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渡島母

ー

たは配布︶部数になる︑というたぐいのものであって︑それ自体が稀観
に属する︒

分なものであることは言を俟たない︒それら量的質的な拡大充実は今後

を期すこととし︑とりあえず︑この種の資料への注意を喚起するため︑

て古本屋仲間の催しとして盛んになる︒稀本善本の手軽な実例集であっ

に従っているが︑稀本零葉集を手鑑として活用するためには︑この〃解

零葉ごとの書誌条項を主にした注記は︑おおむね稀本零葉集の〃解説″

あえて公表するものである︒

て︑値段を考えるうえでの道具︵トウール︶として︑恰好なところから

説″に厳密な批判を加える必要があろう︒この点も今後を期したい︒タ

もともと本好きが同志を募って作ってみたもののようであるが︑やが

である︒それゆえ発行部数の多くは︑古書店の奥深くしまい込まれてい

イトルに﹁稿﹂の一字のすわるゆえんも︑そのあたりにある︒

蛾１１蛾眉公子昭６一誠堂玉屑会二冊

一今回取り上げた零葉集およびその略号は次のごとくである︒

目を記し︑書名索引を作った︒

一稀本零葉集のうち︑今回調査の及んだ八種について︑零葉ごとの細

凡例

るらしく︑公私の文庫︑図書館の蔵書中に見かけることは︑多くない︒
このたぐいに︑奥の院からお出まし願おうというのであるが︑それは

売り手の側の手の内を明らかにし︑もって買い手の利益を計ろうとする
わけではない︒書誌学︑文献学にとっても貴重なこの資料を︑国文学の
利用にも供してみたいと思うから︑である︒あるいは︑物語や和歌の研
究における古筆手鑑のごとく︑すでに散供したと信じられている伝本や︑
いままで紹介されたことのない版種を︑一葉ではあるが︑出現させるか

もしれない︒そのためのインデックスを作ってみるｌそれが本稿の趣
旨であ る ︒

活ｌ古活字版拾葉昭加訪書会二冊

倭ｌ倭刊聚葉昭８
斎藤昌三二冊
稀１１稀本零葉昭８〜肥訪書会六冊

らなくてはならない︒一帖ごとには︑あるいは酒落た︑あるいは内容に

紙ｌ紙魚玉屑集昭廻紙魚玉屑頒布会一秩

その前に︑この種の零葉の貼り込み帖に︑しかるべき名称を与えてや

即した名前の付いていることはもちろんながら︑これらを総称する名称

聚１１古活字版聚芳昭如文車の会二冊

一細目には︑零葉集ごとの簡単な解題を付し︑図版を各一葉添えた︒

浮ｌ浮世草子聚芳昭妬文車の会二冊
版１１古版本聚芳昭弱文車の会二冊

が︑いままでなかったもののようである︒それゆえ︑かりに︑〃稀本零葉
集″と呼ぶこととする︒

以下︑稀本零葉集八種の内容を紹介し︑書名による綜合索引を添える︒

もとより零葉集はこの八種に限るものでなく︑また内容の紹介も︑不充
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一稀本零葉集ごとに︑所収の零葉に︑整理のための番号を与えた︒た
だし﹁稀本零葉﹂全六冊︵第一〜五輯および番外︶は︑一輯ごとに番
号を改めた︒

音順に配列した︒

一索引の書名は︑おおむね細目の記載に従ったが︑一部については︑

統一書名を新たに設けた︒この場合︿カラ見出し﹀を用いて検索の便
とした︒

一索引の書名に刊写年および版式を添えた︒

一書名および整理のための番号は︑おおむね目次の順に従っているが︑
一ページに二点以上が収められている場合︑あるいは目次と異る零葉

一﹁稀本零葉﹂第四輯の︑目次に書名の記載のみあって貼付漏れのも

のについては︑＊印を付けた︒

の貼付されている場合など︑実態に従っている︒それゆえ目次と若干
異ることもある︒

一﹁稀本零葉﹂第四輯は︑目次︵五十点を記載︶と実態︵三十九点を
貼付︶とが大幅に組鋸する︒これは底本に遺漏︵貼付もれ︶のあるこ
とに因むものらしい︒それゆえ︑この一冊に限って︑整理番号は目次
に従った︒

おむ
むね
ね次
次の
のごと
一零葉ごとの書誌は︑おおお
とく
くで
であ
ある︒

書名刊写の別原本の書型および冊数
版種︵整版本は記載を省いた︶刊年匡郭およびその寸法︵無
辺の場合は字高︶半丁行数︵古活字版は一 行の字詰めと仮名の

種類を添える︶界線柱刻刊記その他
一刊年などについては︑原則として︑底
底本
本所
所載
載の 解題を踏襲し︑明ら
かに誤りと思われる記載にのみ訂正を加えた︒他本との照合について
は今後に期すこととする︒

一貼付された零葉には︑半丁にも満たず︑書書
誌誌
条条
項項
をを
十十
全全
にに
明明
鼻らかに
しえないものをも交える︒それらについては︑その旨注記した︒

一索引は︑各零葉の書名を︑現代仮名づかいによる読みに従い︑ 五十
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蛾眉公子
︵略号Ｉ﹁蛾﹂︶

二巻二冊一誠堂玉屑会編昭和六年十一月同会発行三村竹清題字
限定五十部

３つきしま刊大本一冊

古活字版元和頃刊丹緑本無辺字高躯・０センチ一行十

八字前後平かな交じり半丁に足りず︑行数・寸法等不明舞
の本

４中将姫の本地刊大本三冊

慶安四年版無辺字高略・７センチ半丁に足りず︑行数・寸

第一類仮名草子︑第二類地誌︵以上上巻︶︑第三類西鶴本︑第四類浮世草

子︑第五類好色本︑第六類八文字屋本に分って五十種を収める︒当時の

法等不明お伽草子

﹁衣更著物語下○廿五﹂お伽草子

貞享五年版四周単辺加・２×聡・２センチ半丁十行柱刻

５衣更着物語刊大本五冊

ことばでいわゆる﹁軟派﹂に絞る︒その内容は十六︑四︑八︑五︑九︑

八点︒序文に︑在京某老大家︵水谷不倒のこと︶より譲られた零本七十
種からの厳選という︒西鶴本七点の併出は圧観︒巻頭の目次に︑書名・

版種・刊年・完本冊数・頒布零葉巻数を示すほかは︑各零葉についての

６為愚痴物語刊大本八冊

寛文二年版四周単辺魂・２×過・６センチ挿絵の丁ゆえ行

解説はない︒零葉は偶数ページに貼る︵裏白︶が︑半丁に満たないもの
が十二点ある︒また底本には挿絵の丁の貼付が多く十面に及び︑書誌条

数等不明柱刻﹁いぐち六十八﹂

寸法等不明舞の本

寛永頃版四周単辺刈・９×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行数．

７大織冠刊大本二冊

項を明らかにするうえで︑不便を感じる︒

底本１１都立中央図書館東京誌料︵○○二七／一二︶

第一類仮名草子

明暦頃刊四周単辺羽・３×逓・８センチ半丁十五行柱刻

８六阿弥陀伝記刊大本冊数不明

寛永三年版丹緑本無辺字高蛇・２センチ半丁十二行柱

﹁一番廿こ

１保元物語刊大本三冊
刻﹁保元巻三五﹂

寛文頃刊四周単辺ｎ．１×遁・９センチ半丁十一行柱刻

９浮世物語刊大本五冊

古活字版嵯峨本慶長十三年刊無辺字高羽・５センチ半丁

﹁浮世物語巻二五﹂解説に寛文十年刊とあるが︑それは各

２伊勢物語刊大本二冊
九行十七八字平かな交じり具引き色変り料紙也足要花押本
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菫

１侃元駒翻さ▲︑外側▲

半丁十四行の江戸版の刊年

皿十帖源氏刊大本十冊

万治四年版無辺字高四・５センチ半丁十行丁付はゥラの

ノドに同日Ⅵ開山回のごとくある

︑おさな源氏刊大本十冊

延宝頃四周単辺犯・４×略・７センチ半丁十五行柱刻﹁若

四十﹂解説に寛文十年版とするが︑それは無辺﹂十一行本
で別版

皿風流源氏物語刊大本六冊

元禄十六年版四周単辺加・１×皿・８センチ挿絵の丁ゆえ
行数等不明

蝿義経記刊半紙本一冊・

元禄二年版四周単辺加・１×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

数・寸法等不明金平本

Ｍびじんくらべ刊大本二冊

万治二年版四周単辺迦・５×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

数・寸法等不明お伽草子

喝からいと刊大本二冊

寛文五年版四周単辺配・１×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

数・寸法等不明柱刻﹁からいと上八﹂お伽草子

陥満仲刊大本二冊

延宝頃刊四周単辺犯・４×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行数︒
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寸法等不明目次に書名を﹁多田の満仲﹂とする︑舞の本

第二類地誌
Ⅳ故郷帰りの江戸咄 刊 大 本 八 冊

貞享四年版四周単辺配・１×妬・５センチ半丁十三行柱
刻判読不能刊記﹁貞享四丁卯歳／六月吉旦／山下彦兵衛／簾翠屋
仁兵衛／鑑屋平右衛門／開板﹂

肥東海道名所記刊大本六冊
万治頃刊四周双辺刎・７×晦・４センチ半丁十二行柱刻
判読不能

明増補江戸咄刊大本七冊
元禄七年版四周単辺迦・７×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行
数・寸法等不明

加江戸鹿の子刊横本六冊
貞享四年版四周単辺８．３×皿・２センチ半丁十行柱刻

挿絵の丁ゆえ行

﹁鹿子巻一三﹂底本は一丁分を二分して上下に貼る

第三類西鶴本
創武家義理物語刊
刊大
大本
本六
六冊
冊

四

周単
単辺
辺肥
肥・
・７
７×
×Ｍ
Ｍ・３センチ
貞享五年版四四周
数等不明柱刻﹁武家義理物語巻一

〃日本永代蔵刊大本六冊

'一一

貞享五年版四周単辺加・９×晦・５センチ半丁十三行柱唾

刻﹁大福新長者教巻二九﹂
粥西鶴織留刊大本六冊

元禄七年版四周単辺四・９×巧・４センチ挿絵の丁ゆえ行

数等不明柱刻﹁世の人心六十六﹂
型好色盛衰記刊大本五冊

貞享五年版四周単辺肥・９×喝・９センチ半丁十一行柱

刻﹁盛衰記一五﹂
溺新可笑記刊大本五冊

元禄元年版四周単辺Ⅳ・９×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

数・寸法等不明柱刻﹁新笑三二十﹂

泌世間胸算用刊大本五冊

元禄五年版四周単辺蝸・６×週・５センチ半丁十行柱刻

﹁胸算用五四﹂
西鶴置土産刊大本五冊

元禄六年版四周単辺肥・４×皿・０センチ半丁十一行柱

刻﹁置土産三﹂
躯西鶴伝授車刊大本五冊

享保元年版四周単辺昭・７×哩・７センチ挿絵の丁ゆえ行

数等不明柱刻判読不能

第四類浮世草子

貞享三年版四周単辺岨・４×週・１センチ半丁十行首書

弱好色伊勢物語刊半紙本五冊

元禄十五年版半丁肥・６×昭・４センチ柱刻﹁風流一□

二十四行柱刻﹁イセー○九﹂角書﹁首書／俗註﹂

羽風流神代巻刊大本六冊

□﹂

拓本朝浜千鳥刊大本六冊

宝永四年版四周単辺四・０×皿・５センチ半丁十一行柱

鋤風流今平家刊大本六冊
元禄十六年版四周単辺四・６×晦・１センチ挿絵の丁ゆえ

刻﹁浜千鳥巻之一こ内題﹁本朝浜千鳥巻之第一﹂

ぼんてうはまちどり

行数等不明

貞享四年版四周単辺魁・７×過・３センチ挿絵の丁ゆえ行

諏女用訓蒙図粟刊半紙本五冊

正徳四年版四周単辺四・０×ｕ・０センチ半丁十二行柱

数等不明柱刻﹁女用三六﹂

皿四民乗合船刊大本四冊
刻判読不能解説に享保二年刊とするが誤りか

元禄三年版四周単辺加・７×Ｍ・３センチ半丁十三行柱

犯人倫訓蒙図彙刊半紙本七冊

宝永二年版四周単辺四・４×晦・１センチ目次の丁ゆえ行

刻﹁人倫二△十四﹂上下半分に仕切って下段に挿絵

犯葉大門屋敷刊大本五冊
数等不明柱刻判読不能

元禄十五年版四周単辺加・０×巧・５センチ半丁十二行柱

調飛鳥川当流男刊大本六冊

元禄十五年版四周単辺四・４×ｎＵセンチ半丁に足りず︑

刻﹁当流男巻一十こ角書﹁洛住人﹂

認女大名丹前能刊大本八冊

行数・寸法等不明

第五類好色本

刻﹁さんけ四○五﹂

宝永四年版四周単辺加・７×Ｍ・９センチ半丁十一行柱

鉛色道餓悔男刊大本六冊

拠小夜衣刊半紙本三冊

虹八棟大島台刊大本六冊

宝永七年版四周単辺面・３×ｎｕセンチ半丁に足りず︑行

元禄十年版四周単辺Ⅳ・７×蚫・１センチ挿絵の丁ゆえ行
数等不明柱刻判読不能同名書に︑天和三年西村市郎右衛門作︑

数等不明柱刻﹁大島台巻五十六﹂

蛇誰袖海刊大本六冊

元禄二年懸河舟也作︵いずれも半紙本五冊︶があるが︑諸目録に
元禄十年刊本を出さず
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皿・５×遁・２センチ半丁十五行柱

過・０×蛸・６センチ半丁十四行

加・９×略・４センチ半丁十五行柱

宝永元年版四周単辺加・０×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行
数等不明

第六類八文字屋本
娼野傾旅
旅葛
葛龍
龍刊
刊横本五冊
正
徳二
二年
年版
版四周単辺
正徳
刻判読不能

傾城禁短気刊
宝永八年版

妬傾城武道桜刊
宝永三年版
刻判読不能

辺 冊 辺 冊

灯兼好一代記刊
元文二年版

妃義経風流鑑刊

四周双辺廻・９×四・７センチ半丁十四行

四周単辺ｕ
ｎ．２×肥・０センチ半丁十四行

五双
冊辺

享保四年版

四周単辺８．５×吃・７センチ半丁十五行柱

⑬五百崎虫の評判 刊横本三冊

正徳五年版

横本五冊

刻﹁れ﹂別にウラのノドに丁付が雨図口凹圏図凹︼のごとくあ

正徳六年版四周単辺ｎ．２×猫・６センチ半丁十四行柱

妬分里艶行脚刊横本五冊

四横四横
周本周本
単五双六
横四
本周

る

刻判読不能

別世間旦那気質刊半紙本五冊

安永三年版四周単辺加・３×略・１センチ挿絵の丁ゆえ行

数等不明柱刻判読不能同年刊の再印本二種のうち
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柱刻﹁貞観駁﹂刊記﹁慈眼久徳刊之﹂

古活字版寛永頃刊四周双辺迦・５×Ⅳ・３センチ半丁十

︵略号ｌ﹁倭﹂︶

上下巻二冊斎藤昌三編田中敬序昭和八年二月書物展望社発行

二行二十四字前後片かな交じり漢字は片かなの附訓活字柱

倭刊聚葉第一輯

限定五十部

刻﹁太平記三十七二十二﹂解説に慶長十年刊とするのは誤

３太平記刊大本二十冊

各種零葉五十種を収録︒ただし︑ｌ五山版﹁雪峯空和尚外集﹄︑２伏見版

﹁貞観政要﹂など五点はコロタイプ印刷による縮小写真︒それゆえ零葉

古活字版慶長十五年刊四周双辺半丁八行十八字刊記﹁以

４日本書紀︵写真︶

ど半丁に満たないものも少なくない︒いずれも刊本であって︑刊年に従っ

勅本板行﹂

の実数は四十五種四十八葉︒Ｍ﹁俵藤太物語﹂︑妬﹃本朝風土記国名﹂な

て配列するが︑幕末さらには明治期の活版印刷にまで至るのが特徴︒印

古活字駿河版慶長二十年刊四周双辺半丁八行十七字有界

５大蔵一覧集︵写真︶

偶数ページに貼り︑奇数ページに活字印刷によって解説を付す︒解説は

成賛堂文庫蔵本

刷の歴史を零葉に托して語らせようとする意図に発したものか︒零葉を

上巻では裏のページ︑下巻では向い側のページに位置している︒これは

６住吉物語︵写真︶

古活字版慶長頃刊無辺半丁十行十七字前後平かな交じり

上巻が袋綴︑下巻が粘葉装になっていることに関わるか︒第一輯と銘う
たれているが︑二輯以下が刊行されたか否かは不明︒斎藤氏は書物展望

活字は嵯峨本風題叢を存し﹁住よし物語上﹂とある笹野堅氏
蔵本

社の社主︒個人の編集発行にかかる稀本零葉集は珍しい︒
底本１１国文学研究資料館︵リ３／略︶

７大毘臓遮那成仏経疏刊半紙本五冊

高野版元和二年三昧院刊無辺字高加・９センチ半丁六行

粘葉装両面刷柱刻が折目のヤマの部分にあるが判読不能一葉

１雪 峯 空 和 尚 外 集 ︵ 写 真 ︶

五山版貞和三年刊か左右双辺半丁十行有界巻末に﹁此

四面が見えるように貼付

元和三年京二条大黒町助衛門版四周双辺加・２×略・４セン

８新刊勿聴子俗解八十一難経刊大本四冊

版留在嵯峨印行﹂とあり東北大学狩野文庫蔵本
２貞観政要︵写真︶

古活字伏見版慶長五年刊四周双辺半丁八行十七字有界
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り

チ半丁十一行柱刻﹁難経巻五三﹂
９下学集刊大本二冊
元和三年版四周単辺泌・３×咽・７センチ半丁七行細字双

行柱刻﹁下学之下廿三﹂

丹緑本とするが︑刊記を﹁寛文九己酉年三月吉日﹂とする絵入十六

行本と思われる

咽よし氏刊大本二冊

寛永正保頃刊無辺字高加・１センチ半丁十行柱刻﹁よし

うち上二﹂同名書が古浄瑠璃にもあるが︑これはお伽草子︒

ただしこの版︑﹁国書総目録﹄にも﹁室町時代物語類現存本簡明目

皿太平記刊大本二十冊
元和八年版四周双辺皿・４×略・７センチ半丁十二行柱

録﹂にも未載︒わずかに﹃古浄瑠璃正本集﹂第六に言及があるの

数・寸法等不明

慶安四年版四周双辺皿・１×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

噛本朝風土記国名刊大本二冊

み

刻﹁太平記廿九十六﹂

ｕ和歌食物本草刊大本二冊
寛永七年版無辺字高四・１センチ半丁十二行柱刻﹁奇本

草下十五﹂
吃塵劫記刊中本四冊

万治元年京田原二左衛門版四周単辺皿・１×Ｍ・４センチ半

Ⅳ算学啓蒙刊大本二冊

匡郭をはみ出している半丁十行挿絵がカット風に文中に入る

丁九行柱刻﹁啓蒙上十五﹂

寛永十年版四周単辺過・４×吃・０センチただし見出語が

柱刻﹁塵四十五﹂一丁を見開にして貼付
刊年不明四周単辺皿・１×酪・８センチ半丁十二行柱刻

刻﹁玉中四十二﹂横本一丁を二分して上下に貼付解説は

寛永頃刊四周単辺ｎ．８×肥・７センチ半丁十行有界柱

肥倭玉篇刊横本三冊

﹁可笑記巻五五十五﹂解説に寛永十九年刊とするが︑それ

寛文年間刊とするが︑カタカナ附訓・十行・四段という特徴をも

週可笑記刊大本五冊

は十一行本︒これは寛永十九年版を底本に各半丁一行分をふやし

とに︑山田忠雄氏﹁本邦辞書史概説附表﹂を検するとき︑寛永

寛文八年版無辺字高巧・２センチ半丁六行柱刻﹁乱下

聰乱曲刊中本二冊

五年版もしくはその刊記削除版と分かる︒後者であろう

て覆刻したもの

Ｍたはら藤太秀郷刊大本二冊
寛文九年版四周単辺ｎ．４×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行
数・寸法等不明解説に﹁秀郷﹂を﹁秀卿﹂に誤り︑また寛永刊
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鋪十五

よし氏
二懇二冊
皿調草妖︒作恭不卵︒

︵上懇︶

年代不眸

十九﹂掲出箇所は﹁花筐﹂一丁を見開にして貼付

別﹇梵文﹈刊大本二冊

寛文九年版四周単辺虹・７×皿・０センチ半丁二行

幻みなしぐり刊半紙本二冊

天和三年版無辺字高巧・７センチ半丁九行柱刻﹁下ノセ﹂

犯日本永代蔵刊大本六冊

貞享五年版四周単辺加・８×ｎＵセンチ柱刻﹁大福新長者

教巻一五﹂
西鶴織留刊大本六冊

元禄七年版四周単辺四・８×ｎＵセンチ柱刻﹁世の人心三
七﹂

一ページに西鶴本二葉を貼付いずれも半丁に足りず︑行数・寸
法等不明

配当世曾我高名松刊大本五冊

正徳頃刊か八文字屋本四周双辺加・１×ｎＵセンチ半丁

に足りず︑行数・寸法等不明

型島原記刊大本三冊

宝永元年版四周単辺幻・７×蛆・７センチ半丁十五行柱

刻﹁嶋原下四﹂

妬絵本太閣記大全刊中本七冊

宝永七年版四周単辺妬・０×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

数・寸法等不明柱刻﹁太七ノ巻四﹂浄瑠璃六段本
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天明八年版四周単辺阻・３×廻・２センチ半丁九行柱刻

詔蘭学階梯刊半紙本二冊

宝永八年版四周双辺週・１×四・５センチ挿絵の丁ゆえ行

﹁蘭学階梯巻下二十﹂

妬傾城禁短気刊横本六冊
数不明丁付はノドに目團圓目Ⅲ闇Ⅲ幽凹日のごとくある

弘趣極彩色百人一首刊大本一冊

天明年間刊四周単辺加・６×Ｍ・９センチ半丁に人物一人

世間母親容気刊半紙本五冊
宝暦二年版四周単辺四・６×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行

を当てて肖像と狂歌一首を配する木版多色刷

調瀦金草畦刊中本合二十五冊

﹁和蘭語法解序三﹂

文化九年版四周単辺面・３×過・２センチ半丁八行柱刻

犯和蘭語法解刊半紙本三冊

一ページに酒落本二葉を貼付

しト書は双行丁付はウラのノド下部に﹁廿二﹂とある

文化三年版四周単辺皿・６×８．８センチ半丁八行︑ただ

著鎖船頭深話刊小本一冊

寛政六年版四周単辺巧・２×加・０センチ半丁八行

諏北郭鶏卵方刊中本一冊

一丁に花鳥それぞれ一を配したものか木版多色刷

文化二年京西村宗七版四周単辺Ⅳ・９×過・７センチ見開

調花鳥写真図彙刊半紙本六冊

文字なし

享和元年版四周単辺珀・９×Ｍ・４センチ半丁十行柱に

弱異人恐怖伝刊大本三冊

数・寸法等不明初印本は寛延五年鱗形屋孫兵衛︑芳野屋八郎兵
衛刊

肥五元集刊大本四冊
宝暦二年版無辺字高過・６センチ半丁十行柱刻﹁○十
一一﹂

羽広大和本草刊半紙本十二冊

宝暦五年版四周単辺焔・０×過・８センチ半丁十行柱刻
﹁広大和本草巻八○三﹂
鋤祇園祭礼信仰記刊半紙本一冊

宝暦七年版無辺字高岨・７センチ半丁十行丁付はウラの
ノドに屑隅州尉同国山のごとくある浄瑠璃丸本

瓢解体新書刊大本六冊
安永三年版四周単辺加・９×Ｍ・５センチ掲出箇所は挿画
︵ママ︶

柱刻﹁○解体新書巻○十七﹂
犯紅毛雑話刊半紙本五冊
天明七年版四周単辺Ⅳ・２×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行
数・寸法等不明

