
伊藤文庫一覧

書名 著者名 出版社

あきの夜 大島　完来／著 －
赤穂義人録 室　直清／〔著〕 －
蘆芽集（あしかひ集） 吉田　長右衛門／著 吉田彦一郎

あしの一葉 渡　忠秋／ほか〔著〕
吉田房七郎　吉田房七郎・葦
屋社

安政乙卯洋報 小林　徳／ほか〔著〕 －
安政三十二家絶句 擁萬堂／ほか編 額田正三郎・擁萬堂
安政三年遷幸供奉色目 不詳 －
いそのさざれ 麦菴／編 野田治兵衛
いそのなみ（磯の浪） 以雲／写 －
逸史 中井　積善／〔著〕 懐徳堂・河内屋吉兵衛
以呂波引大全節用集 王　寅／編 石川屋和助
引照新約全書 大日本聖書館／編 大日本聖書館
韻府一隅平聲 顔　懋功／編 永〓堂・鴨伊兵衛
Ｗｉｌｌｓｏｎ’ｓ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｐｅｌｌｅｒ Ｍａｒｃｉｕｓ　Ｗｉｌｌｓｏｎ／〔著〕 Ｈａｒｐｅｒ　ａｎｄ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ
謡と能 第５４篇 大和田　建樹／〔著〕 博文館
産須那神社古傳記 宿禰　是香／〔著〕 産須那神社？
梅か香 不詳 不詳
瓜生氏日本國盡 瓜生　三寅／〔著〕 和泉屋吉兵衛
雲湖詩巻 宮川　雲湖／〔著〕 －
鸚鵡言　志を多川路の婦美 松平　定信／〔著〕 －
小笠原流弓道振々口傳書 □□　重忠／〔著〕 －
翁の次第 山田　竟之□？／〔著〕 －
戒臆病 不詳 －
御藏板目録 不詳 不詳
小倉和歌双六指南 白冬散人／〔著〕 西村源六
和蘭陀甲胄全圖 葛坡老人／〔著〕 －
開化詩集 石川　義暢／編 以文会社
会議辯 福沢　諭吉？／〔著〕 不詳
會議便法 キッシング／著 博聞社
改正音訓詩經再刻後藤點 〔孔子／著〕 不詳
改正音訓春秋再刻後藤點 胡　安国／編 不詳
改正音訓書經再刻後藤點 〔孔子／著〕 不詳
改正音訓禮記再刻後藤點 芝山後藤／点 山内五郎兵衛
改正詞逎玉橋 富樫　広蔭／〔著〕 －
改正再刻英史 大島　貞益／訳 文部省
改正諸税法一覧 愛須　宜三／校 不詳
改正増補諸罰則一覧表 荒木　儀兵衛／編 田中治兵衛・文洋堂蔵版
改正徴兵令 不詳 北勢舎
改正追加徴兵令 石井　郁太郎／編 自由閣
改正直シ入観世小謡大成 観世　清廉／〔著〕 桧常之助
解説参考謡本 丸岡　桂／〔著〕 観世流改訂本刊行会
花月草子 松平　定信／〔著〕 不詳
花香月影 山縣　丹治／編 花月社
花伝書 世阿弥／〔著〕 江嶋伊兵衛
果堂遺稿 果堂　南合／〔著〕 江戸後期？
華道家元華の實生華栞の巻 池坊　専正／〔著〕 華道家元
家内の儉約 嗜餅散人／〔著〕 石原千城・思誠堂蔵版
神歌 桧　常之□／〔著〕 桧常之□・謡本所
神歌 不詳 －
艱厥篇 本田　常安／〔著〕 －
寛政四壬子六月改家中屋敷割 不詳 －
觀世流□改正宴席小謡四海波 不詳 高橋平助
観世流改訂謡本 丸岡　桂／〔著〕 観世流改訂本刊行会
観世流特製習物本 観世　左近／〔著〕 桧書店
観世流謡曲教本 観世　左近／著 能楽書林
観世流謡曲本 元禄刊 観世　左近／〔著〕 不詳
観世流謡曲本 貞享刊 観世　左近／〔著〕 寺田□平次
観世流謡曲本 宝暦刊 観世　左近／〔著〕 山本長兵衛
観世流謡曲本 宝永刊 観世　左近／〔著〕 山本長兵衛
韓内翰香奩集 韓　〓／〔著〕 万笈堂
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觀風餘話 浅井　省吾／ほか〔著〕
繍文堂吟社　黙林堂吟社
觀風吟館

