
冊数（予定）

29,342

以上

閣議・事務次官会議等資料

資　料　群

複製物の作成作業時期について

令和３年７月
国立公文書館

　国立公文書館では、館が保存する特定歴史公文書等について、複製物作成計画に基づき、複製物を作成してお
ります。
　令和３年度中に複製物を作成する下記の資料については、令和３年７月中旬から令和４年２月下旬にかけて作業
を行うこととしておりますので、お知らせいたします。
　なお、当該資料については、作業期間中、利用できない場合がありますので、ご了承下さい。

記

財政史資料・議会参考書
帝国議会（第 57 回～第 70 回）の政府答弁用参考資
料として作成された想定問答等（財務省から移管） 220

＊詳細は別紙１参照
行政文書

23,485

概　　　要

内務省、外務省、教部省等旧蔵資料

紅葉山文庫、豊後佐伯藩主毛利高標献上本等旧蔵資
料

100
閣議、事務次官等会議（昭和 27 年～昭和 36 年）の
資料を開催日順に綴った文書（内閣官房から移管）

5,537

＊詳細は別紙２参照

合　　　計

和　　　書

漢　　　籍

内閣文庫 ＊詳細は別紙３参照

＊詳細は別紙４参照



別紙１

　デジタル画像作成対象一覧

財政史資料・議会参考書

簿冊番号 簿冊名称

平２２財務01190100 財政史資料　議会参考書　５７議会　租税　（主税局）

平２２財務01191100 財政史資料　議会参考書　５７議会　租税　（主税局）

平２２財務01192100 財政史資料　議会参考書　５７議会　関税　（主税局）

平２２財務01193100 財政史資料　議会参考書　５７議会　正貨・国資運用・貨幣・金融　（国庫課）

平２２財務01194100 財政史資料　議会参考書　５７議会　支那　（国庫課）

平２２財務01195100 財政史資料　議会参考書　５７議会　賠償金特別会計・大蔵省証券　（国庫課）

平２２財務01196100 財政史資料　議会参考書　５７議会　国債・地方債・秩禄　（国債課）

平２２財務01197100 財政史資料　議会参考書　５７議会　昭・５予算（営繕管財局）　予算・煙草・塩・樟脳（専売局）

平２２財務01198100 財政史資料　議会参考書　５７議会　資金運用　（預金部）

平２２財務01199100 財政史資料　議会参考書　５７議会　特別貸付　（預金部）

平２２財務01201100 財政史資料　議会参考書　５８議会　法律案　（主計局）

平２２財務01202100 財政史資料　議会参考書　５８議会　昭・３決算・昭・５歳入追加予算　（主計局）

平２２財務01203100 財政史資料　議会参考書　５８議会　昭・３～４予備金支出事後承諾案　（主計局）

平２２財務01204100 財政史資料　議会参考書　５８議会　関税　（主税局）

平２２財務01205100 財政史資料　議会参考書　５８議会　関税　（主税局）

平２２財務01206100 財政史資料　議会参考書　５８議会　正貨・国資運用・金融　賠償金会計改正　（国庫課）

平２２財務01207100 財政史資料　議会参考書　５８議会　国債・秩禄　（国債課）

平２２財務01208100 財政史資料　議会参考書　５８議会　国債・秩禄　（国債課）

平２２財務01209100 財政史資料　議会参考書　５８議会　銀行想定問答（銀行局）　国有財産（営繕管財局）

平２２財務01210100 財政史資料　議会参考書　５８議会　資金運用　（預金部）

平２２財務01211100 財政史資料　議会参考書　５８議会　製鉄原料借款　（預金部）

平２２財務01212100 財政史資料　議会参考書　５８議会　特別貸付（１）　（預金部）

平２２財務01213100 財政史資料　議会参考書　５８議会　特別貸付（２）　（預金部）

平２２財務01214100 財政史資料　議会参考書　５８議会　予算・経済政策等答弁資料　（各局）

平２２財務01215100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６大蔵省所管予算（１）　（会計課）

平２２財務01216100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６大蔵省所管予算（２）　（会計課）

平２２財務01217100 財政史資料　議会参考書　５９議会　法律案　（主計局）

平２２財務01218100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６予算　（主計局）

平２２財務01219100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６歳入予算　（主計局）

平２２財務01220100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６追加予算・昭・４～５予備金承諾　（主計局）

平２２財務01221100 財政史資料　議会参考書　５９議会　租税　（主税局）

平２２財務01222100 財政史資料　議会参考書　５９議会　租税　（主税局）

平２２財務01223100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６租税・印紙収入予算　（主税局）

平２２財務01224100 財政史資料　議会参考書　５９議会　関税　（主税局）

平２２財務01225100 財政史資料　議会参考書　５９議会　関税　（主税局）

平２２財務01226100 財政史資料　議会参考書　５９議会　金融　（国庫課）
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財政史資料・議会参考書

簿冊番号 簿冊名称

平２２財務01227100 財政史資料　議会参考書　５９議会　支那　（国庫課）

平２２財務01228100 財政史資料　議会参考書　５９議会　支那　（国庫課）

平２２財務01229100 財政史資料　議会参考書　５９議会　大蔵省証券・金解禁等答弁　（理財局）

平２２財務01230100 財政史資料　議会参考書　５９議会　普通銀行・検査　（銀行局）

平２２財務01231100 財政史資料　議会参考書　５９議会　特別銀行　（銀行局）

平２２財務01232100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭・６予算　（営繕管財局）

平２２財務01233100 財政史資料　議会参考書　５９議会　国有財産　（営繕管財局）

平２２財務01234100 財政史資料　議会参考書　５９議会　特別貸付　（預金部）

平２２財務01235100 財政史資料　議会参考書　５９議会　煙草・塩・樟脳・予算・答弁　（専売局）

平２２財務01236100 財政史資料　議会参考書　５９議会　昭和６年度震災善後費関係書類

平２２財務01237100 財政史資料　議会参考書　６０議会　昭・７大蔵省所管予算　（会計課）

平２２財務01238100 財政史資料　議会参考書　６０議会　昭・６追加予算・昭・７予算　（主計局）

平２２財務01239100 財政史資料　議会参考書　６０議会　租税　（主税局）

平２２財務01240100 財政史資料　議会参考書　６０議会　金融　（国庫課）

平２２財務01241100 財政史資料　議会参考書　６０議会　支那　（国庫課）

平２２財務01242100 財政史資料　議会参考書　６０議会　賠償金　（国庫課）

平２２財務01243100 財政史資料　議会参考書　６０議会　賠償金　（国庫課）

平２２財務01244100 財政史資料　議会参考書　６０議会　法律案　（国債課）

平２２財務01245100 財政史資料　議会参考書　６０議会　国債　（国債課）

平２２財務01246100 財政史資料　議会参考書　６０議会　国債　（国債課）

平２２財務01247100 財政史資料　議会参考書　６０議会　銀行　（銀行局）

平２２財務01248100 財政史資料　議会参考書　６０議会　昭・７予算　（営繕管財局）

平２２財務01249100 財政史資料　議会参考書　６０議会　資金運用　（預金部）

平２２財務01250100 財政史資料　議会参考書　６１議会　事後承諾・法律案・満州事件費・想定問答　（主計局）

平２２財務01251100 財政史資料　議会参考書　６１議会　関税　（主税局）

平２２財務01252100 財政史資料　議会参考書　６１議会　国債・償還一部停止　（国債課）

平２２財務01253100 財政史資料　議会参考書　６１議会　特別貸付　（預金部）

平２２財務01254100 財政史資料　議会参考書　６２議会　昭・７大蔵省所管追加予算　（会計課）

平２２財務01255100 財政史資料　議会参考書　６２議会　法律案　（主計局）

平２２財務01256100 財政史資料　議会参考書　６２議会　昭・７歳出入実行予算　（主計局）

平２２財務01257100 財政史資料　議会参考書　６２議会　昭・７司法省追加予算・法律案　（主計局）

平２２財務01258100 財政史資料　議会参考書　６２議会　関税　（主税局）

平２２財務01259100 財政史資料　議会参考書　６２議会　資本逃避防止法案　大蔵省証券　（国庫課）

平２２財務01260100 財政史資料　議会参考書　６２議会　国債償還金繰入停止法案・国債　（国債課）

平２２財務01261100 財政史資料　議会参考書　６２議会　資金運用　（預金部）

平２２財務01262100
財政史資料　議会参考書　６３議会　昭・７大蔵省所管追加予算（会計課）　提出法律案・昭・７追加
予算（主計局）

平２２財務01263100 財政史資料　議会参考書　６３議会　答弁資料　（主税・銀行・専売局）

平２２財務01264100 財政史資料　議会参考書　６３議会　答弁資料　（主税・銀行・専売局）
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財政史資料・議会参考書

簿冊番号 簿冊名称

平２２財務01265100 財政史資料　議会参考書　６３議会　国債（国債課）　昭・７追加予算（営繕管財局）

平２２財務01266100 財政史資料　議会参考書　６３議会　資金運用・想定問答　（預金部）

平２２財務01267100 財政史資料　議会参考書　６４議会　昭・８大蔵省所管予算（１）　（会計課）

平２２財務01268100 財政史資料　議会参考書　６４議会　昭・８大蔵省所管予算（２）　（会計課）

平２２財務01269100 財政史資料　議会参考書　６４議会　昭・８大蔵省所管追加予算　（会計課）

平２２財務01270100 財政史資料　議会参考書　６４議会　法律案　（主計局）

平２２財務01271100 財政史資料　議会参考書　６４議会　昭・８予算　（主計局）

平２２財務01272100 財政史資料　議会参考書　６４議会　予備金支出事後承諾案　（主計局）

平２２財務01273100 財政史資料　議会参考書　６４議会　英貨債為替差損・満鉄株引受　（主計局）

平２２財務01274100 財政史資料　議会参考書　６４議会　租税・関税　（主税局）

平２２財務01275100 財政史資料　議会参考書　６４議会　貨幣法改正案　（国庫課）

平２２財務01276100 財政史資料　議会参考書　６４議会　金融　（国庫課）

平２２財務01277100 財政史資料　議会参考書　６４議会　樺太・朝鮮事業公債・国債　（国債課）

平２２財務01278100 財政史資料　議会参考書　６４議会　国債　（国債課）

平２２財務01279100 財政史資料　議会参考書　６４議会　銀行　（銀行局）

平２２財務01280100 財政史資料　議会参考書　６４議会　昭・８予算　（営繕管財局）

平２２財務01281100 財政史資料　議会参考書　６４議会　国有財産　（営繕管財局）

平２２財務01282100 財政史資料　議会参考書　６４議会　予算・煙草・塩・樟脳　（専売局）

平２２財務01283100 財政史資料　議会参考書　６４議会　会社業務（１）　（満鉄）

平２２財務01284100 財政史資料　議会参考書　６４議会　会社業務（２）　（満鉄）

平２２財務01285100 財政史資料　議会参考書　６５議会　大蔵省所管事項処理　（文書課）

平２２財務01286100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・８～９大蔵省所管追加予算　（会計課）

平２２財務01287100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９大蔵省所管予算（１）　（会計課）

平２２財務01288100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９大蔵省所管予算（２）　（会計課）

平２２財務01289100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９大蔵省所管予算　（会計課）

平２２財務01290100 財政史資料　議会参考書　６５議会　法律案　（主計局）

平２２財務01291100 財政史資料　議会参考書　６５議会　法律案・昭・８追加予算　（主計局）

平２２財務01292100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９予算　（主計局）

平２２財務01293100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９歳入予算　（主計局）

平２２財務01294100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９追加予算・満州事件費　（主計局）

平２２財務01295100 財政史資料　議会参考書　６５議会　為替相場変動経費　（主計局）

平２２財務01296100 財政史資料　議会参考書　６５議会　造兵廠・製絨所・通信特別会計　（主計局）

平２２財務01297100 財政史資料　議会参考書　６５議会　予備金支出承諾案　（主計局）

平２２財務01298100 財政史資料　議会参考書　６５議会　貿易調節法案　（主計局）

平２２財務01299100 財政史資料　議会参考書　６５議会　昭・９歳入予算　（主税局）

平２２財務01300100 財政史資料　議会参考書　６５議会　租税・関税　（主税局）

平２２財務01301100 財政史資料　議会参考書　６５議会　租税想定問答　（主税局）

平２２財務01302100 財政史資料　議会参考書　６５議会　正貨・国資運用・海外払・貨幣　（国庫課）
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財政史資料・議会参考書

簿冊番号 簿冊名称

平２２財務01303100 財政史資料　議会参考書　６５議会　日銀金買入法案・金融　（国庫課）

平２２財務01304100 財政史資料　議会参考書　６５議会　支那・大蔵省証券　（国庫課）

平２２財務01305100 財政史資料　議会参考書　６５議会　国債　（国債課）

平２２財務01306100 財政史資料　議会参考書　６５議会　国債　（国債課）

平２２財務01307100 財政史資料　議会参考書　６５議会　台湾・朝鮮事業公債・交付公債等　（国債課）

平２２財務01308100 財政史資料　議会参考書　６５議会　特別銀行　（銀行局）

平２２財務01309100 財政史資料　議会参考書　６５議会　普通銀行・検査　（銀行局）

平２２財務01310100 財政史資料　議会参考書　６５議会　外国為替管理　（外為管理部）

平２２財務01311100 財政史資料　議会参考書　６５議会　国有財産　（営繕管財局）

平２２財務01312100 財政史資料　議会参考書　６５議会　予算・煙草・塩・樟脳　（専売局）

平２２財務01313100 財政史資料　議会参考書　６５議会　専売答弁資料　（専売局）

平２２財務01314100 財政史資料　議会参考書　６５議会　営業状況　（満鉄）

平２２財務01315100 財政史資料　議会参考書　６６議会　議院建議案（文書課）　昭・９大蔵省所管追加予算（会計課）

平２２財務01316100 財政史資料　議会参考書　６６議会　法律案・昭・９追加予算（主計局）　関税（主税局）

平２２財務01317100 財政史資料　議会参考書　６６議会　金買入・金融（国庫課）　国債（国債課）

平２２財務01318100 財政史資料　議会参考書　６６議会　外国為替管理（外為管理部）　昭・９追加予算（営繕管財局）

平２２財務01319100 財政史資料　議会参考書　６７議会　答弁資料　（各局）

平２２財務01320100 財政史資料　議会参考書　６７議会　昭・９追加・昭・１０大蔵省所管予算　（会計課）

平２２財務01321100 財政史資料　議会参考書　６７議会　昭・１０大蔵省所管特別会計予算　（会計課）

平２２財務01322100 財政史資料　議会参考書　６７議会　提出法案・政府貸付処理法案　（主計局）

平２２財務01323100 財政史資料　議会参考書　６７議会　昭・９追加予算　（主計局）

平２２財務01324100 財政史資料　議会参考書　６７議会　昭・１０予算　（主計局）

平２２財務01325100 財政史資料　議会参考書　６７議会　昭・１０歳入予算　（主計局）

平２２財務01326100 財政史資料　議会参考書　６７議会　予備金支出事後承諾案　（主計局）

平２２財務01327100 財政史資料　議会参考書　６７議会　為替変動経費・政府貸付処理案　（主計局）

平２２財務01328100 財政史資料　議会参考書　６７議会　租税・関税　（主税局）

平２２財務01329100 財政史資料　議会参考書　６７議会　正貨・国資運用・海外払・貨幣　（国庫課）

平２２財務01330100 財政史資料　議会参考書　６７議会　賠償金・金融　（国庫課）

平２２財務01331100 財政史資料　議会参考書　６７議会　国債　（国債課）

平２２財務01332100 財政史資料　議会参考書　６７議会　国債・朝鮮事業公債法（国債課）　地方債（地方債課）

平２２財務01333100 財政史資料　議会参考書　６７議会　銀行　（銀行局）

平２２財務01334100 財政史資料　議会参考書　６７議会　銀行想定問答　（銀行局）

平２２財務01335100 財政史資料　議会参考書　６７議会　外国為替　（外為管理部）

平２２財務01336100 財政史資料　議会参考書　６７議会　昭・１０予算　（営繕管財局）

平２２財務01337100 財政史資料　議会参考書　６７議会　国有財産　（営繕管財局）

平２２財務01338100 財政史資料　議会参考書　６７議会　予算・煙草・塩・樟脳　（専売局）

平２２財務01339100 財政史資料　議会参考書　６７議会　特別貸付　（預金部）

平２２財務01340100 財政史資料　議会参考書　６７議会　資金運用・政府貸付処理法案　（預金部）
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財政史資料・議会参考書

簿冊番号 簿冊名称

平２２財務01341100 財政史資料　議会参考書　６８議会　昭・１１大蔵省所管予算　（会計課）

平２２財務01342100 財政史資料　議会参考書　６８議会　昭・１１大蔵省所管特別会計予算　（会計課）

平２２財務01343100 財政史資料　議会参考書　６８議会　昭・９決算・昭・１０予備金増額　（主計局）

平２２財務01344100 財政史資料　議会参考書　６８議会　昭・１１予算　（主計局）

平２２財務01345100 財政史資料　議会参考書　６８議会　昭・１１租税・印紙収入予算　（主税局）

平２２財務01346100 財政史資料　議会参考書　６８議会　租税・関税　（主税局）

平２２財務01347100 財政史資料　議会参考書　６８議会　正貨・国資運用・金買入等　（国庫課）

平２２財務01348100 財政史資料　議会参考書　６８議会　金融　（国庫課）

平２２財務01349100 財政史資料　議会参考書　６８議会　国債　（国債課）

平２２財務01350100 財政史資料　議会参考書　６８議会　国債（国債課）　地方債（地方債課）

平２２財務01351100 財政史資料　議会参考書　６８議会　銀行　（銀行局）

平２２財務01352100 財政史資料　議会参考書　６８議会　外国為替　（外為管理部）

平２２財務01353100 財政史資料　議会参考書　６８議会　昭・１１予算　（営繕管財局）

平２２財務01354100 財政史資料　議会参考書　６８議会　予算・煙草・塩・樟脳・答弁資料　（専売局）

平２２財務01355100 財政史資料　議会参考書　６９議会　答弁資料　（各局）

平２２財務01356100 財政史資料　議会参考書　６９議会　答弁資料　（各局）

平２２財務01357100 財政史資料　議会参考書　６９議会　昭・１１大蔵省所管追加予算　（会計課）

平２２財務01358100
財政史資料　議会参考書　６９議会　昭・１１大蔵省所管追加予算（会計課）　昭・１１歳入追加予算
（主計局）

平２２財務01359100 財政史資料　議会参考書　６９議会　昭・１１実行予算　（主計局）

平２２財務01360100 財政史資料　議会参考書　６９議会　昭・１１実行予算・昭・９決算　（主計局）

平２２財務01361100 財政史資料　議会参考書　６９議会　予備金支出事後承諾　（主計局）

平２２財務01362100 財政史資料　議会参考書　６９議会　法律案・事後承諾案　（主計局）

平２２財務01363100 財政史資料　議会参考書　６９議会　法律案及想定問答　（主計局）

平２２財務01364100 財政史資料　議会参考書　６９議会　国税徴収法・臨時利得税　（主税局）

平２２財務01365100 財政史資料　議会参考書　６９議会　正貨・国資運用・金買入・貨幣等　（国庫課）

平２２財務01366100 財政史資料　議会参考書　６９議会　金・金融　（国庫課）

平２２財務01367100 財政史資料　議会参考書　６９議会　満州　（国庫課）

平２２財務01368100 財政史資料　議会参考書　６９議会　満州　（国庫課）

平２２財務01369100 財政史資料　議会参考書　６９議会　満州金融　（国庫課）

平２２財務01370100 財政史資料　議会参考書　６９議会　中国　（国庫課）

平２２財務01371100 財政史資料　議会参考書　６９議会　中国金融　（国庫課）

平２２財務01372100 財政史資料　議会参考書　６９議会　国債（国債課）　地方債（地方債課）

平２２財務01373100 財政史資料　議会参考書　６９議会　銀行　（銀行局）

平２２財務01374100 財政史資料　議会参考書　６９議会　銀行　（銀行局）

平２２財務01375100 財政史資料　議会参考書　６９議会　外国為替　（外為管理部）

平２２財務01376100 財政史資料　議会参考書　６９議会　昭・１１追加予算　国有財産　（営繕管財局）

平２２財務01377100 財政史資料　議会参考書　６９議会　資金運用　（預金部）

平２２財務01378100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１１大蔵省所管追加予算　昭・１２予算　（会計課）
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財政史資料・議会参考書

簿冊番号 簿冊名称

平２２財務01379100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２大蔵省所管予算　（会計課）

平２２財務01380100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２大蔵省所管修正予算　（会計課）

平２２財務01381100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２大蔵省所管特別会計予算　（会計課）

平２２財務01382100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２大蔵省所管特別会計修正予算　（会計課）

平２２財務01383100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２大蔵省所管修正予算　（会計課）

平２２財務01384100 財政史資料　議会参考書　７０議会　重要国策経費予算　（会計課）

平２２財務01385100 財政史資料　議会参考書　７０議会　重要国策経費修正予算　（会計課）

平２２財務01386100 財政史資料　議会参考書　７０議会　税制・関税制度改革経費　昭・１２大蔵省所管追加予算

平２２財務01387100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１０大蔵省予備金事後承諾案　（会計課）

平２２財務01388100 財政史資料　議会参考書　７０議会　満州・満州特別　（財政経済調査課）

平２２財務01389100 財政史資料　議会参考書　７０議会　満州金融　（財政経済調査課）

平２２財務01390100 財政史資料　議会参考書　７０議会　満州想定問答　（財政経済調査課）

平２２財務01391100 財政史資料　議会参考書　７０議会　提出法律案　（主計局）

平２２財務01392100 財政史資料　議会参考書　７０議会　提出法律案　（主計局）

平２２財務01393100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１０決算　（主計局）

平２２財務01394100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１１実行予算　昭・１２予算　（主計局）

平２２財務01395100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２予算想定問答　（主計局）

平２２財務01396100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２予算想定問答　（主計局）

平２２財務01397100 財政史資料　議会参考書　７０議会　昭・１２予算（想定問答）　（主計局）

平２２財務01398100 財政史資料　議会参考書　７０議会　予備金支出事後承諾　（主計局）

平２２財務01399100 財政史資料　議会参考書　７０議会　租税　（主税局）

平２２財務01400100 財政史資料　議会参考書　７０議会　租税想定問答（一般）　（主税局）

平２２財務01401100 財政史資料　議会参考書　７０議会　租税想定問答（一般）　（主税局）

平２２財務01402100 財政史資料　議会参考書　７０議会　租税想定問答（一般・各税）　（主税局）

平２２財務01403100 財政史資料　議会参考書　７０議会　土地賃貸価格想定問答　（主税局）

平２２財務01404100 財政史資料　議会参考書　７０議会　関税　（主税局）

平２２財務01405100 財政史資料　議会参考書　７０議会　関税想定問答（１）　（主税局）

平２２財務01406100 財政史資料　議会参考書　７０議会　関税想定問答（２）　（主税局）

平２２財務01407100 財政史資料　議会参考書　７０議会　関税法改正想定問答　輸出統制税法　（主税局）

平２２財務01408100 財政史資料　議会参考書　７０議会　輸出統制税法　（主税局）

平２２財務01409100
財政史資料　議会参考書　７０議会　銑鉄輸入税免除・複関税法　貿易統計税法想定問答　（主税
局）

平２２財務01410100 財政史資料　議会参考書　７０議会　答弁資料　（理財局）
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別紙２

　デジタル画像作成対象一覧

閣議・事務次官会議等資料

簿冊番号 簿冊名称

平１４内閣00216100 閣議、事務次官等会議資料・昭和２７年３月２０日

平１４内閣00223100 第３次吉田内閣次官会議資料綴・昭和２７年４月３日

平１４内閣00224100 第３次吉田内閣閣議資料綴・昭和２７年４月５日（昭和２７年４月５日～４月１１日）

平１４内閣00237100 第３次吉田内閣閣議資料綴・昭和２７年５月９日～５月１３日

平１４内閣01472100 次官会議資料・昭和３５年７月２５日

平１４内閣01473100 閣議資料・昭和３５年７月２６日

平１４内閣01485100 閣議資料・昭和３５年８月１９日

平１４内閣01487100 次官会議資料・昭和３５年８月２２日

平１４内閣01488100 閣議資料・昭和３５年８月２３日

平１４内閣01491100 次官会議・昭和３５年８月２９日

平１４内閣01492100 閣議資料・昭和３５年８月３０日

平１４内閣01523100 次官会議資料・昭和３５年１０月２４日

平１４内閣01525100 閣議資料・昭和３５年１０月２５日

平１４内閣01544100 次官会議資料・昭和３５年１１月２８日

平１４内閣01546100 次官会議資料・昭和３５年１２月１日

平１４内閣01547100 閣議資料・昭和３５年１２月２日

平１４内閣01564100 閣議資料・昭和３６年１月５日

平１４内閣01566100 事務次官会議資料・昭和３６年１月１２日

平１４内閣01567100 閣議資料・昭和３６年１月１３日

平１４内閣01568100 次官会議資料・昭和３６年１月１６日

平１４内閣01570100 閣議資料・昭和３６年１月１８日

平１４内閣01571100 次官会議資料・昭和３６年１月１９日

平１４内閣01572100 閣議資料・昭和３６年１月２０日

平１４内閣01573100 次官会議資料・昭和３６年１月２３日

平１４内閣01574100 閣議資料・昭和３６年１月２４日

平１４内閣01576100 閣議資料・昭和３６年１月３０日

平１４内閣01577100 次官会議資料・昭和３６年１月３０日

平１４内閣01579100 次官会議資料・昭和３６年２月２日

平１４内閣01580100 閣議資料・昭和３６年２月３日

平１４内閣01581100 次官会議資料・昭和３６年２月６日

平１４内閣01583100 次官会議資料・昭和３６年２月９日

平１４内閣01584100 閣議資料・昭和３６年２月１０日

平１４内閣01585100 次官会議資料・昭和３６年２月１３日

平１４内閣01587100 次官会議資料・昭和３６年２月１６日

平１４内閣01588100 閣議資料・昭和３６年２月１７日

平１４内閣01589100 次官会議資料・昭和３６年２月２０日
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閣議・事務次官会議等資料

