205:202198188182174al70166

::201197187181173169165

． ：

206204203199189174bl75171167

国文学研究資料館蔵
絵で入板本和古書マイクロフィルム解題︵一三
﹃伊勢物語﹂絵
ｌ享保〜慶応Ｉ

;;;195185179;;163

藤島綾

;;200196186180172168164

Ｅ複写不可︵館内閲覧のみ可︶

:::194184178:::

凡例

検討した刊本は以下の通りである︒

;;;l92:176;;;

・本稿は本誌二九号﹁国文学研究資料館蔵﹁伊勢物語﹂絵入板本和古書

資料館蔵﹁伊勢物語﹂絵入板本和古書マイクロフィルム解題︵二︶ｌ

享保六年刊本⁝．：：⁝：⁝⁝⁝⁝

;;;191;;;;;

マイクロフィルム解題︵一︶ｌ慶長〜貞享ｌ﹂︑三○号﹁国文学研究

元禄〜正徳ｌ﹂に続くものである︒詳細は前々稿および前稿を適宜参

享保一四年刊本⁝：：⁝⁝：⁝⁝．

刊年不明本︵延享元年求板本︶・

照していただきたい ︒

・サービス区分は︑二○一二年八月現在のものだが︑変更される場合が

延享四年刊本：．．：：：⁝⁝：：：⁝

宝麻五年刊本：：：⁝：：⁝：：：⁝

ある ︒

Ａ複写可︵ポジフィルム・電子複写︶

宝暦六年刊本：⁝⁝⁝：：：：⁝⁝

：

：

：

：

：

Ｂ複写可︵電子複写︶

明和四年刊本：：．：：．⁝：⁝：⁝：

;;;193183177;;;

：

Ｃ複写可︵ポジフィルム・電子複写︶原資料所蔵者の事前許可を要

天明七年一月刊本・⁝：⁝⁝⁝：：

天明七年再版本：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝
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する︒

Ｄ複写可︵電子複写︶原資料所蔵者の事前許可を要する︒

: : : 1 9 0 : : : : :

天明七年刊本：：．⁝：：：：：：：：⁝：⁝．︑

寛政五年本⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝

寛政二年印本︵元禄一二年刊本後印︶

244235226222214208
246245

文政二年印本：⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：
文政八年刊本⁝：：⁝：：：：⁝⁝：⁝⁝：

追加

明暦元年刊本
寛文二年刊本

236227；；；；

238229;216:;

237228:215;;

239230;217209;
241232223219211;

240231;218210;

242233224220212:

243234225221213207

●享保六年刊本

噸花王伊勢物語︵伊勢物語︶

百マ数一忽︻サービス区分一シ

︻所蔵者︼酒田市立光丘文庫令さ︶

一マイク旦思︲呂朗︻紙焼︼
一巻冊数一一冊

一刊記一享保六歳／□口五月吉日︑摂陽大和画師／柳翠軒長谷川光信

︵印︶／大坂高麗橋上人町／書林鳫金屋庄左衛門開板
一外題︼伊勢□□︵左．直︶
一板心︸白丸︑丁付︒

︻本文行数−１３行︻和歌行数︸１〜２行

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

一章段番号︼あり︵縦長方形・単枠︶︒匡郭内接︒本文右傍︒初段にな
︲︐︶Ｏ

︻注釈形態︼傍注・歌集注記
︻後人奥書︸なし
︻口絵﹈構成柵参照

︻挿絵︼２３面︵圏︶︒２８場面︒１面に複数の絵を含む場合がある︒

一構成︼①目録︵見返し︶②二男図③和歌二神像④四女房図⑤垣間見図

⑥三輪・春日明神図︒上棡に伊勢物語作説・春日明神・三輪明神説明⑦

婚礼次第図︒上欄は琴や棚飾りの説明︑三従七去等︒⑧本文︵１〜１

２５段︶と挿絵︒上欄に﹁小笠原流折形図︹をか□□らりうおりかたの
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づ︺﹂﹁口人嗜種︹□□みくさ︺並に貝合︹かいお︑い︺和歌読方︹うた
のよみかた︺﹂﹁六寄仙︹□くかせん︺﹂﹁大和物語抜書︹やま□□も□か
たりぬきかき︺﹂﹁桧垣媚︹ひがき□おうな︺﹂﹁求女塚︹もとめつか︺﹂
﹁芦刈︹□しかり︺﹂﹁更科山︹さらしな□□︺﹂﹁衣求小町︹きいかりこ
︵一ｕマ︶

まち︺﹂﹁采女︹うねめ︺﹂﹁百性︹□□やう︺いとなみ□﹂﹁五節句︹ご
せつく︺之次第︹しだい︺﹂﹁結納之次第︹たのみのしだい︺﹂﹁大和言葉

長谷川／千四集編﹂︒﹁所蔵和古書・マイクロ／デジタル目録データ

ベース﹂に﹁伊勢物語﹂として記載︒
︽一一一︾

︵享保六年修︶

皿花王伊勢物語

一所蔵者﹈東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蒸留全

︹やまとことば︺﹂﹁硯筆墨因縁︹すずりふですみのいんゑん︺﹂﹁女中身

嗜之次第︹︹ぢよちうみたしなみのしだい︺﹂﹁烏︹とり︺の字︹じ︺つ

一マイク旦冒？己山一紙焼︸

一印記︼なし

一刊記三旱保六歳／︿辛／丑﹀五月吉日︑摂陽大和画師／柳翠軒長谷川

一巻冊数﹈一冊

一コマ数﹈忠一サービス区分一国

くし﹂﹁立花指南抄︹りっくわしなんしやう︺﹂︶⑨長谷川千四賊⑩刊記

︻備考﹈見返しに目録あり︒﹁万／宝／目／録／和冴二神之像／伊勢物

光信︵印︶／大坂高麗橋上人町／書林鴫金屋庄左衛門開板
︻外題︼花玉伊勢物語︵左．直︶

語述作図／業平河内通の図／和州三輪の図／同春日明神の図／同縁起
︿大□﹀／婚礼の次第／同図式／琴のは□□□□／同絵図／御厨子の棚

一見返し題﹈︿増補／絵抄﹀花玉伊勢物語︒源氏絵模様の貝桶の絵に書

︵マ↓︑︶

かさり様／同絵図／小笠原折形の図／伊勢物語絵抄／同よみくせ／同誇

め／百姓いとなみ草／農業の図／五節句の次第／祝言結納︹タノミ︺の

抄／大和物語抜害／桧垣蝦／求塚／芦かり／更科山／衣かり小町／うね

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

﹇本文行数︼１３行一和歌行数﹈１〜２行

︻板心一白丸︑丁付︒

名を記す︒

次第／同図式／大和言葉／硯筆墨の因縁／女中身驍︹タシナミ︺の次第

︻章段番号︼あり︵縦長方形・単枠︶︒匡郭内接︒本文右傍︒初段には

誇注／婦人たしなみ草／同貝覆の図／同じ□のよみかた／口寄仙／同絵

／烏の字つくし／同絵図／立花指南並図﹂︒長谷川千四の賊あり︒﹁伊勢

一注釈形態一傍注・歌集注記

なし︒

あらたに其誤□を／あらため読くせ注釈をひらがなにて書くわへ／其心

︻後人奥書︼なし

物語の板行世に数多有といへど口仮字／つかひ文字の誤り少なからず今

を大和絵に顕はし女中の教訓を書加／桜にちりばめひるむるものならし
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︻口絵︼構成欄参照

︻本文行数︼１３行︻和歌行数−１〜２行

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

１︲し○

︻挿絵﹈２３面︵圏︶︒２８場面︒１面に複数場面を描く場合あり︒

三輪・同春日明神図︒上欄に伊勢物語作者説・春日明神・三輪明神説⑦

︻注釈形態︸傍注・歌集注記

︻章段番号︼あり︵縦長方形・単枠︶︒匡郭内接︒本文右傍︒初段にな

婚礼次第図︒上欄に琴や棚飾りの説明︑三従七去等⑧本文︵１〜１２５

一後人奥壽﹈なし

一構成﹈①見返し題②二男図③和歌二神像④四女房図⑤垣間見図⑥和州

段︶と挿絵︒上棡に﹁小笠原流折形図︹をかさはらりうおりかたのづ︺﹂

﹇口絵﹈構成欄参照

︻挿絵︸２２面︵圏︶︒２７場面︒

等⑨長谷川千四肱⑩刊記
一印記﹈﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．３１／０３０３１１﹂

一構成一①見返し題②二男図③和歌二神像④四女房図⑤垣間見図⑥三

図︒上欄に琴や棚飾りの説明︑三従七去等⑧本文︵１〜１２５段︶と挿

輪・春日明神図︒上欄には作者説・春日明神・三輪明神説等⑦婚礼次第

︻備考一見返し題を有する点が雌と異なる︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園
文庫／函／架／冊１／恥４０７２﹂
︿一一一﹀

絵︒上欄に﹁小笠原流折形図︹をかさはらりうおりかたのづ︺﹂等⑨長

一印記一﹁新堀文庫﹂

谷川千四敗⑩刊記

一所蔵者﹈新潟大学附属図神館︵佐野文庫︶︵臼︲巴

︻備考︼冊子下部に裁断のため匡郭や文字を欠く箇所がある︒

噸花王伊勢物語

︻マイク旦忠や息︻紙焼一同＄副官マ数︼段︻サービス区分︼国

︿一一一︾

︵延享四年修︶

姉花王伊勢物語

一紙焼﹈

一コマ数一

一所蔵者一国文学研究資料館︵ヰや＄︶

一マイク且

一サービス区分﹈シ︻巻冊数︼

︻巻冊数一一冊︒１丁︵５８末尾〜６０段前半本文︶を欠く︒

一刊記﹈享保六歳／︿辛／丑﹀五月吉Ｕ︑摂陽大和凹師／柳翠軒長谷川

全︵中．直︶

光や
信信
︵︵
印印︶
︶／
／大
大坂
坂高
高麗
麗橋上人町／書林鳫金屋庄左衛門開板
一外題︸花王伊勢物語

一見返し題︼︿増補／絵抄﹀花玉伊勢物語︒源氏絵模様の貝桶の絵に書
名を記す︒
﹇板心︸白丸︑丁付︒
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備えはべ
べる
るも
もの
のな
なら
らし
し／
／延
延享
享四
四年年︿︿
丁丁
卯卯
﹀﹀九月吉辰︑画工長谷川光信

其誤りを糺し／よみくせ注釈を加絵抄に／して女子のものならはしに／

︻刊記﹈伊勢物語世に板行多しと／いへども仮名の違すぐな／からず

一冊

た／六寄仙／同絵抄／伊勢物語／同傍訓／大和物語絵抄／婦人たしなみ

輪之図／婚礼の次第／同図式／小笠原折形／琴の始／同絵図／歌よみか

しの目録は﹁目／録／業平之図／伊勢物語述作図／和州春日之図／同三

また︑皿︑唖にあった二男図︑和歌二神像︑垣間見図を取り除く︒見返

百マ数−

一サービス区分一ン

︻所蔵者﹈国文学研究資料館︵初雁文庫︶︵届︲お己

町花王伊勢物語

︵宝暦一三年修︶

集﹂を単忰で洲み︑背蛾に牡丹と胡蝶の絵を配す︒

草／百性いとなみ草／五節供の次第／大和言葉／硯墨筆因縁／立花指南

一部は︑白丸︑横単

︵印︶／耆林泉屋再太郎
︻外題︸なし
の丁付あり︒
一板心一白丸︑丁付︒第３丁に﹁五﹂の
線︑丁付︒

一本文行数﹈１３行一和歌行数﹈１〜２行
︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭﹈四周単辺

一章段番口互あり︵縦長方形・単枠︶︒匡郭内接︒本文右傍︒初段にな

一紙塗
一巻冊数︼一冊

︻マイク且

︻注釈形態︼傍注・歌集注記

︷刊記﹈宝暦十三年癸未九月吉旦／画工長谷川光信／同森尚国／大阪御

−しＯ

一後人奥書︼なし

︻外題︼花王伊勢物語全︵中・篭・刷・双︶

書物所順慶町心斎橋／渋川大蔵寿梓

︻挿絵﹈２３面︵圏︶︒２８場面︒

一板心︼白丸︑丁付︒丁付は本文を記載する丁に存し︑﹁九﹂より始ま

︻口絵﹈構成欄参照

︻構成︼①目録②業平立像③四女房図④三輪・春日明神図︒上欄は伊勢

る︒一部に︑白丸︑横単線︑丁付︒

一本文行数−１３行一和歌行数﹈１〜２行

作者説・春日明神・三輪明神説⑤婚礼次第図︒上欄に琴や棚かさりの説
明等⑥本文︵ｌ〜１２５段︶と挿絵︒上欄に﹁小笠原流折形図︹をかさ

一章段番号﹈あり︵縦長方形・単枠︶︒匡郭内接︒本文右傍︒初段になし︒

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭﹈四周単辺

一印記一﹁国文学研／究盗料館﹂

一注釈形態一傍注・歌集注記

はらりうおりかたのづ︺﹂等⑦刊記︒上棚に﹁雲林院﹂概略と図︒

︻備考︼見返しのⅡ録と業平立像１面︑刊記を載せる半丁を新刻する︒
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氏双六︹すごろく︺︹彩色︹さいしき︺極上箱入／新板折本一冊︺／

書は大和物語を首耆に加へその□口女子の重宝をあつめ新板□□﹀／源

︻口絵−４面

︿女中／品定﹀風俗艶双六︹やさすごろく︺︿女の風俗を分て／玩とす﹀

︻後人奥書︼なし

︻挿絵−２２面︵圏︶︒２７場面︒

／︿国尽／名所﹀女筆初瀬川︿長谷川妙貞筆／全三冊﹀／諸礼手引種︿懐

●享保一四年刊本

中本﹀全一冊／文花百人一首九重錦︿近日出来﹀全一冊﹂

一構成一①業平立像②四女房像③三輪図④本文︵１〜１２５段︶と挿
絵︒上欄に﹁和歌二神像︹わかにじんのざう︺﹂﹁六寄仙︿絵抄はおくに
くはしくみへたり﹀﹂﹁婦人嗜種︹ふじんたしなみくさ︺並に貝合︹かい
お︑い︺和歌読方︹うたのよみかた︺﹂﹁六寄仙︹りくかせん︺﹂﹁大和物
語抜書︹やまとものかたりぬきかき︺﹂﹁桧垣媚︹ひがきのおうな︺﹂﹁求
女塚︹もとめつか︺﹂﹁芦刈︹あしかり︺﹂﹁更科山︹さらしなやま︺﹂﹁衣

次第︹たのみのしだい︺﹂・﹁大和言葉︹やまとことば︺﹂﹁硯筆墨因縁

となみ種︹ぐさ︺︶﹂・﹁五節句︹ごせつく︺之次第︹しだい︺﹂﹁結納之

一巻冊数﹈一冊

︻マイク巳＄︲屋﹄︻紙焼︼恩と言マ数︼巴︻サービス区分一国

︻所蔵者﹈東洋文庫︵三︲爵言︲ご

腿伊勢物語

︹すずりふですみのいんゑん︺﹂・﹁女中身嗜之次第︹︹ぢよちうみたしな

︷刊記︸享保十四年︿酉﹀正月吉日︑通油町／藤田開板

︵ママ︶

みのしだい︺﹂﹁鳥︹とり︺の字︹じ︺づくし﹂﹁立花指南抄︹りつくわ

︻外題︼︿絵／入﹀伊勢物語全／画工近藤清春筆︵左・篭・書︶

求小町︹きいかりこまち︺﹂﹁采女︹うねめ︺﹂﹁百性︹ひやくしやう︺い

しなんしやう︺﹂︶⑤広告︒上欄に行平説話と図⑥刊記

物語本文上欄についても︑目頭に﹁和歌二神像﹂と﹁六寄仙﹂を新刻

一本文匡郭︼四周単辺︷挿絵匡郭︼四周単辺

︻本文行数︼１６行︻和歌行数︼１行

一巻首題︼いせ物がたり︿上／下﹀

し︑咽〜師の﹁小笠原流折形図﹂と差し替える︒唖の刊記上欄の雲林院

一章段番号︸あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一印記一なし

の記事も差し替える︒刊記川面に広告あり︒﹁伊勢物語教訓文全二冊／

︻注釈形態︼歌集注記

一板心一﹁いせ﹂︑丁付︒

伊勢物語女訓大全全一冊／︿頭書／絵抄﹀花王伊勢物語全一冊／︵一行

︷後人奥書﹈なし

一備考一価にあった春日明神図︑婚礼次第図︑挿絵第１面を取り除く︒

分黒︶／祝言絵本双葉種︹ふたばぐさ︺／倭百人一首女教大全全一冊︿此
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一口絵一なし
︻口絵︼なし

︻後人奥書﹈なし

︻挿絵−８面色︒一部に場面注記あり︒挿絵第２面の左端に﹁画工近

︻挿絵︼８面命︶︒一部に場面注記あり︒挿絵第２面の左端に﹁画工近
藤清春筆﹂とあり︒

藤清春筆﹂とあり︒

一構成一①本文︵ｌ〜１２５段︶と挿絵②刊記

一構成︸①本文︵１〜１２５段︶と挿絵②刊記
︻印記︼なし

︻印記︼﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．３１／０

︵印時不明︶

︵二二・図版掲出本﹀

庫／函／架／冊１／恥２１８５﹂

と同行にして黒三角で示す場合とがある︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文

以降の本文は追い込みになる︒和歌を改行一文字下げする場合と︑本文

一備考﹈初段から４６段までの本文を章段毎に改行記載するが︑４７段

３０３４１﹂

︻備考﹈初段から４６段までの本文を章段毎に改行して記載するが︑４

７段以降の本文は追い込みとする︒和歌を改行一文字下げする場合と︑
本文と同行にして黒三角を句頭に置いて示す場合とがある︒
︽一一一一︾

噸伊勢物語
一所蔵者一東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵毒筐ご

︻マイク且喝？晟句︻紙焼︼ｌ︻コマ数︼腿︻サービス区分一国
︻巻 冊 数 一 一 冊

一刊記一享保十四年︿酉﹀正月吉日︑通油町／藤田開板

一本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

︻本文行数−１６行一和歌行数−１行

一板心一﹁いせ﹂︑丁付︒

一巻首題﹈いせ物がたり︿上／下﹀

一外題︼いせ物かたり全︵左・篭・書︶

一刊記一享保十四年︿酉﹀正月吉日︑大伝馬町三丁Ⅱ／うろこかたや板

一巻冊数一一冊

一マイク旦冒冒争四一紙焼−１百マ数一圏︻サービス区分一国

︻所蔵者︼東京都立中央図諜館︵特別買上文庫︶︵蕪巴ら

︑伊勢物語

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一巻首題一いせ物かたり︿上／下﹀

︻外題︼なし

︻注釈形態︸歌集注記

47

︹注釈形態﹈歌集注記

﹇章段番号︸あり︵丸︶匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

︻本文行数﹈１６行︻和歌行数︼１行

︹章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数﹈１６行一和歌行数︼１行

︻板心︼﹁いせ﹂︑丁付︒

︻巻首題﹈いせ物がたり︿上／下﹀

︻外題︼なし

一後人奥書︼なし

一注釈形態一歌集注記

︻板心﹈﹁いせ﹂︑丁付︒

︷口絵﹈なし

﹇後人奥書﹈なし

●刊年不明本︵延享元年求板本︶

︽一一一一︾

函／架／冊１／恥別１００﹂

行にして黒三角で示す場合とがある︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／

の本文は追い込みになる︒和歌を改行一文字下げする場合と︑本文と同

︻備考︼初段から４６段までの本文を章段毎に改行するが︑４７段以降

３０２８７﹂

︻印記︼﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図害館／昭和２７．７．３１／０

︻構成︼﹇第一冊﹈①本文︵１〜１１８段途中︶と挿絵

清春筆﹂とあり︒

︷挿絵︼８面命︶︒一部に場面注記あり︒挿絵第２面左端に﹁画工近藤

︻口絵︼なし

一挿絵︼８面命︶︒一部に場面注記あり︒挿絵第２面左端に﹁画工近藤
清春筆﹂とあり︒

一構盛①本文︵１〜１２５段︶と挿絵②刊記
一印記﹈﹁反町文庫﹂﹁日比谷図書館﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和３
４．９．１５／０１４７８７０﹂﹁東京都立／日比谷図書／館蔵書﹂