官令新誌第七號乙刑法・治罪法合巻 大野　尭運／〔著〕 報告社
學問のスヽメ 福沢　諭吉／〔著〕 不詳
雅游漫録 大枝　流芳／著 －
木曾揖斐両川間閘門設立請願書 杉村　保寿／〔著〕 伊勢新聞社
北支那戰爭記 ゼームス・スウヰンホー／著 不詳
泣血録 中村　武夫／〔著〕 江間政發
宮殿調度圖解附乗物考 関根　正直／〔著〕 六合館
狂言評註 大和田　建樹／〔著〕 博文館
共存同衆第一年會始末 三好　正蔵／〔著〕 －
きりの一葉 芭蕉菴桃青／〔著〕 －
琴曲洋峨校正撫筝雅譜集 高木　善次郎／〔著〕 勝村治右衛門
金銀寶鑑 アルフレット・ルスショーニス／著 磯部屋太良兵衛ほか
近代正説砕玉話 八十翁出入／写 －
禁中年事篇 不詳 －
暁齋翁筆能画圖式 河鍋　暁齋／〔著〕 吉田金兵衛・章林堂
玉池吟社詩星巖集 梁川　星巌／ほか著 －
銀行実験論 〓爾沙克蘭／著 紙幣寮
句兄弟 晋　其角／ほか著 －
公事方御書付留 不詳 不詳
久能山宝蔵入家康公御遺状百箇条并松平定
信侯國本論

