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大阪大学附属図書館蔵

和 古 書 目 録 第 二 稿

大阪大学附属図書館編集発行

序

潤

二

本書は、大阪大学所蔵の和古書のうち、『大阪大学附属図書館蔵和古書目録第一稿』刊行後も未整
理のまま図書館の書庫に保管されていた一六三点の目録である。巻末には第一稿と今回整理した第二
稿を併せた書名索引がつけられ、目録の利便性が向上し利用者にとって大変使いやすいものとなって
いる。
本書の編纂は、平成二○年度の附属図書館研究開発室事業として、文学研究科飯倉洋一教授を中心
に進められこのたび完成したものである。同氏のご指導下に献身的な協力を惜しまれなかった院生諸
君に対しても深く謝意を表するとともに、貴重な資料が広く研究者各位によって活用されることを望
みたい。
なお今後、本書を電子版としてＷｅｂ上に広く公開していくことを予定している。
平成二十一年一月
大阪大学附属図書館長
小
泉

凡例

本目録は、次の要領に従って作成した。
一、目録化の対象は、『大阪大学附属図書館蔵和古書目録第一稿』（平成元年、大阪大学附属図書館）
を刊行後も未整理のまま図書館の書庫に保管されていた、百六十三点の和古書（明治刊本を含む）
に限定した。唐本・近代活字本・複製本は対象から除外した。
一、分類は、先の目録の方針を踏襲し、『内閣文庫国書分類目録』に従った。ただし、同目録に不載
の書は、それと判断される箇所に挿入した。
一、各分類内の配列は、五十音順とした。
一、記載事項は、書名・刊写の別・書型・巻冊数・請求記号および関係者名・成立に関する情報等と
した。
ア、書名は、原則として、外題に拠った。ただし、原題簽がない場合に限り、内題等に拠ることと
した。外題を外、内題を内、仮題を仮といった具合に、（ ）に括って、その都度拠るところを略
記した。
イ、書型は、大本を大、半紙本を半、中本を中、小本を小と略記した。
ウ、関係者名は、本の記載のみに拠り、他で補うことをしなかった。この原則から外れる場合は、
〔 〕に括って、区別できるようにした。

エ、成立に関する情報は、本の記載のみに拠り、他で補うことをしなかった。この原則から外れる
場合は、〔 〕に括って、区別できるようにした。また、刊記以外から採った情報は、（ ）に括
って、拠るところを明記した。
オ、保存状態は、甚だしく不良の場合に限り、その旨を明記した。
カ、その他、特記事項がある場合は、その旨を明記した。
一、漢字および仮名は、原則として、現行通用の字体を使用した。
一、書名索引は、第一稿と第二稿を併せ、巻末に付した。
一、文学研究科飯倉洋一教授の指導の下、作業に参加したのは、金泳・金昌哲・神徳圭二・齊籐瑛
子・神明あさ子・竹村明日香・浜田泰彦・藤本真理子・村山識・山田理恵・篗田将樹（以上、五十
音順）で、書名索引の作成は浜田が、取り纏めは篗田が担当した。
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六八四

六八三

六八二

六八一

刊 大 八巻八冊
六八〇
榊原芳野著 明治十一年一月（見返）文部省出版、東京大日本図書株式会社

一 総記
文藝類纂（外）

二 神祇 付国学

奉祠稿（内） 刊 半 一巻一冊
加藤凞著 明治六年六月（見返）東京和泉屋市兵衛他東京九肆
三 仏教

槐安国語（外） 刊 大 五巻五冊存（巻一・二・四・五）
白隠著、一諾編、元魯・宗実校 明治十九年二月愛知矢野平兵衛
禅林象器箋（外） 写 大 二十一巻二十一冊
無著道忠編 寛保元年三月～五月道忠校 近世後期写
傍科羽翼原人論（外） 刊 大 一巻一冊
円通著、大栄編 京永田長左衛門
訂 校

四 言語

故事新編（外） 刊 半 二巻二冊
六八五
板井慶次郎編 明治十八年十一月新潟目黒十郎
活語雑話（外） 刊 大 二巻二冊存（巻初・三）
六八六
妙玄大徳著 天保十年二月刊と同十三年九月刊の後印、明治二十六年十月京都細
川清助・山中勘次郎
増補正誤仮名遣（外） 刊 横 一巻一冊
六八七
季鷹県主編、鶴峯戊申補、鴬亭稲彦校 明治九年三月東京中村佐太郎
答問雑稿（内） 写 大 三巻三冊
六八八
〔清水浜臣著〕 〔文化頃成〕 朱筆書入
語学階梯（外） 写 半 一巻一冊
六八九
堀秀成著 明治十六年夏写 「 語学階梯下」「助辞捷径」「略標簽例」「言語
八種考」を収録
日本古代文字考（外） 刊 大 一巻一冊存（巻上）
六九〇
落合直澄著 明治二十一年六月田中頼庸序、小槙舎（見返）
刊 半 二巻二冊
六九一
俗雅

日本文典（外）

本日

本日

万葉用字格（外）

六九九

六九八

六九七

六九五
六九六

六九四

六九三

中根淑著 明治九年三月東京森屋治兵衛
刊 大 一巻一冊
六九二
春登著 文化十五年二月刊、嘉永六年十一月修、江戸野村新兵衛他江戸二肆

五 文学
飯沼観蓮集（外） 刊 半 一巻一冊
秋葉格非他著 嘉永五年明善堂 近世木活
遺山先生語鈔（外） 刊 半 一巻一冊存（巻下）
垣内保定編 京山田茂助
石見女和歌式附髓脳抄（外） 写 大 一巻一冊
遠思楼詩抄（内） 刊 半 二巻二冊
広瀬淡窓著、小林勝安石校 天保六年春箱崎弼序
賀謌留（外） 写 半 一巻一冊
〔小沢蘆庵社中（延美・萍流・豊常等）の歌留〕
季吟和歌一首懐紙（仮） 写 一幅
季吟著
葛の松原（後補書題簽） 刊 小 一巻一冊

支考述、不王編 京井筒や庄兵衛 虫損甚
契沖長歌並反歌詠草（仮） 写 一幅
契沖著
源義弁引抄（外） 写 大 二十巻二十冊
切臨著 慶安三年七月切臨序刊の写し
源氏大鏡（外） 写 半 十冊
源氏物語（内容・箱書） 写 大 一巻一冊
巻名「藤裏葉」 近世中期写
自娯集（外） 刊 大 六巻六冊
貝原篤信著 正徳二年九月竹田定直序
実字解（外） 刊 半 二巻二冊存（巻地・人）
皆川淇園著、杉林維脩他校 京都藤井孫兵衛他東京五肆大阪五肆
実字解二編（外） 刊 半 三巻三冊
皆川淇園著、大谷信一・藤田敏校 大阪岡島真七
小竹斎詩抄（外） 刊 大 一巻一冊存（巻三）
篠崎弼著
絶句類選評本（外） 刊 小 二十一巻二冊
津阪孝綽編、斎藤拙堂評語 明治十四年二月大阪松村九兵衛他大阪三肆