68

天保五年版四周単辺晦・６×ｎ．０センチ八編と二十三編
をそれぞれ半丁ずつ貼付合巻本

如破れ家のっ蔓くり話刊大本三冊

木活字本弘化四年版四周単辺岨・６×哩・４センチ半丁
十行有界片かな交じり句点あり柱刻﹁破レ家ノッ︑クリ

話巻三七﹂
虹海外人物輯刊大本二冊
嘉永七年版四周単辺皿・３×ｎＵセンチ半丁に足りず︑行
数・寸法等不明木板多色刷

蛇英語菱刊中本二冊
文久元年版四周単辺ｕ・７×９．３センチ半丁八行二段有

界柱刻﹁英語菱人倫九﹂見開一丁を貼付
仏語明要刊大本五冊
元治元年版四周単辺翠・２×Ｍ・８センチ半丁二十五行二
仏仏
語語明要巻之三二十三達理堂蔵版﹂
段︵横
横組
組︶
︶柱
柱刻
刻﹁﹁
︵縦組︶フ
フラ
ラン
ンス
ス語
語は
は横書日本語は縦書にする

横浜吉原細見刊横本一冊
明治二年版四周単辺加・５×遁・５センチローマ字入り︑
スペルに誤りの多いのがご愛矯

妬挿訳英吉利会話 篇 刊 中 本 四 冊
明治五年版四周単辺週唱
・・６×９．５センチ各半丁七行有界
︵横組︶柱刻﹁英会話挿
挿訳
訳巻之四廿二﹂︵縦組︶

妬蠣鹿児嶋征討全記刊四六判

活版和紙片面刷明治十年版四周双辺皿・９×ｎＵセンチ

半丁に足りず︑行数・寸法等不明六︑七丁一綴でおよそ五日目

ごとに発行されたものという

鞭沖縄対話刊半紙本二冊

活版和紙片面刷明治十三年版四周双辺姐・１×廻・２セン

チ半丁十二行

妃新体詩歌刊袖珍判一冊

活版両面刷明治十六年和楽堂発行一ページ十一行

鯛報翻訳文範刊四六判十二冊

活版両面刷明治十六年版横組

別新小説︵雑誌︶刊Ａ５判
活版明治二十一年版
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稀本零葉
︵略号Ｉ﹁稀一〜六﹂︶

■稀本零葉第一輯

第一類足利期又はそれ以前の刊本

五山版足利初期刊四周単辺咽・８×哩・０センチ半丁十

１排韻増広事類氏族大全刊半紙本十冊

月例会の席上配布された零葉を︑会員各自が目次に従って並べかえたも

六行有界柱刻﹁庚七七﹂

五輯五冊別に番外一冊訪書会編昭八年〜十八年部数等不明

の︒それゆえ凡例・奥付に類する書誌的記述を欠き︑詳細は不明︒奇数

る︒零葉は原則として一丁表裏両面を存し︑乱れ版﹁源平盛衰記﹂︵第二

チ半丁十三行有界柱刻﹁伝第七三﹂刊記﹁貞和戊子

五山版︵覆元版︶貞和四年刊左右双辺躯・１×晦・１セン

２景徳伝燈録刊大本十五冊

輯６番︶は古活字・整版各一丁を貼るなど︑周到な配慮がある︒所収点

重刊子東山天潤庵玉峰刊行﹂

ページに零葉を︑向い側のページに謄写版刷りの比較的長文の解題を貼

数は︑第一〜五輯各五十点か︒第四輯三十九点︵目次は五十点︶︑第五輯

第二類古活字版

二十三点と零葉の数が少ないのは︑しばしば現われる例会欠席を意味す
る書込みと無関係であるまい︒ほぼ目次に従うものの︑多少の出入りが

３太平記刊大本四十冊

古活字版慶長十四年刊字高

ある︒配列は各輯︑古版本︑古活字版に始まり︑年代ごと︑ジャンルご
ととするが︑第三︑五輯︵いずれも目次欠︶はこの原則に外れる︵配布

一字平かな交じりウラのノドに﹁廿八之二十二﹂とある刊

・２センチ半丁十行十九〜二

の順に従ったものか︶・番外一冊は底本独自のものらしい・所収四十二点

記﹁慶長巳酉年陽月既望存庵践才雲刊之﹂

センチ半丁十行二十二字有界柱刻﹁文選七五﹂いわ

古活字版︵覆宋版︶慶長十二年刊四周双辺塑・８×略・４

５文選刊大本三十一冊

﹁文句一四﹂

古活字版寛永頃刊字高加・５センチ半丁七行十七字柱刻

４妙法蓮華経文句刊大本十冊

は他輯に収めるところと重複するが︑多くが巻首または巻末︑すなわち
内題や尾題︵あるいは刊記︶等を含む丁︒これは不公平を恐れて配布を
避けた丁の集積か︒そうすると︑底本は幹事役の旧蔵だったことになる︒
第五輯冒頭に伴直方自筆草稿一葉を貼るが︑これは﹃名家真蹟譜﹂︵昭過

〜略訪書会︶からの混入︒よってこの一葉を除外した︒なお本零葉集に
限って通し番号をやめ︑整理番号を一冊ごと改めた︒
底本Ｉｌ国立国会図書館︵○二二・三／園一四一／六︶

ゆる直江版
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光悦取坤嘔曲

腰准

寛砺︑︒包胚 ■ ・ 低 価 の Ｅ 率 ︑ 俺 蘭 子 ７ ．
寅蜘〃舷ＥＬＴ■竃疲卿雷ｒの陀回間のび句へ血匹叱足とｚ刷れて侭

隼前列

州制一どの囚幽で■８座ワ便ふうＴ︐ピリ４丁︒円し＆鉱何回且瞳の色目う興測崎

唾上卒Ｆ叉脚■韮母−低み写とＬｎＭｎｔＢり感ず・５文し履舞も９子外白

加︾く弼苛７．

︽佃﹄一働兀︶あり叉宕一な艮今一

由脾し︽何曲０

へて侭ワコす︒睦ｒの訂画材Ｈｂｊく充髄の切り山判能Ｅ＄も廊・﹄了一用・学とご

かｒｇワゴＪ〆曼兵甸一白色該混↑いりり球団４◇畠︒︐し勘圃ゑぢで４つ２尾且必鴎

兎十回けり？＄庇舎
両一・一低い風﹄一徹寺沁八︾４り３１．陀色ロ凹勵上︑吻一萬唾やＢ裸恢今酢十ｍ︲鰹．

Ａ︑︐星しめいＩ・危坐脚できＭ向刈ｔ４ｆＥ罷吋当ロム︒

役１１
﹃一襖

マ蕊

６吾妻鏡刊大本五十一冊

古活字版慶長元和頃刊四周双辺躯・５×Ⅳ・４センチ半

丁十二行二十二字柱刻﹁東鏡十七四﹂

７伊勢物語刊大本二冊

古活字版嵯峨本慶長十三年刊無辺字高配・６センチ半

丁九行十七八字平かな交じり柱刻なし素然花押本

８春秋経伝集解刊大本十五冊

古活字版慶長頃刊四周双辺加・３×焔・３センチ半丁八

行十七字有界柱刻﹁左氏五三七﹂
９平家物語刊大本十二冊

古活字版寛永頃刊四周単辺躯・５×蝿・８センチ半丁十

二行二十三〜二十五字片かな交じり柱刻﹁平家巻四七﹂

加山中常盤刊大本一冊

古活字版慶長元和頃刊絵入丹緑筆彩色無辺字高迦・３セ

ンチ半丁十行十九字前後平かな交じり丁付はオモテのノド

にあるが︑判読不能挿絵面のみ四周単辺四・０×Ｍ・２センチ

︑謡本刊半紙本一冊

古活字版嵯峨本慶長頃刊無辺字高明・０センチ半丁七

行十三字前後柱刻なし観世流謡本百番のうち曲名は﹁俊寛﹂

列葉装表紙本文共厚手胡粉引きの料紙に雲母模様摺りの特製本

哩謡本刊半紙本一冊

古活字版嵯峨本刊年不明無辺字高田・５センチ半丁七
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一
一
一
一

ー

行十三字前後観世流百番のうち曲名は﹁百万﹂列葉装胡粉
引き色変り料紙上製本

刻﹁源氏四○三﹂
肥男色大鑑刊大本八冊

古活字版嵯峨本刊年不明無辺字高明・０センチ半丁七

淀屋橋筋／書林深江屋太郎兵衛／京二条通山崎屋市兵衛／板

刻﹁大一二﹂刊記﹁貞享四丁卯年正月吉日／大坂伏見呉服町

貞享四年版四周単辺加・３×略・４センチ半丁十二行柱

行十三字前後観世流百番のうち曲名は﹁関寺小町﹂袋綴並製

行﹂とあって︑その後に﹁江戸日本橋青物町万屋清兵衛﹂

過謡本刊半紙本一冊

本

四好色江戸紫刊半紙本五冊

貞享三年版四周単辺Ⅳ・７×昭・３センチ半丁十二行柱

皿曾我物語刊大本十二冊
古活字版寛永頃刊無辺字高配・５センチ半丁十二行二十

刻﹁紫五十一終﹂刊記﹁貞享三年八月吉日／作者石川

咽・２×過・７センチ挿絵面半丁のみの貼付ゆえ行数等不明柱

元禄八年版京都田中庄兵衛大坂八尾甚左衛門刊四周単辺

別西鶴俗つれつれ刊大本五冊

氏／通油町版本﹂半丁のみ貼付

五から二十八字程度平かな交じり

第三類仮名草子
鴫烏帽子折刊大本二冊
寛文頃刊四周単辺犯・５×遍・８センチ半丁十四行柱刻

刻判読不能

貞享五年版四周単辺皿・１×巧・３センチ半丁十三行柱

﹁ゑほしおり上二﹂

第四類浮世草子

刻﹁大福新長者教巻六十こ刊記﹁貞享五戌辰年正月吉日﹂

皿日本永代蔵刊大本六冊

賂西鶴織留刊大本六冊

犯武家義理物語刊大本六冊

貞享五年版四周単辺蝸・８×皿・５センチ半丁十一行柱

元禄七年版四周単辺廻・９×巧・８センチ半丁十二行柱
刻﹁世の人心五七九﹂刊記﹁元禄甲戌年／三月吉日／江戸万

刻﹁武家義理物語巻四十﹂

元禄五年版四周単辺岨・４×週・８センチ半丁十行柱刻

羽世間胸算用刊大本五冊

屋清兵衛／大坂雁金屋庄兵衛／京上村平左衛門板﹂

Ⅳ風流源氏物語刊大本六冊
元禄十六年版四周単辺加・５×巧・１センチ半丁十行柱
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、

﹁胸算用三十﹂刊記﹁元禄五壬申年初陽吉日﹂

別諸国敵討刊半紙本八冊
元禄七年版四周単辺肥・９×皿・７センチ半丁十二行柱
刻﹁姿五十﹂刊記﹁元禄七申戌年五月吉祥日西沢太兵衛板﹂

妬好色敗毒散刊半紙本五冊
元禄十六年版四周単辺肥・８×過・１センチ半丁十一行柱

刻﹁好色敗毒散巻一○八﹂別に巻一の第哩丁と都合二丁
を貼付

妬都花橘刊半紙本冊数不明

羽出来斎京土産刊大本七冊

延宝五年版か四周単辺迦・１×妬・６センチ半丁十二行柱

刻﹁巻之二十五﹂

鋤東海道名所記刊大本六冊

万治二年版四周双辺皿・０×晦・７センチ半丁十二行柱

刻﹁道行四十三﹂
弧江戸鹿の子刊横本六冊

貞享四年版四周単辺８．３×Ｍ・２センチ柱刻﹁鹿子巻二

二﹂刊記﹁江戸京橋新両替町書林小林太郎兵衛﹂

犯南都名所集刊大本十冊

延宝三年版か無辺字高幻・２センチ半丁十二行柱刻﹁な

刊年不明四周単辺岨・７×昭・８センチ半丁行数十一行柱
刻﹁都花橘一七﹂野間光辰氏﹁初期浮世草子年表﹄元録七

﹁京の花巻之六八﹂

享保頃版四周単辺岨・２×Ｍ・０センチ半丁十一行柱刻

詔山城名所寺社物語刊半紙本六冊

１センチ

ら一十二﹂挿絵の丁のみ匡郭あり四周単辺配・０×蝿．

咽・８×Ｍ・２センチ半丁十行柱

年正月の項に︑﹁都花橘半紙本四冊京都油屋宇右衛門板﹂とあ

新平家物語刊大本八冊
元禄十六年版四周単辺

八﹂

第六類八文字屋本

刻﹁粕都平家物語巻二

第五類古版地誌

拠商人軍配団刊大本五冊

正徳二年版四周単辺加・１×咽・０センチ半丁十一行柱

肥江戸雀刊大本十二冊
延宝五年版四周単辺羽・２×Ⅳ・４センチ挿絵面半丁のた

刻﹁世渡二之巻三﹂

弱歌行脚懐硯刊半紙本四冊

め行数等不明柱刻判読不能刊記﹁延宝五年丁己仲春日武州江
戸住菱川吉兵衛／江戸大伝馬町鶴屋吉右衛門版﹂
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り

宝暦十一年版四周単辺四・５×Ｍ・５センチ半丁十二行柱
刻判読不能

錨傾城風流杉盃刊横本三冊
宝永二年版か四周単辺加・３×略・０センチ半丁十五行柱

刻﹁杉盃口二の巻△六﹂

第七類絵本
蛇和国百女刊大本三冊

元禄八年版四周単辺迦・４×晦・７センチ文字は半丁十七

行師宣絵本

和国諸職絵尽刊大本二冊

貞享二年版四周単辺迦・９×晦・２センチただし︑上辺か

ら約５センチのところで上下に分け︑上部は四周双辺で文字︵職

師風流友三味線刊横本五冊
享保十八年版四周単辺ｎ．０×恥・８センチ半丁十四行柱

人歌合︶︑下部は絵と文字柱刻﹁しょく人上二十﹂師宣絵

刻﹁人倫二△十五﹂蒔絵師源三郎絵

元禄三年版四周単辺加・５×Ｍ・２センチ半丁十三行柱

妬人倫訓蒙図業刊半紙本七冊

丁十三行

奈良絵本元禄頃写か紙の大きさ約巧・３×別・０センチ半

文正草子写横本二冊か

本

刻﹁三之巻友○廿九﹂
犯傾城手管三味線刊横本五冊
享保十一年版四周単辺皿・８×聡・９センチ半丁十五行柱

刻﹁五○八﹂
調其碩置土産刊大本五冊
元文三年版四周単辺刎・０×嘔・３センチ半丁十二行柱

刻﹁巻之三五﹂
蛆傾城情の手枕刊横本五冊

貞享四年版四周双辺肥・８×過・６センチ半丁を上下左右

妬女用訓蒙図彙刊半紙本五冊

付はウラのノドに︻園山Ⅲ回とある﹁野傾旅葛篭﹂の改鼠改題

四面に区切って各一図柱刻﹁女用一十八﹂吉田半兵衛絵

寛保四年版四周双辺昭・０×四・７センチ半丁十四行丁

本

享保八年版四周単辺蛇・７×Ⅳ・７センチ丁付はオモテの

獅百人女郎品定刊大本二冊

刊年不明菊屋版四周単辺皿・９×蛆・１センチ半丁十五行

ノドに同国同図口匡郭は絵の丁のみ文字の丁は無辺半丁六

似野傾旅葛寵刊横本五冊
柱刻﹁五ノ巻四﹂刊記﹁寺町四条下ル丁／菊屋長兵衛﹂

行︵﹇稀六﹈配番をみよ︶西川祐信絵
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蛤姿絵百人一首刊半紙本一冊

丁八行十六字柱刻﹁日本紀五十七﹂

古活字版元和頃刊無辺字高迦・４センチ半丁十二行二十

３大和物語刊大本二冊

ンチのところで横線にて上下に分け︑上段に文字︵百人一首︶︑下

一字前後平かな交じり柱刻なし

元禄八年版四周単辺四・２×Ｍ・４センチ上辺から約５セ

段に絵を配す柱刻﹁姿絵四十こ師宣絵本

古活字版寛永頃刊無辺字高配・５センチ半丁十一行二十

４うつほ物語刊大本二冊

第八類金平本

一字前後平かな交じり柱刻﹁うつほ﹂

６源平盛衰記刊大本二十四冊

二行二十五六字前後片かな交じり柱刻﹁太平記九三﹂

古活字版慶長頃刊四周双辺泥・３×嘔・８センチ半丁十

５太平記刊大本四十冊

鱒公平かぶとろん刊半紙本一冊

金平本天和頃刊四周単辺四・２×ｕ・９センチ半丁十七
行柱刻判読不 能
別武知三浦一二のあらそひ刊半紙本一冊

金平本寛文頃刊四周単辺別・０×必・９センチ半丁十六

古活字版寛永頃刊四周双辺塑・７×亜・４センチ半丁十

﹁盛衰記巻十三十九﹂︵二紙収録︶漢字は振りがな付き活字

行柱刻判読不 能

■稀本零葉第二輯

いわゆる乱れ版で︑整版と活字版の二葉貼付

二行二十五字前後片かな交じり柱刻﹁盛衰記巻十四八﹂

第一類足利期又はそれ以前の刊本

７漢書刊大本五十冊

古活字版寛永五年刊四周双辺皿・７×妬・６センチ半丁

１論 語 刊 大 本 二 冊
天文二年版阿佐井野氏刊四周単辺加・７×Ⅳ・６センチ半

十行十七字柱刻﹁前漢誌八上八﹂刊記﹁寛永第五戊展暦菊

行十七字有界柱刻﹁後漢志二十八﹂

古活字版寛永中刊四周双辺皿・８×咽・６センチ半丁九

８後漢書刊大本三十冊

月廿一日紗洛陽本能寺前刊行焉﹂

丁七行十四字有界柱刻﹁九﹂いわゆる﹁天正版論語﹂

第二類古活字版
２日本書紀刊大本三十巻三十冊︵あるいは十五冊︶

古活字版元和寛永頃刊四周双辺加・５×Ｍ・２センチ半
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９山谷詩集刊大本四冊
古活字版元和頃刊か四周双辺犯・２×Ⅳ・１センチ半丁
九行十八字柱刻﹁山谷巻八五﹂
加東波先生詩刊大本二十五冊

古活字版慶長中刊四周双辺迦・６×面・２センチ半丁九

行十五字有界柱刻﹁波詩四八﹂解説の標題は﹁増刊校
正王状元集註分類東玻先生詩﹂

ｕ三略秘紗刊大本三冊
古活字版元和寛永頃刊四周双辺皿・１×遍・５センチ半
丁十三行二十四字片かな交じり柱刻﹁三略上二﹂

第四類仮名草子
喝よだれかけ刊大本二冊

刊年不明四周単辺皿・０×Ｍ・９センチ半丁十行柱刻﹁よ

たれかけニノ十二﹂巻二の末に﹁胄慶安元著雍困敦稔星

鳥中涜楳條軒﹂の奥書あり

聡名女情比刊大本五冊

延宝九年版四周単辺四・８×妬・０センチ半丁十一行柱

刻﹁名巻之四十六﹂

第五類浮世草子︵八文字屋本︶

Ⅳ好色一代男刊大本八冊

天和二年上方版四周単辺加・１×晦・３センチ半丁十一行

哩格知余論抄刊大本五冊か
古活字版元和頃刊四周双辺創・８×巧・５センチ半丁十

柱刻﹁男四六﹂別に同巻第犯丁︵挿絵︑裏白︶の都合二丁

別好色大和嘆がほ刊半紙本四冊

かき筆四一﹂

元禄頃刊四周単辺略・０×哩・０センチ半丁八行柱刻﹁文

四好色文書筆刊半紙本四冊

刻﹁桜蔭巻二九﹂

元禄二年版四周単辺岨・９×巧・６センチ半丁十二行柱

咽本朝桜蔭比事刊大本五冊

を貼付

二行二十四五字片かな交じり柱刻﹁格致抄一二﹂

第三類近世初期整版本
咽易林本節用集刊大本二冊
慶長頃刊四周単辺犯・７×肥・１センチ半丁七行柱刻﹁節

用集二十四﹂
Ｍ謡本刊半紙本一冊
元和卯月本元和六年刊無辺字高鴫・９センチ半丁八行
観世流百番のうち曲名は﹁たまかつら﹂胡蝶装

元禄前後刊四周単辺肥・１×昭・４センチ半丁十一行柱
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刻﹁一十一﹂
皿日本新永代蔵刊大本六冊
正徳三年版四周単辺加・２×ｕ・８センチ半丁十一行柱
刻﹁日本新永代蔵巻一○九﹂

犯好色旅日記刊大本五冊
貞享四年版四周単辺四・７×Ｍ・１センチ半丁十一行柱

刻﹁日記三十三﹂

羽色道繊悔男刊大本六冊
宝永四年版四周単辺加・７×蝿・１センチ半丁十一行柱
刻﹁さんけ四○七﹂
別新武道伝来記刊大本五冊
宝永三年版四周単辺四・６×皿・３センチ半丁十一行柱

刻﹁新武道巻二六﹂

第六類古版地誌
詔京童刊大本六冊

明暦四年版四周単辺加・４×賜・０センチ半丁十一行柱

刻﹁二巻十四﹂
調河内名所鑑刊大本六冊

延宝七年版西村七郎兵衛刊四周単辺ｎ．７×妬・５センチ

半丁十一行柱刻﹁河内鑑巻四廿二﹂

訓故郷帰の江戸咄刊大本六冊

貞享二年版か四周単辺創・７×賜・７センチ半丁十二行柱

刻﹁江戸咄五○五﹂

第七類絵本

皿大和絵づくし刊大本三冊

延宝八年版四周単辺認・３×略・６センチ上辺四・七セン

弱傾城難波土産刊横本五冊
宝永七年版四周単辺加・４×略・１センチ半丁十五行柱

チに横線上部が文下部が絵文は半丁十六行柱刻判読不能

鉈ふくざっしよ刊大本一冊

大伝馬三丁目鱗形屋二左衛門﹂師宣絵本

刊記﹁延宝八庚申年五月上旬大和絵師／菱川吉兵衛尉／板本所／

刻﹁なにはみやけ三▲二﹂

妬義経風流鑑刊横本五冊
明和四年大坂升屋版四周単辺ｎ．２×Ⅳ・８センチ半丁十

四行柱刻﹁義経五巻十二﹂正徳五年八文字屋版の求版本

貞享四年版か四周単辺加・１×巧・７センチ半丁を五区分

し︑各区分上部は挿絵柱刻﹁五﹂巻末に﹁さるゑんをもとめ

訂兼好一代記刊横本五冊
元文二年版四周単辺過・１×四・５センチ半丁十四行丁

此書を懇望して強にうつしとり菱川の画工にたよりて絵を図し板

あながち

付がウラのノドに︒引釧詞剖州判調判別創出とある
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︵ママ︶

