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はじめに
本稿は稀本零葉集

竹下義人
樹下文隆
渡辺守邦

零本になった稀本を解体し︑一葉ごとを貼り込

んで作った見本帖ｌを蒐め︑零葉の綜合書名索引を作り︑もって国文

学の資料としての利用を計る試みの一環である︒前々号以来続けて三回

を数えるに至ったが︑今回︑編者に出入りがあった︒島原泰雄氏を皇学

館大学助教授に︑母利司朗氏を岐阜大学助教授に送り出し︑後任の竹下

義人︑樹下文隆の二人が︑後を引き継いだ︒

採りあげることのできた零葉集は四種であるが︑そのいずれについて

も︑あらかじめお断りしておかなければならないことがある︒

まず﹃古梓残葉︵別本こであるが︑これは︑前回にも採りあげたも

の︒この零葉集は︑﹃古梓残葉﹄の残余を用い︑いわば再版のごとくに

作られたものであった︒その当然の帰着として︑不足をきたす零葉があ
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石田元季氏にこの一編のあったことについては︑前回の﹁あとがき﹂に

も触れたが︑特にお願いして︑愛知県立大学小沢文庫蔵本を調査させて

ったりして︑必ずしも全葉が揃っているとは限らない︒実は︑前回用い
た底本も︑その弊を逃れられないものであった︒今回底本を替えて十全

いただくことができた︒しかしこの一本は︑所収零葉について︑解説を

ながら︑時間的に問に合わせることが出来なかった︒せっかくの御好意

を期するとともに︑前回︑記述を簡略にした﹃古梓残葉﹄と重複する零

次に﹃反故草子﹄﹃新編反故草子﹄であるが︑どちらも堀田葦男氏の

を生かしえなかったことをお詫びするとともに︑この零葉集に関する所

いっさい記さないところから︑作品名︑版種等の考証に手間取り︑残念

編︑シリーズをなすものであって︑本来は一点と数えなくてはならない

在︑その他の情報を得たく︑これは広く読者諸賢に︑お願いする次第で

葉について︑改めて細目を記した︒

ものかもしれない︒この零葉集については︑前回︑書目の一覧だけを載

ある︒

一今回取りあげた稀本零葉集とその略号は次のとおりである︒

目を記し︑書名索引を添えた︒

一稀本零葉集のうち︑今回調査の及んだ四種について︑零葉ごとの細

凡例

わることにする︒

恒例に従って︑凡例の後に︑零葉集総覧︵所蔵者一覧︶を添えて︑終

せ︑とくに﹃新編反故草子﹄の巻数に不審の残ることを述べた︒その後︑

編者の堀田葦男氏にお目にかかってお尋ねし︑過去の記録を調べていた
だいたりしたが︑やはり前号﹁あとがき﹂に記した以上のことは分から
ない︒それゆえ︑﹃反故草子﹄前・後集二冊︑﹃新編反故草子﹄第一・二
・六・七巻四冊をもって完本と見倣すことにした︒最近︑﹃反故草子﹄

前集を得て︑全六冊を資料館に揃えることができたことも︑今回採りあ
げた動機になっている︒

最後は﹃落葉寵﹄である︒この︑いかにも稀本零葉集らしい︑泗落た
名称の一帖は︑編者も製作年時も明示がなく︑詳細は不明ながら︑どう

別ｌ古梓残葉︵別本︶昭４

禿氏祐祥二冊

やら︑頒布を目的に作られたものでは︑なさそうである︒しかし︑ほと

反前ｌ反故草子前集昭旭堀田葦男一冊

一零葉集ごと︑細目の前に︑その集を説明した小文を置くとともに︑

落ｌ落葉寵不明不明一冊

新ｌ新編反故草子昭四同四冊

反後ｌ反故草子後集昭Ⅳ同一冊

んどのページを古活字版が占める内容の質と︑解説に窺われる編者の見
識の程は︑他の零葉集に劣るものではなく︑除外してしまうのは惜しい︒
よって︑いわば番外としてこの企画に加えた︒

以上︑今回の各編について︑あらあらを述べたが︑併せて︑次回にま
わさざるをえなかった﹃もとがしは﹄についても︑一言しておきたい︒
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図影を載せた︒

一零葉集ごとに︑所収の零葉に︑整理番号を与えた︒﹃反故草子﹄お
よび﹃新編反故草子﹄にあっては︑一編ごとに通し番号を改めた︒

一零葉ごとの書誌は︑おおむね次のごとくである︒

書名刊写の別原本の書型および冊数
版種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も記す︶界線

柱刻刊記その他
版種は︑整版本の場合︑記載を省いた︒

一刊年・刊記等は︑原則として底本の解説に従い︑明らかな誤りにつ
いてのみ訂正をし︑冊数その他の注記のない場合︑省略した︒なお︑

﹁解説﹂とは︑零葉集ごとに添えられた説明文を言う︒書名・刊写年
のみの︑目次程度のことも少なくないが︑便宜この名称を用いる︒

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

稀本零葉集総覧

︻︼内は略号

六

八︶

玉屑集明娼〜大加玉屑会一六冊？︻玉︼

慶大﹁幸田成友博士善本零葉貼込帖﹂︵一三三Ｘ

古梓残葉昭４．７禿氏祐祥編二冊杉田大学堂刊︻梓︼

五八・大別・コー︶
二七八︶

京大︵八

龍大︵○二三

四四

二︶

慶大︵一九Ｘ

大谷女大︵Ｋ○二二・三一１Ｋ︶

古梓残葉別本昭４．９禿氏祐祥編一冊杉田大学堂刊︻別︼
二︶
三四二︶

横国大︵○二二三
中之島︵に一

一八︶

一冊天心堂画房刊︻離︼
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国賓︵リ三

個人蔵

五八・大別・コニ︶

古離聚葉昭５平塚運一編
京大︵八

一

音順に配列した︒

いて
ては
は︑
︑統
統一
一書
書名
名
一索引の書名は︑細目の標題に従ったが︑一一
部部
にに
つつい
て︑
︑検
検索
索の
の便
便を
を計
計っ
った
た︒
︒
を設けた︒この場合︑︿カラ見出し﹀を用いて

一索引の書名に刊写年および版式を添えた︒

昭６−誠堂玉屑会二冊

門

個人蔵

蛾眉公子

蛾

一二︶

二○七﹀︶

一〜二︶

二八八﹀︶

一六︶

古活字版拾葉昭︑訪書会二冊
東京誌料︵○○二七

天理︵○二ｌタ一九︿一

二︶

香大神原︵○二二・三︶

一八

一︶

活

一

一

︻反前︼

紙

東京誌料︵○○二七
三康︵一別ｌＢ五八︶

一九四三

天理︵○二ｌタ一七︿一
早大︵イー
二︶

六七

慶大︵三三Ｘ

一三︶

紙魚玉屑集昭廻紙魚玉屑頒布会
一四︶

横国大︵○二二三
国資︵リ三

七七

反故草子前集昭廻堀田葦男編
慶大︵三四Ｘ

一○︶

扁

戸

慶大︵二二Ｘ

一
一

個人蔵

二︶

倭刊聚葉第一輯昭８斎藤昌三編二冊
東京誌料︵○ ○ 二 七

一八○二﹀︶

一〜二︶

個人蔵

愛知県大

もとがしは昭賜石田元季編一冊

国会︵七二八・一１Ｍ四四八二ｌＨ︶

名家真蹟譜昭蝿〜焔訪書会一冊

国資︵ラ三

一

一

峡

冊

九大︵○一○ｌワー五︶

五八︶

一八三○

冊

天理︵○一九一ｌダニ三︿一
慶大︵一四三

早大︵イー

︻稀︼

倭
集

国資︵ラ三 一六︶

五冊

扁
崗

稀本零葉昭８〜岨訪書会
国会︵○二二・三・随一四一︶

一︶

稀本零葉別集訪書会
二四

一九三六︶

慶大︵三四Ｘ
早大︵イー

個人蔵

一
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二二︶

反故草子後集昭Ｗ堀田葦男編
愛知県大︵貴○九○

四冊？

︻反後︼

︻新︼

聚

国賓︵ラ三 一○︶

二︶

冊

新編反故草子昭廻堀田葦男編
国資︵ラ三

古今紙譜訪書会一冊
和本研究会五冊

国会︵○二二・八ｌ知五四四ｌＨ︶

紙魚のなごり昭訓〜

一〜二︶

古活字版聚芳昭如文車の会
早大︵イニー三三四三

戸
内

三︶

一

冊

冊

ｰ

浮

一
一
一

国賓︵リ三

二二︶

一七九︶

文の
車の
浮世草子聚芳昭妬文車
︿会
国会︵Ｗ九九 一
茨城県歴史館 ︵ 五

国賓︵リ三 一二︶
個人蔵

一○︶

古版本聚芳昭弱文車の会
国賓︵リ三

個人蔵

二

一〜四︶

歴代古紙聚芳昭釘文車の会四冊
早大︵ムニー三四八二

国資︵レニーニー︶
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一
一

冊

戸

一

版

︵略号ｌ﹁別﹂︶

と刻するという﹁万淵﹂は刻工

宋版無辺字高調・２センチ一行十七字大蔵経のうち所

古梓残葉︵別本︶
一巻一冊︵別に﹁古梓残葉解説﹂なる小冊子を付す︶禿氏祐祥編昭和

収の零葉は巻四十鵜飼徹定︑谷村一太郎旧蔵

３大般浬藥経刊

四年九月杉田長太郎発行新村出題字限定十二部

南宋版単辺認・４センチ一行十九字三行分の断片ゆえ︑

４四分律行事抄刊

全三十四種三十六葉を収める︒同年七月発行の﹁古梓残葉﹂の好評に応

装訂その他を明らかにしない

支那朝鮮之部︑日本前期の部︵室町期まで︶︑日本後期の部に分って︑

えるべく︑残余を集めて作ったもの︑という︒それゆえ発行部数が極端

５新編事文類聚翰墨全書刊巾箱本

元版左右双辺焔・６×︑・２センチ半丁十四行有界柱

に少なく︑また零葉の数も少ない︒その結果として元禄四年の刊本が下
限となり︑前集に比べて︑よりタイトルにふさわしい内容となった︒ま

刻﹁啓□口七﹂

尾﹂は彫工名か﹁十三経注疏﹂のうち

有界柱刻﹁周疏四十十六張尾﹂柱刻下部の﹁張

明版正徳年間刊四周単辺加・３×廻・８センチ半丁九行

６周礼註疏刊大本

た残余の不足を補うべく︑４﹁四分律行事抄﹂︵宋版︶と詔﹁保元物語﹂

︵寛永三年刊丹緑本︶が新たに加えられている︒とくに後者は筆彩の挿
絵の丁を添えているが︑それが可能になったのも︑発行部数が限られて
いたためであろう︒

底本ｌ国文学研究賓料館︵リ三−一八︶

明版万暦三十六年刊四周双辺翠・１×皿・４センチ半丁

７海意菩薩所問浄印法門経刊大本

初集支那朝鮮之部

十行有界柱刻﹁経海意菩薩所問浄印法門経巻七九﹂

９水経刊大本

有界柱刻﹁冊府元亀相知巻之二亘十三□□﹂

明版崇禎年間刊四周単辺四・０×喝・７センチ半丁十行

８冊府元亀刊大本

方冊十二本大蔵経のうち

１四分律刊

宋版元府二年刊単辺天地型・４センチ一行十七字所収
の零葉は巻五十八福州東寺版大蔵経のうち三聖寺旧蔵

２雑阿含経刊

宋版紹興二年頃刊単辺天地型・９センチ一行十七字湖
州本大蔵経のうち継合せに﹁不雑阿含経四十九二万解﹂
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︑