七〇〇

七〇一

七〇二
七〇三

七〇四

七〇五

七〇六

七〇七

七〇八

操觚字訣（外） 刊 半 十巻十冊
伊藤東涯著、男善韶編 明治十二月鹿児島木藤金四郎
浪華史略初編（外） 刊 小 二巻二冊
染崎延房編 東京丁子屋忠七他東京十五肆
二程治教録（外） 刊 大 二巻二冊
保科正之著 天保十三年再刻（見返）
日本詠史百律（外） 刊 半 一巻一冊
大沼枕山著、嘉穪・新吉校 明治十六年四月東京大沼厚
枕山先生遺稿（外） 刊 半 一巻一冊
大沼枕山著、大沼嘉年編 明治二十六年十二月東京大沼嘉年
磐渓詩鈔（外） 刊 半 一巻一冊
大槻清崇著 始有盧（柱）
磐渓詩鈔（内） 刊 半 二巻一冊存（巻一・二）
大槻清崇著 寧静居（柱） 始有盧刊の後印、頭注付載
扶桑拾葉集（外） 刊 大 三十一巻三十四冊存（巻四欠）
明治二十七年五月東京徳川篤敬
写 半 一巻一冊
春海著 近世後期写
筆の佐雅（外）

七〇九

七一〇

七一一

七一二

七一三

七一四

七一五

七一六

七一七

栄花物語
抄（外） 刊 半 六巻六冊
七一八
小中村義象・関根正直著 明治二十四年九月東京弦巻書肆
朴斎先生詩鈔二編（外） 刊 大 二巻二冊
七一九
門田堯佐著、門田重長他校 明治元年冬（見返）福山笹屋喜兵衛他京都一肆江戸
一肆大阪三肆
万葉考槻乃落葉（外） 刊 大 三巻三冊
七二〇
明治二十一年正月兵庫本屋源兵衛他大阪三肆 虫損甚
万葉集人物伝（外） 刊 大 三巻三冊
七二一
藤原雅澄著
万葉集品物解（外） 刊 大 五巻五冊
七二二
藤原雅澄著
万葉集枕詞解（外） 刊 大 五巻五冊
七二三
藤原雅澄著 文政五年四月藤原雅澄凡例
万葉集名所国分（外） 刊 大 一巻一冊
七二四
藤原雅澄著 天保十三年七月藤原雅澄凡例
万葉集名所考（外） 刊 大 六巻六冊
七二五
藤原雅澄著 天保十二年八月藤原雅澄跋 明治十二年刊
註標

楊誠斎詩鈔（外）
和歌八重垣（内）

刊 大 一巻一冊存（巻五）
大窪天民他校 文化五年十一月江戸若林清兵衛他京一肆大坂二肆
刊 小 一巻一冊存（巻三）
〔有賀長伯著〕

六 音楽・演劇

七二六

七二七

七三〇

謡本（仮） 刊 半 一巻一冊
七二八
曲名「藤戸」
宝生流謡本（仮） 刊 半 三巻三冊
七二九
寛政十一年三月宝生大夫刊語 曲名「養老」「清経」「采女」「葵乃上」「遊行
柳」「邯鄲」「殺生石」「野乃宮」「百万」「自然居士」「大蛇」「ちひき」「草薙」「にしき戸」
「禅師曽我」
七 歴史
逸史（外） 刊 大 十三巻十三冊
中井積善著 嘉永元年大坂加賀屋善蔵他一肆

逸史（外） 刊 大 十三巻三冊
中井積善著 嘉永元年大坂加賀屋善蔵他一肆
江戸済口証文写（外） 写 大 一冊
御囲穀勘定目録（外） 写 半 一巻一冊
近世末期写
御囲米御預リ証文御囲米代銀預リ証文弐通之写（外） 写 半 一冊
文政五年十一月文書の写し
落穂集（外） 写 半 三巻三冊
大道寺友山著 享保十三年十二月友山識語
諸家知譜拙記（外） 刊 大 五巻五冊
速水房常編 延享二年閏十二月京出雲寺和泉掾刊の明和二年五月修
花押藪（見返） 刊 大 七巻七冊
丸山可澄編 元禄三年自序 江戸松雲斎・京柳枝軒
菅公略伝（外） 刊 半 一巻一冊
亀井昱著
黒田続御家譜（内） 写 大 五巻五冊存（巻二～六）
古事記（外） 刊 大 一巻一冊存（巻上）
明治八年四月徳川氏（見返）
増改
補正

正校

七三一

七三二
七三三

七三四

七三五

七三六

七三七

七三八

七三九
七四〇

検録（外） 写 大 四巻四冊
元禄二年二月神田幽栖下序
校刻日本外史（外） 刊 半 二十二巻十二冊
頼襄著 明治二十九年三月東京松平基則
巷談彙聞（外） 写 半 十八巻九冊存（巻一～十四・十七・十八）
慶応期頃の諸文書抄記
公武風聞集（外） 写 半 一巻一冊存（巻二十四）
国史略（外） 刊 大 五巻五冊
岩垣松苗著 明治十三年十二月京都藤井孫兵衛
国史略（外） 刊 大 五巻五冊
源朝臣松苗編 文政九年京藤井孫兵衛、明治四年四刻
児島備州補伝（外） 刊 大 二巻二冊
石坂堅壮編 明治十三年九月岡山林醇平他東京一肆大阪一肆
御巡見様御退家図（仮） 写 三枚（同図三組）
墨書「粒江村／直右衛門」（図右下）
時代便覧（外） 写 大 一冊
安政期以後写 虫損甚
刊 大 四巻五冊
支那通史（外）

七四一

七四二

七四三

七四四
七四五

七四六

七四七

七四八

七四九

七五〇

那珂通世編 明治二十三年十二月東京大日本図書株式会社
続花押藪（外） 刊 大 七巻七冊
七五一
丸山可澄編 宝永八年三月京茨城多左衛門
日本政記（外） 刊 小 三巻十六冊
七五二
頼襄著、後藤機他校 明治九年六月大阪岡田茂兵衛他大阪二肆
増補日本政記（外） 刊 半 八巻四冊存（第三・四・十一～十六）
七五三
頼襄著、後藤機他校 明治二十三年三月大阪中川清次郎他大阪三肆
続編落穂集（外） 写 半 三冊存（巻上・中之上・下之上）
七五四
古訓古事記（外） 刊 大 三巻三冊
七五五
本居宣長校 寛政十一年五月御免、大正二年十月大阪桜園書院
天保八丁酉年三月五人組帳前書（外） 写 大 一冊
七五六
「天保八丁酉年三月」（末尾）の上に貼紙「天保九年三月」、傍書「東成郡貝脇
村定」 文書の写し
冬夏革命史（外） 写 半 五巻五冊
七五七
三宅長恕著 正徳三年十月自序
名和氏紀事（外） 刊 大 二巻一冊
七五八
門脇重綾編 文久二年九月跋刊の後印、昭和五年八月名和神社
刊 大 二巻一冊
七五九
補増

名和氏紀事（外）

正訂

門脇重綾編 文久二年九月跋刊の後印、昭和五年八月名和神社
日本開化小史（外） 刊 半 六巻六冊
田口卯吉著 明治十五年十月東京小林新兵衛他六肆
日本外史（外） 刊 中 二十二巻六冊
頼襄著 元治元年十月大坂河内屋吉兵衛他大坂五肆江戸四肆京一肆
日本外史補（外） 刊 大 三巻三冊
岡田僑編 嘉永三年八月自序、岡田氏（見返）
藩札（仮） 刊 四枚
御領主様
備中国窪屋郡倉敷村 御
袋様 御支配年暦控（外） 写 半 一巻一冊
貼紙「備中倉敷古記録十三点弐百円」（後見返）
備中国倉敷郡文書写（仮） 写 半 三巻三冊
文化～天保期文書の写し
文政八年文書写（仮） 写 半 一巻一冊
保建大記（外） 刊 大 二巻二冊
栗山愿編 正徳六年正月京茨城多左衛門
保建大記打聞（見返） 刊 大 三巻三冊
谷重遠著 享保五年正月京茨城方道刊語