行しむるのみ日本絵菱川／三月吉日柏屋与市﹂とあり師宣
絵本

調東海道分間図刊折本五帖
元禄年中刊無辺丹緑手彩色一折の大きさ妬・５×Ｍ・５セ

ンチ師宣図

詔日待ぱなしこまざらひ刊中本二冊

寛文頃刊か四周双辺酪・０×哩・０センチ半丁十二行柱

刻﹁はなし上八﹂

第十類古版歌謡書
釣松の葉刊半紙本五冊

元禄十六年版四周単辺岨・６×週・５センチ半丁十行丁

弘彩画職人部類刊大本二冊
天明四年版四周単辺加・３×晦・８センチ下部に絵上部

付はウラのノドに﹁五ノ十三﹂とある

刻﹁五五﹂

宝永七年版四周単辺肥・０×過・２センチ半丁十二行柱

如松の落葉刊半紙本六冊

に文散らし書文は半丁十四五行柱刻なし明和八年版の再刻
本

第八類金平本

第十一類古武鑑

弱やうめい天王恋のまき刊半紙本一冊

元禄頃刊か四周単辺岨・２×Ｍ・０センチ半丁十七行柱

虹古武鑑刊横本二冊

数不定柱刻﹁九﹂

貞享四年版松会刊四周単辺皿・５×晦・７センチ半丁行

娼丁卯江戸鑑刊横本二冊

定柱刻﹁上十﹂

延宝八年以前刊四周単辺９．２×Ｍ・７センチ半丁行数不

蛇古武鑑刊横本二冊

有界柱刻﹁廿二﹂

元禄十四年以前刊四周単辺加・７×略・３センチ半丁九行

刻﹁さんろ﹂

妬子四天王北国大合戦刊半紙本一冊

寛文二年版四周単辺廻・７×Ｍ・３センチ半丁十六行柱
刻﹁ほっこぐ十五﹂

第九類咄の本
訂醒睡笑刊中本三冊
慶安元年版四周単辺嘔・９×吃・０センチ半丁九行柱刻
﹁醒睡下五﹂刊記﹁慶安元華歳初秋吉日﹂
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第十二類雑

丹緑本

加・９×蛎・９センチ半丁十二行柱刻

曾我物語刊大本
一二
而冊
大十
本十
寛永頃刊四周単辺
﹁曾我巻三十六﹂

丁六行柱刻﹁千字文一七﹂刊記﹁慶長丙午歳春枝開板﹂
別妙法蓮華経写

正徳頃刊か四周単辺Ⅲ・７×珊・５センチ半丁十五行柱

・６×皿・０センチ半丁

平安末〜鎌倉初写紺紙金泥四周及び界線は銀天地岨・７セ
ンチ一行十七字

■稀本零葉第三輯

幅かけきよ刊大本二冊
明暦四年版四周単辺皿・４×略・２センチ半丁十四行丁

１三十六歌仙刊大本一冊

に歌仙図一図︑和歌一首六行書

元和寛永頃刊嵯峨本四周単辺

付がオモテのノドに﹁景下八﹂とあり刊記﹁明暦四年戌九月吉

日山田市郎兵衛開板﹂舞の本三十六番のうち
妬墹繍 書 籍 目 録 刊 横 本 二 冊

界柱刻﹁九十三﹂︵陰刻︶刊記が︑上巻々頭総目録の終りに﹁寛

刻﹁二之巻十三﹂﹁魂謄色遊懐男﹂︵其碩作五巻五冊︶の

２色道仮寝枕刊横本三冊

文十庚戌季秋吉旦／江戸本町三丁目西村又右衛門／京寺町誓願

改題本但しかなルビに異同があり︑覆刻本の介在が考えられる

寛文十年版四周単辺皿・７×略・４センチ半丁十一行有

寺前西村又左衛門﹂とある

３古武鑑刊中本一冊

寛文十年版四周単辺巧・６×皿・０センチ半丁十二行有

鞭能之訓蒙図彙刊横本四冊
貞享四年版四周単辺９．２×Ｍ・７センチ半丁十一行有

界柱刻判読不能刊記﹁寛文十庚戊年六月吉辰通塩町七兵衛板﹂

︵ママ︶

界柱刻﹁十日﹂

４古武鑑刊横本二冊

貞享頃刊四周単辺ｍｏ５×晦・７センチ半丁十二行前後有

妃日本異国往来記刊 半 紙 本 二 冊

元禄九年版四周単辺Ⅳ・３×哩・２センチ半丁十五行柱

界柱刻判読不能﹁五十一本所御奉行﹂の記事未刻

古活字版寛永頃刊四周単辺詔・３×ｒ・０センチ半丁十

５隆興仏教編年通論刊大本十四冊

刻﹁異國往来記下五﹂

蛆四体千字文刊大本一冊
慶長十一年刊白文︵陰刻︶その寸法塊・９×Ⅳ・２センチ半
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ｕ塵滴問答刊大本一冊

古活字版元和頃刊無辺字高配・５センチ半丁十一行二十

一行二十一字有界柱刻﹁編年巻廿七﹂見開きでない半
丁を二葉貼付もう一葉は柱刻欠所収零葉は︑刊本の表紙裏貼

字平かな交じり

過伽嫁子刊大本十三冊

刻﹁可笑記巻二十﹂

寛永十九年版四周単辺虹・０×蝿・５センチ半丁十一行柱

皿可笑記刊大本五冊

に使用されていたもののごとく︑他丁︵他本︶が重なって刷られ
たと思しき汚れが見える

６可笑記刊中本五冊
万治二年版四周単辺Ⅳ・１×哩・２センチ半丁十二行柱

刻﹁可笑記巻四五十﹂絵入本後印か

寛文六年版四周単辺翠・３×巧・２センチ半丁十二行柱

刻﹁伽子巻十三八﹂刊記﹁寛文六練暦三月吉日／寺町通円福

７−目玉鉾刊大本四冊
元禄二年版四周単辺犯・６×鴫・９センチ半丁十六行柱

寺前町／秋田屋平左衛門板本﹂

ｕ舞台三津扇刊横本五冊

刻﹁一目玉鉾巻四八﹂刊記﹁元禄二年巳正月吉日／大坂
高麗橋心斉橋筋南入町／雁金屋庄左衛門板﹂

享保七年版四周単辺９．５×皿・５センチ半丁十五行柱
刻﹁十八﹂

８風流好色十二段刊大本六冊

元禄十五年版四周単辺加・３×Ｍ・５センチ半丁十行柱

巧妙法蓮華経刊八巻

︵不明︶

春日版室町中頃刊か無辺字高加・２センチ一行十七字

略大般若経刊六百巻

料紙黄紙

春日版鎌倉中後期刊無辺字高別・８センチ一行十七字

刻﹁十二段四七﹂別に巻五の第巧丁オモテ半丁の都合一
丁分を貼付

９︹逸題浮世草子︺刊半紙本冊数不明
元禄七年版四周単辺Ⅳ・６×過・４センチ半丁十一行柱
刻﹁志四十二﹂解題は﹁好色四季ぱなし﹂と推定するが誤

行間に︑﹁四百内五峡一口十四﹂とあり丁付ならん

寛永八年版無辺字高恥・８センチ半丁九行柱刻﹁下

二十二字前後平かな交じり二種の活字を混用する

古活字版元和寛永頃刊無辺字高配・１センチ半丁十二行

Ⅳ源氏小鏡刊大本三冊

六﹂叩と次の皿の解題挿しかわる

叩昨日は今日の物語刊中本二冊

り
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肥東波先生詩刊大本二十五冊

五山版南北朝頃刊左右双辺四・７×吃・８センチ半丁十

挿絵のみ半丁分刊記﹁三人ほうし下終西村屋新版﹂

溺蜑釣舟集刊横本三冊

延宝二年版四周単辺︑・８×咽・４センチ半丁十六行柱

︵不明︶

一行有界注文双行柱刻﹁口二十三三十二﹂覆宋元版

刻﹁春七﹂貞門の撰集の中でも︑早く散逸書とされ︑僅か

するにすぎなかった撰集

に﹃詞林金玉集﹄︵延宝七年成立︶の所収句から︑その面影を想像

か解説の標題は﹁鍔元蘇東波詩集﹂

廻都ひゐながた刊半紙本五冊
元禄四年版四周単辺昭・９×週・８センチ丁付はオモテの

恥役者胎内捜刊横本三冊

宝永六年版四周単辺９．７×Ｍ・６センチ半丁十五行柱

ノドに﹁都雛五ノ九﹂とある伝本稀刊記﹁元禄一三暦辛末春青
陽吉辰月／洛下錦小路通新町西江入町永田調兵衛尉／同三條通

刻﹁三段目□□﹂刊記﹁宝永六年丑三月吉日／ふや町せいぐ

古活字叡山版寛永二年刊四周単辺配・０×酪・５センチ半

科註妙法蓮華経紗刊大本十二冊

わんじ下ル町八文字屋八左衛門板﹂

︵不明︶

油小路東へ入町西村市郎右衛門梓行﹂

鋤男色木目演刊大本六冊
元禄十六年版四周単辺加・６×過・０センチ半丁十二行柱

刻﹁男色木目漬巻一十八﹂

丁十一行十七字から二十字前後柱刻﹁法北五末十三﹂小

型活字を用い︑字間に送りがな︵片かな︶と返り点を付す二種

皿まつら長者刊半紙本一冊
享保頃鱗形屋版四周単辺四・８×週・６センチ半丁十七行

以上の異種活字を混用し︑極めて不揃いに見える

︵不明︶

鋤烏帽子折刊大本二冊

刻﹁五ノ八﹂

慶安三年版四周単辺ｎ．９×肥・０センチ半丁十一行柱

羽片言刊横本五冊

界柱刻﹁六十六﹂刊記﹁慶長壬子季春吉辰﹂

慶長十七年版四周単辺過・１×ｎ．８センチ半丁九行有

泌聚分韻略刊小本一冊

柱刻﹁□□口十一﹂絵入いわゆる六段本
配妙法蓮華経刊八巻
春日版室町初頃刊か無辺字高配・１センチ一行十七字

認会稽曾我物語刊半紙本
正徳享保頃刊か四周単辺加・０×Ｍ・３センチ半丁十二行
行間に節付あり絵入土佐節正本

型三人法師刊半紙本二冊
元禄頃刊か四周単辺巧・９×ｎ．６センチ底本所収零葉は
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訂史記刊大本五十冊

古活字版慶長頃刊四周双辺犯・９×Ⅳ・２センチ半丁八

寛永頃刊か無辺字高加・１センチ半丁十行柱刻﹁烏帽子
折二﹂挿絵の丁のみ四周単辺Ⅳ・９×蚫・９センチの匡郭

行十七字有界注文双行柱刻﹁史記紀六七﹂

丁九行十七字柱刻﹁正宗洞九﹂

古活字版慶長十三年刊四周双辺加・１×晦・６センチ半

犯五家正宗賛刊大本四冊

あり丹緑本
釧愛敬昔色好刊横本三冊
正徳四年版か四周単辺ｎ．１×Ⅳ・８センチ半丁十四行

蛇大日本いろはの始 刊 中 本 一 冊

調大仏物語刊大本二冊

寛永十九年版四周単辺迦・５×妬・６センチ半丁十行柱

享保九年版四周単辺咽・５×ｎ．８センチ半丁十七行柱
刻判読不能破損甚し刊記﹁享保九年辰正月吉日大伝馬三町

刻﹁大下十﹂刊記﹁寛永十九年暮春吉日﹂

﹁露はなし二四﹂

元禄四年版四周単辺娼・５×過・９センチ半丁十行柱刻

側軽口露がはなし刊半紙本五冊

目／鶴屋喜右衛門板﹂

調資治通鑑綱目刊大本五十九冊

宋版左右双辺迦・２×巧・２センチ半丁八行有界注文

双行柱刻﹁埜聴通鑑綱目十七九酉余﹂

元禄十二年版四周単辺咽・２×皿・０センチ半丁十六行柱

似北条九代記刊中本七冊

五山版南北朝頃刊か四周双辺蛆・１×ｕ・５センチ半丁

刻判読不能

弘碧巌録刊大本五冊

十一行有界柱刻﹁碧岩三五﹂

蛇倭玉篇刊大本三冊

慶長十五年版か四周双辺加・６×Ⅳ・０センチ半丁七行有

弱論語刊大本二冊
古活字版慶長頃刊四周双辺皿・６×晦・２センチ半丁七

界柱刻﹁和玉篇巻十一廿一﹂

円悟心要刊大本四冊

し底本所収零葉は︑八行のみにて︑四行分の余白を残す半丁︶

宝永八年版四周単辺加・０×Ｍ・７センチ半丁十二行︵但

粥忠義武道播磨石刊半紙本六冊

行十七字有界注文双行柱刻﹁論語七六﹂若干の異種
活字を交ぜる

弱好色訓蒙図彙刊小本三冊
貞享三年版四周単辺昭・２×９．７センチ半丁十行柱刻
﹁二十六﹂
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別釈迦の本地刊大本三冊

寛文二年版か四周単辺加・５×晦・９センチ半丁十三行柱

古活字版寛
寛永
永三
三年
年刊か四周双辺躯・７×蛎・３センチ半
丁十一行二
柱刻﹁心要上十七﹂二種の異種活字が混
十十
字字柱

刻﹁釈迦本地中十八﹂あるいは刊記を削った後印本か

底本欠︵寛永十年刊︶

１義経記

第一類古活字版

■稀本零葉第四輯

用される

妬観心十二部経刊大本
古活字叡山版元和頃刊か四周単辺躯・８×晦・２センチ半

丁十行
行二
二十
十字
字柱
柱刻刻﹁観心謂経法田口﹈
妬傾城色三
三味
味線
線刊
刊横
横本
本五冊
元禄十四年版四周 単辺ｎ．７×略・８センチ半丁十五行柱

刻﹁岡之
之巻
巻色
色三
三味線四﹂

２沙石集刊大本十冊

古活字版元和四年刊四周単辺羽・０×陥・８センチ半丁

竹斎刊大本二冊
寛永年中刊無辺字高虹・２センチ半丁十一行柱刻﹁竹斎

十二行二十八字前後片かな交じり柱刻﹁沙石二上五﹂

八行十七字有界柱刻﹁山谷十五十二﹂

古活字版慶長頃刊か四周双辺皿・３×噛・５センチ半丁

６山谷詩集注刊大本十冊

丁八行十七字柱刻﹁史記傅一十五﹂

古活字版慶長元和頃刊四周双辺皿・５×聡・８センチ半

５史記刊大本五十一冊

底本欠

４孟子抄

底本欠

３花伝書

上三十﹂版木が欠けたのか︑第瓢丁ウラ七・八・九行の各
末尾文字が︑二ミリ弱づっ欠けている

蛆施氏司馬法講義刊大本四十二冊

古活字版元和頃刊四周双辺四・７×晦・３センチ半丁十
行二十字段落の初行以外は行頭を一字下げて︑一行十九字詰

柱刻﹁司馬講義二十二﹂整った版式である
⑲新可笑記刊半紙本五冊
元禄元年版四周単辺Ⅳ・８×蝿・３センチ半丁十一行柱
刻﹁新笑五二十二﹂刊記﹁元禄元戊辰十一月吉日／江戸日

本橋万屋清兵衛／大坂真斉橋筋呉服町角岡田三郎右衛門板
行﹂
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古活字版慶長元和頃刊か四周双辺
十九﹂慶長から寛永に

皿・６×遍・３センチ半

７名医類案刊大本十冊

丁十一行二十二字柱刻﹁類按巻三
かけて医書を出版した梅寿刊行

喝伊勢物語
底本欠︵伝光悦本︶

Ｍ義経記
底本欠︵丹緑本︶

第三類仮名草子

８
済眉
民附
略〆
方干
刊拶オ
横一
本二
三冊
ｆ穆
四双
周双
古活字版元和寛永頃刊か四周
辺辺
ｎｎ
．．
００
××
ⅣⅣ
・・
３３センチ半

一行十二

十行柱刻﹁中十四﹂

承応三年林長衛門版か四周単辺魁・９×Ｍ・７センチ半丁

岨毘沙門天王之本地刊大本三冊

刻判読不能

寛永頃刊か四周単辺飢・４×蝿・１センチ半丁十一行柱

肥熊野の本地刊・大本三冊

衛板﹂

刻﹁あさかほ□□﹂刊記﹁寛文四甲辰年三月吉日／山本九兵

︵不明︶

寛文四年版四周単辺犯・２×妬・９センチ半丁十四行柱

Ⅳあさがほ刊大本二冊

刻﹁ふんしやう上六﹂刷り鮮明初刷本か

寛文四年版四周単辺皿・５×猫・８センチ半丁十一行柱

蛆文正草子刊大本二冊

柱刻判読不能巻末に﹁松会開板﹂とあるよし紙質悪し

寛文延宝頃刊か四周単辺迦・７×略・１センチ半丁十四行

過ものぐさ太郎刊大本二冊

七﹂
丁十一行二十字柱刻﹁維摩口八七﹂

ｎ大般浬梁経刊折本三十巻
古活字天海版寛永年中刊無辺字高ｎ．８センチ
字天海版一切経のうち

岨︹印信集︺刊冊数不明
古活字高野版寛永頃刊か無辺字高過・４センチ
字小型活字を用いて︑送りがなを行間に植字する

第二類近世初期整版本

一行十七

８Ⅳ
×・
Ⅳ・
古活字叡山版元和二年刊四周双辺魂・魂
８・×
７７センチ

加維摩経略疏刊大本十冊

半丁十行二十 字 柱 刻 ﹁ 秀 句 中
二十
十四
四﹂
﹂
本本二

古活字叡山版元和寛永頃刊四
四周
周双
双辺
辺犯
犯・８
８×
×巧
巧・５センチ

９法華秀句刊大本五冊

梅寿刊行になるか

丁十三行十二字注文双行柱刻﹁署
署方
方下
下七
七﹂
﹂７と同じく

半
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書林大坂本町壱丁目／松寿堂万屋彦太郎板行﹂

刻﹁當世乙女織巻之七四﹂刊記﹁宝永三丙戌年正月吉日／

宝永三年版四周単辺加・７×巧・７センチ半丁十二行柱

羽当世乙女織刊大本七冊

底本欠

記当世御伽曾我

刻判読不能

寛延二年版四周単辺四・９×鴫・９センチ半丁十二行柱

義貞艶軍配刊︲大本五冊

刻﹁ヤヶイ三ノ巻十二﹂

正徳二年版四周単辺加・７×略・７センチ半丁十五行柱

︵不明︶

刻﹁武四□﹂

正徳二年版四周単辺別・１×皿・９センチ半丁十三行柱

元禄ごろ西村屋版四周単辺巧・９×皿・０センチ半丁十六

沁野傾旅葛寵刊横本五冊

卯三人法師刊小本二冊
行柱刻﹁三人下初十一﹂刊記﹁西村屋新版﹂所収零葉
は下巻第一丁で︑﹁三人ほうし下﹂と内題あり

虹竹斎刊半紙本二冊
寛文頃刊四周単辺妬・１×ｎ．９センチ半丁十四行柱刻

﹁ちくさい上十六﹂︹稀三︺卿番とは別版
躯本朝廿四孝刊半紙本三冊
元禄十年版四周単辺Ⅳ・７×喝・５センチ半丁十一行柱
︵不明︶

刻﹁本朝二十四孝巻下□﹂刊記﹁元禄十丁丑年正月吉日／
絵師鳥井庄兵衛／平野屋松倉宇兵衛／開板﹂初版初刷本の零
葉か

第四類浮世草子

鋤今川当世状刊大本六冊

正徳三年版四周単辺別・９×略・１センチ半丁十一行柱

羽御前義経記刊大本八冊
元禄十三年版四周単辺四・８×妬・６センチ半丁十二行柱

刻﹁今川五之巻︵以下欠損︶﹂所収零葉は中央下部欠

︵不明︶

刻﹁御前義経記巻六□□﹂

釦けいせい伝受紙子刊横本五冊

宝永七年版四周単辺加・８×蝿・６センチ半丁十二行柱

型子孫大黒柱刊大本六冊
宝永六年版四周単辺⑬・３×巧・２センチ目録の丁ゆえ行

刻﹁三之巻紙子十六﹂
底本欠︵宝暦五年版︶

犯栄華遊二代男

数等不明柱刻﹁大黒柱巻六こ所収零葉は︑巻六目録の
しそんだいこぐぱしら

一丁分で︑内題に﹁子孫大黒柱巻之六﹂とあり

弱武道三国志刊大本十冊
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第五類古版地誌及古浄瑠璃本

丁十四行有界柱刻﹁書籍中十三﹂

如新板増補書籍目録刊横本六冊

元禄十一年版四周単辺８．８×Ｍ・０センチ半丁十二行柱

刻﹁新増補目録六二﹂刊記﹁元禄十一年中冬日再板丸

調江戸名所記刊大本七冊
寛文二年版四周単辺皿・１×略・４センチ半丁十一行柱

屋源兵衛刊﹂

付はオモテのノドに□Ｍ四四とある︹紙︺２とは別版

万治三年版四周単辺加・６×蛎・５センチ半丁十二行丁

蛇女諸礼集刊大本六冊

底本欠︵元禄二年版︶

虹太平武鑑

刻﹁江戸名所記巻三十こ
弘︹京町鑑︺刊横本二冊
延宝頃刊か四周単辺９．３×Ｍ・９センチ半丁十八行柱
刻﹁京か畠み舟五﹂刊記﹁山本七良兵衛板﹂
弱刈萱道心

底本欠

正徳五年版四周単辺刎・８×Ｍ・９センチ半丁十行︵但し

偲歌舞名物同異抄刊大本三冊

寛文頃刊四周単辺四・６×﹇ⅡＵセンチ半丁に足りず︑行

所収零葉は八行と余白二行分︶柱刻﹁歌舞名物同異抄中三

拓しんとく丸刊半紙本一冊
数・寸法等不明説経浄瑠璃佐渡七太夫正本か永田有翠旧蔵

十二﹂上々の刷り

十五﹂後印本か

を収める柱刻﹁十一﹂所収零葉は本文なく︑附図一冊のうち

元禄十年版か四周単辺９．１×昭・７センチ半丁毎に二図

妬能仕舞手引刊横本七冊

底本欠︵寛永二十一年版︶

妬犬子集

寛永十九年版無辺字高︑・２センチ半丁十三行柱刻﹁三

鷹筑波集刊横本五冊

本

師北条五代記
底本欠

銘東鑑三代将軍刊半紙本七冊

宝永四年版四周単辺略・０×ｎ．９センチ半丁十七行柱
刻﹁東六十一﹂刊記﹁宝永四年丁亥正月吉日大伝馬三丁目
うろこ形や孫兵衛刊﹂古浄瑠璃

釣新増書籍目録刊横本三冊
天和元年江戸山田喜兵衛版四周単辺７．９×Ⅳ・５センチ半

86

装飾匡郭

靭翠釜亭戯画譜刊大本一冊
天明二年版四周単辺四・９×哩・９センチ半丁一図所収
零葉は﹁音羽治郎三﹂似顔絵

蛆鹿の巻筆刊半紙本五冊
貞享三年版四周単辺肥・９×週・７センチ半丁十一行柱
︵ママ︶

刻﹁鹿一八九﹂
柵鹿の子はなし刊半紙本三冊

元禄三年版四周単辺蛆・３×ｎ．５センチ半丁十二行柱
︵不明︶

刻﹁二十□﹂

３なぞの巻刊中本二冊

宝永頃刊四周単辺岨・４×過・４センチ半丁四行柱刻﹁な

十﹂一丁分を貼付

４風流飛鳥川刊半紙本六冊

刊年不明四周単辺廻・４×皿・４センチ半丁十行柱刻判

読不能宝永三年版﹁新色三シ巴﹂の改題本

５秘蔵宝鎗刊半紙本三冊

高野版室町未刊無辺字高岨・４センチ半丁六行両面刷

一葉を貼付原態は粘葉装か

６古今韻会挙要刊大本十五冊

行小字二十三字双行有界別に小字二行二字分の大字︑括弧付

古活字版慶長頃刊四周双辺迦・５×巧・２センチ半丁八

元禄元年版か四周単辺岨・５×︑ⅡＵセンチ半丁に足りず︑

活字︑白文︵陰刻︶活字等を使用柱刻﹁韻会八七﹂

別︹軽口噺︺刊半紙本五冊

行数・寸法等不 明

７諸国安見回文之絵図刊小本一冊

部に挿絵半丁十六行柱刻﹁四﹂刊記﹁松会開板﹂別に柱

天和頃刊四周単辺吃・９×９．３センチ上下に区切って下
■稀本零葉第五輯

刻を﹁三十﹂とする一丁と都合二丁を貼付

宝暦明和ころ刊四周単辺皿・７×晦・０センチ半丁十行柱

９洞房語園刊大本二冊

刻﹁俗つれノＩ巻一九﹂

元禄八年版四周単辺肥・０×昭・６センチ半丁十一行柱

８西鶴俗つれノ︑刊大本五冊

１新色三シ巴刊大本六冊
宝永三年版四周単辺加・０×皿・４センチ半丁十行柱刻
判読不能

２山谷詩集刊大本四冊
古活字版元和寛永頃刊四周双辺皿・５×珊・７センチ半

丁十行十九字柱刻﹁山谷十八三﹂一丁分を貼付
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刻﹁下舟三﹂
皿幽軽口咄そろへ刊半紙本五冊