︻備考﹈本文は行送りが途中で変化しており︑初段から４６段までは章

段毎に改行するが︑４７段以降は追い込みになる︒和歌を改行一文字下
げする場合と︑本文と同行にして黒三角で示す場合とがある︒
︽一一一一︾

ｍ伊勢物語
︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蒸留巴

︻マ
ｚ︹
−紙
紙焼
焼︼
︼ 一
写
イイ
クク
旦旦
弓弓
ＥＥｚ
一コ
コマ
マ数一闇一サービス区分︼
︻巻冊数一一冊︒１１８段途中より欠︒
一刊記︼欠

国
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︵享 保 頃 か ︶

﹁よみくせ下﹂︵４９〜１１１段︶

一印記︼判読不能

︻所蔵者一目胃犀昼呂匡胃画昌色白医・圃己

巻終﹂︵無枠︶とあるが︑上巻には同様の記事なし︒袋屋十郎兵衛につ

があるが︑この部分は入れ木と推定される︒本文の１２５段奥には﹁下

︻備考﹈上巻巻末に﹁よみくせ清濁は細川玄旨の御説也﹂に始まる記事

マイク巳田中匡上︻紙焼﹈国急篭︻コマ数﹈お一サービス区分︼○

いては︑享保一七年の出版を﹁改訂増補近世書林板元総覧﹂が指摘す

︑伊 勢 物 語

︻巻冊数︼二巻二冊

る︒紙焼きでは下巻に重複がある︒

齢伊勢物語

﹇刊記一口町二条上ル町／袋屋十郎兵衛
﹇外題﹈﹇第一冊﹈︿新板／ゑ入﹀伊勢物語︿よみくせ付／すみにごり﹀

上﹇第二冊﹈︿新板／ゑ入﹀伊勢物語︿よみくせ付／すみにごり﹀下

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

︹本文行数︼１４行一和歌行数−１行

︻板心︸確認不能

︻外題﹈なし

︻刊記︼寺町二条上ル町／袋屋十郎兵衛

︻巻冊数﹈二巻一冊

一マイク旦弓己電︻紙焼﹈

︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪望四

︻章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻板心︸﹁いせ上︵下︶﹂︑横単線︑丁付︒口絵は︑横単線︑﹁ご・

︵中・祭・刷︶

︻注釈形態︼歌集注記

︻本文行数︼１４行︻和歌行数﹈１行

百マ数︼虎︻サービス区分﹈︑

︻後人奥書︼なし

﹇本文匡郭﹈四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

立像︒上欄は伊勢物語作者論︒

一口絵︼﹇上巻﹈１面︒業平座像︒上欄は﹁大意﹂︒﹇下巻﹈１面︒伊勢

一後人奥書︼なし

一注釈形態﹈歌集注記

︻章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

﹇口絵︼﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄は﹁大意﹂︒﹇第二冊﹈１面︒
伊勢立像︒上欄は伊勢物語作者論︒

一挿絵−１７面令十ら︶︒２５場面︒１面を単線で区切って上下２場面
とする場合がある︒上冊挿絵に場面注記多し︒
一構成﹈﹇第一冊﹈①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵③よみくせ︵１

〜４６段︶﹇第二冊﹈①口絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③刊記④
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︻挿絵﹈１７面肴十Ｓ︶︒２５場面︒１面を単線で区切り２場面とする
場合あり︒上巻挿絵に場面注記が多い︒

︻注釈形態︼歌集注記
一後人奥書﹈なし

︻口絵−１面︒伊勢立像︒上欄は伊勢物語作者論︒

︻挿絵︼１０面︵ご︶︒１３場面︒１面を単線で上下に区切る場合あり︒

一構成一①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵③よみくせ︵１〜４６段︶

よみくせ下﹂︵４９
④口絵⑤本文︵４９〜１２５段︶と挿絵⑥刊記⑦﹁ト

一構成﹈①口絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③刊記④﹁よみくせ
下﹂

一印記一﹁尚裟／舎蔵﹂

︵延享元年印︶

１

一備考−１２５段奥に﹁下巻終﹂と無枠であり︒別と取り合わせ︒

ｂ

ー１１１段︶

︻印記一日
日比
比谷
谷図
図書
書館
館登
登録
録印

一備考一
末の
のよ
よみ
みく
くせ
せ記
記事
事は
は入
入れ
れ木
木と推定され る︒本文１２５段
上上
巻巻
巻巻末

奥に﹁下巻終
終﹂
﹂︵
︵無
無枠
枠︶
︶と
とあ
ある
るが
が︑
︑上
上巻
巻末
末に
には
は同
同様
様の
の記事なし︒池田亀
鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊１／恥２７６６﹂

ａ

魁伊勢物語

応伊勢物語

︻所蔵者﹈東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零日コ

一所蔵者一大和文華館命︲圏紹︲暗囹︶

一マイク旦閉ご認山一紙焼︼ｇＣ忠言マ数︼弾倉一サービス区分︼

ーマイク且ごＰ辰参一紙焼−１百マ数一堂︻サービス区分一国
︻巻冊数一二巻二冊

ン

︻巻冊数︼下巻一冊存

︻刊記︼延享元年︿甲／子﹀七月吉日／堺町迪夷川上ル町／橘屋治兵衛
求板

一刊記一寺町二条上ル町／袋屋十郎兵衛
一外題一︿□□／口入﹀伊勢物語下︿よみくせ付／下﹀︵中・策・書刷不

︻外題︼﹇第一冊﹈□口伊勢物語︿よみくせ付／すみにごり﹀上﹇第二

冊﹈︿新板／ゑ入﹀伊勢物語︿よみくせ付／すみにごり﹀下︵中・筬・

明︶

一板心︸確認不能

一板心一﹁いせ上︵下︶﹂︑横単線︑丁付︒

刷・双︶

一本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭﹈四周単辺

一本文行数﹈１４行一和歌行数−１行

一本文行数︸１４行︻和歌行数︼１行

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒
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一注釈形態﹈歌集注記

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一刊記︸延享四︿丁／卯﹀歳春︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶／

︻巻冊数︼二巻二冊

一マイク巳当︐ぎふ一紙焼﹈

︹所蔵者︸吉永登︵吉永文庫︶︵曽筐︶

彫工︑洛西紙屋川／山本喜兵衛︵印︶／書林︑寺町通二条下ル町／吉野

百マ数︼合一サービス区分︼シ

一後人奥書﹈なし

︷口絵一﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄は﹁大意﹂︒﹇第二冊﹈１面︒

屋藤兵衛版︵刊記１︶

延享四歳︿丁／卯﹀菊月︑江戸日本橋南四町Ⅱ／竹川藤兵衛／大坂．心

伊勢立像︒上欄は伊勢物語作者論︒
一挿絵−１７面︵聿己︶︒２５場面︒上巻に画面注記多し︒

斎橋順慶町／柏原屋清右衛門／京極通二条下ル町／吉野屋藤兵衛︵刊記

勢物語下︵中・叢・刷・双・飾有︶

︻外題︼﹇第一冊﹈︿改／□︵破損︶﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿改／正﹀伊

２．奥付︶

一構成一﹇第一冊﹈①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵③よみくせ︵ｌ

〜４６段︶﹇第二冊﹈①ｕ絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③刊記④
﹁よみ く せ 下 ﹂ ︵ ４ ９ 〜 １ １ １ 段 ︶

一印記﹈﹁東京都／立図害／館蔵書﹂日比谷図書館登録印

︻本文行数︼１３行︻和歌行数︼１行

一板心一横双線︑﹁い︵せ︶﹂︑丁付︒

﹁下巻終﹂と無枠で記載あり︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一備考一上巻巻末のよみくせは入れ木と推定される︒本文１２５段奥に

冊２．１／此２０８０﹂

一章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一構成一﹇第一冊﹈①口絵②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみ

︻挿絵−１４面令＋己︒１１場面︒

伊勢立像︒上欄に伊勢略伝︒

一口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上柵に業平略伝︒﹇鋪二冊﹈１面︒

同面︶

一後人奥評︸右伊勢物語板行元本校考全畢／尤可為証本者也︵刊記２と

︻注釈形態︼歌集注記

︽二四・図版掲出本︾

●延享四年刊本

伊勢物語
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︵九月印︶

176

のまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二

延享四歳︿丁／卯﹀菊月︑江戸日本橋南四町目／竹川藤兵衛／大坂心

斎橋順慶町／柏原屋清右衛門／京極通二条下ル町／吉野屋藤兵衛︵刊記
２︶

冊﹈①口絵②﹁伊勢物語下巻清濁︹いせものかたりしものまきすみにご
り︺﹂︵４９〜１０９段︶③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家

︻外題︼﹇第一冊﹈︿□□﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿改正﹀伊勢物語下
︵中・策・書刷不明︶

奥書⑤刊記１⑥前川鼓遊軒倣⑦奥書⑧刊記２
︻印記﹈なし

頻りに乞ひければ辞み／がたくて居諸を経る侭に或る家に秘めをかれし

り︒﹁延享丁卯の春耆騨の許より伊勢物語の新刻を／校考せよと人して

も飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒刊記１の次丁オモテに前田鼓遊軒の賊あ

︻注釈形態一歌集注記

﹇章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数﹈１３行一和歌行数︸１行

︻板心︼横双線︑﹁い︵せ︶﹂︑丁付︒

／何がしの院にて御講ありし証本を求め得たり／よて彼に授られ此を考

︹後人奥書︼右伊勢物語板行元本校考全畢／尤可為証本者也︵刊記２同

︻備考一題茶は︑角番の下方に梅︑題策下部に松と梅を刷る︒上下巻と

へてそこばくの仮名の／違ひ読曲の誤りしを改め正し遂に標して／改正

面︶

冊﹈①ｕ絵②﹁伊勢物語下巻清濁︹いせものかたりしものまきすみにご

のまきよみくせ︺﹂︵ｌ〜４６段︶③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二

︻榊成﹈﹇第一冊﹈①口絵②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみ

︻挿絵︼１４面肴十コ︒１１場面︒

伊勢立像︒上欄に伊勢略伝︒

一口絵一﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇第二冊﹈一面︒

伊勢物語と名づけ彼の望をふせぎぬ／延享四歳丁卯之夏林鐘望日前田鼓
遊軒染翰／干武陽初音郷﹂

全一五﹀

ｗ伊勢物語
一所蔵者﹈東京都立中央剛書館︵特別買上文庫︶︵零＄巴

百マ数︼＄︻サービス区分︼︑

り︺﹂︵４９〜１０９段︶③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家

一マイクロ︼目？庭山︻紙焼︼
一巻冊数﹈二巻二冊

奥書⑤刊記１⑥前田鼓遊軒賊⑦奥書⑧刊記２

谷図書館／昭和２７．７．３１／０３０２８９﹂﹁東京都／立図書／館

−印記︼﹁橋村氏／図書記﹂﹁池田文庫﹂﹁日比谷図書館﹂﹁東京都立日比

一刊記一延享四︿丁／卯﹀歳春︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶／

彫工︑洛西紙屋川／山本喜兵衛︵印︶／書林︑寺町通二条下ル町／吉野
屋藤兵衛版︵刊記１︶
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蔵書﹂他二

︻備考︼前田鼓遊軒の賊あり︒上下巻とも飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒注
や校合など害き入れが多い︒﹁中山正教﹂︵墨書か︶を墨で消す︒池田亀
鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１︵２．２︶／恥３２４５﹂
︿一一五﹀

︵宝暦六年印︶

︑伊勢物語

百マ数﹈虐一サービス区分︼シ

︻所蔵者一八戸市立図書館︵到届上︶

一マ イ ク 旦 忠 ︐ Ｓ ２ − 紙 焼 ﹈
︻巻冊数一二巻一冊

︻刊記︼宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑川工︑文花堂／内川右京祐信︵印︶

／彫工︑洛西紙屋川／山本喜兵術︵印︶／耆林︑京寺町迦四条上ル町／
美濃屋平兵衛版︵刊記１︶

延享四丁卯年開版／干時宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑江戸Ｈ本橋通一丁目
／梅村宗五郎／大坂南久宝寺町心斎橋筋／伊丹屋茂兵衛／京寺町通四条

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻注釈形態一歌集注記

︻後人奥書﹈右伊勢物語板行元本校考全畢／尤可為証本者也︵刊記２と
同面︶

︻口絵一﹇上巻﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇下巻﹈１面︒伊勢
立像︒上欄に伊勢略伝︒

一挿絵︼１４面今十Ｊ︒１１場面︒

︻構成﹈①口絵②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみのまきよみ

くせ︺﹂︵１〜４６段︶③本文︵１〜４８段︶と挿絵④口絵⑤﹁伊勢物語

下巻清濁︹いせものかたりしものまきすみにごり︺﹂︵４９〜１０９段︶

⑥本文︵４９〜１２５段︶と挿絵⑦武田本定家奥書⑧刊記１⑨前川鼓遊
軒賊⑩奥書⑪刊記２
︻印記一﹁南部家／旧蔵本﹂

一備考一宝暦六年夏求版の記事を二つ有す︒各巻に飛び丁付﹁十ノ廿﹂
あり︒

加伊勢物語

︻マイク且弓冒堂一紙焼一 一コマ数一お一サービス区分一国

一所蔵者︸東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零＄ｅ

︻外題︼伊勢物語︵左・篭・書︶

一巻冊数一二巻二冊

上ル町／美濃屋平兵衛︵刊記２︶

一板心一横双線︑﹁い︵せ︶﹂︑丁付︒

︻刊記︼宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶

／彫工︑洛西紙屋川／山本喜兵衛︵印︶／書林︑京寺町通四条上ル町／

一本文行数﹈１３行一和歌行数−１行
︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭﹈四周単辺
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美濃屋平兵衛版︵刊記１︶

延享四丁卯年開版／干時宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑江戸日本橋通一丁目
／梅村宗五郎／大坂南久宝寺町心斎橋筋／伊丹屋茂兵衛／京寺町通四条
上ル町／美濃屋平兵衛︵刊記２︶
一外題﹈﹇第一冊﹈︿新版／大字﹀伊勢物語︹いせものがたり︺上﹇第二

冊﹈︿新版／大字﹀伊勢物語︹いせものがたり︺下︵中・叢・刷・双・
÷

飾冊
有一

︻印記︼﹁淡星﹂﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．

３１／０３０３３１﹂﹁東京都立／日比谷図書／館蔵書印﹂

一備考︸各巻に飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文

庫／函／架／冊２．１︵２．２︶／恥２１６１﹂

︵印時不明︶

一所蔵者︼国文学研究資料館︵ヰや闇﹄・巴

卸伊勢物語

一本文行数︸１３行一和歌行数︼１行

一マイク巳ｌ︻紙焼﹈

一サービス区分︼シ

一本文匡郭﹈四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一巻冊数﹈二巻二冊

百マ数−

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一刊記︸宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶

／彫工︑洛西紙屋川／口本喜兵衛︵印︶／書林︑京寺町通四条上ル町／
美濃屋平兵衛版

︻外題︼﹇第一冊﹈︿改／正﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿改／正﹀伊勢物語
下︵中・篭・刷・双・飾有︶

まきよみくせ︺︵ｌ〜４６段︶③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

一章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻本文匡郭︸四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

︻板心︼横双線︑﹁い︵せと︑丁付︒

①口絵②﹁伊勢物語下巻清洲︹いせものかたりしものまきすみにごり︺﹂

一注釈形態︼歌集注記

一挿絵﹈１４面今十コ ︒ １ １ 場 面 ︒

︵４９〜１０９段︶③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書

︻後人奥書﹈なし

︻本文行数︼１３行︻和歌行数︼１行

⑤刊記１⑥前田鼓遊軒祓⑦奥書⑧刊記２

︻構成︼﹇第一冊﹈①口絵②伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみの

伊勢立像︒上欄に伊勢略伝︒

︻口絵︼﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇第二冊﹈１面︒

同面︶

︻後人奥書一右伊勢物語板行元本校考全畢／尤可為証本者也︵刊記２と

︻注釈形態︼歌集注記

一板心﹈横双線︑﹁い︵せ︶﹂︑丁付︒

…
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一口絵︼﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇第二冊﹈１面︒
伊勢立像︒上欄に伊勢略伝︒

一外題一なし
一板心︸横双線︑﹁せ﹂︑丁付︒

一本文行数﹈１３行﹇和歌行数︸１行

﹇章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一挿絵﹈１４面肴十コ ︒ １ １ 場 面 ︒

のまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二

一注釈形態︼歌集注記

一本文匡郭﹈四周単辺﹇挿絵匡郭一四周単辺

冊﹈①口絵②﹁伊勢物語下巻清濁︹いせものかたりしものまきすみにご

一後人奥書︼なし

︻構成﹈﹇第一冊﹈①口絵②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみ

り︺﹂︵４９〜１０９段︶③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家

一口絵︸１面︒伊勢立像︒上欄に伊勢略伝︒
一挿絵﹈７面︵己︒６場面︒

奥書⑤刊記
一印記︸﹁国文学研／究資料館﹂

︻構成︼①口絵②﹁伊勢物語下巻清濁︹いせものかたりしものまきすみ

唖伊勢物語

１０２をミセヶチして別２００を墨書︶﹂

覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１︵上欠︶／恥別２００︵印２

刊記右傍に﹁西春日井郡清洲町加藤義治郎蔵書﹂の崇書あり︒池川亀鑑

一備考﹈美濃屋平兵衛の所付が即と異なる︒飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒

３０２７７﹂﹁東京都立／日比谷図書／館蔵書印﹂他一

一印記一﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．３１／０

にごり︺﹂③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記

︻備考﹈前田鼓遊軒賊以下の記事を有さない点が︑脇︑畑と異なる︒題

叢は紅色で︑角書きに梅︑題祭下部に松と梅の絵を配す︒飛び丁付﹁十
ノ廿﹂各巻にあり︒

︵印 時 不 明 ︶

皿伊 勢 物 語
︻所蔵者﹈東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零＄ご

マイク旦冒？雇句︻紙焼−１百マ数一忠一サービス区分一国
︻巻冊数一下巻一冊存

一マイク且壁やいふ一紙焼︼因９段︻コマ数﹈お一サービス区分︼︑

︻所蔵者︼大阪女子大学附属図書館︵巴麗曽届︶

／彫工︑洛西紙屋川／山本喜兵衛︵印︶／
／書
書林
林︑
︑松
松原
原通
通西
西洞
洞院
院東
東汁
江入町

︻巻冊数一二巻二冊

︷刊記﹈宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑画工
右京
京祐
祐信
信︵印︶
一︑
︑文
文花
花堂
堂／
／西川右

／美濃屋平兵衛版
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︻刊記﹈宝暦六︿丙／子﹀夏求板︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶

／彫工︑洛西紙屋川／山本喜兵衛︵印︶／書林︑松原通西洞院東江入町
／美濃屋平兵衛版
︻外連﹇第一冊﹈︿新□／大字﹀伊勢物語︹いせものかたり︺上﹇第二
冊﹈︿新版／大字﹀伊勢物語︹いせものかたり︺下︵中・祭・刷・双︶

︵印時不明︶

ｂ

Ⅷ伊勢物語

︻所蔵者一大和文華館念︲賠隠︲賠麗︶

１

︻マイク旦画ヨム湧心﹇紙焼﹈国ｇ忠言マ数︼計堂︻サービス区分︼

︻章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

﹇本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数︼１３行︹和歌行数﹈１行

︻板心︼横双線︑﹁い﹂︑丁付︒

一外題︼︿新版／大字﹀伊勢物語︹いせものかたり︺上︵中・祭・刷︶

︻刊記︼欠

一巻冊数︼上巻一冊存

シ

一注釈形態︼歌集注記

﹇本文行数﹈１３行︻和歌行数︼１行

︻板心﹈横双線︑﹁い︵せ︶﹂︑丁付︒

︹後人奥書︼なし

︻本文匡郭一四周単辺︷挿絵匡郭一四周単辺

︷章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︺本文冒頭︒

︻口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇第二冊﹈１面︒
伊勢立像︒上欄に伊勢略伝︒

︹注釈形態﹈歌集注記

一口絵︼１面︒業平座像︒

一挿絵−１４面令十己 ︒ １ １ 場 面 ︒

のまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二

︻挿絵﹈７面包︒５場面︒

︻後人奥書︼欠

冊﹈①口絵②﹁伊勢物語下巻清濁︹いせものかたりしものまきすみにご

︻構成︼①口絵②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみのまきよみ

︻構成﹈﹇第一冊﹈①口絵②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものがたりかみ

り︺﹂︵４９〜１０９段︶③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家

くせ︺﹂③本文︵１〜４８段︶と挿絵

一印記︸﹁尚裟／舎蔵﹂﹁大和文／華館図／害之印﹂

奥書⑤刊記
一印記﹈﹁専﹂﹁山田文庫﹂﹁大阪府女子専門学校図書﹂

︻備考﹈刺と取り合わせる︒
１

ａ

一備考﹈飛び丁付﹁十 ノ 廿 ﹂ 各 巻 に あ り ︒
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●宝暦五年刊本