簿冊番号 簿冊名称

平１４内閣01590100 閣議資料・昭和３６年２月２１日

平１４内閣01591100 次官会議資料・昭和３６年２月２３日

平１４内閣01593100 次官会議資料（１）・昭和３６年２月２７日

平１４内閣01594100 次官会議資料（２）・昭和３６年２月２７日

平１４内閣01595100 閣議資料・昭和３６年２月２８日

平１４内閣01596100 次官会議資料・昭和３６年３月２日

平１４内閣01598100 次官会議資料・昭和３６年３月６日

平１４内閣01599100 閣議案件・昭和３６年３月７日

平１４内閣01600100 事務次官会議案件・昭和３６年３月９日

平１４内閣01601100 閣議案件・昭和３６年３月１０日

平１４内閣01602100 事務次官会議案件・昭和３６年３月１３日

平１４内閣01604100 事務次官会議案件・昭和３６年３月１６日

平１４内閣01605100 閣議案件・昭和３６年３月１７日

平１４内閣01606100 事務次官会議案件・昭和３６年３月２０日

平１４内閣01607100 閣議案件・昭和３６年３月２２日

平１４内閣01608100 事務次官会議案件・昭和３６年３月２３日

平１４内閣01609100 閣議案件・昭和３６年３月２４日

平１４内閣01610100 臨時事務次官会議案件・昭和３６年３月２５日

平１４内閣01611100 臨時閣議案件・昭和３６年３月２５日

平１４内閣01612100 事務次官会議案件・昭和３６年３月２７日

平１４内閣01613100 閣議案件・昭和３６年３月２８日

平１４内閣01614100 事務次官会議案件・昭和３６年３月３０日

平１４内閣01615100 閣議資料・昭和３６年３月３１日

平１４内閣01616100 事務次官会議案件・昭和３６年４月３日

平１４内閣01617100 閣議案件・昭和３６年４月４日

平１４内閣01618100 次官会議資料・昭和３６年４月６日

平１４内閣01619100 閣議資料・昭和３６年４月７日

平１４内閣01620100 事務次官会議案件・昭和３６年４月１０日

平１４内閣01621100 閣議案件・昭和３６年４月１１日

平１４内閣01622100 事務次官会議案件・昭和３６年４月１３日

平１４内閣01623100 閣議案件・昭和３６年４月１４日

平１４内閣01624100 事務次官会議案件・昭和３６年４月１７日

平１４内閣01625100 閣議案件・昭和３６年４月１８日

平１４内閣01626100 事務次官会議案件・昭和３６年４月２０日

平１４内閣01627100 閣議案件・昭和３６年４月２１日

平１４内閣01628100 次官会議資料・昭和３６年４月２４日

平１４内閣01629100 閣議資料・昭和３６年４月２５日

平１４内閣01630100 次官会議資料・昭和３６年４月２７日
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閣議・事務次官会議等資料

簿冊番号 簿冊名称

平１４内閣01631100 閣議資料・昭和３６年４月２８日

平１４内閣01632100 次官会議資料・昭和３６年５月１日

平１４内閣01633100 閣議資料・昭和３６年５月２日

平１４内閣01634100 次官会議資料・昭和３６年５月４日

平１４内閣01635100 閣議資料・昭和３６年５月６日

平１４内閣01636100 次官会議資料・昭和３６年５月８日

平１４内閣01637100 閣議資料・昭和３６年５月９日

平１４内閣01638100 次官会議資料・昭和３６年５月１１日

平１４内閣01640100 次官会議資料・昭和３６年５月１５日

平１４内閣01641100 閣議資料・昭和３６年５月１７日

平１４内閣01642100 次官会議資料・昭和３６年５月１８日

平１４内閣01644100 次官会議資料・昭和３６年５月２２日

平１４内閣01645100 閣議資料・昭和３６年５月２３日

平１４内閣01646100 次官会議資料・昭和３６年５月２５日

平１４内閣01647100 閣議資料・昭和３６年５月２６日

平１４内閣01648100 次官会議資料・昭和３６年５月２９日

平１４内閣01650100 次官会議資料・昭和３６年６月１日

平１４内閣01651100 閣議資料・昭和３６年６月２日

平１４内閣01652100 次官会議資料・昭和３６年６月５日

平１４内閣01653100 次官会議資料・昭和３６年６月５日

平１４内閣01654100 次官会議資料・昭和３６年６月８日

平１４内閣01655100 閣議資料・昭和３６年６月９日

平１４内閣01656100 次官会議資料・昭和３６年６月１２日

平１４内閣01658100 次官会議資料・昭和３６年６月１５日

平１４内閣01659100 閣議資料・昭和３６年６月１６日

平１４内閣01660100 次官会議資料・昭和３６年６月１９日

10/118



別紙3

　デジタル画像作成対象一覧

内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１３７－０１０８ 続日本紀考証

１３７－０１２５ 日本後紀

１３８－０１１６ 訓蒙大日本史

１３９－００６５ 国史略

１３９－００６８ 訂正続続皇朝史略

１３９－０１０４ 続国史略

１３９－０１１２ 訓蒙皇国史略

１３９－０１１４ 小杉雅三編輯訓蒙国史略

１３９－０１２９ 日本略史

１３９－０１３７ 日本略史

１３９－０１４１ 日本政記

１３９－０１５２ 本朝略史

１３９－０１６２ 国史訓蒙

１３９－０１６４ 日本政記便蒙

１３９－０１６８ 史学童観抄

１３９－０１６９ 史学童観抄

１４０－０００２ 国史攬要

１４０－０００６ 国史攬要

１４０－０００７ 国史纂要

１４０－０００９ 国史攬要

１４０－００１５ 日本史略

１４０－００１６ 日本史略

１４０－００１７ 校正日本史略

１４０－００１８ 校正日本史略

１４０－００１９ 日本史略

１４０－００２１ 日本新史

１４０－００３９ 国史要略

１４０－００５６ 国史集要

１４０－００６２ 日本全史

１４０－００６４ 国史綱鑑

１４０－０１００ 日本国史略

１４０－０１３９ 啓蒙日本外史

１４０－０１４１ 啓蒙日本外史

１４０－０１７０ 国史紀事本末

１４０－０２７１ 近世日本外史

１４０－０２８０ 校補近世史略
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内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１４０－０２８３ 近世史略

１４０－０２８８ 明治新史

１４０－０２８９ 明治新史

１４０－０２９２ 近世日本略史

１４０－０３１３ 近世大東略史

１４１－０１０４ 三正綜覧

１４１－０１５３ 歴史通覧

１４１－０１７４ 文芸類纂

１４１－０１７８ 本朝古今沿革余論

１４２－０６７６ 寛延造替外宮御正殿図

１４２－０７１６ 内宮宮中絵図

１４２－０８８４ 二見氏家譜

１４２－１０４４ 石清水臨時祭諸装束図

１４２－１０６２ 北野臨時祭社頭内外設図

１４２－１０８６ 賀茂下上社古図

１４２－１１１３ 松尾社頭之図

１４２－１１２２ 松尾社頭之図

１４２－１１５３ 春日祭図

１４３－００１７ 大神神社額字写

１４３－００２６ 大和国大神神社古絵図

１４３－００５０ 大和国大神神社境内全図

１４３－００６８ 晃山御宮秘図

１４３－０２３９ 日光山御宮図

１４３－０２４１ 久能山御宮図

１４３－０２７９ 毎朝神拝詞記

１４３－０４６８ 上記鈔訳

１４３－０５９２ 赤県太古伝

１４３－０６１２ 童蒙入学門

１４３－０６５６ 皇道論

１４３－０６７９ 道の栞

１４３－０６８０ 道の栞

１４３－０７３５ 神教要旨

１４４－０００１ 天皇御祭日一覧

１４４－００８３ 大内裡全図

１４４－００８４ 大内裡全図

１４４－００８５ 大内裡全図

１４４－００８７ 大内裏図

１４４－００８９ 京城略図
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内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１４４－００９１ 大内裡全図

１４４－０１５３ 太政官図

１４４－０１５４ 柴宸殿図

１４４－０１６１ 西京御所之図

１４４－０１６２ 飛香舎代御構図

１４４－０１６４ 飛香舎之図

１４４－０１６７ 大内裡全図

１４４－０１６８ 仙洞御所女院御所御上棟絵図

１４４－０１７８ 大内裡全図

１４５－０１４０ 内裏式朝賀之図

１４５－０５２３ 新嘗祭之図

１４５－０５２４ 新嘗祭有行幸之儀西舎代之図

１４５－０５２９ 新嘗祭図

１４５－０７６８ 御即位之図

１４５－０７８１ 御即位庭上之図

１４５－０７８２ 礼服御覧警固図

１４５－０７８３ 御即位雨儀図

１４５－０７８４ 御即位庭上之図

１４５－０８０１ 御即位殿庭御装飾図

１４５－０８０３ 御即位万歳幡

１４５－０９６２ 大嘗会行事所始官東庁代之図

１４５－０９６７ 廻立殿之図

１４５－０９６８ 大嘗会由之奉幣之図

１４５－０９６９ 悠紀主基廻立殿図

１４５－０９７０ 悠紀御殿之図

１４５－０９７２ 元文三年大嘗会庭上之図

１４５－０９７３ 辰日巳日等節会雨儀図

１４５－０９７４ 悠紀主基節会図

１４５－０９７５ 大嘗会由之奉幣神祇官代発遣之図

１４５－０９７６ 大嘗会悠紀主基辰巳節会図

１４５－０９７７ 大嘗会庭上図

１４５－０９７８ 悠紀主基節会図

１４５－０９７９ 大嘗会祭図

１４５－０９８０ 悠紀主基節会雨儀図

１４５－１００５ 鴨社御参籠御幸之時御所差図

１４５－１０３８ 南殿御元服之図

１４５－１０４３ 後宴並賀表南殿之図

１４５－１０４４ 後宴並賀表南殿之図
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内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１４５－１０４５ 後宴並賀表南殿之図

１４５－１１５８ 御元服南庭之図

１４５－１１６２ 御元服南庭図

１４５－１１６３ 御元服南庭之図

１４５－１１６６ 東宮御元服宴会御装束之図

１４５－１１６７ 東宮御元服御装束図

１４５－１１６８ 東宮御元服御装束之図

１４５－１２３２ 立后本宮図

１４６－０６３３ 官職補任双六

１４６－０６７８ 官職補任図絵

１４６－０７５４ 上代衣服考

１４７－０５１９ 柴宸殿御装餝図

１４７－０５３４ 柴宸殿御装餝図

１４７－０５３５ 即位庭上御装飾図

１４７－０５４０ 高御座白絵図

１４７－０５４１ 清涼殿代諒闇御装束図

１５０－００２７ 東府外紀

１５３－０００４ 柳営年中行事

１５３－００２１ 相撲上覧記

１５３－００４１ 室町家礼式

１５３－０１６５ 永禄四年辛酉三月晦日御成次第之事

１５３－０１８６ 伊勢京都日光持参之留

１５３－０２５０ 雑事覚悟事

１５３－０２５７ 万聞書

１５３－０３２５ 服忌令

１５３－０３２７ 服忌令撰註

１５３－０４３１ 日本兵器沿革誌

１５４－００６７ 鎧色談

１５４－００９４ 空中斎艸鈔

１５４－０１８７ 弓馬秘蔵

１５４－０２０３ 大双紙

１５４－０２２８ 犬追物記

１５４－０２７３ 的中外

１５４－０３０７ 新流鏑馬之書

１５４－０４３３ 角觝秘事解

１５４－０４３４ 練水要訣

１５５－００７９ 華族類別譜

１５５－００８０ 華族類別譜
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内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１５５－００８１ 華族類別譜

１５５－００８３ 華族類別名鑑

１５５－００８４ 華族類別譜

１５５－００８５ 華族名鑑

１５５－００８６ 華族名鑑

１５５－００８７ 華族名鑑

１５５－００８８ 華族名鑑

１５５－００８９ 華族名鑑

１５５－００９０ 華族名鑑

１５５－００９１ 華族名鑑

１５５－００９２ 華族名鑑

１５５－００９３ 華族名鑑

１５５－００９４ 華族名鑑

１５５－００９５ 武家華族名誉伝

１５５－００９６ 華族諸家伝

１５５－００９７ 新編華族名鑑

１５５－０１１８ 伊達家旧臣伝記

１５５－０１６６ 南部五世伝

１５５－０１７６ 訂正古語拾遺

１５５－０１８２ 新刻古語拾遺

１５５－０１８３ 村上忠順標註古語拾遺

１５５－０１８５ 古語拾遺講義

１５５－０１８７ 標註古語拾遺

１５５－０１８８ 古語拾遺略解

１５５－０１８９ 古語拾遺

１５５－０１９８ 古語拾遺

１５５－０１９９ 古語拾遺正訓

１５５－０２００ 古語拾遺

１５５－０２２４ 太田家記

１５５－０２３７ 児島誌

１５５－０２９７ 大内氏実録

１５５－０２９８ 楠氏考

１５５－０２９９ 楠氏考

１５５－０３３６ 天野氏譜録

１５５－０３３７ 松浦家世略伝

１５５－０３３８ 佐藤荘司家伝

１５５－０３８５ 新編纂図本朝尊卑分脉系譜雑類要集

１５７－０００６ 新田族譜
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内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１５７－００５１ 太田三楽斎家系纂考

１５７－００８０ 藤氏系図

１５７－０１１１ 津軽系図略

１５７－０２０３ 石川清兵衛由緒書

１５７－０２１０ 親類書

１５７－０２４７ 姓氏標記新撰名乗字引大成

１５７－０２５０ 韻鏡名乗集

１５７－０２５１ 姓氏便覧

１５７－０２５２ 姓氏便覧

１５７－０３００ 文明余響

１５７－０３０９ 名誉新誌

１５７－０３１１ 明治史伝

１５７－０３１６ 豊臣四将伝

１５７－０３１７ 豊臣四将伝

１５７－０３３２ 皇朝尊愛史

１５７－０３３３ 校刻日本勤王篇

１５７－０３３４ 小学日本勤王篇

１５７－０３４０ 挿画近世名家伝

１５７－０３４１ 挿画近世名家伝

１５７－０３４２ 近世名家伝

１５７－０３４４ 愛国偉績

１５７－０３４５ 愛国偉績

１５７－０３６８ 皇道伝統録

１５７－０３７７ 近世先哲叢談

１５７－０３７８ 近世先哲叢談

１５７－０３７９ 近世先哲叢談

１５７－０３８０ 歴代名医一覧

１５７－０３９１ 皇国名医伝

１５８－０００２ 忠孝画伝

１５８－０００６ 郡中小孝節録

１５８－０００７ 郡中小孝節録

１５８－００１０ 資行伝

１５８－００１１ 資行伝

１５８－００１２ 資行伝

１５８－００２３ 芸備孝義伝

１５８－００３３ 義人録

１５８－００３７ 重訂赤穂義人録補正

１５８－００４７ 赤穂四十七士伝
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簿冊番号 簿冊名称

１５８－００７６ 英烈遺事

１５８－００７７ 近世孝子伝

１５８－００７８ 近世孝子伝

１５８－００７９ 近世孝子伝

１５８－００８１ 近世義烈伝

１５８－００９５ 殺気満紙三十一豪傑列伝

１５８－００９６ 海南義烈伝

１５８－００９７ 近世英傑略伝

１５８－０１１５ 阿淡孝子伝

１５８－０１５８ 大東列女伝

１５８－０１５９ 校訂本朝列女伝

１５８－０１６０ 校訂本朝列女伝

１５８－０１６１ 小学勧善本朝列女伝

１５８－０１６２ 日本列女伝

１５８－０１６４ 山内一豊夫人若宮氏の伝

１５８－０１６５ 本朝彤史列女伝

１５８－０１６６ 烈婦伝

１５８－０１６８ 新撰列女伝

１５８－０１７９ 本居藤子刀自略伝

１５８－０１８２ 芳香余談二葉迺風

１５８－０１８６ 隠逸全伝

１５８－０１８７ 近世盲者鑑

１５８－０１９４ 扶桑隠逸伝

１５８－０２０１ 仰景志

１５８－０２０２ 明治中興憾旧編

１５８－０２０３ 明治中興雲台図録

１５８－０２１８ 十七憲法和解

１５８－０２２８ 鎌倉宮略伝記

１５８－０２２９ 鎌倉宮略伝記

１５８－０２５０ 通俗絵入大友能直公御一代記

１５８－０２５１ 洗寃小言

１５８－０２５２ 細川頼之補伝

１５８－０２５３ 洗寃史論

１５８－０２５５ 上杉謙信公略履歴

１５８－０２７８ 秀郷事実考

１５８－０２９４ 津軽藩祖略記

１５８－０２９８ 勝茂公譜考補

１５８－０３８７ 藤樹先生年譜
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簿冊番号 簿冊名称

１５８－０３８８ 津田永忠君年譜

１５８－０３８９ 芭蕉翁終焉記

１５８－０３９０ 山田長政本伝

１５８－０３９３ 野中兼山先生伝

１５８－０３９４ 山田原欽先生事蹟

１５８－０３９５ 白石先生年譜

１５８－０４０７ 武公遺事

１５８－０４３３ 蕃山先生年譜

１５８－０４４４ 三条実美公年譜

１５８－０４５７ 星岳富小路先生小伝

１５８－０４７８ 高山操志

１５８－０４８２ 雲井竜雄之伝

１５８－０４８３ 頼山陽外史小伝

１５８－０４８４ 山県大弍伝

１５８－０４８６ 無息軒翁一代記

１５８－０４８７ 三好監物忠節録

１５８－０４８８ 山岡鉄舟居士伝

１５８－０４９０ 松岡先生年譜

１５８－０４９４ 渡辺華山忠孝血涙譚

１５８－０５０１ 山陽行状往復書

１５８－０５０３ 明カラス

１５８－０５０４ 佐久間象山大志伝

１５８－０５０７ 二老略伝

１５８－０５０８ 磐翁年譜

１５８－０５０９ 内閣顧問贈正二位故木戸公小伝

１５８－０５１０ 無息軒翁一代記

１５８－０５１１ 空前絶後盲人之王塙検校伝

１５８－０５１２ 桜老加藤先生年譜

１５８－０５１８ 本朝言行録

１５８－０５２４ 松平正直君治績概要

１５８－０５２５ 故内大臣正一位大勲位公爵三条実美公銅像紀念碑建設趣意書

１５８－０５４４ 皇朝言行録

１５８－０５４５ 皇朝言行録

１５８－０５４６ 訂正増補皇朝言行録

１５８－０５４７ 要言類纂

１５８－０５４９ 名将言行録

１５８－０５５１ 三州良民言行録

１５８－０５５２ 古哲明言鈔
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簿冊番号 簿冊名称

１５８－０５５７ 古史言行頌

１５９－０００５ 明徴録

１５９－００３６ 高松家記

１５９－００７７ 靖献遺言

１５９－００７８ 佐氏遺言集

１５９－００８０ 見聞私記

１５９－００８４ 及門遺範

１５９－００９９ 遺言類記

１５９－０１２４ 増補宋名臣言行録定釈

１５９－０１３３ 言行録

１５９－０１３９ 今世欧米英傑伝

１５９－０１４１ 今世西洋英傑伝

１５９－０１４４ 西哲叢談

１５９－０１５７ 清史逸話

１５９－０１６０ 各国英智史略

１５９－０１６１ 唐宋八家叢話

１５９－０１６６ 林慶業伝

１５９－０１６７ 林慶業伝

１５９－０１７０ 東坡外伝

１５９－０１７２ 泰西明言

１５９－０１７３ 泰西明言

１５９－０１７４ 泰西名家幼伝

１５９－０１７５ 高名家表

１５９－０１７６ 古今万国英婦列伝

１５９－０１７７ 拿破倫詳伝

１５９－０１８０ 通俗和聖東伝

１５９－０１８１ 仏帝三世ナポレヲン小伝

１５９－０１８２ 西洋列女伝

１５９－０１８３ 馬哈黙伝

１５９－０１８４ 泰西列女伝

１５９－０１８５ 拿破崙第一世伝

１５９－０１８６ 東洋民権百家伝

１５９－０１８８ 卑斯麦格伝

１５９－０１９０ 偉績叢伝

１５９－０１９１ 偉績叢伝

１５９－０１９２ 偉績叢伝

１５９－０１９３ 通俗民権百家伝

１５９－０１９５ 斯邁爾斯自助論
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簿冊番号 簿冊名称

１５９－０１９６ 斯邁爾斯自助論

１５９－０１９７ 小学立志編

１５９－０１９９ 日本経済立志編

１５９－０２００ 日本立志編

１５９－０２０２ 日本立志編

１５９－０２０６ 明治文雅姓名録

１５９－０２１２ 部類文書

１５９－０２１３ 南狩遺文

１５９－０２１９ 判物証文写

１５９－０２６２ 御感書

１５９－０３１８ 新井筑後守考世良田長楽寺宝蔵文書

１５９－０３２４ 香取文書纂総目次

１５９－０３２５ 香取文書纂総目次

１５９－０３５０ 打田家伝券書

１５９－０３５９ 建久元弘延元慶長文書

１６０－００４５ 参州寺社古文書

１６０－００６８ 常陸国吉沼文書

１６０－００７５ 亡友録

１６１－００３９ 少外記清原重憲記

１６１－００６４ 兵範記

１６１－００６８ 兵範記

１６２－０１０６ 吉槐記

１６２－０１０８ 吉槐記

１６２－０１６９ 愚管記

１６２－０１７３ 結城上野入道道忠公遺墨軍中日記訓解

１６２－０２６２ 在盛卿記

１６３－０００８ 親俊日記

１６３－００３８ 伺事記録

１６３－００５０ 親元日記

１６３－００５２ 結番日記

１６３－００６５ 天正日記

１６３－００７３ 蔭凉軒日録

１６３－０１００ 永禄八乙丑年日記

１６３－０１２０ 俊親卿記

１６５－００１５ 柳営日次記

１６５－００８１ 鈴木大日記

１６５－０１６９ 鎮将府日誌

１６５－０１７０ 集議院日誌
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１６５－０１７６ 東京城日誌

１６５－０１７７ 東京城日誌

１６５－０１７８ 東京城日誌

１６６－０００３ 海軍省日誌

１６６－０００４ 司法省日誌

１６６－０００６ 司法省日誌

１６６－０００９ 民部省日誌

１６６－００１０ 民部省日誌

１６６－００１１ 民部省日誌

１６６－００２７ 明治十年征討軍団記事

１６６－００２８ 明治十年征討軍団記事

１６６－００２９ 明治十年征討軍団記事

１６６－００３０ 議案録

１６６－００３８ 卜斎記

１６６－００６８ 朝鮮在陳の人ヨリ贈ル手札

１６６－０１０１ 道斎聞書

１６６－０１０２ 北川遺書記

１６６－０１４２ 土屋忠兵衛知貞私記

１６６－０１６３ 回顧録

１６６－０１７０ 佐賀征討記

１６６－０１７１ 佐賀征討日誌

１６６－０１７２ 佐賀征討日誌

１６６－０１７３ 佐賀征討日誌

１６６－０１７４ 佐賀征討日誌

１６６－０１９１ 南山蹈雲録

１６６－０１９４ 折たく柴の記

１６６－０２７１ 夢路の記

１６６－０２７２ 幸次郎手留

１６６－０３２８ 天保辛丑薨話記

１６６－０３６４ 尊攘紀事

１６６－０３６９ 十津川記事

１６６－０３７０ 尊攘紀事

１６６－０３７３ 常野紀聞

１６６－０３９３ 日清貫珍

１６６－０３９４ 尽忠録

１６６－０３９７ 日清貫珍

１６６－０３９８ 通俗遭難記実

１６６－０３９９ 日清貫珍
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１６６－０４７５ 米沢藩衰弊録