延宝七年版四周単辺蛆・１×過・０センチ半丁八行柱刻
﹁にかわらひ三○七﹂

一ハ﹂

Ⅳ保元軍物語刊半紙本三冊

︵開板か︶

元禄宝永頃刊四周単辺り３×ｎⅡＵ半丁に足りず︑行数．

寸法等不明刊記﹁うろこかたや□□﹂古浄瑠璃

元禄十五年版四周単辺加・９×巧・３センチ半丁十行柱

咽風流日本荘子刊大本五冊

元禄十六年版四周単辺Ⅳ・２×喝・４センチ挿絵の丁ゆえ

刻﹁日本荘子巻○一○九﹂

︑軽口御前男刊半紙本五冊
行数等不明柱刻﹁御前おとこ四七﹂

四千尋日本織刊半紙本六冊

宝永四年版四周単辺Ⅳ・９×過・３センチ半丁十一行柱

皿軽口扇のまと刊半紙本五冊

享保十二年版四周単辺略・１×過・０センチ半丁八行柱

刻﹁日本織四○廿五﹂

刻判読不能

正徳二年版四周単辺訓・３×辿・９センチ半丁十三行柱

別武道三国志刊大本十冊

刻﹁三四﹂天和二年版﹁当世噸諺八百巻﹄の改題再版本

過軽口 あ ら れ 酒 刊 半 紙 本 五 冊
宝永二年版四周単辺Ⅳ・９×喝・４センチ半丁十行柱刻
﹁露休はなし二六﹂元禄頃刊﹁露休はなし﹂の改題本

皿声字実相義刊大本一冊

高野版鎌倉南北朝頃刊無辺字高加・５センチ半丁六行

皿緋露休しかた咄刊半紙本五冊
刊年不明四周単辺蛆・０×週・５センチ半丁十行柱刻﹁露

両面刷一葉を貼付原態は粘葉装か

刻﹁△三﹂

元禄十六年版四周単辺７．３×過・５センチ半丁十二行柱

羽俳譜友ちから刊横本一冊

に﹁大瞳本十七﹂一葉四面を貼付粘葉装両面刷

応永頃刊無辺字高加・３センチ半丁六行柱刻折目のヤマ

浬大毘盧遮那経疏刊大本二十冊

休三四﹂元禄頃刊﹃露休はなし﹂の改題本ただし同じく
改題本の﹁軽口あられ酒﹄と版式を異にする

過古今書籍題林刊横本二冊
延宝頃刊四周単辺７．２×Ⅳ・２センチ半丁十五行有界
柱刻﹁題林歴 代 百 十 一 ﹂

聡恨之介刊大本二冊
寛永頃刊無辺字高別・６センチ半丁十二行柱刻﹁上十
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■稀本零葉第六輯︵番外︶

１武家義理物語

第一輯犯番に同じ巻一の巻頭三丁を貼付
２新武道伝来記

第二輯型番に同じ巻二の巻頭二丁を貼付
３大和物語

第二輯３番に同じ上巻々首ほか一丁都合二丁分を貼付
４古武鑑

第二輯蛇番に同じ上巻の巻頭二丁を貼付
５好色大和喉がほ

第二輯加番に同じ巻一の巻頭半丁を貼付
６好色一代男

第二輯Ⅳ番に同じ巻四の巻頭二丁を貼付
７源平盛衰記

第二輯６番に同じ巻十三の巻首一丁を貼付
８日待ぱなしこまざらひ

第二輯謁番に同じ上巻の巻頭三丁を貼付
９名女情比

第二輯酪番に同じ巻四の巻頭二丁を貼付
皿子四天王北国大合戦

第二輯拓番に同じ上巻の巻首ほか二丁を貼付
ｕ色道餓悔男

第二輯認番に同じ巻四の巻頭二丁および巻五巻首の都合三丁を
貼付

吃彩画職人部類

第二輯弘番に同じ序文一丁を貼付
過丁卯江戸鑑

第二輯娼番に同じ巻首一丁を貼付
Ｍ醒睡笑

第二輯訂番に同じ下巻の２．羽・泌丁の三丁を貼付いずれも

巻首で︑目録あるいは内題あり
晦三略秘紗

第二輯ｎ番に同じ上巻の巻首一丁を貼付
蝿謡本

第二輯Ｍ番に同じ﹃玉葛﹄の巻末の粘葉装一葉四面︵ただし終

りの二面に文字なし︶を貼付
Ⅳ太平記

第二輯５番に同じ巻十の巻首一丁を貼付
肥漢書

第二輯７番に同じ巻八上の巻首一丁を貼付
廻松の落葉

第二輯如番に同じ巻六の巻首一丁を貼付
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別曾我物語

第二輯
幻東海道分間図

番に同じ巻三の巻首一丁︵裏白︶を貼付

第二輯認番に同じ巻二の巻首を貼付
犯東海道名所記

第一輯鋤番に同じ巻四の巻首一丁を貼付
瀦歌行脚懐硯

第一輯妬番に同じ第三巻の巻末一丁を貼付
型排韻増広事類氏族大全

第一輯１番に同じ巻七の第蝿丁一丁を貼付
妬春秋経伝集解

第一輯８番に同じ巻五の巻首と巻六第哩丁の都合二丁を貼付
恥好色敗毒散

第一輯溺番に同じ巻四の終丁一丁を貼付
山中常盤

第一輯叩番に同じ第ｎ丁一丁を貼付
詔百人女郎品定

第一輯卿番に同じ巻首一丁を貼付
羽傾城情の手枕

第一輯如番に同じ巻五の第蛆・加丁︵うしろ見返し︑表紙付き︑

刊記あり︶の都合二丁を貼付刊記﹁江戸書房舛屋五郎右衛門／

同信濃屋平左衛門／京書林川勝五郎右衛門／板元／寛保四年

きのへ子ノ正月新板﹂

ウラに﹁釈氏希渭刻梓／虎巌禅幽之庵﹂とあり

第一輯２番に同じ巻八の第８丁・終丁の都合二丁を貼付終丁

訓景徳伝灯録

釦文選

第一輯５番に同じ巻七の第釧・犯丁の二丁を貼付
犯東波先生詩

第二輯加番に同じ巻四の巻首一丁を貼付
詔能之訓蒙図彙

番に同じ巻二上の巻頭二丁を貼付

第二輯灯番に同じ巻四の巻首一丁を貼付
弘兼好一代記

第二集
弱可笑記

第三輯哩番に同じ巻四の巻首一丁を貼付
妬風流好色十二段

第三輯８番に同じ巻四︑巻五の巻首都合二丁を貼付
師故郷帰の江戸咄

第二輯鋤番に同じ巻五の巻首一丁を貼付
銘山谷詩集

第二輯９番に同じ巻六の巻首一丁を貼付
調日本異国往来記

第二輯網番に同じ下巻の巻末二丁を貼付肢文に﹁元禄九丙子
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年暑推上弦﹂の年記あり刊記﹁書店榎並甚兵衛﹂
仙格知余論抄

第二輯哩番に同じ巻一の巻首一丁を貼付
四体千字文

第二輯娚番に同じ第２丁の一丁を貼付

古活字版拾葉

︵略号ｌ﹁活﹂︶

二︵乾坤︶巻二冊反町茂雄編川瀬一馬校昭和十年八月訪書会発

行限定四十部

第一部国書︵乾巻︶︑第二部漢籍︑第三部仏典に分け︑日本の古活字版五

十種を収録︒その内訳は︑国書二十九︑漢籍十︑仏典十一・奇数ページ

に零葉を貼り︑向い側のページに比較的長文の解説を活字印刷によって

付す︒零葉は各半丁︑ただし横本の二点︵溺﹁匠材集﹄︑羽﹁済民記﹂︶

は一丁を二分して上下に貼る︒本書の特色は︑一に古活字版に種類を限

り︑系統的な類聚をこころがけたこと︑二に零葉を必ず半丁以上掲出し

たこと︑にある︒訪書会叢書第二編︒同会が会員に配布を続けていた零

葉標本︵﹁稀本零葉﹂のことか︶の別冊︒

底本ｌｌ東京都立中央図書館東京誌料︵○○二七／一六︶

第一部国書
１日本書紀刊大本十五冊

古活字版慶長頃刊四周双辺迦・０×Ｍ・５センチ半丁八

行十六字柱刻﹁日本紀二六十四﹂各行行頭に一字分の余
白あり

２日本書紀抄刊大本三冊

古活字版慶長元和頃刊四周単辺泌・０×遁・４センチ半

丁十四行二十二から二十八字片かな交じり柱刻﹁日本紀抄下

91

五﹂

３万葉集刊大本二十冊
古活字版慶長頃刊四周双辺詔・０×咽・３センチ半丁八

行十八字無訓柱刻﹁万葉巻十六﹂伏見版の活字を流用
したもの︑という

４万葉集刊大本二十冊

９平家物語刊大本十二冊

古活字版元和頃刊四周単辺調・５×妬・７センチ半丁十

二行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁平家巻十□□﹂

皿平家物語刊大本十二冊

古活字版寛永頃刊四周双辺理・９×略・５センチ半丁十

二行二十四字前後片かな交じり柱刻判読不能

ｕ太平記刊大本二十冊

古活字版慶長十四年刊無辺字高塑・０センチ半丁十行二

古活字版慶長元和頃刊四周双辺泌・０×Ⅳ・２センチ半
丁八行十八字別に片かなの小型活字を用いて︑行間に訓を植字

十字平かな交じり濁点付活字および若干のルビ付活字を用い

る刊記﹁慶長己酉年陽月既望存庵践才雲刊之﹂

する柱刻判読不能

５伊勢物語刊大本二冊

古活字版慶長元和頃刊四周双辺皿・９×Ⅳ・６センチ半

皿太平記刊大本二十冊

丁九行十七八字平かな交じり具引き色変り料紙也足里花押

丁十二行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁太平記五六﹂

古活字版嵯峨本慶長十三年刊無辺字高鍋・５センチ半

本

過太平記刊大本二十冊

古活字版元和頃刊四周双辺泥・７×Ⅳ・０センチ半丁十

６宇津保物語刊大本二冊
古活字版元和頃刊無辺字高ｎ．５センチ半丁十一行十九

二行二十六字前後片かな交じり柱刻判読不能

古活字版元和二年刊四周単辺羽・３×Ⅳ・２センチ半丁

巧太平記刊大本二十一冊

活字を用いる柱刻﹁太平記十九十九﹂

二行二十一字から二十五字片かな交じりルビ付活字︑濁点付

古活字版寛永頃刊四周双辺創・９×Ⅳ・２センチ半丁十

Ｍ太平記刊大本二十冊

字平かな交じり柱刻﹁上四十﹂
７枕草子刊大本五冊
古活字版寛永頃刊無辺字高配・５センチ半丁十三行二十

︾二字前後平かな交じり柱刻﹁一廿四﹂

８平治物語刊大本三冊
古活字版元和寛永頃刊無辺字高犯・０センチ半丁十二行
二十二字平かな交じり濁点付活字︑ルビ付活字を用いる
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譲一巳本書紀

００・こり６０■

篭本雌三十巻十五厨︒所載の零本睡堆の二毛丁事一ｎ本袴紀﹂の最満
の坂本腱慶陸四年の後岨嘆天幾の勅唾本であり含丁が︑之帆は幹代を
二窓だけである耶瞠御承知の遡りです︒完本として猿屋曇十五年溶泊
野子三白の趣のあるもの謄赴沓としきす．が︑宣永全で紀盤別駈鋲蝕穂
刊行專狐堂した．本寄嘘壱の中の一樋で︒慶長頃の刊行にかもるもの
でせう︒慶廷十五年版と比絃し堂すと印刷面は堅棲共に杓五六分づも

小暮くなって居り︑一行の字訪も二字︵十五年版の十八字誌に劃し本
窃栓十六字誌︶少く燕っ七賜り堂す．用 て居る活字も別のものであ
ると鵠めら奴含寸．柁褥の蝿故も建って居り堂寺︒元寧．稗代懇だけ
の加行らしく︑傳本唯車ろ慶長十五年版よりも聡奴であｈまして︑書
嘩の目峰・入札等でも錬り見掛け式せぬが︑侭笛も価格も使飢に劣る
事ば申す倉でもあり食すまい︒

到斌調国司飼畠到詞狭超型測凋時被興蓋墾

鈍識胤溌臘削蝋聯附蜘杖蘓撫胤巽純鳳

凰曲歌鐵鳳在也因風降誕璃莫故筑撫
勺

雛僅於泌腿尭事醒簡罵や繩芳是伊群議

露と稚必版蔑鮎避翰鋳

獅則﹇嘆櫛身逮生塵凶苛溌

服勘證耐蒋隠騨弱耐乏梁

十二行二十四字前後片かな交じり柱刻﹁太平記九六﹂刊

記﹁時丙辰歳次元和二孟秋上旬日﹂

略曾我物語刊大本十二冊

古活字版寛永頃刊無辺字高羽・２センチ半丁十一行二十

七字前後平かな交じり

Ⅳ曾我物語刊大本十二冊

古活字版寛永頃刊無辺字高劉・１センチ半丁十二行二十

八字前後平かな交じり

岨吾妻鏡刊大本五十一冊

古活字版慶長頃刊四周双辺羽・２×Ⅳ・７センチ半丁十

二行二十字注文双行伏見版の翻刻という

四沙石集刊大本十冊

古活字版元和四年刊四周単辺溺・６×Ⅳ・１センチ半丁

十二行二十四字から二十八字片かな交じり柱刻﹁沙石一下

六﹂刊記﹁元和四年正月吉日﹂

卯徒然草刊大本二冊

古活字版慶長頃刊無辺字高認・５センチ半丁十一行二十
字平かな交じり

虹勅撰名所和歌抄出刊大本二冊

古活字版元和頃刊無辺字高羽・５センチ半丁十行細字
双行平かな交じり

塊謡抄刊大本十冊
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古活字版慶長頃刊四周単辺羽・０×Ⅳ・３センチ半丁十
二行二十四五字片かな交じり柱刻﹁浮舩三﹂

瀦女訓抄刊大本三冊

調済民記刊横本三冊

古活字版寛永頃刊四周単辺ｕ・０×略・４センチ半丁十

第二部漢籍

二行十二字細字双行片かな交じり

二十二字平かな交じり柱刻﹁中二十四﹂刊記﹁寛永十

鋤文選刊大本三十一冊

古活字版寛永十六年刊無辺字高配・５センチ半丁十三行

六年二月吉辰﹂

丁十行二十二字有界注文双行柱刻判読不能刊記﹁慶長丁

古活字版慶長十二年刊四周双辺妬・７×咽・８センチ半

古活字版寛永頃刊無辺字高羽・７センチ半丁十二行二十

未沽洗上旬八箕板行畢﹂いわゆる直江版

別武家諸礼集刊大本七冊

二字前後平かな交じり柱刻﹁れい四﹂

古活字版慶長頃刊四周双辺皿・１×聡・１センチ半丁九

皿補註蒙求刊大本三冊

古活字版寛永頃刊無辺字高ｎ．３センチ半丁十三行十二

行十五字柱刻﹁蒙求巻序三﹂

妬匠材集刊横本四冊
字平かな交じり柱刻﹁第二四十七﹂見開一丁分を貼付
古活字版寛永二年刊四周双辺犯・７×蛎・９センチ半丁

九行十六字有界柱刻﹁白集一十九﹂刊記﹁戊午秋七月

古活字版元和四年刊四周双辺瀦・２×逓・２センチ半丁

犯白氏文集刊大本十冊

十行二十字柱刻﹁南浦文集下二十四﹂刊記﹁寛永乙丑仲

丁亥朔那波道円書子洛中遠望台﹂とあり

妬南浦文集刊大本三冊

秋四条寺町校正刊行﹂

古活字版慶長頃刊四周双辺加・５×恥・４センチ半丁八

調春秋左氏伝刊大本十五冊

古活字版元和寛永頃刊四周双辺犯・８×Ⅳ・６センチ半

行十七字有界注文双行柱刻﹁左氏五八﹂

夢中問答集刊大本三冊
丁十二行二十七字前後片かな交じり柱刻﹁夢中二廿四﹂

古活字版慶長頃刊四周双辺理・３×咽・６センチ半丁八

弘毛詩刊大本十冊

古活字版元和寛永頃刊四周単辺羽・５×Ⅳ・５センチ半

行十七字有界注文双行柱刻﹁毛詩五三﹂

鍋錦繍段抄刊大本五冊
丁十三行二十二字片かな交じり柱刻﹁錦繍巻二二十四﹂
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行有界大中二種の活字を使用大字は中宇四字分の大きさ

古活字版寛永頃刊四周単辺認・０×皿・４センチ半丁五

古活字版慶長頃刊四周双辺虹・３×珊・３センチ半丁八

一行は中字双行二十字柱刻﹁要覧下三﹂

弱毛詩刊大本十冊
行十七字有界注文双行柱刻﹁毛詩巻一三﹂

狐禅林類聚刊大本四冊

古活字高台寺版慶長十八年刊四周単辺認・５×聡・８セン

鍋漢書刊大本五十冊
古活字版寛永五年刊四周双辺塊・２×略・７センチ半丁

チ半丁十二行二十二字注文双行柱刻﹁禅林巻二二﹂刊

行二十字柱刻﹁三国伝起上三﹂

古活字版慶長頃刊四周双辺配・８×蛆・３センチ半丁十

蛇三国仏法伝通縁起刊大本三冊

吉辰﹂

記﹁紗洛陽高台寺／参来之徒抜出之誤多々／干時慶長十八癸丑菊月

十行十七字注文双行柱刻﹁前漢志八上十三﹂刊記﹁寛
永第五戊辰暦菊月廿一日総洛陽本能寺前刊行焉﹂

諏後漢書刊大本二十五冊
古活字版寛永頃刊四周双辺配・５×蛆・８センチ半丁九

行十七字有界注文双行柱刻﹁後漢志二十廿こ
躯十八史略刊大本七冊

三国仏法伝通縁起刊大本三冊

古活字版元和頃刊無辺字高犯・５センチ半丁十一行二十

古活字版元和頃刊四周単辺翠・５×晦・９センチただし
上部２センチを区切って二字組みの見出しに用いる半丁十二行

字注文双行柱刻﹁伝起中二﹂

仏祖歴代通載刊大本二十冊

二十二字有界注丈双行柱刻﹁史暑七三﹂内題﹁立斎
先生標題解註音釈十八史略﹂

チ半丁十行十九字有界別に眉上に小型活字二字組みの注あ

古活字版慶長十七年本国寺刊四周単辺皿・９×晦・４セン

古活字版寛永元年梅寿刊四周双辺迦・１×賜・３センチ半

り柱刻﹁通載十六二十四﹂刊記﹁本国寺学校玉潤日鋭

釣保赤全書刊大本四冊
丁十一行二十一字柱刻﹁保赤全書上三﹂刊記﹁寛永元年

補燗脱耳／十住従実乗進／法寿珠金林慧／四僧集会

古活字高野版寛永十二年刊無辺字高配・２センチ半丁十

妬古筆拾葉抄刊大本六冊

異体同心鍍梓刊板流行天下／慶長十七壬子極月十九日﹂

歳舎甲子季秋吉旦梅寿刊行﹂

第三部仏典
如釈氏要覧刊大本三冊
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行二十字行間に小型活字を用いて︑送り仮名︵片かな︶・返り点