物語下巻読曲︹いせものかたりしものまきよみくせ︺﹂︵４９〜１０９

段︶②﹁伊勢﹂︒伝記本文と挿絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④広

︻印記一﹁尚裟／舎蔵﹂﹁大和文／華館図／書之印﹂

告⑤刊記⑥﹁定栄堂児女弄翫書目次﹂︵奥付︶

一所蔵者︼大和文華館念︲呂監︲陪観︶

︻備考︼題篭は角を渦巻き状にした変型枠︒丁付はすべてノドにある

唖伊勢 物 語

一マイク巳閉国囲﹄一紙焼一国ｇ囲言マ数一﹄呂一サービス区分﹈シ

︻外題︼﹇第一冊﹈伊勢物語□﹇第二冊﹈伊勢物語□︵中・策・刷・単︶

初絵本として制作した本を︑のちに伊勢物語１２５段の本文を補っても

︵宝暦三年刊・三巻︶の存在が山本ゆかりによって指摘されている︒当

が︑各冊﹁読曲﹂にはなし︒﹁在五中将伝記﹂﹁伊勢﹂は本文と挿絵が

︻板心﹈なし

販売したと推測される︒第二冊末尾に﹁絵本源氏物語︵中略︶全部三

一巻 冊 数 一 二 冊

︷本文行数−９行一和歌行数︸２行

冊﹂﹁同たった山︵中略︶全三冊﹂﹁同和奇の園︵中略︶同三冊﹂﹁同言

同丁だが︑それ以外は本文と挿絵が別丁付となっており︑本文は﹁上﹂

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

葉の花︵中略︶同三冊﹂﹁同諸礼か︑み︵中略︶同三冊﹂﹁同武者合︵中

一刊記︼画工月岡丹下／宝暦五︿乙／亥﹀春正月吉／大坂︑心さいはし

一章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

略︶同三冊﹂﹁小野小町風雅占︵中略︶箱入﹂﹁女故事苑操箱︵中略︶全

﹁下﹂の二巻仕立て︑挿絵は﹁上﹂﹁中﹂﹁下﹂の三巻仕立てで丁付を有

一注釈形態一歌集注記

部一冊﹂﹁女要国字︹かなぶんしき︺︿全一冊／近刻﹀﹂﹁女千載倭国文

南へ四丁め／吉文字屋市兵衛／同︑おなじのすじあづち町北へ入ル／吉

︻後人奥書︼なし

︿近刻﹀﹂﹁孝行子共土産全一冊﹂﹁都百人一首全一冊﹂の広告︵半丁︶あ

す︒この本と関連しては︑挿絵のみで構成された絵本﹁絵本龍田山﹂

︻口絵︼なし

り︒同丁ウラに刊記あり︒さらに次丁に﹁定栄堂児女弄翫書目次﹂︵奥

文字屋源十郎／江戸︑日本ぱし南三丁め／吉文字屋次良兵術

一挿絵−４０面︵冒十邑︒本文等記載あり︒ほかに﹁在五中将伝記﹂

︻構成︸﹇第一冊﹈①﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものかたりかみのま

成﹂﹁古今入伊勢物語﹂﹁女文通花苑﹂﹁女訓文章真砂浜﹂﹁女用文章唐

野山錦﹂﹁画図拾遺﹂﹁万物絵本大全﹂﹁画筌﹂﹁紋所帳大全﹂﹁紋所帳大

付︶があり︑﹁源氏物語大概抄﹂﹁八大家梅園色紙﹂﹁堀川艶書合﹂﹁生花

きよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶②﹁在五中将伝記︹さいこ□□□□でん

錦﹂﹁女重法記大成﹂をあげる︒

に３面︑﹁伊勢﹂に１面の挿絵あり︒

きこ︒伝記本文と挿絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①﹁伊勢
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︻参考文献︼山本ゆかり﹁月岡雪鼎と絵本﹂︵鈴木淳・浅野秀剛編著

﹁江戸の絵本ｌ画像とテキストの綾なせる世界﹂八木書店ｇ三

︵修か．宝暦八年︶

腿伊 勢 物 語

百マ数一巨画一サービス区分﹈シ

︻所蔵者﹈臼杵市立臼杵図書館︵川田菩屋巴

﹇マイク巳誤や屋蕊一紙焼︼

︻構成︼﹇第一冊﹈①﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものかたりかみのまき

よみくせ︺﹂②﹁在五中将伝記︹さいこちうせうでんき︺﹂︒伝記本文と

挿絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①﹁伊勢物語下巻読曲︹い

せものかたりしものまきよみくせ︺﹂②﹁伊勢﹂︒伝記本文と挿絵③本文

︵４９〜１２５段︶と挿絵④広告⑤刊記⑥﹁定栄堂児女弄翫書目次﹂︵後
ろ表紙から剥離する︶

一印記﹈﹁臼杵図／害館蔵／害之印﹂﹁大正十年／稲葉家／六月六日／寄
贈／受入﹂

丁付は二巻仕立て︒本文丁付﹁上ノ十五﹂﹁上ノ十六﹂は改刻か︒この

︻備考一丁付をすべてノドに付す︒挿絵の丁付は三巻仕立て︑本文の

一刊記﹈画工月岡丹下／宝暦八︿戌／寅﹀春正月吉／大坂︑心さいはし

前後は挿絵の位置が頤と異なる︒第二冊奥に﹁絵本源氏物語﹂﹁同たっ

一巻 冊 数 ﹈ 二 冊

南へ四丁め／吉文字屋市兵衛／同︑おなじのすじあづち町北へ入ル／吉

た山﹂等１２点の広告︵半丁︶があり︑さらにそのウラに刊記︑次丁に

﹁定栄堂児女弄翫書目次﹂︵半丁︶あり︒﹁児女弄翫書目次﹂には﹁源氏

文字屋源十郎／江戸︑日本ばし南三丁め／吉文字屋次良兵衛
勢勢
物物
語語
上上
﹇﹇
第第
一二冊﹈伊勢物語下︵中・祭・刷・単︶
一外題
題﹈
﹈﹇
﹇第
第一
一冊
冊﹈
﹈伊伊

物語大概抄﹂等１４点をあげる︒

︵宝暦一○年印︶

︻板心一なし

︻本文行数︼９行︻和歌行数︼２行
一本文匡郭﹈四周単辺一挿絵匡郭﹈ 四周単辺
︷章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒ 本文冒頭︒

︻所蔵者︼佐賀県立図書館お巴・己・望︶

函伊勢物語

一後人奥書﹈なし

︷マイク旦巴﹄圏＆︻紙焼︼画＄段言マ数﹈﹄易︷サービス区分︸シ

︻注釈形態﹈歌集注記

︻口絵︼なし

︻巻冊数一二冊

一刊記︼画工月岡丹下／宝暦十︿庚／辰﹀春正月吉／大坂︑心さいはし

︻挿絵﹈４０面︵呂十届︶︒本文等記載あり︒ほかに﹁在五中将伝記﹂
に３面︑﹁伊勢﹂に１面の挿絵あり︒
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南へ四丁め／吉文字屋市兵衛／同︑おなじのすじあづち町北へ入ル／吉

絵は別丁付︒第一冊の挿絵の位置が他本と異なる︒本文と挿絵の次丁

と異なる︒丁付はすべてノドにあり︒﹁在中将伝記﹂を除き︑本文と挿

に︑広告︵半丁分︶あり︒﹁絵本源氏物語︵中略︶全部三冊﹂﹁同たった

文字屋源十郎／江戸︑日本ばし南三丁め／吉文字屋次良兵衛
﹇第
第一
一冊
冊﹈
﹈確
確認
認不
不能
能﹇
﹇第
第二
二冊
冊﹈
﹈確
確認認不能︒いずれも表紙中央に
一外題﹈﹇

山︵中略︶全三冊﹂等計１０点を記載︒同丁ウラに刊記あり︒次丁の

﹁定栄堂児女弄翫書目次﹂に﹁源氏物語大概抄﹂等１４点をあげる︒﹁森

題筆と思しきものあり︒
﹇板心﹈なし

田／蔵書﹂を墨消し︒﹁ＮａｂｅＳｈｉｍａ﹂と墨書あり︒

︵明和八年印︶

︻本文行数−９行一和歌行数︼２行
一本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺
﹇
丸︶︒匡郭内部︒本
︻章段番号︼あり︵丸
本文
文冒
冒語
頭︒
﹇注釈形態︼歌集注記

恥伊勢物語

一所蔵者︸名古屋市博物館︵苫ざら︶

︻後人奥書﹈なし
︷口絵︼なし

一マイク巳留罷め︻紙焼﹈ 百マ数一﹄ｇ一サービス区分︼国

一書騨﹈摂朧︑心斎橋南四丁目／吉文字屋市兵衛／東都︑日本橋通三丁

︻巻冊数︼二冊

︻挿絵﹈４０面︵喝十届︶︒本文あり︒ほかに﹁在五中将伝記﹂に３面︑
﹁伊勢﹂に１面あり︒

︻構成﹈﹇第一冊﹈①﹁定家卿奥書之写﹂︵武田本定家奥書︶②﹁伊勢物

︻外題︼﹇第一冊﹈伊勢物語上﹇第二冊﹈判読不能︵中・叢・耆刷不明︶

目／吉文字屋次良兵衛︵広告による︶

﹁在五中将伝記︹さいこちうせうでんき︺﹂︒伝記本文と挿絵④本文︵ｌ

︹板心﹈なし

語上巻読曲︹いせものかたりかみのまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③

〜４８︶と挿絵﹇第二冊﹈①﹁伊勢物語下巻読曲︹いせものかたりしも

︻本文行数﹈︑９行一和歌行数﹈２行

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文Ｍ頭︒

のまきよみくせ︺﹂︵４９〜１０９段︶②﹁伊勢﹂︒伝記本文と挿絵③本

︵奥付︶

︹注釈形態一歌集注記

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

︻印記﹈﹁鍋１５９０２︵〜３ご﹁鍋９９１／／９１３．３﹂

一後人奥書一なし

文︵４９〜１２５段︶と挿絵④広告⑤刊記⑥﹁定栄堂児女弄翫書目次﹂

一備考﹈﹁定家卿奥書之写﹂︵武田本定家奥書︶を見返しに有する点が剛
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︻口絵一なし

一挿絵︺４０面︵冒十屋︶︒本文等記載あり︒ほかに﹁在五中将伝記﹂
に３面︑﹁伊勢﹂に１面あり︒

一構成﹈﹇第一冊﹈①﹁定家卿奥書之写﹂︵武田本定家奥書︶②﹁伊勢物

語上巻読曲︹いせものかたりかみのまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③
﹁在五中将伝記︹さいこちうせうでんき︺﹂︒伝記本文と挿絵④本文︵１

︻所蔵者︼祐徳稲荷神社︵中川文庫︶合︲い匡圏︶

一マイク且旧宇曽隠︹紙焼−１−コマ数︼匡◎︻サービス区分︼シ
一巻冊数﹈二冊

一書騨一摂朧︑心斎橋南四丁目／吉文字屋市兵衛／東都︑日本橋通三丁

目／吉文字屋次良兵衛︵広告による︶

一外題︼﹇第一冊﹈伊勢物語上﹇第二冊﹈伊勢物語下︵中・叢・刷・

︻板心︼なし

単・飾有︶

ものまきよみくせ︺﹂︵４９〜１０９段︶②﹁伊勢﹂︒伝記本文と挿絵③

︻本文行数︸９行一和歌行数﹈２行

〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①﹁伊勢物語下巻読曲︹いせものかたりし

本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④広告︵害騨名と年記を含む︶⑤広告

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︷注釈形態︼歌集注記

︻印記一﹁名古屋／朝日町／井筒屋久右衛門﹂

文と挿絵の丁付は別丁付︒本文丁付に不鮮明なものが多い︒本文丁付の

一後人奥書︼なし

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一部に線を引く場合がある︒第二冊奥に﹁絵本蘭著侍﹂﹁同源見草﹂﹁同

一口絵︼なし

︻備考︼挿絵の位置が唖と一致する︒丁付はノドにあるが︑伊勢物語本

盤手山﹂﹁同寿草﹂﹁同和寄海﹂﹁同百将伝﹂﹁女寄書大全﹂﹁女学則﹂﹁女

︻挿絵︼４０面︵目十国︶︒ほかに﹁在五中将伝記﹂に３面︑﹁伊勢﹂に
１面︒

書札百花香﹂﹁女年中往来真珠海﹂﹁雲水閣雑纂﹂﹁名数和寄選﹂計１２

点の広告あり︒﹁雲水閣雑蟇﹂の次行に﹁明和八辛卯年春正月﹂の年記

一構成一﹇第一冊﹈①﹁定家卿奥書之写﹂②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせ

④広告︵害津名と年記を含む︶⑤広告

０９段︶②﹁伊勢﹂︒伝記本文と挿絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵

﹁伊勢物語下巻読曲︹いせものかたりしものまきよみくせ︺﹂︵４９〜１

でんき︺﹂︒伝記本文と挿絵④本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①

ものかたりかみのまきよみくせ︺﹂③﹁在五中将伝記︹さいこちうせう

あり︒同面に書騨名記載︒改丁して︑﹁絵本源氏物語﹂﹁同たった山﹂等
計１２点の広告あり︒

伊勢物語

︵安永四年印︶
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全﹂﹁女学則﹂﹁女書札百花香﹂﹁女年中往来真珠海﹂﹁雲水閣雑蟇﹂﹁名

﹁同源見草﹂﹁同盤手山﹂﹁同寿草﹂﹁同和寄海﹂﹁同百将伝﹂﹁女寄書大

一冊の挿絵の位置が他本と異なる︒本文・挿絵の次丁に﹁絵本蘭著待﹂

︻備考︼丁付はすべてノドにあり︒伊勢物語本文と挿絵は別丁付︒第

一印記一﹁中川／文庫﹂

︻挿絵︼４０面︵弓十屋︶︒本文等記載あり︒ほかに﹁在五中将伝記﹂

︻口絵﹈なし

︻後人奥書﹈なし

一注釈形態︸歌集注記

︻章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭一四周単辺︷挿絵匡郭︼四周単辺

記︹さいこちうせうでんき︺﹂︒伝記本文と挿絵④口絵⑤本文︵１〜４８

︹いせものかたりかみのまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③﹁在五中将伝

一構成︼﹇第一冊﹈表紙①﹁定家卿奥壽之写﹂②﹁伊勢物語上巻読曲

に３面︑﹁伊勢﹂に１面あり︒

数和寄選﹂計１２点の広告あり︒このうち︑﹁雲水閣雑蟇﹂の次行に
は﹁安永四乙未年春正月﹂の年記あり︒同面に書騨名を記載︒改丁して
﹁絵本源氏物語﹂﹁同たった山﹂等計１２点広告あり︒

︵安永一○年印︶

段︶と挿絵⑥蔵板目録﹇第二冊﹈後補表紙および表紙①広告②よみくせ

③﹁伊勢﹂︒伝記本文と挿絵④本文︵４９〜１２５段︶と挿絵⑤広告
︻印記︼﹁日比谷図書館﹂

腿伊 勢 物 語
︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蒸曽巴

︻備考一丁付はすべてノドにあり︒伊勢物語本文と挿絵で別丁付︒第一

冊奥︵見返し剥離︶に﹁急用間合即座引﹂﹁大成正字通﹂﹁早引正字通﹂

一マイク旦冒２２−紙焼−１百マ数︼﹂届︷サービス区分一国
︻巻 冊 数 一 二 冊

﹁当用書札大全﹂﹁医療衆方規矩大成﹂﹁千口文国字解﹂計６点を載せ︑

末尾に﹁安永口年︿辛／丑﹀春三月／口坂書林／心斎橋南四丁目／吉文

︻害騨︼安永□︵十力︶年︿辛／丑﹀春三月／口坂害林︑心斎橋南四丁
目／吉文字屋市兵衛蔵板︵第一冊蔵板目録による︶

字屋市兵衛蔵板﹂の記載あり︒第二冊には︑見返しに﹁急用間合即座引

／節用捷経／字引懐中﹂︑簸終丁に﹁錦嚢万代宝鑑﹂﹁智恵枕﹂﹁錦嚢妙

大坂心斎橋南四丁目／吉文字屋市兵衛︵第二冊広告による︶

一外題﹈﹇第一冊﹈なし﹇第二冊﹈伊勢物語□︵中・策・刷・単・飾

丁目／吉文字屋市兵衛﹂とある︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／

薬秘録﹂﹁錦嚢秘巻﹂計４点の広告を記載し︑末尾に﹁大坂心斎橋南四

一板心︸なし

架／冊２．１︵２︶／恥１７２８﹂

有︶

︻本文行数﹈９行︻和歌行数︼２行
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︽二九・図版掲出本︾

︵文化五年印︶

のまきよみくせ︺﹂︵１〜４６段︶③﹁在五中将伝記︹さいこちうせうで

んき︺﹂︒伝記本文と挿絵④本文︵１〜４８段︶と挿絵⑤広告﹇第二冊﹈

①広告②﹁伊勢物語下巻読曲︹いせものかたりしものまきよみくせ︺﹂

︻印記一﹁中川／文庫﹂他一

︵４９〜１０９段︶③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④広告

伊勢物語

冊︑見返し及び本文奥に広告あり︒第一冊は見返しに﹁女芸文三才図

一備考一丁付はすべてノドにあり︒伊勢物語本文と挿絵は別丁付︒各

︷マイク旦旧宇呂堕一紙焼−１−コマ数一巨令︷サービス区分一ン

会﹂﹁長生仕様伝﹂２点を記載し﹁文化戊辰新刻大坂心斎橋南へ四丁目

︻所蔵者︸祐徳稲荷神社︵中川文庫︶急︲甲屈お︶

︻巻 冊 数 一 二 冊

吉文字屋市左衛門版﹂と記す︒奥に﹁娘教訓和寄百首﹂﹁絵合百人菊花

門版／□□□の本屋へは出し□﹂と記す︒第二冊は見返しに﹁女文章手

香﹂計２点を記載し﹁大坂／本屋／心斎橋南へ四丁目／吉文字屋市左衛

一書難一文化戊辰新刻大坂心斎橋南へ四丁目吉文字屋市左衛門版︵第一
冊見返しの広告による ︶

︻
題一︼
一﹈
冊﹈伊勢物語上﹇第二冊﹈判読不能︵中・叢・刷・単．
一外
外題
﹇﹇
第第
一冊

引草﹂﹁延寿養生論﹂﹁いも百珍﹂計３点を記載し︑本文奥に﹁改正月令

博物筌﹂〜﹁天文俗談﹂等計２０点を記載し︑﹁大坂□□口南へ□口吉

飾有︶

︻板心﹈なし

文字屋市左衛門﹂と記す︒

﹇巻冊数一二巻二冊

一マイク且巴宇圏山一紙焼一１百マ数︼金一サービス区分一シ

︻所蔵者︼熊本大学教育学部︵１︶

皿伊勢物語

●宝暦六年刊本

︻本文行数−９
９行 ︻ 和 歌 行 数 ︼ ２ 行
︻本文匡郭一四
四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺
本文
文冒
冒詣
頭︒
一章段番号︸あ
あり
り︵丸︶︒匡郭内部︒本

︻注釈形態一歌
歌集
集注記
︻後人奥書﹈なし
一口絵﹈なし

︻挿絵−４０面︵曽十屋︶︒ほかに﹁在五中将伝記﹂に３面︒また︑伊
勢座像が第一冊の挿絵として混入する︒

︻構成︸﹇第一冊﹈①広告②﹁伊勢物語上巻読曲︹いせものかたりかみ
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︻刊記一宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工月岡丹下／彫刻藤村善右衛門／

書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与口版
一外題一﹇第一冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語
下︵中・篭・刷・双︶

