うきくさのあと

兼松生子編 東京 兼松生子 大正10 65丁 25.5cm

和綴 722M57

725 小 説

奥羽道中膝栗毛 初編上,5編下,4編上 ･下

十返舎一九 江戸 山口屋藤兵衛 嘉永2 4mr 18cm

和綴 (虫損) 725M48

佳人之奇遇 巻 1-5

東海散士 東京 博文堂 明治18 5冊 25cm 和綴
725M58

慶長小説 1-6 (写)

6冊 50cm 和綴 (虫扱) 725M45

太平記 巻25･26

58丁 27.5cm 和敏 (虫損) 725M48

播州めぐり続膝栗毛 2編追加 下巻

1冊 19cm 和綴 (虫損) 725M49

鳳来六々部集 後編

風来山人 東京 金玉llill版杜 明治16 55T 18.5cm
和綴 (虫損) 725M47

724 詩 歌

上野博覧会雑詠 一新文詩別集- (完)

森春濡編 21丁 20.5cm 和綴 (虫損) 724M71

梅沢荘賀寿詞集

松浦家編 神奈川 松捕家 昭和8 47丁 25cm 和綴
724M29

うらのしほかひ 一宣好先生歌集一 上 ･中･下

三井宗之編 京都 EEI中治兵衛 弘化･2 5冊 26C7n

和綴 724M55

詠歌自在 恋之部上･下

佐々木弘綱編 東京 来歴堂 明治25 2冊 16cm
和綴 724M19

新作流行漢語都々逸 一漢学洋学読書指南-
大阪 富士屋政七 1m1 8×17.5cm 和綴 (虫損)
724M70

橿園集 上巻･中巻･下巻

中島広足 大阪 秋田尾大右衛門 天保10 5lTrl 25cTn
和綴 724M50

橿園長歌集 -長歌第一集一

中島広足 大阪 秋田屋大石衛門 天保10 20丁

25.5cm 和綴 724M51

桂花余香 (完)

大嶋写 58丁 25.5C7n 和枝 724M55

紅塵集類題

1冊 18.5cm 和綴 (虫損) 724M75

古今集遠鏡 巻之 1-巻之占(写)
本居宣長 愛知 片野東四郎 明治8 °川け 19cm
和綴 724M49

古今和歌集 巻上

天王講会 元禄5 49丁 26cm 和綴 (虫損)
724M占9

和歌呉竹集 上 ･下

大阪 河内屋源七郎 2mr 18cm 和綴 724M51

昨夢詩暦

大槻磐渓 東京 大槻茂眺 大正14 78丁 25cm 和綴
724M57

乍川紀事詩 上巻 ･下巻

伊藤錦輿砂 花観書店 嘉永元 2冊 26.5cm 和枝
724M65

横雲峡雨詩苦

竹添進一郎 東京 山中苗兵術 明治11 45丁 25.5cm
和扱 724M56

山陽詩砂 2巻 ･4巻

腫山陽 大阪 河内屋徳兵術 天保4 2冊 25cm

和綴 724M54

詩韻含英異同井 上幾 ･下遊

谷喬編 大阪 田中宋栄堂 明治16 2冊 15.5cm

和綴 724M引

しのすだれ

中島広足 長崎 山形屋酒兵衛 嘉永元 25丁 28cm

和綴 724M59

新撰詩学活法 巻之4 地

福井淳編 大阪 田中米栄堂 昭和11 58T 15cm
和綴 724M60

静山流水

松浦家編 東京 松浦家 昭和5 64丁 25cm 和枝
724M40

桑蓬集

小川琢治 京都 小川琢治 昭和5 10丁 22cm 和枝
724M75

蘇峯詩軍

学野茂松 並木仙太郎共編 東京 成簡堂 大正6
55丁 25.5C7n 和櫨 724M45
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蘇峯詩革