等を組んだ︑附訓植版柱刻﹁古筆巻五四﹂刊記﹁右古筆
紗舩高野山往生院開印板／寛永十二年乙亥九月吉日宣応開之﹂

紙魚玉屑集

︵略号ｌ﹁紙﹂︶

一族昭和十二年五月刊紙魚玉屑頒布会︵大阪市南区日本橋筋五丁目
村井和本店方︶編

高麗版・万暦版各一葉︑日本刊行の︑国書・漢籍・仏書五十六葉︑計五

妬註金師子章刊大本一冊
古活字版元和寛永頃刊四周単辺羽・１×略・６センチ半

十八葉を収録︒黒無地洋紙に︑半丁乃至一丁の零葉を貼り︑右肩に︑書

底本１１国文学研究資料館蔵本︵リ３／ｕ︶

が︑実現したか否かは不明︒

名と一・二行ほどの解題︵活版︶を付す︒なお続編を期した模様である

丁十行二十字柱刻﹁金師子章序二﹂

卿禅儀外文集刊大本三冊
古活字版寛永三年刊四周双辺加・４×妬・５センチ半丁

六行十七字有界柱刻﹁禅儀外文上二十四﹂刊記﹁寛永
三丙寅卯月上旬紗四条寺町校正刊行﹂

１毛吹草刊横本五冊

明暦元年版四周単辺加・８×Ⅳ・７センチ半丁十七行初

妃妙法蓮華経玄義刊大本十冊

古活字版元和四年刊無辺字高飢・０センチ半丁七行十七

版は無辺﹁氷室守﹂に批判された句の頭に︑﹁○﹂あり

高麗︵戊戌年刊︶版字高配・２センチ一行十四字末尾に﹁大

４大般若経刊六百巻

に二分し︑それぞれに︑挿絵・解を付す柱刻﹁巻十二六﹂

寛文六年版四周単辺泥・４×Ⅳ・２センチ半丁を上下左右

３訓蒙図棄刊大本十四冊

二行二十八字前後片かな交じり柱刻﹁沙石四上二﹂

古活字版寛永頃刊四周単辺認・１×Ⅳ・０センチ半丁十

２沙石集刊大本五冊

字柱刻﹁玄義巻二六﹂刊記﹁元和四戊午五月下旬四日／洛

下沙門華林／沙門実乗﹂叡山版か
鯛妙法 蓮 華 経 文 句 刊 大 本 十 冊
古活字版元和頃刊無辺字高皿・０センチ半丁七行十七字

柱刻﹁文句一十五﹂叡山版か
卵倶舎論頌疏愚聞記刊大本十三冊

古活字版寛永頃刊四周単辺瀦・６×恥・５センチ半丁十
一行十七八字別に小型活字を用いて︑送りがな・返り点等を字
間に組み込む

般若第一百六十五第十四張寒永才﹂とあり
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５可笑記刊中本五冊

︵不明︶

万治二年版四周単辺Ⅳ・２×哩・４センチ半丁十二行柱

刻﹁可笑記巻三□□﹂

６謡本刊半紙本百冊

古活字版嵯峨本慶長頃刊無辺字高四・０センチ半丁七

行十三字前後薄肌色の雁皮紙に雲母で草木を刷った特製本一

宇を削りとり︑﹁勇﹂と墨にて補正した箇所あり観世流百番のう
ち曲名は﹁八島﹂

７新刊倭玉篇刊大本三冊

正保三年版四周双辺犯・０×晦・３センチ半丁九行有界

柱刻﹁和玉下二十五﹂刊記﹁正保丙戌仲秋上旬書林豊興
堂新梓刊﹂

８因果物語刊大本三冊

︹刊年不明︺四周単辺幻・１×妬・７センチ半丁十二行柱

刻﹁因果巻四三﹂平仮名本にて無刊記と推される

９本朝桜陰比事刊大本五冊

元禄二年版四周単辺加・０×妬・０センチ半丁十二行柱

刻﹁櫻陰巻三七﹂初版初印本か
皿平家物語刊大本十二冊

︵不明︶

寛文頃刊か四周単辺泥・２×遁・４センチ挿絵のみの丁ゆ

え行数不明柱刻﹁平家巻十□□﹂

ｕ山谷詩集刊大本四冊
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古活字版慶長元和頃刊四周双辺犯・４×恥・９センチ半
丁九行十八字柱刻﹁山谷巻十二八﹂

黒地に︑千字文の本文を︑四体で白抜きにより記す

⑲洛陽名所集刊大本十二冊

万治二年版無辺字高塊・１センチ半丁十一行丁付はオモ

テのノドに﹁十一︵黒地白抜︶廿二﹂とあり底本所収零葉

皿女諸礼集刊大本六冊
万治三年版四周双辺加・５×巧・３センチ半丁十一行丁

は︑所謂﹁校正刷﹂本の零葉であり︑所々に︑削り残し︑文字の

釦曾我物語刊大本十二冊

その何れもが︑朱のごとく補正されている

欠損等を朱で訂した箇所が見られる赤木文庫本と比較するに︑

付はウラのノドに﹁三之巻八﹂とあり

昭古今茶道全書刊大本五冊
元禄七年版四周単辺躯・２×妬・４センチ各面図絵柱刻
﹁茶五舟七﹂

巻第三終丁半葉にて︑六行分を刻すのみなるも︑十二行本と推さ

古活字版慶長頃刊無辺字高羽・３センチ底本所収零葉は︑

寛文二年版四周単辺加・９×略・３センチ半丁十一行柱

れる尾題﹁曾我物語巻第三﹂

Ｍ江戸名所記刊大本七冊
刻﹁江戸名所記巻三十九﹂

貞享二年版四周単辺岨・９×皿・２センチ半丁十一行柱

皿宗祇諸国物語刊大本五冊

古活字版︵叡山版か︶寛永頃刊四周双辺犯・８×嘔・５セ

刻判読不能

妬法華秀句刊大本五冊
ンチ半丁十行二十字注文双行柱刻﹁秀句上末三十二﹂

泥本朝列仙伝刊半紙本四冊

貞享三年版四周単辺Ⅳ・４×週・４センチ半丁十行︵但し

略本朝列女伝刊大本十冊
寛文八年勝村治太衛門版四周双辺加・８×妬・７センチ半

底本所収零葉は︑巻第一終丁半葉にて︑九行分のみ︶尾題﹁本

塑大雑書刊大本三冊

﹁遊行柳十﹂

明暦二年版四周単辺遁・６×哩・４センチ半丁九行柱刻

認謡紗刊中本十冊

朝列仙傳巻之一終﹂柱刻﹁仙一廿五﹂

丁十行柱刻﹁本朝列女伝巻五九﹂

Ⅳ大ぬさ刊小本二冊
元禄十二年版四周単辺昭・１×９．７センチ半丁九行柱

刻﹁三味水舟 四 十 ﹂
肥四体千字文刊大本一冊
慶長九年版半丁六行柱刻判読不能犯・３×Ⅳ・０センチの
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寛永頃刊無辺字高岨・８センチ半丁十行柱刻﹁下八﹂

ノドに﹁十八ノ五﹂﹁雲林院四﹂とある観世流百番のうち曲名は

延宝二年版無辺字高Ⅳ・６センチ半丁七行丁付はウラの

弱維摩経略疏刊大本十冊

一行二十三字平かな交じり

江戸後期木活字版か四周単辺皿・１×過・３センチ半丁十

弘太閤真顕記刊大本

丁九行十八字柱刻﹁篭篁二十二﹂

古活字版寛永五年刊か四周双辺皿・５×晦・２センチ半

詔篭篁刊大本二冊

は枠外に﹁五巻八﹂とある

万治寛文頃刊か上下界線の天地詔・５センチ半丁九行丁付

犯高野大師行状図画刊大本十冊

﹁雲林院﹂五番綴

頗る古体

窃堪忍記刊大本八冊
寛文四年版四周単辺魂・９×蛆・６センチ半丁十三行柱
刻﹁堪忍記巻六九﹂

妬源氏小鏡刊大本三冊
明暦三年安田十兵衛版無辺字高刈・８センチ挿絵は本文と
同じ面にもあり

古今韻会挙要刊大本十冊
五山版応永五年刊覆元刊本左右双辺四・２×胆・３セン

チ半丁八行有界性文双行柱刻﹁韻九巻十八﹂
邪︹富松薩摩大夫正本︺刊半紙本一冊

︹刊年不明︺無辺字高明・５センチ半丁八行

古活字叡山版元和二年刊か四周双辺塊・８×Ⅳ・３センチ

半丁十一行二十字柱刻﹁維摩疏六十九﹂尾題﹁維摩経略

羽京童刊大本六冊
明暦四年山森六兵衛版四周単辺皿・２×巧・６センチ半丁

疏巻第十八﹂

︵不明﹀

行柱刻﹁人倫二□﹂

元禄三年平楽寺版四周単辺加・２×皿・３センチ半丁十三

師人倫訓蒙図彙刊半紙本七冊

十行柱刻﹁料理二二十﹂

延宝二年鈴木太兵衛版四周単辺略・８×ｎ．５センチ半丁

調江戸料理集刊半紙本六冊

十一行柱刻﹁二巻十一﹂刷りやや悪く︑初版版木の一部
流用された︑部分覆刻版か︵所収零葉の丁は︑版木流用の丁にあ
たる︶

訓倭玉篇刊大本三冊
慶長十八年版四周双辺四・８×Ⅳ・０センチ半丁七行有

界柱刻﹁和玉篇巻中廿四﹂
訓謡本刊半紙本二十冊
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銘孟子 刊 大 本 四 冊
慶長頃刊慶長中刊古活字版の覆刻か四周双辺別・６×皿．

︵不明︶︵不明︶

行有界柱刻﹁飲食門□□﹂刊記﹁万暦新春種徳堂刊
行﹂

元禄頃刊四周単辺加・１×肥・１センチ半丁一図和歌一首

諸国名所百人一首刊大本一冊

所収零葉は︑清原家が天皇に孟子御進講の際︑使用したものの一

柱刻﹁名所百人一首十こ

７センチ半丁七行有界注文双行柱刻﹁孟子巻三十九﹂

部という︵底本解題︶が︑いかが

妬文正草子刊大本二冊

承応二年版四周単辺配・１×Ⅳ・０センチ半丁十二行柱

釣炭俵刊半紙本二冊
享保頃刊無辺字高蛎・８センチ半丁八行柱刻﹁墨俵上

刻﹁ふんしやう下二十三﹂

妬塵劫記刊大本三冊

十五﹂﹁俳譜七部集﹂の一部

佃保元物語刊大本三冊

寛永年間版四周単辺加・８×略・０センチ挿絵︵﹁斗桶﹂︶

︵不明︶

寛永三年版無辺字高加・８センチ︵零葉は巻第一目録の半葉

のみの丁ゆえ行数不明柱刻﹁中口九﹂異版多し

行十七字有界性文双行柱刻﹁尚書十三二﹂

古活字版慶長頃刊四周単辺羽・３×Ⅳ・３センチ半丁八

銘尚書刊大本四冊

のみの丁ゆえ行数不明柱刻﹁霊場記巻七七﹂

元禄二年版四周単辺岨・８×Ｍ・３センチ挿絵︵﹁八幡宮図﹂︶

鞭四国遍礼盟場記刊大本七冊

そのうちの最も長い行による︶半丁十二行柱刻﹁保元巻一
︵不明︶

□﹂目録題﹁保元巻第一目録﹂

虹平治物語刊大本三冊
寛永三年版無辺字高ｎ．５センチ挿絵のみ四周単辺四・０×

鴫・２センチ半丁十二行柱刻﹁平治巻二三十四﹂絵様
すこぶる古雅

蛇太平記刊大本二十冊

伯大日経疏刊大本十一冊

古活字版元和頃刊か無辺字高犯・２センチ半丁十行十八

古活字版慶長中刊︵あるいは元和二年刊か︶四周双辺躯︒
２×略・７センチ半丁十二行二十五から二十八字片かな交じ

字柱刻判読不能

寛永二十一年版四周双辺迦・２×咽・２センチ半丁七行注

別御成敗式目抄刊大本二冊

り柱刻判読不能

粥濁謹会海大成付鳳対類刊半紙本二冊

明版万暦元年刊四周単辺皿・１×哩・８センチ半丁十六
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文双行柱刻判読不能

柱刻﹁全九集三三十三﹂

古活字版元和頃刊無辺字高配・７センチ半丁十行二十字

卵御書要文集刊大本二冊

貞享五年版四周単辺皿・１×巧・５センチ半丁十三行柱

前後片かな交じり但し片仮名は小型活字にて手永葉のみに使

副日本永代蔵刊大本六冊
刻﹁大福新長者教巻三八﹂底本解題によれば︑本零葉の出

用される柱刻﹁御書要文困一一干二﹂日蓮宗坊刻本か

艶日本永代蔵刊半半
紙紙本
本六
六冊
︹刊年不明︺四
四周
周単
単辺四・０×Ｍ・１センチ 半 丁 十 五 行 柱

刻判読不能団別
のの異
異版
版後刷本ならん

認伽嫁子刊半紙本十三冊
元禄十二年中川茂兵衛版四周単辺四・０×昭・８センチ
︵不明﹀

丁十二
二行
行柱
柱刻
刻﹁
﹁伽子巻十二□﹂
弘発句帖刊中本十冊

寛文六年版四周単辺皿・６×ｎ．５センチ半丁九行所謂
﹁大
大発
発句
句帳
帳﹂﹂
のの
普普
及及
版版
柱 柱刻﹁冬上四十こ
弱立華訓蒙図奨刊半紙本六冊
元禄八年版四周単辺肥・２×喝・７センチ半丁二十行

茄御伽物語刊大本五冊
万治二
二年
年版
版四
四周
周単
単辺
辺四・９×略・１センチ半丁十四行柱
刻﹁御伽巻二十二﹂
琉類証弁異全九集刊大本七冊
古活字版寛永元年以前︵元和頃か︶刊四周双辺ｎ．２×Ⅳ︑

０センチ半丁十二行二十二字前後注文双行片かな交じり
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所は︑森田庄太郎単独版であったやに解される

半

古活字版聚芳
︵略号ｌ﹁聚﹂︶

二巻︵上下︶二冊昭和四十年十月刊反町茂雄氏編文車の会発行限

古活字版元和寛永頃刊無辺字高配・０センチ半丁十二行

二十二字前後平かな交じり柱刻﹁中固一﹂稀に異種
活字が交じるという

古活字版寛永頃刊無辺字高配・２センチ半丁十二行二十

５源氏小鏡刊大本三冊

第一部を国書︵三十四葉︶︑第二部を漢籍・仏典︵十六葉︶とし︑古活字

二字前後平かな交じり４とは全くの異版であり︑三種の活字

定六十部

版の零葉計五十葉を収録︒上巻には︑﹁古活字版の価値について﹂とする

を混用する

み片かな交じり大きさ不同の二種の異種活字混用

来半丁十一行所収零葉は巻第一の目録末尾にて︑三行を刻すの

古活字版元和四年三月刊四周単辺ｎ．５×妬・４センチ本

６保元物語刊大本三冊

反町氏の稿があり︑次いで︑見開き毎に解題・零葉と続く︒零葉は各半
丁︒

底本１１国文学研究資料館蔵本︵リ３／ｕ︶

第一部国書

７平治物語刊大本三冊

古活字版元和寛永頃刊無辺字高配・２センチ半丁十二行

１伊勢物語閾疑抄刊大本五冊

古活字版寛永年中刊無辺字高皿・９センチ半丁十二行二

二十二字前後平かな交じり三種の異種活字混用また仮名に

二行二十二字注文双行柱刻﹁東鑑□口二﹂

︵不明︶

古活字版元和頃刊四周双辺創・６×Ⅳ・９センチ半丁十

８吾妻鏡刊大本二十冊︵二十五冊︑五十一冊もあり︶

濁点のある活字が使用されている

十二字前後平かな交じり

２大和物語刊大本二冊
古活字版元和頃刊無辺字高皿・５センチ半丁十二行二十
一字前後平かな交じり若干の異種活字を交ぜる

３源氏物語刊大本五十四冊

９平家物語刊大本十二冊

古活字版元和頃仁衛門刊︵解題︶無辺字高詔・１センチ半

古活字版慶長頃刊無辺字高塊・２センチ半丁十一行二十
一字前後平かな交じり若干の異種活字︵﹁御﹂・﹁月﹂等︶を交

丁十一行二十字前後平かな交じり濁点のあるかな活字使用

古活字版﹁平家﹂の一方流系統中︑最初のものという

ぜるいわゆる伝嵯峨本

４源氏小鏡刊大本三冊
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蛆平家物語刊大本十二冊

古活字版寛永五年九月刊無辺字高皿・９センチ半丁十二

行二十一字前後平かな交じり柱刻﹁平家巻八三十こ

三︑四の異種活字混用濁点のあるかな活字使用

ｕ平家物語刊大本十二冊

古活字版元和寛永頃刊無辺字高羽・８センチ半丁十二行

二十字前後平かな交じり柱刻﹁二七﹂二種の活字混

用八坂本系統のものという

皿平家物語刊大本十二冊

古活字版寛永頃刊四周双辺犯・５×略・６センチ半丁十

二行二十二字前後片かな交じり柱刻﹁平家巻四二﹂二

種の活字混用片かなの附訓活字︑タテ点︑句読点使用

喝源平盛衰記刊大本二十五冊

古活字版元和寛永頃刊四周単辺配・７×妬・６センチ半
︵不明︶

丁十二行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁盛衰記巻舟七
口三﹂

Ｍ源平盛衰記刊大本二十五冊

︵不明︶

古活字版寛永頃刊四周単辺犯・８×略・６センチ半丁十

二行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁盛衰記巻舟三□こ

こ種の活字混用片かなの附訓活字︑タテ点︑句読点使用

巧沙石集刊大本十冊

古活字要法寺版慶長頃刊無辺字高配・１センチ半丁十行
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二十一から二十五字前後片かな交じり柱刻﹁沙石集一下
十二﹂大小二種の活字混用

略沙石集刊大本十冊
古活字版元和二年刊四周双辺犯・３×Ⅳ・３センチ半丁
︵不明︶

十二行二十六字前後片かな交じり柱刻﹁沙石集三上□﹂

Ⅳ徒然草刊大本二冊
古活字版嵯峨本慶長頃刊無辺字高配・０センチ半丁十
行十七字前後平かな交じり料紙の上に雲母刷で牡丹が描かれ
た特製本漢字の左傍に︑墨でルビが附される

肥謡本刊半紙本百冊
古活字版嵯峨本慶長頃刊無辺字高肥・７センチ︵但し︑

古活字版慶長八年刊四周単辺配・７×遁・９センチ半丁

十二行二十字から二十五字片かな交じり柱刻﹁太平記巻十

十四﹂若子の異種活字混用

犯太平記刊大本四十一冊

古活字版慶長十年刊四周双辺翠・８×略・６センチ半丁

十二行二十一字前後片かな交じり柱刻﹁太平記廿二十﹂

三種の活字混用要法寺版か

認太平記刊大本四十一冊

古活字版慶長十二年刊四周双辺犯・８×Ⅳ・５センチ半

丁十二行二十三字前後有界片かな交じり柱刻﹁太平記巻三

因﹂古活字版天平起中︑界線のあるのは本版のみという

型太平記刊大本四十冊

古活字版慶長十四年刊無辺字高羽・３センチ半丁十行二

所収零葉は最終丁の末尾一行のみのものであり︑不完か︶観世
流百番のうち曲名は﹁通盛﹂薄肌色の料紙︵雁皮紙を二枚貼り

あきらしょくすけ
十字前後平かな交じり﹁詮﹂・﹁職﹂・﹁資﹂のごとく︑一部平か

古活字版慶長十五年春枝刊四周単辺羽・３×Ⅳ・２センチ

弱太平記刊大本四十一冊

なの附訓活字を使用ウラのノドに﹁三十六之十八﹂

合わせたもの︶に︑雲母で草木を刷り出した特製本

珀職原私抄刊大本二冊
古活字版寛永四年刊四周双辺配・１×晦・３センチ半丁
︵不明﹀

十二行二十二字前後片かな交じり柱刻﹁職原巻下□□﹂

半丁十二行二十五字前後片かな交じり柱刻﹁劒巻十こ
二種の活字混用

加庭訓紗刊大本二冊
古活字版元和寛永頃刊四周双辺ｎ．３×蝿・６センチ半

古活字版元和二年刊四周単辺塑・６×Ⅳ・３センチ半丁

恥太平記刊大本四十一冊

若干の異種活字混用

十二行二十五字前後片かな交じり柱刻﹁太平記廿九舟八﹂

丁十二行二十四字前後片かな交じり柱刻﹁庭訓抄下十九﹂

皿太平記刊大本四十冊
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数種の活字混用

詔公事根源刊中本三冊

ノサキ

古活字版元和寛永頃刊無辺字高Ⅳ・４センチ半丁九行十

八字前後平かな交じり﹁荷前﹂のごとく︑一部小型片かな活

太平記刊大本四十一冊
古活字版寛永元年刊無辺字高別・０センチ半丁十一行二

字にて︑別にルビを付す三種の活字混用

行十七字有界注文双行柱刻﹁史記傳五十八十七﹂い

古活字版慶長頃刊四周双辺塑・９×Ⅳ・１センチ半丁八

銘史記刊大本五十一冊

行十七字有界注文双行柱刻﹁左氏六八﹂

古活字版慶長頃刊四周双辺加・１×妬・２センチ半丁八

訂春秋経伝集解刊大本三十冊

行十七字柱刻﹁毛詩巻五九﹂若干の異種活字混用

古活字版慶長頃刊四周双辺皿・２×略・６センチ半丁八

拓毛詩刊大本二十冊

文・注文ともに︑﹁貞﹂字最終画を欠くという

丁八行十七字有界注文双行柱刻﹁周易巻五二十九﹂本

古活字伏見版慶長十年刊四周双辺迦・４×妬・４センチ半

弱周易刊大本三冊

第二部漢籍・仏典

十七字前後細字双行平かな交じり

古活字版元和年間刊無辺字高泌・３センチ半丁十一行二

弘類字名所和歌集刊大本七冊

十字から二十二字平かな交じり小型活字にてかなりの漢字に

平仮名ルビを付すオモテのノド中央に丁付﹁三十一廿二﹂

詔太平記音義刊大本二冊
︵不明︶

古活字版元和寛永頃刊か四周単辺ｎ．４×Ⅳ・３センチ半
丁十二行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁太平音下□□﹂

調曾我物語刊大本十二冊
古活字版慶長元和頃刊無辺字高理・３センチ半丁十一行
二十字前後平かな交じり墨にて濁点あるも後人の加筆か

釦曾我物語刊大本十二冊
古活字版寛永頃刊無辺字高瀦・６センチ半丁十二行二十
八字前後平かな交じり

皿義経記刊大本八冊
古活字版寛永頃刊無辺字高鴎・５センチ半丁十二行二十
八字前後平かな交じり平仮名の連続活字使用ほか︑版式その
ものが鋤と酷似する

犯拾芥抄刊大本六冊
古活字版慶長頃刊四周単辺迦・４×恥・５センチ半丁十
︵不明﹀

一行十九字柱刻﹁拾芥上本□□﹂やや大きめの異種活
字混用
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わゅる伝嵯峨本