七六〇

七六一

七六二

七六三
七六四

七六五

七六六
七六七

七六八

日本
輿地
通志

八 地理

美濃国大絵図（外） 刊 一舗
天保五年秋京山城屋佐兵衛他京一肆

七七五

伊豆七島全図（外） 刊 一舗
七六九
長山貫録著 江戸須原屋市兵衛
市中区分町名録附大阪市中道案内（外） 刊 横 一巻一冊
七七〇
山脇治介編 明治九年十一月大阪書籍会社
西洋事情外編（外） 刊 半 二巻二冊存（巻二・三）
七七一
福沢諭吉著 東京岡田屋嘉七他東京六肆
西洋事情初編（外） 刊 半 三巻三冊
七七二
福沢諭吉著 明治六年慶応義塾出版局
大日本
奥州一円誌（外） 刊 一舗
七七三
全図之内
三木光斎著 江戸吉田屋文三郎
大和志（外） 刊 大 十六巻四冊
七七四
関祖衡編 享保二十一年正月京茨城多左衛門他江戸一肆刊の後印、大坂鹿田静七
阪大

九 政治・法制 付故実

十 経済

経済録（外） 刊 半 十巻六冊
太宰純著 享保十四年自序 近世木活
公裁録・刑政秘的（外） 写 半 六巻六冊
第一～五冊「公裁録」、第六冊「刑政秘的」 近世後期写
御法令之条目（内） 写 大 一冊
文化二年金屋村庄屋亀井定右衛門写
新律綱領（外） 刊 大 六巻五冊
明治三年十二月付「上諭」（冒頭）
文明論之概略（外） 刊 半 六巻六冊
福沢諭吉著 明治八年四月福沢諭吉（見返）
勅五憲法 刊 大 一巻一冊
明治元年神阿序、京都小川多左衛門
武復
帝神

七七六

七七七

七七八

七七九

七八〇

七八一

教育

七八七

七八六

七八五

栽培経済論後篇（外） 刊 半 二巻二冊
七八二
佐田介石著 明治十二年五月東京山口屋佐七他東京三肆京都二肆大阪一肆名古屋
一肆
栽培経済論初篇（外） 刊 半 二巻二冊
七八三
佐田介石著 明治十一年二月東京山口屋佐七他東京二肆
報徳外記（外） 刊 半 二巻二冊
七八四
斎藤高行著 明治十八年静岡中上喜三郎・野村通太郎
十一

理学
刊 半 二巻二冊

大統歌俗解（外） 刊 半 二巻二冊
塩谷世弘著 明治五年二月東京松井栄助他東京一肆徳島一肆
刊 半 七巻七冊
元田永孚著 明治十六年十二月宮内省
幼学綱要（内）

十二

格物入門和解火学之部（外）

十三

医学

丁良（マルチン・ヰルリヤム）著、吉田賢輔訳 東京稲田佐兵衛他東京二肆京
都一肆大阪二肆
格物入門和解気学之部（外） 刊 半 三巻三冊
七八八
丁良（マルチン・ヰルリヤム）著、米田次郎吉訳 北門社（柱）
格物入門和解水学之部（外） 刊 半 二巻二冊
七八九
丁良（マルチン・ヰルリヤム）著、柳河春蔭訳 明治十年北門社（見返）
格物入門和解電学之部（外） 刊 半 三巻三冊
七九〇
丁良（マルチン・ヰルリヤム）著、奥村精一訳 明治十年北門社（見返）、東
京稲田佐兵衛他東京二肆京都一肆大阪二肆
格物入門和解力学之部（外） 刊 半 二巻二冊
七九一
丁良（マルチン・ヰルリヤム）著、佐藤劉二訳 明治十年北門社（見返）、東
京稲田佐兵衛他東京五肆京都一肆大阪二肆

（ナシ）

十四
致富小記（外）
農業三事（外）

十五

産業
刊 半 一巻一冊
佐藤信淵著 明治十四年十月東京山中市兵衛他三肆
刊 半 一冊存（巻上）
津田君仙著 明治七年四月中村正直序
芸術

諸芸

欸藪（外） 刊 半 一巻一冊
森世黄編 寛政十二年木邨孔恭跋、和歌山平井文助
十六

七九二

七九三

七九四

本朝陶器攷証（外） 刊 半 六巻六冊
七九五
金森得水著 明治二十七年三月京都林芳兵衛発行、大阪青木嵩山堂本店専売

十七

武学・武術

準漢籍

古今鍛冶備考（外） 刊 大 七巻七冊
山田吉睦著 文政十三年八月刊の明治三十三年十月修、東京藤井利人
十八

七九六

塩鉄論（外） 刊 大 四巻二冊存（巻一～四）
七九七
宝永四年秋毛利元次序
家礼訓蒙觽（内） 刊 大 三巻二冊存（巻二～四）
七九八
天明元年十一月京風月荘左衛門他京一肆
漢書評林（外） 刊 大 八十巻三十八冊（巻一～四・六・七・九・十～十二・十四～二十一・二十
三～二十六・二十八・三十～三十六・四十二～四十七・四十九・五十） 七九九
明暦三年八月京林和泉掾
経史博論（外） 刊 大 四巻四冊
八〇〇
伊藤長胤著 元文二年三月京林権兵衛
刊 大 一巻一冊存（巻一）
八〇一
玄抄類摘（外）

綱鑑易知録（外） 刊 大 八十三巻四十二冊存（巻二～十三・十六～十九・二十二～四十九・五十
二～九十）
八〇二
高青邱詩集（外） 刊 大 三巻三冊
八〇三
隝景寛校 天保十年正月京山城屋佐兵衛他江戸一肆大坂一肆名古屋一肆
高青邱詩集律詩部（外） 刊 大 三巻三冊存（巻一・四・五）
八〇四
梁川星厳校 安政三年正月京林芳兵衛他京一肆江戸一肆大坂三肆名古屋一肆
香簽集（外） 刊 半 一巻一冊
八〇五
館柳湾他校 江戸万笈堂
後漢書（外） 刊 大 三十四巻十九冊存（巻一～六・二十五・二十六・三十・三十一・三十三・三
十四・三十七～四十・四十三・四十四・四十七・四十八・五十七・六十六～七十
六・七十九・八十）
八〇六
国語韋昭註（外） 刊 大 二十一巻五冊
八〇七
宝暦十一年京越後屋多助
古今事文類聚前集（外） 刊 大 六十二巻二十一冊
八〇八
古今事文類聚後集（外） 刊 大 五十二巻二十冊
八〇九
古今事文類聚続集（外） 刊 大 二十巻九冊存（巻三～六・九・十・十七～十九欠）
八一〇
古今事文類聚別集（外） 刊 大 三十三巻十四冊
八一一
嘉永五年再刊の修、竹静斎、大坂河内屋吉兵衛他大坂一肆京二肆江戸二肆

古今事文類聚新集（外） 刊 大 三十六巻十三冊
八一二
古今事文類聚外集（外） 刊 大 十六巻七冊存（巻六・七欠）
八一三
古今事文類聚遺集（外） 刊 大 十五巻九冊
八一四
寛文六年十二月京上坂勘兵衛
語孟字義（外） 刊 大 二巻二冊
八一五
伊藤維楨著 宝永二年十二月跋
増補孝経彙註（外） 刊 大 三巻三冊
八一六
大塩後素著 大正四年五月山本憲跋 京都山田茂助
纂評唐宋八大家文読本（外） 刊 半 十一巻六冊存（巻一～五・二十五～三十）
八一七
井上揆一郎編 明治十二年川田甕江序 東京若林喜兵衛他東京三十五肆
史記觿（外） 刊 大 十巻五冊
八一八
岡白駒著 大阪柳原喜兵衛
詩経釆註（外） 刊 大 八巻八冊
八一九
享保九年正月京今村八兵衛
資治通鑑綱目全書（外） 刊 大 一巻一冊存（巻四十一）
八二〇
四書輯疏（外） 刊 半 一巻一冊存（巻一）
八二一
会津安褧著 嘉永元年刊（見返） 虫損甚
刊 大 六巻六冊
八二二
書経集註（外）