１６６－０５１３ 東京開市三百年祭記事

１６６－０５２６ 寛政四年島原地変記稿

１６６－０５２９ 海嘯懲毖要録

１６６－０５３０ 明治十七年八月・九月暴風記事

１６７－０００５ 戦略編拾遺

１６７－０００６ 戦略編拾遺

１６７－０００７ 続皇朝戦略編

１６７－０００８ 近世四戦紀聞

１６７－００５７ 源平盛衰記

１６７－００７８ 太平記鈔

１６７－００９４ 足利持氏滅亡記

１６７－０１０２ 鎌倉大草子

１６８－００１３ 天正記

１６８－００５６ 川角太閤記

１６８－０１０５ 朝鮮征伐之事

１６８－０１４４ 関ヶ原軍記備考

１６８－０２６４ 原城耶蘇乱記

１６８－０３０９ 熊本十日記

１６８－０３１１ 雨窓紀聞

１６８－０３１２ 雨窓紀聞

１６８－０３１３ 佐賀電信録

１６８－０３１４ 丁丑乱概

１６８－０３１５ 西南鎮静録

１６８－０３１６ 松廼落葉

１６８－０３１９ 麦叢録

１６８－０３２０ 朝鮮軍記

１６８－０３２１ 肥長電信録

１６８－０３３９ 信長公記

１６９－００７７ 河越記

１６９－０２８８ 列国城雉図

１６９－０２９３ 和漢軍談

１７０－００６６ 続武者物語

１７０－０１０６ 語伝集

１７０－０１０９ 武功記

１７０－０１８７ 聞見録

１７１－０００３ 参考源平盛衰記

１７１－００２３ 三楠実録
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１７１－００３５ 武田三代軍記

１７１－００３６ 甲越信戦録

１７２－０１２０ 増補改訂兵要日本地理小誌

１７２－０１２２ 兵要日本地理小誌

１７２－０１２３ 兵要日本地理小誌

１７２－０１２５ 日本地理全誌

１７２－０１２６ 皇国地理書

１７２－０１２７ 皇国地理書

１７２－０１２８ 皇国地理書

１７２－０１３１ 日本地理全誌

１７２－０１３５ 日本事情

１７２－０１６９ 京の水

１７２－０１８１ 京都金沢地積

１７２－０１９１ 京都金沢地積

１７２－０１９２ 京都金沢地積

１７２－０１９６ 京都繁栄記

１７２－０２００ 大和国町村誌集

１７２－０２１１ 平城坊目遺考

１７２－０２５５ 兵庫名所記

１７２－０２８２ 三国地誌

１７２－０２８３ 伊州故事考

１７２－０２８７ 観瀑図誌

１７３－０００１ 九九五集

１７３－０００３ 志摩国旧地考

１７３－００１５ 尾張名所図会

１７３－００１６ 尾張名所図会

１７３－００３１ 参河国西加茂郡誌

１７３－００９５ 沼津雑誌

１７３－０１３０ 増訂豆州志稿

１７３－０１３７ 豆州熱海誌

１７３－０１４６ 熱海温泉図会

１７３－０２０７ 箱根熱海温泉道案内

１７４－００４６ 東京名勝図会

１７４－００４８ 江戸名勝詩

１７４－００５７ 東京一覧

１７４－００９０ 御岳山由来記

１７４－００９１ 保土ヶ谷町地誌

１７４－０１０７ 大日本国誌
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１７４－０１０８ 大日本国誌

１７４－０１０９ 大日本国誌

１７４－０１２０ 香取新誌

１７４－０１２２ 北総詩誌

１７４－０１２３ 北総詩誌

１７４－０１７３ 淡海廿四勝図記

１７４－０２１６ 信濃奇勝録

１７４－０２３３ 磯部鉱泉繁昌記

１７４－０２３４ 上野名跡志

１７４－０３０１ 奥羽観蹟聞老志

１７４－０３０３ 奥羽観蹟聞老志

１７５－０００６ 監松勝概

１７５－０００７ 監松勝概

１７５－０００８ 松島案内

１７５－００１０ 松島図誌

１７５－００３３ 出羽国風土記

１７５－００４５ 男鹿名勝誌

１７５－００６７ 越中地理志

１７５－００９８ 佐渡全州地誌摘要

１７５－０１４９ 竹島雑誌

１７５－０１５０ 竹島雑誌

１７５－０１５１ 竹島雑誌

１７５－０１６５ 湯野村誌

１７５－０１７３ 岡山名所図会

１７５－０１８４ 厳島宮路の枝折

１７５－０１９５ 八江萩名所図画

１７６－００２２ 正篇阿波国名勝記

１７６－０１２９ 古城考

１７６－０１７４ 地名索引

１７６－０１７５ 地名索引

１７６－０１７６ 増補皇国地名一覧

１７６－０１７７ 三府沿革概言

１７６－０１７８ 府県管轄表

１７６－０１８２ 国郡訓義

１７６－０１８９ 本朝国郡建置図説

１７６－０１９５ 皇国地名要覧

１７６－０１９６ 府県便覧

１７６－０１９７ 三府沿革概言
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１７６－０２００ 郡区町村一覧

１７６－０２０１ 郡区町村一覧

１７６－０２０８ 天正文禄香取水帳

１７６－０２０９ 熊本県郡区便覧

１７６－０２１０ 地名字引

１７６－０２１２ 白川県下区画便覧

１７６－０２１４ 新潟県改正市町村名簿

１７６－０２１７ 郡区町村一覧

１７６－０２２６ 府県管轄一覧

１７６－０２３０ 諸国郡郷考

１７６－０２３２ 和名類聚抄地名索引

１７６－０２７５ 地方須覧

１７６－０３２４ 増補掌中唐宋詩学類苑大成

１７７－０３２７ 皇国図説

１７７－０４９９ 本朝国郡建置図説

１７７－０６０３ 北陸東海御巡幸誌

１７７－０８６６ 晃山官程私注全図

１７７－０８６８ 晃山紀行

１７７－０８６９ 日光紀游

１７７－０８７０ 色音論

１７７－０９０３ 毛山探勝録

１７７－０９０５ 近游日録

１７７－０９０７ 毛游記程

１７７－０９１１ あさきぬ

１７７－０９２７ 北陸東海御巡幸日誌

１７７－０９３３ 壬戌覉旅漫録

１７７－０９３４ 畿道巡回日記

１７７－０９４１ 扈蹕日乗

１７７－０９４２ 扈蹕日乗

１７７－０９４３ 隨鑾紀程

１７７－０９４４ 隨鑾紀程

１７７－０９４８ 葉桜日記

１７７－０９５０ 巡幸日誌

１７７－０９５１ 小豆島御寄泊私記

１７７－０９６０ 東遊日録

１７７－０９８２ 峡程記

１７７－０９８８ 第二回巡回紀行

１７７－０９８９ 踏雲遊記
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１７７－０９９０ 甲信紀程

１７７－１０５４ 使会津記

１７７－１０５７ 奥游日記

１７７－１０８５ 土佐日記地理考

１７７－１１０６ 遊鬼通路渓記

１７７－１１０８ 土佐日記略解

１７７－１１３１ み山路の日記

１７８－００４０ 台湾水路誌

１７８－００４１ 台湾水路誌

１７８－００４２ 台湾水路誌

１７８－００４３ 大日本南島水路誌

１７８－００５５ 新増補大日本船路細見記

１７８－０１２０ 北海道志

１７８－０１２９ 北海道志

１７８－０１３０ 北海道志

１７８－０２０７ 北海紀行

１７８－０２２４ 北門時事

１７８－０２２５ 北門時事

１７８－０２２６ 窮北日誌

１７８－０２４６ 北島志

１７８－０２４７ 北島志

１７８－０２５６ 蝦夷年代記

１７８－０２５８ 蝦夷風土記

１７８－０２６２ 蝦夷風俗彙纂

１７８－０３６２ 沖縄志

１７８－０３６３ 沖縄志

１７８－０３６４ 沖縄志

１７８－０３６７ 大日本南島水路誌

１７８－０３６９ 沖縄志略

１７８－０３７２ 琉球新誌

１７８－０３７４ 沖縄志略

１７８－０４２４ 琉球藩史

１７８－０４２７ 琉球藩史

１７８－０４２８ 南島紀事

１７８－０４６７ 朝鮮国地誌摘要

１７８－０４６９ 朝鮮地誌

１７８－０４７０ 朝鮮地誌略

１７８－０４７２ 台湾風土記
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１７８－０４８９ 台湾水路誌

１７８－０４９０ 台湾水路誌

１７８－０４９１ 台湾水路誌

１７８－０４９６ 雞林拾葉

１７８－０５２５ 朝鮮柳氏懲毖録対訳

１７８－０５２８ 啓蒙朝鮮史略

１７８－０５４６ 朝鮮信使進見儀注

１７８－０６４２ 朝鮮帰好余録

１７８－０６４３ 朝鮮帰好余録

１７８－０６４６ 朝鮮国条約書

１７８－０６４７ 朝鮮新論

１７８－０６４８ 朝鮮応接紀事

１７８－０６４９ 朝鮮聞見録

１７８－０６５１ 朝鮮事情

１７９－００３３ 令集解

１７９－００３４ 令集解

１７９－００４４ 令図解

１７９－００５８ 類聚三代格

１７９－００５９ 類聚三代格

１７９－００６０ 類聚三代格

１７９－０１５２ 憲法類編

１７９－０１５８ 憲法志料

１７９－０２０５ 憲法類編

１８２－０００１ 大日本租税志

１８２－０００２ 大日本租税志

１８２－０００９ 農政垂統紀

１８２－００１０ 本邦地租論

１８２－００５５ 古銭図

１８２－００５９ 貨幣度量考

１８２－００６０ 貨幣度量考

１８２－００６４ 貨幣度量考

１８２－００６５ 新撰中外貨幣度量比較考

１８２－００６６ 唐阿蘭陀船持渡金銀銭図鑑

１８２－００６９ 旧金銀貨幣価格表

１８２－００９５ 旧典類纂田制篇

１８２－０１１６ 明治新選泉譜

１８２－０１３０ 地方新書

１８２－０１４０ 改正地方大成
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１８２－０１４１ 改正地方大成

１８２－０１５８ 地方往来

１８２－０１６６ 改正補訂地方凡例録

１８２－０１６９ 改正補訂地方凡例録

１８２－０１７０ 地方大概集

１８２－０１７１ 改正補訂地方凡例録

１８２－０１７２ 地方大概集

１８２－０１９５ 救荒要録

１８２－０１９９ 勧農備要田畯年中行事

１８２－０２１８ 仁風一覧

１８２－０２２２ 農政教戒六箇条

１８２－０２２３ 勧農或問

１８２－０２２４ 勧農或問

１８２－０２２８ 地方新書

１８２－０２４５ 仙台藩租税要略

１８２－０２４８ 儲糗話

１８２－０２４９ 因伯受免由来

１８２－０２６３ 救饑提要

１８２－０３５５ 今代名臣献替録

１８２－０３５６ 明治八年山代の村々にて人々ヘ申聞せの大意

１８２－０４１１ 玉くしけ別本

１８２－０４２８ 柳子新論

１８２－０４２９ 柳子新論

１８２－０４６８ こころのあと

１８２－０４８４ 報徳記

１８２－０４８７ 報徳記

１８２－０４９５ 薩藩経緯記

１８２－０４９６ 報徳記

１８２－０４９９ 内洋経緯記

１８２－０５０１ 経済提要

１８２－０５０２ 報徳外記

１８２－０５０３ 報徳学斉家談

１８２－０５１０ 大日本報徳社規則草案

１８２－０５１１ 大日本報徳社規則草案

１８２－０５１３ 垂統秘録

１８２－０５１７ 物価余論

１８２－０５４８ 三律摭要

１８２－０５５１ 三朝律書提要訓解
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１８２－０５８３ 啓蒙明律

１８２－０５９６ 刑律明要

１８２－０５９７ 明律約解

１８２－０６０１ 無刑録

１８２－０６０２ 刪訂福恵全書和解

１８３－０００１ 広益農工全書

１８３－０００２ 農工商経済論

１８３－００１２ 広益農工全書

１８３－００１３ 生産道案内

１８３－００１７ 商売往来

１８３－００１９ 帰農商必携

１８３－００２２ 英国ドクトルドレッセル同行報告書

１８３－００３１ 実業史談

１８３－００３９ 博覧会ヘ品物差出シ方

１８３－００４２ 京都市美術工芸品展覧会審査報告

１８３－００４６ 勧農叢書老農茶話

１８３－００６５ 勧農叢書豊稼録

１８３－００６６ 勧農叢書農家心得草

１８３－００９４ 日本地誌略物産弁

１８３－００９５ 日本地誌略物産弁

１８３－００９６ 各国産物往来

１８３－０１００ 日本産物志

１８３－０１０５ 東京府下上野公園内内国勧業博覧会諸規則

１８３－０１０８ 大阪府諸会社製造所及銀行表

１８３－０１１５ 斯氏農業問答

１８３－０１１７ 百科全書農業篇

１８３－０１２３ 勧農叢書農家年中行事

１８３－０１２４ 農学教授書

１８３－０１２７ 土着提要

１８３－０１２９ 農学簡明

１８３－０１３１ 泰西農学

１８３－０１４４ 栽培経済論

１８３－０１４５ 農学提要

１８３－０１４８ 農作改良全書

１８３－０１５３ 泰西農学

１８３－０１５６ 農業往来

１８３－０１５７ 船津甲部巡回教師演説筆記

１８３－０１６０ 農家得益弁
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１８３－０１６１ 英国農業篇

１８３－０１６３ 泰西農学

１８３－０１６７ 農家備要

１８３－０１７４ 斯氏農書

１８３－０１７７ 栽培精理

１８３－０１７９ 土性弁

１８３－０１８５ 農業三事

１８３－０１８７ 愛媛県農事概要

１８３－０１８９ 東京府下農事要覧

１８３－０１９０ 泰西農業勧奨法

１８３－０１９１ 泰西農業勧奨法

１８３－０１９３ 小学農家経済法

１８３－０１９４ 農家必携耕作新化学

１８３－０１９６ 農事調査

１８３－０１９７ 鳥取県農事調査書

１８３－０１９８ 農理原論

１８３－０１９９ 農理原論

１８３－０２００ 農理原論

１８３－０２０９ 訂正農業地質化学問答

１８３－０２１０ 東京府下農事要覧

１８３－０２１２ 歴観農話連報告

１８３－０２１３ 訂正農業地質化学問答

１８３－０２１５ 農業初歩

１８３－０２１６ 新撰農業書

１８３－０２１７ 泰西農業勧奨法

１８３－０２１９ 農理書

１８３－０２２５ 三物考

１８３－０２２６ 稲麦媒助法

１８３－０２２７ 勧農叢書田圃駆虫実験録

１８３－０２３０ 草木雌雄論

１８３－０２４２ 西洋蔬菜栽培法

１８３－０２４４ 勧農備荒二物考

１８３－０２４５ 西洋菓樹栽培法

１８３－０２４７ 西洋蔬菜栽培法

１８３－０２４８ 西洋菓樹栽培法

１８３－０２４９ 勧農叢書農稼肥培論

１８３－０２５６ 西洋菓樹栽培法

１８３－０２５７ 西洋菓樹栽培法
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１８３－０２５８ 明治二十二年第四回林遠里米作改良成績表

１８３－０２６４ 土壌篇

１８３－０２６７ 発明麦作改良新書

１８３－０２６９ 勧農叢書日本麦圃鑑

１８３－０２７０ 種樹秘要

１８３－０２７１ 焼土肥料興農要録

１８３－０２７２ 勧農叢書再種方

１８３－０２７３ 米穀豊違農業伝

１８３－０２７８ 種樹園法

１８３－０２８１ 培養方法製茶手引

１８３－０２８３ 製茶余話

１８３－０２９０ 茶園栽培問答

１８３－０２９６ 勧農叢書養蚕秘録

１８３－０２９７ 雁皮栽培録

１８３－０２９８ 雁皮栽培録

１８３－０３０６ 一壺亭茶話

１８３－０３０７ 一壺亭茶話

１８３－０３１１ 製茶図解

１８３－０３１３ 製茶図解

１８３－０３１４ 内外果樹便覧

１８３－０３２５ 日本茶沿革略説及製造略説

１８３－０３２６ 勧農叢書漆樹栽培書

１８３－０３２８ 綿花培養新論

１８３－０３２９ 三椏培養新説

１８３－０３３０ 三椏培養新説

１８３－０３３１ 勧農叢書漆樹栽培書

１８３－０３３２ 勧農叢書漆樹栽培書

１８３－０３３４ 茶務僉載

１８３－０３３５ 茶務僉載

１８３－０３３７ 茶務僉載

１８３－０３４１ 漆樹永続記

１８３－０３４３ 製茶図解

１８３－０３４６ 養蚕拾遺篇

１８３－０３５０ 養蚕適要

１８３－０３６５ 蚕桑要説

１８３－０３７５ 湖州養蚕書和解

１８３－０３７６ 湖州養蚕書和解

１８３－０３８４ 湖州養蚕書和解
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１８３－０３８５ パトワ養蚕実験規則

１８３－０３８８ 養蚕説

１８３－０３９４ 蚕桑図解

１８３－０３９７ 蚕桑弁

１８３－０４０６ 牧羊説

１８３－０４１２ 蚕桑輯要和解

１８３－０４１３ 養蚕要記

１８３－０４２７ 蚕種商法

１８３－０４３２ 牛馬鑑定法略

１８３－０４３４ 西説実験養蚕理解

１８３－０４３６ 微粒子病肉眼鑑定法

１８３－０４４２ 山蚕養法

１８３－０４４４ 牛馬蕃殖飼養法要略

１８３－０４５０ 農商務技手松永伍作蚕業講話筆記

１８３－０４５８ パトワ養蚕実験規則

１８３－０４６０ 養蚕集説

１８３－０４６２ 牛馬蕃殖飼養法要略

１８３－０４６３ 養蚕集説

１８３－０４６５ 山蚕或問

１８３－０４６６ 蚕務問答

１８３－０４７３ 家畜医範

１８３－０４７５ 山林新説

１８３－０４７８ 羊病治療新書

１８３－０４８６ 自目通一丈一寸廻至同一丈五尺廻尺〆仕出

１８３－０４８７ 有用木材捷覧

１８３－０４８８ 牛病新書

１８３－０４９０ 狂犬病説

１８３－０４９４ 三河北設楽郡香蕈培養図解

１８３－０４９６ 勧農叢書椎茸製造独案内

１８３－０５０２ 蚕種製造之儀御布告

１８３－０５２５ 帳合之法

１８３－０５３０ 英国万国漁業博覧会報告漁業民況

１８３－０５３３ 水産彙考

１８３－０５３９ 運用全書

１８３－０５４６ 改正増補百科全書商業篇

１８３－０５５１ 実用銀行簿記例題

１８３－０５５４ 漁猟採藻略説

１８３－０５５５ 漁猟採藻略説
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１８３－０５６０ 農商務属河原田盛美水産講話筆記

１８３－０５６１ 湖川沼漁略図并収獲調書

１８３－０５６２イ 水産彙考

１８３－０５６２ロ 水産彙考

１８３－０５６４ 熊本県漁業誌

１８３－０５６８ 清国輸出水産物概況

１８３－０５７２ 米商必携

１８３－０５７４ 立会略則

１８３－０５７５ 支那通商必携

１８３－０５８３ 万職図考

１８３－０５８４ 銀行誌

１８３－０５８７ 商標公報

１８３－０５８８ 大英商業史

１８３－０５８９ 工芸図鑑

１８３－０５９４ 勧農叢書製油録

１８３－０５９７ 立会略則

１８３－０５９８ 立会就産考

１８３－０５９９ 立会就産考

１８３－０６００ 百工製作新書

１８３－０６０１ 銀行小言

１８３－０６０７ 日本生糸説

１８３－０６０８ 日本生糸説

１８３－０６１０ 灘・伊丹・知多清酒醸造法見聞録

１８３－０６１２ 新撰古代模様雛形集

１８３－０６１４ 改正国産紙名録

１８３－０６１７ 琉球漆器考

１８３－０６１９ 製糸業心得

１８３－０６２６ 西陣織物沿革提要

１８３－０６２７ 甜菜根糖製造法

１８３－０６２８ 工作提要

１８３－０６３４ 日本生糸説

１８３－０６３５ 精製藍染業須知

１８３－０６３６ 日本生糸ノ評論

１８３－０６５４ バビエール氏日本生糸織物鑒定書

１８３－０６５６ 日本酒改良実業問答

１８３－０６５８ 百科全書百工応用化学篇

１８３－０６５９ 玻璃精造新法

１８３－０６６１ 陶器考
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１８３－０６６７ 機学要語

１８３－０６６８ 機学要語

１８３－０６６９ 機学要語

１８３－０６７１ 百工器械新書

１８３－０６７３ 蒸気缶全書

１８３－０６７５ 器械撮説

１８３－０６８３ 百工器械新書

１８３－０６８５ 蒸気器械書

１８３－０７２４ 量地括要

１８３－０７２６ 測量新式

１８３－０７２８ 工作提要

１８３－０７２９ 測地略

１８３－０７３０ 測地略

１８３－０７３２ 測地略

１８３－０７３８ 測地略

１８３－０７３９ 地方丈量法

１８３－０７４０ 壁湿検定報告

１８３－０７４３ 測角便蒙

１８３－０７５０ 堤防橋梁積方大概

１８３－０７５２ 堤防橋梁積方大概

１８３－０７６７ 治水本源砂防工大意

１８３－０７６８ 水志

１８３－０７６９ 量地縮図解

１８３－０７７０ 地方丈量法

１８３－０７７１ 堤防橋梁積方定則

１８３－０７８４ 航海夜話

１８３－０７８９ 末吉船之図

１８３－０７９７ 御春日作リ十分一之図

１８３－０８００ 西洋形商船航海術独案内

１８３－０８０５ 西洋形商船航海術試験問答

１８３－０８０６ 西洋形商船航海術試験問答例題

１８３－０８０７ 改正船具運用教授書

１８３－０８１８ 英国商船機関手試験問答増補

１８３－０８１９ 英国商船機関手試験問答例題

１８３－０８２１ 英国商船機関手試験問答

１８３－０８２２ 西洋形商船船具運用試験問答

１８３－０８２３ 西洋形商船船具運用試験問答

１８３－０８２４ 舶用汽機教授書
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１８３－０８２５ 舶用汽機教授書

１８３－０８２９ 東山慈照寺総絵図

１８３－０８３１ 工芸百図

１８４－０００４ 祝祭日講話

１８４－０００５ 祝祭日講話

１８４－００１８ 歳時行事

１８４－００４３ 家事経済訓

１８４－００４６ ははのつとめ

１８４－００４７ 世渡の心得

１８４－００５２ 慎終儀

１８４－００５５ 女子宝鑑

１８４－００５８ 女粧考

１８４－００６１ 農工三十種家中経済

１８４－００６８ 葬儀式

１８４－００６９ 庶人喪儀式

１８４－００７６ うなゐのとも

１８４－００９６ 勧善示蒙家職要道

１８４－００９７ 葬礼私考

１８４－０１４３ 牛乳考

１８４－０１４４ 牛乳考

１８４－０１５２ 交際篇

１８４－０１５３ 交際篇

１８４－０１５４ 人間交法

１８４－０１６１ 凶礼略典

１８４－０２２０ 善隣国宝記

１８４－０２２２ 顕承述略

１８４－０２２３ 顕承述略

１８４－０２２４ 顕承述略

１８４－０２９８ 大礼服制表並図

１８５－０００５ 啓蒙史記列伝

１８５－００１８ 十八史略年表

１８５－００２０ 十八史略摘註

１８５－００２１ 漢土歴代十八史略

１８５－００２２ 漢土歴代十八史略

１８５－００３５ 鼇頭十八史略補遺

１８５－００３６ 明治新刻十八史略備考

１８５－００３７ 刪訂十八史略副詮

１８５－００３８ 沖冠嶺著十八史略訳解
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１８５－００３９ 続十八史略読本