等野茂松抄 並木仙太郎校 成常盤 大正1D 67丁
28.5cm 和綴 (虫損) 724M44

粒の下蔭

藤瀬秀子 東京 竹粕会 昭和 8 1占9T 19cm 和綴

724M65

鄭考菅蘇轟先生兼題詩篇

鄭考背蘇寵 ･支那時報 昭和5 16p 25･5C7n 和綴

(支那時報 節 9遊第 5号掲城) 724M58

二竹楼詩文紗

平川艮坪 福山 平川推進 大正14 82丁 25･5cm
和綴 724M55

度のつみ草

足立正枝 長崎 足立正枝 大正 8 18丁 25･5C7n
和枝 724M52

鯉玉集 下巻

和歌山 加勢凹屋 文政11 7dT 18.5cm 724M74

蜂声集

質野文二 東京 賀野文二 昭和16 99丁 25･5C7n
和,% 724M56

戊辰観月雅詩集

松浦厚 (他) 8丁 25C7n 和枝 724M62

万葉集佳調

長瀬拭串撰 東京 浅倉屋久兵術 寛政 5 82T 19cm
和綴724M57

鳴漢先生詩集

西田鳴渓著 聞直避撰 東京 嶋渓記念会 大正 7

25丁 25.5cm 和綴 724M48

本州詩存

植野武雄編 奉天 木州詩存刊行会 康徒6 75丁
28cm fuH 724M52

鷺洲羊年春季詩集

松浦厚 昭和 6 15丁 27cm 和綴 724M58

需玉仙老師盲稀寿言集

蔵王仙老師古稀祝斑会編 長崎 胎台寺 大正12 44丁
24.5cm 和枝 724M55

雫玉仙老師春風吐月集

矢野嶺雄編 長崎 大正11 58丁 24cm 和級 (大正

十一咋五月九日古柿記念) 724M54

列聖珠藻

佐々木信綱編 東京 紀元二千六百年奉祝会 昭和15
255丁 22.5cm 和枝 724M45

蓮葉集

兼松春彦編 東京 兼松春彦 大正10 42丁 25.5cm
利払 724M59

和歌ふるの山ふみ 巻 1-5
大江広海 九陽軒 文政 7 5冊 18C7n 和綴 (虫扱)

724M72

800 美 術 総 記

浮世絵志 節5号 ･第 4号

大曲武助編 光京 芸草堂 昭和4 2m 24cm 和綴

800M25

玩具の話

天澗鞄林 京都 芸草堂 大正 5 159丁 18cn 和綴

800M17

崎陽関係画家便覧

小川水路編 長崎 長崎貿易商業学校 昭和 9 -鋪

12.5×75C7n800M25

彫金家年表

桑原羊次郎 松江 教文館 大正12 75T 19cm 和綴

800M15

和漢書画早引一覧 大全

107丁 7×18.5C,n 和綴 (虫扱) 800M28

801 書 画 ･彫 刻

浮世絵集 〔幕末明治〕

1帖 (15枚) 57cm 801M15

崎陽三大家遺墨展観録 (坐)

西道仙 明治57 25T 16･5cm 和綴 801M24

対山画譜 下

El根対山画 梅陵源保治編 鉦香園 明治12 25T
18.5C7n 和綴 801M9

点石斎画報 乙

1nn･24.5cm 和綴 801Mll

銅版画集

石田有串 明治4 1冊 18･5×28･5cm 801MIO

名山図譜 第 1-5巻

谷文晃絵図 東京 西村宗七 文化 1 5冊 28cm
和綴 801M2

802 写真術 ･写真

写真鏡図説 初編 ･2編

柳河春三 (楊江大折)訳 江戸 上州屋惣七 慶応 5
2冊 18cm 和綴 802M1

805 図 案

〔紋章図鑑〕

1冊 12.5×18C7n 和綴 (虫扱) 805M1

804 美 術 史

工芸鏡 巻 1･2

桃井時冬 東京 六合館 明治27 2冊 25cm 和綴

8D4M2

810 音 楽

音楽階梯

内田弼一駅 東京 文学祉 明治25 29丁 22･5cm
和綴 810M5

音楽展覧会出品目録

日本教育音楽協会編 東京 日本教育音楽協会 昭和 8
55p 22cm 和綴 810M10

着楽歌津 (坐)

