
秋山文庫一覧

書名 著者名 出版社

愛國偉績 小笠原　勝修／〔著〕 柏悦堂・内野屋彌平治蔵版
愛日樓文抄 佐藤　一斎／〔著〕 －
會津舊事雜考 向井　吉重／〔著〕 －
會津四家合考 鷦鷯巣／〔著〕 －
〓嚢鈔 行誉／〔著〕 不詳
青木鳳毛先生自柏崎帰桑名紀行江戸往返紀
行封内巡閲紀行

青木　鳳毛／〔著〕 －

赤松嘉吉軍記（嘉吉記）（赤松記） 因幡守入道定阿？／〔著〕 吉田四郎右衛門
秋の園 鹽谷　世弘／ほか〔著〕 －
秋山氏筆記つたの一葉 秋山／〔著〕 －
悪莠篇 建武　賢雄／著 －
赤穂四十六士論評 赤松　滄洲／著 －
淺見絅斎先生小學講義 浅見　絅斎／著 －
淺見絅齋先生事歴 不詳 不詳
あし者羅可に（あしはらか尓） 秋山　勝鳴／写 －
天木先生道學標的口義 天木　時中／〔著〕 －
蜑の焼藻の記 森山　孝盛／〔著〕 －
雨夜の灯 湯浅　常山／〔著〕 －
或物語之内書抜 不詳 －
安齋叢書巻 伊勢　貞丈／〔著〕 －
五十川左武郎編輯評註續文章軌範 鄒　守益／編 岡島眞七
爲學要説 三宅　尚齋／〔著〕 －
遺言類記 吉村　斐山／〔著〕 秋田屋太右衛門
渭水詩鈔 福田　渭水／〔著〕 灰屋長兵衛
伊勢軍記 神戸　良政／〔著〕 －
板倉記 板倉　勝重／〔著〕 －
一条至後冷泉 不詳 －
逸史問答 津阪　孝綽／〔著〕 不詳
聿脩録 有造館蔵
逸辭蘇洞發簽題 陶　淵明／〔著〕 －
田舎小學 児重／著 胡月堂
為貧説 天木　時中／〔著〕 蓍屋勘兵衛
伊洛三子傳心録 保科　正之／編 不詳
伊洛淵源録 不詳 －

伊洛淵源録 朱　晦菴／編
梅村文會堂・直部騰釆閣・風
月荘左衛門

伊洛淵源録 朱　晦菴／編 不詳
伊洛淵源録講義 宇井　黙齋／著 －
彝倫抄 松永　尺五／〔著〕 直廣開板
殷鑒論・讀書矩・名将月旦 蠖屈子／〔著〕 －
隠居放言 不詳 －
隠峯野史別録 安　邦俊／〔著〕 －
宇井兄近思録講義 宇井　黙齋／著 －
宇井黙齋先生性論明備録講義 宇井　黙齋／著 －
迂斎先生學話 稲葉　迂斎／〔著〕 －
迂斎先生和書集 稲葉　迂斎／〔著〕 －
迂齋先生祭之作法 稲葉　迂斎／〔著〕 －
尉繚子・黄石公三略 尉　繚子／ほか〔著〕 不詳
うめ合 賀茂　真淵／〔著〕 小林新兵衛
〓藏録 佐藤　直方／〔著〕 －
老乃手つさひ 三友亭　耕叟／〔著〕 －
奥羽軍志 林　鵞峰／〔著〕 端亭子了的？
王學辯集 豊田　信貞／編 豊雪齋
王義之蘭亭字源考 東里源千之文己／〔著〕 不詳
王昌齡詩集 王　昌齡／〔著〕 －
あふ武の言葉 松平　定信／〔著〕 －
鸚鵡言 松平　定信／〔著〕 －
大坂御陣觸 松平　定綱／〔著〕 －
大坂物語 不詳 －
御駕篭黒棒之諸説 南部　孫三郎／〔ほか〕著 －
小川真砂 三上　景雄／ほか著 －
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伽婢子 浅井　了意／〔著〕 不詳
尾張名家誌初編 細野　要斎／〔著〕 井筒屋文助
折焼柴の記 新井　白石／〔著〕 －
御遺事外録 不詳 －
御遺事續録料 不詳 －
温泉游草（温泉遊草） 草山元政上人／〔著〕 和泉屋庄二郎・慶元堂
温知餘筆 石山　七郎／ほか編 入澤源蔵ほか
海外異傳 斎藤　拙堂／〔著〕 山城屋佐兵衛・惜陰書屋
海外奇談・海外奇譚 竹田　出雲／ほか著 山城屋佐兵衛・玉山堂
戒子書 山崎　于保／〔著〕 不詳
改正小學句讀 朱　熹／著 北村杏林軒
改正増補諸家知譜拙記 土橋　定代／著 不詳
回天詩史 藤田　東湖／〔著〕 不詳
悔堂藏弃崎門未刻書目 不詳 －
海南義烈傳初篇 土居　香国／〔著〕 帆影樓
甲斐名勝志 萩原　元克／〔著〕 萩原元克蔵版
嘉寅紀聞 不詳 －
格致筆闘一巻 上田　秀実／ほか〔著〕 不詳
景憲記 金子　時習／〔著〕 －
かさ留屋遺草 不詳 －
火葬辨 養斎／著 －
葛原詩話 慈周／〔著〕 河内屋八兵衛
川島栗斎先生講義四箴附考〓〓〓〓 川島　栗斎／著 －
嘉永六年対話 不詳 －
夏遊録 不詳 －
河洛理數序目次 陳　搏／〔著〕 －
烏丸殿御詠歌 烏丸　光栄／著 －
可良尓志幾粹抄 大高坂　維佐？／〔著〕 －
家禮 朱　熹／〔著〕 須原屋茂兵衛
家礼 朱　熹／〔著〕 不詳
家禮訓解 不詳 －
家禮訓〓〓 若林　強斎／著 風月荘左衛門
家禮抄畧 稲葉　正信？／〔著〕 －
家禮論語小學 松岡　玄達／ほか〔著〕 －
甘雨亭〓書傳 板倉　勝明／編 －
感興詩 不詳 －
觀興録 不詳 －
寒〓霰語 深慨隠士超然／〔著〕 不詳
閑散餘録 南川　金渓／〔著〕 不詳
菅山先生朝聞夕死之説 山口　菅山／著 －
寛政庚戌歳旦集 東海処士／ほか著 堀木九郎兵衛・金蘭社
寛政五丑年七月廿三日松平越中守殿御役御 不詳 －
寛政二年被定所　禁裡年中行事
喚醒録 加治　胤禎／〔著〕 －
款藪 森川　竹窓／編 帯屋伊兵衛・青霞堂
韓蘓詩抄 韓　愈／著 須原屋茂兵衛・千鍾房・黒香
貫道抄 不明 －
神無月牡丹記 黒田　正足／ほか〔著〕 －
官板雲谷四書集註 朱　熹／〔著〕 喬山堂劉似山繍
官板温公家範 司馬　温公／〔著〕 不詳
官板閑闢録 朱　熹／著 不詳
官板四書章句集註附攷 呉　志忠／編 不詳
官板周易本義通釋 胡　雲峰／〔著〕 不詳
官板周易本義附録纂註 胡　一桂／注 不詳
官板小學白文 劉　子澄／〔著〕 不詳
官板小四書 方　逢辰／ほか著 不詳
官板塾講規約 施　〓／〔著〕 不詳
官板曾文定公文抄 曽　鞏／〔著〕 不詳
官板讀書分年日程 程　端禮／〔著〕 不詳
官板文章軌範眞本 謝　枋得／編 不詳
官板呂氏童蒙訓 呂　本中／〔著〕 不詳
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監本詩經 朱　熹／注 昧旨斎蔵版
監本四書 不詳 不詳
閑餘抄記 不詳 －
寒緑日録 秋山　寒緑／〔著〕 －
慨士遺音 吉田　松陰／〔著〕 －
外蕃通畧 吉田　松陰／〔著〕 不詳
畫灰書 羽倉　簡堂／〔著〕 －
學術辨 陸　隴／〔著〕 須原屋市兵衛
岳忠武王集 岳　飛／著 雙研堂
學的 丘　濬／編 村上平楽寺
學的 丘　濬／編 村上平楽寺
學規諺解 石川　嘉貞／〔著〕 不詳
學規諺解 石川　嘉貞／〔著〕 不詳
合壁摘要小學本注 劉　子澄／著 三田屋喜八・鷲雄左衛門
蒲生君平遺稿 蒲生　君平／著 佐藤静雄・鏡池書屋
顔氏家訓 顔　之推／編 村田庄五郎
含笑吟社同人集 西塚　臥山／編 西塚臥山
癸亥抄 不詳 －
帰愚文鈔 沈　徳潜／〔著〕 －
毅齋詩稿（毅齋遺藁） 大塚　毅齋／著 －
箕山先生詩稿 不詳 －
記精料并附録目録 不詳 －
崎門經義輯編 柴田　敬勝？／写 －
泣血録 古賀　〓庵／著 －
求言録 松平　定信／〔著〕 －
鳩巣文集抄 室　鳩巣／著 －
休否録 緑天外史／ほか〔著〕 －
及門遺範 會澤　正志斎／〔著〕 不詳
鏡公遺事 源　定以／著 －
強齋近思録筆義 若林　強斎／〔著〕 －
強齋先生中庸章句師説 若林　強斎／〔著〕 －
強齋若林先生論語講義序説學而之篇 若林　強斎／〔著〕
恐失録 佐藤　直方／〔著〕
居喪雜儀 不詳 －
清正記 古橋　方宣？／〔著〕 －
金槐和歌集 源　実朝／〔著〕 不詳
近思道體筆記 不詳 －
今書 蒲生　秀實／〔著〕 播磨屋勝五郎
近思録 不詳 －
近思録 不詳 －
近思録 朱　熹／ほか編 武村市兵衛
近思録 朱　熹／ほか編 井上清兵衛・壽文堂
近思録爲學之章 浅見　絅斎／著 －
近思録訓蒙輯疏 会津　安〓／著 日新館蔵版
近思録講義 不詳 －
近思録國字解 三宅　尚斎／著 －
近思録十四目師説 若林　強齋？／著 －
近思録序講 惟秀／写 －
近思録説略 澤田　希／編 芳野屋権兵衛・聚文堂
近思録摘説 道〓篇 櫻田虎門田質仲文／著 －
近思録筆記 佐藤　直方？／〔著〕 －
近思録筆記 三宅　尚齋／著 －
近思録筆記 不詳 －
近思録問目 若林　強齋／著 －
近世殉国一人一首傳 徳川　斉昭／ほか著 城氏活版
近世叢語 角田　九華／〔著〕 加賀屋喜蔵
近世日本政記 須田　要／ほか編 山中市兵衛
近世名家小品文鈔 筱崎　小竹／ほか著 －
近世野史 初篇 城　兼文／〔著〕 梅陰軒蔵版
近治可遊録 廣瀬　蒙斎／編 －
欽定四庫全書簡明目録 永　〓／編 有朋館鐫蔵
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義經記 不詳 西村又左衛門
魏勺庭文抄 魏　勺庭／〔著〕 －