明版天啓年間刊左右双辺廻・９×娼・５センチ半丁九行

有界柱刻﹁水経巻下二十一﹂﹁漢魏叢書﹂のうち
︑地理大全刊大形本

朝鮮古活字版四周双辺塑︒２×皿・９センチ半丁九行十七

字柱刻﹁門庭一二十六﹂銅活字本

︑標題句解孔子家語刊大形本

朝鮮版四周単辺翠・６×焔・４センチうち上部２．８セン

チを横線で区切って音注を付す半丁十行有界柱刻﹁家語中

二十こ

日本前期之部
廻摺仏刊

平安中期版仏像一躯の寸法４．２×３．０センチ前後浄瑠璃

寺胎内出現という単弁

過釈摩訶桁論記刊大本

高野版正応元年刊無辺字高加・５センチ半丁七行柱刻

﹁尺記四廿八﹂両面刷粘葉装刊記﹁為報仏恩酬祖徳謹開

印板伝之来葉／正応元年戊子六月日沙門慶賀﹂

必大般若経刊

春日版無辺字高加・０センチ一行十七字所収零葉は巻百
六十

253別1〜14

司
宍寿

ダ

妬仁 王 般 若 経 刊

東寺版文安元年覚増刊無辺字高創・２センチ一行十七字
所収零葉は巻上

略王状元集註諸家分類東城先生詩刊大本

五山版左右双辺四・２×廻・７センチ半丁十一行有界
柱刻﹁□口二十六﹂

Ⅳ碧巌録刊大本
五山版左右双辺喝・３×ｎ．４センチ半丁十一行有界
柱刻﹁碧巌十十﹂
喝浄土名目図刊
永正五年版か無辺字高四・０センチ

四蓮如上人御文刊大本
文禄慶長頃版無辺字高配・５センチ半丁七行片かな交じ
り丁付はウラのノドにあるというが不明巻尾に准如上人の
署名花押あり

後集日本後期之部

古活字版寛永元年刊無辺字高認・８センチ半丁十一行二

十字平がな交じり漢字は付訓活字丁付はオモテのノドに

﹁廿六二十三﹂刊記﹁千時寛永元年南呂下旬開版之﹂

解説に元和二年版とするが失考元和二年版は十二行片かな交じ

翠城西聯句刊横本

古活字版元和四年木室二兵衛刊無辺字高ｎ．５センチ半

丁十三行十二字作者名︵一字︶は小型活字柱刻﹁九千句上

十八﹂一丁のオモテ・ウラを切り離して上下段に貼付

認三体詩法刊大本

古活字版寛永三年木室二兵衛刊か四周双辺四・５×Ｍ・４

センチ半丁八行十五字有界柱刻﹁三体詩二十五﹂所
収零葉は巻一

型浬藥経疏刊大本

古活字叡山版寛永頃刊四周双辺翠・８×肥・４センチ半

丁十一行二十字柱刻﹁浬藥疏一二十二﹂

記杣保隠遁紗刊大本

古活字高野版寛永頃刊無辺字高創・３センチ半丁九行二

十字あるいは二十一字片かな交じり別に送りがな︵本文右

釦史記刊大本
古活字版慶長頃刊

妬源平盛衰記刊大本

﹁ナル﹂﹁スル﹂など片仮名の連続活字が使用されている

側︶︑返り点︵同左側︶を小形活字で行間に組んだ付訓植版

別太平記刊大本

わゆる伝嵯峨本

行十七字注文双行 有 界 柱 刻 ﹁ 史 記 紀 十 二 十 三 ﹂ い

四周双辺翠・９×Ⅳ・４センチ半丁八

り
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古活字版寛永頃刊四周双辺翠・６×焔・６センチ半丁十

百番のうち﹁龍田﹂

丁付がウラのノド上部に田川日下部に田口旧回とある観世流

刻﹁論三無性論巻上二十一浦九﹂いわゆる鉄眼版大

寛文天和頃版四周双辺創・６×叫・０センチ半丁十行柱

認三無性論刊大本

かるた式に︑左側に︑和歌の趣きを描いて挿絵とする

行数不定柱刻﹁三十四﹂下部右側に歌人名︑和歌︑肖像を歌

延宝六年江戸鱗形屋版四周単辺犯・９×脂・０センチ半丁

犯百人一首像讃抄刊大本

二行二十六字前後片かな交じり漢字は付訓活字字間に句点

を植字する柱刻﹁盛衰記巻四十四廿﹂いわゆる寛永の乱
れ版

摩訶般若波羅蜜経刊折本
古活字天海版寛永頃刊単辺天地犯・２センチ一行十七字

継合せに﹁鰄摩訶般若二十一十ことある寛永寺版大蔵
経のうち

詔保元物語刊大本三冊

蔵経のうち

元禄四年版四周単辺認・４×焔・７センチ半丁十二行柱

寛永三年版丹緑本無辺字高創・９センチ半丁十二行柱

れる︒挿絵は四周単辺加・４×焔・４センチで︑柱刻に﹁保元巻

刻﹁つれノー上九﹂上部五・六センチを区切って挿絵を施

弘つれづれ草刊大本

二廿六﹂とある解説に正保年間版とするが︑版式に従って

す

刻﹁保元巻二三十こ別に挿絵︵筆彩色︶の半丁が添えら

改めた

調三世相刊大本
明暦頃版四周単辺塑・８×肥・１センチ行数不定文中に
挿絵を多数交える柱刻﹁三世相巻下□□﹂覆朝鮮版か

釦曽我物語刊大本
寛文十
寛
十一
一年
年版
版四周単辺犯・
焔焔
・・
６６
セセンチ半丁十五行
犯２
・×
２×

柱刻﹁曽我物語巻第四二十四﹂江戸版

瓢謡本刊半紙本
延宝五年京山本源太郎版無辺字高Ⅳ・０センチ半丁七行
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反故草子前集
︵略号ｌ﹁反前﹂︶

一冊別に解説一枚堀田葦男編ならびに解説昭和十二年発行部数

とをお断わりしておきたい︒

底本ｌ国文学研究資料館︵ラ三

寛永頃版無辺字高加・４センチ半丁十行柱刻なし別に

一○︶

正式書名は驫郵鐸反故草子﹄︒書名が示すごとく︑本集は絵入版本の

丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付四周単辺四・２×叫・１セン

１伊勢物語刊大本二冊

零葉を集成したものである︒仮名草子・浮世草子を中心に︑寛永から天

チ二葉ともに墨書の書入れあり嵯峨本の覆刻版

限定二十部頒価二十円

保頃までに刊行された版本の零葉︑全五十種六十四葉を収める︒当然の

明暦三年版四周単辺創・２×晦・５センチただし横の寸法

２他我身の上刊大本六冊

によれば︑編者の興味はもっぱらこの挿絵の方にあったもののようであ

は折目まで半丁十一行柱刻判読不能

ことながら︑所収零葉すべてが絵入というわけではないが︑別刷の解説

る︒排列はおおむね刊年順で︑見開き左頁に半丁分の零葉を貼付し︑右

明暦四年版四周単辺創・２×蛎・３センチ半丁十一行柱

３京童刊大本六冊

各一枚︑題策付きの表紙を三枚貼付し︑峡には編者の蔵書印四種が押さ

刻﹁四巻十四﹂

頁に編者自筆の解説を記す︒ほかに付録として短冊︵表紙︶と本の袋を

れている︒峡も含め︑料紙にはことごとく反故が利用され︑装訂から造

葉集のひとつといえよう︒

刻﹁女訓抄下廿こ別に同巻丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼

万治元年版四周単辺創・２×晦・５センチ半丁十一行柱

４女訓抄刊大本六冊

参考までに︑底本の第一頁下部に旧蔵書印一顎があり︑﹁玄武洞文庫﹂

付解説に﹁紺色表紙﹂とあり

本にいたるまですべて編者自身の手になるという︒まことに滋味ある零

と読める︒これは千里翁と号した大阪の蔵書家田結荘金治︵文化十二年

万治三年版四周双辺刎・８×巧・３センチ半丁十一行丁

５女諸礼集刊大本七冊

ものか︒

付はウラのノド中央にｐＨ屑閤ＨＭ回とある別に同巻第９丁︵挿

〜明治二十九年︶のものという︒年代的に合わないが︑同家で襲用した

なお︑今回細目を記すに際し︑底本を慶応義塾大学蔵本から当館所蔵本

絵︶を貼付解説に﹁黄色表紙﹂とあり

６堪忍記刊大本八冊

に替えた︒そのため︑前号で紹介した書目のうち︑第妬番と第幻番との
間に貼付零葉の異同と︑それにともなう貼付順序の変更が生じているこ
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寛文四年版四周単辺詑・０×お・７センチ半丁十三行柱

刻判読不能別に巻七第Ⅳ丁︵挿絵︑柱刻﹁堪忍記巻七十

七﹂︶を貼付解説に万治年間とするは誤り

７−体はなし刊大本四冊

寛文八年版四周単辺幻・１×晦・９センチ半丁十一行柱

刻．休咄巻四十四﹂別に同巻第吃丁︵挿絵︶を貼付
８義経記刊大本八冊

寛文十年版四周単辺創・４×お・４センチ半丁十四行柱

刻﹁義経記八十五﹂別に丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付

９住吉相生物語刊大本五冊

延宝六年版四周単辺幻・７×蛤・７センチ半丁十二行柱

刻﹁相生物語四□□﹂解説に大本四冊で延宝四年版とする
は誤り

︑日本名女咄刊大本五冊

天和二年版四周単辺犯・４×焔・１センチ半丁十四行柱

刻﹁女巻五三﹂﹃本朝名女物語﹄︵寛文十年刊︶の改題

再版本江戸版
︑婦人養草刊大本十冊

元禄頃版四周単辺加・１×挫・７センチただし横の寸法は

折目まで丁付はウラのノド下部に一三ノ舟四一とある別に丁付不

明の半丁︵挿絵︶を貼付解説は貞享頃版とするが︑元禄期の版
であろう
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吃一休可笑記刊大本六冊