標三
釈子

書首

享保九年正月京今村八兵衛
老子経（外） 刊 大 二巻二冊
八二三
林希逸著、林羅山校 明暦三年四月京上村次郎右衛門
荀子遺秉（外） 刊 大 二巻二冊
八二四
自鹿桃著 寛政十二年正月京葛西市郎兵衛
書法正伝（外） 刊 大 六巻四冊存（巻五～十）
八二五
山中市兵衛編 明治十四年三月東京山中孝之助・山中喜太郎
戦国策正解（外） 刊 半 十巻八冊
八二六
横田惟孝著 文政九年江戸太田善喜序 東京青山清吉
唐詩事略（内） 刊 大 二巻二冊
八二七
南郭編、服虚舟校 宝暦十年十二月江戸伏見屋善六
白氏文集（外） 刊 大 三十巻十四冊存（目録巻上・下・巻一～十二・三十五～五十）
八二八
十八史略（外） 刊 大 七巻七冊
八二九
岩垣龍渓・岩垣東園著 明治十二年一月京都藤井孫兵衛他二肆
文衡山詩抄（外） 刊 半 二巻二冊
八三〇
優所原校 文化十四年江戸須原屋源助他京一肆大坂一肆
刊 半 五十巻二十七冊存（巻一・二・六～九・十二～十七・二十二～四十五・四
十八～六十一・附録巻上・下・一～六）
八三一
書首

文体明弁（外）

増標
補記

嘉永五年十一月元沖跋
逢原（外） 写 半 三十二冊存（「古詩逢原」の第三・七・八冊欠・「孟子逢原」の第五冊欠・「周
易逢原」の第二冊欠）
八三二
中井履軒著 細目「古詩逢原」「左伝逢原」「論語逢原」「中庸逢原」「孟子逢
原」「周易逢原」
補註尚書（外） 刊 大 四巻一冊
八三三
冢田多門述 寛政十年八月冢田虎序 環堵堂（柱）、博文堂他二肆（見返）
明鑑易知録（外） 刊 大 十三巻六冊存（巻七・八欠）
八三三
正文章軌範評林（外） 刊 大 七巻三冊
八三四
藍田東亀年補訂、平田宗城増註 寛政三年正月東亀年序 鹿児島高橋種香
続文章軌範評林（外） 刊 大 七巻三冊
八三五
藍田東亀年補訂、平田宗城増註 寛政六年正月山邨良由跋 鹿児島高橋種香
文選刪註（内） 刊 大 一巻一冊存（巻一）
八三六
文選素本（外） 刊 大 十二巻十二冊存（目録・巻二～十二）
八三七
承応三年四月京風月庄左衛門
文選六臣註（外） 刊 大 六十巻二十九冊存（巻一・二・四十七・ 四十八欠）
八三八
寛文二年正月京八尾勘兵衛他一肆
山鹿先生聖教要録（外） 刊 大 一巻一冊
八三九
新明
刻治

新明
刻治

大正元年十一月京都山田茂助
楊誠斎詩鈔（外） 刊 大 一巻一冊存（巻四）
大窪天民他校
鄰交徴書（外） 刊 大 四巻四冊
伊藤松貞一編 天保十年十二月学本堂
老子解（外） 刊 大 二巻二冊
檪軒陳人著 文政四年五月月霞楼

八四〇

八四一

八四二

あ と が き

本書は大阪大学附属図書館に所蔵される和古書のうち、未整理のものについての目録であり、平成
元年五月に刊行された、『大阪大学附属図書館蔵和古書目録第一稿』の補遺にあたる。
本館図書館に一定量の未整理和古書が存在することを、附属図書館利用支援課（当時）の秋庭公代
氏から大学院生（当時）の篗田将樹氏を通じて知らされたのは平成十九年春のことであった。早速視
察したところ、和古書は複製本・近代本・漢籍などと混在状態であった。平成元年の目録化作業の際
に、残された書物群であろう。
院生有志とともに、この中からまず和古書を抜き出し、次いで内閣文庫分類目録に従って大まかに
仕分けする作業をはじめ、それから何日にもわたる調査を重ねて、カード取りが終了。篗田氏が、そ
れを目録化したが、どのような形で公表するかが未定であった。有り難いことに、今年度になって、
これを図書館の方で公刊して下さるということになった。
関係各位に深く御礼申し上げる次第である。今回採取しえなかった、近代活字本や漢籍も目録化さ
れることを望んでやまない。また文学研究科をはじめ、各部局が管理している和古書をも併せた、本
学綜合和古書目録が作成されることを心から期待している。
平成二十年十月

文学研究科 飯倉洋一

書名索引
一、冠称を持つ書名は、冠称の部分を小書きで表示したが、冠称を除いた
書
名で採った。
一、第一稿はⅠ、第二稿はⅡで表し、該当する頁をアラビア数字で示した。
同一書名が二点以上見られる場合は、複数の該当頁を記した。

ア行
赤穂義士手簡 Ⅰ-143
赤穂義士人の鑑 Ⅰ-121
赤穂四十七士伝 Ⅰ-119
雨夜物語だみことば Ⅰ-57
亜美理賀一件秘書 Ⅰ-120
あゆひ抄 Ⅰ-28
淡路国名所図絵 Ⅰ-126
安政三十二家絶句 Ⅰ-77
安政武鑑 Ⅰ-121
飯沼観蓮集 Ⅱ-8
怡顔斎桜品 Ⅰ-139
十六夜日記残月抄 Ⅰ-73,73,74
遺山先生語鈔 Ⅱ-8
異称日本伝 Ⅰ-116
異人恐怖伝 Ⅰ-122
伊豆七島全図 Ⅱ-17
和泉国之図 Ⅰ-128
伊勢国風土記 Ⅰ-123
伊勢物語 Ⅰ-48,48,48,48
伊勢物語聞書 Ⅰ-52
伊勢物語闕疑抄 Ⅰ-49
伊勢物語古意 Ⅰ-51
伊勢物語拾穂抄 Ⅰ-50,50
伊勢物語集註 Ⅰ-49
伊勢物語抄 Ⅰ-51
伊勢物語抒海 Ⅰ-49,50
伊勢物語新釈 Ⅰ-52
伊勢物語髄脳 Ⅰ-49
伊勢物語秘訣抄 Ⅰ-50
伊勢物語傍註 Ⅰ-51 ,51,51
伊勢物語真名本 Ⅰ-49
厳島図会 Ⅰ-125
逸史 Ⅱ-12,13
今鏡 Ⅰ-63
異名分類抄 Ⅰ-43
甘藷百珍 Ⅰ-146
以呂波声母伝 Ⅰ-21
以呂波問弁 Ⅰ-22
石見女和歌式附髄脳抄 Ⅱ-8
韻鏡索隠 Ⅰ-24