魏鄭公諌録 魏　徴／〔著〕
出雲寺萬次郎・官版書籍発
行所

魏武注孫子（魏武帝註孫子） 孫子／著 村上勘兵衛
魏武帝註孫子 孫子／著 村上勘兵衛
行巻筌蹄 宝蔵院　胤栄？／〔著〕 －
玉講附録 山崎　暗斎／編 不詳
玉山遺稿抄 秋山　玉山／〔著〕 －
玉山講義 保科　正之／ほか編 －
玉山講義小出氏講義 保科　正之／編 －
玉山講義講 不詳 －
玉山講義〓記 不詳 －
玉山講義附録筆記 不詳 －
儀禮經傳通解續 黄　幹／編 －
義烈回天百首 染崎　延房／編 辻岡文助・金松堂・岩崎氏蔵
桑名十景歌并序 真山　福叟？／著 －
桑名前修遺書 桑名前修遺書編纂取扱所／〔編〕 桑名前修遺書編纂取扱所
桑名前修遺書 桑名前修遺書編纂取扱所／編 桑名前修遺書編纂取扱所
桑名藩家中御役順 不詳 －
久米訂斎論語畧筆記 久米　訂齋／著 －
君公御心得書之寫 松平　定信／〔著〕 －
訓門人 不詳 －
訓門人開巻講義 篠原　惟秀／編 －
〔愚問賢註〕 二条　頓阿／〔著〕 武林市兵衛
軍書〓説 林　羅山／〔著〕 －
敬鴬堂筆叢 不詳 －
敬義内外説 浅見　安正／〔著〕 不詳
敬義内外説 浅見　安正／〔著〕 不詳
慶元間記 不詳 －
敬齋箴 山崎　闇斎／著 不詳
敬齋箴 山崎　闇斎／著 出雲寺松栢堂
敬齋箴講義 山崎　闇斎？／〔著〕
絅齋先生仁問目顔淵問仁章 浅見　絅斎／著 －
稽徳編 深田　正韶／〔著〕 －
奎堂遺〓 松本　奎堂／〔著〕 文禮館
經筵玉音問答 胡　銓／〔著〕 不詳
經筵玉音問答 胡　銓／〔著〕 不詳
經筵講義 朱　熹／著 －
經筵進講録 元田　永孚／〔著〕 鐵華書院

經名考 山崎　闇斎／〔著〕
壽文堂（裏見返し広告に出雲
寺松栢堂とあり）

啓蒙講義 不詳 －
啓蒙考證 浅見　絅斎？／〔著〕 －
啓蒙蓍數諸圖 浅見　安正／〔著〕 －
啓蒙補要解師説 不詳 －
経餘箚記 秋山　断／〔著〕 －
経餘箚記 秋山　断／〔著〕 －
経餘箚記 秋山　断／〔著〕 －
卦変諸説 浅見　安正／著 －
建安葉釆集解近思録 朱　熹／ほか著 加賀屋善藏・松根堂
獻芹録 岡本　花亭／著 －
献替録抄 萩原　裕？／評 －
剱法不動智神妙録 澤庵和尚？／〔著〕 報告社・無人菴蔵版
見聞諸家紋 佐々木　秀勝／写 －
源三位頼政家集 源　頼政／〔著〕 林和泉掾・出雲寺松栢堂？
源氏小鏡 耕雲？／〔著〕 －
源氏物語 紫式部／〔著〕 －
元豊類藁 曽　鞏／〔著〕 不詳
小出先生西銘講義 不詳 －
苟完遺書 不詳 －
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講學鞭策録 佐藤　直方／編 壽文堂
講學鞭策録 佐藤　直方／編 －
講學鞭策録 佐藤　直方／編 久保權八・松栢堂
孝経刋誤 朱　熹／〔著〕 川上軒・出雲寺松栢堂？
孝經刋誤師説 不詳 －
孝經刋誤師説若林強齋先生講 若林　強齋／著 －
孝經刋誤附考 山崎　闇斎？／〔著〕 不詳
孝經外傳 山崎　暗斎／編 武村市兵衛
孝經大義 〓　陽董／注 小河多左衛門
鴻〓志 吉田　松陰／編 河内屋吉兵衛・松下邨塾蔵
咬菜軒随録 平山　兵原／〔著〕 －
孔子行状圖解 太宰　春台？／〔著〕 岡田屋嘉七・尚古堂
告志篇 徳川　斉昭／〔著〕 －
校正恐惶神論夢物語 「金剛覚」？／〔著〕 不詳
校正京本四書集註 朱　熹／〔著〕 金陵書林周對峰・周氏仁壽
校正書經集傳 蔡　沈／編 出雲寺文次郎
校正通義 頼　山陽／〔著〕 象牙屋治郎兵衛・頼氏蔵版
皇朝靖献遺言 横尾　謙七／〔著〕 真部武助
皇朝戦略編 宮田　敏／〔著〕 －
皇朝武功紀盛 趙　翼／〔著〕 不詳
校訂女四書 班　昭／著 不詳
盍徹問答 山嵜　闇齋／〔著〕 －
篁〓詩鈔 庄原　篁敦／〔著〕 須原屋茂兵衛
弘道舘記述義 藤田　東湖／〔著〕 不詳
皇和表忠録 蒲生　君平／〔著〕 吉野家甚助・有不爲齋
洪範全書發微・洪範全書 遊佐　木斎？／〔著〕 山田屋三四郎　不詳
甲越名士鑑川中島合戰 不詳 文精堂
拘幽操師説 山崎　闇斎／〔著〕 －
拘幽操附録 山崎　闇斎／編 武村市兵衛
拘幽操 山崎　闇斎／編 不詳　武村市兵衛　不詳
黄葉夕陽村舎詩抄・黄葉夕陽村舎文抄 菅　茶山／〔著〕 －
皐陶謨 不詳 －
行餘集 高山　正之／ほか著 葎屋
甲乱記 春日　惣次郎／〔著〕 不詳
古今和歌集 紀　友則／ほか編 －
國史纂論 山縣　禎／編 木村文三郎・長門明倫館蔵
國史纂論 山縣　禎／編 －
刻舟編 秋山　固／〔著〕 －
國字敷教条約 広瀬　蒙斎？／〔著〕 －
国朝諌諍録 藤井　懶斎／〔著〕 勝村治右衛門
国朝諸老先生論孟精義 不詳 不詳
刻傳疑小史 中井　履軒／〔著〕 不詳
古今圖書集成總目 不詳 －
古今復讐日本義烈傳 福田　宇中／〔著〕 小川六郎？
古語拾遺 宿禰　廣成／編 四宮社板