刻﹁堪忍記一□口五﹂丁付は﹁十ノ五﹂と思われる

宝永六年版四周単辺灼・７×狸・５センチ半丁十一行柱

旧和国玉かつら刊大本五冊

６．５センチに﹁一体ぱなし﹂を十八行に付す柱刻﹁一休可笑

刻﹁□□口二□﹂別に同巻第７丁︵挿絵︑柱刻﹁美人鑑二

刊年不明四周単辺別・９×遁・８センチ半丁十三行上部

記二九﹂解説に﹁座敷講談ノ角書アリ﹂とあり

七﹂︶を貼付解説に﹁紺色表紙﹂とあり最本朝美人鑑﹄
︵貞享四年刊︶の改題本

喝本朝桜陰比事刊大本五冊
元禄二年版四周単辺加・１×晦・４センチ半丁十二行柱

ね風流曲三味線刊横本六冊

刻判読不能

宝永七年版四周単辺︑・８×焔・９センチ半丁十五行柱

刻判読不能別に巻三第加丁︵挿絵︑柱刻﹁桜陰巻三二十﹂︶
を貼付

皿︹逸題浮世草子︺刊大本五冊

に足りず行数・柱刻等不明半丁九行か解説は元禄九年刊﹃好

ンチ半丁十四行丁付はウラのノド下部に田別間口Ｍ閏同Ⅱ国と

正徳元年版三方双辺ノドの一辺のみ単辺吃・９×四・４セ

加傾城禁短気刊横本六冊

色艶虚無僧﹄と推定霞亭文庫に巻一のみ伝存するが︑同巻には

ある

刊年不明四周単辺喝・８×同Ⅱｕセンチ貼付の一葉は半丁

当該零葉の丁なし

創諸士興廃記刊大本八冊

刊年不明四周単辺灼・８×皿・５センチ半丁十一行柱刻

焔由良三郎景村刊中本一冊
元禄十四年版四周単辺焔・３×吃・１センチ半丁挿絵のみ

﹁軍配記□□□□﹂享保三年刊﹃諸家軍配記﹄の改題本

解説は享保三年版とするが存疑

柱刻判読不能いわゆる六段本本文断簡を重ねて貼付解説
に﹁土佐少橡橘正勝正本︑山椒太夫物ノー変形ナリ﹂とあり

翠楠三代壯子刊大本五冊

享保五年版四周単辺加・６×焔・０センチ半丁十二行柱

焔梶の葉刊半紙本三冊
宝永四年版四周単辺焔・１×加・９センチ半丁に挿絵と和

刻﹁二之巻笠廿こ別に同巻丁付不明の半丁︵挿絵︶を
認花実義経記刊大本六冊

貼付

歌一首ちらし書柱刻﹁中□﹂
灯本朝新堪忍記刊大本七冊
宝永五年版四周単辺四・８×必・８センチ半丁十三行柱
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刻﹁花実義経一九﹂解説は冊数を八冊と誤る

享保五年版四周単辺四・８×皿・５センチ半丁十一行柱

刻﹁三之巻袖口六﹂

寛保三年版四周単辺四・７×焔・９センチ半丁十二行柱
釦古今役者大全刊中本六冊

寛延三年版四周単辺焔・３×加・６センチ半丁九行柱刻

型徒然時世粧刊大本六冊
享保六年版四周単辺灼・６×皿・５センチ半丁十一行柱

﹁大全巻三ご別に同巻第８丁︵挿絵︶を貼付

付はウラのノドに﹁三ノ四﹂とある

宝暦十二年版四周単辺把・３×喝・２センチ半丁八行丁

犯軽口東方朔刊半紙本五冊

刻﹁百巻之二六﹂

宝暦二年版四周単辺四・１×晦・１センチ半丁十二行柱

別百合稚錦嶋刊大本五冊

刻﹁徒然時勢粧巻六口十五﹂後印か解説に﹁麻ノ葉ツ
ナギ文表紙﹂とあり書名表記正しくは﹃徒然時勢粧﹄か

妬世間手代気質刊大本五冊
享保十五年版四周単辺加・５×焔・２センチ半丁十二行

柱刻﹁手代気質巻之一□﹂

妬潤色栄花娘刊中本七冊

刊年不明四周単辺賜・２×加・９センチ半丁九行柱刻

明和二年版四周単辺Ⅳ・５×過・１センチ半丁挿絵上部に

認絵本江戸紫刊半紙本三冊

数を五冊と記し︑享保頃版と推定するが︑その根拠不明明和七

十四行の文章を付す貼付の一葉は﹁眉﹂の項丁付はウラのノ

﹁潤色栄花娘巻三三﹂解説に﹁水色表紙﹂とありまた冊

年版か

ドに﹁上ノ三﹂とある豊信画の絵本他の零葉で虫損補修のた
めの裏打が施してある

道遙集刊大本三冊
元文頃版四周単辺加・１×姓・７センチ半丁に挿絵と発句

拠倭詞接木花刊大本二冊

天保・安政頃版四周単辺四・４×喝・４センチ半丁十二行

弱雨月物語刊大本三冊

下二巻合一冊﹂とあり

上句ちらし書丁付はウラのノドに﹁下二﹂とある解説に﹁上

明和六年版四周単辺焔・１×喝・１センチ半丁に絵と和歌

一句作者ともに西湖丁付﹁下四十二﹂解説に﹁談林派百人
一句集ナリ︒紺色地文表紙﹂とあり

記逆沢潟鎧鑑刊大本五冊
寛保元年版四周単辺四・９×蛎・９センチ半丁十二行柱

刻﹁□口巻 十 ノ 廿 ﹂
羽鎌倉諸芸袖日記刊大本五冊

反前12〜35
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柱刻﹁雨月一之四﹂解説は安永初年刊と推定し初印のご
とくに記すが誤り

享和元年版四周単辺塑・２×晦・５センチ半丁一図貼付

の一葉は﹁菊﹂の画柱刻﹁南蘋先生画伝﹂

文化三年版四周単辺廻・４×８．９センチ半丁八行丁付

蛤船頭深話刊小本二冊

天明二年版四周単辺四・９×哩・８センチ半丁一図貼付

オモテになし解説は刊年を文化二年と誤記

調翠釜亭戯画譜刊大本一冊

の一葉は﹁柴崎林左衛門﹂似顔絵柱刻破損

文化八年版四周単辺焔・２×ｎ．０センチ半丁に絵と二十

坐琴謡口切のせりふ刊半紙本一冊

天明四年版四周単辺媚・５×ｎ．５半丁に絵と文を交え行

五行の文を交える柱刻﹁口切のせりふ口四﹂

訴京伝工夫小紋裁刊半紙本三冊

数不定丁付オ モ テ に な し

文化十二年版無辺半丁一図貼付の一葉は﹁丸尽文様雛形二

妬骨董集刊大本四冊

寛政三年版四周単辺喝・３×ｎ．３センチ半丁に絵と文を

種﹂の項丁付オモテになし

詔世上酒落見絵図刊中本三冊

交え行数不定柱刻判読不能黄表紙

妬春色辰巳園刊中本十二冊

天保四年版四周単辺叫・２×９．９センチ半丁八行丁付

調鏥錘凧草紙刊半紙本五冊
寛政四年版三方単辺ノドの一辺のみ双辺焔・９×焔・０セ

オモテになし貼付の一葉に内題があり︑鍬蝿春色辰巳園巻の拾

﹁富嶽百景二編□﹂北斎画の絵本

天保六年版四周単辺焔・・２×吃・６センチ半丁一図柱刻

卿富嶽百景二編刊半紙本一冊

付はウラのノドに﹁タッミニへんロノ四﹂︶を貼付

一／江戸狂訓亭主人著﹂とする別に見開き一丁分︵挿絵︑丁

ンチ半丁十一行柱刻﹁拍掌奇談巻之四四﹂別に同巻第
吃丁︵挿絵︶を貼付

鉛中華手本唐人蔵刊中本三冊
寛政八年版四周単辺皿・１×加・９センチ半丁に絵と文を

交え行数不定柱刻判読不能黄表紙

型傾城買二筋道刊 中 本 一 冊

天保十二年版四周単辺焔・６×喝・４センチ半丁八行丁

蛤桃山人夜話刊半紙本五冊

オモテになし

付はゥラのノドに﹁ｅ八﹂とある別に同巻第９丁︵挿絵︑彩色

寛政十年版四周単辺旭・２×８．９センチ半丁八行丁付

甥蘭斎画譜刊大本八冊
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柱刻﹁②二ｅ九﹂︶ を貼付

ぬ籠秋の寝覚刊半紙本四冊
天保十二年版四周単辺賜・７×ｎ．０センチ半丁八行柱

きの
のね
ねざ
ざめ
め一
一□
□﹂
刻﹁あき
印紀伊国名所図会大本二十二冊

天保九年版四周単辺四・９×焔・８センチ半丁一図丁付
はウラのノド下部に耳を設けて﹁紀三編四ノ六十四﹂とある当
該零葉を含む完本第三編は六巻七冊解説の嘉永四年版は後編の
刊年

261反前36‑50

反故草子後集
︵略号ｌ﹁反後﹂︶

一冊堀田葦男編ならびに解説昭和十七年発行部数限定二十部
本零葉集は︑発行年に五年の開きがあるものの︑後集の名のもと︑編集
方針から体裁等にいたるまで︑前出の前集に倣って編まれたものである︒
ただし︑前集にあった付録類の貼付は一切省略︒内容は︑寛永から明和
頃までに刊行された絵入版本の零葉︑全五十種六十三葉からなり︑すべ
て仮名草子・浮世草子で占められている︒

なお︑今回底本にした当館所蔵本には︑前集に付いていたような別刷の
解説はなく︑また本集専用の峡もない︒これらは︑散逸したものと察せ
られるが︑いずれも詳細は不明︒かように外見上︑いくつかの不備は存
するが︑一集としての内容的価値は前集となんら変わるところはない︒
底本ｌ国文学研究資料館︵ラ三 一○︶

１可笑記刊大本五冊
寛永十九年版四周単辺幻．ｌ×焔・４センチ半丁十一行

柱刻﹁可笑記巻五十ご
２しやかの御本地刊大本三冊
寛永二十年版四周単辺翠・０×焔・７センチ半丁十四行
柱刻判読不能

３東海道名所記刊大本六冊
万治頃版四周双辺加・７×娼・８センチ半丁十二行柱刻

判読不能

４見ぬ京物語刊大本三冊

万治二年版無辺字高加・５センチ半丁十一行柱刻﹁中

□□﹂別に同巻丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付

５浅井物語刊大本六冊

寛文二年版四周単辺創・０×蝿・３センチ半丁十行柱刻

﹁浅井四□﹂別に同巻第加丁︵挿絵︶を貼付

６京雀刊大本七冊

寛文五年版四周双辺加・２×晦・２センチ半丁十行柱刻
﹁京□口巻□□﹂

７海上物語刊大本二冊

寛文六年版無辺字高四・８センチ半丁九行柱刻﹁海一
四﹂

８因果物語刊大本六冊

寛文七年版四周単辺創・５×妬・６センチ半丁十二行柱

刻﹁因口巻六五﹂

９浮世物語刊大本五冊

寛文十年版四周単辺犯・１×略・１センチ半丁十四行柱

刻判読不能別に丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付

⑩子孫鑑刊大本三冊

寛文十二年版四周単辺羽・３×焔・４センチ半丁十五行

柱刻﹁子口下五﹂
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雲融翔令星︑／衡雫＆唖・
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１坪ｖ︐亀・難篭；強も男．⁝粥趣︲や猷鷺