韻鏡袖中秘伝鈔 Ⅰ-25
うひ山ふみ Ⅰ-16
魚鑑 Ⅰ-142
宇治川両岸一覧 Ⅰ-126
歌合部類 Ⅰ-100
謡曲画誌 Ⅰ-112
謡本 Ⅱ-12
宇津保物語玉琴 Ⅰ-53
雲錦随筆 Ⅰ-13
栄花物語 Ⅰ-63
標
Ⅱ-11
註栄花物語抄
蝦夷語箋 Ⅰ-45
悦目抄 Ⅰ-90
江戸済口証文写 Ⅱ-13
江戸繁昌記 Ⅰ-125
江戸名勝詩 Ⅰ-78
エレキテル訳説 Ⅰ-139
円珠庵雑記 Ⅰ-11
遠思楼詩鈔 Ⅰ-82,Ⅱ-8
塩鉄論 Ⅱ-22
笈の小文 Ⅰ-106
王建詩集 Ⅰ-147
大日本
Ⅱ-17
全図之内奥州一円誌
鴨東四時雑詞 Ⅰ-81
大鏡 Ⅰ-63
大川便覧 Ⅰ-126
大坂指掌図 Ⅰ-128
大坂城地図 Ⅰ-128
大坂町鑑 Ⅰ-124
大坂町鑑 Ⅰ-124
大阪両御番所御式目 Ⅰ-133
大幣 Ⅰ-91
大祓詞後釈 Ⅰ-14
小倉笠 Ⅰ-111
小倉の山ふみ Ⅰ-100
御定書 Ⅰ-131
おさな源氏 Ⅰ-55
落窪物語 Ⅰ-53
おちくぼ物語註釈 Ⅰ-53
落穂集 Ⅰ-69,Ⅱ-13
女郎花物語 Ⅰ-65

阿蘭陀始制エレキテル究理原 Ⅰ138
御囲穀勘定目録 Ⅱ-13
音韻啓蒙 Ⅰ-25
御囲米御預リ証文御囲米代銀預リ
証文弐通之写 Ⅱ-13
音訓国字格 Ⅰ-29
女源氏教訓鑑 Ⅰ-136
御踏絵控張 Ⅰ-20

カ行
校
訂

槐安国語 Ⅱ-6
海外新話 Ⅰ-122
廻国雑記 Ⅰ-74
芥子園画伝 Ⅰ-144
改正区分町名録 Ⅰ-127
海蔵和尚紀年録 Ⅰ-18
華夷通商考 Ⅰ-127
懐風藻 Ⅰ-75
花押藪 Ⅰ-143,Ⅱ-13
賀謌留 Ⅱ-8
歌格類選 Ⅰ-92
学詩堂詩鈔 Ⅰ-83
格物入門和解火学之部 Ⅱ-19
格物入門和解気学之部 Ⅱ-20
格物入門和解水学之部 Ⅱ-20
格物入門和解電学之部 Ⅱ-20
格物入門和解力学之部 Ⅱ-20
蜻蛉日記 Ⅰ-72
かげろふの日記解環 Ⅰ-72
かげろふ日記解環補遺 Ⅰ-72
雅言仮字格 Ⅰ-22
雅言仮字格・雅言仮字格拾遺 Ⅰ22
雅言通載抄 Ⅰ-44
雅言童喩 Ⅰ-44
雅言用文章 Ⅰ-137
挿頭抄 Ⅰ-29
華実年浪草 Ⅰ-109
かしのくち葉 Ⅰ-40
歌辞要解 Ⅰ-91
風爾津連奈幾物語 Ⅰ-61
歌仙家集 Ⅰ-101
歌仙二葉抄 Ⅰ-102
かたいと Ⅰ-39
花壇綱目 Ⅰ-140
花鳥余情 Ⅰ-54,55
学校通論 Ⅰ-135
活語雑話 Ⅰ-36,36,36,37,Ⅱ-7
活語指掌 Ⅰ-37

活語指南 Ⅰ-36,37,37
活語新論 Ⅰ-37
活語の初の栞 Ⅰ-38,38,38
学古編 Ⅰ-86
括要算法 Ⅰ-138
過庭紀談 Ⅰ-11
仮字本末 Ⅰ-39
仮名文字遣 Ⅰ-20,21,41
貨物塩浜之事 Ⅰ-143
唐物語 Ⅰ-61,61
歌林拾葉集 Ⅰ-98
歌林良材集 Ⅰ-89
家礼 Ⅰ-86
家礼訓蒙觹 Ⅱ-22
家礼訓蒙疏 Ⅰ-86
枯尾花 Ⅰ-106
河内名所図会 Ⅰ-125
河藻歌集 Ⅰ-103
甘雨亭叢書 Ⅰ-9
菅家遺誡 Ⅰ-135
菅家後集 Ⅰ-78
寒更霰語 Ⅰ-20
菅公略伝 Ⅱ-13
漢語音図 Ⅰ-25
感山雲臥紀談 Ⅰ-18
冠辞考 Ⅰ-27
冠辞考続貂 Ⅰ-27
韓蘇詩鈔 Ⅰ-77
神字日文伝 Ⅰ-23
漢書評林 Ⅱ-22
欸藪 Ⅱ-21
管蠡抄 Ⅰ-134
淇園詩話 Ⅰ-79
其角十七条 Ⅰ-106
紀記歌集 Ⅰ-104
季吟和歌一首懐紙 Ⅱ-8
畸人詠 Ⅰ-76
九経談 Ⅰ-149
九州九ヶ国之絵図 Ⅰ-129
暁台句集 Ⅰ-110
玉蜻考 Ⅰ-99
キリシタン禁制文書 Ⅰ-20
金銀図録 Ⅰ-134
近世畸人伝 Ⅰ-117,117
近世叢語 Ⅰ-8,8
近代著述目録 Ⅰ-8
訓蒙図彙 Ⅰ-144
金葉集附録 Ⅰ-94
金葉和歌集 Ⅰ-94

公事根源 Ⅰ-129
葛の松原 Ⅱ-9
国津文世々の跡 Ⅰ-16
久保之取蛇尾 Ⅰ-12
黒田家譜 Ⅰ-117
黒田続御家譜 Ⅱ-13
群書一覧 Ⅰ-8
訓点考 Ⅰ-34
訓点復古 Ⅰ-35,35
渓雲問答 Ⅰ-91
桂園一枝 Ⅰ-103
秇苑日渉 Ⅰ-10,10
経済録 Ⅱ-18
京師点者家譜 Ⅰ-117
経史博論 Ⅱ-22
経史論苑 Ⅰ-148
契沖長歌並反歌詠草 Ⅱ-9
経典余師 Ⅰ-87,146
下学集 Ⅰ-41
鍥木文字考 Ⅰ-23
蒹葭堂雑録 Ⅰ-12
源義弁引抄 Ⅱ-9
元元集 Ⅰ-13,14
元寇記略 Ⅰ-120
源語梯 Ⅰ-43
源氏絵宝枕 Ⅰ-106
源氏大鏡 Ⅱ-9
源氏外伝 Ⅰ-56
源氏花鳥大全 Ⅰ-112
源氏小鏡 Ⅰ-54,54,54
源氏私記 Ⅰ-59
言志晩録 Ⅰ-88
源氏物語 Ⅰ-54,Ⅱ-9
源氏物語雲隠説 Ⅰ-59
源氏物語語釈 Ⅰ-55
源氏物語忍草 Ⅰ-56,56
源氏物語大意 Ⅰ-58
源氏物語玉の小櫛 Ⅰ-57
源氏物語玉の小櫛補遺 Ⅰ-58
源氏遠鏡 Ⅰ-58
源氏物語年立 Ⅰ-54
源氏物語評釈 Ⅰ-58,59,59,59
玄抄類摘 Ⅰ-146,Ⅱ-22
元和御条目 Ⅰ-131
検録 Ⅱ-14
語意考 Ⅰ-27
広益諸家人名録 Ⅰ-119
綱鑑易知録 Ⅱ-23
校刻日本外史 Ⅱ-14
公裁録・刑政秘的 Ⅱ-18