１８５－００４０ 増補元明史略

１８５－００４１ 増補元明史略

１８５－００４５ 元明清史略

１８５－００４７ 元明清史略

１８５－００５６ 増補元明史略

１８５－００５９ 標記増補註解元明史略

１８５－００６０ 標記増補註解元明史略

１８５－００６７ 林正躬編輯清国史略

１８５－００７０ 周清外史

１８５－００７１ 歴史鑑要

１８５－００７３ 支那歴代一目瞭

１８５－００７４ 沖冠嶺著述支那国史略

１８５－００７５ 歴史鑑要

１８５－００７７ 支那史略

１８５－００７８ 清史攬要

１８５－００７９ 清朝史略

１８５－００８０ 清朝史略

１８５－００８２ 支那史略

１８５－００８３ 支那史纂

１８５－００８４ 支那史纂

１８５－００８５ 清史攬要

１８５－００８６ 清史攬要

１８５－００８７ 東洋通史

１８５－００８９ 改正標註漢史簡覧

１８５－００９０ 漢史簡覧

１８５－００９２ 漢史一斑

１８５－００９４ 漢史一斑

１８５－００９５ 改正標註漢史簡覧

１８５－００９６ 漢史一斑

１８５－０１０３ 支那文明論

１８５－０１０９ 漢史一斑

１８５－０１１４ 西洋紀聞

１８５－０１３７ 日本漂流譚

１８５－０１４８ 地学事始

１８５－０３１３ 外国往復書翰

１８５－０３４３ 世界国尽

１８５－０３４４ 西洋事情

36/118



内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１８５－０３４６ 西洋事情

１８５－０３４７ 西洋事情

１８５－０３４９ 西洋事情

１８５－０３５０ 西洋事情

１８５－０３５２ 外交余勢

１８５－０３５４ 西洋旅案内

１８５－０３５５ 世界都路

１８５－０３５６ 世界都路

１８５－０３６８ 西洋新書

１８５－０３６９ 西史鑑要

１８５－０３７０ 五洲紀事

１８５－０３７２ 万国奇観

１８５－０３７３ 万国奇観

１８５－０３７４ 西史鑑要

１８５－０３７５ 近世西史綱紀

１８５－０３７７ 近世西史綱紀

１８５－０３７８ 西洋聞見録

１８５－０３７９ 西洋聞見録

１８５－０３８０ 西洋聞見録

１８５－０３８１ 魯国事情

１８５－０３８２ 魯国事情

１８５－０３８３ 魯国事情

１８５－０３８４ 西洋聞見録

１８５－０３８５ 西洋易知録

１８５－０３８６ 小学諳誦西史紀元問答

１８５－０３９０ 説教万国一夜談

１８５－０３９３ 西洋沿革図説

１８５－０３９８ 西洋今昔袖鑑

１８５－０３９９ 文明開化内外事情

１８５－０４０４ 続西史綱紀

１８５－０４０５ 万国新史

１８５－０４０７ 西洋史記

１８５－０４０８ 万国歴史直訳

１８５－０４１１ 西洋史記

１８５－０４１２ 西洋史記

１８５－０４１４ 万国新史

１８５－０４１５ 万国新史

１８５－０４１７ 万国新史
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１８５－０４１８ 万国通史

１８５－０４１９ 万国通史

１８５－０４２２ 万国史記

１８５－０４２４ 万国史略

１８５－０４２５ 巴来万国史

１８５－０４２６ 万国綱鑑録和解

１８５－０４２７ 万国史略

１８５－０４２８ 万国史略

１８５－０４２９ 万国史略

１８５－０４３１ 万国史記

１８５－０４３２ 希臘史略

１８５－０４３３ 万国通史

１８５－０４３４ 万国通史

１８５－０４３６ 弗氏万国史要

１８５－０４３８ 弗氏万国史要

１８５－０４３９ 弗氏万国史要

１８５－０４４０ 万国通史

１８５－０４４１ 万国通史

１８５－０４４２ 万国通史

１８５－０４４３ 万国通史

１８５－０４４６ 傑氏万邦史略

１８５－０４４７ 外国史略

１８５－０４４９ 改正英史

１８５－０４５０ 改正英史

１８５－０４５１ 英史

１８５－０４５２ 英国史略

１８５－０４５３ 羅馬国史

１８５－０４５５ 西史鑑要

１８５－０４５６ 英史教院議院沿革表論

１８５－０４５９ 万国新史

１８５－０４６０ 羅馬史略

１８５－０４６１ 西史鑑要

１８５－０４６２ 法普戦争誌略

１８５－０４６４ 千八百七十年孛仏戦記

１８５－０４６５ 千八百七十年孛仏戦記

１８５－０４６６ 米国史

１８５－０４６７ 条約国史略

１８５－０４６８ 条約国史略
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１８５－０４６９ 条約国史略

１８５－０４７０ 条約国史略

１８５－０４７１ 条約国史略

１８５－０４７２ 英仏百年戦記

１８５－０４７３ 英仏百年戦記

１８５－０４７５ 魯国新史

１８５－０４７６ 魯国新史

１８５－０４７７ 仏国史略

１８５－０４７８ 日耳曼史略

１８５－０４７９ 独逸国開化戦記

１８５－０４８０ 独逸国開化戦記

１８５－０４８１ 拿破崙政略

１８５－０４８２ 仏国古今通史

１８５－０４８３ 亜米利加沿革史略

１８５－０４８６ 英吉利史略

１８５－０４８７ 白耳義国志

１８５－０４８８ 通俗孛仏軍談

１８５－０４８９ 条約国史略

１８５－０４９３ 近世史談

１８５－０４９４ 合衆国史略

１８５－０４９５ 日耳曼大宰相比斯馬克政略起原

１８５－０４９７ 現今支那事情

１８５－０４９８ 米国史

１８５－０５０３ 米国史

１８５－０５０４ 英吉利史略

１８５－０５０６ 仏国略史

１８５－０５０７ 仏国略史

１８５－０５０８ 仏国略史

１８５－０５０９ 哥里米戦記

１８５－０５１０ 哥里米戦記

１８５－０５１３ 雲南紀行

１８５－０５１４ 雲南紀行

１８５－０５１５ 雲南紀行

１８５－０５１６ 雲南紀行

１８５－０５１９ 北亜米利加合衆国史記

１８５－０５２０ 北亜米利加合衆国史記

１８５－０５２１ 繙訳米利堅志

１８５－０５２２ 繙訳米利堅志
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１８５－０５２４ 現今支那事情

１８５－０５２５ 合衆国史略

１８５－０５２６ 支那事情

１８５－０５２７ 支那事情

１８５－０５３０ 合衆国小史

１８５－０５３１ 支那総説

１８５－０５３４ 欧羅巴文明史

１８５－０５３５ 欧羅巴文明史

１８５－０５３９ 輿地誌略

１８５－０５４１ 柬埔寨国誌

１８５－０５４２ 柬埔寨国誌

１８５－０５４８ 五大洲誌略

１８５－０５４９ 五大洲誌略

１８５－０５５９ 密知留氏大地理書直訳

１８５－０５６０ 万国地理啓蒙

１８５－０５６１ 阿部弘国和訳地理全志

１８５－０５６３ 仏安関係始末

１８５－０５６５ 仏安関係始末

１８５－０５６６ 仏安関係始末

１８５－０５６７ 安南史

１８５－０５６８ 安南史

１８５－０５６９ 安南史

１８５－０５７１ 輿地新篇

１８５－０５７２ 兵要万国地理小誌

１８５－０５７３ 兵要万国地理小誌

１８５－０５７５ 輿地誌略

１８５－０５７６ 輿地誌略

１８５－０５７７ 輿地誌略

１８５－０５７８ 輿地誌略

１８６－００１３ 支那沿革図

１８６－００５２ 万国地誌略物産弁

１８６－００５３ 万国地理大要

１８６－００６４ 新国紀行

１８６－００６５ 漫遊記程

１８６－００６７ 英行日記

１８６－００７６ 暹羅紀行

１８６－００７７ 第一遊清記

１８６－００７９ 海外国勢便覧
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１８６－００８１ 海外国勢撮要

１８６－００９０ 各国財政参照表

１８６－００９３ 洋行独吟

１８６－００９６ 欧洲巡廻報告書

１８６－０１０２ 英領北ボルネオ殖民事情

１８６－０１０８ 赴豪洲咩厘#M088594#府博覧会紀行

１８６－０１１４ 航西日乗

１８６－０１１５ 政家必携各国年鑑

１８６－０１５２ 仏蘭西法律書

１８６－０１５８ 国法汎論

１８６－０１５９ 仏蘭西憲法採要

１８６－０１６４ 仏蘭西憲法

１８６－０１６５ 仏国政典

１８６－０１６８ 英国憲法

１８６－０１６９ 英国憲法

１８６－０１７０ 英国憲法

１８６－０１７１ 英国憲法

１８６－０１７２ 英国憲法

１８６－０１７３ 合衆国憲法

１８６－０１７４ 合衆国憲法

１８６－０１７９ 泰西国法論

１８６－０１８１ 比国憲法釈義

１８６－０１８２ 比国憲法釈義

１８６－０１８３ 比国憲法釈義

１８６－０１８６ 和蘭政典

１８６－０１８７ 和蘭政典

１８６－０１８８ 和蘭政典

１８６－０１８９ 米政撮要

１８６－０１９０ 米政撮要

１８６－０１９２ 代議政体

１８６－０１９４ 共和政治

１８６－０１９５ 共和政治

１８６－０１９６ 共和政治

１８６－０１９７ 各国立憲政体起立史

１８６－０１９８ 各国立憲政体起立史

１８６－０１９９ 政学提綱

１８６－０２００ 政理論

１８６－０２０１ 政治略源
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１８６－０２０２ 万国政談

１８６－０２０４ 官民権限論

１８６－０２０５ 万国政体論

１８６－０２０６ 王国建国法

１８６－０２０７ 政律亀鑑

１８６－０２０８ 英国政事概論

１８６－０２０９ 政律亀鑑

１８６－０２１０ 泰西政法改革誌

１８６－０２１５ 英国政事概論

１８６－０２１６ 英国政事概論

１８６－０２１７ 英国議院章程

１８６－０２１８ 英国国会沿革誌

１８６－０２５７ 英国議院章程

１８６－０２５９ 議事院談

１８６－０２６０ 議事院談

１８６－０２６１ 議事院談

１８６－０２６２ 議事院談

１８６－０２６３ 英国議院典例

１８６－０２６５ 民政要論

１８６－０２７６ 英国国会沿革誌

１８６－０２７７ 米国政治略論

１８６－０２８２ 仏国民選議院選挙法

１８６－０３２３ 歳計予算論

１８６－０３２９ 英国官員略

１８６－０３３０ 和蘭議員選挙法

１８６－０３３８ 仏国州会法則

１８６－０３４４ 仏蘭西州法

１８６－０３７９ 英国行政談

１８６－０３９２ 洋貨図録

１８６－０４３３ 和蘭邑法

１８６－０４３４ 巴華釐亜国税法

１８６－０４３５ 巴華釐亜国税法

１８６－０４３６ 合衆国収税法

１８６－０４４０ 澳国水陸通路記事

１８６－０４４１ 澳国水陸通路記事

１８６－０４４５ 和蘭州法

１８６－０４４６ 和蘭州法

１８６－０４４７ 和蘭州法
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１８６－０４４８ 和蘭邑法

１８６－０４４９ 合衆国収税法

１８６－０４５０ 合衆国収税法

１８６－０４７５ 隣邦兵備略

１８６－０４８５ 亜欧兵制書

１８６－０４８７ 仏国陸軍制度教程書

１８６－０４８８ 英国海軍条例

１８６－０４８９ 英国海軍条例

１８６－０４９０ 英国海軍条例

１８６－０４９２ 英国海軍艦内出納章程

１８６－０４９３ 英国海軍艦内出納章程

１８６－０４９５ 英国海軍律令全書

１８６－０４９６ 海軍沿革論

１８６－０４９７ 英国海軍律令全書

１８６－０４９８ 法朗西陸軍律

１８６－０４９９ 法朗西陸軍律

１８６－０５４１ 和蘭学制

１８６－０５４２ 仏蘭西学制

１８６－０５４３ 仏国学制

１８６－０５４４ 仏国学制

１８６－０５４５ 仏国学制

１８６－０５４６ 独逸国学制論

１８６－０５４７ 独逸国学制論

１８６－０５４８ 独逸国学制論

１８６－０５４９ 蕃地所属論

１８６－０５５１ 蕃地所属論

１８６－０５５３ 英国新聞紙開明鑑記

１８６－０５６６ 外国事務

１８６－０５６８ 外国事務

１８６－０５６９ 山林経済論

１８６－０５７０ 山林経済論

１８６－０５７１ 山林経済論

１８６－０５７２ 山林経済論

１８６－０５７４ 山林経済論

１８６－０５７５ 山林経済論

１８６－０５７８ 澳国山林法律

１８６－０５７９ 澳国山林法律

１８６－０５８４ 仏国森林法
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１８６－０６０２ 電信万国公法

１８６－０６０３ 電信万国公法

１８６－０６０４ 電信万国公法

１８６－０６０８ 外国交際公法

１８６－０６０９ 外国交際公法

１８６－０６１０ 外国交際公法

１８６－０６１１ 恵頓氏万国公法

１８６－０６１２ 国際法

１８６－０６３０ 性法略

１８６－０６３５ 国際法

１８６－０６３６ 国際法

１８６－０６３７ 洋律約例

１８６－０６３８ 古今法律類鑑

１８６－０６３９ 法学指鍼

１８６－０６４０ 法学指鍼

１８６－０６４１ 律例精義大意

１８６－０６４３ 法学要義

１８６－０６４６ 立法論綱

１８６－０６４７ 立法論綱

１８６－０６４８ 立法論綱

１８６－０６５０ 英国法家必携

１８６－０６５１ 英国法家必携

１８６－０６５２ 英国法律全書

１８６－０６５３ 英国法律全書

１８６－０６６１ 仏国司法三職考

１８６－０６６２ 仏国司法三職考

１８６－０６６３ 民法論綱

１８６－０６６４ 民法論綱

１８６－０６６５ 仏蘭西法律問答

１８６－０６６８ 民法論綱緒論

１８６－０６７１ 仏蘭西法律民法略解

１８６－０６７４ 英国商法

１８６－０６７５ 聯邦商律

１８６－０６７６ 仏国商法講義

１８６－０６８１ 聯邦商律

１８６－０６８２ 聯邦商律

１８６－０７０３ 仏国訴訟法講義

１８６－０７２２ 類聚仏国刑法
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１８６－０７２３ 仏国刑法説約

１８６－０７２４ 仏国刑法説約

１８６－０７２６ 皇仏比例律

１８６－０７３７ 英国刑典

１８６－０７３８ 刑法大意

１８６－０７３９ 刑法大意

１８６－０７４０ 英国治罪法

１８６－０７４１ 英国治罪法

１８６－０７４２ 英国刑律摭要

１８６－０７４３ 英国刑律摭要

１８６－０７４４ 英国刑律摭要

１８６－０７４５ 刑法論綱

１８６－０７４６ 英国倒行律例

１８６－０７４７ 英国倒行律例

１８６－０７４８ 英国倒行律例

１８６－０７４９ 刑法論綱

１８６－０７５０ 刑法論綱

１８６－０７５１ 米国紐育州訴訟法

１８６－０７５２ 合衆国民業律

１８６－０７５３ 合衆国民業律

１８６－０７５４ 通法撮要

１８６－０７５５ 通法撮要

１８６－０７５６ 通法撮要

１８６－０７５７ 和蘭司法職制法

１８７－０００２ 民権自由論

１８７－０００３ 政学概論

１８７－０００４ 経国略源

１８７－０００５ 経国略源

１８７－００１２ 万国交際一大緊要愛国説

１８７－００１３ 真政大意

１８７－００１５ 真政大意

１８７－００１７ 宇内立国大要

１８７－００１８ 各国立憲政体起立史

１８７－００２６ 統計学

１８７－００２７ 国民統計学

１８７－００２８ 統計学

１８７－００２９ 統計学

１８７－００３０ 統計学
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簿冊番号 簿冊名称

１８７－００３１ 統計学

１８７－００３２ 英氏経済論

１８７－００３３ 英氏経済論

１８７－００３４ 英氏経済論

１８７－００３５ 魯氏経済論

１８７－００３７ 宝氏経済学

１８７－００３８ 宝氏経済学

１８７－００４０ 経済新説

１８７－００４１ 経済新説

１８７－００４５ 経済原論

１８７－００４６ 経済原論

１８７－００４７ 泰西経済新論

１８７－００４９ 経済要旨

１８７－００５０ 経済要旨

１８７－００５２ 経済新話

１８７－００５３ 民間経済録

１８７－００５４ 民間経済録

１８７－００５５ 民間経済録

１８７－００５６ 民間経済録

１８７－００５７ 富国論

１８７－００５８ 富国論

１８７－００５９ 富国論

１８７－００６０ 改正経済論読本

１８７－００６１ 経済論読本

１８７－００６２ 致富新論訳解

１８７－００６３ 訓蒙経済概論

１８７－００６４ 経済説略

１８７－００６５ 経済説略

１８７－００６６ 経済入門

１８７－００６７ 日奔氏経済初学

１８７－００７４ 維新奏議集

１８７－００７６ 致富小記

１８７－００７８ 会社弁

１８７－００７９ 会社弁

１８７－００８０ 会社弁

１８７－００８１ 会社弁講釈

１８７－００８２ 会社弁講釈

１８７－００８３ 経済便蒙
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簿冊番号 簿冊名称

１８７－００８４ 経済便蒙

１８７－００８６ 献策新編

１８７－００８７ 新路測量事宜

１８７－００８８ 租税説

１８７－００８９ 租税説

１８７－００９０ 会計問答

１８７－００９１ 所見

１８７－００９２ 所見

１８７－００９４ 経済原論

１８７－００９５ 経済原論

１８７－００９８ 海軍歴史

１８７－０１０４ 改正官員録

１８７－０１０８ 傭外国教員録

１８７－０１２７ 内外法制沿革略

１８７－０１２８ 内外法制沿革略

１８７－０１３２ 職官表

１８７－０１３３ 職官表

１８７－０１３４ 職官表

１８７－０１３５ 職官表

１８７－０１３６ 職官表

１８７－０１３７ 職官表

１８７－０１３９ 制度沿革便覧

１８７－０１４０ 制度沿革便覧

１８７－０１４８ 鎮将府日誌

１８７－０１４９ 東京城日誌

１８７－０１５０ 開拓使日誌

１８７－０１５２ 地方事務並管内景況報告

１８７－０１５３ 地方事務並管内景況報告

１８７－０１５５ 青森県会議日誌

１８７－０１６７ 改置府県概表

１８７－０１６８ 改置府県概表

１８７－０１６９ 改置府県概表

１８７－０１７０ 改置府県概表

１８７－０１７１ 改置府県概表

１８７－０１７３ 辛未政表

１８７－０１７４ 福島県会沿革誌

１８７－０１７５ 大阪陸軍臨時病院報告摘要

１８７－０１７６ 文部省報告
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簿冊番号 簿冊名称

１８７－０１７７ 大分県病院兼医学校報告

１８７－０２１２ 内国人員戸口

１８７－０２２１ 大阪府諸会社工場及銀行表

１８７－０２２３ 府県立学校表

１８７－０２２８ 宦途必携

１８７－０２２９ 宦途必携

１８７－０２３０ 宦途必携

１８７－０２３１ 宦途必携

１８７－０２３２ 宦途必携

１８７－０２３４ 宦途必携

１８７－０２４２ 増補大東宝鑑

１８７－０２４５ 統計攬要

１８７－０２４７ 各開港場輸出入物品高

１８７－０２４８ 共武政表

１８７－０２４９ 共武政表

１８７－０２５０ 共武政表

１８７－０２６３ 人民必携

１８７－０２６４ 人民必携

１８７－０２６７ 県治方向

１８７－０２７０ 民政摘要

１８７－０２７６ 御高札諭艸

１８７－０２７７ 御高札諭艸

１８７－０２７８ 郡中制法

１８７－０２７９ 郡中制法

１８７－０２８０ 郡中制法

１８７－０２８１ 村庄屋心得条目

１８７－０２８２ 村庄屋心得条目

１８７－０２８３ 町役心得条目

１８７－０２８４ 町役心得条目

１８７－０２８５ 町役心得条目

１８７－０２８６ 寺院制法

１８７－０２８７ 寺院制法

１８７－０２８８ 寺院制法

１８７－０２８９ 寺院制法

１８７－０２９０ 社家制法

１８７－０２９１ 市中制法

１８７－０２９２ 市中制法

１８７－０２９３ 市中制法

48/118



内閣文庫（和書）

簿冊番号 簿冊名称

１８７－０２９４ 憲法類編

１８７－０２９９ 布告類編

１８７－０３００ 布告類編

１８７－０３０１ 布告類編

１８７－０３０２ 布告類編

１８７－０３０４ 布告類編

１８７－０３０５ 布告類編

１８７－０３０６ 布告類編

１８７－０３０８ 官令全書

１８７－０３１２ 治罪法義解

１８７－０３１３ 官令全書

１８８－０２０９ 官板新条約書

１８９－０４１７ 鉄炮書

１９０－００１３ 弘前藩藩学々制及私塾儒臣略伝

１９０－０１２８ 東京師範学校一覧

１９０－０５５４ 支那喪服図

１９２－０４３０ 甲州山梨郡小屋鋪村恵林寺領穀米并公事諸納物

１９３－０４８７ 御八講席等図

１９３－０５９８ 日本耶蘇教会史

１９３－０６０３ 南蛮寺興廃記

１９４－００８５ 輟耕録授時暦法私解

１９６－０１９６ 随観写真

１９７－００９１ 八太翁虫品

１９７－０１４３ 海鰌之図

１９７－０１４４ 珍魚譜

１９７－０１７１ 豆州諸島物産図説

１９８－０２７０ 集古帖

１９８－０３６５ 武田如雲書摺物

１９９－０１３１ 明治三年御撰定雅楽全譜

２０４－０２０６ 尺素往来

２０７－０２６６ 増補大成正誤仮字遣

２１２－０２１２ 夢之代

２１２－０３０７ 百草露

２１２－０３１５ むべ園雑記

２１４－００３２ 滄水浮瓢録

２１８－００６０ 書籍来歴志後編

２１９－０１６４ 高野山釈迦文院所蔵目録

２１９－０１８４ 秘閣書目伊呂波索引
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簿冊番号 簿冊名称

２１９－０１９３ 元治増補御書籍目録

２６２－０００２ 五事略

２６３－０００２ 語林類葉

２６３－００７４ 征西大将軍宮譜

２６３－００８５ 御内書案

２６４－００４０ 好古小録

２６４－００６０ 名物六帖

２６４－００６４ 和漢三才図会略

２６５－０２８１ 洞院家記

２７０－０１２４ 日本紀略

２７１－０５１９ 小笠原島総図

古０１１－０２７９ 皇年代略記

古０３４－０６１３ 中院家古文書

集１３７－０００７ 増註唐賢絶句三体詩法抄

特０３７－００３２ 柳営譜略

特０６０－００２６ 和名類聚抄箋注

特０６０－００２７ 和名類聚抄箋注

特０６１－０００７ 文華秀麗集

特０８４－０００３ 甲子夜話

特１２１－００１２ 慶長御遷宮日次

50/118



別紙4

　デジタル画像作成対象一覧

内閣文庫（漢籍）

簿冊番号 簿冊名称

２８７－００１０ 盛京通鑑

２８８－００２５ 浙江省垣坊巷全図

２９０－０００３ 逸民史

２９０－０００４ 逸民史

２９０－００１１ 皇明詞林人物考

２９０－００１２ 皇朝三異人録

２９０－００１３ 集古像賛

２９０－００８９ 新刻霍林湯先生評選史記玉壺冰

２９０－００９８ 両漢雋言

２９０－０１００ 漢書鈔

２９０－０１０６ 欧陽公史鈔

２９０－０１１２ 諸史品節

２９０－０１１３ 精刻補註評解綱鑑歴朝捷録

２９０－０１２０ 太史華句

２９０－０１２１ 左国腴詞

２９０－０１６２ 南唐書

２９０－０１６３ 南唐書

２９１－０００７ 月令広義

２９１－００２６ 大明一統志

２９１－００２７ 大明一統志

２９１－００２９ 大明一統志

２９１－００３３ 大明一統名勝志

２９１－００３４ 大明一統名勝志

２９１－００３６ 広輿記

２９１－００３７ 広輿記

２９１－００３８ 広皇輿考

２９１－００４６ 刻仰止子参定正伝地理統一全書

２９１－００４８ 志略

２９１－００６７ 一統路程図記

２９１－００７６ 水経注

２９１－００７９ 水経注刪

２９１－００８５ 河防一覧

２９１－００９０ 古今游名山記

２９１－００９２ 名山勝概記

２９１－００９６ 名山記

２９２－００１０ 応天府志
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簿冊番号 簿冊名称

２９２－００１６ 金陵瑣事

２９２－００２１ 常熟県志

２９２－００２２ 姑蘇志

２９２－００２３ 重遊呉越草

２９２－００２９ 荊渓外紀

２９２－００５１ 西湖百泉咏

２９２－００６６ 嘉興府志

２９２－００７０ 続修厳州府志

２９２－００７１ 僊都志

２９２－００８５ 閩書

２９２－００９０ 閩中海錯疏

２９２－０１０６ 東京夢華録

２９２－０１１７ 太原府志

２９２－０１２８ 広西通志

２９２－０１５５ 中山伝信録

２９２－０１５６ 中山伝信録

２９２－０１５７ 中山伝信録

２９２－０１５８ 中山伝信録

２９２－０１５９ 中山伝信録

２９２－０１７３ 東西洋考

２９３－００７８ 新鋟増補大明官制天下輿地水陸程限備覧

２９３－００９２ 国子先生璞山蒋公政訓

２９３－０１１８ 通典

２９３－０１１９ 通典

２９３－０１２１ 杜氏通典

２９３－０１２２ 杜氏通典

２９３－０１２９ 文献通考

２９３－０１３１ 文献通考

２９４－０００２ 文献通考

２９４－０００４ 文献通考

２９４－０００７ 続文献通考

２９４－０００８ 続文献通考

２９４－０００９ 続文献通考

２９４－００１０ 続文献通考

２９４－００３０ 大明会典

２９４－００３２ 大明会典

２９４－００３３ 大明会典

２９４－００３４ 国朝典彙
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簿冊番号 簿冊名称

２９４－００３７ 大明会典

２９５－００２３ 謚法通考

２９５－００５７ 皇明世法録

２９５－００６８ 通漕類編

２９６－０００３ 大明律附例註解

２９６－００１３ 鼎鐫大明律例法司増補刑書拠会

２９７－００２４ 群書治要

２９７－００３４ 新刻皇明経世要略

２９７－０１０１ 国史経籍志

２９７－０１０５ 天下金石志

２９７－０１５２ 十七史纂古今通要

２９７－０１６５ 古今人物論

２９７－０１６６ 凝芬室詹言

２９７－０１７３ 新刊挙業総論歴代君臣史学珠嚢

２９７－０１７５ 史懐

２９７－０１７７ 読史管窺

２９７－０１７９ 歴代朝傑集

２９８－００２０ 集語

２９８－００２１ 孔子家語

２９８－００６７ 塩鉄論

２９８－００７８ 邵子全書

２９８－００８９ 忠経集註

２９８－０１１９ 中説

２９８－０１２６ 横渠経学理窟

２９８－０１７８ 小学

２９８－０２７７ 慈渓黄氏日抄分類

２９８－０２９１ 大学衍義

２９８－０２９３ 大学衍義補

２９９－００１４ 性理標題彙要

２９９－００２０ 性理標題綜要

２９９－００２７ 新鍥三字経註解

２９９－００４３ 性理会通

２９９－００４９ 袁氏家訓叢書

２９９－００６５ 西峰儒蔵

２９９－００６７ 規家日益編

２９９－００７２ 観忍百箴考註

２９９－００７３ 栖霞山人疑筌稿

２９９－００７８ 薛子粋言
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２９９－００９５ 双江先生困弁録