︑あさがほのつゅのみや刊大本二冊

寛文頃版四周単辺瓢・８×逓・１センチ半丁十四行柱刻

﹁□口二七﹂
皿山城四季物語刊大本六冊

延宝二年版四周単辺創・５×お・０センチ半丁十一行柱

刻﹁四季二四﹂別に第三巻﹁又十﹂丁︵挿絵︶を貼付

超出来斎京土産刊大本七冊

延宝六年版四周単辺加・８×超・２センチ半丁十三行柱

刻﹁巻之六九﹂
皿杉楊枝刊半紙本六冊

延宝八年版四周単辺蝿・３×︑・８センチ半丁十行柱刻

﹁杉一八﹂
妬宗祇諸国物語刊大本五冊

貞享二年版四周単辺四・０×過・９センチ半丁十一行柱

刻﹁宗祇四四﹂別に同巻第３丁︵挿絵︶を貼付

焔はちかつぎ刊大本二冊

宝永二年版四周単辺瓢・４×焔・４センチ半丁十四行丁

付けはオモテのノド下部にはち下土とある

Ⅳ貴船の本地刊大本三冊

刊年不明四周単辺加・８×蛎・３センチただし横の寸法は

折目まで半丁十行柱刻﹁□口四﹂
焔三国物語刊大本七冊
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刊年不明四周単辺創・９×お・４センチ半丁十六行柱刻
﹁三国三八 ﹂
廻新御伽脾子刊大本六冊
天和三年版四周単辺四・４×必・４センチ半丁十一行柱
刻﹁新御伽□□□﹂別に第六巻丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付

刻﹁日本荘子巻四七﹂青山為兵衛刊
配風流神代巻刊大本六冊

元禄十五年版四周単辺肥・４×喝・９センチ半丁八行柱

刻﹁風流口五﹂野村長兵衛開板
野飛鳥川当流男刊大本六冊

︵但し当該丁は十一行︶柱刻﹁当流男巻□□□﹂別に第

元禄十五年版四周単辺灼・６×巧・４センチ半丁十二行

貞享三年版四周単辺四・５×陥・０センチ半丁十二行柱

溺丁︵挿絵︶を貼付

卯好色一代女刊大本六冊
刻﹁□□口 三 十 五 ﹂

詔元禄曽我物語刊大本六冊

元禄十五年版四周単辺

別武道伝来記刊大本八冊
貞享四年版四周単辺四・９×脂・０センチ半丁十三行柱

刻﹁□□口敵討巻四十一﹂角書﹁東海道敵討﹂

・６×晦・１センチ半丁十行柱

刻判読不能

調遊興新平家物語刊大本八冊

元禄十六年版四周単辺四・０×叫・１センチ半丁十行柱

艶西鶴織留刊大本六冊
元禄七年版四周単辺加・０×晦・８センチ半丁十二行柱

刻﹁粕都平家物語巻五七﹂

﹁金玉ねちふくさ巻之一八﹂

宝永元年版四周単辺Ⅳ・６×昭・２センチ半丁十行柱刻

釦金玉ねぢぶくさ刊大本八冊

刻﹁世の人心六十四﹂
認小夜嵐物語刊半紙本十冊
元禄十一年版四周単辺把・８×過・５センチ半丁十一行

柱刻﹁小夜嵐巻第口九﹂

瓠傾城播磨石刊横本六冊

宝永四年版四周単辺加．６×焔・９センチ半丁十五行柱

型御前御伽脾子刊大本六冊
元禄十四年版四周単辺加・８×蛎・２センチ半丁十行柱

刻﹁はりま石□﹂別に丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付

宝永四年版四周単辺肥・１×蝿・３センチ半丁十一行柱

犯千尋日本織刊半紙本六冊

刻﹁御前五八﹂別に同巻第型丁︵挿絵︶を貼付
坊風流日本荘子刊大本五冊
元禄十五年版四周単辺加・７×お・２センチ半丁十行柱
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刻﹁日本織 口 十 四 ﹂
認当世誰が身の上刊大本六冊
宝永七年版四周単辺卯・８×巧・２センチ半丁十二行柱
刻判読不能

製織播磨石刊半紙本六冊
正徳元年版四周単辺加・３×晦・１センチ半丁十二行柱
刻判読不能

弱一夜船刊大本五冊
正徳二年版四周単辺四・３×哩・６センチ半丁十一行柱
刻判読不能別に丁付不明の半丁︵挿絵︑柱刻﹁一夜舟巻五﹂︶
を貼付

妬今川一睡記刊大本五冊
正徳三年版四周単辺加・３×お・５センチ半丁十一行た
だし当該丁は巻末のため行数未詳柱刻﹁口睡四之巻□□﹂

訂風流説平家刊横本五冊
正徳五年版四周単辺ｎ．４×灯・９センチ半丁十四行柱

刻﹁□口五巻九﹂
詔世間娘気質刊大本六冊
享保二年版四周単辺加・７×焔・１センチ半丁十一行柱

刻﹁世娘一之巻廿六﹂別に同巻第晦丁︵挿絵︶を貼付
釣昔男時世粧刊大本五冊
享保十六年版四周単辺四・０×皿・１センチ半丁十一行

柱刻﹁昔男時世肱巻之二五﹂板元大坂瀬戸物屋伝兵衛
売出小川彦九郎

如咲分五人娘刊大本五冊

享保二十年版四周単辺加・６×焔・７センチ半丁十二行

柱刻﹁咲分□□□□﹂板元京菱屋治兵衛売出小河彦九郎

劉愛護初冠女筆始刊大本五冊

享保二十年版四周単辺加・４×焔・２センチ半丁十二行

柱刻﹁五之巻愛子廿こ別に同巻第犯丁︵挿絵︶を貼付

板元京八文字屋八左衛門売出万屋清兵衛

娼渡世伝授車刊大本五冊

元文二年版四周単辺加・２×焔・４センチ半丁十二行柱

刻﹁□口伝授車巻之二五﹂
媚世間長者容気刊大本五冊

宝暦四年版四周単辺四・３×焔・２センチ半丁十二行柱

刻判読不能板元京八文字屋八左兵衛売出鱗形屋孫二郎

地獄楽日記刊半紙本五冊

宝暦五年版四周単辺Ⅳ・７×蝿・２センチ半丁十行柱刻

﹁楽日記巻五□﹂板元売出太田庄右衛門
妬日本契情始刊大本五冊

明和四年版四周単辺加・６×焔・３センチ半丁十二行柱

刻判読不能享保六年版の求版

妬怪談御伽桜刊大本五冊
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元文頃版四周単辺旧・８×賜・３センチ半丁十二行柱刻

﹁御伽桜巻之五十こ別に同巻丁付不明の半丁︵挿絵︶
を貼付

渡世商軍談刊大本五冊

正徳三年頃版か

刊年不明四周単辺岨四・９×焔・２センチ 半丁十一行柱刻

﹁商五之巻二﹂
蛤風流虫合戦刊半紙本五冊

半丁十一行柱刻

□﹂宝暦十二年版板元京都林伊兵衛

刊年不明
明四
四周
周単
単辺⑲四・７×皿・９センチ半丁十一行柱刻
﹁虫合戦巻之三
売出前川六左衛門

刊年不明四周単辺創・５×焔・０センチ

﹃浮世草子考証年

鯛農民太平記刊大本五冊

判読不能解説に﹁柱二鎌倉トアリ﹂とある
表﹄では宝永末から正徳頃刊と推定

卵当世御伽曽我刊大本五冊
刊年不明四周単辺加・２×妬・９センチ半丁十二行柱刻
﹁二之巻御伽曽我廿五﹂正徳三年八文字屋八左衛門版か

266

３−体はなし刊大本

﹁一休咄巻一六﹂別に同巻第娼丁︵挿絵︶を貼付解説

︵略号ｌ﹁新﹂︶

四巻四冊堀田葦男編昭和十九年一月〜同十一月

に寛文八年刊とするが︑それは十一行本の初版の刊年これは石

新編反故草子

巻一﹁江戸文芸篇ノー﹂︵昭四・１︶︑巻二﹁江戸文芸篇其二﹂︵昭灼．

川俊一郎氏﹁﹃一体はなし﹄版本孜﹂︵﹁国語と国文学﹂昭㈹︒ｕ︶

刊年不明四周単辺別・６×焔・１センチ半丁十四行柱刻

８︶︑巻六﹁医薬本草暦数辞書諸芸雑書﹂︵昭四・︑︶︑巻七﹁史伝地誌

に言うＬ３本

仮名草子

寛文六年版無辺字高加・０センチ半丁九行柱刻判読不能

４海上物語刊大本

仏書教訓篇﹂︵昭四・５︶とし︑合計一○六種二九葉を収める︒巻一︑
巻二所収の零葉のうち︑とくに近世初頭の文芸ものに︑﹃反故草子﹄前︑
後集との重複が見られる︒台紙に︑和刻本﹃通鑑綱目﹄の反古一丁を開
いて使用し︑巻一のみ柿渋︑藍を使って染色︒零葉を奇数ページに貼っ