高青邱詩集 Ⅱ-23
高青邱詩集律詩部 Ⅱ-23
好色一代女 Ⅰ-65
高僧敬神録 Ⅰ-19
香簽集 Ⅱ-23
巷談彙聞 Ⅱ-14
皇朝史略 Ⅰ-118
栲亭稿 Ⅰ-79
公武風聞集 Ⅱ-14
黄葉夕陽村舎詩 Ⅰ-79,79,80,80,80
黄葉夕陽村舎詩・黄葉夕陽村舎文
Ⅰ-79,80
合類大節用集 Ⅰ-41
五音心易 Ⅰ-145
枯崖和尚漫録 Ⅰ-18
日
Ⅰ-40,Ⅱ-7
本語学階梯
語学新書 Ⅰ-32
後漢書 Ⅱ-23
古義神代考 Ⅰ-17
古今栄雅抄 Ⅰ-92
古今集遠鏡補正 Ⅰ-93
古今和歌集 Ⅰ-92
古今和歌集打聴 Ⅰ-92
古今和歌集正義 Ⅰ-93
古今和歌六帖 Ⅰ-97
国語韋昭註 Ⅱ-23
国号考 Ⅰ-16
国史略 Ⅱ-14,14
国朝書目 Ⅰ-7
訂
Ⅱ-15
正古訓古事記
湖月抄 Ⅰ-55,56
古言梯 Ⅰ-22
古言訳解 Ⅰ-44
古語拾遺句解 Ⅰ-115
古語拾遺言余抄 Ⅰ-115
古今鍛冶備考 Ⅱ-22
古今事文類聚遺集 Ⅱ-24
古今事文類聚外集 Ⅱ-24
古今事文類聚後集 Ⅱ-23
古今事文類聚新集 Ⅱ-24
古今事文類聚前集 Ⅱ-23
古今事文類聚続集 Ⅱ-23
古今事文類聚別集 Ⅱ-23
湖山楼詩屏風 Ⅰ-82
古事記 Ⅰ-112
校
Ⅱ-13
正古事記
古事記標註 Ⅰ-62
雅
Ⅱ-7
俗故事新編
児島備州補伝 Ⅱ-14
後拾遺和歌集 Ⅰ-94

御巡見様御退家図 Ⅱ-14
後撰集新抄 Ⅰ-93,93
後撰和歌集標注 Ⅰ-93
梧窓随筆 Ⅰ-11
梧窓漫筆 Ⅰ-12
言霊のしるべ Ⅰ-34
後鳥羽院御集 Ⅰ-101
詞通路 Ⅰ-29,29,29
詞直路 Ⅰ-35
詞の玉緒 Ⅰ-30
詞の玉緒補遺 Ⅰ-33,33
詞捷径 Ⅰ-30,30
言葉の正みち Ⅰ-35
詞のやちくさ Ⅰ-36
詞のやちまた Ⅰ-30
詞八衢補遺 Ⅰ-35
補遺古文典刑 Ⅰ-82
御法令之条目 Ⅱ-18
語孟字義 Ⅱ-24
古来庵句集 Ⅰ-108

サ行
栽培経済論後篇 Ⅱ-19
栽培経済論初篇 Ⅱ-19
狭衣物語狭衣下紐 Ⅰ-60
狭衣物語付下紐 Ⅰ-60
指出の礒 礒の洲崎 Ⅰ-30,31
左伝蒙求 Ⅰ-148
小夜しぐれ Ⅰ-92
更級日記 Ⅰ-73,73
三教指帰 Ⅰ-17
三玉和歌集 Ⅰ-97
参考伊勢物語 Ⅰ-52
三国音訓通弁鈔 Ⅰ-25
三語便覧 Ⅰ-45
三子伝心録 Ⅰ-146
三条考証神教大意 Ⅰ-14
三忠伝 Ⅰ-116
纂評唐宋八大家文読本 Ⅱ-24
算法地方大成 Ⅰ-138
算法早割大全 Ⅰ-138
山陽遺稿 Ⅰ-84
山陽詩鈔集解 Ⅰ-86
山陽先生書後・山陽先生題跋 Ⅰ81
事解抄 Ⅰ-14
辞格考抄本 Ⅰ-40
詩格集成 Ⅰ-75
史記觹Ⅱ-24

詩経釆註 Ⅱ-24
詩経名物弁解 Ⅰ-140
四唫発端 Ⅰ-108
詩語解 Ⅰ-85
自娯集 Ⅱ-9
紫語大概 Ⅰ-59
資治通鑑綱目全書 Ⅱ-24
四書輯疏 Ⅱ-24
四十二物諍考証 Ⅰ-60
四十六士論 Ⅰ-118
時代便覧 Ⅱ-14
七才詩集注 Ⅰ-85
七題七体 Ⅰ-92
七部集大鏡 Ⅰ-110
大
阪市中区分町名録附大阪市中道安
内Ⅱ-17
十訓抄 Ⅰ-61,62
実字解 Ⅱ-9
実字解二編 Ⅱ-9
実践和歌集 Ⅰ-98
耳底記 Ⅰ-131
至道無難禅師法語 Ⅰ-18
支那通史 Ⅱ-14
紫文蜑の囀 Ⅰ-57
紫文花月抄 Ⅰ-60
紫文製錦 Ⅰ-57
詩法纂要 Ⅰ-148
拾遺和歌集 Ⅰ-94
十帖源氏 Ⅰ-55
改正
Ⅱ-13
増補諸家知譜拙記
神中抄 Ⅰ-88
標記
Ⅱ-25
増補十八史略
十論為弁抄 Ⅰ-107
出定笑語 Ⅰ-17
春樹顕秘鈔 Ⅰ-90
荀子遺秉 Ⅱ-25
順徳院御集 Ⅰ-101,102
消閑雑記 Ⅰ-11
貞観政要 Ⅰ-132
常山文集 Ⅰ-78
少室六門集 Ⅰ-19
詞葉新雅 Ⅰ-46
証書文例 Ⅰ-132
正信偈訓読図会 Ⅰ-19
小竹斎詩抄 Ⅰ-83,Ⅱ-9
蕉風無格 Ⅰ-111
初学知要 Ⅰ-134
書紀集解 Ⅰ-114
首
Ⅱ-24
書書経集註
職原抄 Ⅰ-129

職原鈔弁疑私考 Ⅰ-130
続日本紀 Ⅰ-114
除蝗録 Ⅰ-141
諸菜譜 Ⅰ-139
助辞鵠 Ⅰ-42
諸事心得条目 Ⅰ-121
助辞本義一覧 Ⅰ-34
書籍大目録 Ⅰ-7
序辞訳通 Ⅰ-28
書籍目録 Ⅰ-7
初心仮名遣 Ⅰ-28
書法正伝 Ⅱ-25
塵効記鑑 Ⅰ-138
新古今集美濃の家づと Ⅰ-95,95
新古今集美濃の家づと折添 Ⅰ-94
神国決疑編 Ⅰ-15
真山民詩集 Ⅰ-81
新撰字鏡 Ⅰ-41
新撰姓氏録 Ⅰ-114
新撰銭譜 Ⅰ-133
新撰万葉集 Ⅰ-97
新撰鱗翼鈔 Ⅰ-140,140
新撰和訓部類 Ⅰ-43
真俗仏事編 Ⅰ-19
神代巻藻塩草 Ⅰ-114
新勅撰和歌集鈔 Ⅰ-95
新田細見図 Ⅰ-142
新刀賞鑑余録 Ⅰ-144
神皇正統記 Ⅰ-115
新板大阪図 Ⅰ-128
神風遺談 Ⅰ-16
続編落穂集 Ⅱ-15
新葉和歌集 Ⅰ-98,98
新律綱領 Ⅱ-18
人倫訓蒙図彙 Ⅰ-143
水府公献策 Ⅰ-131
睡余小録 Ⅰ-10
寸賀枕 Ⅰ-103
篤能玉久志 Ⅰ-12
鈴屋集 Ⅰ-103
住吉名所鑑 Ⅰ-123
住吉物語 Ⅰ-60,60
すみよし物語 Ⅰ-60
すみれ草 Ⅰ-57
星巌集 Ⅰ-81
星巌先生遺稿 Ⅰ-83,83
成形図説 Ⅰ-140
勢語臆断 Ⅰ-50
成斎文初集 Ⅰ-84
清少納言図式 Ⅰ-66