２９９－００９７ 岱陽答問

２９９－０１０３ 隆砂証学記

２９９－０１０４ 竹嶼山房雑部

２９９－０１１０ 教秦総録

２９９－０１１５ 献子講存

２９９－０１１９ 榕壇問業

２９９－０１７１ 孫子集註

２９９－０１８８ 新鐫握機橐籥

２９９－０１９０ 素書

２９９－０２３１ 武備志

２９９－０２４０ 新擬武闈論集

２９９－０２４６ 講武全書

２９９－０２６９ 新刊官板批評正百将伝

２９９－０２７４ 登壇必究

３００－００８０ 農書

３００－００８１ 新刻農桑輯要

３００－００９３ 農政全書

３００－００９４ 農政全書

３００－０１００ 天工開物

３００－０１０１ 天工開物

３００－０１０９ 新刻田家五行

３００－０１４３ 黄帝内経素問

３００－０１８６ 難経本義

３０１－００２２ 医経会解

３０１－００４１ 編註医学入門

３０１－００９１ 赤水玄珠

３０１－００９３ 丹台玉案

３０１－００９４ 新刊簡明医彀

３０１－００９７ 新刊古今医鑑

３０１－０１０３ 雲林医聖普渡慈航

３０１－０１０４ 雲林医聖普渡慈航

３０１－０１０５ 雲林医聖普渡慈航

３０１－０１２０ 医宗粋言

３０１－０１２７ 京板校正大字医学正伝

３０１－０１２９ 新集医家蘊奥

３０１－０１３３ 妙一斎医学正印

３０１－０１３４ 医経大旨
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３０１－０１３６ 医方考

３０１－０１３７ 重梓常山舒元貴先生医方啓蒙

３０１－０１４０ 新刊十八大家参併名医方考医家赤幟益弁全書

３０１－０１４５ 明医指掌

３０１－０１４６ 名医類案

３０１－０１４７ 明医指掌図

３０２－０００１ 薛氏医按

３０２－０００２ 薛氏医按

３０２－００１０ 医彀

３０２－００１３ 刻医方集宜

３０２－００１４ 新刻朱師常先生家秘医学新知全書

３０２－００１５ 新刊明医秘伝済世奇方万客必愈

３０２－００１６ 医四種

３０２－００１８ 新刊東渓節略医林正宗

３０２－００２１ 医聖階梯

３０２－００２２ 重刻軒岐救世論

３０２－００２３ 重刻軒岐救世論

３０２－００２４ 古今医統大全

３０２－００２５ 心印紺珠経

３０２－００２６ 新刻心印紺珠経

３０２－００２９ 古今医統大全

３０２－００３１ 玉機微義

３０２－００３２ 玉機微義

３０２－００３３ 鼎鍥太医院頒行内外諸科方論百代医宗

３０２－００３５ 古今医学捷要六書

３０２－００３７ 新刻聶久吾先生医学彙函

３０２－００３９ 新編註解薬性賦

３０２－００４０ 新鍥千選回生達宝秘伝明論医方

３０２－００４１ 士林余業医学全書

３０２－００４２ 新刻聶久吾先生医学彙函

３０２－００４４ 奇効医述

３０２－００４８ 士林余業医学全書

３０２－００５０ 新鍥千選回生達宝秘伝明論医方

３０２－００５１ 医学統旨

３０２－００５２ 世医通変要法

３０２－００５７ 新刻全補医方便懦

３０３－０００７ 新増素問運気図括定局立成

３０３－０００８ 素問病機気宜保命集

55/118



内閣文庫（漢籍）

簿冊番号 簿冊名称

３０３－００１５ 意伝普救録

３０３－００１８ 重刊巣氏諸病源候総論

３０３－００２０ 素問玄機原病式

３０３－００２４ 原病集

３０３－００２６ 韓氏医通

３０３－００２７ 医貫

３０３－００３９ 新刻汪先生家蔵医学原理

３０３－００４２ 原病集

３０３－００４４ 新刊通真子補註王叔和脈訣

３０３－００４５ 新刻明医参補三合王叔和脈訣合編

３０３－００４６ 新刊勿聴子俗解脈訣大全

３０３－００４８ 図註王叔和脈訣

３０３－００４９ 王氏脈経

３０３－００５０ 脈経

３０３－００５１ 鋟図註王叔和脈訣大全

３０３－００５３ 王氏脈経

３０３－００５５ 新刻増補王叔和脈訣図註定本

３０３－００５７ 図註脈訣弁真

３０３－００５８ 図註脈訣弁真

３０３－００６０ 王氏脈経

３０３－００６３ 鍥太上天宝太素張神仙脈訣玄微綱領宗統

３０３－００６５ 奇経八脈攷

３０３－００６６ 脈便

３０３－００６７ 太初脈弁

３０３－００６８ 王氏脈経

３０３－００７３ 察病指南

３０３－００７７ 鍥王氏秘伝叔和図註釈義脈訣評林捷径統宗

３０３－００７８ 新刻太素心要

３０３－００８７ 王氏脈経

３０３－００９４ 王氏脈経

３０３－０１２７ 註解傷寒論

３０３－０１４３ 新刊傷寒類書活人総括

３０３－０１４６ 傷寒選録

３０３－０１４９ 校刻傷寒図歌活人指掌

３０３－０１５２ 新編傷寒類証便覧

３０３－０１５３ 新鐫類証増註傷寒百問歌

３０３－０１５４ 新鐫註解張仲景傷寒発微論

３０３－０１５５ 陶節菴全生集
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３０３－０１５６ 陶節菴傷寒全生集

３０３－０１５７ 新鐫陶節菴家蔵傷寒六書

３０３－０１６１ 新刊傷寒類書活人総括

３０３－０１６３ 東垣先生医学綱目

３０３－０１７４ 類編傷寒活人書括指掌図論

３０３－０１７７ 王氏家宝傷寒証治明条

３０３－０１８７ 傷寒闡要編

３０３－０１９３ 重編傷寒必用運気全書

３０３－０２２４ 新鍥王府内科医国大方中和活旨

３０３－０２２５ 太医院手授経験百効内科全書

３０３－０２２６ 新刻広嗣須知

３０３－０２３０ 臓腑証治図説人鏡経

３０３－０２３１ 程斎医抄撮要

３０３－０２３２ 新刻万氏家伝広嗣紀要

３０３－０２３５ 胤産全書

３０３－０２４１ 保産機要

３０３－０２４２ 内府秘伝経験女科

３０３－０２４９ 婦人良方

３０３－０２５２ 済陰綱目

３０３－０２６０ 産宝百問

３０３－０２６２ 幼幼新書

３０３－０２６６ 陳氏小児病原方論

３０３－０２７８ 幼科輯粋大成

３０３－０２８１ 新刻幼科百効全書

３０３－０２８４ 保赤全書

３０３－０２８９ 新刊太乙秘伝急救小児推拿法

３０３－０２９２ 新鋟児科選粋太乙仙伝活嬰秘旨推拿方脈

３０３－０２９３ 新刻太医院校授丹渓秘蔵幼科捷径全書

３０３－０３０２ 嬰童百問

３０３－０３０５ 新編金匱要略方論

３０３－０３０６ 保嬰録

３０４－０００１ 保嬰全書

３０４－０００７ 太医院精選急救小児良方直旨

３０４－００１７ 太医院精選急救小児良方直旨

３０４－００１９ 類証註釈銭氏小児方訣

３０４－００２９ 袖珍小児方

３０４－００３１ 新刊痘疹証治要訣

３０４－００３２ 新刊痘疹証治要訣
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３０４－００３４ 陳蔡二先生合併痘疹方

３０４－００３９ 類証陳氏小児痘疹方論

３０４－００４０ 陳氏小児痘疹方論

３０４－００４５ 新刊太医院校正小児痘疹医鏡

３０４－００５３ 袁氏痘疹叢書

３０４－００５４ 新鐫痘疹心印

３０４－００５６ 痘痧心法

３０４－００５８ 痘疹秘要

３０４－００６１ 新鍥御院秘伝補遺痘疹弁疑全幼録

３０４－００６２ 聞人氏伯圜先生痘疹論

３０４－００６３ 陳蔡二先生合併痘疹方

３０４－００６４ 痘疹全書

３０４－００６５ 痘治理弁

３０４－００７１ 痘疹方

３０４－００７２ 昆虫草木略

３０４－００８０ 痘疹世医心法

３０４－００８７ 博愛心鑑痘疹

３０４－００８８ 増定痘疹宝鑑

３０４－００８９ 支氏痘疹玄機方

３０４－００９０ 痘経

３０４－００９３ 痘疹玉髄

３０４－００９４ 痘疹格致要論

３０４－０１１３ 新鍥鰲頭活幼諸症小児痘疹全書

３０４－０１２７ 外科精要

３０４－０１３１ 重校宋竇太師瘡瘍経験全書

３０４－０１３２ 瘍科選粋

３０４－０１３４ 新刊太医院校正外科集要

３０４－０１３６ 外科精要

３０４－０１３９ 太医院纂救急新刊諸症

３０４－０１４０ 大河外科

３０４－０１４１ 瘍科準縄

３０４－０１４９ 申斗垣校正外科啓玄

３０４－０１５２ 外科集験方

３０４－０１５３ 外科集験方

３０４－０１５８ 陳文華外科秘方

３０４－０１６２ 新編鴻飛集論眼科

３０４－０１６４ 新刊明目良方

３０４－０１７１ 新刊明目良方
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３０４－０１７３ 明目神験方

３０４－０１７４ 銀海精微

３０４－０１７６ 秘伝眼科竜木医書総論

３０４－０１７８ 新刻秘伝眼科七十二証全書

３０４－０１７９ 新刻秘伝眼科七十二証全書

３０４－０１８９ 温疫論

３０４－０１９３ 温疫論

３０４－０１９８ 衛生家宝

３０４－０２０２ 嶺南衛生方

３０４－０２０４ 衛生宝鑑

３０４－０２０７ 温疫論

３０４－０２１０ 新鐫万寿丹書

３０４－０２１４ 万氏家伝保命歌括

３０４－０２１８ 新刻万氏家伝保命歌括

３０４－０２１９ 保生余録

３０４－０２３１ 新刻参補針医馬経大全

３０４－０２３９ 新刊銅人鍼灸経

３０４－０２４０ 銅人腧穴鍼灸図経

３０４－０２６１ 痰火顓門

３０４－０２６２ 元亨療馬集

３０４－０２６７ 神農本草経疏

３０４－０２６８ 神農本草経疏

３０４－０２７２ 新刊徐氏家伝鍼灸捷法大全

３０４－０２７８ 新鋟鰲頭金糸万応膏徐氏針灸全書

３０４－０２８０ 新鋟太医院参訂徐氏鍼灸大全

３０４－０２８１ 新刊呉氏家伝神医秘訣遵経奥旨針灸大成

３０４－０２８７ 重刊経史証類大全本草

３０４－０２９０ 食物本草

３０４－０２９２ 食物本草

３０４－０２９３ 新刻食物本草

３０４－０２９５ 本草蒙筌

３０４－０２９６ 本草発揮

３０４－０２９８ 本草綱目

３０４－０２９９ 本草綱目

３０４－０３０１ 本草綱目

３０４－０３１４ 重証本草単方

３０４－０３１５ 本草単方

３０４－０３１６ 本草単方
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３０４－０３１７ 本草権度

３０４－０３２３ 本草原始附雷公炮製

３０５－０００７ 孫真人備急千金要方

３０５－００１５ 葛仙翁肘後備急方

３０５－００１９ 重刊孫真人備急千金要方

３０５－００２０ 重刊孫真人備急千金要方

３０５－００３１ 続易簡方論

３０５－００３７ 重刻太平恵民和剤局方

３０５－００５０ 楊氏家蔵方

３０５－００５４ 楊氏家蔵方

３０５－００５７ 新刊仁斎直指附遺方論

３０５－００５８ 新刊仁斎直指附遺方論

３０５－００６０ 新刊太医院校正京本珍珠囊薬性賦

３０５－００６１ 鼎刻京板太医院校正分類青囊薬性賦

３０５－００６２ 新刻東垣李先生精著珍珠囊薬性賦

３０５－００６３ 珍珠囊指掌補遺薬性賦

３０５－００７２ 瑞竹堂経験方

３０５－００８０ 黄帝素問宣明論方

３０５－００８２ 奇効良方

３０５－００８３ 簡易普済良方

３０５－００８４ 太医院経験奇効良方大全

３０５－００８５ 類集試験良方

３０５－００８６ 類集試験良方

３０５－００８７ 十薬神書

３０５－００８８ 十薬神書

３０５－００９１ 増補薬性雷公炮製

３０５－００９２ 炮炙大法

３０５－００９３ 新刻薬鑑

３０５－００９４ 増補薬性雷公炮製

３０５－００９９ 経験済世良方

３０５－０１００ 袖珍方

３０５－０１０１ 袖珍方

３０５－０１０３ 新刊明医選要済世奇方

３０５－０１０５ 摂生衆妙方

３０５－０１０６ 増補薬性雷公炮製

３０５－０１０８ 済世経験全方

３０５－０１０９ 経験済世良方

３０５－０１１０ 急救良方
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３０５－０１１３ 恵民正方

３０５－０１１４ 新刊続扶寿精方

３０５－０１１９ 済世経験全方

３０５－０１２２ 万氏家抄済世良方

３０５－０１２４ 重刻万氏家伝済世良方

３０５－０１３０ 医学集要経験良方

３０５－０１３２ 医学入門良方考

３０５－０１３８ 新編商便応急奇方

３０５－０１３９ 程氏釈方

３０５－０１４０ 校増救急易方

３０５－０１４１ 新増救急易方

３０５－０１４７ 呉氏家抄済世良方

３０５－０１４９ 新刊校正李東垣官板薬性大全

３０５－０１５１ 宦邱便方

３０５－０１５４ 集験良方

３０５－０１５６ 程氏釈方

３０５－０１５９ 菉竹堂簡便諸方

３０５－０１６０ 新刻経験良方寿世仙丹

３０５－０１６１ 菉竹堂集験方

３０５－０２１６ 重刻革象新書

３０５－０２３３ 太玄経

３０５－０２３４ 揚子太玄経

３０５－０２３６ 太玄経

３０５－０２４２ 潜虚

３０５－０２５０ 新刊博覧古今経史皇極経世書説

３０５－０２５６ 地理参賛玄機僊婆集

３０５－０２５７ 天元玉暦祥異賦

３０５－０２５８ 通占大象暦星経

３０５－０２６０ 堪輿宗旨

３０５－０２６４ 人子須知地理心学

３０５－０２６５ 重鐫官板天機会元増補地学剖秘万金琢玉斧

３０５－０２６６ 新刊京本釐正総括天機星学正伝

３０５－０２６７ 新刊京本釐正総括天機星学正伝

３０５－０２６８ 青囊天機奥旨

３０５－０２６９ 堪輿十一種書

３０５－０２７２ 重鐫官板天機会元増補地学剖秘万金琢玉斧

３０５－０２７４ 葬経翼

３０５－０２７５ 焦氏易林
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３０５－０２７６ 大易通変

３０５－０２７８ 易林補遺

３０５－０２７９ 新刊応験天機易卦通神

３０５－０２８１ 大六壬課経集

３０５－０２８６ 新刻天経地緯人統全暦三元帰正通書

３０５－０２８８ 新鐫台監暦法増補応福通書

３０５－０２８９ 金台類編暦法通書大全

３０５－０２９０ 新刊図像人相編

３０５－０２９２ 新刻袁柳庄先生秘伝相法

３０５－０２９６ 子平管見集解

３０６－０００３ 区景南男伯甫選甲子年全備通書

３０６－０００４ 三元通天照水経

３０６－０１００ 浪遊生集

３０６－０１２３ 選刻扇譜

３０６－０１２８ 予章行巻

３０６－０１３６ 孔子見老子画象

３０６－０１４０ 新刻彙選古名家五雲字法

３０６－０１５２ 図絵宗彝

３０６－０１７２ 図絵宗彝

３０６－０１７９ 王氏書苑

３０６－０２０２ 学古編

３０６－０２０３ 古今印史

３０６－０２０４ 愽纂二王真草隷篆千文印藪書鏡

３０６－０２０５ 古今印史

３０６－０２０８ 集古印譜

３０６－０２０９ 集古印譜

３０６－０２１１ 秋間戯鉄

３０６－０２１４ 古今印史

３０６－０２２３ 適情雅趣

３０６－０２２５ 嘯堂集古録

３０６－０２２８ 燕間四適

３０６－０２２９ 群芳清玩

３０６－０２３１ 宝古堂重修宣和博古図録

３０６－０２３３ 新刻古器具名

３０６－０２３４ 遠西奇器図説録最

３０６－０２３５ 新刻古器具名

３０６－０２４１ 大禹九鼎図述

３０６－０２５１ 剣筴
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３０６－０２７９ 花品

３０６－０２８１ 山居雑志

３０６－０２８４ 梅譜

３０６－０３１６ 亦政堂重修宣和博古図録

３０７－０００３ 鬻子

３０７－０００４ 墨子批選

３０７－０００９ 子華子

３０７－００１１ 鬼谷子

３０７－００１２ 鬼谷子

３０７－００１５ 公孫子

３０７－００１６ 公孫竜子

３０７－００２１ 呂氏春秋

３０７－００２２ 呂氏春秋

３０７－００２３ 呂氏春秋

３０７－００２４ 呂氏春秋

３０７－００２６ 呂氏春秋

３０７－００２７ 呂氏春秋

３０７－００２８ 呂氏春秋

３０７－００３１ 呂氏春秋

３０７－００３６ 呂氏春秋

３０７－００３７ 淮南子

３０７－００３８ 淮南子

３０７－００４２ 淮南鴻烈解

３０７－００４３ 淮南鴻烈解

３０７－００４４ 淮南鴻烈解

３０７－００４５ 淮南鴻烈解

３０７－００５０ 顔氏伝書

３０７－００５７ 厚徳録

３０７－００５９ 劉子

３０７－００６１ 化書

３０７－００６２ 本語

３０７－００６４ 刻積孝公紀愚稿

３０７－００７０ 静虚斎惜陰録

３０７－００７１ 金罍子

３０７－００７２ 何之子

３０７－００７３ 学言

３０７－００７６ 重刻来瞿塘先生日録

３０７－００７９ 鴻苞集
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３０７－００８１ 振世希声

３０７－００８３ 太史楊復所先生証学編

３０７－００８７ 陳眉公訂正祈嗣真詮

３０７－００８９ 林子

３０７－００９０ 林子

３０７－００９２ 貞明子明夏集

３０７－０１２４ 容斎随筆

３０７－０１２５ 読書雑鈔

３０７－０１２８ 容斎随筆

３０７－０１２９ 経外雑抄

３０７－０１３６ 野客叢書

３０７－０１３７ 野客叢書

３０７－０１４０ 鼠璞

３０７－０１５１ 両山墨談

３０７－０１５４ 丹鉛総録

３０７－０１６０ 古今原始

３０７－０１６２ 事物初略

３０７－０１６４ 秕言

３０７－０１７０ 徐氏筆精

３０７－０１７１ 徐氏筆精

３０７－０２０４ 蒙斎筆談

３０７－０２１７ 聞見近録

３０７－０２２０ 春明退朝録

３０７－０２２５ 四友斎叢説

３０７－０２２６ 思問初篇

３０７－０２２９ 古今刀剣録

３０７－０２３５ 青藤山人路史

３０７－０２３７ 留青日札

３０７－０２４３ 吹景集

３０７－０２４４ 五雑組

３０７－０２４６ 焦氏筆乗

３０７－０２４７ 西峰字説

３０７－０２４８ 西峰字説

３０７－０２５１ 輟　  述

３０７－０２５６ 焦氏説楛

３０８－０００１ 居家必用事類全集

３０８－０００４ 石林避暑録

３０８－０００９ 山居四要
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３０８－００１２ 新増格古要論

３０８－００１６ 新増格古要論

３０８－００１８ 天工開物

３０８－００１９ 天工開物

３０８－００２０ 天工開物

３０８－００２２ 華夷花木鳥獣珍玩考

３０８－００２６ 雅尚斎遵生八牋

３０８－００３０ 新雕皇朝類苑

３０８－００３１ 新雕皇朝類苑

３０８－００３４ 瑯嬛記

３０８－００３５ 学範

３０８－００４４ 重刊仕学軌範

３０８－００４９ 新鍥京板正譌音釈提頭大字明心宝鑑正文

３０８－００５１ 学范

３０８－００５３ 李卓吾先生読升菴集

３０８－００５５ 初潭集

３０８－００５７ 続閲古随筆

３０８－００５８ 困学纂言

３０８－００６１ 徐文長先生秘集

３０８－００６２ 歴代小史

３０８－００６６ 沈氏学弢

３０８－００６７ 諸経品節

３０８－００６８ 諸経品節

３０８－００６９ 琅邪代酔編

３０８－００７１ 省括編

３０８－００７２ 智品

３０８－００７３ 省括編

３０８－００８３ 刻鍾伯敬先生評選諸子嫏嬛

３０８－００８５ 智嚢補

３０８－００８６ 諸子文帰

３０８－００８７ 燕間秘録

３０８－００８８ 衆子巵言

３０８－００８９ 五子雋

３０８－００９１ 芸林粋言

３０８－００９２ 新鋟万軸楼選刪補天下捷用諸書博覧

３０８－００９４ 古今譚概

３０８－００９９ 昨非菴日纂

３０８－０１０２ 新刻葉先生纂集訓蒙六字直言
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３０８－０１０４ 雲起集