塩谷五平 長崎 塩谷五平 明治12 26T 19･5cm
和枝 810M8
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松風 一観世流改訂許本一

観世流改訂本刊行会編 東京 観 他流改訂本刊行会

昭和5 15丁 25cm 和綴 810M7

望月 一観世流改訂諸本一

観世流改訂本刊行会編 東京 観世流改訂木刊行会

大正15 15丁 25cm 和綴 810M6

820 演 劇

能面史話

横井春野 東京 能楽新報祉 昭和5 97丁 22cm
和綴 82DM10

900 宗 教 総 記

天后聖跡図像

修文堂 清刊 20丁 (図版) 24.5cm 和綴 900M15

902 仏 教

大梅夜話 1遊 ･解説
東京 民友社 大正 5 2冊 25.5cm 和綴 (一途は

写本) 902Ml

須弥山儀銘並序和解 幾之上

釈円通撰 51丁 25.5cm 和綴 902M4

9D5 基 督 教

旧約全書 第8-22奄
988p 14×8.5cm 和枝 905M155

旧約全書 第25-59海
上海 業肇書館 同治2 1冊 25cm 和綴

905Mll占

旧約全書

上海 黒海書館 1859年 15DT 21C7n 和綴 905M141

暁初訓道

広東長老公会編 広東 広東長老公会 明治12224丁
25cTn 和綴 905M105

教要序論

南懐仁述 上海 慈母堂 1887年 (重刊) 89丁 25C7n

和綴 905M140

七克 巻之 1･巻之 2(写)

幌延我 (パ ントハ)撰述 京都 始胎大堂 寛政 8 2冊
24cm 和綴 905Ml12

省慈編 ･聖母月新編

邑虚藤 間恩軸共訳 上海 慈母堂 光緒1998T
15C7n 和綴 905Ml15

新約聖書 巻 4 -約翰伝-

88丁 25.5cln 和綴 905M102

新約聖書馬可伝

米国聖者会社編 桃浜 明治1488丁 25cm 和綴

905M71

新約聖書馬太伝

101丁 22cm 和綴 905M64

新約聖書馬太伝

械浜 翻訳委員祉 明治1095丁 22.5cm 利綾

905M105

新約聖書 巻之 1 一馬太伝福音書-

101丁 25cm 和枝 (虫損) 905M81

新約聖書路加伝

翻訳委員社中訳 横浜 北英国聖書会社 明治9 98丁
22cm 和級 905M87

新約全書

上海 共準書館 同治5185T ldc7n和綴 905M117
聖会史記

郭顕徳 (ハンク- ･コルベ ット)訳 上海 米華;-Bt:舘

中準民国7 68丁 25cm 和綴 905M86

正教奉褒 上巻 ･下盤

上海 慈母堂 光緒50 2口什 25.5C7n 和綴
905Mlll

正教章伝 沓1･2

在西什庫 光緒27 2冊 24.5cm 和綴 905M104

聖教埋緒

盤石軒 明治1677丁 22cm 和綴 905M85

聖敬礼規 巻 1-5
41丁 20.5cm 和綴 905M154

続天路歴程 官話 巻之 1-6
上海 美挙書館 光緒511m-r28cm 和綴 905M159

提正編 巻之 1･2

資宜睡 (グラウィ-ナ) 上海 慈母堂 同治9 川†
2dc7n 和綴 905MIO9

天主降生言行紀時

又儒略 (アレ-二 ･ギュリオ) 京都 大堂 威豊5
67丁 24cm 和綴 905M115

天道鏡要

孟丁元 92丁 25cm 和綴 905M157

天道潮原

ルク- 上海 美弊書館 戒豊4 79丁 同治6
116丁 2相 19cm 和綴 905Ml14

伝道模範 悦公雄恩軍略

悦jt 上海 美弊婁館 北緯24 141T 24.5cm 和抜

905M88

約翰福音伝 (写)