貞観政要刊大本十冊

古活字版元和九年刊四周双辺犯・０×巧・５センチ半丁

十七行有界注文双行︵ただし底本所収零葉は注文のみの箇所︶

釣史記刊大本五十一冊
古活字版慶長元和頃刊四周双辺皿・６×略・９センチ半

柱刻﹁貞観二三十﹂伏見版の模刻

妬群書治要刊大本四十七冊

丁八行十七字注文双行柱刻﹁史記紀一二十七﹂二種の
活字混用

古活字駿河版︵銅活字版︶元和二年刊四周双辺加・９×通．

４センチ半丁八行十七字有界注文双行柱刻﹁肇書治要六

如後漢書刊大本八十冊
古活字版寛永年間刊四周双辺加・０×珊・９センチ半丁

四﹂新旧二種の銅活字混用

︵不明︶

整均で上々の刷り

十行十八字有界注文双行柱刻﹁群玉十二五﹂版式も

古活字版寛永二年刊四周双辺犯・１×聡・７センチ半丁

卿錨韻府群玉刊大本三十八冊

行十五字柱刻﹁蒙求口之本二十八﹂

︵不明︶

古活字版慶長頃刊四周双辺犯・１×Ⅳ・６センチ半丁九

妬補註蒙求刊大本六冊

九行十七字有界注文双行柱刻﹁後漢記四□﹂三種の
活字混用﹁本能寺前刊行﹂か

虹十八史略刊大本七冊
古活字版元和年間刊四周単辺皿・９×晦・５センチ半丁

十二行二十二字有界性文双行眉欄三字︶あり柱刻﹁史

署三三十こ若干の異種活字混用
蛇白氏文集刊大本七十四冊
古活字版元和四年︵那波道円校︶刊四周双辺犯・８×妬︒

古活字版元和寛永頃刊四周双辺ｎ．３×巧・２センチ半

蛆註解傷寒論刊大本二冊

じく那波道円校刊の﹁倭名類聚抄﹂と︑同活字使用︵解題︶な

丁十一行十九字注文双行柱刻判読不能二・三種の活字混用

４センチ半丁九行十六字有界柱刻﹁白集六囚﹂同
お底本解題に元和六年刊とあるは誤り

姐保赤全書刊大本三冊

古活字版寛永元年刊梅寿刊行本の一つ四周双辺加・５×

粥東玻 先 生 詩 刊 大 本 二 十 六 冊
古活字版慶長頃刊四周双辺幻・６×Ⅳ・０センチ半丁九

巧・２センチ半丁十一行二十一字注文双行柱刻判読不能

別禅林類聚刊大本四冊

行十五字有界注文双行柱刻﹁波詩一十九﹂朝鮮の覆
宋刊本をさらに覆刻したものという
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古活字版︵高台寺版︶慶長十八年刊四周単辺犯・８×蝿．

６センチ半丁十二行二十二字柱刻﹁禅林一四十二﹂三種
ほどの活字混用版面はなはだ不整

浮世草子聚芳

︵略号ｌ﹁浮﹂︶

二︵上下︶巻二冊昭和四十六年十月文車の会刊反町茂雄編限定
七十部

西鶴本と八文字屋本を中心に浮世草子五十種を収録︒偶数ページに零葉

を貼り︑対面奇数ページに活字印刷にて解説を付す︒零葉は各半丁︑た

だし︑ｕ﹁小夜嵐物語﹂︑皿﹁風流曲三味線﹂は一丁表裏を二折にして右

端のみ糊付する︒皿﹁傾城禁短気﹂は一丁表裏を上下に開いて貼る︒﹃古

活字版聚芳﹂に続く零葉集︒各零葉の解説には︑その完本の市価推定値
を付す︒

底本１１国文学研究資料館︵リ３／皿︶

１好色一代男刊大本八冊

天和二年版大坂荒砥屋孫兵衛可心刊四周単辺加・２×妬︒

７センチ半丁十一行柱刻判読不能

２男色大鑑刊大本十冊

貞享四年版大坂深江屋太郎兵衛・京都山崎屋市兵衛刊四周単

辺四・７×蛎・２センチ半丁十二行柱刻﹁大七□□﹂
３武道伝来記︲刊大本八冊

貞享四年版江戸万屋清兵衛ｂ大坂岡田三郎右衛門刊四周単辺
ぴくに

四・８×妬・３センチ半丁十三行柱刻﹁武道巻六十二﹂

４御伽比丘尼刊大本五冊
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貞享四年版四周単辺四・０×過・５センチ半丁十一行柱
刻判読不能

衛門刊四周単辺加・４×巧・５センチ半丁十二行柱刻﹁世

の人心三十五﹂

ｕ小夜嵐物語刊半紙本十冊

元禄十一年版大坂村上清三郎等刊四周単辺凹・０×昭・７

５武家義理物語刊大本六冊
貞享五年版京都山岡市兵衛・江戸万屋清兵衛・大坂安井加兵衛

センチ半丁十一行柱刻﹁小夜嵐巻第八□□﹂

胆東海道敵討刊大本六冊

かたさうち

刊四周単辺四・１×皿・４センチ半丁十一行柱刻﹁武家

義理物語巻 二 □ □ ﹂

周単辺加・６×晦・１センチ半丁十行柱刻﹁東海道敵討巻

元禄十五年版京都河勝五郎左衛門・江戸升屋五郎右衛門刊四

貞享五年版京都金屋長兵衛・大坂森田庄太郎刊四周単辺

五十四﹂

６日本永代蔵刊大本六冊
迦・０×嘔・６センチ半丁十三行柱刻判読不能

元禄十四年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺皿・８×

退けいせい色三味線刊横本五冊

元禄元年版江戸万屋清兵衛・大坂岡田三郎右衛門刊四周単辺

Ⅳ・０センチ半丁十五行柱刻﹁口之巻色三味線五十四﹂

７新可笑記刊半紙本五冊
肥・０×週・５センチ半丁十一行柱刻﹁新笑二十四﹂

皿風流曲三味線刊横本六冊

宝永三年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺加・８×妬．

８本朝桜陰比事刊大本五冊
元禄二年版江戸万屋清兵衛・大坂鴫金屋庄左衛門刊四周単辺

９センチ半丁十五行柱刻︒之巻曲三味線廿四﹂

Ⅳ傾城播磨石刊横本六冊

ンチ半丁十五行柱刻判読不能

宝永三年版京都菊屋七郎兵衛刊四周単辺加・２×蛆・４セ

略伊達髪五人男刊横本五冊

皿・１センチ半丁十行柱刻﹁忠信物語五四﹂

宝永二年版江戸芝神前山田屋三四郎刊四周単辺蛆・８×

妬宝永忠信物語刊半紙本五冊

加・０×巧・５センチ挿絵の丁ゆえ行数不明柱刻﹁桜陰巻五
四﹂

９世間胸算用刊大本五冊
元禄五年版京都上村平左衛門・江戸万屋清兵衛・大坂伊丹屋太

郎右衛門刊四周単辺岨・６×過・７センチ半丁十行柱刻
判読不能

皿西鶴織留刊大本六冊
元禄七年版江戸万屋清兵衛・大坂胴金屋庄兵衛・京都上村平左
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Ｃ

﹄

ｆ８１■１０■１２８８９Ｄ９ｑｇＩひ；４．１１個歩ら８

１１１４コ

一三．傾械禁短璽唖輯辱函諏
寛本岨六勉六研．これ唯曽藁一叉吃■団のｎ京回八文字■八厘自門■

舞一旬︒画の序文の宝鋒今官虫八尊虎月中旬作●八文字回夷魁

■人自

の回してある腓︑寛和の廊巳ゞかⅨ凸寓凹であること古くから垣風で心もｏ

ら久鰭図名一勺ぁも︒良風の外句・﹄・遡皿唾■■県と回してある︒大全

池猩出Ｌ路げいぐい巳三処田をならぶ漢■一代のｓ作で■略薦凹の代
庚旬である呵〃ワで危く●■く八文字且本土日ｔ代■す８絶ど怪どく■

内容吃双ｇ・江ｐ・大口の三移角炊見大津のｅ■を邸Ａ女ｅ●同色の■努
から︒週ぴの釦姻？手ぜ．か療弧○唾摩心毎Ｅでき大成Ｌ・ロ皮的梍も位巧的に

の名の触十到り︒こり何京の時色時の■倹亘とも垂９ぺり力卸●本の通
し大じく葡丈狸も神別な工夫鄭こみＬてあってどの旬にかけた何■・刊
行■の跡冊の大きさがこの凸冬４白わ猟６．必灯嘘時色でらゐうり

と卿Ｌ毎暦る︒
その内芯外且︒﹄︑一＄眼して●又体ｇごえの画丹ロ﹄も砥っ曾呂の本帷か

Ｌｅもすぐ札一﹄居る︒民替川田氏噌口旬以憧の仲江軍予を代表する〃

幸

■好打を厚してよく内れ亀︑贋って幻亭低比破的多く︒後固りも少くな
い︒軍の呂い充本で吟罰七八昌再から十真目くらいでらら９．Ｌかし
自ら的一﹄唯もり少Ｌ寡あられて怠るぺじ珍匂である︒

ｌ︲■︲１１１

少〆や

︑５１？ｂ■︑ｈ●４ｑ８ｑ■ｌｑｌ■■４８８己

雪「

●り
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宝永四年版京都柏屋勘右衛門刊四周単辺皿・５×逓・１セ

ンチ半丁十五行柱刻判読不能
やはく

肥野白内證鑑刊横本五冊

宝永七年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺皿・８×咽︒
かみこ

７センチ半丁十五行柱刻﹁一之巻内證□□﹂

珀けいせい伝受紙子刊横本五冊

宝永七年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺ｎ．０×恥．
すぎさかづ倉

９センチ半丁十二行柱刻﹁巻一十三﹂

加傾城風流杉盃刊横本五冊

宝永二年版か正本屋九兵衛刊四周単辺加・１×妬・３セン

チ半丁十五行柱刻判読不能
皿傾城禁短気刊横本六冊

宝永八年版京都八文字屋八左衛門刊四周双辺過・３×四・

４センチ半丁十四行上下二折丁付はノドに﹁きんたん四巻
廿二﹂とある

犯頼朝三代鎌倉記刊大本五冊

正徳二年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺皿・０×略．

３センチ半丁十二行柱刻判読不能

鰯鎌倉武家鑑刊大本六冊

正徳三年版か京都谷村清兵衛刊四周単辺迦・３×亜・０セ

あさない

ンチ半丁十一行柱刻﹁今川一之巻六﹂

型渡世商軍談刊大本五冊
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正徳三年版京都江島屋市郎左衛門刊四周単辺加・２×恥︒

０センチ半丁十一行柱刻判読不能
○戸﹄︾﹂

妬通俗諸分床軍談刊大本五冊

正徳三年版京都谷村清兵衛・江島屋市郎左衛門刊四周単辺
刎・９×巧・９センチ半丁十一行柱刻﹁諸分一之巻□□﹂
いんよういろあそび

刻判読不能
いるちりめん

犯色縮緬百人後家刊横本五冊

享保三年版京都いせや左兵衛刊四周単辺過・２×四・３セ
かまどしようくん

ンチ半丁十四行

調けいせい竃照君刊横本五冊

享保三年京都八文字屋八左衛門版︑または︑寛政頃刊大坂綿屋喜

兵衛版本集収録のものがどちらのものかは不明四周単辺

妬女男色遊刊横本五冊
正徳四年版京都谷村清兵衛刊四周単辺皿・８×略・７セン

加・９×略・８センチ半丁十二行柱刻﹁一之巻太夫四﹂
おりすへつる

チ半丁十五行柱刻．之巻二十五﹂

弘傾城折居鶴刊横本五冊

享保二年版京都中島又兵衛刊四周単辺ｎ．０×妬・７セン

義経風流鑑刊横本五冊
正徳五年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺ｎ．２×Ⅳ︒

チ柱刻﹁二之巻おりすへ四﹂

弱けいせい手管三味線刊横本五冊

てく鱈

８センチ半丁十四行柱刻判読不能
うつぼぶれ

享保十一年版京都中島又兵衛刊四周単辺皿・９×咽・６セ

泥今源氏空船刊大本五冊
正徳六年版京都菊屋長兵衛刊四周単辺岨・４×Ｍ・６セン

ンチ半丁十八行柱刻二之巻□□﹂

弱契情お国歌舞伎刊大本五冊

けいせい

チ半丁十一行柱刻﹁今源氏三六﹂
かたざ

享保十五年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺加・６×

羽諸国武道気質刊大本五冊
享保二年版京都菊屋長兵衛刊四周単辺聰・４×Ｍ・６セン

晦・９センチ挿絵の丁ゆえ行数不明柱刻判読不能

師富士浅間裾野桜刊半紙本五冊

すその

チ挿絵の丁ゆえ行数不明柱刻判読不能
さきわけいるふたご

享保十五年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺加・５×

訓野傾咲分色汗刊横本五冊
享保三年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺加・８×略︒

略・２センチ半丁十二行柱刻﹁一之巻富士□□﹂

享保十七年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺加・９×

銘けいせい奇三味線刊横本五冊

うた

６センチ半丁十四行柱刻﹁色汗二巻十四﹂
釦傾城 新 色 三 味 線 刊 横 本 六 冊
享保三年版四周単辺叩・２×珊・１センチ半丁十八行柱
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Ⅳ・０センチ半丁十四行柱刻判読不能

釣風流友三味線刊横本五冊
享保十八年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺ｎ．０×
蝿・８センチ半丁十四行柱刻判読不能
たまつぱｇ

棚風流連理感刊横本三冊
享保二十年版京都八文字屋八左衛門刊四周双辺ｎ．９×
岨・５センチ半丁十四行
めいじよ

なのはなこがれゆめあわせ

妬菜花金夢合刊半紙本五冊

宝暦五年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺四・２×皿．

６センチ半丁十二行柱刻﹁金巻之二□□﹂
鞭当世両面鏡刊大本五冊

宝暦十三年版京都めと木や伝兵衛刊四周単辺四・０×皿．
こしもと

２センチ半丁十一行柱刻﹁當世両面鏡巻之五九﹂

妃世間侍脾気質刊半紙本五冊

半兵衛刊四周単辺四・６×皿・９センチ半丁十二行柱刻

明和八年版江戸前川六左衛門・大坂西田屋利兵衛・京都田中屋

元文元年版大坂河内屋茂兵衛・同せと物や伝兵衛刊四周単辺

虹諸わけ名女烟草刊横本五冊

加・７×恥・９センチ半丁十四行柱刻﹁名女二十四﹂

しうとめ

蛸世間姑気質刊半紙本五冊

判読不能

かみこ

明和九年版京都菱屋孫兵衛・同本屋伊兵衛刊四周単辺四・

姐御伽名題紙衣刊大本六冊
元文三年版
版京
京都
都菊
菊屋
屋七
七郎
郎兵
兵衛刊四周単辺加・３×巧・８セ

３×巧・５センチ半丁十行柱刻﹁女形気巻之二□□﹂

明和十年版京都菊屋七郎兵衛刊四周単辺加・４×酪・４セ

卵風俗世間用心記刊横本五冊

ンチ半丁十
十二
二行
行柱
柱刻
刻判
判読
読不能
ぶゆうふたつどもえ

元文四年版
版京
京都
都八
八文
文字
字屋
屋八
八左衛門刊四周単辺加・４×略︒

ンチ半丁十五行柱刻判読不能

娼武遊双級巴刊半紙本五冊

４セン
ンチ
チ柱
柱刻
刻﹁
﹁一
一之
之巻巻
武武遊八﹂
おの ︑ た か む ら

小野篁恋釣船刊半紙本五冊
寛延二年版京都八文字屋八左衛門刊四周単辺四・７×咽．
みつ

四・７×鴫・５セ

７センチ半丁十二行柱刻﹁三之巻篁六﹂
妬風流楽花形大本五冊
宝暦四年版大
大坂
坂吹
吹田屋太四郎刊四周単辺
ンチ半丁十一
行行柱刻﹁女二之巻十﹂
一
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古版本聚芳
︵略号ｌ﹁版﹂︶

二︵上下︶巻二冊昭和五十五年一月文車の会刊反町茂雄編限定

４成唯識論了義燈刊巻子本

春日版鎌倉中期刊字高羽・０センチ一行二十一字料紙簿
い雲母引き

版聚芳﹄に収録したゆえ︑本零葉集には収録していない︒序︑凡例︑目

元和頃までの古版本五十種を収録︒ただし︑古活字版はすでに﹁古活字

干時建暦癸酉終功芙願以作模所生福令法久住利有情主伴勧

刊記﹁沙門弘審依専心上人命勧都鄙貴賎類奉彫琉伽論一部模

春日版建暦三年沙門弘書刊字高別・５センチ一行十七字

５聡伽師地論刊巻子本百巻

次に続き十九ページにわたる序説﹁古版本とその歴史的背景﹂が付され︑

進結縁衆共生知足終成仏﹂白紙本

五十部

以下偶数ページに零葉を貼り︑対面奇数ページに活字印刷にてその解説

６琉伽師地論刊百巻

春日版建暦三年沙門弘書刊字高加・３センチ一行十七字

を付す︒目字では﹁第一平安朝・鎌倉時代﹂︵上巻１〜別︶︑﹁第二南

北朝・足利時代﹂︵下巻皿〜虹︶︑﹁第三近世初期蕊時代﹂︵下巻蛇

黄紙本

高野版建長八年刊南北朝頃刷字高加・６センチ一面六行

︑釈摩詞術論刊半紙本十巻

しやくまかえん

嘉禄三年版弘安八年刷字高加・７センチ一行十七字

９大般若波羅蜜多経刊

春日版鎌倉初中期刊字高鍋・８センチ一行二十一字

８成唯識論述記刊

宗法命久増春日霊威光遠生有情類慧解皆共必得龍華益﹂

満寺衆命造唯識論模美承久辛巳初秋下旬彫刻功畢願継応理

行十七字︵本集所収の切二行目は二十字︶刊記﹁沙門弘審蒙

春日版承久三年弘容刊鎌倉末期頃刷字高加・３センチ一

７成唯識論刊十巻

〜別︶となっている︒﹃浮世草子聚芳﹄に続く零葉集︒各零葉の解説に
は︑その完本の市価推定値を付す︒
底本１１国文学研究資料館︵リ３／皿︶

１成唯識論述記刊巻子本二十巻
春日版平安朝末から鎌倉初期刊字高別センチ一紙二十七八
行二十一字

２成唯識論了義燈刊巻子本
春日版鎌倉初期刊字高羽・０から認・５センチ一紙二十四
行前後十七字

３成唯識論演秘刊巻子本七巻
春日版鎌倉初期刊字高配・５センチ一行二十字
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刀舞索

嘩謬
ユー診ば

十七字高野紙裏表刷包背装刊記﹁比丘普観回施長財開論

板一巻追薦師祖仏母禅師先師嘉会和尚先票神鑑法師先稟

妙空華厳和尚各超登仏地﹂︵巻第四末︶﹁千時建長八年二月日

高野山金剛仏子快賢﹂︵巻第十末刊記六行有︶

ｎ大般若波羅蜜多経刊

文永二年以前刊字高加・０センチ一行十七字黄蕊紙雲母薄
引料紙

吃釈摩詞術論通玄紗刊大本四冊

高野版弘安五年刊字高加・７センチ一面七行十九字料紙

は純白の厚手鳥の子紙両面刷粘葉装刊記﹁弘安五年壬午九月

六日妙高野山金剛三昧院金剛仏子性海書弘安五年壬午十月廿

一日紗高野山金剛三昧院浄場通玄紗四巻為備規模謹開印板
畢﹂

過華厳五教章刊三巻

東大寺版弘安六年刊字高配・３センチ一行二十字刊記﹁夫

法界宏高円宗玄迩僅預二法席一剰企二弘通一価勧二有縁諸

人一遂開三部模板一庶幾遼方終古流演伝布而已弘安六年

癸未九月八日沙門禅爾謹誌﹂︵下巻末︶

Ｍ浄土法事讃刊大本二巻

浄土教版鎌倉中期刊字高迦・０センチ一面六行十七字料

紙は厚手純白の鳥の子紙両面刷粘葉装

巧妙法蓮華経刊八冊
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〆

御夕

鎌倉中期刊字高配・２センチ一行十七字料紙は鳥の子雲母
薄引

照大般 若 波 羅 蜜 多 経 刊
鎌倉中期刊字高加・４センチ一行十七字

Ⅳ大方広仏華厳経刊八十巻
鎌倉中期頃刊天地墨界加・８センチ一紙二十六行十七字
料紙は鳥の子紙

略梵綱経古迩記刊二帖
西大寺版正安四年刊字高配・０センチ一紙二十六行前後二
十一字料紙は厚手純白の鳥の子紙

岨華厳経随疏演義抄刊四十巻

武蔵国普済寺版貞治応安中刊字高羽・３センチ一紙二十四

五行一行十七字

瀦地蔵本願経刊三冊

応安六年版天地墨界鯉・１センチ一紙二十一行十六七字折
帖装

型大般若波羅蜜多経刊六百巻

南北朝時代刊応安七年施入本字高加・４センチ一紙二十三
行前後十七字折帖装

妬大般若波羅蜜多経刊六百巻

永徳三年頃刊有界︵銀界︶天地別・７センチ一面五行十七

字折帖装

南北朝時代刊有界︵金界︶天地四・３センチ一紙二十八行

妬妙法蓮華経刊八巻

麗版覆刻折帖装刊記﹁右為令法久住利益衆生所令開板也

前後十七字

東大寺版正慶元年刊天地墨界泌・０センチ一行二十字高

正慶元年壬申五月廿日庸医法橋理覚﹂︵巻第二下末︶

大般若波羅蜜多経刊六百巻

足利初期頃刊永正八年以前刷字高加・６センチ一紙二十一

加大般 若 波 羅 蜜 多 経 刊
元弘四年版字高岨・８センチ一行十七字刊記﹁元弘四年正

二行十七字

鋤歴代帝王紹運図刊半紙本一冊

足利初期頃刊字高配・５センチ一面四行十七字折帖装

調妙法蓮華経刊八巻

足利初期頃刊字高田・６センチ一紙二十二三行十七字

泥大般若波羅蜜多経刊六百巻

月十五日以自力刊当巻臭為国土泰平自他成仏也勧進沙門素
慶﹂︵巻第一百一十六末︶

皿成唯識論刊十巻
春日版南北朝頃刊室町初期刷字高加・５センチ一行十七
字

犯大方広仏華厳経刊六十巻
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五山版足利初期刊同末期頃刷四周双辺蛆・５×皿・３セ
ンチ半丁七行十一字有界柱刻判読不能
皿大般若波羅蜜多経刊六百巻
応永十七年頃刷字高加・５センチ一紙二十一二行十七字刊

装

釘妙法蓮華経刊八巻

足利中期頃刊字高皿・３センチ一行十七字明応七年の寄進
記あり

足利中末期頃刊天地︵緑色金銅界線︶皿・３センチ一紙二十

銘妙法蓮華経刊八巻

国土豊／饒人民豊楽乃至法界平等利益美／千時応永十七年庚寅

五行前後十六字

記﹁右志趣者為七世四恩井一切衆生／皆成仏道殊者天下泰平

卯月三日／願主沙門性恵敬白﹂︵巻第二百五十五巻末︶

五山版永正元年東山春雲軒刊四周単辺加・０×巧・０セ

釣聚分韻略刊大本一冊

根来版応永二十五年刊字高加・８センチ一紙二十一二行十

ンチ半丁十行有界刊記﹁聚分韻略啓童蒙之書也然平上去

犯蘇悉地掲羅経刊三冊
七字刊記﹁応永廿五年二月九日大伝法院恵淳﹂︵上巻末中巻

入難卒分之或列四声以備一目蓋偉人易解也因鎮子板置諸

舎甲子八月初吉﹂柱刻判読不能

東山春雲軒伏翼不即文字不離文字以極禅河教海／永正元年歳

は同年五月三日︑下巻八月廿三日︶

詔大方等大集経刊三十巻
応永頃刊天地墨界加・９センチ一紙二十五行前後十七字

仙悉曇字紀刊一冊

高野版足利中期頃刊足利末期刷字高四・５センチ両面刷

弘金剛頂環伽経刊三巻
東寺版文安元年刊字高皿・０センチ一紙十九あるいは二十

一面七行十三字粘葉装

丁六行巻末奥題の下に刊記﹁慶長丙午歳金宣開板﹂柱刻判

慶長十一年版白文︵陰刻︶その寸法躯・４×Ⅳ・４センチ半

蛇四体千字文刊大本一冊

所大権現奉納経

天正慶長頃刊字高肥・７センチ一面四行十七字折帖装当

虹般若理趣経刊一冊

行十七字刊記﹁文安甲子極月日開板金剛仏子覚増﹂︵巻第二
末︶

弱大般若波羅蜜多経刊六百巻
文安三年頃版天地︵緑色金銅界線︶加・９センチ一紙二十二
行前後十七字豊前国貫山大権現施入

記大方広仏華厳経刊八十巻
春日版足利中期刊字高飢・４センチ一面六行十七字折帖
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読不能