３０８－０１０５ 蜂鬚集

３０８－０１０８ 晋注鈔

３０８－０１１０ 枕書

３０８－０１１７ 日乾初揲

３０８－０１２０ 覧鎮居彙編庭聞遺述

３０８－０１４４ 真珠船

３０８－０１４９ 三苑天成

３０８－０１５８ 漢魏別解

３０８－０１６１ 含玄斎別編

３０８－０１６２ 西京雑記

３０８－０１６９ 鍾伯敬批点世説新語補

３０８－０１７０ 世説新語

３０８－０１８７ 輟畊録

３０８－０１８９ 大業雑記

３０８－０１９５ 南唐近事

３０８－０２００ 唐国史補

３０８－０２０５ 新鐫孤樹裒談

３０８－０２０６ 新鐫孤樹裒談

３０８－０２０８ 双槐歳抄

３０８－０２１１ 何氏語林

３０８－０２１５ 自得語

３０８－０２１９ 大雅堂訂正異史

３０８－０２３２ 按鑑演義帝王御世有夏誌伝

３０８－０２３７ 忠義水滸全書

３０８－０２３８ 忠義水滸全書

３０８－０２４５ 鼎鍥全像按鑑唐鍾馗全伝

３０８－０２５３ 近報叢譚平虜伝

３０８－０２５４ 新鍥国朝承運伝

３０８－０２６６ 新鐫全像孫龐闘志演義

３０８－０２６７ 新列国志

３０８－０２７０ 新刊大宋中興通俗演義

３０８－０２７１ 新刻剣嘯閣批評両漢演義伝

３０８－０２７７ 天許斎批点北宋三遂平妖伝

３０９－０００３ 新鐫全像通俗演義隋煬帝艶史

３０９－０００４ 新刻全像三宝太監西洋記通俗演義

３０９－０００７ 古今小説

３０９－００３９ 新鐫批評出相韓湘子
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３０９－００４２ 照世盃

３０９－００４４ 梅雪争奇

３０９－００４９ 蔬果争奇

３０９－００５９ 西湖二集

３０９－００６７ 心日山房評釈公余欣賞金谷奇芳

３０９－００６８ 新刻王状元荊釵記

３０９－００７６ 捜神記

３０９－００８５ 別国洞冥記

３０９－００９１ 西廂記

３０９－００９２ 紅払記

３０９－００９３ 捜神記

３０９－００９９ 新校注古本西廂記

３０９－０１０９ 山中一夕話

３０９－０１１４ 太平広記

３０９－０１１６ 太平広記

３０９－０１２１ 新刻夷堅志

３０９－０１４０ 仙仏奇踪

３０９－０１４４ 明状元図考

３０９－０１５５ 広博物志

３０９－０１５６ 唐叚少卿西陽雑爼

３０９－０１６２ 述異記

３０９－０１６６ 酉陽雑爼

３０９－０１６９ 酉陽雑爼

３０９－０１７０ 酉陽雑爼

３０９－０１７１ 焦氏類選蔓金苔

３０９－０１７６ 梨雲館広清紀

３０９－０１７７ 湖海捜奇

３０９－０１８４ 千一疏

３０９－０１９０ 間情小品

３０９－０１９５ 大方広仏華厳経

３０９－０１９６ 大方広仏華厳経

３０９－０２１１ 添品妙法蓮華経

３０９－０２１４ 趙飛燕外伝

３０９－０２２１ 孔教粗談

３１０－０００８ 大仏頂如来密因修証了義諸菩薩万行首楞厳経如説

３１０－００１０ 楞厳述旨

３１０－００１９ 心経註解

３１０－００３５ 南本大般涅槃経会疏
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３１０－００４３ 弁正論

３１０－００４６ 成唯識論

３１０－０１４９ 大唐西域求法高僧伝

３１０－０１５０ 新刊賢首国師碑伝

３１０－０１６９ 閲蔵知津

３１１－０００５ 大蔵一覧

３１１－０００６ 雅俗通用釈門疏式

３１１－０００７ 雅俗通用釈門疏式

３１１－００１０ 閲蔵知津

３１１－００３７ 新編仏法大明

３１１－００５５ 道余録

３１１－００６１ 法蔵砕金録

３１１－００７２ 谷響録

３１１－００７９ 三教品

３１１－００８４ 知儒編

３１１－００８６ 三教源流捜神大全

３１１－００８７ 通翼

３１１－０１７５ 纂図互註老子

３１１－０１８０ 老荘翼

３１１－０１８３ 道徳経

３１１－０１９１ 老子道徳経薈解

３１１－０１９２ 老子通義

３１１－０２００ 纂図互註南華真経

３１１－０２０１ 南華真経

３１１－０２０２ 荘子南華真経

３１１－０２０６ 荘子郭註

３１１－０２０８ 南華真経旁注

３１１－０２０９ 南華真経

３１１－０２１０ 南華真経評註

３１１－０２１３ 鍥南華真経三註大全

３１１－０２２０ 刻三元品彙荘子南華全経句解補註

３１１－０２２１ 解荘

３１１－０２２８ 荘子南華真経

３１１－０２３１ 冲虚至徳真経

３１１－０２３８ 全文抱朴子

３１１－０２３９ 新鋟抱朴子

３１１－０２４０ 陰符経

３１１－０２４３ 黄帝陰符経
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３１１－０２５２ 全文抱朴子

３１１－０２５８ 有象列仙全伝

３１１－０２６０ 広列仙伝

３１１－０２６２ 太上洞玄霊宝旡量度人上品妙経

３１１－０２６５ 諸経垂訓

３１１－０２７７ 新刊京本全真宗眼方外玄言

３１１－０２７８ 悟真篇四註

３１１－０２８０ 神隠

３１１－０２８５ 竜門子凝道記

３１１－０２８８ 雲笈七籖

３１１－０２８９ 金丹正理大全

３１１－０２９４ 金丹正理大全諸真玄奥集成

３１１－０２９９ 生生四諦

３１２－００３８ 博物新編

３１２－００８９ 楚辞

３１２－００９０ 楚辞句解評林

３１２－００９２ 楚辞

３１２－００９３ 楚辞

３１２－００９４ 楚辞

３１２－００９５ 楚辞

３１２－００９９ 楚辞

３１２－０１００ 離騒直音

３１２－０１０２ 楚辞

３１２－０１０９ 広離騒

３１２－０１１３ 張説之集

３１２－０１１５ 李青蓮清言集

３１２－０１１８ 寒山子詩集

３１２－０１２３ 分類補註李太白詩

３１２－０１２４ 分類補註李太白詩

３１２－０１３０ 杜工部詩選註

３１２－０１３４ 翰林攷正杜律五言趙註句解

３１２－０１３５ 杜工部七言律詩

３１２－０１３６ 杜工部七言律詩分類集註

３１２－０１４０ 杜工部詩通

３１２－０１４１ 李詩五言弁律

３１２－０１４５ 刻杜小陵先生詩分類集註

３１２－０１４９ 杜詩胥鈔

３１２－０１５０ 杜子美七言律
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３１２－０１５１ 読杜詩愚得

３１２－０１５３ 杜律集解

３１２－０１７３ 王摩詰集

３１２－０１８２ 李詩鈔述註

３１２－０１８９ 李長吉詩集

３１２－０１９８ 昌谷集

３１２－０２０２ 岑嘉州集

３１２－０２１０ 伊川撃壌集

３１２－０２１４ 白蓮集

３１２－０２４４ 后山詩注

３１２－０２４５ 后山詩注

３１２－０２９１ 晞髪集

３１２－０３０３ 玉楮詩藁

３１３－０００８ 柳荘先生詩集

３１３－０００９ 王蛟川詩稿

３１３－００１０ 進脩遺集

３１３－００１１ 海釣遺風集

３１３－００１２ 東塘集

３１３－００１７ 鉄崖先生復古詩集

３１３－００２２ 鳳池吟稿

３１３－００２３ 倪雲林先生詩集

３１３－００２５ 聯錦詩集

３１３－００２７ 缶鳴集

３１３－００３３ 見素詩集

３１３－００３４ 四時存釆稿

３１３－００３６ 鄒東廓先生詩集

３１３－００３８ 楊升菴先生長短句

３１３－００４０ 少華山人集

３１３－００４１ 人瑞翁詩集

３１３－００４２ 皇甫司勲集

３１３－００４３ 雪舟詩集

３１３－００４５ 梅禹金詩草

３１３－００４６ 白鹿社草

３１３－００４７ 林初文詩

３１３－００４８ 四時存釆稿

３１３－００４９ 少洲稿

３１３－００５０ 尚友堂詩集

３１３－００５１ 息機堂稿
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３１３－００５２ 四溟山人全集

３１３－００５４ 蔵徴館集

３１３－００５５ 春江篇

３１３－００５６ 豊対楼詩選

３１３－００５７ 皆非集

３１３－００５８ 泊如斎吟草

３１３－００５９ 天目山斎歳編

３１３－００６０ 顧氏詩史

３１３－００６１ 重梓参坡袁先生一螺集

３１３－００６２ 青蓮閣集

３１３－００６４ 避園擬存詩集

３１３－００６５ 天霊山人詩摘稿

３１３－００７２ 鏡山庵集

３１３－００７３ 楊道行集

３１３－００７６ 万石山筆嘯

３１３－００７７ 一亳集

３１３－００７８ 雷検討詩

３１３－００７９ 山家語

３１３－００８０ 射堂詩抄

３１３－００８１ 菰園初集

３１３－００８３ 盧隠集

３１３－００８５ 静観山房詩稿

３１３－００８６ 奣爾楼遺稿

３１３－００８７ 天寧先生詩選

３１３－００８８ 長征吟

３１３－００８９ 玄芝集

３１３－００９１ 句曲稿

３１３－００９２ 撃轅草

３１３－００９４ 董文岳詩

３１３－００９６ 古処堂詩

３１３－００９７ 汗漫唫

３１３－００９８ 張孺愿詩略

３１３－００９９ 司光集

３１３－０１００ 湯海若問棘郵草

３１３－０１０１ 玉茗堂集選

３１３－０１０３ 玉茗堂集選

３１３－０１０５ 広讌堂集

３１３－０１０６ 婁子柔先生集
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３１３－０１０７ 平圃詩集

３１３－０１０８ 鼇峰集

３１３－０１０９ 紫栢老人詩集

３１３－０１１３ 漸宜堂詩

３１３－０１１５ 蟄声詩集

３１３－０１１６ 南遊稿

３１３－０１１７ 紫栢老人詩集

３１３－０１１８ 宮閨組韻

３１３－０１１９ 荷薪韻

３１３－０１２０ 甌安館詩集

３１３－０１２１ 子威先生澹思集

３１３－０１２７ 剣津集

３１３－０１２８ 桐峰逸草

３１３－０１２９ 擬山園

３１３－０１３０ 薛潤甫集

３１３－０２４９ 野絃閣集

３１３－０３１４ 游越吟

３１３－０３５０ 唐大家韓昌黎文公文選

３１３－０３５４ 韓文公文抄

３１３－０３５６ 唐大家韓昌黎文公文選

３１３－０３５７ 唐大家韓昌黎文公文選

３１３－０３６４ 庾開府集

３１３－０３６９ 樊川文集

３１３－０３７３ 柳文

３１３－０３７８ 唐陸宣公集

３１３－０３８０ 孫可之文集

３１３－０３８５ 欧陽先生文粋

３１３－０３８７ 欧陽先生文粋

３１３－０３９１ 陸宣公全集

３１３－０３９４ 宋大家曽文定公文抄

３１３－０３９５ 宋大家王文公文抄

３１３－０３９８ 宋大家蘇文忠公文抄

３１３－０４０１ 蘇文奇賞

３１３－０４０４ 合刻三先生潁浜文匯

３１３－０４０５ 東坡文選

３１３－０４０６ 東坡集選

３１３－０４１２ 予章羅先生文集

３１４－０００８ 新刊蛟峯批点止斎論祖
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３１４－００１２ 清江貝先生集

３１４－００１７ 訓行録

３１４－００１９ 陸象山先生集要

３１４－００２０ 草廬呉先生輯粋

３１４－００２１ 宋学士文粋

３１４－００３２ 古穣文集

３１４－００３３ 東廓先生文集

３１４－００３４ 崔氏洹詞

３１４－００３６ 洹詞

３１４－００３７ 遵巌王先生文粋

３１４－００４１ 荘渠先生遺書

３１４－００４３ 雲台山集

３１４－００４４ 南雋集文類

３１４－００４５ 新刻滄溟李先生文抄註釈

３１４－００４９ 弇州山人文抄

３１４－００５２ 弇州山人続稿選

３１４－００５４ 重鍥鳳州王先生文抄註釈

３１４－００５５ 洞陽子集

３１４－００５６ 高文襄公集

３１４－００５７ 碧山学士集

３１４－００５８ 西征集

３１４－００５９ 掌銓題藁

３１４－００６０ 睡庵稿

３１４－００６２ 蠙衣生粤草

３１４－００６４ 新鍥会元湯先生批評南明文選

３１４－００６５ 陳奉常集

３１４－００６６ 灌息亭選草

３１４－００６８ 王文粛公文集

３１４－００６９ 刻李衷一先生清源洞文集

３１４－００７２ 鹿裘石室集

３１４－００７３ 蒼霞草

３１４－００８０ 石斎行業

３１４－００８１ 石倉文稿

３１４－００８３ 太乙山房文集

３１４－００８４ 桂林集

３１４－００８５ 頌帚居士戒草

３１４－００８６ 謔菴文飯小品

３１４－００８７ 晩香堂集
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３１４－００８８ 南斎先生魏文靖公摘藁

３１４－００８９ 鶴台先生熊山文選

３１４－００９０ 駢枝別集

３１４－００９１ 七録斎集

３１４－００９２ 陳太史無夢園集

３１４－００９３ 陳太史無夢園集

３１４－００９４ 棄草

３１４－００９５ 張異度先生自広斎集

３１４－００９６ 顔彦叔先生聯捷合稿

３１４－０１０３ 選寒江集

３１４－０１７２ 類選註釈駱丞全集

３１４－０１７３ 唐丞相曲江張先生文集

３１４－０１７５ 蔡中郎文集

３１４－０１７６ 沈隠侯集

３１４－０１７７ 嵆中散集

３１４－０１８０ 陳子昂集

３１４－０１８４ 謝康楽集

３１４－０１８６ 盧照隣集

３１４－０１８７ 楊炯集

３１４－０１８８ 陳思王集

３１４－０１８９ 屈陶合刻

３１４－０１９０ 二俊文集

３１４－０１９３ 唐丞相曲江張先生文集

３１４－０１９６ 二張詩集

３１４－０１９７ 李杜全集

３１４－０１９８ 集千家註杜工部詩集

３１４－０２１３ 朱文公校昌黎先生文集

３１４－０２１４ 朱文公校昌黎先生文集

３１４－０２１６ 朱文公校昌黎先生文集

３１４－０２１７ 朱文公校昌黎先生文集

３１４－０２２３ 五百家註音弁昌黎先生文集

３１４－０２２４ 五百家註音弁昌黎先生文集

３１４－０２２５ 昌黎先生全集

３１４－０２２８ 韓文

３１４－０２３０ 呉顧太史評閲韓昌黎先生全集

３１４－０２３１ 昌黎先生集

３１４－０２３２ 東里文集

３１４－０２３４ 注韓柳集
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３１４－０２３６ 子相文選

３１４－０２３８ 七録斎文集

３１５－０００４ 増広註釈音弁唐柳先生集

３１５－０００５ 増広註釈音弁唐柳先生集

３１５－０００６ 唐柳先生集

３１５－０００８ 唐柳河東集

３１５－００１０ 柳文

３１５－００１２ 柳文

３１５－００１５ 白氏文集

３１５－００１６ 白氏文集

３１５－００１８ 元白長慶集

３１５－００３１ 范文正公集

３１５－００３５ 唐黄先生文集

３１５－００３８ 楊大年先生武夷新集

３１５－００４１ 宋蔡忠恵文集

３１５－００４７ 欧陽文忠公全集

３１５－００４９ 欧陽文集

３１５－００５０ 欧陽文忠公集

３１５－００５１ 新刊欧陽文忠公集

３１５－００６２ 司馬文正公集略

３１５－００６７ 南豊先生元豊類藁

３１５－００６８ 南豊先生元豊類藁

３１５－００６９ 南豊先生元豊類藁

３１５－００７１ 南豊先生元豊類藁

３１５－００７４ 淮海集

３１５－００７６ 臨川先生文集

３１５－００７９ 范忠宣公集

３１５－００８２ 東坡先生全集

３１５－００８３ 范忠宣公集

３１５－００８５ 東坡全集

３１５－００８６ 蘇文忠公全集

３１５－００８８ 東坡集選

３１５－００９１ 宋濂渓周元公先生集

３１５－００９２ 宋蘇文忠公海外集

３１５－００９７ 重刻黄文節山谷先生文集

３１５－００９８ 重刻黄文節山谷先生文集

３１５－０１００ 山谷黄先生大全詩

３１５－０１１１ 済北晃先生雞肋集
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３１５－０１１３ 亀山先生集

３１５－０１１６ 亀山先生集

３１５－０１１８ 宋李忠定公文集選

３１５－０１２１     櫚先生文集

３１５－０１２７ 新刻瓊琯白先生集

３１５－０１３７ 晦庵先生朱文公文集

３１６－０００１ 晦庵先生朱文公文集

３１６－０００２ 太史升菴文集

３１６－０００６ 止斎先生文集

３１６－０００７ 止斎先生文集

３１６－００１７ 陸放翁全集

３１６－００１８ 双渓文集

３１６－００２５ 西山先生真文忠公文集

３１６－００３１ 宋文文山先生全集

３１６－００３７ 橘洲文集

３１６－００３８ 橘洲文集

３１６－００４８ 静脩先生文集

３１６－００５５ 存心堂遺集

３１６－００６９ 翠屏詩集

経００１－０００７ 蘇氏易解

経００２－０００３ 周易集註

経００２－０００９ 周易宗義

経００３－０００２ 周易賛義

経００３－０００４ 易徴

経００３－０００７ 易経澹窩因指

経００４－０００２ 周易説約

経００４－０００７ 周易便蒙

経００４－０００８ 周易観玩録

経００５－０００７ 書伝会衷

経００６－０００２ 尚書日記

経００６－０００８ 尚書集注音疏

経００７－０００４ 童子問

経００８－０００６ 詩経宗義

経００８－０００８ 詩志

経００８－００１０ 御纂詩義折中

経００９－０００４ 周礼伝

経０１０－０００３ 礼記日録

経０１０－０００８ 檀弓述註
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経０１７－０００６ 春秋通論

経０１７－０００７ 左伝義法挙要

経０２６－０００３ 五経白文

経０３７－０００２ 五経繹

経０３９－０００６ 重訂四書疑問

経０４０－０００４ 四書翼伝三義

経０４３－０００２ 四書講義困勉録

経０４３－０００４ 四書正義

経０４４－０００２ 爾雅

経０４４－００１１ 広韻

経０４５－０００８ 蘇氏韻輯

経０４６－００１０ 字学正本

経０４７－０００６ 字彙

経０４８－０００２ 礼部詳註正譌字海明珠

経０４８－０００３ 字貫

経０４９－０００６ 六書弁通

経０５０－００１０ 楚騒

経０５０－００１１ 欽定篆文六経四書

経０５０－００１４ 新編歴代草書韻海

経０５１－０００３ 康熙字典

経０７０－０００６ 春秋説約

経０７０－０００７ 御纂春秋直解広義

経０８０－０００３ 四書集註

経０８２－０００１ 欽定詩経伝説彙纂

経０８４－０００１ 儀礼経伝通解

経０８７－０００１ 皇清経解

経０９３－０００３ 爾雅

史００９－０００４ 後漢書

史００９－０００５ 後漢書

史０３２－０００１ 通鑑本末紀要

史０３３－０００１ 国書

史０４２－０００２ 聖朝路紀

史０４２－０００３ 皇明史概

史０４２－０００４ 潜菴先生擬明史稿

史０４５－０００３ 戦国策

史０４５－０００５ 戦国策全編

史０４６－０００７ 承天大誌

史０４７－０００４ 名臣寧攘要編
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史０４７－０００５ 国朝殿閣部院大臣年表

史０４８－０００２ 鄭端簡公徴吾録

史０４８－０００７ 洗海近事

史０５１－０００５ 皇明両朝疏抄

史０５２－０００２ 頌天臚筆

史０５３－００１１ 芝園別集

史０５３－００１３ 蒲坂楊太宰献納稿

史０５３－００１４ 太師楊襄毅公奏疏

史０５４－０００１ 東塘先生奏議

史０５４－０００２ 督撫三晋疏鈔

史０５４－０００３ 文粛王公奏草

史０５４－０００４ 王公奏稿

史０５４－０００６ 楊文忠三録

史０５４－０００８ 梁端粛公奏議

史０５４－００１０ 南宮奏議

史０５４－００１２ 鄭端簡公奏議

史０５５－０００２ 桂洲奏議

史０５５－０００４ 撫滇奏草

史０５５－０００６ 択焉小草

史０５５－０００９ 張襄壮奏疏

史０６６－０００２ 孔子通紀

史０６６－０００４ 至聖編年世紀

史０６６－００１３ 晏子春秋

史０６６－００１６ 関帝文献会要

史０６６－００２２ 蘇子瞻

史０６６－００２７ 宋陳忠粛公言行録

史０６６－００２８ 重刻鄭端簡公年譜

史０６７－０００６ 続高士伝

史０６７－００１０ 戦国人才言行録

史０６９－０００５ 両浙名賢録

史０６９－００１０ 景行録

史０６９－００１５ 閩南道学源流

史０７０－０００７ 新刊嘉靖拾肆年進士登科録

史０７２－０００５ 皇朝中州人物志

史０７３－００１１ 今献備遺

史０７３－００１２ 皇朝三異人録

史０７３－００１３ 史外

史０７３－００１４ 東林列伝
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史０７３－００２１ 福州府烈女伝

史０７５－０００４ 二十一史識余

史０７８－０００２ 史書纂略

史０８１－０００１ 月令通攷

史０８１－０００５ 日渉編

史０８１－０００８ 穀玉類編

史０８２－０００２ 大唐六典

史０８３－０００１ 新官軌範

史０８３－０００５ 重修虔台志

史０８４－０００１ 杜氏通典

史０９４－０００３ 大礼集議

史０９４－０００５ 皇明大政纂要

史０９６－０００１ 万寿盛典

史０９８－０００６ 皇明兵制考

史１０２－０００２ 江寧府賦役全書

史１０２－０００３ 松江府賦役全書

史１０２－０００４ 常州府賦役全書

史１０２－０００５ 鎮江府賦役全書

史１０２－０００６ 蘇州府賦役全書

史１０９－０００９ 銭穀刑名便覧

史１１１－０００３ 撫閩文告

史１１２－０００７ 工程做法

史１１２－０００８ 内廷做法

史１１３－０００６ 古今治平略

史１１３－０００７ 陸福安実政録

史１１３－０００８ 新輯仕学大乗

史１１３－０００９ 集政備考

史１１３－００１０ 福恵全書

史１１３－００１１ 資治新書

史１１３－００１２ 経済成書

史１１３－００１３ 増定分類臨民治政全書

史１１３－００１４ 新編吏治懸鏡

史１１４－０００１ 欽定四庫全書総目

史１１５－０００２ 国史経籍志

史１１５－０００３ 乾隆欽定四庫全書総目

史１１５－０００４ 欽定四庫全書考証

史１１５－０００５ 欽定天禄琳琅書目

史１１５－０００６ 浙江採集遺書総録
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史１１５－０００７ 元史蓻文志

史１１５－０００８ 八史経籍志

史１１５－０００９ 彙刻書目

史１１５－００１０ 古今偽書考

史１１５－００１１ 古今書刻

史１１６－０００１ 経義考

史１１６－０００２ 愛日精廬蔵書志

史１１６－０００３ 金石録

史１１６－０００４ 隷続

史１１６－０００５ 漢隸字源

史１１６－０００６ 漢隸字源

史１１６－０００７ 歴代鐘鼎彝器款識法帖

史１１６－０００８ 鐘鼎字源

史１１６－０００９ 石墨鐫華

史１１６－００１０ 広金石韻府

史１１７－０００１ 史通

史１１７－０００２ 史通訓故

史１１７－０００３ 東萊先生音註唐鑑

史１１７－０００４ 読史管見

史１１７－０００５ 小学史断

史１１７－０００６ 通鑑答問

史１１７－０００７ 読通鑑綱目条記

史１１７－０００８ 史義拾遺

史１１７－０００９ 荊川先生精選批点史記

史１１７－００１１ 留余堂史取

史１１７－００１２ 史考

史１１７－００１３ 尚友斉論古

史１１７－００１４ 古今人物論

史１１７－００１５ 歴代史論

史１１７－００１６ 楊先生楽泌山房読史評

史１１７－００１７ 読史韻言

史１１７－００１８ 読史漫抄

史１１７－００１９ 楊旭菴史衡

史１１８－０００１ 尚論編

史１１８－０００２ 史懐

史１１８－０００３ 二史会編

史１１８－０００４ 顧氏詩史

史１１８－０００５ 御製全史詩
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史１１８－０００６ 十七史商榷