孤山先生遺稿 薮　愨／〔著〕
藤屋弥兵衛・大阪書賈・時習
館蔵版

孤山先生遺稿抄 薮　孤山／〔著〕 －
古詩韻範 武元　質／〔著〕 橘屋嘉助・清風閣蔵版
古詩大觀 津阪　東陽／〔著〕 不詳
琴後集 村田　春海／〔著〕 －
湖梅庵續田園雜興 坤齋居士／〔著〕 不詳
古文孫子 孫　武／著 山城屋佐兵衛・済美館
古文典刑 頼　山陽／編 河内屋喜兵衛・頼氏蔵版
困知記 羅　欽順／〔著〕 山形屋七兵衛
鼇頭近思録 不詳 吉野家權兵衛・吉野家五兵
鼇頭助語辞 廬　以緯／〔著〕 梅村弥右衛門
鼇頭評註易學啓蒙 不詳 上平樂寺
御家譜 不詳 －
呉志忠校本 朱　熹／著 須原屋茂兵衛・千鐘房
呉志忠校本 朱　熹／注 須原屋茂兵衛・千鐘房
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書名 著者名 出版社

御昇壇記 不詳 －
呉太子増定皇明通紀法傳録 陳　建／編 崇文堂
五朝名臣言行録 李　士英／編 風月堂庄左衛門
御傳記外録稿本 蒙斉？／著 －
御當家御代々御名前并御法号 不詳 －
御當家 諸御役人方御差上先祖書之写 并寺領
之写

不詳 －

御法號帳 不詳 －
後水尾院当時年中行事 不詳 －
語類 朱　熹／〔著〕 山形屋
語類箚記 不詳 －
語録譯義 留守　希斎／編 不詳
蔡氏集傳 蔡　沈／編 不詳
祭祀來格説 三宅　尚斎／〔著〕 詠歸齋蔵版
斎藤小兵衛由緒 齋藤　文次郎／〔ほか著〕 不詳
昨非抄 溝口　直養／〔著〕 藤間得康
昨非堂・果堂遺稿 片山　恒齋／〔著〕 不詳
左氏博議 呂　祖謙／〔著〕 不詳
左氏兵戰抄 吉田　松陰／〔著〕 松下邨塾蔵板
左繍 林　尭叟／〔ほか著〕 書業堂鐫蔵
定和公御砌年御筆 松平　定和／写 －
定綱公御旧式書留相残分 元門？／〔著〕 －
定綱公御代掟御條目御可書出之留桒名ニ而亠
拾一万石余之時御極

松平　定綱／ほか〔著〕 －

定信公御引移之一件抜書帳 □佐五右衛門？／〔著〕 －
定信公三輪家江被遊御下候 松平　定信／著 －
佐藤氏静坐説〔筆記〕 佐藤　直方／著 －
佐藤先生遺書 佐藤　直方／著 －
佐藤先生学談筆記 佐藤　直方／著 －
佐藤先生學談筆記・學話・静座説筆記 佐藤　直方／著 －
佐藤先生動靜工夫筆記 佐藤　直方／〔著〕 －
佐藤直方先生學話 佐藤　直方／著 －
さむしろ 不詳 －
三魚堂全集 陸　稼書／〔著〕 琴川書屋蔵版
参松正系便覧 不詳 －
三字經 王　伯厚／著 －
山窓閑話 木下　い村／〔著〕 －
三草集あさぢ 松平　定信／著 －
三冬録 不詳 －
纂評増註文章軌範 謝　枋得／著 川勝徳治郎・文化堂
山北紀行 朱　熹／〔著〕 尚書堂塚屋仁兵衛
三友亭雜抄 松竹園花笠／〔著〕 －
山陽遺稿 頼　山陽／〔著〕 河内屋茂兵衛
山陽題跋 頼　山陽／著 －
山陽題跋抄 頼　山陽／〔著〕 －
山陽詠史・琴後集雜文 機／写 －
山陵志 蒲生　秀實／〔著〕 不詳
雜鈔 三宅　尚斎／ほか編 －
雜字類編 柴　貞穀／編 瀬尾源兵衛・山下汎愛堂蔵
殘櫻記 伴　信友／著 －
詩韻集成 余照　春亭／編 緯文堂蔵版
蓍卦考誤 朱　熹／著 菱屋孫兵衛
史館茗話 林　鵞峰／〔著〕 林和泉掾
始學猫眼（始學猫ま那古） 須賀　安貞／〔著〕 藤屋吉兵衛
梓弓篇 不詳 －
詩經集註 朱　熹／注 本間六郎重蔵
詩經集傳 朱　熹／〔著〕 不詳
詩經説約 顧　夢麟／〔著〕 芳野屋権兵衛？
詩經名物辨解 江村　如圭／〔著〕 唐本屋守兵衛
史訐 羽倉　簡堂／〔著〕 不詳
詩稿 勝進／〔著〕 －



秋山文庫一覧

書名 著者名 出版社

詩稿 秋山　寒緑／〔著〕 －
詩講義墨山先生 西依　墨山／〔著〕 －
俟采擇録 久坂　玄瑞／〔著〕 松下邨塾蔵板
芝山後藤先生定本改正音訓五經 芝山後藤／校 山内五郎兵衛・林屋正本ほ
視志緒言 鹽谷　世弘／ほか〔著〕 山城屋政吉
四書 朱　熹／〔著〕 松村九兵衛
私抄夏草御和歌 松平　定信／著 －
私抄栗山堂文 柴野　栗山／〔著〕 －
四書匯參 朱　熹／著 敦復堂
四書集註 朱　熹／〔著〕 豹變齋蔵板
四書集註 朱　熹／〔著〕 山中喜太郎
四書輯疏 會津　安〓？／編 青雲堂・英文蔵
四書序考 不詳 武村市兵衛
四書大全精言 朱　熹／著 文徳堂蔵板
〔四書或問抄略〕 稲葉　黙齋／編 濱田道学館蔵版
四書便講 佐藤　直方／〔著〕 不詳
〔四書蒙引〕 荘　煦／〔著〕 不詳
四書〓〓 不詳 不詳
〔四箴附考〕 浅見　絅斎／著 不詳
私選曽文 曽　鞏／著 －
四箴附考師説 浅見　絅斎／著 －
詩草稿 秋山　松菊／〔著〕 －
氏族辨證 浅見　絅齋／〔著〕 不詳
志通惠 頼　弥太郎／著 壬子
士道要論 齋藤　徳蔵／〔著〕 山城屋佐兵衛
指南録 文　天祥／〔著〕 岩田屋文五郎，安達氏蔵板
四部要辯（四部要辨） 不詳 坂本屋源七
四英獄窓唱和集 頼　三樹／ほか〔著〕 五書堂芦屋嘉助
四編〓蔵録 佐藤　直方／著 －
志摩軍記 不詳 －
釋註大全抄中庸 不詳 －
謝上蔡語録 謝　上蔡／著 前川六左衛門・崇文堂
社倉附考 不詳 不詳
周子書 〔周　敦頤／著〕 壽文堂