娼倭玉篇刊大本三冊
慶長十八年版四周双辺刎・５×Ⅳ・０センチ半丁七行有
界刊記﹁慶長癸丑仲冬日開板之﹂︵下巻末︶柱刻判読不能

黄石公素書刊大本一冊
慶長二十年頃版四周双辺恥・０×過・０センチ半丁八行柱
刻判読不
不能
能巻
巻末
末践
駁文
文の後に﹁慶長二十年乙卯閏六月下瀞大龍
老夫玄昌書﹂特製本
妬節用集易林本刊・大 本 二 冊

慶長中刊四周単辺配・３×Ⅳ・８センチ半丁七行柱刻﹁節
用集二十三﹂刊記﹁音慶長二丁酉易林誌﹂

妬医方大成論刊大本一冊
元和二年版四周双辺Ⅳ・８×蛎・４センチ半丁十行柱刻
﹁医方大成論十﹂刊記﹁元和二丙辰年仲春良日二条鶴屋町
関吉右衛門開板﹂

大本二冊
灯下学集刊大寺

十三﹂刊記﹁元和三年丁巳孟夏吉旦梓焉杉田良

元和三年版
版 四周単辺詔・４×Ⅳ・２センチ半丁七行柱刻
﹁下学集

庵玄与開板﹂

妃平家物語刊大本十二冊
元和九年版四周双辺塊・１×恥・８センチ半丁十二行刊
記﹁此平家物語一方検校衆以数人之吟味改字証加点及句読

元和七孟夏下旬令開板畢／或人日庶幾記其姓名云々故今準

之而巳／子時元和九初秋吉且洛陽三条東洞院諏訪町杉田良庵

玄与国
鯛つれた︑草刊大本二冊

元和中刊無辺字高皿・４センチ半丁十行

別伊勢物語刊大本二冊

元和寛永中刊無辺字高迦・３センチ半丁八行慶長中刊の

嵯峨本伊勢物語の模刻版
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あとがき
国文学研究資料館には︑国文学以外に情報学すなわちコンピューター
関係の教官がいる︒かって調査カード︵国文学文献資料調査カード︶の

ぶせぼり︶に関して近時やかましい︑匡郭の数ミリの違いなども︑はた

して︑どれだけ真に迫れよう︵因みに手近かの複写機で︿ものさし﹀を

コピーしてみたところ︑二○センチで一ミリ︑すなわち○・五パーセン
トの誤差があった︶︒

覆刻についてさらに言えば︑写真やコピーに基いて別版であることを

げなく言った言葉に︑妙に関心したことがある︒一枚の写真の持つ情報

スター・コンピューターとの対話に発した私の思考は︑まことにあたり

書誌解題︵調査カード︶は写真に及ばず︑写真は現物に及ばないｌミ

言うのは︑それほど困難ではない︒同版と断定するのが︑むずかしい︒

童は︑解説の何百語にも相当するＩというもの︒彼が語らんとしたの

まえの結論に落着したのであった︒

データーベース化について話合っていたとき︑ある若手の研究者がなに

は︑コンピューターによる情報処理など︑しょせんは限界のあるものだ
という︑シニカルな意味であったのだが︑調査カードとマイクロ・フィ
ルムという︑わが身に引きつけたとらえかたをして︑しばらく考え込ん

自性を持っているか︑を語ることであり︑それは︑表紙がどんな風であ

れないが︑凡百の諸本諸版のうちにあって︑当該の一本が︑いかなる独

一般に書誌解題というものは︑調査カードも同じことが言えるかもし

賀文庫にはこんな種類の本もあったのか︑という程度の興味しか持たな

のぞき込んでみると︑版本の零葉の貼り込み帖であった︒その時は︑加

図用の大机に大型本を拡げ︑立ったままでページを繰っていた︒脇から

のことだが︑特別文庫室でＮ氏と出会ったことがある︒その日Ｎ氏は地

だいぶ以前といっても︑都立中央図書館が有栖川公園に移ってから後

り︑寸法がこれこれであってと始まって︑読む者の眼前に︑具体的イメー

かったので︑その貼り込み帖が﹃蛾眉公子﹂であったか﹁玉屑集﹂であっ

でしまった︒

ジの現出するように︑言葉を費すことであろう︒そう考えれば︑一葉の

たか︑残念ながら記憶にない︒

Ｎ氏の書癖はつとに聞き及んでいたが︑このたぐいにまでもと︑あら

写真に匹敵することは︑むずかしい︒解題に図版が添えられたり︑世上
に﹁旧刊景譜﹂また﹃近世文芸名著標本集﹄のたぐいの存在することを︑

その後︑縁あって私は資料館に俸職することになったが︑たまたま書

ためて驚いた次第であった︒

しかし写真や電子複写の技術をもってしても︑どれだけ現物に迫れる

庫に入って大型本の別置してあるコーナーで︑この種のものの一つを手

ゆえなしとしない︒

かには︑問題がある︒たとえば紙質を再現できないし︑版本の覆刻︵か
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にすることとなった︒それは﹃歴代古紙聚芳﹄︵昭釘文庫の会︶で︑零

Ｄ古離聚葉昭５天心洞書房一冊︵京大︶

たものらしかった︒天平期以後の︑時代ごとの筆蹟を徴する見本として

Ｇ反故草紙昭Ⅳ堀田葦男︵資料館︶

Ｆ古今紙譜〃一冊︵国会︶

Ｅ名家真蹟譜昭咽〜蛆訪書会一冊︵国会︶

恰好の資料でもある︒また︑巻末にある一覧表により︑この種の零葉残

Ｈ紙魚のなごり昭釧〜

葉集としては最も新しいものであるが︑紙質の参考資料として購入され

葉の集成が︑昔から多種公刊されていること︑そして古活字版や浮世草

Ｉ歴代古紙聚芳昭師文庫の会四冊︵資料館︶

だ実見の叶わないもの︑種々の事情で︑今回見合わさざるをえなかった

これらのうちには︑発行年や編者等を明らかにしないもののほか︑いま

和本研究会五冊

子など︑分野を限ったりもして多様であること等を知ったのも︑この時
の収穫であった︒

この種の零葉集を備えることにより︑書誌学や文献学はもとより︑国

きたのではなかろうか︒七点ほどを現在までに入手することができた︒

けでもなく︑乏しい図書予算にそれほどの負担を与えることなく購入で

発行︵あるいは配布︶部数が少なく︑古書市場にたびたび姿を現わすわ

購入を願った︒零葉集一点ごとの値段は安くはない︒しかし幸か不幸か

媚林若樹︶はこの領布会を記念して刊行されたもので︑﹃玉屑集﹂の第

会員も安田善之助︑三村竹清︑加賀豊三郎など︑重なる︒﹃従吾所好﹂︵明

いた展覧会︵雑誌﹁集古﹂に目録を連載する︶の分派とも言うべきもの︒

換会のごときを催したその成果であり︑集古会がテーマを定めて行って

Ａ﹁玉屑集﹂は︑当時の本好きが集まって零本を持ち寄り︑零葉の交

ものをも含んでいる︵括弧内は確認できた所蔵者︶︒

これは内容の質を別にして︑公的機関としては他に例をみない点数であ

一期全十二輯の総目録を付載する︒また︑都立中央図書館加賀文庫に同

文学の研究の参考に資することができるｌそう考えて収集を希望し︑

る︑とひそかに誉っている︒

名の零葉集︵全二十二冊○二二／Ｇ／一︶を蔵するが︑関連について

は未詳︒玉屑会のものの再編集か︒

Ｂ﹁古梓残葉﹄は︑西村兼文の﹃古梓一覧﹂に因む標題であり︑日本︑

Ａ玉屑集明

葉﹂は︑江戸初期刊本を主に︑和漢の零本︑三十九点五十八葉を集めた

目を一部変えて再刊したものがＣ﹁古梓残葉別本﹂という︒Ｄ﹁古離聚

中国︑朝鮮の古書約四十七点の零本を集めたもの︑その残りをもとに書

Ｂ古梓残葉昭４杉田大学堂二冊︵京大・龍大︶

もの︒全篇︑見事な版画仕立の装頓になり︑編者の意図も︑むしろ挿絵

〜妬玉屑会一二冊

Ｃ古梓残葉別本昭４〃二冊︵横国大︶

八種のほか︑次のごときものがあった

われわれの知見に入った稀本零葉集は︑今回索引の対象に取り上げた
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Ｅ﹃名家真蹟譜﹂は国会図書館所蔵本︵七二八一／Ｍ四四八二／Ｈ︶

見本として後世に残さんがために愛書家たちが作ったものであったが︑

﹁玉屑集﹂は︑廃紙への運命をたどる零本を愛惜し︑稀本を選んで︑

が順当であろう︒

により内容を知ることができるが︑稀本零葉集というよりは︑むしろ古

やがて零葉集の編纂︑刊行は︑古書売買に関係する者の集まりの引き継

の集成にあったらしい︒

筆手鑑に類するものであり︑やや傾向を異にするところから︑今回の索

ぐところとなる︒﹁蛾眉公子﹄の一誠堂玉屑会︑﹃稀本零葉﹂﹁名家真蹟譜﹄

等の訪書会のほか︑和本研究会︑文車の会など︑いずれも和装本を扱う

引には割愛した︒Ｆ﹃古今紙譜﹄︵国会○一三・八／恥五四四／Ｈ︶とＩ
﹃歴代古紙聚芳﹄︵資料館し２／狸も同じである︒

古書蝉の店主もしくは店員の研究会である︒

古書売買関係者の勉強会の産物ｌｌこのことが稀本零葉集の性格を端

Ｇ﹁反故草紙﹂は資料館に一本を蔵する︵ラ３／皿︶が︑これについ
ては一冊で終ることなく︑好評を得て続刊されたとのこと︒この点をい

に︑稀観の程度に言及し︑古書としての時価に及ぶことも︑それと無関

的に物語る︒添えられた解説が︑零葉ごとの書誌的な条項の記述ととも

﹁紙魚のなごり﹄は︑いまだ所在すら確認できないでいる︒

係でなかろう︒また何をもって稀本とするかの︑収録作品の選択につい

まだ確認できていないので︑慎重を期して︑今回は収録を見送った︒Ｈ

他にも﹃謡本舩裳佳介﹄︵昭皿三上進内閣文庫一九九／四四一︶に

また領布を目的とせず︑個人が自分用に作ったもの︵たとえば︑安田松

配列を行う︒それがない場合もあるが︑いずれにしても︑収録の零葉は

稀本零葉集は︑収録した零葉を︑作品あるいは版種によって分類して︑

ても︑それが言える︒

廼舎文庫に︑西村兼文の﹁歴代古板譜﹄と題する貼り交ぜ帖を所蔵した

多岐にわたるものでなく︑いくつかの分類に収まってしまう︑範囲の限

類する︑分野を限って行った貼り交ぜ帖の数を少なしとしないであろう︒

という︶もあり︑これはずいぶん古い時代から存在したにちがいない︒

られたもの︑とすることができる︒すなわち仙古版経・五山版などの古

く︑配り本的に複数作られたかもしれない︒が︑領布を目的としたもの

り︑これは個人用とはいえ︑一葉のみを採って他が捨てられたはずがな

ることができよう︒もちろんそれ以前にも個人の作った貼り交ぜ帖があ

稀本零葉集は︑明治末の﹃玉屑集﹄を噴矢として始まったもの︑とす

であり︑さらに言えば︑古書市場における人気の反照だったのではある

つまりは︑何をもって稀本とするかの︑ときどきの風潮を反映したもの

でなく︑刊行の時期によりウエイトの置きかたに違いもあるが︑これは

くなく︑お伽草子の採られることは稀である︒もちろん零葉集ごと一様

本が分類の主な柱であり︑たとえば︑仮名草子︑古浄瑠璃などの数は多

版本︑②古活字版︑③古版地誌︑側西鶴本︑⑤浮世草子︑⑥咄本︑側絵

でなかったところから︑稀本零葉集の前史として︑別枠の扱いをするの
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まいか︒

緯のあったことをうかがわせる同書初版の︑出版事情の解明に寄与する

稀本零葉集と言っても︑必ずしも稀本のすべてが備わるものでないこと

多くひそんでいるに相違ない︒それらの点は︑それぞれ専門を異にする

このほかにも︑われわれの気付くことのなかった価値ある資料が︑数

であろう︒

も︑その一であろう︒たとえば勅版やキリシタン版など︑端本であって

読者諸賢の烟眼に期待することにしたい︒

他にも利用に当って心得ておかねばならないことは︑いろいろある︒

もそれだけで充分に古書として通用する種類のものが載るはずがない
︵ただし未確認ながら︑加賀文庫蔵﹁玉屑集﹂に﹁ぎあどぺかどる﹂の

半丁が貼付されているとのこと︶︒また版本に比重が置かれ︑写本は少
ない︒

情報学研究者の言を俟つまでもなく︑零葉はマイクロ・フィルムに増

このセオリーがそのまま当てはまる︒零葉集に取り上げられているもの

いう︒すべての古書がその通りではなかろうが︑こと零本に限っては︑

うか︒その書目の整備︑調査および収集は︑いまだ不充分であって︑今

られることなく︑いたずらに放置されて現在に至ったのではなかったろ

Ｎ氏のごとき達人の一瞥を例外として︑国文学の分野においては︑顧み

して︑原本の原況を雄弁に物語る︒しかしその集成である稀本零葉集は︑

は︑この種の企画にめぐり合うことがなかったとしたならば︑多くが故

回時間的余裕がなくて叶わなかった︑訪書会や文車の会など稀本零葉集

稀本零葉集は︑すでに述べたごとく︑零葉を一枚づっ貼るのであるか

紙回収業者に渡っていたはず︑と考えてみたほうが︑むしろ良かろう︒

たとえばお伽草子﹃よし氏﹂︵倭巧︶は︑﹃国書総目録﹄にも﹃御伽草子

ら︑すべて一点ごと異ったページが載る︒もし貼付された零葉のうちか

の編集発刊に関わった関係者からのヒアリング︵聞き取り調査︶をも含

の世界﹂所収の﹁増訂室町時代物語類現存本簡明目録﹂にも漏れた所在

ら︑従来未見の作品あるいは版種が出現した場合︑その零葉集の複数に

ただし︑そのようなたぐいのものであるにもかかわらず︑いまここに

不明の一本であり︑﹁蜑釣舟集﹄︵稀三妬︶は早く散供したと信じられて

当ることができたならば︑その内容を︑より詳しく知ることができるの

め︑今後を期したく思う︒が︑同時に読者各位からの示教をも得たく翼

いた貞門の俳書である︵参照母利稿﹁古逸俳書の零葉﹂﹁俳文学研究﹄

であり︑もし配布の全点を検することができたとしたならば︑零本その

取り上げた八種のうちから︑倉卒の間に気づいただけでも︑国文学資料

５︶︒また明らかに校正刷りとすることのできる︑朱の書入れの見られる

ものの復元が可能になるはずである︒国文学資料としての利用を考える

うものである︒

﹁洛陽名所集﹄︵紙四︶の一葉は︑丁付の表示に乱れがあって︑複雑な経

として看過することのできない︑いくつかの例を拾い出すことができる︒

一般に︑古書というものは︑故紙の相場に値段が左右されるもの︑と

＊
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とき︑古筆切を資料として扱った場合にも同様のことが言えるのである
が︑断片にすぎることは︑いたずらに猯摩憶説の入り込む余地を残すこ

とになる︒われわれは﹁蛾眉公子﹂が三康図書館・天理・東京誌料・早
大︑﹁倭刊聚葉﹂が東京誌料・九大・天理・資料館︑﹃紙魚玉屑集﹂が横
浜国大・資料館︑﹁古活字版拾葉﹂が天理・神原文庫︵香川大︶に所蔵さ

︵渡辺記︶

れることを確認しているのみ︒所在調査も今後の課題であって︑示教を
蒙りたくお願いする次第である︒
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書名綜合索引

︵同︑上製︶稀一皿
︵同︑並製︶稀一過

︵延宝二版︶紙瓢
今川当世状︵正徳三版︶稀四鋤

医方大成論︵元和二版︶版妬

恨の介︵寛永頃版︶稀五略

︵古活字寛永頃版︶稀二４

︵古活字元和頃版︶活６

宇津保物語

愛敬昔色好︵正徳四版か︶稀三瓢

今源氏空船︵正徳六版︶浮詔

栄華遊二代男︵宝暦五版︶＊稀四躯

伊勢物語閾疑抄︵古活字寛永頃︶聚１

商人軍配団︵正徳二版︶稀一狐

彩画職人部類︵天明四版︶稀二弘・稀六胆

あ行

あさがほ︵寛文四版︶稀四Ⅳ

色縮緬百人後家︵享保三版︶浮蛇

江戸鹿の子︵貞享四版︶蛾加・稀一弧

易林本節用集←﹁セツ﹂節用集

討全記

蝿鹿児嶋征討全記←﹁カコ﹂鹿児嶋征

英語菱︵文久元版︶倭蛇

飛鳥川当流男︵元禄十五版か︶蛾調

認韻府群玉︵古活字寛永二版︶聚灯

因果物語︵刊年不明︑平仮名本︶紙８
︵古活字慶長頃版︑十二行二十字︶活岨

︹印信集︺︵古活字高野版︶稀四皿

吾妻鏡

︵古活字慶長元和頃版︑十二行二十二字︶

稀−６．聚８

江戸雀︵延宝五版︶稀一詔

江戸名所記︵寛文二版︶稀四調・紙Ｍ

女男色遊︵正徳四版︶浮妬
浮世物語︵寛文頃版︶蛾９
歌行脚懐硯︵宝暦十一版︶稀一調・稀六羽

東鑑三代将軍︵宝永四版︶稀四銘

蜑釣舟集︵延宝二版︶稀三妬

円悟心要︵古活字寛永三版か︶稀三

絵本太閤記大全︵宝永七版︶倭妬

︵寛永頃版︶稀三鋤
︵寛文頃版︶稀一過

烏帽子折

犬子集︵寛永二十一版︶＊稀四幅

江戸料理集︵延宝二版︶紙詑
︵古活字慶長頃版︶活犯

稀一ｕ・紙６．聚岨

︵古活字嵯峨本︑特製︶

︵元和卯月本︶・稀二型・稀六咽

︵明暦二版︶紙羽

謡抄

謡本

五百崎虫の評判︵享保四版︶蛾鉛

為愚痴物語︵寛文二版︶蛾６
異人恐怖伝︵享和元版︶倭弱
伊勢物語
︵古活字慶長十三版︑嵯峨本︶

蛾２．稀−７・活５

︵寛永頃版︶＊稀四週・版帥
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軽口扇のまと︵享保十二版︶稀五⑫

軽口御前男︵元禄十六版︶稀五︑

下学集

︵元和三年版︶倭９

軽口露がはなし︵元禄四版︶稀三棚

綴元蘇東波詩集←﹁トウ﹂東玻先生詩

大雑書︵寛永頃版︶紙型

︹軽口噺︺︵元禄元版か︶稀四卵

︵元和三年杉田良庵版︶版
格知余論抄︵古活字元和頃版︶稀二皿・稀六鉛

漢書︵古活字寛永五版︶稀二７・稀六肥・活鏥

河内名所鑑︵延宝七版︶稀二羽

些軽口咄そろへ︵延宝七版︶稀五加

可笑記

︵寛永頃版十二行本︶倭過

祇園祭礼信仰記︵宝暦七版︶倭訓

堪忍記︵寛文四版︶紙弱

観心十二部経︵古活字元和頃版か︶稀三幅

︵万治二年版︶稀三６・紙５

︵寛永十九年版︶稀三皿・稀六弱

確鹿児嶋征討全記倭妬

かけきよ︵明暦四版︶稀二鍋

大ぬさ︵元禄十二版︶紙Ⅳ
沖縄対話︵明治十三版︶倭獅
おさな源氏︵寛文十版︶蛾︑
御伽名題紙衣︵元文三版︶浮蛇

御伽比丘尼︵貞享四版︶浮４
伽碑子←﹁トキ﹂

御伽物語︵万治二版︶紙弱
小野篁恋釣船︵万延二版︶浮

義経記

︵古活字寛永頃版︶聚誕

片言︵慶安三版︶稀三羽
科註妙法蓮華経紗︵古活字寛永二版︶稀三

︵古活字寛永十版︶＊稀四１

和蘭語法解︵文化九版︶倭胡

花鳥写真図奨︵文化二版︶倭拓

義経記︵元禄二版︑金平本︶蛾過

女諸礼集

花伝書︵古活字︶＊稀四３
瀦金草蛙︵天保五版︶倭調

衣更着物語︵貞享五版︶蛾５

︵万治三版︶紙皿

鹿の子はなし︵元禄三版︶稀四⑲

其磧置土産︵元文三版︶稀一調

︹京町鑑︺︵延宝頃版︶稀四弘
京童︵明暦四版︶稀二配・紙羽

百人一首

︵寛永頃版︑丹緑本︶＊稀四Ｍ

女大名丹前能︵元禄十五版︶蛾詔

歌舞名物同異抄︵正徳五版︶稀四妃

昨日は今日の物語︵寛永八版︶稀三加

か行

︵万治三別版︶稀四蛇
女用訓蒙図奨︵貞享四版︶蛾諏・稀一妬

鎌倉武家鑑︵正徳三版︶浮詔

班極彩色百人一首←﹁コク﹂極彩色
倭似

軽口あられ酒︵宝永二版︶稀五昭

刈萱道心＊稀四弱

巣大門屋敷︵宝永二版︶蛾鉈

からいと︵寛文五版︶蛾蛎

海外人物輯︵嘉永七版︶

紙娼

倭釧

稀三羽

蕊誌会海大成付鳳対類︵万暦元版︶
会稽會我物語︵正徳享保頃版か︶
解体新書︵安永三版︶
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錦繍段抄︵古活字元和寛永頃版︶