史１１８－０００７ 廿二史箚記

史１１８－０００８ 二十一史精義

史１１８－０００９ 歴代帝王史略

史１１９－０００１ 元和郡県図志

史１１９－０００２ 太平寰宇記

史１１９－０００３ 元豊九域志

史１１９－０００４ 三輔黄図

史１２０－０００１ 大明一統志

史１２０－０００２ 寰宇分合志

史１２０－０００３ 郡県釈名

史１２０－０００４ 新鋟大明一統輿図広略

史１２０－０００５ 広輿記

史１２０－０００６ 新刻皇輿要覧

史１２０－０００７ 新刻華夷風土志

史１２０－０００８ 方輿勝略

史１２０－０００９ 輿地図考

史１２０－００１０ 輿図摘要

史１２１－０００１ 彙輯輿図備攷全書

史１２１－０００２ 一握坤輿

史１２１－０００３ 地図綜要

史１２１－０００４ 広輿記

史１２１－０００５ 方輿類纂

史１２１－０００６ 読史方輿紀要

史１２１－０００７ 補三国疆域志

史１２１－０００８ 王会新編

史１２２－０００１ 郡国利病書

史１２３－０００２ 広輿古今鈔

史１２３－０００３ 今古地理述

史１２３－０００４ 歴代地理志韻編今釈

史１２３－０００５ 新刻京本華夷風物商程一覧

史１２３－０００６ 新鐫路程要覧

史１２３－０００７ 三山志

史１２３－０００８ 斉乗

史１２３－０００９ 呉興掌故集

史１２３－００１０ 姑蘇志

史１２３－００１１ 広東輿図

史１２４－０００１ 畿輔通志
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史１２４－０００２ 盛京通志

史１２４－０００３ 南畿志

史１２４－０００４ 江南通志

史１２５－０００２ 江西通志

史１２６－０００１ 西江志

史１２７－０００１ 浙江通志

史１２７－０００２ 浙江通志

史１２７－０００３ 八閩通誌

史１２８－０００１ 閩書

史１２８－０００２ 福建通志

史１２９－０００１ 湖広総志

史１２９－０００２ 湖広通志

史１３１－０００１ 河南通志

史１３１－０００３ 河南通志

史１３２－０００１ 続河南通志

史１３２－０００２ 山東通志

史１３２－０００３ 山東通志

史１３２－０００４ 山東通志

史１３３－０００１ 山西通志

史１３３－０００２ 山西通志

史１３３－０００３ 山西通志

史１３４－０００１ 陜西通志

史１３５－０００１ 四川総志

史１３５－０００２ 四川通志

史１３６－０００１ 広東通志

史１３６－０００２ 広東通志

史１３７－０００１ 広西通志

史１３７－０００２ 広西輿図

史１３７－０００３ 雲南通志

史１３７－０００４ 雲南通志

史１３８－０００１ 貴州通志

史１３８－０００２ 貴州通志

史１３８－０００３ 全遼志

史１３９－０００１ 永平府志

史１３９－０００２ 保定府志

史１３９－０００３ 河間府志

史１３９－０００４ 河間府志

史１３９－０００５ 真定府志
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史１３９－０００６ 大名府誌

史１４０－０００２ 応天府志

史１４０－０００３ 江寧府志

史１４０－０００４ 蘇州府志

史１４１－０００１ 蘇州府志

史１４１－０００２ 松江府志

史１４１－０００３ 松江府志

史１４１－０００４ 重脩常州府志

史１４１－０００５ 常州府志

史１４２－０００１ 重修鎮江府志

史１４２－０００２ 鎮江府志

史１４２－０００３ 淮安府志

史１４２－０００４ 淮安府志

史１４２－０００５ 淮安府志

史１４３－０００１ 揚州府志

史１４３－０００２ 揚州府志

史１４３－０００３ 揚州府志

史１４３－０００４ 揚州府志

史１４３－０００５ 揚州府志

史１４３－０００６ 安慶府志

史１４４－０００１ 寧国府志

史１４４－０００２ 重脩太平府志

史１４４－０００３ 広西太平府誌

史１４４－０００４ 太平府志

史１４４－０００５ 思明府志

史１４４－０００６ 廬州府志

史１４４－０００７ 廬州府志

史１４４－０００８ 鳳陽府誌

史１４４－０００９ 新修南昌府志

史１４５－０００２ 広信府志

史１４５－０００３ 南康府志

史１４５－０００４ 九江府志

史１４５－０００５ 撫州府志

史１４５－０００６ 臨江府志

史１４６－０００１ 吉安府志

史１４６－０００２ 吉安府志

史１４６－０００３ 贛州府志

史１４６－０００４ 南安府志
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簿冊番号 簿冊名称

史１４６－０００５ 杭州府志

史１４７－０００１ 嘉興府志

史１４７－０００２ 嘉興府志

史１４７－０００３ 湖州府誌

史１４７－０００４ 寧波府志

史１４７－０００５ 紹興府志

史１４７－０００６ 台州府志

史１４８－０００１ 金華府志

史１４８－０００２ 衢州府志

史１４８－０００３ 衢州府志

史１４８－０００４ 厳州府志

史１４８－０００５ 続修厳州府志

史１４８－０００６ 温州府志

史１４８－０００７ 処州府志

史１４９－０００１ 福州府志

史１４９－０００２ 泉州府志

史１４９－０００３ 泉州府志

史１４９－０００４ 福州府志

史１５０－０００２ 汀州府志

史１５０－０００３ 興化府志

史１５０－０００４ 邵武府志

史１５０－０００５ 邵武府志

史１５０－０００６ 漳州府志

史１５０－０００７ 漳州府志

史１５１－０００１ 台湾府志

史１５１－０００２ 続脩台湾府志

史１５１－０００３ 湖広武昌府志

史１５１－０００４ 漢陽府志

史１５１－０００５ 安陸府志

史１５２－０００１ 襄陽府志

史１５２－０００２ 襄陽府志

史１５２－０００３ 湖広鄖陽府志

史１５２－０００４ 鼎修徳安府全志

史１５２－０００５ 荊州府志

史１５２－０００６ 長沙府志

史１５３－０００１ 岳州府志

史１５３－０００２ 宝慶府志

史１５３－０００３ 鼎修常徳府志
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簿冊番号 簿冊名称

史１５３－０００４ 辰州府誌

史１５３－０００５ 沅州府志

史１５３－０００６ 永州府志

史１５３－０００７ 開封府志

史１５３－０００８ 衛輝府志

史１５４－０００１ 懐慶府志

史１５４－０００２ 河南府志

史１５４－０００３ 汝寧府志

史１５４－０００４ 済南府志

史１５５－０００２ 萊州府志

史１５５－０００３ 青州府志

史１５５－０００４ 青州府志

史１５５－０００５ 登州府志

史１５５－０００６ 太原府志

史１５６－０００１ 平陽府志

史１５６－０００２ 四川叙州府志

史１５６－０００３ 潼川府志

史１５６－０００４ 韶州府志

史１５６－０００５ 汾州府志

史１５６－０００６ 恵州府志

史１５７－０００１ 潮州府志

史１５７－０００２ 潮州府志

史１５７－０００３ 潮州府志

史１５７－０００４ 肇慶府志

史１５７－０００５ 高州府志

史１５７－０００６ 廉州府志

史１５７－０００７ 廉州府志

史１５７－０００８ 南寧府志

史１５７－０００９ 南寧府志

史１５８－０００１ 通州志

史１５８－０００２ 遵化州志

史１５８－０００３ 直隷遵化州志

史１５８－０００４ 安州志

史１５８－０００５ 易水志

史１５８－０００６ 纂脩景州志

史１５８－０００７ 滄州新志

史１５８－０００８ 趙州志

史１５８－０００９ 深州志
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史１５８－００１０ 定州志

史１５８－００１１ 開州志

史１５８－００１２ 海州志

史１５８－００１３ 高郵州志

史１５９－０００１ 泰州志

史１５９－０００２ 泰州志

史１５９－０００３ 邳州志

史１５９－０００４ 徐州志

史１５９－０００５ 六安州志

史１５９－０００６ 宿州志

史１５９－０００７ 泗州志

史１５９－０００８ 亳州志

史１５９－０００９ 潁州志

史１５９－００１０ 和州志

史１５９－００１１ 和州志

史１６０－０００２ 安吉州誌

史１６０－０００３ 安吉州誌

史１６０－０００４ 福寧州志

史１６０－０００５ 荊門州志

史１６０－０００６ 随州志

史１６０－０００７ 続修澧誌

史１６０－０００８ 直隷澧州志林

史１６０－０００９ 鄭州志

史１６０－００１０ 光州志

史１６０－００１１ 東平州志

史１６０－００１２ 泰安州志

史１６０－００１３ 賓州志

史１６０－００１４ 済寧州志

史１６０－００１５ 済寧直隷州志

史１６１－０００１ 莒州志

史１６１－０００２ 沂州志

史１６１－０００３ 曹州志

史１６１－０００４ 臨清州志

史１６１－０００５ 高唐州志

史１６１－０００６ 山西直隷沁州志

史１６１－０００７ 直隷商州志

史１６１－０００８ 続商州志

史１６１－０００９ 秦州誌
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史１６１－００１０ 簡州志

史１６１－００１１ 合州志

史１６１－００１２ 重慶府涪州志

史１６１－００１３ 連州志

史１６１－００１４ 徳慶州志

史１６１－００１５ 羅定州志

史１６１－００１６ 全州志

史１６１－００１７ 鬱林州志

史１６１－００１８ 養利州志

史１６１－００１９ 左州誌

史１６１－００２０ 普安州志

史１６２－０００１ 固安県志

史１６２－０００２ 香河県志

史１６２－０００３ 宝坻県志

史１６２－０００４ 順義県志

史１６２－０００５ 房山県志

史１６２－０００６ 文安県志

史１６２－０００７ 文安県志

史１６２－０００８ 増補盧竜県志

史１６２－０００９ 昌黎県志

史１６２－００１０ 清苑県志

史１６２－００１１ 新城県志

史１６２－００１２ 容城県志

史１６２－００１３ 保定府祁州束鹿県志

史１６２－００１４ 直隷保定府祁州深沢県志

史１６２－００１５ 重修阜志

史１６２－００１６ 天津県志

史１６２－００１７ 行唐県新志

史１６２－００１８ 霊寿県志

史１６２－００１９ 衡水県志

史１６３－０００１ 臨城県志

史１６３－０００２ 寧晋県志

史１６３－０００３ 平郷県志

史１６３－０００４ 広宗県誌

史１６３－０００５ 内丘県志

史１６３－０００６ 任県志

史１６３－０００７ 広平県志

史１６３－０００８ 元城県志
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簿冊番号 簿冊名称

史１６３－０００９ 魏県志

史１６３－００１０ 長垣県志

史１６３－００１１ 赤城志

史１６３－００１２ 上元県志

史１６３－００１３ 江寧県志

史１６３－００１４ 江寧新志

史１６４－０００１ 句容県志

史１６４－０００２ 溧水県志

史１６４－０００３ 重修江浦県新志

史１６４－０００４ 六合県志

史１６４－０００５ 高淳県志

史１６４－０００６ 呉県志

史１６４－０００７ 長洲県志

史１６４－０００８ 長洲県志

史１６４－０００９ 元和県志

史１６４－００１０ 崑山県志

史１６５－０００１ 崑山新陽合志

史１６５－０００２ 常熟県志

史１６５－０００３ 昭文県志

史１６５－０００４ 呉江県志

史１６５－０００５ 震沢県志

史１６５－０００６ 鎮洋県志

史１６５－０００７ 重脩崇明県志

史１６５－０００８ 嘉定県志

史１６５－０００９ 宝山県志

史１６５－００１０ 奉賢県志

史１６６－０００１ 婁県志

史１６６－０００２ 金山県志

史１６６－０００３ 上海県志

史１６６－０００４ 上海県志

史１６６－０００５ 分建南匯県新志

史１６６－０００６ 南匯県新志

史１６６－０００７ 青浦県志

史１６６－０００８ 武進県志

史１６６－０００９ 無錫県志

史１６６－００１０ 江陰県志

史１６６－００１１ 江陰県志

史１６６－００１２ 宜興県志
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史１６６－００１３ 宜興県志

史１６７－０００１ 新修靖江県志

史１６７－０００２ 新修靖江県志

史１６７－０００３ 丹徒県志

史１６７－０００４ 丹陽県志

史１６７－０００５ 金壇県志

史１６７－０００６ 山陽県志

史１６７－０００７ 塩城県志

史１６７－０００８ 清河県志

史１６７－０００９ 安東県志

史１６７－００１０ 桃源県志

史１６７－００１１ 重修贛楡県志

史１６７－００１２ 重修沐陽県志

史１６７－００１３ 重修沐陽県志

史１６８－０００１ 江都県志

史１６８－０００２ 江都県志

史１６８－０００３ 儀徴県志

史１６８－０００４ 興化県志

史１６８－０００５ 宝応県志

史１６８－０００６ 儀真志

史１６８－０００７ 如皐県志

史１６８－０００８ 泰興県志

史１６８－０００９ 蕭県志

史１６８－００１０ 碭山県志

史１６８－００１１ 新修豊県志

史１６８－００１２ 宿遷県志

史１６９－０００１ 睢寧県志

史１６９－０００２ 安慶府懐寧県志

史１６９－０００３ 安慶府灊山県志

史１６９－０００４ 安慶府望江県志

史１６９－０００５ 歙県志

史１６９－０００６ 休寧県志

史１６９－０００７ 婺源県志

史１６９－０００８ 建徳県志

史１６９－０００９ 当塗県志

史１６９－００１０ 繁昌県志

史１６９－００１１ 合肥県志

史１７０－０００２ 舒城県志
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史１７０－０００３ 鳳書

史１７０－０００４ 臨淮県志

史１７０－０００５ 懐遠県志

史１７０－０００６ 虹県志

史１７０－０００７ 盱眙県志

史１７０－０００８ 天長県志

史１７０－０００９ 五河県志

史１７０－００１０ 阜陽県志

史１７０－００１１ 潁上県志

史１７０－００１２ 霍邱県志

史１７０－００１３ 蒙城県志

史１７０－００１４ 含山県志

史１７０－００１５ 南昌県志

史１７１－０００１ 新建県志

史１７１－０００２ 豊城県志

史１７１－０００３ 進賢県志

史１７１－０００４ 靖安県志

史１７１－０００５ 武寧県志

史１７１－０００６ 鄱陽県志

史１７１－０００７ 余干県志

史１７１－０００８ 浮梁県志

史１７１－０００９ 新修玉山県志

史１７１－００１０ 戈陽県志

史１７１－００１１ 貴渓県志

史１７１－００１２ 鉛山県志

史１７１－００１３ 建昌県志

史１７１－００１４ 湖口県志

史１７１－００１５ 南城県志

史１７２－０００１ 江西新城県志

史１７２－０００２ 南豊県志

史１７２－０００３ 臨川県志

史１７２－０００４ 金谿県志

史１７２－０００５ 崇仁県志

史１７２－０００６ 楽安県志

史１７２－０００７ 東郷県志

史１７２－０００８ 新淦県志

史１７２－０００９ 新喩県志

史１７２－００１０ 廬陵県志
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史１７２－００１１ 泰和県志

史１７２－００１２ 吉安府永豊県志

史１７２－００１３ 安福県志

史１７３－０００１ 永新県志

史１７３－０００２ 永寧県志

史１７３－０００３ 高安県志

史１７３－０００４ 新昌県志

史１７３－０００５ 上高県誌

史１７３－０００６ 分宜県志

史１７３－０００７ 萍郷県志

史１７３－０００８ 万載県志

史１７３－０００９ 雩都県志

史１７３－００１０ 興国県志

史１７３－００１１ 新脩会昌県志

史１７３－００１２ 安遠県志

史１７３－００１３ 竜南県志

史１７３－００１４ 定南県志

史１７３－００１５ 瑞金県志

史１７３－００１６ 贑石城県志

史１７３－００１７ 南安府大庾県志

史１７３－００１８ 南康県志

史１７４－０００１ 上猶県志

史１７４－０００２ 銭塘県志

史１７４－０００３ 銭塘県志

史１７４－０００４ 仁和県志

史１７４－０００５ 海寧県志

史１７４－０００６ 富陽県志

史１７４－０００７ 余杭県志

史１７４－０００８ 臨安県志

史１７４－０００９ 於潜県志

史１７４－００１０ 新城県志

史１７４－００１１ 杭州府昌化県志

史１７５－０００２ 秀水県志

史１７５－０００３ 重脩嘉善県志

史１７５－０００４ 海塩県図経

史１７５－０００５ 石門県志

史１７５－０００６ 平湖県志

史１７５－０００７ 桐郷県誌
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史１７５－０００８ 烏程県誌

史１７５－０００９ 帰安県志

史１７５－００１０ 長興県誌

史１７５－００１１ 長興県志

史１７６－０００１ 徳清県誌

史１７６－０００２ 武康県志

史１７６－０００３ 孝豊県志

史１７６－０００４ 奉化県志

史１７６－０００５ 鎮海県志

史１７６－０００６ 定海県志

史１７６－０００７ 象山県志

史１７６－０００８ 会稽県志

史１７６－０００９ 諸曁県誌

史１７６－００１０ 嵊県誌

史１７６－００１１ 新昌県志

史１７６－００１２ 黄巌県志

史１７６－００１３ 天台県志

史１７６－００１４ 僊居県志

史１７６－００１５ 寧海県志

史１７７－０００１ 太平県志

史１７７－０００２ 金華県志書

史１７７－０００３ 蘭谿県志

史１７７－０００４ 蘭谿県志

史１７７－０００５ 新修東陽県志

史１７７－０００６ 義烏県志

史１７７－０００７ 義烏県志

史１７７－０００８ 永康県志

史１７７－０００９ 浦江県誌

史１７７－００１０ 湯渓県志

史１７７－００１１ 西安県志

史１７７－００１２ 竜游県誌

史１７８－０００１ 江山県志

史１７８－０００２ 開化県志

史１７８－０００３ 建徳県志

史１７８－０００４ 纂修淳安県志

史１７８－０００５ 桐廬県志

史１７８－０００６ 遂安県志

史１７８－０００７ 新修寿昌県志
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史１７８－０００８ 分水県志

史１７８－０００９ 永嘉県志

史１７８－００１０ 瑞安県志

史１７８－００１１ 楽清県志

史１７８－００１２ 平陽県志

史１７８－００１３ 平陽県志

史１７８－００１４ 泰順県志

史１７８－００１５ 青田県志

史１７９－０００１ 縉雲県志

史１７９－０００２ 松陽県志

史１７９－０００３ 遂昌県志

史１７９－０００４ 竜泉県志

史１７９－０００５ 宣平県誌

史１７９－０００６ 重修景寧県志

史１７９－０００７ 甌寧県志

史１７９－０００８ 崇安県志

史１７９－０００９ 浦城県志

史１７９－００１０ 松渓県志

史１７９－００１１ 沙県誌

史１７９－００１２ 武平県誌

史１７９－００１３ 光沢県志

史１７９－００１４ 漳浦県志

史１７９－００１５ 海澄県志

史１７９－００１６ 寿寧県誌

史１７９－００１７ 徳化県志

史１７９－００１８ 大田県志

史１８０－０００２ 竜巌県志

史１８０－０００３ 諸羅県志

史１８０－０００４ 孝感県志

史１８０－０００５ 京山県志

史１８０－０００６ 天門県志

史１８０－０００７ 当陽県志

史１８０－０００８ 蘄水県志

史１８０－０００９ 石首県志

史１８０－００１０ 長沙県志

史１８０－００１１ 湘潭県志

史１８０－００１２ 新脩寧郷県志

史１８０－００１３ 増修醴陵県志

93/118



内閣文庫（漢籍）

簿冊番号 簿冊名称

史１８０－００１４ 湘郷県志

史１８０－００１５ 巴陵県志

史１８０－００１６ 臨湘県志

史１８０－００１７ 華容県志

史１８０－００１８ 平江県志

史１８１－０００１ 石門県志

史１８１－０００２ 安郷県志

史１８１－０００３ 岳州府慈利県誌

史１８１－０００４ 邵陽県志

史１８１－０００５ 新化県志

史１８１－０００６ 耒陽県志

史１８１－０００７ 沅陵県志

史１８１－０００８ 漵浦県志

史１８１－０００９ 芷江県志

史１８１－００１０ 麻陽県志

史１８１－００１１ 零陵県志

史１８１－００１２ 祁陽県志

史１８１－００１３ 祥符県志

史１８１－００１４ 陳留県志

史１８１－００１５ 洧川県志

史１８１－００１６ 鄢陵県志

史１８２－０００１ 中牟県志

史１８２－０００２ 陽武県志

史１８２－０００３ 封丘県志

史１８２－０００４ 滎陽県志

史１８２－０００５ 商水県志

史１８２－０００６ 扶溝県志

史１８２－０００７ 臨潁県志

史１８２－０００８ 長葛県志

史１８２－０００９ 商丘県志

史１８２－００１０ 寧陵県志

史１８２－００１１ 夏邑県志

史１８２－００１２ 湯陰県志

史１８２－００１３ 林県志

史１８２－００１４ 武安県志

史１８２－００１５ 汲県志

史１８２－００１６ 新郷県続志

史１８３－０００１ 獲嘉県志
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史１８３－０００２ 淇県志

史１８３－０００３ 輝県志

史１８３－０００４ 河内県志

史１８３－０００５ 洛陽県誌

史１８３－０００６ 洛陽県誌

史１８３－０００７ 登封県志

史１８３－０００８ 新安志

史１８３－０００９ 新安県志

史１８３－００１０ 霊宝県志

史１８３－００１１ 重修鎮平県志

史１８３－００１２ 葉県志

史１８３－００１３ 汝陽県志

史１８３－００１４ 光山県志

史１８３－００１５ 固始県志

史１８３－００１６ 郟葛県志

史１８３－００１７ 伊陽県志

史１８４－０００１ 歴城県志

史１８４－０００２ 鄒平県志

史１８４－０００３ 淄川県志

史１８４－０００４ 泰安県志

史１８４－０００５ 新泰県志

史１８４－０００６ 新修萊蕪県志

史１８４－０００７ 陽信県志

史１８４－０００８ 滋陽県志

史１８４－０００９ 寧陽県志

史１８４－００１０ 鄒誌

史１８４－００１１ 鄒県誌

史１８４－００１２ 滕志

史１８４－００１３ 金郷県志

史１８４－００１４ 魚台県志

史１８４－００１５ 陽穀県志

史１８４－００１６ 寿張県志

史１８４－００１７ 嘉祥県志

史１８５－０００２ 蒙陰県志

史１８５－０００３ 兗州府曹県志

史１８５－０００４ 観城県志

史１８５－０００５ 朝城県志

史１８５－０００６ 鄆城県志
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史１８５－０００７ 単県志

史１８５－０００８ 城武県志

史１８５－０００９ 鉅野県志

史１８５－００１０ 聊城県志

史１８５－００１１ 堂邑県志

史１８５－００１２ 茌平県志

史１８５－００１３ 冠県志

史１８５－００１４ 館陶県志

史１８５－００１５ 武城県志

史１８５－００１６ 益都県志

史１８５－００１７ 寿光県志

史１８５－００１８ 黄県志

史１８５－００１９ 棲霞県志

史１８５－００２０ 萊陽県志

史１８５－００２１ 高密県志

史１８６－０００１ 陽曲県志

史１８６－０００２ 清源県志

史１８６－０００３ 交城県志

史１８６－０００４ 曲沃県志

史１８６－０００５ 栄河県志

史１８６－０００６ 長子県志

史１８６－０００７ 屯留県志

史１８６－０００８ 壺関県志

史１８６－０００９ 平順県志

史１８６－００１０ 黎城県志

史１８６－００１１ 霊丘県志

史１８６－００１２ 長安県志

史１８６－００１３ 興平県志

史１８６－００１４ 渭南志

史１８６－００１５ 朝邑県志

史１８６－００１６ 鳳翔県志

史１８６－００１７ 宝雞県志

史１８６－００１８ 扶風県志

史１８６－００１９ 洵陽県志

史１８６－００２０ 甘泉県志

史１８６－００２１ 温江県志

史１８７－０００１ 綿竹県志

史１８７－０００２ 長寿県志
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史１８７－０００３ 彭水県志

史１８７－０００４ 三台県志

史１８７－０００５ 射洪県志

史１８７－０００６ 塩亭県志

史１８７－０００７ 中江県志

史１８７－０００８ 中江県志

史１８７－０００９ 遂寧県志

史１８７－００１０ 蓬渓県志

史１８７－００１１ 安岳県志

史１８７－００１２ 南海県志

史１８７－００１３ 番禺県志

史１８７－００１４ 順徳県志

史１８７－００１５ 東莞県志

史１８８－０００１ 増城県志

史１８８－０００２ 新会県志

史１８８－０００３ 三水県志

史１８８－０００４ 清遠県志

史１８８－０００５ 陽山県志

史１８８－０００６ 仁化県志

史１８８－０００７ 乳源県志

史１８８－０００８ 新修翁源県志

史１８８－０００９ 英徳県志

史１８８－００１０ 博羅県志

史１８８－００１１ 竜川県志

史１８８－００１２ 河源県志

史１８８－００１３ 海陽県志

史１８８－００１４ 掲陽県志

史１８８－００１５ 恵来県志

史１８８－００１６ 興寧県志

史１８８－００１７ 高要県志

史１８９－０００１ 新興県志

史１８９－０００２ 陽春県志

史１８９－０００３ 陽江県志

史１８９－０００４ 高明県志

史１８９－０００５ 封川県志

史１８９－０００６ 呉川県志

史１８９－０００７ 霊山県志

史１８９－０００８ 瓊山県志
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史１８９－０００９ 西寧県志