修正律呂新書 蔡　元定／〔著〕
慱古堂・永昌堂・柏原屋佐兵
衛蔵版

袖珍爵秩全函 不詳 栄禄堂
周易程氏傳筆記 不詳 －
周易程傳鈔説 中村　〓齋／〔著〕 －
周易程傳筆記 不詳 －
周易本義講義 不詳 －
周易本義諸説纂 不詳 －
酬夢編 廣瀬　典／［著］ [出版者不明]
酬夢編 廣瀬　典／［著］
師友名録 秋山　断／〔著〕 －
守國公御歌　本能こヽ路 松平　定信/著
守國公御傳記 不詳 －
守國公御傳記外録 不詳 －
守國公御傳記稿本 不詳 －
守國公御傳記附録 田内　親輔？／編 －
取裁稿 □□居士／〔著〕 －
朱子家訓 不詳 －
朱子家禮筆記 三宅　重固／著 －
〔朱子行状〕 李　退渓／編 壽文堂
朱子行状輯註 李　退渓／編 壽文堂蔵版
朱子訓子帖 朱　熹／著 武村昌常
朱子訓子帖 朱　熹／著 －
朱子訓子帖口授 不詳 －
朱子訓蒙詩 山崎　闇齋／編 不詳
朱子語類疑録 不詳 －
朱子書節要抄 －
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朱子實記 戴銑黒岩慈菴／〔著〕 不詳
朱子静〓集説 朱　熹／著 河内屋文助
朱子静坐説 朱　熹／著 風月孫助
朱子大學經筵講義 浅見　絅齋？／〔著〕 －
朱子治教本要 山口　景徳／編 野村長兵衛
朱子治教本要 山口　景徳／〔著〕 野村長兵衛
朱子文集 朱　熹／著 不詳
朱書抄略 山崎　闇齋／〔著〕 壽文堂
首書　書經集註・詩經集註 蔡　沈／著 今村八兵衛
主靜筆記 佐藤　直方／著 －
出處精義 近藤　勝直／編 －
朱易衍義 山崎　闇齋／〔著〕 不詳
朱易衍義 不詳 －
朱易衍義師説 不詳 －
朱易衍義筆記 不詳 －
春秋胡氏傳 不詳 －
春秋左傳 不詳 米田清左衛門
春草堂詩鈔 頼惟柔千祺／〔著〕 抱玉堂・龍章堂
松〓先生武教講録 吉田　松陰／〔著〕 松下邨塾蔵版
松鶴遐齢集 谷　謹一郎／編 谷謹一郎
小學 劉　子澄／〔著〕 壽文堂蔵版
小學句讀 劉　子澄／著 壽文堂
小學句讀 陳　選／注 稔立秋
小學講義 稲葉　迂齋／〔著〕 －
小學集成 何　士信／編 風月荘左衛門
小學集説 程　愈／編 風月宗知
小學抄 秋山　固／〔著〕 －
小學書〓 不詳 －
小學題辞 不詳 －
小學　内篇 三角　宣政／写 －
小学内篇師説・小学外篇師説 浅見　絅齋？／〔著〕 －
小學筆記 不詳 －
小學本註諸説纂 不詳 －
小學蒙養集 山崎　闇齋／編 壽文堂
小學蒙養集 山崎　闇齋／編 不詳
小學六藝註名義 不詳 －
招月亭詩鈔 小野　達泉／〔著〕 河内屋儀輔

稱呼私辨 富岡　猷輔／〔著〕
弘文堂・博文堂・田中屋専助
ほか

尚齋先生近思録〓記 三宅　尚齋／〔著〕 －
尚齋先生□繋辞傳續筆記 三宅　尚齋／〔著〕 －
尚斎先生祭祀來格説 三宅　尚齋／著 －
尚斎先生黙識録 三宅　尚齋／〔著〕 －
尚齋先生論語筆記 三宅　尚齋／編 －
尚齋先生論語筆記 三宅　尚齋／著 －
尚書講義會編 申　文定／注 不詳
尚書通考 黄　鎮成／ほか編 不詳
小文軌則頼襄子以選 蘇　東坡／ほか著 不詳
正保野史 矢野　玄道／〔著〕 隋神館？
將門記 不詳 －
諸葛丞相集 諸葛亮孔明／著 不詳
初學心法・寓言 養齋／〔著〕 －
初學心法・白鹿洞掲示・敬齋箴 養齋／ほか著 －
書經集傳聞書 安長　精齋／著 －
職原鈔校訂 速水　房常／校 不詳
職原抄支流 不詳 井上忠兵衛
食禄箴 頼　杏坪／〔著〕 －
諸家御系圖 不詳 不詳
書言俗解 榊原　篁洲／〔著〕 書林次郎兵衛
書蔡氏傳旁通 陳　師凱／編 不詳
諸將旗旌圖 不詳 －
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諸生規矩 蟹　養齋／〔著〕 －
白河古事考 廣瀬　蒙斎/著
白川古事考　　単 廣瀬　蒙齋/著
新刊音釋校正　標類蒙求 李　瀚／選 風月宗智
新刊用字格 伊藤　長胤／〔著〕 不詳
新刻碧巌集 圜悟克勤／注 不詳
新策正本 頼　山陽／〔著〕 五書房・菱屋〓五郎
心視篇 不詳 －
新續題林和歌集 冷泉　為村／ほか著 不詳
新撰和歌浦乃玉藻 睦翁？／〔著〕 不詳
新増校正蒙求 李　瀚／選 具足屋重兵衛
新續列女傳 不詳 不詳
新題林和歌集 後水尾院／ほか著 －
新唐書抜萃 欧陽　修／著 －
新編音點性理羣書句觧 不詳 吉野屋惣兵衛
清名家小傳 村瀬　誨輔／〔著〕 和泉屋金右衛門
新論 会沢　正志齋／〔著〕 山城屋佐兵衛
自求録 千手　興欽／著 －
事斯語附録 不詳 －
〔十界圖考〕 稲葉　喜蔵？／〔著〕 不詳
時文摘〓 平　晴海／〔著〕 －
示蒙抄 伴　浚明／著 －
重刻朱子語類 朱　熹／〔著〕 泉本八兵衛
〔重刻朱子語類考〕 不詳 －
重刻讀書録 薛　文清／〔著〕 不詳
從政録 薛　〓／〔著〕 村上平楽寺
純正蒙求 胡　炳文／〔著〕 不詳
純正蒙求 胡　炳文／〔著〕 不詳
殉難拾遺 馬場　文英／編 近江屋卯兵衛
殉難草 馬場　文英／編 青雲閣蔵版
貞觀政要 呉　競／編 南紀学習館蔵版・帯屋伊兵
城南雜詠 張　敬夫／著 不詳
女學三字經 齋藤　法山／〔著〕 習成舘
助語辞講義 不詳 －
仁説問答 山崎　闇齋／編 壽文堂
仁説問答 山崎　闇齋／〔著〕 －
仁説問答 山崎　闇齋／〔著〕 壽文堂
仁説問答 山崎　闇齋／編 －
仁説問答講義・大学章句口義 三宅　尚齋／ほか〔著〕 －
神武天皇即位紀元二千五百七十四年　大正三
年神宮暦