55丁 25.5cm 和,% 905M158

馬太福音書

広州 美挙浸信会fBL=局 明治元 6OT 25.5cm 荊二戯

905MIOl

耶蘇一代弁妄記 上幾 ･下遊

旧島象二 東京 和泉屋半兵衛 明治7 2m 22.5cm
和綴 905M9

耶蘇教縁起之時代

変格司 (エンジェル) 燭林訳 115丁 25.5cm 和扱
905M108

耶蘇言行録

華北書会 光緒2077T 19.5cm 和綴 905M54

耶蘇実録講義

背州神道学生選 民l玉11 2461T-28.5cm 和枝
905M107

保羅達加粒太人書

上海 英準=B=鈷 同拾5 55T 17cm 和綴

905MIO8
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910 哲 学 総 記

資治新書二葉 幾之2･5
2冊 17.5cm 和枝 (虫扱) 910M21

四書大全 巻之15孟子

87丁 27cm 和綴 910M14

四書大全 17車 中厨

1冊 29cwl 和綴 910M15

薪論 巻上 ･下

会沢安 2冊 18.5C7n 和枝 (虫扱) 910M18

弁道 (写)

物茂卿 25丁 25.5cm 和枝 910M17

割向説苑等註 解7･8
軽米 (明)校 閲嘉薬注 1frFr25.5C7n 和扱
910M19

911 哲 学

天演論 上 ･下

赫背教 (-ツクスリー)(英) 威放通訳 光緒5 1冊
(55,58丁) 26cm 和綴 911M56

御製緒訳四書 大学 ･中庸 ･孟子上,下 (1,2) ･論語

上,下

三益党 6冊 25cm 和級 (清漢対訳) 911M27
希漉三大哲学家学説

陳鵬輯訳 上海 広智書房 光緒2971丁 20cm 和綴
911M29

古周易経解鴫 巻 1-4,解説

奥村f,i,j寛東京 背徳財団 昭和11(復刻) 5冊
27cm 和枝 911M25

朱子行状

退演李祝輯注 京都 松栢堂 68丁 25.5cm 和綴

911M50

常目在之 一三聖経附刊驚諭一

班似楼蔵版 一光緒26(1900) 24丁 25cm 和枝

911M57

中庸 一朱菩章句一

中村芳松翻刻 後藤点 大阪 亡国寸芳松 明治1825丁
24cm 和綾 911M55

張遠雨友相論

酒11JdDT l8.5cm 和扱 911M55
文明論之概略 巻之 1-6

福沢諭吉 東京 福沢諭富 明治8 6冊 和綴
911M25

呂祖全書 壇1-55
文軌11房 民国9 1峡 20cm 和綴 911M52

912 論 理 学

致知啓蒙 節1幾 ･節2幾

西周 大阪 河内足音兵術 2冊 22cm 和技 912M2

915 心 理 学

心理新説 怨之 1-4
倍因 (ペイン)著 井上暫次郎抄訳 東京 青木輔椅

明治15 4冊 22cm 和綴 915Md

914 倫 理 学

家道訓 巻之5･6-用財一

旦原篤信 (益軒) 京都 山中尊兵衛 文化1228丁
22.5cm 和綴 914M25

考経辞伝

向井玄升碑伝 長崎 霊蘭堂 寛文1171丁 27cm
和綴 914M20

事斯語 上巻 ･下巻

林述斉 長門 恰陰楼 天保15 2冊 25･5cm 和綴

914M25

子孫宝革

文化15(序) 44丁 28.5cn 和綴 914M26

西洋品行論 罪5編

スマルス原撰 中村正直訳 東京 珊瑚閣 明治12
57丁 25cm 和綴 914M22

世範校本 壇上 ･申 ･下

表采 大阪 前川蕃兵衛 嘉永 2 5冊 25cm 和綴
914M24

泰西勧善訓蒙 上巻 ･下盤

箕作麟祥訳 名古屋 糞尿平兵術 明治6 2冊 22cm
和綴 914M19

泰西名言 (坐)