５宗祇諸国物語刊大本

貞享二年版四周単辺喝・７×皿・１センチ半丁十一行柱

て︑ノド側に解説︵書誌条項︶を朱で手書する︒

巻三〜五を欠くが︑これらが実際に作られたかどうかは不明︒編纂年月

刻﹁宗祇三十二﹂

７堪忍記刊大本

﹁道行一二﹂解説に万治元年刊とするが︑その根拠不明

万治頃版四周双辺加・６×躯・８センチ半丁十二行柱刻

６東海道名所記刊大本

の乱れを勘案するとき︑これで終わったもの︑とも考えられる︒なお︑

二︶

編者の堀田葦男氏については︑前号の﹁あとがき﹂を参照せられたい︒

底本ｌ国文学研究資料館︵ラ三

■新編反故草子巻一

寛文四年版四周単辺翠・０×Ⅳ・５センチ半丁十三行柱

刻﹁堪忍記巻二二十九終﹂刊記﹁寛文四暦甲辰五月吉日／

１可 笑 記 刊 大 本
寛永十九年版四周単辺創・６×焔．６センチ半丁十一行

洛陽書林／前川茂右衛門開板﹂解説に明暦元年刊とするのは誤

元禄十五年版四周単辺加・９×晦・０センチ半丁十行柱

８噸蝿元禄曽我物語刊大本

り

柱刻判読不能ただし巻五の第鑓丁と思われる

２出来斎京土産刊大本
延宝六年版四周単辺加・６×焔・４センチ半丁十三行柱

刻﹁巻之六廿八﹂
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ダ巳一

刻﹁東海道敵討巻六十こ別に同巻第８丁︵挿絵︶を貼付

９和国玉かつら刊大本

宝永六年版四周単辺蚫・９×陞・５センチ半丁十一行柱

刻判読不能忌本朝美人鑑﹄︵貞享四年刊︶の改題本

加他我身の上刊大本

明暦三年版四周単辺虹・４×妬・７センチただし横の寸法

は折目まで半丁十一行柱刻﹁身一六﹂

︑一夜船刊大本

正徳二年版四周単辺四・２×越・２センチ半丁十二行柱
刻判読不能

翅天神記刊半紙本

刊年不明無辺字高四・０センチ半丁十行柱刻﹁天神
□﹂

喝傾城反魂香刊半紙本

刊年不明無辺字高畑・６センチ半丁七行

哩茶の子餅刊小本

安永三年版か無辺字高廻・５センチ半丁七行咄本

妬一宵話刊半紙本

文化七年版四周単辺娼・７×喝・４センチ半丁十行細字

双行柱刻．宵話巻之三廿七﹂
蛎燕石裸志刊大本

文化八年版無辺字高加・２センチ半丁十二行丁付はウラ

268

のノド下部に闘楜園周Ⅱ凶山哩とある

Ⅳ用 捨 箱 刊 大 本
刊年不明無辺字高焔・９センチ半丁十一行
肥鯏唾墨染桜刊半紙本

刊年不明無辺字高旧・０センチ半丁七行中巻初丁のオモ
テ半丁を貼付

四当世染戯場雛形刊中本
文政六年版か四周単辺蛎・９×加・３センチ半丁行数不定
柱刻判読不能合巻

ぜん

伝／第二編／馬琴作国安画／丁酉孟春発行／上之巻／版元／錦森

堂／松寿堂﹂などある解説に安政四年刊とするが︑それは三次

版これは松寿堂大黒屋平吉の二次版であろう初版は文政十二

年刊合巻
泌発句題叢刊中本

天保頃版四周単辺皿・５×９．８センチ半丁十一行柱刻
﹁十四﹂

■新編反故草子巻ニ

ー古老軍物語刊大本

刊年不明四周単辺創・２×妬・４センチ半丁十一行柱刻

加傾城反魂香刊半紙本
刊年不明無辺字高四・５センチ半丁八行丁付はウラのノ

判読不能

は折目まで半丁十行柱刻﹁高下十三﹂

５飛鳥川当流男刊大本妬

５

●

一一

一

４

９

新

宝水元年版四周単辺加・５×焔・７センチただし横の寸法調

﹁楽日記巻五□□﹂

４島原合戦記刊大本２

宝暦五年版四周単辺Ⅳ・７×過・１センチ半丁十行柱刻眠

３地獄楽日記刊半紙本

刻﹁桜陰巻四十﹂上刷︑初版初印本か

元禄二年版四周単辺四・８×妬・３センチ半丁十二行柱

２本朝桜陰比事刊大本

ドに﹁同国出道一﹂とある解説に書名を﹃三熊野かげらうす
がた﹄とするが︑それは道行の名称岩波版﹃近松全集﹄第五巻
に同じく八行本を収めるが︑別版

創拍子舞紅梅箙刊中本
文政十年版か四周単辺巧・８×加・３センチ半丁行数不定

柱刻﹁えびら廿三﹂合巻
翠伊達娘恋緋鹿子刊半紙本

刊年不明無辺字高肥・２センチ半丁六行

認風俗金魚伝刊中本
天保八年版四周単辺賜・５×加・２センチ半丁行数不定

柱刻﹁金魚伝二編□﹂別に前見返の半丁を貼付品戯餓

元禄十五年版四周単辺四・５×妬・２センチ半丁十二行

柱刻﹁当流男巻一八﹂

６当世誰が身の上刊大本
宝永七年版四周単辺加・６×焔・２センチ半丁十二行柱

刻﹁当世誰身の上巻ノ六廿こ
７︹女しつけ方︺刊大本
万治寛文頃版四周単辺翠・６×焔・７センチ半丁十五行

柱刻﹁女下こ貼付の零葉は目録︵目次︶の半丁別に同
巻第加丁︵挿絵︶を貼付

享保二年版四周単辺加・６×焔・１センチ半丁十一行柱

刻﹁世娘二之巻四﹂別に巻一第１丁︵序文︑半丁十行︶
を貼付

過小夜嵐刊半紙本

元禄十一年版四周単辺肥・８×喝・７センチ半丁十一行

柱刻﹁小夜嵐巻第一三十三終﹂書名正しくは忌小夜嵐物
証叩﹄

皿露休しかた咄刊半紙本

刊年不明四周単辺面・６×喝・７センチ半丁十行柱刻

﹁露休□口二ご山崎麓氏﹃日本小説書目年表﹄の﹁露休

ぱなし﹂の頃に﹁宝永二年﹃軽口あられ酒﹄と改題︑正徳二年旧

８一夜舟刊大本
正徳二年版四周単辺四・２×Ｍ・３センチ半丁十一行柱

名に復し︑其の後又﹃露休しかた咄﹄と改題﹂とあるが︑﹃軽口

標題は仮に柱に依った歌祭文か

こ貼付の丁に内題があり︑﹁三かつ心中上﹂とする

刊年不明無辺字高唱・５センチ半丁十行柱刻﹁あかれや

Ⅳ︹あかれや︺刊半紙本

刊年不明無辺字高四・５センチ半丁十一行

肥相模入道千疋犬刊半紙本

刊年不明無辺字高畑・８センチ半丁十行浄瑠璃

焔︹善光寺︺刊半紙本

し﹄は︑伝存不明︶︑三者同内容とする説に疑問が持たれる

あられ酒﹄中にこの一葉と一致する個所を見出さず︵﹃露休ぱな

刻﹁一夜舟巻五□□﹂

９昔男時世粧刊大本
享保十六年版四周単辺旧・９×唱・９センチ半丁十一行

柱刻﹁昔男時世肱巻ノー二十四﹂
ｍ風流証平家刊横本
正徳五年版四周単辺ｎ．３×Ⅳ・８センチ半丁十四行柱

刻﹁風流五 巻 □ □ ﹂

︑咲分五人娘刊大本
享保二十年版四周単辺加・５×娼・８センチ半丁十二行

柱刻﹁咲分四十四﹂
⑫世間娘気質刊大本
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付はウラのノド下部に耳を設けて﹁三十二﹂とある貼付の一葉

に尾題があり︑﹁四編之綴足上之巻畢﹂とする﹃名古屋見物四

旧初衣抄刊中本
天明七年版四周単辺雌・４×加・５センチただし上部４．

編之綴足﹄が本作の別名

妬諦栗毛後駿足刊中本

４センチを区切って頭書あり半丁十一行貼付の一葉は第犯丁

オモテ別名﹃百人一首和歌初衣抄﹄酒落本

字双行柱刻﹁大山二十こ別に同巻﹁ロノ五﹂丁︵挿

文化十四年版四周単辺哩・８×加・２センチ半丁八行細

享和二年版四周単辺皿・５×加・４センチ半丁八行細字

絵︶を貼付

ね魂胆胡蝶枕刊中本
双行丁付はウラのノドに﹁廿﹂とある

溺契情肝粒志刊中本

文政八年版四周単辺過・８×９．８センチ半丁八行丁付

卯船頭深話刊小本
文化三年版四周単辺旭・５×８．９センチ半丁七行丁付

はウラのノドに﹁后中十九﹂とある

十﹂合巻

刊年不明四周単辺脂・３×加・２センチ柱刻﹁曽我二

釦︹逸題曽我物︺刊中本

刷︶で内法過・４×９．３センチ

天保三年版四周単辺か貼付の一葉は繍像の半丁︵挿絵︑色

羽春色梅暦刊中本

本

天保三年版四周単辺腔・９×９．９センチ半丁八行泗落

詔銅諏老楼志刊中本

文政十年版四周単辺皿・６×９．９センチ半丁八行

廓の意気地刊中本

はウラのノドに﹁二﹂とある

劃姉輔膝栗毛刊中本

刊年不明四周単辺焔・７×加・４センチ半丁八行細字双
行

塑噸江の島土産刊中本
文化七年版四周単辺媚・５×加・５センチ半丁八行︑細字
双行丁付はオモテのノドに﹁江のしま三十﹂とある

謁串戯二日酔刊中本
文化八年版四周単辺か貼付の一葉は巻頭繍像の半丁で飾り罫︑

その内法皿・５×加・６センチ半丁行数不明柱刻﹁二日酔
弍﹂

型嘩古銅道中膝栗毛刊中本

文化十二年版四周単辺賜・２×加・２センチ半丁八行丁
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■新編反故草子巻六

１格致余論刊大本
刊年不明四周単辺加・７×喝・３センチ半丁九行柱刻
﹁□□□口巻一格致余七﹂医書

貼付

８草木錦葉集刊大本

文政十二年版四周単辺瓢・７×皿・４センチ半丁十五行

柱刻﹁草木錦葉集口巻廿八﹂
９華陽皮相原稿刊大本

刊年不明四周単辺加・７×哩・２センチ半丁十行有界

２医方大成論刊半紙本
刊年不明四周単辺肥・１×旭・８センチただし横の寸法は

馬医書

︑塵劫記刊大本

文政二年版断片のため匡郭の縦寸法四・３センチ以外不明

加暦刊

折目まで半丁八行柱刻﹁大成論十二﹂

３和名集刊横本
寛永頃版四周単辺ｎ．８×Ⅳ・３センチ半丁十三行柱刻

﹁和名下 七 ﹂ 薬 方

み出す半丁十四行挿絵がカット風に文中に入る柱刻﹁塵劫

寛永頃版四周単辺加・８×焔・５センチ見出語が匡郭をは

明和元年版四周単辺娼・１×７．７センチ半丁八行柱刻

キ下十四﹂

４類聚方刊小本
一︲類聚方六口蘆亭蔵﹂薬方

勉算法初心鋤刊半紙本

延宝頃版四周単辺四・３×陞・６センチただし横の寸法は

５宜禁本草刊横本
寛永頃版四周単辺ｎ．８×Ⅳ・８センチ半丁十二行漢字

折目まで半丁行数不定挿絵がカット風に文中に入る柱刻

皿麺増補大節用集刊大本

陽二条通二王門町開板本系統のうちの一本

各行四段片かな柱刻﹁和玉篇巻六廿六﹂慶長十五年洛

慶長頃版四周双辺加・５×Ⅳ・５センチ半丁七行有界

焔倭玉篇刊大本

﹁算一十六﹂

平仮名交り柱刻判読不能

６本朝食鑑刊半紙本
元禄十年版四周双辺四・１×嘔・８センチ半丁十二行柱

刻﹁本朝食鑑巻四果部三﹂

７草木性譜刊大本
刊年不明四周双辺加・５×焔・８センチ半丁九行細字双

行柱刻﹁草木性譜人十三﹂別に同巻第ｎ丁︵挿絵︶を
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寛文五年版四周単辺創・６×Ⅳ・１センチ半丁七行有界