一扉題一﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

双枠で囲む︒その背景に︑上巻は松・梅・流水︑下巻は紅葉・すすき・
菊の絵を配して双枠で囲む︒
一巻 首 題 ︼ 伊 勢 物 語 上 ︵ 下 ︶
一板心一確認不能

皿伊勢物語

一所蔵者︼今治市河野美術館念麗︲弓巴

一マイク巳囹︲あふ一紙焼﹈困っ計言マ数︸お︻サービス区分︸シ
一巻冊数一二巻二冊

一刊記﹈宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工月岡丹下／彫刻藤村善右衛門／

書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与市版

一外題﹈﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︵中・
篭・害刷不明︶

︻扉題︼﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

一巻首題一伊勢物語上︵下︶

双枠で囲み︑その周囲に松︑梅︑流水︵上巻︶︑紅葉︑すすき︑菊︵下

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻板心︼横単線︑﹁上︵下匡︑丁付︒

︻本文行数−１３行︻和歌行数−１行

一注釈形態︼歌集注記

一本文行数−１３行一和歌行数︼１行

巻︶を配し︑それを双枠で囲む︒

一後人奥書一なし

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

一本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭﹈四周単辺

一口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読書図︒﹇第二冊﹈１面︒当世風

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一注釈形態一歌集注記

三女性絵画鑑賞図︒
一挿絵︸１８面命十己︶︒１１場面︒

︻後人奥書︼なし

︻口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読書図︒﹇第二冊﹈１面︒当世風

一構成﹈﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

①扉題②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記

﹇挿絵︼１８面命十ら︶︒１１場面︒

三女性絵画鑑賞図︒

一備考﹈虫損やや多し︒

一構成︸﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

一印記︸﹁口津／蔵書﹂﹁本田蔵印﹂﹁本田／弘蔵／□□﹂他四

︿一一七﹀
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︻章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻注釈形態︼歌集注記

①扉題②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記
一印記一なし

一後人奥書︼なし

百マ数一

一サービス区分︼ン

︵印時不明︶

合一七︾

入れあり︒

り︒第二冊の第廿八丁落丁︒全体にわたり︑行間・欄上に朱で注釈書き

︻備考︸第二冊の題叢は薄紅色が残る︒飛び丁付︑各冊に﹁十ノ廿﹂あ

︻印記︸﹁成田図書﹂﹁東京帝／國大学／図書印﹂﹁国文学研／究資料館﹂

まで欠︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記

①扉題②ｕ絵③本文︵４９〜１２５段︒ただし︑９６後半〜９７段前半

一榊成﹈﹇第一冊﹈①扉題②川絵③本文︵ｌ〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

一挿絵−１７面おお︶︒１０場面︒

三女性絵側鑑尚図︒

︻川絵︼﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読詳側︒﹇第二冊﹈１面ｃ当世風

一備考一外題は扉題と似た書体だが︑二冊とも文字に彦みがあるため黒
書の可能性がある︒各冊に飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒
︿一一七﹀

皿伊 勢 物 語

︻紙焼︼

一所蔵者﹈国文学研究貸料館︵ヰ︽上︲〒ご

︻マイク且

一巻冊数﹈二巻二冊︒下巻に１丁︵９６後半〜９７段前半本文と挿絵１
面︶を 欠 く ︒

︻刊記︼宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工月岡丹下／彫刻藤村善右衛門／

書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与市版
一外
外題
﹇﹇
第第
一冊
必︿絵／入﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語
︻
題﹈︼
一﹈
冊︿﹈

下︵中・篭・刷・双︶

一扉題︼﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

双枠で囲む︒その周州に松︑梅︑流水︵第一冊︶︑紅葉︑すすき︑菊

一板心一横単線︑﹁上︵下︶﹂︑丁付︒

一巻首題﹈伊勢物語上︵下︶

一巻冊数﹈二巻二冊

一マイク且壁や四勺一紙焼一向ｓ認言マ数一団一サービス区分一国

一所蔵者一大阪女子大学附属図書館︵巴麗邑

配伊勢物語

︻本文行数︼１３行︻和歌行数﹈１行

一刊記一宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工月岡丹下／彫刻藤村善右衛門／

︵第二冊︶を描き︑それらを双枠で囲む︒

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺
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書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与左衛門
一外
﹈﹈﹇第一冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語上︵中・篭・刷・双︶﹇第二冊﹈
一
外題題

確認不能
一扉題︸﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

双枠で囲む︒その周囲に松︑梅︑流水︵第一冊︶︑紅葉︑すすき︑菊

めぐってｌ﹂︵﹁国文学﹂９３９３号９ｓ︶
︽一一七︾

︵修・印時不明︶

一巻首題一伊勢物語上︵下︶

︻マイク旦冒冒令の一紙焼︼

一所蔵者﹈東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪圏巴

皿伊勢物語

一板心︼横単線︑﹁上︵下匡︑丁付︒

一巻冊数一二巻二冊

︵第二冊︶を配し︑さらにそれらを双枠で囲む︒

一本文行数−１３行一和歌行数−１行

︻刊記︼宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工月岡丹下／彫刻藤村善右衛門／

一巻首題一伊勢物語上︵下︶

下︵中・篭・刷・双︶

一外題一﹇第一冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語

書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与左衛門

一コマ数︼お一サービス区分︺団

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺
一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冊頭︒
一注釈形態﹈歌集注記
︻後人奥書︼なし

︻口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読書図︒﹇第二冊﹈１面︒当世風

︻本文行数︼１３行︻和歌行数﹈１行

一板心︼なし

︻挿絵−１８面命十己︶︒１１場面︒

︻本文匡郭︸四周単辺︷挿絵匡郭︼四周単辺

三女性絵画鑑賞図︒

一構成︸﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

︻章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒
一注釈形態﹈歌集注記

①扉題②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書④刊記
一印記一﹁石山□口文庫﹂﹁徹郎﹂﹁大阪女／子大学／図書﹂

一後人奥書︸なし

一挿絵︼１８面命十己︶︒１１場面︒

︻口絵︼なし

一備考﹈害騨名が﹁与左衛門﹂に変更されている︒飛び丁付﹁十ノ廿﹂
各巻に あ り ︒

︻参考文献﹈関口一美﹁板木は語るｌ﹁伊勢物語﹂宝暦六年十月刊本を
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︻構成︼﹇第一冊﹈①本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①本文︵４

９〜１２５段︶と挿絵②武田本定家奥書③刊記
一印記︼﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．３１／０
３０２６１︵０３０２６２︶﹂﹁東京都／立図書／館蔵書﹂

︵第二冊︶を配し︑さらにそれらを双枠で囲む︒
一巻首題一伊勢物語上︵下︶
一板心一なし

︻本文行数︼１３行︻和歌行数︼１行

一本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

と異な

る︒各冊冒頭の扉題と口絵を見いだせない点も皿〜恥と異なる︒各冊に

一注釈形態︸歌集注記

一備考一丁付が柱ではなく丁ウラのノドに刻される点が即〜

飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒本文校合の書き入れあり︒池田亀鑑覚書貼

一後人奥書﹈なし

︹挿絵−１８面命十己︶︒１１場面︒

三女性絵画鑑賞図︒

一口絵一﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読書図︒﹇第二冊﹈１面︒当世風

付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１︵２︶／恥３２５６﹂

会一七﹀

︵印 時 不 明 ︶

︻構成︸﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

①扉題②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記

一印記﹈﹁森文庫﹂﹁大阪府立／大学附属凶／書館蔵詳﹂

噸伊勢物語
一所蔵者︸大阪市立大学附属図書館︵森文庫︶お民紹︲嗣巴

︻備考︼

詰まっている︒

と比較して印時がやや下るか︒マイクロフィルムではノドが

︻マイク且巴︲圏上︻紙焼︼向田誤︻コマ数︼お︻サービス区分︸国
︻巻冊数一二巻二冊

会一七︾

︻巻冊数﹈二巻二冊

︻マイク且目Ｅき︻紙焼︼ｌ︻コマ数一日︻サービス区分︼国

︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零＄巴

恥伊勢物語

︻刊記︼
一宝暦六
六丙
丙子
子／
／年
年初
初冬
冬吉
吉辰
辰︑
︑画
画工
工月
月岡
岡丹下／彫刻藤村善右衛門／

書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与左衛門
一外題﹈﹇第一冊﹈判読不能﹇第二冊﹈判読不能︒いずれも中央に題叢
あるか︒

一扉題一﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

双枠で囲む︒その周囲に松︑梅︑流水︵第一冊︶︑紅葉︑すすき︑菊
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︻刊記︼宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工月岡丹下／彫刻藤村善右衛門
／書林︑大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋与左衛門
一
題︼︼﹇﹇
一﹈
冊︿﹈
一外
外題
第第
一冊
傘︿絵／入﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿絵／入﹀伊勢物□
下︵中・叢・刷・双︶

一扉題︼﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

双枠で囲む︒その周囲に松︑梅︑流水︵第一冊︶︑紅葉︑すすき︑菊

だせない丁もある︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１
︵２︶／恥２６８２﹂
︽一一七︾

︵修・印時不明︶

一巻首題︼伊勢物語上︵下︶

︻マイク且胃？底土︻紙焼−１百マ数﹈お一サービス区分﹈︑

︹所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪ｇｅ

ｗ伊勢物語

︻板心︼なし

︻巻冊数︼二巻二冊

︵第二冊︶を配し︑さらにそれを双枠で囲む︒

︻本文行数︼１３行︻和歌行数︼１行

︷刊記一宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶

／京六角通柳馬場西入町／平野屋茂兵衛／大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺
一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

与左衛門

一章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻本文匡郭﹈四周単辺︻挿絵匡郭︸四周単辺

︻本文行数−１３行︻和歌行数﹈１行

︻板心︼なし

︻巻首題︼伊勢物語上︵下︶

脊後に鳳凰などを描いた吉祥文を配す︒

︻扉題︼﹇第一冊﹈伊勢物語﹇第二冊﹈伊勢物語︒書名を短冊に記す︒

刷・双・飾有︶

︹外題︸﹇第一冊﹈口伊勢物語上﹇第二冊﹈口伊勢物語下︵中・篭・

︻注釈形態︼歌集注記
一後人奥書一なし

日絵﹈﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読書図︒﹇第二冊﹈１面︒当世風
三女性絵画鑑賞図︒
一挿絵︼１８面命十ら︶︒１１場面︒

一構成︸﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵ｌ〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

①扉題②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記
一印記︼﹁淡星﹂﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．

３１／０３０３３７︵０３０３３８︶﹂﹁東京都／立図書／館蔵書﹂

一備考︼丁付は柱になく︑各丁ウラのノドにある︒ただし︑丁付を見い
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配伊勢物語

一所蔵者︸東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪ざ二

︻注釈形態︼歌集注記
一後人奥書︸なし

一マイク巳目Ｅ怠︻紙焼︼

川清春摸写﹂とある︒色摺り︒﹇第二冊﹈１面︒当世風三女性絵画鑑賞

宣古図／翠松園珍蔵﹂と単枠で囲って記すｃその左横には︑﹁五代目菱

／京六角通柳馬場西入町／平野屋茂兵衛／大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋

︻刊記一宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶

︻巻冊数一二巻二冊

一コマ数︸ｇ一サービス区分︼国

一口絵一﹇第一冊﹈１面︒当世風二女性読書図︒画面右下には﹁菱川師

図︒画面右下に﹁意泉斎清春筆﹂と刷られ︑その下の四角の空白に﹁キ

与左衛門︵原刊記︶

一扉題﹈﹇第一冊﹈伊勢物語﹇第二冊﹈伊勢物語︒書名を双枠で囲む︒

下︵中・篭・刷・双︶

一外題一﹇第一冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語

京都書林︑二条通堺町西入町／林芳兵衛︵奥付︶

ヨ／ハル﹂の方印︒面面左下に﹁翠松園珍蔵﹂とあり︒色摺り︒
一挿絵﹈１８面命十三︒１１場面︒
︹構成︼﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈

①扉題②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記
一印記一﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．３１／０３０２４５

ナシ︑﹁上廿二﹂と続く︒第二冊は他本と同じく飛び丁付﹁十ノ廿﹂を

る他本とは１０丁付近の丁付が異なり︑第一冊は﹁上八﹂︑ナシ︑ナシ︑

ウラともに色摺り︒丁付は柱になく︑各丁ウラのノドにある︒先行す

一備考︼刊記における画工名を西川祐信に改める︒扉は新刻で︑オモテ

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数︸１３行一和歌行数﹈１行

︻板心一なし

︻巻首題﹈伊勢物語上︵下︶

し︑さらにそれを双枠で囲む︒

その周囲に松︑梅︑流水︵第一冊︶︑紅葉︑すすき︑菊︵第二冊︶を配

有す︒池田亀鑑覚杏貼付︒﹁桃剛文庫／函／架／冊２．１︵２︶／恥３

︻章段番叩互あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文Ｈ頭︒

︵０３９２４６︶﹂﹁日比谷図書館﹂﹁東京都／立図書／館蔵書﹂

４２１﹂

一注釈形態︸歌集注記

一口絵一﹇第一冊﹈２面︒見返しに色摺りで当仙風二女性読書図︒画面

一後人奥書一なし

︿二七・図版掲出本︾

︵印 時 不 明 ︶

右下には﹁菱川師宣古図／翠松園珍蔵﹂と単枠で囲って記す︒その左
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られるが︑下部は四角の空白のみで印記なし︒画面左下にも空白がある

色摺りで当世風三女性絵画鑑賞図︒画面右下には﹁薫泉斎清春筆﹂と刷

書図があるが︑これは恥以前の口絵に同じ︒﹇第二冊﹈２面︒見返しに

横には︑﹁五代目菱川清春摸写﹂とある︒扉題ウラにも当世風二女性読

︻刊記︼宝暦六丙子／年初冬吉辰︑画工︑文花堂／西川右京祐信︵印︶

︻巻冊数一二巻二冊

弓イク旦圏や畠罵﹇紙焼﹈

︻所蔵者︼臼杵市立臼杵図書館︵川至苫屋巴

伊勢物語

百マ数一団︻サービス区分﹈シ

が︑文字なし︒扉題ウラにも当世風三女性絵画鑑賞図があり︑恥以前の

／京六角通柳馬場西入町／平野屋茂兵衛／大坂心斎橋筋順慶町／柏原屋
与左衛門︵原刊記︶

口絵に同じ︒

一挿絵︸１８面命十ら︶︒１１場面︒

皇都︑寺町通本能寺前／銭屋惣四郎︵奥付︶

双枠で囲む︒その周囲に松︑梅︑流水︵第一冊︶︑紅葉︑すすき︑菊

一扉題﹈﹇第一冊﹈伊勢物語上之巻﹇第二冊﹈伊勢物語下之巻︒書名を

下︵中・篭・刷・双︶

﹇外題一﹇第一冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿絵／入﹀伊勢物語

︻構成一﹇第一冊﹈①口絵②扉題③口絵④本文︵１〜４８段︶と挿絵
﹇第二冊﹈①口絵②扉題③口絵④本文︵４９〜１２５段︶と挿絵⑤武田
本定家奥書⑥原刊記⑦奥付
一印記﹈﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．３１／０
３０２６３︵０３０２６４︶﹂﹁東京都／立図害／館蔵書﹂

見返し口絵はｗと細部が異なる︺林芳兵衛については︑﹁改訂増補近世

いる︒各冊が有する見返し︵色摺り︶と扉ウラ︵墨印︶の口絵のうち︑

シ︑ナシ︑﹁上廿二﹂と続く︒第二冊は﹁十ノ廿﹂で飛び丁付となって

の飛び丁付けがあった箇所の丁付けは︑第一冊では︑﹁上八﹂︑ナシ︑ナ

︻章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︻本文行数︼１３行一和歌行数︼１行

一板心﹈なし

一巻首題﹈伊勢物語上︵下︶

︵第二冊︶を配し︑さらにそれを双枠で囲む︒

書林板元総覧﹂に︑二条堺町西入の記載がある弘化四年刊本の存在を指

一注釈形態﹈歌集注記

︻備考︼丁付けが柱になく︑各丁ウラのノドにあり︒他本で﹁十ノ廿﹂

摘する︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１︵２︶／恥

一後人奥書︼なし

画面右下に﹁意泉斎清春筆﹂とあり︑その下に空白あり︒画面左下に長

︻口絵︼﹇第一冊﹈２面︒剥離した見返しに当世風三女性絵画鑑賞図︒

２４５５﹂

︵印 時 不 明 ︶
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で恥以前の口絵に同じ︒﹇第二冊﹈２面︒剥離した見返しに当世風二女

一板心︼横単線︑﹁いせ上︵下︶﹂︑横単線︑丁付︒

︷外題︼伊勢物語︵中︒直︶

宗左衛門版

性読書図︒画面右下には﹁菱川師宣古図／翠松園珍蔵﹂と単枠で囲って

一本文行数︼１２行︻和歌行数︼１行

方形の空白あり︒色摺り︒扉ウラの口絵は当世風二女性読書図︵墨印︶

記す︒その左横には︑﹁五代目菱川清春摸写﹂とある︒色摺りか︒扉ウ

︻本文匡郭︼凹周単辺︻挿絵匡郭﹈四周単辺

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

ラの口絵︵墨印︶は︑当世風三女性絵阿鑑賞図で恥以前の口絵に同じ︒
一挿絵﹈１８面命十己︶︒１１場面︒

一注釈形態︼歌集注記
︻後人奥書︼なし

一構成一﹇第一冊﹈①口絵②扉③口絵④本文︵ｌ〜４８段︶と挿絵﹇第

二冊﹈①口絵②扉③口絵④本文︵４９〜１２５段︶と挿絵⑤武田本定家

︻口絵︼﹇上巻﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇下巻﹈１面︒伊勢

一マイクロ一目Ｅや己一紙焼︼１百マ数一お︻サービス区分﹈国

︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零ｓ巴

加伊勢物語

会一八︾

れる︒

︻備考﹈各巻に飛び丁付﹁十ノ廿﹂あり︒武田本定家奥書を飾り枠に入

︻印記︼なし

みにごり︺﹂︵４９〜１０９段︶⑥武田本定家奥書⑦刊記

５段︶と挿絵⑤﹁伊勢物語上巻よみくせ﹂︵１〜４６段︶﹁下巻清濁︹す

一構成︼①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵③口絵④本文︵４９〜１２

一挿絵﹈１６面命由︶

座像︒上欄に伊勢略伝︒

奥書⑥刊記⑦奥付
一印記﹈﹁臼杵図／書館蔵／害之印﹂﹁昭和二年／稲葉家／九月口日／寄
贈﹂

百マ数一ミーサービス区分︼ン

一備考︼配とは口絵の配列が異なる︒ノド丁付か︒

●明和四年刊本

柳伊勢物語
︻所蔵者︼初瀬川文庫命匡駅︶

一マイク且︑⑮︲国 恩 ︻ 紙 焼 ﹈
一巻冊数一二巻一冊

︻刊記一明和四︿丁／亥﹀年︑書Ⅲ︑洛西住／下河辺拾水︵印︶／彫工

︑洛西住／樋口源兵衛︵印︶／京都書林︑六角通油小路東江入町／小幡

70

一巻冊数﹈二巻二冊

︻刊記︼明和四︿丁／亥﹀年︑書画︑洛西住／下河辺拾水︵印︶／彫工
︵︶
印︶／京都書林︑六角通油小路東江入町／小幡
︑︑
洛洛
西西
住住
／／
樋樋
口口
源源
兵兵
衛衛
︵印
宗左衛門版
︻外題一﹇第一冊﹈確認不能 ﹇第二冊﹈確認不能

鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１︵２︶／恥１５５０﹂

︽二八・図版掲出本︾

︵修・印時不明︶

︻本文行数﹈１２行﹇和歌行数︸１行

マイク旦丸・鵲一紙焼﹈

︻所蔵者﹈益田家包

伊勢物語

﹇本文匡郭﹈四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

一巻冊数﹈二巻二冊

︻板心︸横単線︑﹁いせ上︵下︶﹂︑丁付︒

﹇章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一刊記︸明和四︿丁／亥﹀年︑壽画︑洛西住／下河辺拾水︵印︶／彫工

︑洛西住／樋口源兵衛︵印︶／浪華書林︑新町西口小浜町／海部屋勘兵

百マ数﹈臼一サービス区分﹈シ

一注釈形態︼歌集注記
︻後人奥害︼なし

衛版

伊勢物語下︵中・叢・刷・双・飾有︶

一外題︼﹇第一冊﹈□︵破損︶伊勢物語□︵破損︶﹇第二冊﹈︿新／板﹀

一口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒上欄に業平略伝︒﹇第二冊﹈１面・
伊勢座像︒上欄に伊勢略伝︒
一挿絵−１６面命孟︶

絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③﹁伊勢物語上巻よみくせ﹂︵１〜

︹本文行数﹈１２行﹇和歌行数−１行

︻板心︼なし

︻扉題﹈伊勢物語︵横害︶︒業平座像あり︒

４６段︶﹁下巻清濁︹すみにごり︺﹂︵４９〜１０９段︶④武田本定家奥

︻本文匡郭﹈四周単辺︻挿絵匡郭﹈四周単辺

︻構成︸﹇第一冊﹈①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①口

書⑤刊記

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻注釈形態︸歌集注記

︻印記﹈﹁岡島﹂﹁□□□□□□□□□□／２７．７．３１／０３０３５

０︵０３０３５１と﹁日比谷図書館﹂﹁東京都立／日比谷図書／館蔵書

一後人奥書﹈なし

︻口絵︼﹇第一冊﹈１面︒伊勢座像︒上欄に伊勢略伝︒﹇第二冊﹈なし

印﹂

︷備考﹈飛び丁付あり︒巻一﹁十ノ廿﹂︑巻二﹁十ノ廿﹂あり︒池田亀
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︻挿絵−１６図命主︶︒ほかに第一冊奥に︑略歴を記した業平座像１
面あり︒