東京帝国大学／〔編〕 神宮神部署

水雲問答 河田　興／〔著〕 －
水月文草（水月文藻） 堀田　正敦／〔著〕 －
錐指録 〓〓幽人／〔著〕 －
水竹文集 尾藤　水竹／〔著〕 －
水府公獻策 徳川　斉昭／〔著〕 －
水府小言 岡　吉胤／〔著〕 岡吉胤・乃樂舎蔵版
崇孟 薮　愨／〔著〕 浅野彌兵衛
〓理小筌 須藤／写 －
鈴木乙夜叉絵本 鈴木　於莵夜叉／〔著〕 －
すつるもおし 不詳 －
駿臺雜話 室　鳩巣／〔著〕 崇文堂・前川六左衛門
駿府志畧 羽倉　簡堂／著 －
征韓偉略 川口　長孺／〔著〕 西宮彌兵衛・ほか３名
征韓偉略 川口　長孺／〔著〕 西宮彌兵衛・ほか１０名
征韓雜志 青山　延光／編 不詳
聖學 和気　柳齋／〔著〕 不詳
正學指掌 尾藤　二洲／〔著〕 文粹堂・崇高堂
正學指掌 尾藤　二洲／〔著〕 河内屋八兵衛ほか
聖學随筆 石川　安貞／〔著〕 美濃屋伊六
聖學圖講義 浅見　絅齋／〔著〕 －
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聖學圖講義 浅見　絅齋／〔著〕 風月荘左衛門
聖学圖講義 浅見　絅齋／〔著〕 河内屋儀助・河内屋文助
清狂詩鈔 月性／著 不詳
正義乾坤六子説 澤田　重淵／写 －
靖獻遺言 浅見　絅齋／〔著〕 風月堂庄左衛門
靖献遺言 浅見　安正／〔著〕 風月堂庄左衛門
靖献遺言講義 浅見　絅齋／〔著〕 風月堂庄左衛門
聖賢像賛 不詳 小島弥左衛門
霽月随筆 田内　霽月／著 －
精校海國兵談 林　子平／〔著〕 大和屋喜兵衛
靖康傳信録 李　綱／〔著〕 不詳
精神一注 真木　保臣／ほか著 不詳
西窓七話近思録 不詳 －
棲遅菴筆記 奥平　定時／〔著〕 －
西都詩草 黒宮　白石／〔著〕 黒宮白石・蔵存水難閣
西銘 張　載／著 －
西銘鮮師説 不詳 －
西銘考説并講義 浅見　絅斎／ほか〔著〕 －
正名緒言 菱川　秦領／〔著〕 秦領館？
西銘總論 不詳 －
西銘筆記 浅見　絅斎／ほか〔著〕 －
性理字訓 程　正思／著 長尾平兵衛
精里先生中庸説 古賀　精里／著 －
性理大方書 朱　熹／〔著〕 敦詩堂蔵板
精里文集抄 古賀　精里／〔著〕 －
性論明備録 山崎　闇齋／〔著〕 出雲寺松柏堂
性論明備録 山崎　闇齋／〔著〕 －
性論明備録師説 強齋／著 －
惜陰日抄 秋山　白賁堂／〔著〕 －
惜陰文稿 秋山　肥／〔著〕 －
赤縣度制考 平田　篤胤／〔著〕 －
戚氏紀効新書 戚　繼光／〔著〕 照曠閣
関路の露 源　宣徳／写 －
赤城雪心傳 不詳 不詳
碩水先生遺書 楠本　碩水／著 守待堂蔵版
碩水先生餘稿 楠本　碩水／著 谷門精舎
責善會 不詳 －
釋奠儀註 不詳 －
関乃秋風 松平　定信／著 －
石梁遺稾 住田　祐信／〔著〕 住田餘祐
拙稿 秋山　勝剛／〔著〕 －
拙齋西山先生詩鈔 西山　拙齋／著 積書堂・吉田治兵衛
拙修集 呉　竹如／選 安求我齋
薛文清公　從政名言 薛　〓／著 不詳
節要開卷大意 迂齋／著 －
責而者艸 渋井　徳章／編 －
遷柩 不詳 －
潜研堂文抄 銭　大〓／ほか〔著〕 －
先進繍像玉石雑誌 正編 栗原　信充／編 尚友堂・岡村庄助
千秋記 三宅　誠齋／〔著〕 －
先達遺事 稲葉　正信／〔著〕 加賀屋善蔵ほか
先達行實 不詳 －
箋注蒙求 岡　白駒／編 橋本徳兵衛
仙波雕蟲 中井　曽弘／〔著〕 －
説苑 劉　向／編 武村三郎兵衛
善庵随筆 朝川　鼎／〔著〕 和泉屋金右衛門
曽王文抄 曽　鞏／〔著〕 －
宋元明鑑紀奉使抄 吉田　松陰／〔著〕 松下邨塾蔵版
草稿 秋山　勝剛？／〔著〕 －
喪祭私略 西川　直純／〔著〕 近江新報社
宋史紀事本末 陳　邦膽／〔著〕 －
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宋朱晦菴先生　名臣言行録 朱　晦菴／〔著〕 風月荘左衛門
曹大家女誡圖會 松庇閣主人／編 奥田彌兵衛
宗忠簡文鈔 宗　澤／著 抱月堂
曽文 不詳 －
蚤譽録 不詳 －
宋李忠定公奏議選 李　綱／編 －
素餐録 尾藤　二洲／〔著〕 山城屋佐兵衛・晩翠園蔵版
楚辭集註 劉　向／編 桑名佐藤氏蔵板
孫子國字解 荻生　徂来／注 不詳
増續大廣益會玉篇大全 毛利　貞齋／〔著〕 永田調兵衛・林氏治兵衛
増衍四戦記 岡埜　禎淑／〔著〕 －
増補元明史略 後藤　世鈞／編 菱屋孫兵衛
増補和歌題林抄 一条　兼良／〔著〕 北村四郎兵衛
續崎門經義輯編 浅見　絅齋／ほか著 －
續崎門經義輯編 不詳 －
續武家閑談 木村　毅齋／〔著〕 －
存堂叢書東征稿 竹山居士／ほか〔著〕 －
太極圖説 濂渓／〔著〕 孫兵衛
太極〓説 山崎　闇齋／編 壽文堂
太極圖説 山崎　嘉／跋編 壽文堂
太極圖説 朱　熹／〔著〕 －
太極圖説講義 三宅　尚齋／〔著〕 －
太極圖説筆記 今井　国紀／写 －
太極圖説筆記 浅見　安正／著 －
太閤記 小瀬　甫庵／〔著〕 林甚右衛門
退食間話 會澤　正志齋／〔著〕 御蔵版
大聖傳 山東　京伝？／〔著〕 －
大朴遺稿 森村　大朴／〔著〕 稲香邨舎？
高山操志 金井　之恭／編 和泉屋金右衛門
竹取物語 不詳 －
端山先生遺書 楠本　端山／著 －
端山先生遺書 楠本　端山／著 佐治為善
歎涕和歌集 吉田　松陰／ほか著 －
彖傳先生口義 奥氏／編 －
澹泊史論 安積　覚／〔著〕 －
大學 不詳 －
大學啓發集 山崎　闇齋／〔著〕 壽文堂
大學啓發集 山崎　闇齋／〔著〕 不詳
大學講義 黙齋／〔著〕 －
大學講義 不詳 －
大學講義略 不詳 －
大學古註 鄭　玄／注 須原屋平左衛門
大學纂辨 石原増島固／〔著〕 －
大学師説 若林　強齋／〔著〕 岡玄精舎
大學章句纂釋・大學章句諸説辯誤 古賀　精里／〔著〕 須原屋伊八
大學章句纂釋大學章句諸説辯誤 古賀　精里／〔著〕 須原屋伊八
大學章句纂釋・中庸纂釋・中庸諸説辨誤 不詳 －
大學章句新疏・中庸章句新疏 室　直清／編 泉本八兵衛
大學章句仁説問答講義 浅見　絅齋／〔著〕 －
大學章句筆記 三宅　重固／識著 －
大學諸説辨誤 古賀　精里／著 －
大學諸本 鄭　玄／ほか著 －
大學挿觧 片山　其／識編 －
大學忠信筆記 不詳 －
大學摘疏 櫻田　虎門／〔著〕 裳華房・伊勢屋半右衛門
大學傳五章講義 淺見　安正／ほか著 －
大學或問師説 不詳 －
大學衍義補 丘　濬／編 京都文錦堂藏版
大學明徳説 淺見　安正／〔著〕 柏原屋武助？
大學明徳説 絅齋敬／〔著〕 柏原屋武助
大學明徳説師説 不詳 －
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大學黙齋先生講義 黙翁／〔著〕 －
題新刊張船山詩 張　問陶／〔著〕 北墨香（文）
大清三朝事畧 邨山　芝塢／ほか編 千鐘房・須原屋茂兵衛
大〓〓〓屏風和歌 藤原　光栄／ほか〔著〕 －
大日本國城主記 不詳 －
大日本道中細見記 友鳴　松旭／〔著〕 三河屋鉄五郎
大佛鐘之銘 不詳 －
大三川志 松平　頼寛／〔著〕 －
太宰徳夫　赤穂四十六士論評 赤松　滄洲／〔著〕 不詳
竹庵遺稿（竹菴遺稿） 竹庵／〔著〕 村上勘兵衛
竹卿遺稿 松平　定緝／編 －
竹山詩文稿 竹山？／〔著〕 －
千年濃松 大河原　長八／著 －
茶山翁筆乃すさひ 菅　茶山／著 須磨屋茂兵衛
中外新報 應思理／〔著〕 －
中興源記 小幡　景憲／〔著〕 －
忠孝類説 淺見　絅齋／〔著〕 三書堂・本屋宗次郎
中和集説 山崎　闇齋／〔著〕 武村市兵衛
沖漠無朕説 山崎　闇齋／〔著〕 武村市兵衛
沖漠無朕説 山崎　闇齋／〔著〕 武村市兵衛
中秘元本 呂　〓野／校 不詳
忠芬義芳詩巻 八木　則養／ほか著 河内屋正助
中庸 不詳 －
中庸師説 若林　強齋／著 －
中庸首章〓〓圖觧 不詳 古風軒蔵版
中庸筆記 三宅　尚齋／著 －
張書抄略 山崎　闇齋／編 壽文堂
朝鮮征伐之事 不詳 －
鬯園詩草 岡田　挺之／〔著〕 不詳
陳芝臺太使評閲資治通鑑綱目 朱　熹／著 不詳
枕上集 柴野　碧海／〔著〕 －
陳太史合評大學衍義 真　徳秀／〔著〕 文金堂・翁少麓・河内屋太助
通議 頼　山陽／〔著〕 －
通語 中井　積徳／〔著〕 －
通書解附説 周　敦頤／著 －
通書講義 黙齋／〔著〕 －
築地様御用自省録 廣瀬　甚八／ほか〔著〕 －
訂齋書牘 久米　訂齋／〔著〕 －
程子好學論附考 須賀　安貞／編 藤屋吉兵衛
弟子職 塚田　大峯／編 東壁堂・嵩山房
程書抄略 山崎　闇齋／編 不詳
鄭成功傳 鄒　居仲／〔著〕 －
訂正増補崎門學脈系譜 楠本　謙三郎／〔著〕 佐治爲善
手處随録 田内　親輔／〔著〕 －
奠陰略稿 中井　積善／〔著〕 抽修齋（文）
天台治畧 戴　舒菴／〔著〕 －
天地萬物造化論 王　文憲／〔著〕 田原仁左衛門
天保三十六家絶句 佐藤　一齋／ほか著 河内屋儀助
天明由緒 不詳 －
傳疑小史 中井　履軒／ほか〔著〕 －
傳疑小史 中井　履軒／〔著〕 －
唐鑑 范　淳夫／著 風月荘左衛門
東京大學校規則 不詳 －
東湖随筆 藤田　東湖／〔著〕 三書堂・菱屋重助
東西雁魚 舞田　敦／ほか著 －
東西遊行拙稿 秋山　勝剛／〔著〕 －
唐詩正聲 不詳 瀬尾源兵衛
唐詩選掌故 李　白／ほか著 嵩山房・小林新兵衛
陶集 陶　淵明／著 武村三郎兵衛
冬至文 稲葉　正信／ほか著 －
東征稿 竹山居士／著 －
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燈前漫筆　(燈前漫録)　全 松平　定信/著