加料理分類いろは庖丁刊中本

刊年不明四周単辺皿・１×９．９センチ半丁行数不定柱

刻﹁伊呂波三﹂

柱刻﹁大節用こ貼付の一葉は初丁オモテで︑﹁真草二
行節用集﹂の内題あり解説に書名を﹁大節用集﹂とするが︑柱

副奇術天狗通刊半紙本

分して図と説明を示す柱刻﹁天ノ下九﹂手品の書

刊年不明四周単辺肥・４×昭・８センチ半丁を田字型に四

刻に従ったものか武村三良兵衛の刊本で︑標題のごとく題姦に
ある

焔蠅緬訓蒙図彙大成刊半紙本

翠茶家酔古集刊横本

刊年不明左右双辺６．７×陞・８センチ半丁行数は細字を

寛政元年版四周単辺肥・３×喝・７センチただし上部５．
２センチで区切って頭書あり半丁十四行︵頭書︶柱刻﹁頭書

交えて不定柱刻﹁四﹂

英字訓蒙図会刊半紙本

双行柱刻﹁海外新聞九大学南校﹂

明治三年版四周単辺焔・４×加・４センチ半丁九行細字

妬海外新聞刊半紙本

界柱刻﹁英語菱人倫十﹂

万延頃版四周単辺必・８×９．４センチ半丁八行二段有

酪英語菱刊中本

ー﹂

刊年不明無辺字高卯・７センチ半丁十行柱刻﹁神五ノ

型神風記刊大本

柱刻﹁書籍大目録四一﹂

刊年不明四周単辺８．９×過・８センチ半丁十二行有界

認広益書籍目録刊横本

増補訓蒙図彙巻廿一十二﹂解説に﹁訓蒙図彙﹂とするが正
確でない

略香道秋の光刊中本
刊年不明四周単辺叫・３×加・９センチ半丁行数不定柱
刻﹁香道秋の光上十二﹂

Ⅳ碁立絹箭刊大本
刊年不明四周単辺四・８×お・０センチ半丁行数不足柱

刻﹁碁立絹箭巻之六九﹂
喝料理物語刊中本
慶安頃版四周単辺而・５×過・０センチただし横の寸法は

折目まで半丁十二行柱刻﹁料理三十﹂
四料理山海郷刊中本
刊年不明四周単辺皿・７×加・０センチ半丁九行柱刻
﹁山海郷二十四﹂
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明治四年版四周単辺Ⅳ・７×蚫・５センチ半丁行数不定

柱刻﹁英訓蒙図会十﹂

詔扶桑孝子伝刊大本
刊年不明四周単辺灼・７×雌・４センチ半丁九行柱刻
﹁扶桑孝子伝巻上二﹂別に同巻第妬丁︵挿絵︶を貼付

羽新編鎌倉志刊大本
刊年不明四周双辺加・３×焔・１センチ半丁十行柱刻
﹁新編鎌倉志巻之一ご別に丁数不明の半丁︵地図︶を
貼付

釦鹿島志刊大本
刊年不明四周単辺灼・１×腔・７センチ半丁十二行柱刻
﹁鹿嶋志上六﹂

刊年不明無辺字高加・０センチ半丁十一行柱刻﹁式目上
九﹂

４太平武鑑刊横本

元禄九年版四周単辺９．４×皿・６センチ半丁行数不定

有界柱刻﹁七□﹂
５古史伝刊大本

刊年不明四周単辺加・２×皿・７センチ半丁二十行柱刻
﹁古史伝十四五十﹂

６長崎夜話草刊半紙本

刊年不明四周単辺肥・６×焔・４センチ半丁十行柱刻
﹁□□□□口八﹂

７都名所図会刊大本

付はウラのノド下部に閃川日附因とある別に同巻第娼丁︵挿

天明六年版四周単辺創・１×施・１センチ半丁十三行丁
■新編反故草子巻七

絵︶を貼付

はウラのノド下部に胴幽剛︑四Ⅵ四出山凶とある

刊年不明四周単辺釦・６×妬・５センチ半丁十七行丁付

８近江国名所図会刊大本

１日本書紀刊大本
寛永頃版四周単辺犯・６×妬・４センチ半丁八行柱刻
﹁日本紀一十八﹂

２倭漢皇統編年合運図刊大本

９河内国名所図会刊大本

享和元年版四周単辺加・３×妬・５センチ半丁十三行細

寛永七年版四周単辺羽・６×焔・８センチ半丁十一行細

字双行有界柱刻﹁帝系図七﹂解説に刊年を記さないが︑

字双行丁付はウラのノド下部に耳を設けて﹁河ニノ十二﹂とす

る別に丁付不明の半丁︵挿絵︶を貼付

版式よりして寛永七年洛陽本能寺前庄右衛門開板本と思われる

３貞永式目刊大本
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Ⅳ五事毘婆沙論刊大本

刊年不明四周単辺創・３×皿・４センチ別に眉上に校異を

加華夷通商考刊半紙本

刊年不明四周単辺焔・２×ｎ．３センチ半丁七行柱刻

記す半丁十行柱刻﹁論五事毘婆沙論巻七六﹂

半丁一図柱刻﹁八﹂

ンチを区切って歌仙絵︵半丁二図︶を載せる下部は百人一首で

文政十一年版四周単辺Ⅳ・１×吃・１センチ上部６．２セ

別女訓百人一首宝箱刊半紙本

チを区切って頭書あり半丁六行柱刻﹁古状廿ご

天明三年版四周単辺創・４×晦・３センチ上部４．７セン

加永楽古状揃刊大本

チを区切って頭書あり半丁七行柱刻﹁庭訓十三﹂

正徳五年版四周単辺創・９×焔・５センチ上部５．４セン

四万宝庭訓往来刊大本

﹁永代記二十三﹂

刊年不明四周単辺昭・７×喝・５センチ半丁十行柱刻

旧永代重宝記刊半紙本

﹁巻二五﹂

︑名区小景刊半紙本
刊年不明四周単辺焔・９×ｎ．７センチ半丁十一行丁付
はウラのノド下部に田川凶とある別に丁付不明の半丁︵挿絵︑

多色刷︶を貼付名古屋の地誌

吃御江戸図説集覧刊大本
刊年不明四周単辺創・７×賜・０センチ挿絵の丁で半丁行

数等不明多色刷

過成仏経刊
寛永十九年高野版無辺字高四・５センチ断片であって︑半
丁
行数
数等
等不
不明明両面刷
丁行

哩孝子鑑刊大本
型
刊年不明四周単位加・３×叫・７センチ半丁十一行柱刻
﹁
孝子
子巻巻
﹁孝
三三 一 ﹂

お宝 物 集 刊 大 本

Ｒｕ﹂

四周単辺肥・６×皿・０センチ半丁十行柱刻

大本

十ご別に同巻第四丁︵挿絵︶を貼付

半丁
丁十五行柱刻
刊年不明四
四周単辺認・５×Ⅳ・５センチ半
﹁宝物上

お女 人 愛 執 録 刊
元文五年版
﹁愛執録下
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落葉籠
一冊発行年︑編者等不明

︵略号ｌ﹁落﹂︶

一二︶

種複数の出現が期待できないから︑である︒

底本ｌ国文学研究資料館︵ラ三

古活字版寛永頃刊無辺字高翠・０センチ断片ゆえ半丁行

１和泉が城刊大本

て﹁落葉寵活字版﹂とする以外︑素性を明らかにしない︒奇数・ヘージに

数等不明一行十七字前後舞の本表紙裏反古

いままでその名の知られなかった零葉集である︒表紙中央に題篭を貼っ

零葉を貼り︑その裏面に︑書名︑刊年等を︑筆太の文字で墨書する︒全

古活字版寛永頃刊四周双辺塑・２×賜・８センチ半丁十

２︹逸題漢籍︺刊大本

朝鮮古活字版を交える︒特色として表紙裏から出た零葉の多いことを言

二行二十二字柱刻判読不能表紙裏反古

三十七葉︑外題に護うごとく︑すべて活字版であって︑木活字版および

うべきであろう︒十四葉がそれ︵ただし二葉は同版︶︑いずれも表紙の

表紙裏反古のうち特に注目すべきは︑︹釦︺の零葉であろう︒紙が︑何

もの数点を残す結果に終った︒

永十七庚辰年八月吉日／洛陽三条於宝蔵寺令印判之者也／比丘来

丁九行十九字注双行柱刻﹁定善偕定記八二﹂刊記﹁寛

古活字版寛永十七年刊四周双辺犯・８×お・０センチ半

３観経四帖疏偕定記刊大本十五冊

と︑紺色なのである︒これは表紙の色であって︑刷り余りの一葉が︑表

誉林香﹂

折り目を開いた形なりに貼られている︒それゆえ︑書名を確定し得ない

紙の表皮として使われたことを意味している︒どうやら︑表紙おもて面

朝鮮古活字版天地双辺泌・１×Ⅳ・１センチ半丁十二行二

４聯珠詩格刊大形本

染めて作ったもののようである︒

十一字注文双行有界柱刻﹁聯珠詩巻十二七﹂

の︑栗皮とか丹︑紺色などに彩られた表皮は︑手近にありあわせの紙を

本零葉集は︑台紙の質︑綴糸その他よりして︑戦前の作か︒考証の確か

古活字版嵯峨本無辺字高別・８センチ半丁九行十七八字

５伊勢物語刊大本

と思われる︒反古から復元できる表紙の寸法はさまざま︒表紙裏に古活

平がな交じり柱刻なし貼付の零葉は下巻第妬丁ウラの半丁

さ︑零葉の数と種類の豊かさ等からして︑その道に達した人の手になる

字版の反古をひそませる例は稀なのであるから︑かなりの数の古活字版

色変り料紙

６平治物語刊大本

を自由にすることが出来た人であったはず︒あるいは古書篦か︒しかし︑
頒布を目的にしたものでは︑なかったであろう︒表紙裏反古は︑通例同
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９孟子抄刊大本