制度通 Ⅰ-130
明治
Ⅱ-26
新刻正文章軌範評林
盛明七子尺牘標注 Ⅰ-136
西洋事情 Ⅰ-128
西洋事情外編 Ⅱ-17
西洋事情初編 Ⅱ-17
釈親考 Ⅰ-13,131
絶句類選評本 Ⅱ-9
摂州大阪全図 Ⅰ-129
摂西六家詩鈔 Ⅰ-76
摂津志 Ⅰ-123
摂津名所図会 Ⅰ-124,124
摂東七家詩鈔 Ⅰ-76
摂陽落穂集 Ⅰ-13
世範校本 Ⅰ-149
前王廟陵記 Ⅰ-15,15
仙禽舎詠草 Ⅰ-104
遷幸ををかみてよめる歌 Ⅰ-105
戦国策正解 Ⅱ-25
先代旧事本紀 Ⅰ-115
箋注蒙求 Ⅰ-85,88
先哲叢談 Ⅰ-118
禅林象器箋 Ⅱ-6
草庵和歌集・続草庵和歌集 Ⅰ-102
棕隠軒初集 Ⅰ-81
操觚字訣 Ⅱ-10
標釈三子増補孝経彙註 Ⅱ-24
増補正誤仮名遣 Ⅱ-7
草木育種 Ⅰ-142
草木六部耕種法 Ⅰ-142
増山の井 Ⅰ-105
曽我物語 Ⅰ-64
続花押藪 Ⅱ-15
続歌格類選 Ⅰ-105
続近世畸人伝 Ⅰ-118
続近世叢語 Ⅰ-9
続皇朝史略 Ⅰ-119
続俳家奇人談 Ⅰ-111
明治
Ⅱ-26
新刻続文章軌範評林
疎路の日記 Ⅰ-74
園圃のぬき菜 Ⅰ-32
徂徠先生学則 Ⅰ-135

タ行
大統歌俗解 Ⅱ-19
太平記 Ⅰ-64,64
太平記鈔 Ⅰ-65
篁物語 Ⅰ-53
竹取物語 Ⅰ-47

竹取物語解 Ⅰ-47
竹取物語抄 Ⅰ-47
竹取物語俚言解 Ⅰ-48
但馬考 Ⅰ-123
手束杖 Ⅰ-44
玉霰窓の小篠 Ⅰ-40
玉くしげ Ⅰ-17
玉の緒繰分 Ⅰ-32,32
玉の緒末分櫛 Ⅰ-33,33
玉の緒縒添 Ⅰ-33,34
為家集 Ⅰ-102
淡雅雑著 Ⅰ-12
探幽画譜 Ⅰ-143
智環啓蒙 Ⅰ-137
致富小記 Ⅱ-21
茶道筌蹄 Ⅰ-145
張船山詩草 Ⅰ-149
長明三部の書 Ⅰ-74
復神
Ⅱ-18
武帝勅五憲法
枕山詩鈔 Ⅰ-82
枕山先生遺稿 Ⅱ-10
対泉譜 Ⅰ-134
通議 Ⅰ-132
槻の落葉 Ⅰ-9
津守船 Ⅰ-108
徒然要草 Ⅰ-69
徒然草吟和抄 Ⅰ-68
徒然草諺解 Ⅰ-68
徒然草大全 Ⅰ-68
徒然草鉄槌 Ⅰ-68
徒然草明汙稿 Ⅰ-69
つれづれしののめ Ⅰ-69
庭訓往来 Ⅰ-136,136
庭訓鈔 Ⅰ-136
帝範 Ⅰ-130
てには綱引綱 Ⅰ-38,38
弖爾乎波係辞弁 Ⅰ-39
てにをはしづのをだまき Ⅰ-39
天保三十六家絶句 Ⅰ-76
天保八丁酉年三月五人組帳前 Ⅱ
-15
冬夏革命史 Ⅱ-15
東関紀行 Ⅰ-74
童子字訓 Ⅰ-42
唐詩事略 Ⅱ-25
答問雑稿 Ⅱ-7
栂尾明恵上人伝記 Ⅰ-115
栂尾明恵上人遺訓 Ⅰ-18
読史雑詠 Ⅰ-77
土佐日記 Ⅰ-70

土佐日記考証 Ⅰ-71,71
土佐日記抄 Ⅰ-70
土佐日記創見 Ⅰ-71,71
土佐日記創見附録 Ⅰ-71
土佐日記地理弁 Ⅰ-72
土佐日記舟の直路 Ⅰ-72
都鄙問答 Ⅰ-135
杜律五言集解 Ⅰ-147

ナ行
長月集 Ⅰ-109
中臣祓大全 Ⅰ-14
難波旧地考 Ⅰ-124,125
浪華擷芳譜 Ⅰ-120
難波職人歌合 Ⅰ-101
浪華史略初編 Ⅱ-10
難波之図 Ⅰ-127
奈万之奈 Ⅰ-26,26
楢の嬬手 Ⅰ-45
名和氏紀事 Ⅱ-15,15
南郭尺牘標注 Ⅰ-137
南朝事跡考 Ⅰ-121
南木誌 Ⅰ-122
二四代集 Ⅰ-95
二十一代集 Ⅰ-96
二程治教録 Ⅱ-10
日本詠史百律 Ⅱ-10
日本開化小史 Ⅱ-16
日本外史 Ⅰ-119,Ⅱ-16
日本外史補 Ⅱ-16
日本楽府 Ⅰ-76
日本紀歌解槻乃落葉 Ⅰ-104,104,
104
日本紀の御局の考 Ⅰ-58
日本古代文字考 Ⅱ-7
日本書紀 Ⅰ-113
日本書紀神代巻 Ⅰ-113,113,113
日本書紀通証 Ⅰ-114
日本書紀常世長鳴鳥 Ⅰ-15
日本書紀標註 Ⅰ-113
増
Ⅱ-15,15
補日本政記
日本文典 Ⅱ-8
日本歴代遷都考 Ⅰ-116
二礼儀略 Ⅰ-15
年山紀聞 Ⅰ-10
年中故事要言 Ⅰ-130
農業三事 Ⅱ-21
農業全書 Ⅰ-141
農術広益録 Ⅰ-141