唐宋八大家文讀本 沈　徳潜／編
和泉屋荘次郎・慶元堂・学問
所御藏版

唐宋八大家類選 宜興儲欣同人／評 同徳堂
唐宋八家文讀本 沈　徳潜／編 不詳
東北遊日記 吉田　松蔭/著 河内屋吉兵衛
東聞録 奥平　定時／〔著〕 －
讀家禮記 九華蠏／注 －
讀近思録筆記 三宅　尚齋／〔著〕 －
讀語類 秋山　断？／〔著〕 －
讀史謾録三國志 不詳 －
讀小學記 養齋／著 －
讀書餘 不詳 －
讀史餘論 源　君美／〔著〕 －
讀史餘論 源　君美／〔著〕 －
讀思録 宇井　黙齋／著 －
讀宋挂漏 不詳 －
讀大學章句私記・讀中庸章句私記 濟民伯成／著 －
讀中庸章句私記 濟民伯成？／著 －
杜詩偶評 杜　甫／著 －
訥菴献策 大橋　訥庵／〔著〕 －
友ちとり 千葉　數太郎／編 千葉數太郎
童觀鈔 林　羅山／編 不詳
道學遺書 孤松／〔著〕 道學協會
道學遺書 稲葉　黙齋／〔著〕 道學協會　不詳
道學遺書初集 稲葉　黙齋／〔著〕 道學協會
道學資講・道學講義 三宅　重固／〔著〕 －
道學先達遺事 稲葉　黙齋／編 河内屋八兵衛
道學讀書要覽 芳賀　高重／〔著〕 芳賀高重・觀齋出版
道學標的 佐藤　直方／〔著〕 武村市兵衛
道学標的 稲葉　黙齋？／著 －
道學標的 佐藤　直方／〔著〕 武村市兵衛
道學標的 佐藤　直方／〔著〕 武村市兵衛・出雲寺松柏堂
童子習 朱　君逢／著 風月堂莊左衛門
童子問 伊藤　仁齋／〔著〕 －
童蒙訓 呂　本中／〔著〕 出雲寺金吾？
童謡記 不詳 －
獨看和歌集 松平　定信／〔著〕 －
内藤家集 不詳 文化２乙丑
直方　仁解書 不詳 －
長湫日記 全 村越　茂助／ほか著 －
長崎秘話 橘庵　董齋／〔著〕 －
長島志 全 十時　梅涯／著 －
南木誌 中山　利質／編 萬延堂・福田屋勝藏
西山謙之助遺書 西山　尚義／〔著〕 丸山氏藏版（丸山梅夫）
日抄記撮要 [出版者不明]
二程全書 不詳 不詳
二程治教録 松平　正之／編 不詳
二程治教録 山崎　闇齋／編 壽文堂
二程類語 伯元？／編 －
日本王代一覽 林　恕／〔著〕 村上勘兵衛
日本外史補 岡田　僑／編 岡田氏蔵版
日本外史論賛 頼　山陽／〔著〕 －
日本樂府 頼　山陽／著 吉田屋治兵衛
日本紀行譯本 ぺるり／著 －
日本書紀 舎人親王／ほか編 不詳
日本書紀 舎人親王／ほか編 不詳
日本史畧 藤　成政／〔著〕 －