古活字版元和寛永頃刊四周双辺犯・４×焔・５センチ半

古活字版元和寛永頃刊無辺字高創・５センチ半丁十二行
二十二字平がな交じり付訓活字を用いる丁付がウラのノド

丁九行十八字注文は双行︑一字下げ各行二十一字から二十七字

丁八行十七字注文双行柱刻﹁史記伝二五﹂解説に書名

古活字版慶長元和頃刊四周双辺瓢・６×蝿・７センチ半

必史記刊大本

丁十行十九字柱刻﹁山谷十七四﹂

古活字版元和寛永頃刊四周双辺瓢・６×蝿・８センチ半

蝿山谷詩集刊大本

丁九行十八字柱刻﹁山谷巻七三﹂

古活字版元和寛永頃刊四周双辺犯・３×Ⅳ・０センチ半

廻山谷詩集注刊大本

六十ことある解説に元和三年版とするが︑それは敬文の年記

七字前後細字双行平がな交じり丁付がウラのノドに﹁六

古活字版元和頃刊無辺字高鯉・３センチ半丁十一行二十

︑類字名所和歌集刊大本

余白あり

丁八行十六字柱刻﹁日本紀七十五﹂各行行頭に一宇分の

古活字版慶長元和頃刊四周双辺加・３×甦・１センチ半

幻日本書紀刊大本

前開版本か

片かな交じり柱刻﹁孟子抄三二﹂いわゆる洛陽本能寺

に﹁平下舟三﹂とある

７沙石集刊大本
古活字要法寺版慶長頃刊無辺字高型・７センチ半丁十行
二十一から二十五字前後片かな交じり片かなは大小二種の活

字混用柱刻﹁沙石集一上十六﹂

七﹂

；︑〃ワウＢ６Ｆｐｇ０ｏｏ虫シ︑冠︑︒．︲．︲瞳︲壁目白弘︲︲﹂惑思離濯艶麗鱒凋蜜慾睡掘凝脱愛・お駁辛

撹孟缶晶函配分﹂ソ．︲︲氏野芯価

丁十二行二十六字前後片かな交じり柱刻﹁沙石集五下

古活字版元和二年刊か四周双辺翠・５×Ⅳ・３センチ半

８沙石集刊大本

一！
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を﹁史記伝﹂とするのは柱刻の誤解﹁伝﹂は列伝の意

妬孔子家語刊大本
古活字版元和頃刊四周双辺創・２×略・０センチ半丁九

行十八字注文双行有界柱刻﹁家語巻四十三﹂表紙裏
反古

焔大般浬藥経刊折本

半丁七行十七字注文双行有界柱刻判読不能であるが︑第九

冊創オに同定できる表紙裏反古ただし紺色に染めるすなわ

ち︑反古を染めて裏側を表皮に用いたものか

副︹逸題仏書︺刊大本

古活字版寛永頃刊無辺字高翠・２センチ半丁十行十八字

柱刻﹁要義□口四十六﹂表紙裏反古

古活字版元和寛永頃刊無辺字高加・５センチ半丁七行十

泥止観輔行伝弘決刊大本

せに﹁通大般浬藥経巻一十一﹂とある天海版一切経のう

七字柱刻﹁輔行九本五十八﹂

古活字天海版寛永頃刊天地別・１センチ一行十七字継合

ち

木活字版刊年不明四周単辺加・２×喝・７センチ半丁九

認孟子刊大本

古活字版慶長元和頃刊無辺字高犯・７センチ下巻終丁の

行柱文双行柱刻﹁孟子巻二公孫丑十九﹂

Ⅳ弁慶物語刊大本
半丁ゆえ︑行数等不明尾題が﹁弁慶物語下終﹂とある

型真宗仮名聖教関典録刊大本

木活字版刊年不明四周単辺皿・０×脂・５センチ半丁十

胞重修政和証類本 草 刊 大 本
古活字版元和頃刊四周双辺型・７×略・６センチ半丁十

一行注文双行片かな交じり柱刻﹁関典録巻九末舟舟
一﹂

行十九字注文双行有界柱刻﹁本草十三十三﹂表紙裏
反古

妬重修政和証類本草刊大本

古活字版元和頃刊四周双辺泌・７×焔・６センチ半丁十

四太平記刊大本
古活字版慶長八年富春堂刊四周単辺別・８×焔・７センチ

行十九字注文双行有界柱刻﹁本草十二五﹂本零葉集

木活字版明治四年刊左右双辺Ⅳ・２×吃・８センチ半丁

妬十九史略通考刊半紙本

︹焔︺に同版表紙裏反古

半丁十二行十九字から二十二字片かな交じり柱刻﹁太平記

巻廿四舟四﹂刊記﹁慶長癸卯季春既望富春堂新刊﹂

卯貞観政要刊大本
古活字伏見版慶長五年刊四周双辺犯・２×妬・２センチ
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十行有界刊記﹁明治四年辛未十一月出版﹂別に袋を貼付
﹁明治辛未聚珍版／十九史略通考／官許金沢学校団﹂と記す
印文は﹁金沢学校蔵版﹂

平家物語刊大本
古活字版元和寛永頃版無辺字高配・７センチ半丁十一行
二十六字前後丁付がウラのノドに﹁八四﹂とある

行十六字柱刻﹁局方発揮六﹂表紙裏反古

認毛詩紗刊大本

古活字版寛永頃刊四周双辺翠・２×Ⅳ・２センチ半丁十

六行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁毛詩紗九五﹂表
紙裏反古

鍵中庸抄刊大本

十二行二十四字前後片かな交じり柱刻﹁中抄下十四﹂

古活字版寛永二年刊四周単辺翠・７×猫・９センチ半丁

古活字版元和寛永頃版無辺字高加・７センチ半丁十四行

表紙裏反古

詔授蒙聖功方刊横本二冊

十一︑二字漢字の活字に大小二種を用いる柱刻﹁上六五﹂

古活字版寛永五年刊四周双辺創・５×焔・３センチ半丁

片ゆえ半丁行数等不明一行二十五字前後片かな交じり表紙

古活字版慶長元和頃刊四周単辺劃・８×ｎ川Ｕセンチ断

弱貞永式目抄刊大本

十行十七字注文双行柱刻﹁前漢伝四六﹂刊記﹁寛永第

裏反古

豹漢書刊大本

五戊展暦菊月廿一日／於洛陽本能寺前刊行焉﹂表紙裏反古

古活字版元和寛永頃刊四周単辺塑・９×お・６センチ半

鉛源平盛衰記刊大本

古活字版慶長元和頃刊四周双辺犯・５×略・６センチ半

丁十二行二十三字前後片かな交じり柱刻﹁盛衰記巻廿九

釦十八史略刊大形本
丁九行十八字注文双行有界別に眉上２．５センチに横線を

□﹂表紙裏反古空押の沙綾形模様が浮き出ている

ている

落

１

兎︺︹空とは別種表紙裏反古空押の沙綾形模様が浮き出罪

３

古活字版寛永頃刊断片にて版型その他詳細不明本零葉集７

師︹逸題本草書︺刊

設け︑その間に一行二字の頭書を小型活字で組む

瓠平家物語刊大本
古活字版寛永頃刊四周双辺翠・８×焔・３センチ半丁十
二行二十六字前後片かな交じり柱刻﹁平家巻七廿八﹂

犯局方発揮刊大本
古活字版慶長頃刊四周双辺四・１×晦・５センチ半丁九
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︹あかれや︺︵刊年不明︶新二町

愛護初冠女筆始︵享保二十年版︶反後虹

永代重宝記︵刊年不明︶新七肥

英字訓蒙図会︵明治四年版︶新六

英語菱︵万延頃版︶新六弱

謡本︵延宝五年京山本源太郎版︶別劉

雨月物語︵天保・安政頃版︶反前弱

因果物語︵寛文七年版︶反後８
浮世物語︵寛文十年版︶反後９

花実義経記︵享保五年版︶反前瀦

格致余論︵刊年不明︶新六１

怪談御伽桜︵元文頃版︶反後妬
華夷通商考︵刊年不明︶新七ｍ

海上物語︵寛文六年版︶反後７・新一４

海外新聞︵明治三年版︶新六妬

海意菩薩所問浄印法門経←﹁ショ﹂

か行

轆韮秋の寝覚︵天保十二年版︶反前⑬

永楽古状揃︵天明三年版︶新七加

梶の葉︵宝永四年版︶反前焔

今川一睡記︵正徳三年版︶反後記

浅井物語︵寛文二年版︶反後５

輌江の島土産︵文化七年版︶新二泥

鹿島志︵刊年不明︶新六釦

書名綜合索引

あさがほのつゆのみや︵寛文頃版︶反後︑

絵本江戸紫︵明和二年版︶反前記

可笑記︵寛永十九年版︶反後１・新一１

新編鎌倉志︵刊年不明︶新六羽

あ行

飛鳥川当流男︵元禄十五年版︶

燕石裸志︵文化八年版︶新一焔
罐誰秋の寝覚←﹁アキ﹂

鎌倉諸芸袖日記︵寛保三年版︶反前調

・新二５

和泉が城︵古活字寛永頃版︶落１

王状元集註諸家分類東波先生詩

反後

伊勢物語

御江戸図説集覧︵刊年不明︶新七吃

近江国名所図会︵刊年不明︶新七８

軽口東方朔︵宝暦十二年版︶反前犯

鋤唾墨染桜←﹁スミ﹂

華陽皮相原稿︵刊年不明︶新六９

神風記︵刊年不明︶新六塑

︵寛永頃版︶反前１

錘杣栗毛後駿足←﹁クリ﹂

河内国名所図会︵享和元年版︶新七９

←﹁トウ﹂東城先生詩

−休可笑記︵刊年不明︶反前吃

銅評老楼志︵天保三年版︶新一盃

観経四帖疏措定記︵古活字寛永十七年版︶落３

︵古活字嵯峨本︶落５

︵寛文八年版︶反前７

︹女しつけ方︺︵万治寛文頃版︶新二７

漢書︵古活字寛永五年版︶落羽

一体はなし

︵刊年不明︶新一３

女諸礼集︵万治三年版︶反前５

堪忍記︵寛文四年版︶反前６・新一７

−宵話︵文化七年版︶新一焔
医方大成論︵刊年不明︶新六２
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紀伊国名所図会︵天保九年版︶
宜禁本草︵寛永頃版︶
義経記︵寛文十年版︶