︻外題︼﹇第一冊﹈︿新／板﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿新／板﹀伊勢物語
下︵左・祭・刷・双・飾有︶

﹇板心一なし

一見返し題︼伊勢物語︵横書︶︒業平座像あり︒

像﹇第二冊﹈①本文︵４９〜１２５段︶と挿絵②﹁伊勢物語上巻よみく

︻本文行数﹈１２行︷和歌行数−１行

一構成﹈﹇第一冊﹈①扉題②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵④業平座

せ﹂︵１〜４６段︶﹁下巻清濁︹すみにごり︺﹂︵４９〜１０９段︶③武田

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

︹章段番号﹈あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

本定家奥書④刊記
一印記﹈なし

一後人奥書︼なし

一注釈形態﹈歌集注記

では口絵だったもの︒これを覆刻して新たな扉題を作成した可能性が

﹇口絵﹈﹇第一冊﹈なし﹇第二冊﹈なし

︻備考一扉題︵業平座像あり︶を新刻︒第一冊奥の業平座像は珈︑狐

ある︒丁付をノドに単枠付きで付す︒飛び丁付により︑上巻は﹁上十﹂

一挿絵﹈８面命十巴︒ほかに第一冊奥に業平座像１面︑第二冊奥に伊

０９段︶③武田本定家奥書④刊記⑤伊勢座像︒上欄に伊勢略伝︒

物語上巻よみくせ﹂︵１〜４６段︶﹁下巻清濁︹すみにごり︺﹂︵４９〜１

上欄に業平略伝﹂﹇第二冊﹈①本文︵４９〜１２５段︶と挿絵②﹁伊勢

一構成﹈﹇第一冊﹈①見返し題②本文︵１〜４８段︶と挿絵③業平座像︒

勢座像１面を挿絵として持つ︒

﹁上廿一﹂と続き︑下巻も﹁下十﹂﹁下廿こと続く︒下巻題篭は下方に
杜若の絵をあしらう︒

︵印 時 不 明 ︶

畑伊勢物語

３１／０３０２５９︵０３０２６０こ﹁︑比谷図書館﹂﹁東京都／立図

﹇印記︼﹁藤井﹂﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図書館／昭和２７．７．

︻マイクロ︼目？底︲匡︻紙焼︼ｌ︻コマ数︼合︻サービス区分︼国

書／館蔵書﹂

︻所蔵者﹈東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪９＄

︻巻冊数一二巻二冊︵全章段本文あり︒ただし他本と比較して︑挿絵が

の数が狐〜狸と比較して少ない︒この本は︑挿絵のみの丁︑本文のみの

︻備考︼犯では扉題であった紙面を見返し題に用いる︒また︑各冊挿絵

︷刊記︼明和四︿丁／亥﹀年︑書画︑洛西住／下河辺拾水︵印︶／彫工

丁で構成されているため︑挿絵を抜くことも容易であったか︒ノドが詰

少ない︶

︑洛西住／樋口源兵衛︵印︶／心斎橋筋博労町少南へ入／勝尾屋六兵衛
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まっているため全丁付の確認は困難だが︑各冊第１丁ウラのノドに﹁上

神﹂︵平仮名振り仮名あり・刷︶

死期の□□□／毎月不成□□／九々の次第／片仮名／三夕の奇／和寄三

一板心﹈白丸︑丁付︒

︻巻首題﹈伊勢物語

んりんもくろく︺﹂

︻目録題︼﹁︿天明／新刻﹀女万宝倭文林目録︹をんなまんぼうやまとぶ

ん︺全﹂︒松と鶴を描いた絵を背景に配し︑飾り枠に入れる︒色摺りか︒

﹇見返し題一﹁︿女／用﹀女万宝倭文林︹をんなまんぼうやまとぶんり

こ﹁下ことあるのを確認できる︒題簑は第一冊には菊の花︑第二冊
に杜若をあしらう︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊２．１
︵２︶／恥１７０４﹂

会一八︾

●天明七年一月刊本

一本文行数一１４行︻和歌行数︸３行

︻所蔵者一酒田市立光丘文庫︵と巴︶

一注釈形態﹈歌集注記

︹章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一マイク旦思︲勗瞳︻紙塗ｌ︻コマ数一寵︻サービス区分﹈ン

︻後人奥書一なし

皿女万宝大和文林

︻巻 冊 数 一 一 冊

︻口絵︼構成欄参照︒伊勢物語関連としては︑目録の上部に︑業平座像

一構成︼①見返し題②唐獅子牡丹図③待宵小侍従・消少納言図④短冊鑑

一挿絵︼２８面︵路︶︒ほかにも適宜図あり︒

と伊勢立像︵両方あわせて１面︶あり︒

一刊記一筆作平安沢井随山／画図洛西下河辺拾水︵印︶／安永四年九月

官許／天明七年未正月新刻／平安耆騨︑二条新町東江入町／山田屋卯兵
衛／寺町松原上ル町／菱屋治兵衛／新町二条上ル町／西村平八
一外題︼︿女要蝶方／天明新刻／伊勢物語﹀女万宝大和文林︹をんなま

中言葉つかひ／□□□□の図／文の封しやう／御厨子黒棚図／口折形の

︻目録題叢﹈﹁Ⅱ／録／唐獅子牡丹図／官女の図／女中短冊見る図／女

等︒⑥目録︵﹁︿天明／新刻﹀女万宝倭文林目録︹をんなまんぼうやまと

︹な︺つくし﹂﹁御厨子之図︹みづしのづ︺・黒棚之図︹くろだなのづ︺﹂

︹ふみ︺の封︹ふう︺じやう﹂﹁わき付上中下の事﹂﹁女︹をんな︺の名

賞側⑤画面を三段に分け︑﹁女中言葉過︹ぢよちうことぱづかひ︺﹂﹁文

図／女中口尽／婚礼之式法／同図／しみおとし□□□／十二月異名／七

ぶんりんもくろく︺﹂︶︒上欄に歌合︑業平座像︑伊勢立像等を含む︒⑤

んほうやまとぶんりん︺／女年中用文章大全︵左・叢・刷・双・飾有︶

夕祭の寄／三十六寄仙／伊勢物語︿絵入﹀／口氏物□□／□□□□／知
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伊勢物語本文︵１〜１２５段︶と挿絵︒⑦近世三女性勉学図︒上欄に

︻注釈形態︼歌集注記

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

﹁源氏物語目録﹂⑧﹁三夕和寄︹さんせきわか︺﹂﹁九九の次第﹂﹁十干之

︻後人奥書一なし

向栄堂主人序⑥文例集︒上欄には近世三女性書簡執筆図１面︑巻首題と

図︹じっかんのづ︺十二支︹□うにし︺﹂等︒⑨刊記︒上欄に﹁和歌三

︻川絵一﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒雲で区切った上柵に︑題号論と業

下巻﹂︵４９〜１１１段︶②口絵③本文︵４９〜１２５段︒落丁により

﹇第二冊﹈①﹁伊勢物語読曲清濁︹いせものがたりよみくせすみにごり︺

みにごり︺上巻﹂︵１〜４６段︶②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵

一構成︸﹇第一冊﹈①﹁伊勢物語読曲清濁︹いせものがたりよみくせす

一挿絵﹈１８面Ｇ志︶︒１４場面︒

題号論︒

平略伝︒﹇第二冊﹈１面︒伊勢立像︒雲で区切った上欄に︑伊勢略伝と

神︹わかさんじん︺﹂︒

一印記一﹁光丘／文庫﹂﹁寄第二一○○四號／松井権平氏寄附／大正一川

年一二月六日﹂光丘文庫登録印

●天明七年再版本

班伊勢物語

７５後半〜７８段前半欠︶と挿絵④武田本定家奥書⑤刊記
︻印記﹈なし

一所蔵者﹈国文学研究資料館︵初雁文庫︶︵届︲食２．巴

︻マイク巳ｌ︻紙焼﹈ 百マ数﹈ｌ︻サービス区分︼シ

︽一二○︾

／天明七︿丁／未﹀年正月吉日再版／皇都書林︑堀川通綾小路下ル町／

一刊記︼書画一筆洛西下河辺拾水子︵印︶／元禄十四年︿巳﹀正月吉日

一巻冊数﹈二冊二巻

︻マイク且弓２２−紙焼︼ 一コマ数︼合一サービス区分一国

︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪きら

狐伊勢物語

︻巻冊数一二巻二冊︒下巻に１丁︵７５後半〜７８段前半︶を欠く︒

一刊記︼書画一筆洛西下河辺拾水子︵印︶／元禄十四年︿巳﹀正月吉日

／天明七︿丁／未﹀年正月吉日再版／皇都書林︑堀川通綾小路下ル町／
銭屋庄兵衛板
一外題︼﹇第一冊﹈︿新／板﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿新／板﹀伊勢物語
下︵中・叢・刷・双︶
一板心﹈横単線︑﹁いせ上︵下︶﹂︑横単線︑丁付︒

︻本文行数−１３行一和歌行数︸１行

74

銭屋庄兵衛板
︻外題︼﹇第一冊﹈︿□□﹀伊勢物語︹いせものがたり︺／︿よみくせす

みにごり付﹀上﹇第二冊﹈︿新板／絵入﹀伊勢物語︹いせものがたり︺
／／
︿︿
よよ
みみ
くく
せせすすみ
みに
にご
ごり
り付
付﹀
﹀下
下︵
︵中
中・
・策
策・
・刷・双・飾有︶
︻板心︼横単線︑﹁いせ上︵下︶﹂︑横単線︑

一本文行数−１３行一和歌行数−１行
一本文匡郭一四周単辺︹挿絵匡郭︼四周単辺
一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒
︻注釈形態︼歌集注記
︻後人奥書︸なし

︽一二○﹀

●天明七年刊本

加伊勢物語

一所蔵者﹈熊本大学附属図書館︵北岡文庫︶色ｓ・誤︶

︻マイク旦圏令霞＆一紙焼一恩︵︶念︻コマ数一念︻サービス区分︼シ
一巻冊数一二巻二冊

︻刊記︸天明七︿丁／未﹀年︑画工土佐家門人／彫工藤本十五郎／京害

騨︑山川屋卯兵衛／黄錦屋義助

﹇外題一﹇第一冊﹈伊勢物語上﹇第二冊﹈伊勢物語下︵中・策・書︶

︻板心︼﹁上︵下こ︑白丸︑丁付︒

︻本文行数−１３行︷和歌行数︼１行

︻章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一挿絵−１８面おも︶ ︒ １ ４ 場 面 ︒

みにごり︺上巻﹂︵ｌ〜４６段︶②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵

一注釈形態︼歌集注記

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

﹇第二冊﹈①﹁伊勢物語読曲清濁︹いせものがたりよみくせすみにごり︺

一構成﹈﹇第一冊﹈①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①口

一挿絵−１８面おも︶

川︒御簾︑文箱と手紙︑几帳等︒

﹇川絵﹈﹇第一冊﹈１面︒台と香炉︑冠︑御箙︑屏風等︒﹇第二冊﹈１

一後人奥書﹈なし

一印記﹈﹁伊豆国／熊坂村／篁蔵書﹂﹁池川文庫﹂日比谷図書館登録印

田本定家奥書⑤刊記

下巻﹂︵４９〜１１１段︶②口絵③本文︵４９〜１２５段︶と挿絵④武

一構成﹈﹇第一冊﹈①﹁伊勢物語読曲清濁︹いせものがたりよみくせす

題号論︒

平略伝︒﹇第二冊﹈１面︒伊勢立像︒雲で区切った上欄に︑伊勢略伝と

︻口絵︼﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒雲で区切った上欄に︑題号論と業

○

一備考一題篭に刷毛Ⅱあり︒池田亀鑑覚番貼付︒﹁桃園文庫／函／架／
冊２．１︵２︶／恥１７４８﹂
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丁
付

絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③﹁伊勢物語上巻よみくせ﹂︵１〜
４６段︶﹁下巻清濁︹すみにごり︺﹂︵４９〜１０９段︶④武田本定家奥
書⑤刊記
一印起﹁細川／文庫﹂

︻備考一題簔は内曇り短冊を用いるか︒２３段和歌﹁君があたり﹂の上

に︑円形の枠に﹁こを入れて示す︒

︵印 時 不 明 ︶

郷伊勢物語
一所蔵者一陽明文庫色ｓ・ろ︶

︻挿絵︼１８面おも︶

︻構成︼①本文︵１〜４８段︶と挿絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿

絵③﹁伊勢物語上巻よみくせ﹂︵１〜４６段︶﹁下巻清濁︹すみにごり︺
︵４９〜１０９段︶

にあった口絵︑武田本定家奥書︑刊記を見いだせない︒２３

一印記︸判読不能

一備考﹈

段和歌﹁君があたり﹂の上に︑円形の枠に﹁こを入れて章段番号のよ
うに示す︒

一刊記一なし

︻巻冊数一二巻一冊︒奥抑︑刊記なし︒

︻マイク且

︻所蔵者一国文学研究資料館︵初唯文庫︶︵届︲と巴

伊勢物語

●寛政五年本

︻外 題 ︼ 伊 勢 物 語 ︵ 中 ． 直 ︶

︻巻冊数一二巻一冊

︻マイク旦閉︲国︻紙焼︼画匡忠言マ数﹈鹿︻サービス区分一向

一板心︸﹁上︵下︶﹂︑白丸︑丁付︒

︻刊記︼寛政五癸丑歳十一月改正︑画工下河辺拾水図／浪華害林︑心斎

︷紙焼︼ｌ︻コマ数︼ｌ︻サービス区分︼シ

︻本文行数−１３行︻和歌行数︸１行

一注釈形態︼歌集注記

一章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭・

︻本文行数﹈１３行一和歌行数﹈１行

︻板心︼﹁いせ物かたり上︵下匡︑横双線︑丁付︒

︻外題﹈伊勢物語全︵中・祭・刷および書・双︶

橋筋博労町／本屋又兵衛板

﹇後人奥書一なし

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

︻口絵︸なし
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一口絵﹈﹇上巻﹈１面︒業平座像︒﹇下巻﹈１面︒伊勢立像︒いずれも双

一後人奥書﹈なし

︻注釈形態︼歌集注記

︻章段番口互あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻注釈形態﹈歌集注記

︻章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

︻本文行数﹈１３行︻和歌行数︼１行

一川絵︼１面︒業平座像︒凹面右上に﹁未春改﹂とあり︒双枠で囲む︒

一後人奥書﹈なし

一挿絵︸１６面命十巴

一挿絵﹈８面命︶

枠で囲む︒

一構成︼①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵③口絵④本文︵４９〜１２

一印記︸﹁斎藤﹂﹁国文学研／究資料館﹂

一備考一上巻最終丁以外の柱題を削る︒従来と同じ口絵の右上に﹁未春

︷印記﹈﹁山田文庫﹂﹁大阪府女子専門学校図書﹂﹁専﹂他一

︻構成︼①遊紙②口絵③本文︵１〜４８段︶と挿絵

一備考︸外題は書名下部の﹁上﹂︵刷︶の上に﹁全﹂を墨書︒下巻は本

改﹂の文字があるが︑入れ木あるいは印か判別がマイクロフィルムでは

５段︶と挿絵⑤武田本定家奥需⑥刊記

来の１２丁に﹁十三﹂︑１３丁に﹁十二﹂の丁付が付され︑その丁付に

困難である︒寛政二年または文化八年修の可能性も検討すべきか︒

︵印時不明︶

基づいて綴じられているため︑本文が前後している︒

︵修・印時不明︶

︻刊記︼なし

︻巻冊数︼上巻一冊存

︻マイク且国宝土生一紙焼﹈両ｓ司言マ数一圏一サービス区分一国

一所蔵者︼大阪女子大学附属図書館お国．紹巨ご

︻外題一伊勢物詔︵巾・山︶

﹇刊記一寛政五癸丑歳十一月改正︑画工下河辺拾水図／浪華書林

一巻冊数︸二巻一冊

一マイク旦訊﹄上﹇紙焼︼向屍虐言マ数︼倉︻サービス区分一国

一所蔵者﹈陽明文庫Ｇ産・堂巴

加伊勢物語

︻外題一伊勢物語上︵中・篭・排刷不明・単︶

︻板心︼横双線︑丁付︒一部に﹁いせ物かたり上﹂︑横双線︑丁付︒

加伊 勢 物 語

一板心︼横双線︑丁付︒一部に﹁いせ物かたり上﹂︑横双線︑丁付︒
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︻本文行数︼１３行︻和歌行数︼１行
︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺
︻章段番号︸あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒
︻注釈形態︸歌集注記
一後人奥書︸なし

一口絵一﹇上巻﹈１面︺業平座像︒﹇下巻﹈１面︒伊勢立像︒どちらも双

︻巻冊数︼二巻二冊

︻刊記一寛政五癸丑歳十一月改正︑画工下河辺拾水図／京都書林植村藤
右術門

︻外題一﹇第一冊﹈︿文化／新板﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿文化／新板﹀

伊勢物語下︵左・叢・刷・双・飾有︶
︻板心︼横双線︑丁付︒

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

﹇本文行数−１３行一和歌行数−１行

一挿絵﹈１６面命十四

︻章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

枠で囲む︒

一構成︸①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵③口絵④本文︵４９〜１２

一後人奥書﹈なし

︻注釈形態﹈歌集注記

一印記﹈判読不能

︻口絵︼﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒﹇第二冊﹈１面︒伊勢立像︒

５段︶と挿絵⑤武田本定家奥書⑥刊記

︻備考︼上巻最終丁以外の柱題を削る︒狐の口絵にある﹁未春改﹂の文

いずれも双枠で囲む︒

︻挿絵﹈１６面命洗︶

字は見いだせない︒表紙は松葉散らし・楓散らし文様︒下巻は﹁十三﹂
﹁十二﹂丁の順に綴じられ︑本文が正しく配される︒後ろ見返しに﹁芝

︻構成︼﹇第一冊﹈①口絵②本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①口

︽一一一一﹀

Ｗ頭の配列となっている︒

文は８３段後半︑８４段︑８５段の前半︑８１段末尾︑８２段︑８３段

去する︒第二冊﹁十二﹂﹁十三﹂丁を丁付どおりに綴じているため︑本

︻備考︼題簑に﹁文化新板﹂とありＣ板心に残っていた書名をすべて削

一印記︼寄贈印︑青森県立図書館受入印他一・

絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③武田本定家奥書④刊記

山口中納□口豊卿読合﹂の書き入れあり︒本文に注釈等の書き入れがわ
ずかに あ る ︒

︵修・文化頃︶

型伊 勢 物 語
一所蔵者一青森県立図書館︵工藤文庫︶︵Ｈ霞閏︶

一マイク旦邑や届毘︻紙塗１百マ数﹈参一サービス区分一国
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躯伊勢物語

／日比谷図書／館蔵書印﹂

︻備考︼第二冊﹁十二﹂﹁十三﹂丁を丁付に従って綴じているため︑本

文が８３段後半︑８４段︑８５段の前半︑８１段末尾︑８２段︑８３段

︻所蔵者︼東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶全苗Ｓ︶

︻マイク巳曽？扇山一紙焼︸

冒頭と続く︒池田亀鑑覚書貼付︒﹁□□□□／□／□／□２．１︵２︶

百マ数一急︻サービス区分一国

一巻冊数一二巻二冊︒第一冊１７丁落丁︒

／□１３４９﹂

︵印時不明︶

︿一二一・図版掲出本﹀

一刊記﹈寛政五癸丑歳十一月改正︑画工下河辺拾水図／京都普林植村藤
右衛門
一外題一﹇第一冊﹈︿口化／口板﹀伊勢物語上﹇第二冊﹈︿文化／新板﹀
伊勢物語下︵中・篭・刷・双・飾有︶
︻板心一横双線︑丁付︒

︻注釈形態︸歌集注記

一章段番号一あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一刊記︼寛政五癸丑歳十一月改正︑画工下河辺拾水図／京都書林