井上　政文／校 商况社

桑名銀行沿革畧記 佐藤　義一郎／〔著〕 不詳
桑名皇學會 桑名皇学会？／〔著〕 －
桑名公立病院沿革略記 桑名公立病院／編 桑名公立病院
桑名神社中臣神社縁起鈔 三崎　民樹／〔著〕 三崎民樹
桑名宗社石取比與利祭御神行諸祭式 不詳 不詳
桑名宗社御祭典諸規約 不詳 不詳
君子叢談 小田　徳三郎／編 以文会社
軍役人積帳 不詳 －
軍用記 伊勢　貞丈／著 －
郡吏議員必携 太田　啓太郎／〔著〕 博聞本社・時習社蔵版
経済小学 イリス・ウィリアム／著 紀伊国屋源兵衛・神田氏蔵
經典餘師 小學之部 〔劉　子澄／著〕 河内屋和助・三書堂
經典餘師 易經 讃岐　百年／〔著〕 森本太助・六書堂
經典餘師 書經 〔孔子／著〕 河内屋和助・稱〓堂ほか
經典餘師 詩經 〔孔子／著〕 柏原屋嘉兵衛・大坂書林
經典餘師 孟子 讃岐　百年／注 玉藻集館
縣社桑名神社中臣神社祭費収入豫算 大正５年 三重県／〔編〕 －
縣社鎮國守國神社拝殿改築費決算報告 鎮国守国神社社務所？／〔著〕 鎮国守国神社社務所
剱図 平　貞丈／〔著〕 －
香霞遺稿 森寺　〓哲／〔著〕 吹簫閣
康煕字典 立野　胤政／校 山中市兵衛
江月松玉みちのき写（道の記写） 南山隠士松玉堂／〔著〕 －
栲合雑記（校合雑記） 小花和　源五右衛門／編 －
孔子行状圖解 太宰　春台？／〔著〕 岡田屋嘉七・尚古堂
鴻爪遺跡 些亭居士／〔著〕 些亭居士
香道滝の緑 大枝　流芳／〔著〕 植村玉枝軒
高野山名勝案内 井上　隆太郎／〔著〕 不詳
幸流頭附 不詳 －
幸流舞附 川□　□吉／〔著〕 －
古今和歌集 紀　貫之／ほか編 不詳
古今和歌集 紀　貫之／ほか編 出雲寺文治郎
国債要覧 林　正明／〔著〕 印書局
國姓爺討清記 依田　百川／〔著〕 六合舘弦巻書店
古今和漢万宝全書 不詳 雁金屋庄兵衛
古今銘盡大全 不詳 不詳
古詩韻範 武元質／〔著〕 林芳兵衛
越路の旅 吉田　利和／〔著〕 水谷孫一郎
湖上遊草 江間　政發／〔著〕 不詳
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古代烏帽子折形 宮　常之進／ほか著 －
小鼓拍子附 不詳 －
小皷拍子附 不詳 －
言幸舎教授諸圖 富樫　広蔭／〔著〕 桑名皇学会
琴の歌 不詳 －
詞玉橋 富樫　広蔭／〔著〕 桑名皇学会
詞八衢捷徑詞玉緒統括辭玉襷 富樫　廣蔭／〔著〕 不詳
此覚書後世誤而句出戸三列　長篠合戦之覚 不詳 －
駒井鶯宿丁卯筆記 駒井　鶯宿／著 －
金剛家能番附 不詳 －
艮齋間話 續 安積　祐助／著 －
坤輿圖識 箕作　省吾／〔著〕 －
強姦検察法 アルフレット・タイロル／著 松井忠兵衛
鼇頭参照市町村制問答正解 樋山　広業／〔著〕 日本書籍
鼇頭大學章句 朱　熹／〔著〕 石田門人蔵版
鼇頭中庸章句 朱子／〔著〕 石田門人蔵版
鼇頭孟子集註 不詳 大野木市兵衛・石田門人蔵
鼇頭論語集註 不詳 石田門人蔵版
五山堂詩話 娯菴居士／〔著〕 －
五常五倫名義附大学詠歌 鳩巣老人／〔著〕 河内屋木兵衛
御大禮圖譜 池辺　義象／ほか〔著〕 博文館
後藤彫工書 不詳 －
西京名所 森　貞次郎／編 春陽堂
再刻春秋左氏傳校本 左　丘明／編 河内屋喜兵衛
佐喜久左集 竹下　康之／編 竹下康之
昨非堂遺稿 片山　恒齋／著 不詳
佐佐木伯爵時局談 續篇 佐々木　高行／著 國學院
幸乃屋歌集 中川　清之／〔著〕 江見澤喜平・桑名皇学会
察刀規矩前偏増補 竹屋　政煕／〔著〕 －
算術記 不詳 －
三条装束抄 橘　正□／〔著〕 －
三代集 紀　貫之／ほか編 出雲寺文治郎
三王外記 東武野史訊洋子／著 －
山陽詩鈔 頼　山陽／〔著〕 慶雲館・栗田東平
山林家としての蕃山 山田　貞芳／編 岡山県山林会
Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ｒｅａｄｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ
ｆａｍｉｌｙ　ｓｅｒｉｅｓ

Ｍａｒｃｉｕｓ　Ｗｉｌｌｓｏｎ／〔著〕 Ｈａｒｐｅｒ　＆　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ

Ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｒｅａｄｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　ｆａ
ｍｉｌｙ　ｓｅｒｉｅｓ

Ｍａｒｃｉｕｓ　Ｗｉｌｌｓｏｎ／〔著〕 Ｈａｒｐｅｒ　＆　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ

詩韻含英異同辨 劉　文蔚／〔著〕
（再刻）堺屋新兵衛（補刻）染
書堂

子克雑記 徳川　宗春／ほか〔著〕 －
賜告土産 江間　政發／〔著〕 江間政發
詩語對句自在 藤　良国／編 河内屋佐助
四書松陽講義 陸　稼書／〔著〕 須原屋茂兵衛
資治通鑑 司馬　光／編 山形屋傳右衛門
市制及町村制 和田　篤太郎／〔著〕 春陽堂
詩聖堂詩集 初編 大窪　行／〔著〕 須原屋伊八
詩礎國字解 大江　玄圃／〔著〕 植村藤右衛門
志の婦くさ 松浦　正重／〔著〕 松浦正重
四品考 伊勢平蔵貞丈／ほか〔著〕 －
仕舞手附観世流 不詳 －
下懸囃謡大成 不詳 谷口七左衛門
謝疊山文鈔 巽　世大／編 河内屋茂兵衛
袖玉武鑑 不詳 須原屋茂兵衛
修身録 松平　定信／著 －
縮刷解説参考謡本 丸岡　桂／〔著〕 觀世流改訂本刊行會
春涛詩鈔 甲籤 森　春涛／〔著〕 山城屋佐兵衛
小學必用習字帖 深澤　菱潭／書 晩翠堂・日進堂・貞文堂
賞心贅録 江馬　聖欽／〔著〕 不詳
商事会社登記乃栞 子守　一男／〔著〕 岡島書店
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装束拾要抄 権大納言／校 太田長兵衛
装束抄 佐原蔵人壺安／〔著〕 －
装束圖式 不詳 富倉太兵衛
昌文新編 溝口　恒／〔著〕 昌文社
笑謡 桧　常之助／〔著〕 桧常之助
松廬先生遺稿 野呂　松廬／〔著〕 四如塾・笹屋文五郎
職官志 蒲生　秀実／〔著〕 修静菴蔵・加賀屋善蔵
諸儒註解古文眞寶前集 黄　堅／編 不詳
心學志津かうた 久世　順矣／〔著〕 加賀屋善蔵・大垣深造舎蔵
新□校正四聲字林集韻大全 定榮堂主人／編 吉文字屋市兵衛
新刻改正小學後藤點 劉　子澄／著 山内五良兵衛
新刻改正中庸再刻後藤點 朱　熹／注 不詳
新刻改正孟子再刻後藤點 朱　熹／注 山内五郎兵衛
新刻改正論語再刻後藤點 朱　熹／注 不詳
清人兪陳二家精選湖山樓詩 小野　長愿／著 朝野新聞社
新撰東京名所圖會 不詳 東陽堂
新選名家絶句 石川　嶂／ほか編 東壁堂
新増箋注三體詩後藤訓點 周　弼／編 玉山堂ほか・敦賀屋九兵衛
新勅撰集秋風抄 萩原　宗固／〔著〕 －
神都名勝誌 河崎　維吉／校 吉川半七・神宮司庁蔵版
新童子往来萬代寶鑑 玄海堂／〔著〕 敦賀屋九兵衛
新版改正古文眞寶 黄　堅／編 皇都書肆廬橘堂
新版考正史記評林 司馬　遷／著 八尾甚四郎友春
新版校正中庸道春點 〔朱子／著〕 不詳
新版自賛哥注 宗祇／〔著〕 不詳
新板絵入平家物語 不詳 勝尾屋六兵衛
新百人一首 常徳院／編 萬笈堂・英平吉
新野問答書抜 新井　白石／〔著〕 －
自教鑑・砌の柳・婆心録 松平　定信／〔著〕 －
時事小言 福澤　諭吉／〔著〕 慶應義塾出版社
自琢堂文詩存稿 久保　雅友／ほか〔著〕 不詳
十種香暗部山 不詳 －
十八史略便蒙 村山　隆／注 今古堂蔵版・敦賀屋為七
殉難拾遺 馬場　文英／〔著〕 馬場文英蔵版

常山紀談 湯浅　新兵衛／編
千鍾房、宋榮堂　秋田屋太
右衛門

如亭山人詩本草 如亭山人／〔著〕 漫吟詩屋？・水原氏蔵版
神宮史料大神宮御伝記日本書紀 小野　茂吉／編 三重縣史料保存會
水月新詩 村田　梅邨／編 豊原稲夫・須原屋源助
数奇全鈔聞書 上巻之部 不詳 －
随齋詩鈔 鹽田　随齋／〔著〕 止至善塾
随斎随筆 鹽田　随齋／〔著〕 －
西山遺事 安積　覚兵衛／〔著〕 －
清少納言枕双紙 清少納言／著 －
清新詩題 詩仏／ほか編 千鐘房・青藜閣・須賀屋伊八
正本李于鱗唐詩選 李　樊龍／編 高市氏・青霞堂
勢陽五鈴遺響 安岡　親毅／〔著〕 鈴木嘉兵衛
政理新論 エミール・アコラス／著 白石時康・酒井雄三郎
世説箋本 秦　士鉉／校 美濃屋伊六
節〓遺稿（節菴遺稿） 宮原　龍／〔著〕 宮原六之助
煎茶畧説 浪速楽水居主人／〔著〕 －
箋註蒙求校本 李　瀚／編 石田萬蘊堂・河内屋和助
線路運搬法 諸戸　北郎／〔著〕 諸戸北郎・大日本山林会
線路沿道名勝案内記 北勢鉄道株式会社／編 北勢鉄道
絶句類選 東陽／編 〓古精舎版
前訓 手嶋　堵庵／〔著〕 京都弘戸書林？
宗忠簡文鈔 宗　澤／著 荏土抱月蔵・山城屋佐兵衛
蘇東坡詩鈔 〔蘇　軾／著〕 西村治右衛門
訴答文例 谷田貝　謙／〔著〕 博聞社
村越傳記 不詳 －
増注補訂文章軌範 謝　枋得／ほか編 伊丹屋善兵衛
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増評八大家文讀本 沈　得潜／評点 玉巌堂・和泉屋金右衛門
増補合類大節用集 駒谷散人郁／〔著〕 村上又三郎
増補掌中以呂波韻大成 鎌田　禎／〔著〕 松村九兵衛
増補和哥作法 平安　餘裕／〔著〕 唐本屋吉左恵？・狐芳堂