奇術天狗通︵刊年不明︶
貴船の本地︵刊年不明︶
京雀︵寛文五年版︶

京伝工夫小紋裁︵天明四年版︶
京童︵明暦四年版︶

局方発揮︵古活字慶長頃版︶

金玉ねぢぶくさ︵宝永元年版︶
輌緬訓蒙図彙大成︵寛政元年版︶
嘩識口切のせりふ︵文化八年版︶

楠三代壯子︵享保五年版︶

職栗毛後駿足︵文化十四年版︶
傾城買二筋道︵寛政十年版︶
契情肝粒志︵文政八年版︶
傾城禁短気︵正徳元年版︶

癖癌元禄曽我物語︵元禄十五年版︶

反後記・新一８

広益書籍目録←﹁ショ﹂書籍目録

孝子鑑︵刊年不明︶新七皿
孔子家語

︵古活字元和頃版︶落賜

西鶴織留︵元禄七年版︶反後翠

逆沢潟鎧鑑︵寛保元年版︶反前調

相模入道千疋犬︵刊年不明︶新二焔

咲分五人娘︵享保二十年版︶反後如・新二ｎ

冊府元亀︵明版︶別８

廓の意気地︵文政十年版︶新二

好色一代女︵貞享三年版︶反後釦

三国物語︵刊年不明︶反後肥

山谷詩集︵古活字元和寛永頃版︶落蝿

小夜嵐物語︵元禄十一年版︶反後羽・新二週

香道秋の光︵刊年不明︶新六焔
雛凧草紙︵寛政四年版︶反前調

三世相︵明暦頃版︶別調

︵朝鮮版︶別ｕ

古今役者大全︵寛延三年版︶反前加

三体詩法︵古活字寛永三年木室二兵衛版か︶

五事毘婆沙論︵刊年不明︶新七Ⅳ

算法初心紗︵延宝頃版︶新六廻

別羽

山谷詩集注︵古活字元和寛永頃版︶落吃

古史伝︵刊年不明︶新七５
御前御伽脾子︵元禄十四年版︶反後型

三無性論︵寛文天和頃鉄眼版︶別調

止観輔行伝弘決︵古活字元和寛永頃版︶落塑

碁立絹箭︵刊年不明︶新六Ⅳ
繩江の島土産←﹁エ﹂

史記

︵古活字慶長頃版︶別加

骨董集︵文化十二年版︶反前蝿

暦︵文政二年版︶新六ｍ

︵古活字慶長元和頃版︶落皿

・新二３

四分律︵宋版︶別１

子孫鑑︵寛文十二年版︶反後加

地獄楽日記︵宝暦五年版︶反後

古老軍物語︵刊年不明︶新二１
魂胆胡蝶枕︵享和二年版︶新二四

さ行

281索引（あ〜し）

傾城播磨石︵宝永四年版︶
傾城反魂香︵刊年不明︶

源平盛衰記
︵古活字元和寛永頃版︶
︵古活字寛永頃︑乱れ版︶

新

別落

13反反新反新反反新反反反反反新反新反
・後前二前二前前六後落前前後後六前六前
2636

2031202641252244153032337617218550

釈摩訶桁論記︵正応元年高野版︶別喝

しやかの御本地︵寛永二十年版︶反後２

事文類聚翰墨全書︵元版︶別５

島原合戦記︵宝永元年版︶新二４

四分律行事抄︵南宋版︶別４

諸士興廃記︵刊年不明︶反前創

女訓百人一首宝箱︵文政十一年版︶新七創

女訓抄︵万治元年版︶反前４

道遥集︵元文頃版︶反前

成仏経︵寛永十九年高野版︶新七焔

︹善光寺︺︵刊年不明︶新二焔

率増補大節用集︵寛文五年版︶新六必

節用集

世間娘気質︵享保二年版︶反後犯・新二吃

世間手代気質︵享保十五年版︶反前弱

雑阿含経︵宋版︶別２

杣保隠遁紗︵寛永頃古活字高野版︶別溺

船頭深話︵文化三年版︶反前娼・新二加

広益書籍目録︵刊年不明︶新六詔

書籍目録

︵古活字要法寺版︶落７

新御伽碑子︵天和三年版︶反後灼

沙石集

︵古活字元和二年版か︶落８

草木錦葉集︵文政十二年版︶新六８

宗祇諸国物語︵貞享二年版︶反後焔・新一５

真宗仮名聖教関典録︵刊年不明木活字版︶落型

草木性譜︵刊年不明︶新六７

塵劫記︵寛永頃版︶新六︑
輯増補大節用集←﹁セツ﹂節用集

た行

曽我物語︵寛文十一年版︶別釦
新編事文類聚翰墨全書←﹁ジモ﹂

新編鎌倉志←﹁カマ﹂

遊興新平家物語︵元禄十六年版︶反後羽

十九史略通考︵明治四年木活字版︶落妬

十八史略︵古活字慶長元和頃版︶落釦

周礼註疏︵明版︶別６
授蒙聖功方← ﹁ セ イ ﹂

春色梅暦︵天保三年版︶新二羽
潤色栄花娘︵刊年不明︶反前記

︵宋版︶

大般浬藥経

翠釜亭戯画譜︵天明二年版︶反前記

︵寛永頃古活字天海版︶

14163

水経︵明版︶別９

浄印法門経︵明版︶別７

杉楊枝︵延宝八年版︶反後皿

別落別

42119

春色辰巳園︵天保四年版︶反前妬

貞永式目︵刊年不明︶新七３

太平記

太平武鑑︵元禄九年版︶

︵古活字寛永元年版︶

︵古活字慶長八年富春堂版︶

大般若経︵春日版︶

幽嶬墨染桜︵刊年不明︶新一焔

世間長者容気︵宝暦四年版︶反後娼

授蒙聖功方︵古活字元和寛永頃版︶落犯

摺仏︵平安中期版︶別吃

住吉相生物語︵延宝六年版︶反前９

貞永式目抄︵古活字慶長元和頃版︶落弱
貞観政要︵古活字伏見版慶長五年版︶落卯
城西聯句︵古活字元和四年木室二兵衛版︶別翠

串戯二日酔︵文化八年版︶新二羽
浄土名目図︵永正五年版か︶別旭

新
七別落
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反後詔・新二６

麺播磨石︵正徳元年版︶反後弘

初衣抄︵天明七年版︶新二肥

はちかつぎ︵宝永二年版︶反後お

伊達娘恋緋鹿子︵刊年不明︶新一躯

謹古鯉道中膝栗毛︵文化十二年版︶新一五

万宝庭訓往来︵正徳五年版︶新七四

当世誰が身の上︵宝永七年版︶

千尋日本織︵宝永四年版︶反後犯

渡世商軍談︵刊年不明︶反後卿

他我身の上︵明暦三年版︶反前２・新一加

茶家酔古集︵刊年不明︶新六理

細諏老楼志←﹁オュ﹂

一宵話←﹁イッ﹂

一夜船︵正徳二年版︶

扶桑孝子伝︵刊年不明︶新六記犯

﹄か

３

婦人養草︵元禄頃版︶反前ｕ索

引

富嶽百景二編︵天保六年版︶反前灯ｌ

し

風流日本荘子︵元禄十五年版︶反後妬へ

風流証平家︵正徳五年版︶反後諏・新二ｍｊ

風流虫合戦︵刊年不明︶反後娼

風流神代巻︵元禄十五年版︶反後妬

風流曲三味線︵宝永七年版︶反前田

風俗金魚伝︵天保八年版︶新一配

標題句解孔子家語←﹁コウ﹂

拍子舞紅梅箙︵文政十年版か︶新一副

百人一首像讃抄︵延宝六年鱗形屋版︶別記

百人一首和歌初衣抄←﹁ハツ﹂

反後弱・新一ｕ・新二８

鶴膝栗毛︵刊年不明︶新一五

渡世伝授車︵元文二年版︶反後婬

新七６

茶の子餅︵安永三年版か︶新一哩
嘩謡口切のせり ふ ・ ← ﹁ ク チ ﹂

な行
長崎夜話草︵刊年不明︶

中華手本唐人蔵︵寛政八年版︶反前如

中庸抄︵古活字寛永二年版︶落誕

4515

灌古鯉道中膝栗毛←﹁ドウ﹂

仁王般若経︵文安元年東寺版︶

241610110

反後囎

反

重修政和証類本草︵古活字元和頃版︶落肥・妬

地理大全︵朝鮮古活字版︶別加

日本契情始︵明和四年版︶

︵古活字慶長元和頃版︶

日本書紀

徒然時世粧︵享保六年版︶反前型

つれづれ草︵元禄四年版︶別弘
出来斎京土産︵延宝六年版︶反後喝・新一２

日本名女咄︵天和二年版︶

︵寛永頃版︶

蝿蝿元禄曽我物語←﹁ゲン﹂

女人愛執録︵元文五年版︶

天神記︵刊年不明︶新一哩
細輔膝栗毛←﹁ヒザ﹂

浬藥経疏︵寛永頃古活字叡山版︶

浬藥経←﹁ダイ﹂

東海道名所記︵万治頃版︶反後３・新一６

桃山人夜話︵天保十二年版︶反前娼

農民太平記︵刊年不明︶

綴凧草紙←﹁コガ﹂

は行

癖緬訓蒙図彙大成←﹁キご

東城先生詩︵五山版︶別焔
当世御伽曽我︵刊年不明︶反後印
当世染戯場雛形︵文政六年版か︶新一⑲

後別

新反新
別七前七落

錘趣播磨石←スリ﹂
武道伝来記︵貞享四年版︶

平家物語

孟子抄︵古活字元和寛永頃版︶

倭詞接木花︵明和六年版︶

山城四季物語︵延宝二年版︶

や行

反後別毛詩妙︵古活字寛永頃版︶

︵古活字元和寛永頃版︶落訂

︵古活字寛永頃版︶落瓢
平治物語︵古活字元和寛永頃版︶落６
弁慶物語︵古活字慶長元和頃版︶落而

百合稚錦嶋︵宝暦二年版︶

由良三郎景村︵元禄十四年版︶

遊興新平家物語←﹁シン﹂

保元物語︵寛永三年版丹緑本︶別記

用捨箱︵刊年不明︶

料理物語︵慶安頃版︶

わ行

倭漢皇統編年合運図︵寛永七年版︶新七２

和国玉かつら︵宝永六年版︶反前氾・新一９

倭玉篇︵慶長頃版︶新六超
和名集︵寛永頃版︶新六３

︹逸題︺

反前皿

落２

仏書︵古活字寛永頃版︶

落諏

落創

新二釦

本草書︵古活字寛永頃版︶

曽我物︵刊年不明︶

漢籍︵古活字寛永頃版︶

浮世草子︵刊年不明︶

＊

碧巌録︵五山版︶別Ⅳ
宝物集︵刊年不明︶新七蛎

世上酒落見絵図︵寛政三年版︶

蘭斎画譜︵享和元年版︶

ら行

発句題叢︵天保頃版︶新一型
本朝桜陰比事︵元禄二年版︶反前喝・新二２

本朝食鑑︵元禄十年版︶新六６
本朝新堪忍記︵宝永五年版︶反前Ⅳ

料理山海郷︵刊年不明︶

摩訶般若波羅蜜経︵古活字天海版︶別

類字名所和歌集︵古活字元和頃版︶

料理分類いろは庖丁︵刊年不明︶

見ぬ京物語︵万治二年版︶反後４

類聚方︵明和元年版︶

ま行

都名所図会︵天明六年版︶新七７

聯珠詩格︵朝鮮古活字版︶

露休しかた咄︵刊年不明︶

蓮如上人御文︵文禄慶長頃版︶

昔男時世粧︵享保十六年版︶反後調・新二９

名区小景︵刊年不明︶新七︑

孟子︵木活字版︶落認

新 新 新 新 新 反
二別落六落六六六前

反新反反
前一前前

反反
前後

落落
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