農人袋
宣長歌

Ⅰ-141
Ⅰ-103

ハ行
俳諧一葉集 Ⅰ-110
誹諧いまみや艸 Ⅰ-107
俳諧古今抄 Ⅰ-107
誹諧五雑組 Ⅰ-107
俳諧寂栞 Ⅰ-110
俳諧七部捜 Ⅰ-108
俳諧天爾波抄 Ⅰ-109
はいかい松の声 Ⅰ-108
俳家奇人談 Ⅰ-110
梅墩詩鈔 Ⅰ-82
培養秘録 Ⅰ-142
白氏文集 Ⅰ-147,Ⅱ-25
白石先生余稿 Ⅰ-78
白鹿洞書院掲示講義 Ⅰ-148
芭蕉句選 Ⅰ-107
八代集抄 Ⅰ-95
八幡宮本紀 Ⅰ-16
播磨国細見図 Ⅰ-123
磐渓詩鈔 Ⅱ-10,10
万国公法 Ⅰ-132
藩札 Ⅱ-16
万水一露 Ⅰ-55
聖遊廓 Ⅰ-65
非徂徠学 Ⅰ-87
常陸帯 Ⅰ-121
常陸国風土記 Ⅰ-122
御領主様
備中国窪屋郡倉敷村御袋様 御支配年
暦 控 Ⅱ-16
備中国倉敷郡文書写 Ⅱ-16
紐鏡うつし辞 Ⅰ-31
紐鏡中の心 Ⅰ-31
百首異見 Ⅰ-101
百人一首基箭抄 Ⅰ-100
百人一首峯のかけはし Ⅰ-100
標注播磨風土記 Ⅰ-123
武経余談 Ⅰ-69
袋草紙 Ⅰ-88
武家必撃泰平年表続泰平年表 Ⅰ119
武将記 Ⅰ-121
覆醤集 Ⅰ-84
蕪村遺稿 Ⅰ-109
仏国暦象編 Ⅰ-138
仏語明要 Ⅰ-46
扶桑拾葉集 Ⅱ-10

仏足石碑銘 Ⅰ-145
筆の佐雅 Ⅱ-10
夫木和歌抄 Ⅰ-97
振分髪 Ⅰ-90,90,91
文久二十六家絶句 Ⅰ-77,77
文藝類纂 Ⅱ-6
文衡山詩抄 Ⅱ-25
文章仮名用格 Ⅰ-43
文政八年文書写 Ⅱ-16
文体明弁 Ⅰ-86,Ⅱ-25
文文山詩選 Ⅰ-84
文明論之概略 Ⅱ-18
米庵墨談 Ⅰ-144
平治物語巻 Ⅰ-64
秉燭譚 Ⅰ-70,70
碧巌集種電鈔 Ⅰ-18
弁解服忌令 Ⅰ-132
弁疑書目録 Ⅰ-8
傍科羽翼原人論 Ⅱ-6
珎貨孔方図会 Ⅰ-133
逢原 Ⅱ-26
保元物語 Ⅰ-64
奉祠稿 Ⅱ-6
方丈記 Ⅰ-66
方丈記諺解 Ⅰ-67,67
方丈記細説 Ⅰ-66
方丈記抄 Ⅰ-67
方丈記之抄 Ⅰ-67
方丈記流水抄 Ⅰ-68
宝生流謡本 Ⅱ-12
報徳外記 Ⅱ-19
朴斎詩鈔 Ⅰ-83
朴斎先生詩鈔二編 Ⅱ-11
墨場必携 Ⅰ-144
保建大記 Ⅱ-16
保建大記打聞 Ⅱ-16
細川幽斎聞書 Ⅰ-89
補註尚書 Ⅱ-26
発心集 Ⅰ-62
堀川院初度百首抄 Ⅰ-99
堀川百首肝要抄 Ⅰ-99
本朝書籍目録 Ⅰ-7
本朝陶器攷証 Ⅱ-21
マ行
勾玉考 Ⅰ-117
枕草子 Ⅰ-66
枕草子春曙抄 Ⅰ-66
枕草子傍註 Ⅰ-66

磨光韻鏡 Ⅰ-24,24,24
磨光韻鏡後編 Ⅰ-24
増鏡 Ⅰ-63
またぬ青葉 Ⅰ-75
漫画隨筆 Ⅰ-10
万葉考槻乃落葉 Ⅱ-11
万葉集佳調 Ⅰ-96
万葉集師説類林 Ⅰ-97
万葉集人物伝 Ⅱ-11
万葉集品物解 Ⅱ-11
万葉集枕詞解 Ⅱ-11
万葉集名所国分 Ⅱ-11
万葉集名所考 Ⅰ-126,Ⅱ-11
万葉集見安補正 Ⅰ-96
万葉集略解 Ⅰ-96
万葉集類葉抄 Ⅰ-97
万葉用字格 Ⅰ-23,Ⅱ-8
皇国之言霊 Ⅰ-31
水鏡 Ⅰ-63
美濃国大絵図 Ⅱ-17
都六歌仙 Ⅰ-109
妙音経 Ⅰ-26
未来記・雨中吟 Ⅰ-90
明鑑易知録 Ⅱ-26
民間備荒録 Ⅰ-133
明詩俚評 Ⅰ-149
武者物語 Ⅰ-116
夢遊集 Ⅰ-65
紫式部日記 Ⅰ-73
明衡往来 Ⅰ-136
名節録 Ⅰ-120
名物六帖 Ⅰ-42
茗話 Ⅰ-13
蒙求国字解 Ⅰ-85
孟子道春点 Ⅰ-147
唐土名勝図会 Ⅰ-127
文選刪註 Ⅱ-26
文選素本 Ⅱ-26
文選六臣註 Ⅱ-26

ヤ行
八雲御抄 Ⅰ-89
やせ Ⅰ-111
山鹿先生聖教要録 Ⅱ-26
山口栞 Ⅰ-31
大和詞大成 Ⅰ-42
大和国細見絵図 Ⅰ-128
大和本草 Ⅰ-139

大和廻 Ⅰ-75
大和物語抄 Ⅰ-52,52,53
日本 輿地 通志大和志 Ⅱ-17
幼学綱要 Ⅱ-19
謡曲の内 Ⅰ-112
楊誠斎詩鈔 Ⅰ-147,Ⅱ-12,27
吉野御事書案 Ⅰ-130
吉野考纂 Ⅰ-116
世継物語 Ⅰ-62
澱川両岸一覧 Ⅰ-126
よみ声のしるべ Ⅰ-26
万覚日記 Ⅰ-118

ラ行
頼山陽先生品行論 Ⅰ-121
六藝名義解 Ⅰ-87
六諭衍義大意 Ⅰ-135
劉向新序纂注 Ⅰ-87
両替地名録 Ⅰ-133
梁塵後抄 Ⅰ-111
令義解 Ⅰ-129
鄰交徴書 Ⅱ-27
類字仮名遣 Ⅰ-28,46
類題採風集 Ⅰ-99
連歌択善集 Ⅰ-105
連俳執筆法考 Ⅰ-107
老子解 Ⅱ-27
首
Ⅱ-25
書老子経
六帖詠草 Ⅰ-103
六声発揮 Ⅰ-25
六家集 Ⅰ-102
六百番歌合 Ⅰ-99,100
論孟考文 Ⅰ-148

ワ行
和英通韻以呂波便覧 Ⅰ-46,46
和歌色葉 Ⅰ-89,89
和歌虚詞考 Ⅰ-105
和歌八重垣 Ⅱ-12
和漢年契 Ⅰ-120
和漢文操 Ⅰ-98
和訓部類抄 Ⅰ-45
和訓六帖 Ⅰ-44
和語説略図聞書 Ⅰ-40
和字解 Ⅰ-27
和字古今通例全書 Ⅰ-23
和字大観鈔 Ⅰ-21,21
和名類聚抄 Ⅰ-41

第二稿

大阪大学附属図書館蔵

和古書目録
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