︻巻冊数一二巻二冊

︷マイク旦冒冒麗︻紙焼︼ｌ言マ数一念一サービス区分一国

︻所蔵者一東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零ｇｅ

独伊勢物語

一後人奥書一なし

一外題︼﹇第一冊﹈伊勢物語﹇第二冊﹈伊勢物語︵中・策・刷・双︶

一本文行数︸１３行︻和歌行数﹈１行

︻口絵一﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒﹇第二冊﹈１面︒伊勢立像︒いずれ

︻板心︼横双線︑丁付︒

一本文行数︼１３行一和歌行数−１行

も双枠で囲む︒

一挿絵﹈１６面命主︶

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︻章段番号︼あり︵丸︶︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一構成一﹇第一冊﹈①川絵②本文︵１〜４８段︒落丁のため４３段後半

〜４７段前半欠︶と挿絵﹇第二冊﹈①口絵②本文︵４９〜１２５段︶と

一注釈形態﹈歌集注記

﹇口絵﹈﹇第一冊﹈１面︒業平座像︒﹇第二冊﹈１面︒伊勢立像︒いずれ

︹後人奥書︸なし

挿絵③奥書④刊記
一印記一﹁遠州月岡／関口氏蔵﹂﹁竹印﹂﹁池田文庫﹂﹁東京都立日比谷図

書館／昭和２７．７．３１／０３０３３３︵０３０３３４︶﹂﹁東京都立
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も双枠で囲む︒

一挿絵﹈１６面命十巴

︻構成一﹇第一冊﹈①口絵②本文︵ｌ〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①口

絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵③奥書④刊記
一印記︸﹁東京都立Ⅱ比谷図杵館／昭和２７．７／３１／０３０３５４
︵０３０３５５︶﹂﹁Ⅱ比谷図押館﹂他一︵本屋印か︶

︻尾題︼伊勢物語終

︻板心一﹁古今和歌集﹂︑部立︑□□︑白丸︑﹁伊勢物語下﹂︑横単線︑丁
付︒

一本文行数﹈１３行一和歌行数︸２行

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一章段番号﹈あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

︻後人奥書︼なし

一注釈形態﹈傍注・歌集注記

文が︑８３段後半︑８４段︑８５段の前半︑８１段末尾︑８２段︑８３

一口絵﹈なし

一備考一第二冊﹁十二﹂﹁十三﹂丁を丁付に従って綴じているため︑本

段冒頭と続く︒池川旭鑑覚非貼付︒﹁桃園文庫／□／□／□２．１︵２︶

﹇挿絵︸１２面︵邑

之写﹂は宝暦五年刊本後印本唖と同版か︒広告︵刊記と同丁︶には一本

される︒飛び丁付﹁廿五ノ三十﹂あり︒武田本奥井である﹁定家卿奥詳

一備考一板木の欠損が一致することから︑元禄一二年刊本の後印と推定

受入印︒

一印記一﹁池田文庫﹂﹁東京都立／日比谷図蒋／館蔵蒋印﹂Ｈ比谷図書館

記

和歌奇妙談︑下欄に伊勢物語を合刻︒②﹁定家卿奥書之写﹂③広告④刊

一構成︼①本文︵６３〜１２５段︶と挿絵︒上棚に古今和歌集︑中欄に

／恥１４７７﹂
︽一一一一︾

●寛政一一年印本︵元禄一二年刊本後印︶

班伊勢物語
一所蔵者一東京都立中央側非餓︵特別買上文庫︶︵蒸篭巴

百マ数﹈雪︻サービス区分︼︑

居先生著述書之内板行出来︿松坂文海堂／皇都華菱堂﹀﹂として﹁字音

一マイク且目乞韻一紙焼︼
一巻冊数一下巻一冊存

かなづかひ﹂﹁漢字三音考﹂﹁玉鉾百首﹂﹁国号考﹂﹁真解考﹂﹁菅笠の日

紀うずの山蔭﹂﹁玉鉾百首解﹂の１２点を記載する︒池田亀鑑覚書貼付︒

記﹂﹁言葉の玉の緒﹂﹁てにをは紐鏡﹂﹁大祓訶後釈﹂﹁玉あられ﹂﹁神代

一刊記一寛政十一年己未初秋／発行壽林︑勢州松阪日野町／柏屋平助／

京都三条通柳馬場東へ入ル町／銭屋利兵衛
一外題﹈︿古今／和寄﹀伊勢物語︵中・叢・刷・双︶

80

﹁桃園文庫／函／架／冊１︵上欠︶／恥１４３７﹂

一参考文献一﹁鉄心斎文庫所蔵伊勢物語図録一第二集︼伊勢物語絵入り
版本の 展 開 ﹂ ロ 念 ︲ 合
︽一一一一一﹀

︵印 時 不 明 ︶

加伊 勢 物 語

一紙焼︼ｌ︻コマ数︼ｌ︻サービス区分一ン

一所蔵者一国文学研究資料館︵初雁文庫︶︵届上Ｒ︶

︻マイク巳

︻挿絵︼２９面︵弓十局︶

︻構成﹈①﹁伊勢物語作者之説﹂︒上欄に古今和歌集口絵︒②本文︵１

〜６２段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語合刻︒③本文

︵６３〜１２５段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語合刻︒

︻印記︼﹁国文学研／究資料館／図書﹂

︻備考︼表紙は近代になって洋紙で補ったもの︒飛び丁付あり︒上巻に

﹁廿叫﹂︑﹁廿五ノ州﹂︑﹁三十こと続く︒上巻は計３５丁︵丁付は４０

丁︶︒下巻は﹁廿四﹂︑﹁廿五ノ舟﹂︑﹁三十こと丁付が続き︑計３２丁

︵丁付は３７丁︶となっている︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を

伊勢物語

双線で三段に区切る︒

一刊記︸なし

︻所蔵者︼吉永登︵吉永文庫︶︵ｇ怠駅︶

一巻冊数︼二巻一冊

︻外題︼なし

一本文行数−１３行︻和歌行数﹈２行

双線︑丁付︒

︻板心︼﹁古今和歌集﹂︑部立︑﹁威徳﹂︑白丸︑﹁伊勢物語上︵下︶﹂︑横

一尾題︼伊勢物語終

︵左・策・書刷不明︶

︻外題︼﹇第一冊﹈□口伊勢物語上﹇第二冊﹈︿古今／口野﹀伊勢物語下

︻刊記︼なし

︻巻冊数︼二巻二冊

一マイク旦当︲ぢふ一紙焼−１百マ数一国﹇サービス区分一ン

一板心一﹁古今和歌集﹂︑部立︑﹁威徳﹂︑白丸︑﹁伊勢物語上︵下︶﹂︑
双線︑丁付ｃ

一本文行数︼１３行︻和歌行数︸２行
一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺
一章段番号一あり︵縦長方形︶︒匡郭内接︒本文右上︒四隅黒︒
一注釈形態︼傍注・歌集注記
一後人奥書︼なし
一口絵︼なし
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一尾題一伊勢物語終
横

︻後人奥書一なし

一注釈形態﹈歌集注記・傍注

︻章段番号一あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

一注釈形態︼傍注・歌集注記

︻章段番号︼あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︻本文行数︸１３行︻和歌行数︼２行

︻板心︼﹁古今和歌集﹂︑部立︑□□︑白丸︑﹁伊勢物語上︵下︶﹂︑丁付︒

︻口絵﹈なし

一後人奥書一なし

︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

一挿絵−２９面︵ご＋届︶

︹挿絵︸２９面︵弓＋邑

一口絵一なし

本文︵１〜６２段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語合刻︒

一構成︸①﹁伊勢物語作者之説﹂︒上欄に古今和歌集口絵︒②本文︵ｌ

一構成︸﹇第一冊﹈①﹁伊勢物語作者之説﹂︒上欄に古今和歌集口絵︒②

﹇第二冊﹈①本文︵６３〜１２５段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑

一印記﹈なし

一備考一版心の確認にやや困難をともなう︒飛び丁付あり︒古今和歌

一印記一なし

〜１２５段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語合刻︒

︷備考一外題に不鮮明箇所が多い︒丁付︑第一冊﹁廿五﹂﹁三十一﹂と

集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を双線で三段に区切る︒本文奥︑尾題の前に

伊勢物語合刻︒

続く︒第二冊は﹁廿四﹂︑﹁廿五ノ舟﹂︑﹁三十こと続く︒古今和歌集︑

︻所蔵者︸岐阜大学附属図書館お国圏︲巳︲ぷち︶

墨で﹁大坂／大文字や／□□﹂の書き入れあり︒

一所蔵者一刈谷市中央図沸館︵村上文庫︶︵謁邑二

︻マイク且④中盤向︻紙焼−１百マ数︼計︻サービス区分︼ン

和歌奇妙談︑伊勢物語を双線で三段に区切る︒

一マイク且ざ心いい︻紙焼一○路固言マ数一＄︻サービス区分︼シ

︷巻冊数一二巻二冊

加伊勢物語

一巻冊数一二巻一冊

一刊記一なし

加伊勢物語

一刊記一なし

︻外題︼﹇第一冊﹈□口伊勢物語上﹇第二冊﹈︿古今／和寄﹀伊勢物語下
︵中・策・書刷不明︶

︻外題一なし

一尾題﹈伊勢物語終
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一板心﹈﹁古今和歌集﹂︑部立︑﹁威徳﹂︑白丸︑﹁伊勢物語上︵下と︑丁

一尾題一伊勢物語終

︻外題﹈︿古今集／□口物語﹀□□︵左・策・書︶

一刊記﹈なし

一後人奥書﹈なし

︻注釈形態一傍注・歌集注記

一章段番号一あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

一本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

一本文行数−１３行一和歌行数−２行

一後人奥書︸なし

一注釈形態一傍注・歌集注記

一章段番号一あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数︸１３行一和歌行数﹈２行

︻板心一確認不能

一尾題一伊勢物語終

︻川絵﹈なし

︻口絵︼なし

付︒

︻挿絵︼２９面︵弓十局︶

一構成︼①﹁伊勢物語作者之説︹いせものかたりさくしやのせつ︺﹂︒上

一挿絵︸２９面︵弓＋届︶

本文︵１〜６２段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を合

欄に古今和歌集口絵︒②伊勢物語本文︵ｌ〜１２５段︶と挿絵︒古今和

︻構成︼﹇第一冊﹈①﹁伊勢物語作者之説﹂︒上欄に古今和歌集口絵︒②

刻︒﹇第二冊﹈①本文︵６３〜１２５段︶と挿絵︒古今和歌集︑和歌奇

歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を合刻︒

一所蔵者一周南市立鹿野図書館︵岩崎文庫︶Ｓ︲二

型伊勢物語

貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊ｌ／恥２６８４﹂

伊勢物語を双線で三段に区切る︒第一冊第２．３丁乱丁︒池田亀鑑覚書

一備考一飛び丁付︑各冊﹁廿五ノ舟﹂あり︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑

２８０﹂

︻印記﹈﹁淡星﹂﹁東京都立Ⅱ比谷図書館／昭和２７．７．３１／０３０

妙談︑伊勢物語合刻︒
一印記︼﹁市川其融秘笈﹂﹁其融﹂﹁︿仕／入﹀近半﹂他二

︻伽考︼各冊に飛び丁付﹁廿五ノ州﹂あり︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑
伊勢物語を双線で三段に区切る︒

郷伊勢物語
一所蔵者﹈東京都立中央図番館︵特別買上文庫︶︵輔い堂︶

言百
ママ
数数
一一望
一マイク旦冒︵︶︲ご上一紙焼−１
望一
一サ
サー
ービ
ビス
ス区分一ｍ
一巻冊数﹈二巻一冊
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一巻冊数一二巻一冊

︻マイク且旧宇ぢい四一紙焼一

一所蔵者一祐徳稲荷神社︵中川文庫︶命︲甲圏ｅ

狸伊勢物語

一刊記一なし

一巻冊数︼上巻一冊存

︻マイク旦笥争い＆︻紙焼−１百マ数︼＄︻サービス区分︼ｏ

︻外題︼確認不能︒ただし左肩に題叢あり︒

一刊記一なし

一コマ数一色一サービス区分︼ン

一尾題︼伊勢物語終

一外題﹈︿古今／和寄﹀伊勢物語巻︵上︶︵中・祭・刷・ただし書き入れ
あり︶

一板心﹈﹁古今和歌集﹂︑部立︑﹁威徳﹂︑白丸︑﹁伊勢物語上︵下︶﹂︑横
双線︑丁付︒

︹見返し題︼︿改正﹀古／今／和／野／集︿絵入﹀／和／牙／威／徳／

集／伊勢物語︑よみくせ付／秀註大成︒短冊を持った男女︑水辺の松と

一本文行数−１３行一和歌行数−２行
︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一尾題﹈欠

降雨︑梅と鴬と笹︑桜に結ばれた短冊等の絵を配す︒

一注釈形態﹈傍注・歌集注記

一板心﹈﹁古今和歌集﹂︑部立︑﹁威徳﹂︑白丸︑﹁伊勢物語上﹂︑横双線︑

一章段番号一あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

︷後人奥書︸なし

丁付︒

一本文行数﹈１３行一和歌行数−２行

︻口絵︸なし
︷挿絵﹈２９面︵弓十局︶

︻本文匡郭﹈四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一章段番号︸あり︵縦長方形︶︒匡郭内部︒本文右上︒四隅黒︒

︻構成︼①﹁伊勢物語作者之説︹いせものかたりさくしやのせつ︺﹂︒上

欄に古今和歌集口絵︒②伊勢物語本文︵１〜１２５段︶と挿絵︒古今和

一注釈形態︸傍注・歌集注記
︻後人奥書︼なし

歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語合刻︒
︻印記︼一

一口絵﹈なし

せつ︺﹂︒上欄に古今和歌集口絵︒③本文︵１〜６２段︶と挿絵︒古今和

︻構成︼①見返し題②﹁伊勢物語作者之説︹いせものかたりさくしやの

︻挿絵︼１７面︵弓︶

一備考一本のノドが詰まっているため︑撮影附雌箇所がある旨メモあ
り︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を双線で三段に区切る︒

︵印 時 不 明 ︶
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歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を合刻︒
︻印記︼﹁□□／文庫﹂﹁１６５０／１０．□・２６／□口文庫﹂﹁佐賀
県県□／祐徳稲荷神／社社務所印﹂

一章段番号﹈あり︵無枠︶︒匡郭内側︒本文右傍︒
︻注釈形態﹈歌集注記
︻後人奥書︼なし

︻挿絵︸１４図︵こ

︻川絵一なし

伊勢物語巻﹂までが刷︑題策下部破損のため︑﹁上﹂は直書︒飛び丁付

︻榊成一①本文︵４９〜１２５段︶と挿絵

一備考一見返し題を有する点が他本と異なる︒外題は﹁︿古今／和寄﹀

﹁廿五ノ州﹂あり︒古今和歌集︑和歌奇妙談︑伊勢物語を双線で三段に

一印記一なし

︵修・文政二年印︶

本集成﹂竹林舎曽巨︶に元禄二年刊本後印の旨指摘あり︒

︻参考文献︼関口一美﹁伊勢物語の整版本﹂︵山本登朗編﹁伊勢物語版

より先印か︒

り︒板心匡郭の上部がつながっているが︑下部はつながっていない︒狸

河内屋長兵衛版ト同ジモノナラン西下経こと墨書あり︒飛び丁付あ

非房ニテ買上／求ム︑償百円也︑刊記なけれど元禄／二年己巳十一月

︷伽考︸題策一部破損︒後ろ表紙兇返しに︑﹁昭和三一︑八︑三○大屋

区切る︒

●文政二年印本

︵印 時 不 明 ︶

麹伊勢物語
︻所蔵者一国文学研究涜料館︵初雁文庫︶︵届︲と＄

︻マイク
ク且
且 ︻
︻紙
紙焼
焼︼
︼ｌ︻コマ数︼ｌ︻サ
︻ー
サー
ビビ
玄ス区分︼ン
一巻冊数一下巻一冊存

独伊勢物語

一所蔵者︼国文学研究資料館︵刈争圏︶

︻刊記一なし

一外題一くゑ／入﹀伊勢物□︿□□せ付／下﹀︵中・叢・刷・双︶

一サービス区分︼ン

︻マイク且

一紙焼−１百マ数−

一板 心 ︸ ﹁ 下 ﹂ ︑ 横 叩 線 ︑ 丁 付 ︒ 初 丁 は ﹁ 下 ﹂ ︑ 丁 付 ︒

一巻冊数一二巻一冊︒下巻に１丁︵挿絵１面と９４末尾〜９８段本文︶
を欠く︒

一本文行数︸１１行一和歌行数︸１行
一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺
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︻刊記︼文政二︿己／卯﹀年霜月／浪華害林︑心斎橋通博労町／河内屋

必伊勢物語

一マイク旦画ご上？届一紙焼一因ｇ念言マ数﹈霞一サービス区分︼国

︻所蔵者︸麗沢大学図書館︵田中文庫︶︵巴麗国＄ご

︻外題︼破損により確認不能︒中央に刷題篭あり︒

︻巻冊数一二巻一冊

長兵術

一板心︼横単線︑丁付︒各冊冒頭の３丁は丁付のみ︒

︻刊記一文政二︿己／卯﹀年霜月／浪華書林︑心斎橋通博労町／河内屋

一板心﹈﹁上︵下︶﹂︑横単線︑丁付︒上巻の冒頭３丁と下巻の初丁は

一外題﹈□せものか□□︵左・叢・書刷不明︶

長兵衛︵広告奥︶

一本文行数﹈１１行一和歌行数﹈１行︵上巻最終歌は４行︶
一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一章段番号﹈あり︵無枠︶︒匡郭内部︒本文右傍︒初段になし︒２２段

に﹁廿 ご と あ り ︒

︻本文行数︼１１行︻和歌行数︸１行︵上巻最終歌は４行︶

﹁上︵下︶﹂︑丁付︒

一後人奥書﹈なし

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︻注釈形態︸歌集注記

︻口絵﹈なし

︻章段番号︼あり︵無枠︶︒匡郭内部︑本文右傍︒初段になし︒２２段
﹁廿﹂とあり︒

︻挿絵︼２７面︵底十国︶

︻構成︼①本文︵１〜４８段︶と挿絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵

︻注釈形態︼歌集注記
︻後人奥書︼なし

︵挿絵１面と９４末尾〜９８段本文欠︶︒③広告④刊記
︻印記︼﹁小川寿／一蔵書﹂

︷挿絵︼２８図︵匡十屋︶

︻口絵︼なし

れて落丁︒飛び丁付︑第２丁の丁付が﹁二三﹂︑第３丁の丁付が﹁四ノ

︻構成︼①本文︵１〜４８段︶と挿絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵

﹇備考﹈下巻の﹁二十七﹂丁︵９４段末尾より９８段に相当︶は破ら

五﹂︑第６丁が﹁八ノ九﹂とある︒また︑下巻は本来﹁廿六﹂とあるべ

③広告④刊記
︻印記︼﹁麗沢大学図書館﹂

き丁付が﹁十六﹂とある︵ただし︑本文に乱れはなし︶︒このため︑丁
付を追っていくと﹁廿五﹂﹁十六﹂﹁︵破批一丁︶﹂﹁廿八﹂と続く︒広告

︷備考﹈下巻に飛び丁付多く︑又丁付もあり︒﹁二三﹂︑﹁四ノ五﹂﹁八ノ

九﹂﹁又二十七﹂等あり︒広告は﹁二十四孝図会︿葛飾載／斗画﹀全一

は﹁二十四孝図会︿葛飾載／斗画﹀全一冊﹂１点のみを記載︒板心匡郭
の上部も下部もつながっていない︒
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冊﹂のみ︒板心匡郭の上部も下部もつながっていない︒

︵印 時 不 明 ︶

９〜１２５段︶と挿絵②﹁月々のかへ名﹂

一印記︸﹁池田文庫﹂﹁東京都立／日比谷図書／館蔵書印﹂

︻備考一第二冊奥に﹁月々のかへ名﹂を記城する点が異なる︒下巻に

は︑飛び丁付﹁二三﹂︑﹁四ノ五﹂﹁八ノ九﹂や︑又丁付﹁又二十七﹂あ

文庫所蔵伊勢物語図録一第八集一江戸のあそび﹂ロ圏に記載された無刊

り︒板心匡郭の上部も下部もつながっていない︒表紙や題叢は﹁鉄心斎

︻所蔵者﹈東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蒸留巴

記豆本に酷似する︒池田亀鑑覚書貼付︒

恋伊勢物語

﹈弓？辰土一紙焼−１百マ数一ヨーサービス区分一国
一マイクロ﹈
二巻二冊
︻巻冊数﹈二
一刊記︸なし

伊勢物語図会

︿よ
よみ
みくせ付﹀﹇第二冊﹈くゑ／●文政八年刊本
︻外
第第一冊﹈くゑ／入﹀伊勢物語︿
︻
外題
題︼
︼﹇﹇
伊勢
勢物
物語
語︿よみくせ付﹀︵左・篭・刷・双︶
入﹀伊