増補萬葉小謡千秋樂 上田　重羽／〔著〕
觀世當流謳曲本、菊屋七郎
兵衛　皇都書林、菊屋長兵

續續詩語碎金（續々詩語碎金） 中根　容／〔著〕 不詳
大家點評揮毫青年詩文集 青木　輔清／編 青木輔清
退閑雑記 松平　定信／〔著〕 －
退閑雜記 松平　定信／〔著〕 鈴木正之助
太皷頭附謡 不詳 梅村彌右衛門
大朴遺稿 森村　大朴／〔著〕 稲香邨舎
竹廼舎歌集 東久世　通禧／〔著〕 武岡豊太
手綱染考 枩岡　行義／編 －
多度神寶鏡鈴之圖 小田切　寿江／〔著〕 不詳
多度神宮畧縁起 不詳 不詳
多度大神宮一目連大神大々御神楽畧記 宿禰　重郷／ほか〔著〕 不詳
玉あられ 本居　宣長／〔著〕 柏屋兵助
田むら 観世　清廉／〔著〕 桧常之助
第一文字之教 福沢　諭吉／〔著〕 福沢氏版
第一文字之教 福沢　諭吉／〔著〕 福沢氏版
大日本國盡頭書郡名 岡田　輔年／〔著〕 和泉屋市兵衛
第二文字之教 福沢　諭吉／〔著〕 福沢氏版
太政官翻譯懸譯 林　正明／〔著〕 博聞社
茶式花月集 不詳 三友堂東八　美濃屋喜七
仲氏遺稿補選 思亭／写 －
中等書鑒 村田　浩蔵／ほか書 繁本良之助
町村制市制講究会筆記 不詳 不詳
千代田城大奥 永島　今四郎／著 朝野新聞社
千代の友 桑名皇学会/編 桑名皇学会
通俗英吉利単語篇 梅浦　元善／〔著〕 和泉屋半兵衛・擇善居蔵版
月瀬游記 篠崎　小竹／著 －
附合亀鑑七歌仙注解 志　鶯巣／孝訂 －
帝国商法俗解 和田　篤太郎／編 春陽堂
訂正國史畧 岩垣　彦明／編 五車樓・菱屋孫兵衛
訂正古訓古事記 本居　宣長／校 菱屋亦兵衛
鉄槌 青木　宗胡／〔著〕 不詳
てにおは秘伝抄（天尓於波秘伝抄） 百花園道好／〔著〕 －
手尓葉大概抄 藤原　定家／〔著〕 －
點々山人筆記 點々山人／〔著〕 －
天保再刻大學道春点 朱　熹／注 竹林堂
天保再刻中庸道春点 朱　熹／注 竹林堂
天保再刻孟子道春点 朱　熹／注 河内屋喜兵衛
天保再刻論語道春点 朱　熹／注 竹林堂
東京新繁昌記 服部　撫松／〔著〕 奎章閣・山城屋政吉
東湖詩鈔 藤田　東湖／〔著〕 不詳