日本政記 頼　山陽／著
田中太右衛門・浅井吉兵衛・
柳原喜兵衛　頼又次郎蔵板

日本政記 頼　山陽／著 －
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日本百姓縁起之系圖 不詳 －
日本詠史新楽府 中島　小玉／〔著〕 三書房（文石堂ほか）
二禮儀略 村士　玉水／著 寒泉書院藏版
二禮儀略 村士　玉水／〔著〕 信古堂蔵版・寒泉書院藏版
人別扶持ニ相成候ニ付御達 不詳 －
蓴草紙 多田　義寛／著 －
野田傳記實録 －
野村奸曲録 不詳 －
稗海 釋　恵洪／選 －
佩弦齋雑著 青山　延光／〔著〕 佩弦齋蔵版
和歌言葉の千種 川島　茂樹／著 堺屋新兵衛
和歌千首類題 澄月／著 菊屋七郎兵衛
和漢研譜 鳥羽　希聡／〔著〕 不詳
和漢人物十論 秋山　白賁堂/著
和漢武家名數抄 不詳 －
博施済衆章 浅見　安正／ほか〔著〕 －
白詩問荅 栗山／ほか〔著〕 －
白石先生遺文 新井　君美／〔著〕 －
白石秘書 随筆集誌発行所／〔著〕 芳文堂
白賁堂経説 秋山　勝鳴／〔著〕 －
白賁堂詩鈔 秋山　固／〔著〕 －
白賁堂詩抄 秋山　勝成/著
白賁堂随録 秋山　固／編 －
白賁堂先生遺事　　附寒緑先生遺事 秋山　断/著
白賁堂日抄 秋山　白賁堂？／〔著〕 －
白賁堂日抄 秋山　固／〔著〕 －
白賁堂文稿 秋山　勝鳴/著
白賁堂文鈔 秋山　固／〔著〕 －
白賁堂詠草 秋山　固／〔著〕 －
白鹿洞掲示師説 絅齋／〔著〕 －

白鹿洞書院掲示 朱　熹／著
崇高堂（河内屋八兵衛）・興
文堂（高橋平助）

白鹿洞書院掲示 朱　熹／著 不詳
白鹿洞書院掲示 朱　熹／著 柏原屋武助
白鹿洞書院掲示講義 浅見　絅齋／講義 秋田屋太右衛門・維新館蔵
白鹿洞書院掲示考證 山崎　闇齋／〔著〕 風月將左衛門
和訓論語 不詳 －
渡邊勘兵衛〓書 源　勝鳴／〔著〕 －
倭板五經？ 山崎　闇齋／点 不詳
倭板四書 朱　熹／著 不詳
倭板小學 劉　子澄／著 武村嘉兵衛
倭板小學 劉　子澄／著 壽文堂・武村清兵衛
濱のまさこ 有賀　長伯／編 －
濱のまさこ 罷齋／〔著〕 －
林屋正本　四書集註 朱　熹／注 須原屋源助
藩學傳 秋山　断／〔著〕 －
〔梅花無盡藏〕 万里　集九／〔著〕 －
幕朝年中行事歌合 北村　季文/編
婆心録 樂翁／〔著〕 －
罷斎手記 秋山　勝機／〔著〕 －
非新學 蟹安／〔著〕 －
常陸帯 藤田　東湖／著 不詳
批大學辨斷 淺見　安正／〔著〕 萬屋喜兵衛
筆記詩集傳 仲　〓齋／〔著〕 天満屋武兵衛・延生軒蔵板
筆記周易本義 仲村　〓齋／〔著〕 河内屋喜兵衛
筆記書集傳 仲欽／〔著〕 天満屋武兵衛・延生軒蔵版
百首自歌合 不詳 －
標記増補　跋論家 三好　實／写 －
標記増補　立齋先生　標題觧註音釋　十八史畧 曽　先之／著 松栢堂・五車樓・菱屋孫兵衛
評注　孝經 董　鼎／注 河内屋徳兵衛
平野国臣遺歌 平野　国臣／〔著〕 柏原屋武助
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尾州大須宝生院藏　倭名抄残篇 源　順／著 不詳
闢異 山崎　闇齋／〔著〕 壽文堂
白虎通徳論 班　固／編 飯田忠兵衛
敷教条約 廣瀬　蒙齋／〔著〕 －
扶綱編 不詳 －
藤澤南岳校疏　増補蘇批孟子 蘇　洵／著 岡島眞七・泊園書院
不盡乃煙（布し能煙） 徳川　家康／ほか著 －
藤原氏系圖 不詳 不詳
富治森覚斎先生　性理論明備録講義 藤森　将英／写 －
不恤緯 蒲生　秀實／〔著〕 田中屋治兵衛
扶桑見聞私記 大江　広元？／〔著〕 －
〔武鑑〕 不詳 不詳
武教全書 山鹿　素行／〔著〕 －
武家閑談 桂山　義樹／〔著〕 －
武徳安民記 木村　高敦／〔著〕 －
文海指鍼 川田　瓮江／著 －
文會筆録 山崎　闇齋／〔著〕 壽文堂蔵版
文會筆録 山崎　闇齋／〔著〕 －
文恭公實録 五弓　久文／〔著〕
文公家禮通考 室　鳩巣／ほか〔著〕 安中板倉氏開雕
文公朱先生感興詩 蔡　模／編 －
文公易〓 朱　鑑／〔著〕 長谷川庄左衛門
文章軌範 謝　枋得／編 －
文章軌範拾遺 頼　山陽／編 －
文章精義 李　耆卿？／〔著〕 －
文政六癸未年備忘録 不詳 －
文中用字法 不詳 －
文武徒然我宿草 太田　道潅／〔著〕 河内屋平七
文用例證 山本　信有／〔著〕 須原屋伊八
平安欝攸記 大典禅師／著 －
平安風雅 龍　公美／ほか著 小幡宗左衛門
栄雅和歌集 飛鳥井　雅親／〔著〕 －
詠史樂府事實 頼　山陽／〔著〕 －
平〓紀畧 藍　鼎元／著 －
英舶渡来記 松浦　周蔵／〔著〕 －
兵法五戰問答 不詳 不詳
丙餘稿 □□居士／〔著〕
易學啓蒙 朱　熹／〔著〕 不詳
易學啓蒙 不詳 －
易學啓蒙講義 不詳 －
易學啓蒙筆記 三宅　尚齋？／〔著〕 －
易學講習別録 山崎　闇斎／著 －
易經集註 程　頤／ほか著 林甚右衛門
易經本義 朱　熹／著 河内屋喜兵衛
易經蒙引（易蒙引） 葛寅　亮〓／評 不詳
碧梧亭遺吟 不詳 －
繹史 馬　〓／編 不詳
闢邪小言 大橋　訥庵／〔著〕 不詳
闢邪小言 大橋　訥庵／〔著〕 邨嘉平？
易圖説 浅見　安正／〔著〕 －
闢慝編 売洲道人／〔著〕 －
延喜式 藤原　忠平／ほか編 不詳
編次諸家文集 范　純仁／ほか著 不詳
編年歌括 許　魯齋／〔著〕 －
延平答問 李　延平／著 不詳
延平李先生師弟子答問 不詳 －
遠碧楼存稿 青木　重隆／著 －
延寶七年八月十三日御會始 霊元天皇／ほか著 －