一
板心
心﹈﹈
一板
﹁﹁
上上︵下︶﹂︑横単線︑丁付︒上巻のＨ頭３丁と下巻の初丁は

一マイク旦孟︲己認一紙焼−１百マ数一屍︑一サービス区分一シ

︻所蔵者﹈八戸市立図書館︵南扇︲己︶

一
本文
文行行
一本
数数
︼ ︼１１行︻和歌行数︸１行︵上巻最終歌は４行︶

一巻冊数﹈三巻三冊

﹁
下︶
︶﹂
﹂︑
︑千
丁付︒
﹁上︵下

一
本文
文匡匡
一本
郭郭
︼ 一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︻刊記︼文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

一外題︼﹇第一冊﹈なし﹇第二冊﹈︿校／□﹀伊勢物語図会中﹇第三冊﹈

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

︻
章段
段番番
︻章
号号
︼ ︼あり︵無枠︶︒本文右傍︒初段になし︒２２段に﹁廿﹂と
のみあり︒

︻
注釈
釈形形態態
︻注
﹈﹈歌集注記

︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・叢・刷・双︶
一序題﹈伊勢物語序

︻
後人
人奥
奥書書
︻後
﹈﹈ な し
︻口絵一
﹇
︸なし

︻板心︼丸括弧︑白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂を欠く場

合あり︒丸括弧︑白丸のみの場合あり︒

︻挿絵︸２８図︵医十厘︶

一構成﹈﹇第一冊﹈①本文︵１〜４８段︶と挿絵﹇第二冊﹈①本文︵４
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︻本文行数︼１０行︻和歌行数︼２行
一本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭一山間単辺

匡郭は入れ木か︒巻−１９丁ウラのノドに文字あるか︒

一章段番号﹈
り︒
︒縦
縦長
長楕
楕円
枠枠
でで
単単
段段番号を囲む︒匡郭内部︒本︵修・印時不明︶
ああり
円形
形の
の単単
文冒頭︒

一後人奥書︸なし

︻マイク巳１−紙焼︼１百マ数︼ｌ字−ビス区分一ン

一所蔵者﹈国文学研究資料館︵ヰや筐﹄．ご

独伊勢物語図会

︻口絵一なし

︻巻冊数︼三巻三冊

一注釈形態︼頭注

一挿 絵 ﹈ ２ ３ １ 面 ︵ 忠 十 ｓ ＋ 雪 ︶ ︒ １ ４ ０ 場 面 ︒

一刊記﹈文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

︻構成一﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

︻外題一﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊□

︵虫損︶物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・篭・刷・

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記
︷印記﹈﹁南部家／旧蔵本﹂

一序題︸伊勢物語序

双︶

玉山が筆なりかくいふは文政六年の春尾張ノ名児屋人市岡ノ猛彦﹂

︻板心︼白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合もあり︒

︻備考︼序末に﹁このくだりノーに物したるゑは名にたかき難波人法橋

と記載︒序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒丁付が︑巻一で

﹁六十三﹂と続くが︑本文は正しく配列される︒巻二に飛び丁付﹁ニノ

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

一本文行数﹈１０行一和歌行数−２行

白丸のみの場合あり︒

ーノニ﹂あり︒巻三に﹁三ノ五十八﹂丁が二丁続くが︑記載内容は異な

一章段番号﹈あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十八﹂コノ五十九﹂コノ六十﹂﹁一ノ六十こ

る︒このあとに﹁三ノ五十九﹂︑﹁三ノ六十ご丁が続く︒匡郭は基本的

︻注釈形態﹈頭注

文冒頭︒

九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁︑川﹂と続くが︑本文は９９．１０

︷後人奥書一なし

に単辺だが︑コノ十九﹂﹁一ノー十﹂丁のみ双辺︒章段番号が﹁九十

０．１０１．１０２．１０３．１０４段に対応する︒第１２１段本文と
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物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・篭・刷・双︶
︻序題︼伊勢物語序

一口絵﹈なし

︻挿絵﹈２３１面︵笛十ｓ＋閨︶︒１４０場面︒

一板心︸白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合もあり︒

白丸のみの場合あり︒

一構成︼﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

一本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼川周単辺

︻本文行数︸１０行︻和歌行数−２行

一印記一﹁国文学研／究資料館﹂

一章段番号︼あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記

︻備考︼必とは板心の丸括弧を削っている点が異なる︒序に片仮名︑本

飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三において﹁三ノ五十八﹂の丁付重

八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十三﹂と続く︒巻二に

一口絵一なし

一後人奥書﹈なし

一注釈形態﹈頭注

文冒頭︒

複︒巻一第１９丁・第２０丁の匡郭は双辺︒章段番号が﹁九十九﹂﹁百﹂

一挿絵−２３１面︵笛十ｓ＋雪︶︒１４０場面︒

文に平仮名の振り仮名あり︒丁付は︑巻一に﹁一ノ五十八﹂コノ五十

﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．１００．１０

︻構成︼﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

︻印記︼摺り消し

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

１．１０２．１０３．１０４段に対応している︒第１２１段の本文と匡
郭は入れ木か︒

麹伊勢物語図会

ノ五十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六

一備考﹈序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一の丁付が﹁一

一マイク旦態︲箇句一紙焼︼用言マ数︼己四﹇サービス区分一口

十三﹂と続くが︑本文は正しく配列されているｃ巻二に飛び丁付﹁ニノ

一所蔵者﹈神宮文庫命︲届暗︶

一巻冊数﹈三巻三冊

ーノニ﹂あり＠巻三︑﹁三ノ五十八﹂の丁付をもつ丁が二丁続き︵内容

に単辺の匡郭を有するが︑﹁一ノ十九﹂コノニ十﹂丁は双辺︒章段番号

は異なる︶︑そのあとに﹁三ノ五十九﹂︑﹁三ノ六十ごと続く︒基本的

︻刊記﹈文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸霞屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
﹇外題︸﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢
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︻口絵︼なし

︻後人奥書︼なし

９９．１００．１０１．１０２．１０３．１０４段となっており︑１０

一挿絵︼２３１面︵忠十ｓ＋亀︶︒１４０場曲︒

が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は

１１０２︐１０３段の章段番号に誤りがある︒第１２１段は入れ木

︻構成︼﹇第一冊﹈①序︵文政６年市岡猛彦︶②本文︵１〜４９段︶と

九﹂﹁一ノー十﹂丁︑匡郭は双枠︒第一冊︑コノ六十二﹂丁なし︵ただ

一備考﹈序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒第一冊︑﹁一ノ十

一印記一﹁奈良女子／高等師範／学校図書﹂他七

︵７８末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記

挿絵﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文

か︒濁点︑句読点などは書き入れの可能性がある︒第一冊に﹁伊勢物語

解題日本文学全書第一編より抄出﹂とするメモあり︒

知伊勢 物 語 図 会
︻所蔵者一奈良女子大学附属図書館︵臼︲らｅ

百マ数︸﹄麗一サービス区分一国

し︑本文に欠落なし︶︒第二冊に飛び丁付﹁二の一ノー﹂あり︒第三冊︑

一マイク巳笥？認山一紙焼﹈
﹇巻冊数︼三巻三冊

﹁三ノ五十八﹂丁︑異なる内容で２丁あり︒章段番号が︑﹁九十九﹂﹁百﹂

︵印時不明︶

段の章段番号に誤りがある︒１２１段は入れ木か︒

１．１０２．１０３．１０４段の内容であり︑１０１．１０２．１０３

﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．１００．１０

一刊記︸文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸徹屋金肋／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
一外題︼﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢
物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・祭・刷・双︶
一序題︼伊勢物語序
一板心一白丸︑﹁序︵
︵二
二︑
︑二
二︑
︑三
三﹂
﹂︑
︑丁
丁付
付︒
︒﹁
﹁︲
ノ﹂ を欠く場合あり︒白丸

のみの場合あり︒白丸︑丁付のみの場合あり︒

麹伊勢物語図会

︷所蔵者﹈宇部市立図書館︵新井文庫︶︵Ｐら届ぬ里巴

︻本文行数︼１０行︻和歌行数︼２行
一四周単辺一挿絵匡郭﹈
一四周単辺
︻本文匡郭﹈

一マイク旦思中曽︲岸一紙焼一向三３百マ数︸﹂認一サービス区分一画

一刊記︼文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

一巻冊数︼三巻三冊

一章段番号︼あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒ 匡郭内部︒本
文冒頭︒

一注釈形態﹈頭注
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れに﹁三ノ五十九﹂︑﹁三ノ六十こが続く︒匡郭は基本的に単辺だが︑

り︒巻三に﹁三ノ五十八﹂の丁付が２丁続き︵記載内容は異なる︶︑そ

会法
法橋
橋玉
玉山
山画上﹇第二冊﹈伊勢物語図
︻外題︼﹇第一冊﹈伊勢物語図会

﹁一ノ十九﹂コノニ十﹂丁のみ双辺︒章段番号が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

会法橋玉山画中﹇第三冊﹈伊勢物語図会 法橋玉山画下︵左・篭．

十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．１００．１０１．

１０２．１０３．１０４段であり︑章段番号の誤りがある︒巻三５２丁

書・双・飾有︶

︻序題﹈伊勢物語序

に板木に川来する欠損あり︒第１２１段は入れ木か︒第一冊見返しに

狸伊勢物語図会

月十八日新井泉峰﹂の書き入れあり︒

﹁本書三冊東京神田松文堂より購ひつ／価三円八十銭／大正十五年十二

一板心一白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁丁
抑付︒ ﹁ノ﹂のない場合あり︒

白丸のみの場合あり︒

︻本文行数−１０行一和歌行数︼２行
︻本文匡郭一四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一章段番号﹈あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

︻後人奥書一なし

一注釈形態一頭注

︻刊記﹈なし

︹巻冊数﹈二巻二冊︵上・中巻︶存

︻マイク且ｇ︲９句︻紙焼︸圏お宮マ数︼届画一サービス区分一シ

一所蔵者﹈酒田市立光丘文庫︵○窟︶

一口絵一なし

﹇外題﹈﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢

文冒頭︒

︻挿 絵 − ２ ３ １ 面 ︵ 忠 十 ｓ 十 雪 ︶ ︒ １ ４ ０ 場 面 ︒

物語図会中︵左・叢・刷・双︶
︹序題︼伊勢物語序

︻構成︼﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

一板心﹈白丸︑﹁序︵一︑二︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒白丸

のみの場合ありｃ白丸︑丁付の場合ありｃ

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記
︻印記︼﹁田口氏蔵﹂﹁新井／蔵書﹂﹁宇部市立／図書館／□□□﹂

一本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数−１０行一和歌行数︼２行

十八﹂﹁一ノ五十九﹂コノ五十八﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十一﹂﹁六十三﹂

一章段番号︼あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

一備考一序は片仮名︑本文は平仮名の振り仮名を有す︒巻一にコノ五

と続く箇所があり︑本文が乱れる︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あ
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会下︵左・篭・刷・双︶

︻外題︼﹇第一冊﹈なし﹇第二冊﹈なし﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図

一注釈形態︸頭注

一序題一伊勢物語序

文冒頭︒

一後人奥書﹈なし

︻板心一白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒

白丸のみの場合あり︒向丸︑丁付のみの場合あり︒

︻口絵一なし
一挿絵−１４４面︵圏十ｓ︶︒９０場面︒

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数−１０行一和歌行数﹈２行

市岡猛彦︶③本文︵１〜４９段︶と挿絵﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８

一章段番号﹈あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

一構成一﹇第一冊﹈①遊紙︵杏き入れあり︶②﹁伊勢物語序﹂︵文政六年

段大半︶と挿絵

コノ五十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十一﹂

︷備考一序は片仮名︑本文は平仮名の振り仮名を有す︒丁付︑巻一に

︻口絵︼なし

︻後人奥書︼なし

一注釈形態︸頭注

文冒頭︒

﹁六十三﹂と続く箇所あり︒また︑巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒

︻挿絵︼２３１面︵寵十ｓ＋閨︶︒１４０場面︒

一印記︸﹁光丘／文庫﹂他

匡郭は本文・挿絵ともに四周単辺だが︑巻一第１９．２０丁は双辺︒遊

︻構成﹈﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

︻備考﹈序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒﹁一ノ十九﹂コノ

﹁東京都立／ｎ比谷図書／館蔵書印﹂

一印記﹈﹁水川／蔵書﹂﹁左右田／文庫﹂﹁池田文庫﹂﹁日比谷図書館﹂

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段途中︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

紙に﹁明治七年／︿甲／戌﹀五月大坂二而買入／吉田勘助光親﹂との書
き入れ あ り ︒

醜伊勢物語図会
一所蔵者一東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵零韻全

百マ数︼﹄麗一サービス区分一ｍ

ニ十﹂丁は双辺の匡郭を有す︒巻一丁付︑﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十八﹂

一マイク且冒冨馬一紙焼﹈
一巻冊数一三巻三冊

﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十一﹂﹁六十三﹂と続く︒巻二飛び丁

付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三︑﹁三ノ五十八﹂の丁付をもつ丁が２丁続

︻刊記︼文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸徹屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衞／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
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が︑本文は９９．１００．１０１．１０２．１０３．１０４段の内容と

続く︒﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と章段番号が続く

き︵記載内容は異なる︶︑そのあとに﹁三ノ五十九﹂︑﹁三ノ六十こと

一構成﹈﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

一挿絵︼２３１面︵馬十ｓ十閨︶︒１４０場面︒

︻口絵一なし

一後人奥壽一なし

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段途中︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

なっている︒巻三５２丁に板木に由来する欠損あり︒池田亀鑑覚書貼
付︒﹁桃園文庫／函／冊３．１︵〜３︶／恥１３６９﹂

末尾〜１２５段︶と挿絵②業平座像③刊記

一印記﹈﹁福羽﹂﹁福羽逸人寄贈本﹂﹁明治４１．２．２８／寄贈﹂﹁東京

誌料東京都立日比谷図書館／３６３３６／昭和３４．３．２﹂﹁東京

熱伊 勢 物 語 図 会
︻所蔵者一東京都立中央図書館︵東京誌料︶︵急囹︲ご

／誌料﹂﹁東京市／日比谷／図書館／蔵書印﹂印文不明一︵重ね押し︶

異なる内容で２丁あり︒章段番号が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂

本文に欠落なし︶︒第二冊に飛び丁付あり︒第三冊の﹁三ノ五十八﹂丁︑

八﹂丁︑異なる内容で２丁あり︒丁付﹁一ノ六十二﹂丁なし︵ただし︑

︻備考︼匡郭︑第一冊﹁一ノ十九﹂﹁一ノー十﹂丁︑双枠︒﹁一ノ五十

一マイク巳思冒紹トー紙焼−１百マ数︸﹂謡︻サービス区分一画
一巻冊数﹈三巻三冊

︻刊記﹈文政八︿乙﹀酉秋／壽林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大坂

河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
︻外題︼﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢

﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．１００．１０１．１０２．１０

３．１０４段の内容であり︑１０１．１０２．１０３段の章段番号に誤

物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・篭・害︶
︻序題︼伊勢物語序

りがある︒巻二３２丁︑絵と文字の配置に乱れあり︒巻三５２丁に板木

︻巻冊数一三巻三冊

一マイク巳箇底い画一紙焼﹈１百マ数一﹂湧一サービス区分一国

一所蔵者﹈鎌田共済会図書館︵巴︲認・雪︶

鉦伊勢物語図会

に由来する欠損あり︒１２１段は入れ木か︒

︻板心︼・川丸︑﹁序二︶︑二︑三﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒白丸

のみの場合あり︒白丸︑丁付のみの場合あり︒
一本文行数−１０行︻和歌行数︸２行
一本文匡郭一四周単辺︹挿絵匡郭一四周単辺

︻章段番Ｍ互あり︒本文冊頭︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡
郭内部︒

一注釈形態﹈頭注
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︻刊記︼文政八年︿乙﹀酉秋／害林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
一外題﹈﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢
物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・篭・刷・双︶
︷序題﹈伊勢物語序

一板心一白丸︑﹁序二︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒

ノ五十八﹂は重複︒章段番号が﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ

﹁百四﹂と続くが︑本文内容は９９．１００．１０１．１０２．１０

３．１０４段である︒巻三５２丁に板木に由来する比較的大きな欠損が
ある︒

郷伊勢物語図会

ーマィク巳雪山ｓ心一紙焼−１百マ数一﹄扇︻サービス区分︼シ

一所蔵者︼愛知教育大学附属図書館お国．囹ミコ

︷本文行数﹈１０行︻和歌行数﹈２行

︻巻冊数︼二巻二冊︵中・下巻︶存

白丸のみの場合あり︒

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭﹈四周単辺

一刊記︸文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

︻外題︼﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会中﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

一章段番号一あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本
文冒頭︒

︻注釈形態一頭注

︻板心︼白丸︑﹁二︵三︶ノ﹂︑丁付︒

物語図会下︵左・祭・刷・双︶

一口絵︼なし

︻本文行数︼１０行︻和歌行数︼２行

一後人奥書︼なし

︻挿 絵 ︼ ２ ３ １ 面 ︵ 圏 十 ｓ ＋ 雪 ︶ ︒ １ ４ ０ 場 面 ︒

︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭﹈四周単辺

︻章段番号︼あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︺匡郭内部︒本

一構成一﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

文冒頭︒

一注釈形態一頭注

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記
一印記︸﹁五竹斎﹂﹁財団法人／鎌田共済／会図書館／蔵書之印﹂

一口絵﹈なし

︻後人奥書﹈なし

八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十三﹂

︻挿絵﹈１４９面︵ｓ＋雪︶︒８９場面︒

︻備考一序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一に﹁一ノ五十

と続く丁付あり︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三丁付﹁三
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一構成﹈﹇第一冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第二冊﹈①本

文︵７８末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記
︻印記﹈﹁愛知第一／師範学校／図書之印﹂

︹序題︼伊勢物語序

︻板心︼白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂を欠く場合あり︒

白丸のみの場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒

﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．

八﹂﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十九﹂﹁三ノ六十こと続く︒章段番号が

︻注釈形態﹈頭注

一章段番川互あり︒縦長丸︒匡郭内部︒本文冒頭︒

一本文匡郭﹈川周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

︻本文行数︼１０行一和歌行数︼２行

１００．１０１．１０２．１０３．１０４段の内容であり︑１０１．１

︻後人奥書︸なし

一備考︼巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三の丁付﹁三ノ五十

０２．１０３段の番号に誤りがある︒巻三５２丁に板木に由来する欠損

︷川絵﹈なし

︷構成︼﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

一挿絵−２３１面︵忠十ｓ＋亀︶︒１４０場面︒

あり︒１２１段は入れ木か︒

︵印 時 不 明 ︶

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

一印記一なし

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記③広告︵奥付・永楽屋東四郎︶

︻所蔵者︸刈谷市中央図書館︵村上文庫︶︵ろｓ＄壷一三三︶

︷備考﹈序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一の丁付﹁一ノ

断伊勢物語図会

弓イク且ざ﹄認︲呂二紙焼一因閾謹言マ数﹈﹄誇一サービス区分﹈

五十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十

三﹂と続く︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三に﹁三ノ五十

シ

一巻冊数一三巻三冊

が︑巻一第１９丁・第２０丁は双辺︒章段番号は﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十

八﹂﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十九﹂﹁三ノ六十こと続く︒匡郭は単辺だ

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．１００．１０１．１

一刊記︸文政八年︿乙﹀酉秋／壽林︑江戸驫屋金助／同大坂屋茂吉／大

一耆騨﹈尾陽書騨名古屋本町通七丁目／永楽屋東四郎︵広告による︶

０２．１０３．１０４段の内容である︒巻三５２丁に板木に由来する欠

損あり︒１２１段は入れ木か︒奥付に﹁直毘霊︿全部一冊﹀﹂及び﹁三

一外題︸﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢
物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・策・刷・双︶
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大考︿全部一冊﹀﹂の広告︵﹁尾陽壽騨名古屋本町通七丁目／永楽屋東
四郎﹂︶あり︒

︵印 時 不 明 ︶

認伊勢 物 語 図 会

︻口絵︼なし

︻挿絵−２３１面︵認十ｇ＋亀︶︒１４０場面︒

一構成﹈﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段途中︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８
末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記
一印記︼﹁久弥蔵﹂他一

ノ五十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六

一備考一序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一の丁付﹁一

一マイク巳今やい閏上︻紙焼︼團忌ｏ言マ数﹈﹄忠一サービス区分一国

十三﹂と続く︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三︑﹁三ノ五十

︻所蔵者一名古屋市蓬左文庫︵嗣科巴

一巻冊数一三巻三冊

八﹂の丁付をもつ丁か二丁続き︵内容は異なる︶︑そのあとに﹁三ノ五

辺︒第１２１段は入れ木と思われる︒章段番号が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九

十九﹂︑﹁三ノ六十こと続く︒匡郭は﹁一ノ十九﹂﹁一ノー十﹂のみ双

一刊記一文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
︻外題一﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢

十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くか︑本文は９９．１００．１０１．

１０２．１０３．１０４段の内容となっている︒巻三５２丁に板木に由

物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・叢・刷・双︶
一序題﹈伊勢物語序

来する欠損あり︒

翠伊勢物語図会

︵印時不明︶

︻板心一白丸︑﹁序︵一︑
︑二
二︑
︑三
三︶
︶ノ
ノ﹂
﹂︑
︑丁
丁付
付︒﹁ノ﹂を欠く場合あり︒

白丸のみの場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒
一本文行数﹈１０行一和歌行数︼２行
一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺
一章段番号﹈あり︒縦
縦長
長楕円形
垂番号を囲む︒匡郭内部︒本
形の
の単
単枠
枠で
で章
章段段

︻マイク巳ｇ山上一紙焼一厘お唖言マ数一﹄忠一サービス区分一国

︻所蔵者一宮城県図書館︵伊達文庫︶︵室筥麗里巨ご︲巴

︻注釈形態一頭注

︻巻冊数一三巻三冊︵上巻３５丁ウラ〜３６丁オモテ撮影漏れ︶

文冒頭︒

一後人奥書一なし
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一刊記一文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸驫屋金助／同大坂屋茂吉／大

三﹂と続く︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三丁付が﹁三ノ五

んど単辺だが﹁一ノ十九﹂﹁一ノー十﹂は双辺︒第１２１段は入れ木と

十八﹂﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十九﹂﹁三ノ六十こと続く︒匡郭はほと

一書騨一発行書林名古屋小牧町／美濃屋伊六︵広告による︶

思われる︒章段番号が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

一外題一﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢

と続くが︑本文は９９．１００．１０１．１０２．１０３．１０４段の

内容である︒巻三５２丁に板木に由来する欠損あり︒広告に﹁伊勢物語

物語図会中﹇第三冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・策・刷・双︶
一序題﹈伊勢物語序

図会三冊﹂﹁百人一首摘要紗二冊﹂﹁玉之小櫛補遺二冊﹂〜﹁蝋尻初峡

柳伊勢物語図会

︵﹁発行書林名古屋小牧町／美濃屋伊六﹂︶︒

近刻﹂﹁同︵Ⅱ撫尻︶二峡同上︵Ⅱ近刻匡など計１４点の広告あり

︻
︼白丸︑﹁序︵一︑二
二︑
︑三
三︶
︶ノ
ノ﹂
﹂︑
︑丁
丁什
付︒﹁ノ﹂を欠く場合あり︒
一 板 心﹈

白丸のみの場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒
一本文行数︸１０行一和歌行数﹈２行
︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

︻章段番号﹈あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

︻マイク旦認︲団︲﹄︻紙焼︼ｌ︻コマ数︼屋や︻サービス区分︼国

一所蔵者﹈市立函館図書館︵記載なし︶

︻注釈形態一頭注

一巻冊数︼二巻二冊︵上・下巻︶存

文冒頭︒

一後人奥書一なし

一刊記﹈文政八年︿乙﹀酉秋／害林︑江戸驫屋金助／同大坂屋茂吉／大

︻外題︼﹇第一冊﹈なし﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会下︵左・策・

一害騨一発行書林名古屋小牧町／美濃屋伊六︵広告による︶

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

︻口絵﹈なし

︻挿 絵 ︼ ２ ３ １ 面 ︵ 龍 十 ｓ ＋ 雪 ︶ ︒ １ ４ ０ 場 面 ︒

一構成﹈﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

刷・双︶

一序題一伊勢物語序

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記③広告︵奥付・美濃屋伊六︶
一印記﹈﹁伊達伯／観澗閣／図押印﹂﹁宮城県／伊達文庫／図書館﹂他一

︻板心︼白丸︑﹁序︵一︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒白丸

のみの場合あり︒︑九︑丁付の場合あり︒

一備考︸序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一丁付﹁一ノ

五十八﹂コノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂コノ六十こ﹁六十
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︻本文行数︼１２行︻和歌行数﹈２行
一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

一章段番号﹈あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

告あり︵﹁発行壽林名古屋小牧町／美濃屋伊六﹂︶

狐伊勢物語図会

︻所蔵者︼金沢市立玉川図書館︵稼堂文庫︶︵ｓ屍︲圏ご

一マイク旦曽造屋面一紙焼﹈

文冒頭︒

一注釈形態一頭注

一巻冊数一三巻二冊︵下巻２３丁ウラー巻三２４丁オモテ撮影漏れか︶

百マ数︼﹄霞︻サービス区分一国

一後人奥書︼なし

一刊記一文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

︻板心﹈白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂を欠く場合あり︒

一序題一伊勢物語序

物語図会下︵左・祭・刷・双︶

︻外題﹈﹇第一冊﹈︿校／訂﹀伊勢物語図会上﹇第二冊﹈︿校／訂﹀伊勢

︷耆騨﹈発行壽林名古屋小牧町／美濃屋伊六︵広告による︶

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六

一口絵﹈なし

一挿絵﹈１６９面︵圏＋雪︶︒１０１場面︒

︻構成一﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵
﹇第二冊﹈①本文︵７８末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記③目録︵奥付・
美濃屋伊六︶

﹇印記一﹁尾藩田／中氏記﹂﹁椎野／文庫﹂﹁函館／図書館／蔵書﹂﹁函館

／図書／館印﹂他寄贈印一

十八﹂コノ五十八﹂コノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十三﹂

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭︼四周単辺

︻本文行数︼１０行︻和歌行数︼２行

白丸のみの場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒

と続く︒巻三丁付が﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十九﹂﹁三ノ

一章段番号︸あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

一備考一振り仮名は︑序に片仮名︑本文に平仮名︒巻一丁付は﹁一ノ五

六十こと続く︒﹁一ノ十九﹂﹁一ノー十﹂丁は双辺の匡郭︒章段番号

第１２１段は入れ木か︒巻三５２丁に板木に由来する欠損あり︒奥付に

９．１００．１０１．１０２．１０３．１０４段の内容となっている︒

︻口絵︼なし

一後人奥書﹈なし

一注釈形態一頭注

文冒頭︒

﹁伊勢物語図会三冊﹂﹁百人一首摘要紗二冊﹂﹁玉之小櫛補遺二冊﹂〜﹁騨

︻挿絵︼２２９面︵圏十ｓ＋観︶︒１３９場面︒

が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９

尻初畉近刻﹂﹁同︵Ⅱ溌尻︶二峡同上︵Ⅱ近刻匡など計１４点の広
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一構成︼﹇第一冊﹈①序②巻一本文︵１〜４９段︶と挿絵③巻二本文
︵５０〜６５段前半︶と挿絵﹇第二冊﹈①巻二本文︵６５〜７８段︶と
挿絵②巻三本文︵７８末尾〜１２５段︶と挿絵③刊記④広告
︻印記﹈﹁桜雲□／図書記﹂︵重ね印あるか︶﹁加州金沢／鬼川文庫﹂
﹁︿大礼／記念﹀金沢市立図書館蔵書印﹂

一術考﹈序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一丁付﹁一ノ五

︻巻冊数一三巻三冊

一刊記﹈文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸徹屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋稗七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽朧東川郎／同美濃屋伊六

︻評騨︸明治五年六月日讓受／明治八年八月五日蔵版御届／玉潤堂

三輪文次郎／名古屋市鉄炮町七十九番戸︵奥付︶

一外題一﹇第一冊﹈校訂伊勢物語図会上﹇第二冊﹈校訂伊勢物語図会中

︻序題﹈伊勢物語序

﹇第三冊﹈校訂伊勢物語図会下︵左・叢・壽刷不明︶

と続く︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂と続く︒巻三丁付が﹁三ノ五十

︷板心︼白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒

十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十三﹂

八﹂﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十九﹂﹁三ノ六十こと続く︒章段番号が︑

一本文行数﹈１０行一和歌行数−２行

白丸のみの場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒

１００．１０１・

一本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９９．

５２丁に板木に由来する欠損あり︒奥付に﹁伊勢物語図会三冊﹂﹁百人

︻章段番号︼あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を閉む︒匡郭内部︒本

０２．１０３．１０４段の内容となっている︒巻三

一首摘要紗二冊﹂﹁玉之小櫛補遺二冊﹂〜﹁剛尻初峡近刻﹂﹁同︵Ⅱ盤

文冒頭︒

︻注釈形態﹈頭注

尻︶二峡同上︵Ⅱ近刻︶﹂など計１４点の広告あり︵﹁発行書林名古
屋小牧町／美濃屋伊六﹂︶︒巻一および巻二２４丁までを第一冊︑巻二２

︻後人奥書一なし

︻印記︼﹁池田文庫﹂﹁日比谷図書館﹂﹁東京都立／日比谷図書／館蔵書

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記③奥付︵玉潤堂︶

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段途中︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

︻構成﹈﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

︻挿絵︼２３１面︵忠十ｓ＋田︶︒１４０場面︒

︻口絵﹈なし

５丁以降および巻三を第二冊に分冊する︒

︵明治八年後印︶

独伊勢 物 語 図 会

一コマ数﹈﹈路︻サービス区分一国

︻所蔵者︸東京都立中央図書館︵特別買上文庫︶︵蕪観望

一マイク旦冒Ｐ巴山一紙焼﹈
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印﹂

︻板心︼白丸︑﹁序︵一︑二︑三︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒

ノ五十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂コノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六

︻本文匡郭︼四周単辺︻挿絵匡郭︼四周単辺

︻本文行数︼１０行﹇和歌行数︼２行

白丸のみの場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒

十三﹂と続く︒巻二飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三︑﹁三ノ五十

一章段番叩互あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を開む︒匡郭内部︒本

一備考一振り仮名は︑序が片仮名︑本文は平仮名である︒巻一丁付コ

八﹂の丁付をもつ丁が二丁続き︵内容は異なる︶︑そのあとに﹁三ノ五

﹁百﹂｜・百こ﹁百川﹂と続くが︑本文は９９．１００．１０１．１０

︻後人奥書︼なし

一注釈形態﹈頭注

文Ｍ頭︒

２．１０３．１０４段の内容となっている︒匡郭は単辺だが︑﹁一ノ十

一Ｕ絵︼なし

十九﹂︑﹁三ノ六十こと続く︒章段番号が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂

九﹂﹁一ノー十﹂丁は双辺︒巻三５２丁に板木に由来する欠損あり︒池

︻挿絵−２３０面︵笛十畠十段︶︒１４０場面︒

︻印記︼﹁森島﹂

末尾〜１２５段︶と挿絵②刊記

﹇第二冊﹈①本文︵５０〜７８段大半︶と挿絵﹇第三冊﹈①本文︵７８

︻構成﹈﹇第一冊﹈①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵

田亀鑑覚書貼付︒﹁桃園文庫／函／架／冊３．１︵〜３︶／恥２３５９﹂

︵印 時 不 明 ︶

郷伊勢物語図会

五十八﹂﹁一ノ五十八﹂﹁一ノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十

︻備考︼序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名あり︒巻一丁付﹁一ノ

一マイク且留置勾一紙焼﹈１百マ数一﹈９−サービス区分一ｍ

三﹂と続く︒巻二に飛び丁付﹁ニノーノニ﹂あり︒巻三丁付が﹁三ノ五

︻所蔵者︼名古屋市博物館命ン呂言ご

一巻冊数一三巻三冊︒巻三第２６丁を欠く︒

十八﹂﹁三ノ五十八﹂﹁三ノ五十九﹂﹁三ノ六十こと続く︒﹁一ノ十九﹂

本来２６丁があるべき場所に︑２８丁が綴じられており︑以下︑２７︑

９．１００．１０１．１０２．１０３．１０４段の内容である︒巻三︑

が︑﹁九十九﹂﹁百﹂﹁九十九﹂﹁百﹂﹁百こ﹁百四﹂と続くが︑本文は９

コノニ十﹂丁に双辺の匡郭を有す︒第１２１段は入れ木か︒章段番号

︻刊記一文政八年︿乙﹀酉秋／書林︑江戸鶴屋金助／同大坂屋茂吉／大

坂河内屋曽七／京吉野屋仁兵衛／名古屋永楽屋東四郎／同美濃屋伊六
一外題一﹇第一冊﹈校訂伊勢物語図会上﹇第二冊﹈校訂伊勢物語図会中
﹇第三冊﹈校訂伊勢物語図会下︵左・叢・書︶
一序題︸伊勢物語序
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２８丁と続く︒この結果︑２６丁を欠き︑２８丁が重複する︒巻三５２
丁に板木に由来する欠損あり︒

麹伊勢物語図会
一所蔵者︼佐賀県立図書館お巴・巳・韻︶
一マ
マイ
一四
四﹄
﹄隈﹄
一
イク
クロ旦
﹄一紙焼﹈因沼さ言マ数﹈園︻サービス区分﹈ン

︻巻冊
冊数
数﹈
︼上
上巻
巻一一冊存
︹刊記﹈なし

︻外題﹈確認不能

︻序題﹈伊勢物語序
︻板心﹈白丸︑﹁序︵一︑︶ノ﹂︑丁付︒﹁ノ﹂のない場合あり︒白丸のみ

﹇備考︼序に片仮名︑本文に平仮名の振り仮名を有す︒巻一丁付コノ

五十八﹂﹁一ノ五十八﹂コノ五十九﹂﹁一ノ六十﹂﹁一ノ六十こ﹁六十

三﹂と続く︒第１９丁︑第２０丁の匡郭は双辺である︒

︿追加﹀

●明暦元年刊本

雑伊勢物語
︻所蔵者﹈岩国徴古館︵隠計︶

︻本文行数︼１０行︻和歌行数﹈２行

︻刊記﹈山本長兵衛板

︻巻冊数一下巻一冊存︒破損のため５２〜５４段の本文を欠く︒

﹇マイク巳お︲虐置︻紙焼︼ｌ︻コマ数︼主︻サービス区分一ｍ

︻本文匡郭︼四周単辺一挿絵匡郭一四周単辺

︻外題︼︿新／板﹀伊勢物語︿口入／□□﹀下︵左・祭・刷・双︶

の場合あり︒白丸︑丁付の場合あり︒

一章段番号﹈あり︒縦長楕円形の単枠で章段番号を囲む︒匡郭内部︒本

一後人奥書﹈なし

一注釈形態﹈頭注

一章段番号︼あり︵横長方形・単枠︶︒匡郭上接︒

︻本文匡郭一四周単辺︷挿絵匡郭一四周単辺

一本文行数︸１２行﹇和歌行数﹈２行

︻板心︼伊勢下︑丁付︵本文︶︒伊勢下︑又丁付︵挿絵︶︒

︻口絵︸なし

一注釈形態一傍注・歌集注記

文冒頭︒

︹挿絵﹈８２面︵圏︶︒５１場面︒

︵千句↓︑︶

︻後人奥書﹈右害本者為定家卿自筆禁裏御本也随有／縁申出為所証本

不違一字一点令透写遂︿井﹀校／詑雌然魯魚之誤猶難遁者也干時長録第

︻構成︸①文政六年市岡猛彦序②本文︵１〜４９段︶と挿絵
﹇印記︼文字薄く判読不能︒
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潰れなどあり︒

︻注釈形態一傍注・歌集注記

長録第二暦／仲陽初三候記之
︻口絵︸なし

一後人奥書一右書本者為定家卿自筆禁裏御本也随有／縁申出為所証本

会︑マ︶

不違一字一点令透写遂︿井﹀校詑／雛然魯魚之誤猶難逢者難逢者也干時

︵マ岬︑︶

一挿絵−１６面︵辰︶︒場面注記あり︒

一構成︸①本文︵４９〜１２５段︶と挿絵②武田本奥書③長禄二年奥書

長録第長録第二暦仲／陽初三候記之／
一口絵︼なし

︵無記名︶④刊記
一印記︸なし

一挿絵−３０面︵匡十屋︶︒場面注記あり︒

うづら衣前篇後篇続篇拾遺／半掃案也有翁ハ滑稽好邪の魁にして俳諾

﹁下巻終﹂と単枠付きであり︒前々稿弱と同じ広告を有する︒﹁︿俳／文﹀

︻備考︼題簑は朱色︒上巻末尾に﹁上巻終﹂︑下巻武田本奥書の前に

一印記﹈﹁国文学研／究資料館﹂

衣﹂広告︵奥付︶

③武田本定家奥書④長禄二年奥書︵無記名︶⑤刊記⑥東壁堂﹁うづら

一構成﹈①本文︵１〜４８段︶と挿絵②本文︵４９〜１２５段︶と挿絵

一備考︼後ろ見返しに﹁寛文八年﹂﹁山本長兵衛﹂等の墨書あり︒巻末
に﹁下巻終﹂とあり︒挿絵は又丁付となっている︒

●寛文二年刊本乙種

郡伊勢物語
︻所蔵者一国文学研究資料館︵松野陽一旧蔵書︶︵望︲届己

中の俳譜者なり⁝⁝／尾陽書騨東確堂欽︑﹂︒合綴本︒鉛筆で課き入

︻紙焼︼ｌ︻コマ数︼ｌ︻サービス区分︸ン

︻マイク且

れあり︒
︿八七﹀

一巻冊数一二巻一冊

一刊記︼寛文二年︿壬／寅﹀仲春下旬開板
︻外題︼︿絵入／新板﹀伊勢物語︿絵入﹀上︵左・篭・刷・双︶
︻
心一
一﹁
﹁伊
伊勢
勢上
上︵
︵下下
一板心
︶︶
﹂﹂
︑︑
丁丁
付付
︒︒
一一
部部
トに﹁いせ上︵下こ︑丁付︒

ー本文行数−１２行一和歌行数−１行
︻本文匡郭一四周単辺一挿絵匡郭菫
一四周単辺
一章段番号一あり︵横長方形︶︒匡
匡郭
郭上接︒３段に﹁こ︑１５段なし︒
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︿訂正﹀

二九号

︵誤︶︵正︶

略頁上段吃行刊年不明本︵寛永頃刊か︶←●刊年不明本︵寛永

﹁鉄心斎文庫所蔵伊勢物語図録第十六集伊勢物語版本の仙界﹂︵鉄心斎文庫伊勢
物語文華館︑一九九九年︶

﹁鉄心斎文庫所蔵伊勢物語図録第一集開館記念版﹂︵改訂再版鉄心斎文庫伊勢
物語文華館︑二○○○年︶

片桐洋一﹁元禄期の伊勢物語﹂︵﹃源氏物語以前﹂笠間書院︑二○○一年︶

山本登朗﹁絵で見る﹁伊勢物語﹂ｌ近世絵入り版本の世界﹂二日本文学と美術﹂︑和
泉筈院︑二○○一年︶

頃刊か︶

釣頁下段的行︑如頁上段町行︑下段別行皿行←８〜岨行

丸山愉佳子﹁伊勢物語享受の実際ｌ伊勢物語版本についての報併ｌ﹂会学習院大学

山本登朗編﹁伊勢物語版本集成﹂︵竹林舎︑二○二年︶

院︑二○○五年︶

丸山愉佳子﹁伊勢物語の享受ｌ近世版本を中心にｌ﹂︵﹁平安文学研究生成﹂︑笠間書

川語国文学会誌﹂四六号︑二○○三年︶

田頁上段吃行業平座像←業平執筆図
砺頁上段犯行︻本文匡郭一←︻匡郭一

筋頁下段万︑鵠︑皿行注釈←頭注

三○号

唾頁下段皿行ことくノー←ことノーく
狐頁下段髄行寛文二年刊本←寛文七年刊本

︿主要参考文献﹀

池田亀鑑﹁伊勢物語に就きての研究校本篇﹂︵︵
大大
岡岡
山山
害害店
店︑一九三三年︶
店︑一九三四年︶
池田亀鑑﹁伊勢物語に就きての研究研究篇﹂︵︵
大大
岡岡
山山
書書店

大津有一﹁伊勢物語に就きての研究補遺・索引引
・・
図図
録録
傭傭
﹂﹂︵有精堂︑一九六一年︶
田中宗作﹁伊勢物語研究史の研究﹂︵桜楓社︑一九六五年︶

大津有一﹁伊勢物語古註釈の研究﹂︵増訂版︑八木普店︑一九八六年︶

文華館︑一九九二年︶

﹁鉄心斎文庫所蔵伊勢物語図録第二集絵入り版本の腱側﹂︵鉄心斎文庫伊勢物語
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