石村貞一 浪輩 龍機堂 明治7 2汀 17cm 和綴

914M18

日本品行論 上幾 ･下畿

荒野文Et.･.東京 山中市兵衛 明治12 2冊 22･5cm
和綴 914M21

利学 上 ･下

弼留 (ミル)著 西周訳 東京 鈴木慧淳 明治10
2冊 22cm 914M6

利用論 上 ･下

浦爾 (ミル)著 渋谷啓職訳 東京 山中市兵衛 1冊
22,5cm?14M5

920 教 育 総 記

蓑7凡立命篇 (写)

14丁 24cm 和綴 920M7

開化往来

大阪 又栄盤 明治5(序) 44丁 図版 22cm 和綴
920M18

関知新編 堰之9･10
橋爪貫- 東京 椀庭番兵衛 明治2 1冊 22･5C7n
和綴 (虫損) 928M25

経済小学家政要旨

ハスケル著 永峰秀樹訳 甲府 内蔵氏蔵版 明治 9

29丁 22cm 和綴 (虫損) 920M26

実用割烹教科書 下巻

武藤 じつ子 東京 啓成祉 大正10(訂正 4版)

264p 22.5cm 和綴 920M15

百科全巻教導説 上清

箕作麟祥訳 東京 文部省 明治6 59丁 22cm
920Md

散寵全書

上拝 観潤閣蔵 光緒2057T 19cm 92DM21
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御製勧善要旨

82丁 57cm 和技 92DM24

地方往来 (坐)

東京 相模屋七兵衛 明治5 20T 18.5cm 和枝
920M17

小学入門 乙号

文部省 明治8 50丁 21cm 和綴 920M22

商家摘要 (写)

芦塚孫三郎 天保8 15T 14.5×12cm 和綴
920M12

四民絵抄商家必読字解 1-5
堤一事斉 大阪 得宝堂 文久2 5冊 図版 22cm
和綴 920M15

消息往来

細河泌陥 江戸 森屋治郎兵衛 弘化2 1冊 17.5cm
和綴 (虫損) 920M28

御家商売往来

酒江小芝斎蕃 大阪 柏原武助 文化8 21丁 25cm
和綴 920M9

改正かな附商売往来

大阪 糸屋 15丁 22cm 和綴 920MIO

B馴ヒ一新商法往来

巻菱滞編 東京 正米堂 明1169T 18.5cm 和綴
920Mll

庭訓往来精注抄 (坐)

黒田子編 大阪 河内屋茂兵衛 嘉永占 76丁 25C7n
和綴 92DM16

ちえのいとぐち

古川正雄 確金屋清書 明治5(増補再版) 55T
18C7n 和綴 920M27

町人嚢 港1

西川求林斎 19丁 22cm 和綴 ･,920M8

童蒙をLへ草

福沢諭吉訳 尚古堂 明治5 5冊 22cm 和綴
920M19

都都問答 巻之 1･2

石田梅戯 1冊 25.5cm 和綬 920M25

百一新論 上巻･下巻

西周 京都 松井栄助 明治7 2冊 22cTn 和綾
920M5

922 教 育 史

東京外国語学校沿革

東京外国語学校編 東京 東京外国語学校 昭和7
111p 25cm 和綴 922M19

925 学 校 教 育

和蘭王兵学校綻書

神田孝平訳 江戸 須原屋伊八 文久2 61丁 25cTn
和綴 925M占

和蘭学制 巻 1･2

内田正雄訳 開成学校 明治2 2冊 22cm 和綴
925M5

仏国学制 初編巻之 1･2,2編,5編巻之 1-5,附錦

上 ･下

佐沢太郎訳 東京 出雲寺万次郎 明治6 9m 22C7n
和綴 925M4

925 運 動 ･遊 戯

厩並飼料之和解 (写)

1冊 27cm 和綴 925Ml
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