公平かぶとろん︵天和 頃 版 ︶

活記

稀一鱒

公事根源︵古活字元和寛永頃版︶

活別

聚調

訓蒙図奨︵寛文六版︶

倶舍論頌疏愚聞記︵古活字寛永頃版︶

稀四咽
聚媚

熊野の本地︵寛永頃版︶
群書治要︵古活字元和二版︶

浮銘

稀三妬・浮過

けいせい寄三味線︵享保十七版︶
浮鏥

傾城色三味線︵元禄十四版︶

契情お国歌舞伎︵享保 十 五 版 ︶
傾城折居鶴︵享保二版︶

蛾

浮羽

・倭妬・浮皿

けいせい竃照君︵享保 三 版 か 寛 政 頃 版 ︶
傾城禁短気︵宝永八版︶

傾城新色三味線︵享保三版︶
けいせい手管三味線︵享保十一版︶

稀一銘・浮弱

景徳伝灯録︵貞和四版︶

華厳経随疏演義抄︵正慶元版︶
華厳五教章︵弘安六版︶
毛吹草︵明暦元版︶

版廻

稀−２．稀六釦

兼好一代記︵元文二版︶蛾堀・稀二
源氏小鏡

・稀六弘

聚５

稀三Ⅳ・聚４

︵古活字寛永頃版︶

紙妬

聚昭

聚３

︵古活字元和寛永頃版︶

聚皿

稀二６．稀六７
蛾弱

好色江戸紫︵貞享三版︶

稀一四

好色文書筆︵元禄頃版︶

稀二岨

稀一弱・稀六妬

稀二配

蛾型

稀三妬

好色一代男︵天和二版︶浮１．稀二Ⅳ︒稀六６

好色伊勢物語︵貞享三版︶

︵同︑乱れ版︶

︵古活字寛永頃版︶

源平盛衰記

源氏物語︵古活字慶長頃版︶

︵明暦三年版︶

︵古活字元和寛永頃版︶

紙版

好色訓蒙図奨︵貞享三版︶
四 五

稀四皿・浮明
稀一蛆・稀六羽

版版

好色敗毒散︵元禄十六版︶

貫貫

けいせい伝受紙子︵宝永七版︶
傾城情の手枕︵寛保四版︶

稀二妬
浮血

一
一

傾城難波土産︵宝永七版︶
傾城播磨石︵宝永四版︶

稀一錨・浮加

享享

紙
蛾妬

好色大和喉がほ︵元禄頃刊︶

稀二別・稀六５

稀三銘

稀二８・活師・聚如

五家正宗賛︵古活字慶長十三版︶

後漢書︵古活字寛永頃版︶

故郷帰の江戸咄︵貞享四版︶

蛾Ⅳ︒稀二鋤・稀六訂

倭鴻

唖極彩色百人一首︵天明頃版︶倭弘

五元集︵宝暦二版︶

古今韻会挙要

稀五６

紙

︵古活字慶長頃版︶

紙週

︵応永五版︶

古今茶道全書︵元禄七版︶

古今書籍題林←﹁ショ﹂書籍目録

子四天王北国大合戦︵寛文二版︶

紙銘

稀二弱・稀六ｍ

御書要文集︵古活字元和頃版︶

紙別

活妬

稀四羽

御成敗式目抄︵寛永二十一版︶

御前義経記︵元禄十三版︶

古筆拾葉抄︵古活字寛永十二版︶

古武鑑

︵寛文十版︶

版 版

稀二躯・稀六４

3

三
4

傾城風流杉盃︵宝永二版︶
傾城武道桜︵宝永三版︶

貞延
享宝
頃頃

稀

稀

一

一

へ

へ

好好
色色
旅盛
日衰
記記

3
34

31

浮
浮

113
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山谷詩集

山谷詩集注︵古活字慶長頃版︶稀四６

算学啓蒙︵万治元版︶倭Ⅳ

小夜衣︵元禄十版︶蛾弘

小夜嵐物語︵元禄十一版︶浮ｕ

済民略方︵古活字元和寛永頃版︶稀四８

済民記︵古活字寛永頃版︶活羽

西鶴伝授車︵享保元版︶蛾鯛

西鶴俗つれつれ︵元禄八版︶稀一別・稀五８

西鶴織留︵元禄七版︶

稀稀
紙倭倭版版二四

蛾瀦・倭犯・稀一蛆・浮加

西鶴置土産︵元禄六版︶蛾

さ行

裏美臺實窪窪
:窪崖瞳塵

︵古活字慶長元和頃版︶

稀二９．稀六銘・紙︑

︵古活字元和寛永頃版︶稀五２
三国仏法伝通縁起

︵古活字慶長頃版︶活蛇
︵古活字元和頃版︶活粥

四民乗合船︵正徳四版︶蛾瓢

釈迦の本地︵寛文二版か︶稀三別
釈氏要覧︵古活字寛永頃版︶活仙

釈摩訶術論︵建長八版︶版皿

釈摩訶術論通玄紗︵弘安五版︶版胆

沙石集

︵古活字慶長頃要法寺版︶聚晦

三十六歌仙︵古活字元和寛永頃版︶稀三１

三人法師︵元禄頃版︶稀三型・稀四加

︵古活字元和四版︶＊稀四２・活蝸

︵古活字元和二版︶聚亜
稀二ｕ・稀六蛎

三略秘紗︵古活字元和寛永頃版︶

鹿の巻筆︵貞享三版︶稀四蛆

拾芥抄︵古活字慶長頃版︶聚記

︵古活字寛永頃版︶紙２
周易︵古活字慶長十版︶聚謁

史記

︵古活字慶長頃版︶稀三師・聚犯

十帖源氏︵万治四版︶蛾皿

十八史略︵古活字元和頃版︶活犯・聚但

︵古活字慶長元和頃版︶稀四５．聚調

職原私抄︵古活字寛永四版︶聚珀

︵永正元版︶版調

聚分韻略
色道繊悔男︵宝永四版︶蛾如・稀二羽・稀六ｕ

︵慶長十七版︶稀三鴻

色道仮寝枕︵正徳頃版︶稀三２
四国遍礼霊場記︵元禄二版︶紙塀

俊徳丸←﹁しん﹂しんとく丸

子孫大黒柱︵宝永六版︶稀四型

春秋左氏伝︵古活字慶長頃版︶活調

稀−８．稀六弱・聚師

春秋経伝集解︵古活字慶長頃版︶

悉曇字紀︵室町中期版︶版如

貞観政要

資治通鑑綱目︵宋版︶稀三詔
地蔵本願経︵応安六版︶版羽

島原記︵宝永元版︶倭別
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高紅広黄金
野毛大石剛
大雑和公頂
師話本素琉，−，へ

32322944344141

︵古活字慶長五 版 ・ 写 真 ︶
︵古活字元和九 版 ︶

匠材集︵古活字寛永頃版︶

稀稀

声字実相義︵鎌倉南北朝頃版︶
尚書︵ 古 活 字 慶 長 頃 版 ︶

浄土法事讃︵鎌倉中期版︶

成唯識論
︵承久三年版︶

8 1

︵南北朝頃版︶

14482125442

4 2

3217

442924723

成唯識論演秘︵鎌倉初期版︶

稀
版版

成唯識論述記
︵平安末鎌倉初版 ︶
︵鎌倉初中期版︶

成唯識論了義灯
︵鎌倉初期版︶
︵鎌倉中期版︶

軸翻訳文範←﹁ホン﹂翻訳文範
女訓抄︵古活字寛永十六版︶

諸国安見回文之絵図︵天和頃版︶
諸国敵討︵元禄七版︶

諸国武道気質︵享保二版︶

諸国名所百人一首︵元禄頃版︶

版紙五活聚倭

版版

版版版

紙浮一五活

書籍目録

繩書籍目録︵寛文十版︶稀二妬
古今書籍題林︵延宝頃版︶稀五巧

翠釜亭戯画譜︵天明二版︶稀四仰
姿絵百人一首︵元禄八版︶稀一妃

炭俵︵享保頃版︶紙調

住吉物語︵古活字慶長頃版︑写真︶倭６

醒睡笑︵慶安元版︶稀二師・稀六Ｍ

新増書籍目録︵天和元版︶稀四鋤

諸わけ名女烟草︵元文元版︶浮虹

世間侍蝉気質︵明和八版︶浮娼

清少納言枕草子←﹁マク﹂枕草子

新可笑記︵元禄元版︶蛾妬・稀三鯛・浮７

世間姑気質︵明和九版︶浮鱒

新板増補書籍目録︵元禄十一版︶稀四如

新刊勿聴子俗解八十一難経︵元和三版︶倭８

新刊倭玉篇←﹁ワ三和玉篇

旋氏司馬法講義︵古活字元和頃版︶稀三姻

世間旦那気質︵安永三版︶蛾別
世間母親容気︵宝暦二版︶倭諏

︵寛永頃版︑大本︶紙妬
︵寛永十版︑中本︶倭吃
新小説︵明治二十一版︶倭卵

雪峯空和尚外集︵貞和三版か︑写真︶倭１

塵劫記

新色三シ巴︵宝永三版︶稀五１

節用集︵慶長頃版︑易林本︶稀二昭・版妬

ぢんてき問答︵古活字元和頃版︶稀三ｕ

新体詩歌︵明治十六版︶倭蛆

千字文←ヨン﹂四体千字文

禅儀外文集︵古活字寛永三版︶活

前漢書←﹁カン﹂漢書

鯉世間用心記︵明和十版︶浮別

世間胸算用︵元禄五版︶蛾妬・稀一認・浮９

新増書籍目録←﹁ショ﹂書籍目録

しんとく丸︵寛文頃版︶稀四拓

船頭深話︵文化三版︶倭師

禅林類聚︵古活字慶長十八版︶活虹・聚別

新板増補書籍目録←﹁ショ﹂書籍目録

新武道伝来記︵宝永三版︶稀二型・稀六２

増刊校正王状元集註分類東波先生

詩←﹁トウ﹂東玻先生詩

新平家物語︵元禄十六版︶稀一
人倫訓蒙図彙︵元禄三版︶蛾銘・稀一幅・紙訂
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宗祇諸国物語︵貞享二版︶紙皿
錨率韻 府 群 玉 ← ﹁ イ ン ﹂

︵古活字寛永頃版︑十一行︶活逓

︵古活字慶長元和頃版︶聚羽

︵古活字慶長頃版︶紙加

曾我物語

︵嘉禄三版︶版９
︵文永頃版︶版ｕ
︵鎌倉中期版︶版妬

︵古活字慶長十五版︶聚妬

︵古活字慶長頃版︶

稀二５．稀六Ⅳ︒紙偲

太平記音義︵古活字慶長元和頃版︶聚鴻

︵古活字寛永頃版︑十二行︶

︵古活字元和頃版︶活咽

︵古活字元和二版︶活晦・妬聚

︵元和八版︶倭加

︵古活字寛永元版︶聚酊

︵古活字寛永頃版︶倭３・活Ｍ

大方広仏華厳経

︵鎌倉中期版︶版Ⅳ

︵室町中期版︶版調

︵貞治応安頃版︶版理

︵元和二版︶倭７

︵古活字慶長八版︶聚迦
︵古活字慶長十版︶聚泥

鷹筑波集︵寛永十九版︶稀四

伊達髪五人男︵宝永三版︶浮聡

署鎧船頭深話←﹁セン﹂船頭深話

武知三浦一二のあらそひ︵寛文頃版︶稀一別
︵古活字慶長十四版︶

稀−３．活ｕ・聚塑

︵古活字慶長十二版︶聚羽

誰袖海︵宝永元版︶蛾哩

大発句帳←﹁ホッ﹂発句帖

大方等大集経︵応永頃版︶版詔
太平記

大仏物語︵寛永十九版︶稀三調

︵応永頃版︶稀五〃

︵古活字慶長元和頃版︶活吃

︵元弘四版︶版加
︵南北朝版︶版別
︵永徳頃版︶版泌
︵室町初版︶版訂
︵同︑別版︶版犯
︵応永頃版︶版皿
︵文安頃版︶版弱

太平武鑑←﹁フカ﹂武鑑

増補江戸咄︵元禄七版︶蛾四
繩書籍目録←﹁ショ﹂

︵室町中期版︶稀三咽

挿訳英吉利会話篇︵明治五版︶倭妬

稀一Ｍ．活Ⅳ・聚訓

紙４

大毘慮遮那経疏

大般浬薬経︵古活字寛永頃版︶稀四ｎ

32495734

・稀六加

︵寛永頃版︶稀二
蘇悉地鶏羅経︵応永二十五版︶版犯

た行
太閤真顕記︵木活字版︶
大織冠 ︵ 寛 永 頃 版 ︶

大蔵一覧集︵古活字慶長二十版︑写真︶
大日経疏︵古活字元和頃版︶

大日本いろはの始︵享保九版︶

大般若経
︵高麗版︶
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稀
三紙倭蛾紙

たはら藤太秀郷︵寛文九版︶倭皿
竹斎

蛾肥・稀一鋤・稀六泥

当世御伽曾我＊稀四羽

当世乙女織︵宝永三版︶稀四羽
陛軽口咄そろへ←﹁カル﹂軽口咄そろへ

当世曾我高名松︵正徳頃版︶倭羽

︵寛永頃版︶稀三仰
︵寛文頃版︶稀四皿
千尋日本織︵宝永四版︶稀五四

当世両面鏡︵宝暦十三版︶浮灯

︵南北朝版︶稀三岨

東波先生詩

註解傷寒論︵古活字元和寛永頃版︶聚銘

忠義武道播磨石︵宝永八版︶稀三娼
註金師子章︵古活字元和寛永頃版︶活妬

南都名所集︵延宝三版か︶稀一犯
南浦文集︵古活字寛永二版︶活妬

日本異国往来記︵元禄九版︶稀二蛤・稀六調

日本永代蔵

︵貞享五版︶

蛾犯・倭犯・稀一ｍ・紙副・浮６

︵刊年不明版︶紙兇

日本書紀

︵古活字慶長頃版︶活１

︵古活字慶長十五版︑写真︶倭４
稀二ｍ・稀六躯・聚偲

︵古活字元和寛永頃版︶稀二２

︵古活字慶長頃版︶

勅撰名所和歌抄出︵古活字元和頃版︶活虹

洞房語園︵宝暦明和頃版︶稀五９

中将姫の本地︵慶安四版︶蛾４
睡諸分床軍談︵正徳三版︶浮妬

18

・ 稀 稀
浮三浮五

・稀六調

白氏文集︵古活字元和四版か︶活犯・聚蛇

俳譜友ちから︵元禄十六版︶稀五認

稀−１・稀六泌

排韻増広事類氏族大全︵室町初期版︶

は行

能之訓蒙図梨︵貞享四版︶稀二

能仕舞手引︵元禄十版か︶稀四輪

女用訓蒙図彙←﹁オン﹂

日本新永代蔵︵正徳三版︶稀二創

日本書紀抄︵古活字慶長元和頃版︶活２

伽嫁子

220463

つきしま︵古活字元和頃版︶蛾３

稀

徒然草

︵寛文六版︶稀三通
︵元禄十二版︶紙弱

ー

︵古活字慶長頃版︑十行︶聚面

版、‑′ー

︵古活字慶長頃版︑十一行︶活加

四 禄 暦 こ

渡世商軍談︵正徳三版︶浮別
︹富松薩摩太夫正本︺紙鯛
な行
版十五ろ
､
"六版版

︵元和頃杉田良庵版︶版娚
庭訓紗︵古活字元和寛永頃版︶聚刎
・稀六週

享元宝永

貫雪宣言

丁卯江戸鑑︵貞享四版︶稀二

出来斎京土産︵延宝五版︶稀一羽

東海道敵討︵元禄十五版︶浮哩
東海道分間図︵元禄頃版︶稀二調・稀六型
東海道名所記︵万治二版︶

な
ぞ
の
巻
菜
花
金
夢
男
色
木
目
男
色
大
鑑
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八十一難経←﹁シン﹂新刊勿聴子

ふくざっしよ︵貞享四版︶稀二鋼

︵古活字寛永頃付訓植版︶

蛾皿・稀一塊・稀六１．浮５

︵古活字元和寛永頃版︶

紙似

︵寛文頃版︶

武家諸礼集︵古活字寛永頃版︶活別

︵寛永三版︶

稀三弘

武家義理物語︵貞享五版︶

冨士浅間裾野桜︵享保十五版︶浮訂

碧巌録︵南北朝版︶

俗解八十一難経

般若理趣経︵天正慶長頃版︶版虹

舞台三津扇︵享保七版︶稀三皿

宝永忠信物語︵宝永二版︶

仏祖歴代通載︵古活字慶長十七版︶活

嬬金草鮭←﹁カネ﹂金草鮭

保元軍物語︵元禄宝永頃版︶

平治物語

毘沙門天王之本地︵承応三版か︶稀四四

仏語明要︵元治元版︶倭娼
武道三国志︵正徳二版︶稀四妬・稀五加

保元物語

保赤全書︵古活字寛永元版︶

紙詔

＊稀四Ｗ

稀三似

蛾１．紙如

聚６

稀五Ⅳ

浮蛎

活８．聚７

ぴじんくらべ︵万治二版︶蛾Ｍ
秘蔵宝鎗︵室町末版︶稀五５
−目玉鉾︵元禄二版︶稀三７
日待ぱなしこまざらひ︵寛文頃版︶

稀二銘・稀六８

百人女郎品定︵享保八版︶稀一岬・稀六羽

︵古活字元和四版︶

北条九代記︵元禄十二版︶

武道伝来記︵貞享四版︶浮３
武遊双級巴︵元文四版︶浮娼

︵承応二版︶紙妬

北条五代記

鯛世間用心記←﹁セケ﹂世間用心記

︵寛文四版︶稀四蛆

箇篁︵古活字寛永五版か︶

︵寛永三版︶

風流飛鳥川︵刊年不明︶稀五４
風流今平家︵元禄十六版︶蛾訓
風流曲三味線︵宝永三版︶浮辿

︵奈良絵本︑元禄頃か︶稀一

文正草子

風流源氏物語︵元禄十六版︶蛾蚫・稀一Ⅳ

︵元和九杉田良庵版︶版妃

補註蒙求←﹁モウ﹂蒙求

倭師

法華経←﹁ミヨ﹂妙法蓮華経

風流神代巻︵元禄十五版︶蛾羽

︵古活字元和頃仁衛門版︶聚９

北郭鶏卵方︵寛政六版︶

紙弘

平家物語

風流友三味線︵享保十八版︶稀一Ｗ・浮羽

︵古活字元和頃版︶活９

発句帖︵寛文六版︶

風流好色十二段︵元禄十五版︶稀三８・稀六調

風流梁花形︵宝暦四版︶浮妬

︵古活字元和寛永頃版︶聚ｕ

活妃

法華秀句︵古活字寛永頃版︶

稀四９．紙晦

活謁・聚娚

風流日本荘子︵元禄十五版︶稀五咽

法華玄義︵古活字元和四版︶

稀−９・活加

︵古活字寛永五版︶聚叩
︵古活字寛永頃版一

風流連理窓︵享保二十版︶浮如
武鑑←﹁コフ﹂古武鑑
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紙聚

1012

法華文句︵古活字元和寛永頃版︶稀−４・活⑲

都ひゐながた︵元禄四版︶稀三四

文選︵古活字慶長十二版︶

ものぐさ太郎︵寛文延宝頃版か︶稀四妬

︵平安末鎌倉初写︶稀二別

稀−５．稀六弧・活訓

瀞露休しかた咄←﹁ロキ﹂露休しかた咄

︵鎌倉中期版︶版巧

妙法蓮華経文句←﹁ホッ﹂法華文句

妙法蓮華経玄義←﹁ホッ﹂法華玄義

山城名所寺社物語︵享保頃版︶稀一詔

破れ家のっシくり話︵弘化四版︶倭如

八棟大島台︵宝永七版︶蛾虹
野白内証鑑︵宝永七版︶浮肥

︵正徳二版︶蛾娼・稀四妬
︵刊年不明菊屋版︶稀一虹

野傾旅葛龍

役者胎内捜︵宝永六版︶稀三妬
野傾咲分色汗︵享保三版︶浮訓

や行

本朝桜陰比事︵元禄二版︶稀二咽・紙９．浮８

本朝浜千鳥︵宝永四版︶蛾調

︵南北朝版︶版沁

妙法蓮華経

本朝風土記国名︵慶安四版︶倭嘔

︵室町初期版︶稀三泥

本朝廿四孝︵元禄十版︶稀四躯

本朝列女伝︵寛文八版︶紙班
本朝列仙伝︵貞享三版︶紙配
︹梵文︺︵寛文九版︶倭加

︵室町初期版︶版調
︵室町中期版︶版訂

︵鎌倉中後期版︶稀三過

梵網経古迩記︵正安四版︶版肥
詞翻訳文範︵明治十六版︶倭娚

枕草子︵古活字寛永頃版︶活７

夢中問答集︵古活字元和寛永頃版︶活

大和絵づくし︵延宝八版︶稀二弧

︵室町中末期版︶版詔

松の落 葉 ︵ 宝 永 七 版 ︶ 稀 二 棚 ・ 稀 六 四

名医類案︵古活字慶長元和頃版︶稀四７

ま行

松の葉︵元禄十六版︶稀二羽

名女情比︵延宝九版︶稀二略・稀六９

︵古活字慶長頃版︶活誕・聚拓

稀一ｍ・稀六沈

山中常盤︵古活字慶長元和頃版︶

稀二３・稀六３・聚２

大和物語︵古活字元和頃版︶

まつら長者︵享保頃版︶稀三皿

蒙求︵古活字慶長頃版︶活皿・聚妬
毛詩

満仲︵延宝頃版︶蛾妬
万葉集

︵古活字慶長頃版︑無訓︶活３

琉伽師地論︵建暦三版︶版５．６

維摩経略疏︵古活字元和二版︶稀四皿・紙弱

孟子︵慶長頃版︶紙銘

やうめい天王恋のまき︵元禄頃版︶稀二弱

︵古活字慶長頃︑別版︶活弱

みなしくり︵天和三版︶倭皿

孟子抄︵古活字︶＊稀四４

︵古活字慶長元和頃︑付訓︶活４

都花摘︵刊年不明︶稀一妬

130

横浜吉原細見︵明治二版︶
率物露休しかた咄︵刊年不明︶

351

六阿弥陀伝記︵明暦頃版︶

42434611

よし氏︵寛永正保頃版︶
垂覗窒四

︵天文二版︶

︵古活字慶長頃版︶

わ行
和歌食物本草︵寛永七版︶
分里艶行脚︵正徳六版︶
和国諸職絵尽︵貞享二版︶
和国百女︵元禄八版︶

倭玉篇
︵慶長十五版か︶
︵慶長十八版︶
︵寛永頃版︶
︵正保三版︶

﹇逸題浮世草子﹈︵元禄七版︶

三 二

義貞艶軍配︵寛延二版︶

義経風流鑑
︵正徳五版︶
︵明和四版︶

よだれかけ︵版年不明︶

頼朝三代鎌倉記︵正徳二 版 ︶

四体千字文
︵慶長九版︶

︵慶長十一春枝版 ︶
︵慶長十一金宣版︶

ら行
洛陽名所集︵万治二版︶
蘭学階梯︵天明八版︶
乱曲︵寛文八版︶

立華訓蒙図彙︵元禄八版︶

隆興仏教編年通論︵古活字寛永頃版︶
類字名所和歌集︵古活字 元 和 頃 版 ︶
類証弁異全九集︵古活字 元 和 頃 版 ︶
歴代帝王紹運図︵室町初 期 版 ︶

131
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