唐詩解頤 大典禅師／〔著〕
文會堂・文榮堂・象牙屋治郎
兵衛

頭書錦繍段鈔 天隠　龍澤／編 不詳
頭書増補和歌題林抄 一条　兼良／〔著〕 北村四郎兵衛
東藻会彙 萩野　復堂／選 須原屋茂兵衛
唐宋詩語玉屑 高木　専輔／編 岡田屋茂兵衛ほか
東洋之佳人 東海　散士／〔著〕 博文堂・原田庄左衛門
南山寿詞 井村　米太郎／編 密門怪範
南嶺子遺稿 桂　秋斎／〔著〕 －
日本歌學全書 第１編 大橋　新太郎／編 博文館
日本樂府 頼　山陽／〔著〕 河内屋和助
日本文鈔 源　世昭／編 菱屋孫兵衛
日本郵船会社創立願書創立規約命令書定款 日本郵船会社創立委員／編 日本郵船会社？
年々改正雲上明覧大全 西本願寺光徳府／編 竹原好兵衛
能樂 明治４１年 池内　信嘉／〔著〕 能樂館
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能樂 明治４２年 池内　信嘉／〔著〕 能樂館
能樂 明治４３年 池内　信嘉／〔著〕 能樂館
能樂装束抄 不詳 －
能樂精〓 齋藤　芳之助／〔著〕 能樂通信社
能樂笛譜 伊藤　広吉？／〔著〕 －
能の栞 大和田　建樹／〔著〕 博文館
那然小學教育論 チャーレス・ノルゼント／著 文部省
俳句席上談合筆記 大島　蓼太／著 －
佩文韻譜 大槻　如電／著 吉川弘文館
和歌呉竹集 尾崎　雅嘉／〔著〕 河内屋源七郎
和歌梯 富士谷　成章／〔著〕 葛西市郎兵衛
若葉集 吉川　豊／編 不詳
和歌秘伝抄 藤原　為家／〔著〕 －
倭漢三才圖會 寺嶋　良安／〔著〕 吉川弘文館
和漢詩題 思亭學人道／〔著〕 －
和漢年歴箋 不詳 千鍾房・須原屋茂兵衛
和漢名數 山中　正利／〔著〕
和漢名數大全 山中　正利？／〔著〕 和泉屋吉兵衛
和漢朗詠集 藤原　公任／編 勝村治右衛門
剥復録 不詳 －
博物新編 合信／著 萬屋兵四郎
白鹿洞書院掲示 朱　熹／〔著〕 不詳
和算手扣 不詳 －
渡邊崋山 白井　菊也／ほか〔著〕 東京図書出版
鉢植生育抄 春曙亭　梅窓／著 －
八桑枝集 不和　造酒三郎／〔著〕 桑名社務所
波南か當微（花筺） 花の舎　厚並／〔著〕 花の舎厚並
歯乃養生法 ホワイト／著 報知社
和文産語 太宰　純／〔著〕 研学会
早引紋帳大全 文堂のあるじ？／〔著〕 錺屋嘉兵衛
凡例目録 不詳 須原屋茂兵衛
梅村詩集 ２編 邨田　梅村／著 鈴木兎毛
梅敦詩鈔 広瀬　旭荘／著 羣玉堂・千鐘房・河内屋茂兵
晩唐十家絶句 杜　牧／ほか〔著〕 萬笈堂
萬民必読民法俗解 榎本　松之助／編 大阪平民館・榎本松之助
巴来万國史 グードリッチ／著 文部省・小笠原美治
武鑑 不詳 出雲寺和泉橡
武家装束着用圖 松岡　辰方／〔著〕 －
武家當時装束抄 松岡　辰方／〔著〕 －
服忌令 中原　章任／〔著〕 －
武邊咄聞書 国枝　清軒／〔著〕 －
文久二十六家絶句（文久廿六家絶句） 草場　珮川／ほか著 擁萬堂ほか・菱屋友七郎
文語粹金 鈴木　政寧／〔著〕 河内屋佐助
文文山文鈔 〔文　天祥／著〕 河内屋茂兵衛
文林節用筆海往来 山本　序周／編 大野木市兵衛
詠哥覺悟 □　雪斉／〔著〕 －
栄花物語 赤染衛門／〔著〕 不詳
英国救貧論 横山　〓／訳 丸屋善七
詠史詩集日本樂府詳解 坂井　松梁／注 青山堂
詠史絶句 鳥山　碩夫／ほか著 和泉屋金右衛門・迎風樓蔵
繪本南総里見八犬傳 曲亭　馬琴／〔著〕 文事堂・市川路周
圓機活法 王　世貞／校 山中出版舎
包結図説 安斎　伊勢／編 静幽堂蔵
報告書 第２１回（明治３９年上半季） 桑名紡績株式會社／編 桑名紡績
北雪美談時代加々見 為永　春水／著 若林堂・若狭屋與市
細川玄旨聞書全集 細川　玄旨／〔著〕 不詳
細川幽斎詠歌大概抄 三条西　実枝／講義 －
本朝言行録 林　鵞峰／〔著〕 以文会社
墨池筌 松平　定信／〔著〕 松平定晴
舞附 不詳 －
毎日神拜略式 三崎　民樹／〔著〕 三崎民樹
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道茂公老槐和歌集 中院　道茂／〔著〕 －
三重縣管内新舊町村名分合改稱録并ニ町村役
場位置