方正學文粹 方　正学／著
河内屋茂兵衛ほか五名・羣
玉堂

方正學文粹 方　孝孺／著 羣玉堂・岡田茂兵衛
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蓬莱壽詞 久我　梅菴／ほか著 不詳
宝暦五乙亥正月十四日開講 不詳 －
補義荘子因 荘子／ほか著 片野東四郎
北游漫草 附録 不詳 －
歩月園雜話 小栗　久道／著 －
補標史記評林 司馬　遷／著 報国社蔵版
輔養編 土岐　重元／編 不詳
本佐録 本多　正信／〔著〕 －
本佐録 本多　正信／〔著〕 －
本註小學 劉　子澄／〔著〕 風月孫助
本朝官制沿〓〓〓 伊藤　東崖／著 －
本朝孝子傳 伊蒿　勝丈／編 勝村治右衛門
本朝細馬集 土肥　経平／編 －
本朝地方小〓録 不詳 －
本朝世事談綺 菊岡　沾凉／〔著〕 西村源六・万屋潜兵衛
本朝武家大系〓 不詳 不詳
望雲樓日抄 不詳 －
望雲樓筆叢 不詳 －
戊辰殉難五十年献詠詩歌集 松浦　正重／編 松浦正重
勾玉考 谷川　士清／〔著〕 不詳
松平越中守從四位下源定綱 不詳 －
漫游雜記 永富　獨嘯菴／〔著〕 北田満左衛門・好古堂
萬暦三大征考倭 □上愚公／〔著〕 －
みどりの竹 秋山　断／〔著〕 文華堂　青光舎
三和家覺書 完 元門？／〔著〕 －
三和録 元門？／〔著〕 －
三宅尚斉先生稿 三宅　尚齋／〔著〕 －
民間備荒録 建部　清庵／〔著〕 須原屋市兵衛
明詩節義集 土井　忠純／ほか編 竹苞樓・文敬堂・敦賀屋喜蔵
〔明通紀〕 朱　熹／〔著〕 風月荘左衛門
夢中問答 初編 岩瀬　純甫／〔著〕 －
陸奥九家世記 片山　恒齋／〔著〕 －
陸奥話記 多賀　常政／写 －
名家畧傳 山崎　美成／〔著〕 （文）英文蔵
明治天皇御集 明治天皇／著 －
名節録 岡田　僑／〔著〕 河内屋吉兵衛・岡田氏蔵版
銘叢 不詳 －
蒙齋隨筆 月田　蒙齋／〔著〕 （文）鳳鳴書院
蒙齋随筆 月田　蒙齋／〔著〕 伊東義安・鳳鳴書院
蒙齋先生詩集 月田　蒙齋／〔著〕 不詳
孟子 朱　熹／注 不詳
孟子 朱　熹／注 千鐘堂・須原茂兵衛蔵版
孟子師説 不詳 －
孟子師説 不詳 －
孟子要略 朱　熹／編 壽文堂
孟子要略 朱　熹／編 奎文堂・野口愛
黙齊子講義 宇井　黙齋？／〔著〕 －
黙齋先生太極圖説講義 稲葉　黙齋／著 －
黙齋先生與日原氏書 稲葉　黙齋／〔著〕 －
黙斉艸拾遺（黙齋艸拾遺） 稲葉　黙齋／〔著〕 －
茂木氏覺書 不詳 －
元御家人筋并御由緒有之蒙　仰御用相勤候家
附服部家畧系

服部　丹後／ほか〔著〕 －

本の籬 高松　松陰？／〔著〕 －
譯文筌蹄 荻生　徂來／著 澤田吉左衛門・麗澤堂蔵版
夜航詩話 津阪　東陽／〔著〕 津藩有造館版
夜航餘話 津阪　東陽／〔著〕 不詳
野史纂略 青山　延光／〔著〕 鐡槍齋
野史詠 河　子龍／ほか著 不詳
大和事始正誤 伊勢　貞春／〔著〕 －
倭小學 辻原　元甫／〔著〕 不詳
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大和小學 山崎　闇齋／〔著〕 不詳
山本平大夫覚書 山本　平太夫？／〔著〕 －
幽囚録 吉田　松陰／〔著〕 静修堂
有節録 初篇 藤森　弘庵／著 藤井文正堂・近江屋卯兵衛
有方録 廣瀬　蒙斎/著
養痾日程完 秋山　断
養子辨 鈴木　正義／〔著〕 －
楊園先生全集 張　履祥／〔著〕 －
横須賀組舊記　大須賀始末記　安藤家系　全 不詳
義貞軍記 不詳 不詳
芳野拾遺物語 不詳 －
よしの冊子 水野　為長/著
世能手本（世乃手本） 不詳 －
よもきふ 松平　定信／〔著〕 －
禮紀 陳　〓／注 不詳
禮説・謙説 山口　春水／著 －
楽翁公　御歌集 楽翁／〔著〕 －
樂翁公御作御文章類 楽翁／〔著〕 －
羅山遺集 羅　忠節／〔著〕 不詳
羅山訓點　孝經大義 薫　暃／注 伊丹屋善兵衛
羅必元 不詳 －
蘭言二集 謝〓佩禾／選 不詳
藍亭近稿 服部　擔風／〔著〕 服部条之丞
李花集 宗良親王／〔著〕 －
理氣鄙言 櫻田　虎門／〔著〕 －
陸稼書四書講義大學 陸　稼書／著 不詳
陸稼書先生四書講義遺編 陸　稼書／著 －
六藝註國字解 不詳 －
陸氏困勉録大學 陸　稼書／著 －
陸〓公集釋義 陸　宣／著 風月莊左衛門
六如菴詩鈔 釋　慈周／〔著〕 崇高堂・國華堂・河内屋八兵
六諭衍義 范　鉱／注 不詳
李西涯擬古樂府 李　西崖／著 －
履霜憂筆 青木　翠樹？／〔著〕 －
李退渓書抄 李　退渓／著 鴨伊兵衛・信古堂蔵板
李忠定公雜文詩 李　綱／著 河内屋茂兵衛
栗齋先生小學筆記 栗齋／〔著〕 －
栗山献誡 柴野　栗山／〔著〕 －
栗山文集 柴野　栗山／〔著〕 桐陰書屋録板
李伯紀忠義編 李　綱／著 不詳
柳〓雜筆 栗原　信光／〔著〕 知新堂・紙屋徳八
劉向新序纂註 劉　向／著 尚古堂・岡田屋嘉七
〓魂録・風〓遺草 吉田　松陰／ほか〔著〕 松下邨塾蔵版・田中屋治兵
柳営勤役録 不詳 －
亮〓和抄 不詳 －
凉月遺草 鵜殿　余野子／〔著〕 萬笈堂英氏
閭巷談拔書 国枝　長蔵／〔著〕 －
令義解 清原　夏野／ほか編 不詳
緑芋村荘詩鈔 劉　石秋／〔著〕 嵩山房・須原屋新兵衛
蠡測篇 秋山　勝鳴／〔著〕 －
礫川遺書 奥平　定時／著 －
濂渓全集 周　惇頤／著 正誼堂

聯珠詩格 于　済徳／編
金蘭閣・王巌堂・和泉屋金右
衛門

狼〓録 三宅　重固／著 －
六帖詠草 小澤　蘆庵／〔著〕 津逮堂・吉野屋仁兵衛
六帖詠草拾遺 小澤　蘆庵／〔著〕 吉田四郎右衛門
六雄八將論 青山　延光／〔著〕 不詳
呂晩村講義 陳　〓／編 －
論語師説 強齋／〔著〕 －
論語或問・孟子或問 朱　熹／〔著〕 田原仁左衛門
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論語或問・孟子或問 朱　熹／〔著〕 風月莊左衛門
論語筆記 淺見　安正／〔著〕 －
論語・孟子 朱　熹／注 不詳
論語欄外書 佐藤　一齋／〔著〕 －
先哲像傳 徳斎　原義／著 河内屋茂兵衛
周禮 鄭　玄／注 前川六左衛門
仁義禮智筆記 重固／著 －
重訂　赤穂義人録補正 室　鳩巣／著 ［出版者不明］
近世野史 二篇 城　兼文／著 梅陰軒
近世義烈傳 亀谷　行／撰 和泉屋市兵衛
山家集類題 西行／［作］ 吉田四郎右衛門
語園 一条　兼良／［撰］
近世奇跡考 山東軒主人／著 [出版者不明]
経餘箚記 秋山　断／〔著〕 －
綽山吟草 板倉　綽山／［著］ [出版者不明]
新写　大字詩韻
興風後集 田中屋治兵衛
文文山文鈔 文　天祥／著 [出版者不明]