前田　平右衛門／〔著〕 前田平右衛門

三重縣皇典講究分所規則 三重県皇典講究分所？／編 三重県皇典講究分所？
三重縣史料 小野　茂吉／編 三重県史料保存会
三重県地理 不詳 不詳
三重縣令岩村定高管内巡回演舌筆記 岩村　定高／〔著〕 －
三重名所圖繪 米津　鎌治郎／〔著〕 伊勢新聞社
妙々奇談 周　滑平／著 －
御代始鈔御即位 一条　禅閣／〔著〕 今井七郎兵衛・藤原長兵衛
夢亭詩鈔 東　夢亭／〔著〕 山形屋傅右衛門・寄春草堂
名家詩文雑抄 不詳 －
明訓一斑抄 徳川　斉昭／著 －
明治七年甲戌四月御婚禮式三献次第 不詳 －
明治四十一年八月十日起仕舞手附 不詳 －
明治四十三年五月十一日起觀世流太皷頭附 不詳 －
文字の教附録手紙の文 福澤　諭吉／〔著〕 福沢氏版
模図 不詳 －
門のおち葉 本居　春庭／編 －
門のおち葉 後篇 殿村　常久／編 柏屋兵助
やまと錦（大和錦） 廣津　直人／ほか編 博文舘
遊郭移轉地事件公判速記 豊田　半之助／編 扶桑新聞社
有職聞書 不詳 －
有職聞書正誤 不詳 －
有職問答抄 野々宮　定基／ほか〔著〕 －
郵便物差出方心得 不詳 中川芳藏？
養痾詩紀 服部　擔風／〔著〕 服部粂之丞
幼學詩韻三編 東条　琴臺／校 千鍾房・青藜閣・須原屋伊八
謡曲界 神津　道一／〔著〕 謡曲界発行所
謡曲通觧 大和田　建樹／〔編〕 博文館
謡曲本 不詳 不詳
謡曲本 不詳 －
謡曲本 不詳 －
謡曲本 真砂路／〔著〕 －
幼稚園法二十遊嬉 関　信三／〔著〕 青山堂・青山清吉
輿地誌畧 内田　正雄／編 大学南校・文部省
喚子鳥 蘇生堂主人／〔著〕 －
よみくせ入伊勢物語 不詳 萬屋作右衛門
悦之書 伊勢　貞敦／ほか〔著〕 －
歐羅巴文明史 フランソワ・ギゾー／著 不詳
樂翁公遺書 松平　定信／〔著〕 八尾書店
楽亭茶道鈔　茶事掟より 松平　定信/著
樂亭茶話草稿 松平　定信／〔著〕 －
樂亭陶器考 松平　定信／〔著〕 －
羅山訓點孝經大義 薫　暃／注 伊丹屋善兵衛・栄業堂蔵
李于鱗唐詩選 李　樊龍／編 嵩山房・小林新兵衛
立華正道集 尋舊子／〔著〕 菱屋孫兵
立教館童蒙訓 松平　定信／〔著〕 －
栗山献誡 柴野　栗山？／〔著〕 －
流儀仕舞附 不詳 －
柳営秘鑑 菊池　弥門／〔著〕 －
類聚國史 菅原　道真／〔著〕 須原屋茂兵衛・伍梅堂蔵版
歴史綱鑑補 袁　黄／編 野田庄右衛門
聯語苑 不詳 永楽堂