史１８９－００１０ 上林県志

史１８９－００１１ 西林県志

史１８９－００１２ 平彝県志

史１８９－００１３ 余慶県志

史１８９－００１４ 九谿衛志

史１８９－００１５ 永定衛志

史１８９－００１６ 威海衛志

史１８９－００１７ 解州安邑県運城志

史１８９－００１８ 山海関志

史１８９－００１９ 臨高県志

史１８９－００２０ 東安県志

史１９０－０００２ 南河志

史１９０－０００３ 泉河史

史１９０－０００４ 河防一覧

史１９０－０００５ 漕河図志

史１９０－０００６ 朱鎮山先生漕河奏議

史１９０－０００７ 通漕類編

史１９０－０００８ 水部備考

史１９１－０００１ 潞水客談

史１９１－０００２ 淮南中十場誌

史１９１－０００３ 行水金鑑

史１９１－０００４ 防河奏議

史１９１－０００５ 河防芻議

史１９１－０００６ 河防志

史１９１－０００７ 水道考

史１９１－０００８ 勅修両浙海塘通志

史１９１－０００９ 瀲水志林

史１９１－００１０ 太湖備考

史１９２－０００１ 考亭誌

史１９２－０００２ 蘇州府学志

史１９２－０００３ 東林書院志

史１９２－０００４ 常熟県儒学志

史１９２－０００５ 長安志

史１９２－０００６ 黄檗寺志

史１９２－０００７ 汴京遺跡志

史１９２－０００８ 金陵梵刹志

史１９２－０００９ 鄧尉聖恩寺志
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史１９２－００１０ 霊巌集

史１９２－００１１ 江心志

史１９２－００１２ 仙巌志

史１９２－００１３ 玉甑峰志

史１９２－００１４ 選刻釣台集

史１９２－００１５ 拙圃集

史１９２－００１６ 青原志略

史１９２－００１７ 曹谿通志

史１９２－００１８ 平山堂小志

史１９２－００１９ 鶴林寺志

史１９３－０００１ 還古書院志

史１９３－０００２ 天童寺志

史１９３－０００３ 長元節孝祠志

史１９３－０００４ 南岳総勝集

史１９３－０００５ 黄山図経

史１９３－０００６ 黄山志続集

史１９３－０００７ 京口三山志

史１９３－０００８ 震沢編

史１９３－０００９ 斉雲山志

史１９３－００１０ 嵩書

史１９３－００１１ 説嵩

史１９３－００１２ 玉華洞志

史１９３－００１３ 方広巌志

史１９３－００１４ 鼓山志

史１９３－００１５ 王太五十景図詠

史１９３－００１６ 天台山方外志

史１９３－００１７ 補陀洛伽山志

史１９３－００１８ 普陀山志

史１９３－００１９ 南海普陀山志

史１９３－００２０ 増輯西湖合志

史１９４－０００１ 武夷山志

史１９４－０００２ 武夷山志

史１９４－０００３ 武夷志略

史１９４－０００４ 増輯西湖合志

史１９４－０００５ 西湖志類鈔

史１９４－０００６ 西湖志

史１９４－０００７ 西湖志纂

史１９４－０００８ 大岳太和山誌
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史１９４－０００９ 大岳太和山紀略

史１９４－００１０ 清凉山志

史１９４－００１１ 清凉山志

史１９４－００１２ 清凉山新志

史１９４－００１３ 明州阿育王山志

史１９４－００１４ 九鯉湖志

史１９４－００１５ 九鯉湖志

史１９４－００１６ 鴈山志

史１９４－００１７ 韓山考

史１９４－００１８ 麻姑山丹霞洞天誌

史１９４－００１９ 麻姑集

史１９４－００２０ 謫仙楼集

史１９５－０００２ 羅浮山志会編

史１９５－０００３ 羅浮山志

史１９５－０００４ 浯渓新志

史１９５－０００５ 廬山紀事

史１９５－０００６ 廬山志

史１９５－０００７ 茅山志

史１９５－０００８ 茅山志

史１９５－０００９ 禺峡山志

史１９５－００１０ 虎邱山志

史１９５－００１１ 泰山志

史１９５－００１２ 南通州五山全志

史１９６－０００１ 華岳全集

史１９６－０００２ 華岳全集

史１９６－０００３ 盤山志

史１９６－０００４ 盤山志

史１９６－０００５ 南岳志

史１９６－０００６ 岳陽紀勝彙編

史１９６－０００７ 恵陽山水紀勝

史１９６－０００８ 長沙府岳麓誌

史１９６－０００９ 峩眉山志

史１９６－００１０ 摂山志

史１９６－００１１ 九華山志

史１９６－００１２ 衡岳志

史１９６－００１３ 岱覧

史１９６－００１４ 北湖小志

史１９６－００１５ 古今游名山記
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史１９７－０００１ 名山勝概記

史１９７－０００２ 名山注

史１９７－０００３ 遊大峨山記

史１９７－０００４ 黄貞父遊記

史１９７－０００５ 西山品

史１９７－０００６ 宣和奉使高麗図経

史１９７－０００７ 皇明象胥録

史１９７－０００８ 咸賓録

史１９７－０００９ 中山伝信録

史１９７－００１０ 琉球国志略

史１９７－００１１ 海国聞見録

史１９７－００１２ 西域聞見録

史１９７－００１３ 衛蔵図識

史１９７－００１４ 武林旧事

史１９７－００１５ 中呉紀聞

史１９７－００１６ 碣石叢談

史１９７－００１７ 殿粤要纂

史１９７－００１８ 新鐫海内奇観

史１９８－０００１ 廬陽客記

史１９８－０００２ 呉郡甫里志

史１９８－０００３ 巌鎮誌艸

史１９８－０００４ 特開玉環志

史１９８－０００５ 広東新語

史１９８－０００６ 南翔鎮志

史１９８－０００７ 江防考

史１９８－０００９ 九辺図説

史１９８－００１０ 宣府鎮志

史１９８－００１１ 籌海図編

史１９８－００１２ 五辺典則

史１９８－００１３ 全辺略記

史１９８－００１４ 全浙兵制考

史１９８－００１５ 福州駐防志

史１９９－０００１ 天文地輿図

史１９９－０００２ 天文地輿図

史２０８－０００１ 晋書

史２０８－０００２ 南斉書

史２０８－０００３ 梁書

史２０９－０００２ 宋書
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史２１３－０００１ 焦太史編輯国朝献徴録

史２１４－０００１ 皇祖四大法

史２１４－０００２ 大明律講解

史２１４－０００３ 大明律例添釈旁註

史２１４－０００４ 詞訟録

史２１４－０００５ 大典続録

史２１６－０００１ 歴朝綱鑑輯略

史２１６－０００２ 沛志

史２１７－０００２ 西湖遊覧志

史２１８－０００１ 闕里誌

史２１８－０００２ 五朝名臣言行録

史２１８－０００３ 吾学編

史２１８－０００４ 聖門志

史２１８－０００７ 西域聞見録

史２２４－０００２ 靖台実録

史２２６－０００１ 資治通鑑綱目

史２２８－０００１ 旧唐書

史２２９－０００１ 明朝紀事本末

史２３０－０００１ 通典

史２３０－０００２ 故唐律疏義

史２３２－０００１ 古今万姓統譜

史２３３－０００１ 朝鮮史略

史２３３－０００３ 新刻古列女伝

史２３４－０００２ 皇明二祖十四宗増補標題評断通紀

史２３４－０００３ 皇朝通典

史２３４－０００４ 欽定続通典

子００１－０００２ 家語正義

子００１－０００９ 新纂門目五臣音註揚子法言

子００１－００１０ 傅子

子００１－００１２ 伸蒙続孟子

子００１－００１６ 正蒙釈

子００１－００１８ 邵子全書

子００１－００１９ 上蔡先生語録

子００１－００２１ 河南程氏遺書

子００２－０００５ 小学集註大全

子００２－０００７ 小学便読

子００２－００１２ 三字経

子００２－００１３ 三字経集註
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子００２－００１５ 朱子語類

子００６－０００９ 晁氏儒言

子００６－００１０ 陸子学譜

子００８－０００１ 聖学心法

子００８－０００７ 西峰儒蔵

子００８－００２０ 邵文荘公経史全書

子００８－００２２ 竇季泉公視篆芳規

子００８－００２４ 弘道録

子００９－０００６ 黽記

子００９－００１５ 榕村語録

子０１０－０００２ 重鐫武経七書集註

子０１０－０００４ 握機経

子０１１－０００２ 重刊続武経総要

子０１１－０００４ 武経翼

子０１１－０００６ 重刻武経必読

子０１４－０００２ 新鐫増補標題武経七書

子０１７－０００９ 守筌

子０１８－０００１ 参籌秘書

子０１８－０００２ 箼亭鈔略

子０１８－０００４ 古今中興籌略

子０１９－０００３ 詮叙管子成書

子０２１－００１２ 医経遡洄集

子０２２－０００１ 諸病源候論

子０２２－０００７ 易簡方論

子０２２－０００９ 医学三書論

子０２３－０００１ 大徳重校聖済総録

子０２５－０００２ 新刊仁斎直指附遺方論

子０２５－０００３ 養生月覧

子０２５－０００６ 活法機要

子０２５－０００８ 伊尹湯液仲景広為大法

子０２５－０００９ 海蔵    論萃英

子０２５－００１２ 衛生宝鑑

子０２５－００１３ 丹渓手鏡

子０２６－００１１ 新刻医学入門衡要

子０２７－００１３ 太医院増補捷法医林統要外科方論大全

子０２９－０００１ 経験奇効単方

子０２９－０００３ 続刻簡易験方

子０２９－０００４ 医方選要
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子０２９－０００６ 新編山居簡要医方便宜

子０２９－０００７ 山谷便方

子０２９－００２０ 識病捷法

子０３０－０００５ 刻海上秘授杏林尊生要覧

子０３１－０００３ 新刻痰火点雪

子０３１－００１４ 明医指掌図

子０３２－０００３ 先醒斎筆記

子０３２－０００５ 達観堂新鐫甦生的鏡

子０３２－０００６ 医説仏乗

子０３２－００１１ 医学集要

子０３３－０００２ 絳雪園古方選註

子０３３－０００５ 名医彙粋

子０３３－０００７ 嵩崖尊生書

子０３３－００１０ 弁証録

子０３４－０００１ 新刊黄帝明堂灸経

子０３４－０００２ 新刊徐氏家伝鍼灸捷法大全

子０３４－０００４ 新鋟鰲頭金糸万応膏徐氏針灸全書

子０３４－０００５ 鍼灸節要

子０３４－０００８ 医書八種

子０３５－０００７ 青嚢雑纂

子０３５－０００８ 霊蘭集

子０３７－０００１ 薛立斎医書十種

子０３７－０００９ 医学補天石

子０３７－００１３ 劉涓子鬼遺方

子０３８－０００４ 千金簡易方

子０３９－０００３ 外台秘要方

子０４０－０００２ 太平恵民和剤局方指南総論

子０４０－０００３ 新刊続添是斎百一選方

子０４０－０００４ 新刊続添是斎百一選方

子０４０－０００５ 備全古今十便良方

子０４０－０００７ 葉氏録験方

子０４０－０００８ 衛生家宝方

子０４０－０００９ 続易簡方論

子０４０－００１０ 魏氏家蔵方

子０４０－００１１ 増修厳氏済生論方

子０４０－００１３ 瑞竹堂経験方

子０４１－０００３ 衛生易簡方

子０４１－０００４ 嶺南衛生方
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子０４１－００１０ 新集救急療貧易簡奇方

子０４１－００１１ 備急良方

子０４２－０００１ 新刊袖珍方

子０４２－０００２ 試効神聖保命方

子０４２－０００６ 虺後方

子０４２－０００７ 慈恵方

子０４２－００１１ 類集試験良方

子０４２－００１５ 新鐫窮郷便方

子０４２－００１６ 校増救急易方

子０４２－００２２ 淮南昭陽李氏家蔵奇験秘方

子０４３－０００１ 医品補遺

子０４３－０００２ 王肖乾先生行笈験方

子０４３－０００４ 急救危症簡便験方

子０４４－０００１ 本草発明

子０４４－０００３ 分部本草妙用

子０４４－０００５ 本草権度

子０４４－０００６ 新刊官板本草真詮

子０４４－０００８ 本草洞詮

子０４４－００１３ 図経節要補増本草歌括

子０４４－００１４ 薬性奇方

子０４５－０００２ 食物本草

子０４５－０００７ 金匱玉函経

子０４５－００１０ 金匱要略方論本義

子０４５－００１４ 新鐫類証増註傷寒百問歌

子０４５－００１５ 傷寒総病論

子０４５－００１８ 新鐫陶節菴家蔵傷寒六書

子０４６－０００２ 傷寒蘊要全書

子０４６－０００９ 再重訂傷寒集註

子０４６－００１０ 傷寒述微

子０４６－００１５ 温熱暑疫全書

子０４６－００１６ 問心堂温病条弁

子０４６－００２０ 便産須知

子０４６－００２２ 対症用薬賦

子０４６－００２４ 女科百病問答

子０４６－００２６ 女科経綸

子０４７－０００４ 小児衛生総微論方

子０４７－０００８ 活幼心法

子０４７－００１０ 活幼便覧
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子０４８－０００３ 鼎鍥幼幼集成

子０４８－０００６ 太医院精選急救小児良方直旨

子０４８－０００７ 聞人氏痘疹論

子０４８－００１８ 保嗣痘疹霊応仙書

子０４８－００２０ 支氏痘疹玄機

子０４８－００２２ 秘伝経験痘疹方

子０４８－００２３ 秘伝経験痘疹良方

子０４８－００２５ 痘科鍵

子０４８－００２９ 新鐫痘疹心印

子０４９－０００３ 博集稀痘方論

子０４９－００１８ 外科精要

子０４９－００２１ 外科枢要

子０４９－００２２ 申斗垣校正外科啓玄

子０５０－０００６ 新刊秘授外科百効全書

子０５０－０００９ 喉科指掌

子０５０－００１０ 釈骨

子０５０－００１５ 秘伝眼科竜木医書総論

子０５１－０００１ 授時暦

子０５１－０００３ 回回暦法

子０５１－０００４ 渾天儀説

子０５１－０００７ 暦学全書

子０５１－０００８ 割円八線之表

子０５３－０００１ 崇禎暦書

子０５５－０００２ 康熙永年暦法

子０５５－０００３ 新製霊台儀象志

子０５６－０００１ 大清時憲暦箋釈

子０５６－０００５ 新刻訂正家伝秘訣盤珠算法士民利用

子０５６－０００６ 勾股全書

子０５６－０００７ 新編直指算法纂要

子０５６－０００８ 算海説詳

子０５６－００１０ 西洋算法大全

子０５７－０００２ 無名居羅青巌手輯範疇理数裁述

子０５７－０００８ 新刻天元玉暦祥異賦

子０５７－００１０ 重刻天文秘略

子０５７－００１１ 重刻校増武候八門神書

子０５８－０００２ 玉髄真経

子０５８－０００３ 金精寥公秘授地学心法正伝画筴扒砂経

子０５８－００１０ 重刊人子須知資孝地理心学統宗
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子０５８－００１１ 増補地理直指原真大全

子０５８－００１２ 陽宅要覧

子０５８－００１３ 地理正義

子０５８－００１４ 地理正伝

子０５８－００１５ 地理捷訣

子０５９－０００６ 周易占林

子０５９－０００７ 易冒

子０５９－０００８ 増刪卜易

子０６０－０００２ 筮篋理数日抄

子０６０－０００３ 佐玄直指図解

子０６０－０００５ 大統皇暦経世

子０６０－００１１ 欽定協紀弁方書

子０６０－００１２ 永寧通書

子０６０－００１３ 歴代名画記

子０６０－００１５ 書史会要

子０６０－００１６ 書法鉤玄

子０６１－０００２ 楊升菴詩

子０６１－０００３ 練公手蹟

子０６１－０００７ 八種画譜

子０６１－０００８ 画家要訣

子０６１－０００９ 図絵宗彝

子０６１－００１０ 六如唐先生画譜

子０６１－００１２ 墨海書

子０６１－００１４ 文字会宝

子０６１－００１５ 広文字会宝

子０６１－００１６ 漢谿書法通解

子０６２－０００２ 凌烟閣功臣図

子０６２－０００３ 国朝画徴録

子０６４－０００１ 蘇長公虎丘詩

子０６４－０００２ 御題高義園世宝

子０６４－０００３ 蘭亭序

子０６４－０００４ 大唐三蔵聖教序

子０６４－０００５ 真草千字文

子０６４－０００６ 唐僧懐素自叙帖

子０６４－０００７ 蘇長公大江東詞

子０６４－０００８ 江南楽帖

子０６４－０００９ 十二詠冊

子０６４－００１０ 千字文
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子０６４－００１１ 千字文

子０６４－００１２ 休寧厚村孫氏宗詞碑記

子０６４－００１３ 文昌帝君陰隲文

子０６４－００１４ 詒晋斎法書

子０６４－００１５ 詒晋斎采珍帖

子０６４－００１６ 詒晋斎巾箱帖

子０６５－０００３ 新伝理性元雅

子０６５－０００４ 臞仙神奇秘譜

子０６５－０００５ 歩虚僊譜

子０６５－０００６ 徳音堂琴譜

子０６５－０００７ 五知斎琴譜

子０６５－０００８ 秦漢印統

子０６５－０００９ 集古印譜

子０６５－００１０ 印史

子０６５－００１１ 印存初集

子０６５－００１２ 古今印選

子０６６－０００２ 石室秘伝

子０６６－０００７ 囲棊

子０６６－０００８ 橘中秘

子０６６－００１０ 兼山堂奕譜

子０６６－００１１ 官子譜

子０６６－００１２ 新刻手譚秘局四譜真訣

子０６６－００１３ 囲碁近譜

子０６７－０００１ 香雪庵美人鏡

子０６７－０００３ 銅剣讚

子０６７－０００４ 鼎録

子０６７－０００５ 林子

子０６８－０００３ 原本茶経

子０６８－０００５ 竜乗

子０６８－０００６ 閩中茘支通譜

子０６８－００１１ 秘伝花鏡

子０６９－０００１ 鴟夷子皮

子０６９－０００２ 計倪子

子０６９－０００４ 呂氏春秋

子０６９－０００５ 呂氏春秋

子０６９－０００７ 淮南鴻烈解

子０６９－００１４ 幾亭全書

子０７０－０００２ 金罍子
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子０７０－０００６ 従先維俗議

子０７０－００１１ 明朝破邪集

子０７０－００１２ 嗜退菴語存

子０７１－０００２ 蘇氏演義

子０７１－０００４ 兼明書

子０７１－０００８ 攷古質疑

子０７２－０００１ 通雅

子０７２－０００２ 通雅

子０７２－０００４ 日知録

子０７２－００１２ 愧郯録

子０７３－０００３ 六研斎筆記

子０７３－０００７ 明弁類函

子０７３－０００８ 墅談

子０７３－０００９ 河上楮談

子０７３－００１０ 升菴外集

子０７３－００１２ 七修類藁

子０７４－０００１ 焦氏筆乗

子０７４－０００４ 鄙見日鈔

子０７４－００１１ 古今評録

子０７５－０００２ 玉梅館漫録

子０７５－０００７ 香祖筆記

子０７５－０００８ 居易録

子０７５－０００９ 洞天清禄集

子０７６－０００１ 格古要論

子０７６－０００５ 臥游録

子０７６－００１２ 類編古今名賢彙語

子０７７－０００６ 灼艾集

子０７７－００１２ 玉壺氷

子０７８－０００５ 高奇往事

子０７８－０００６ 敬由編

子０７８－０００７ 琅邪代酔編

子０７８－０００８ 最楽編

子０８０－０００２ 欣賞編

子０８０－０００７ 問奇類林

子０８１－０００３ 考古彙編

子０８１－０００７ 新刻胡子佩抄

子０８１－０００８ 古今書抄

子０８２－０００１ 稗史彙編
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子０８２－０００３ 畜徳録

子０８３－０００３ 玉芝堂談薈

子０８３－０００４ 査浦輯聞

子０８９－０００３ 顧氏四十家小説

子０９０－０００４ 亦政堂鐫陳眉公家蔵広秘笈

子０９３－０００３ 震沢先生別集

子０９３－０００４ 帰雲外集

子０９４－０００４ 枕函小史

子１０３－０００２ 徐位山六種

子１０４－０００１ 武英殿聚珍版叢書

子１０８－０００１ 説鈴

子１０８－０００３ 文道十書

子１０８－０００５ 小四書

子１１１－０００２ 附音増広古註蒙求

子１１１－０００４ 純正蒙求

子１１１－０００５ 唐宋白孔六帖

子１１９－０００２ 事類賦

子１１９－０００６ 文選類林

子１２４－０００１ 経籍    詁

子１２４－０００２ 経籍    詁

子１２４－０００５ 五侯鯖

子１２５－０００２ 学海

子１２６－０００１ 三才考略

子１２６－０００３ 国憲家猷

子１２７－０００１ 潜確居類書

子１３２－０００３ 新編群書纂数

子１３５－０００４ 新鐫陳太史子史経済言

子１３５－０００９ 十三経類語

子１３６－０００６ 傭吹録

子１３６－０００７ 古事比

子１３７－０００１ 子史精華

子１３７－０００２ 古今図書集成図纂

子１９０－０００５ 今世説

子１９１－０００４ 瑯嬛史唾

子１９１－０００６ 芝園外集

子１９１－０００９ 芸林伐山

子１９１－００１１ 双槐歳抄

子１９１－００１８ 見聞雑紀
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子１９１－００１９ 歳寒社耳目日書

子１９２－０００２ 山海経図讃

子１９２－０００３ 山海経釈義

子１９２－０００８ 虞初志

子１９２－０００９ 虞初新志

子１９２－００１１ 天后顕聖録

子１９２－００１５ 見聞紀訓

子１９３－０００５ 明状元図考

子１９３－０００６ 衛済余編

子１９３－０００８ 清異録

子１９３－０００９ 焦氏類選蔓金苔

子１９３－００１２ 娑羅園清語

子１９３－００１６ 増修　　雅広要

子１９４－０００１ 般若波羅蜜多心経

子１９４－０００２ 般若波羅蜜多心経釈義

子１９４－００１１ 維摩経略疏

子１９４－００１５ 仏説阿彌陀経略解

子１９５－００１１ 鎮州臨済慧照禅師語録

子１９５－００１４ 江西馬祖道一禅師語録

子１９５－００１６ 雲門匡真禅師広録

子１９５－００１７ 慨古録

子１９６－０００１ 虎丘隆和尚語録

子１９６－０００４ 黄檗山密雲禅師語録

子１９６－０００７ 鼓山無異大師語録

子１９６－００１４ 大乗起信論

子１９６－００１６ 現果随録

子１９６－００１７ 竜蔵黜字函三教平心論

子１９６－００２２ 禅関策進

子１９６－００２９ 万峯和尚語録

子１９６－００３０ 密雲禅師語録

子１９６－００３３ 五宗原

子１９６－００３４ 祖庭鉗鎚録

子１９６－００３６ 博山大師別古

子１９６－００４０ 原道闢邪説

子１９６－００４１ 了凡袁先生省身録

子１９６－００４７ 真心直説

子１９６－００４８ 沙彌律義要略

子１９６－００４９ 鼎鍥竺乾宗解
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子１９６－００５１ 鐫棲霞室居士西方疑諍

子１９７－０００４ 万善同帰集

子１９７－０００７ 鼓山頌古

子１９７－０００８ 漱流集

子１９７－００１６ 曹渓源流

子２３５－０００３ 道書五種

子２３５－０００９ 老子鬳斎口義

子２３５－００１１ 老子集解

子２３５－００１２ 太上老子道徳経

子２３６－０００２ 老子通義

子２３６－０００７ 朱子周易参同契考異

子２３６－００１１ 太上洞玄霊宝高上玉皇本行集経

子２３７－０００４ 文昌化書

子２３７－０００７ 玄譚

子２３７－０００８ 天下第一種好書

子２３７－０００９ 大丹直指

子２３７－００１０ 新鐫天馬山通玄輯略

子２３７－００１４ 易図丹鏡

子２３７－００１５ 修真生生訣

子２３７－００１６ 太上感応篇経伝

子２３７－００１７ 太上感応篇疏衍

子２３７－００１８ 太上感応篇

子２３７－００１９ 太上感応経集解

子２３７－００２０ 太上感応篇図説

子２３８－０００１ 文帝全書

子２３８－０００２ 南極天華宝籙

子２３８－０００６ 二顧先生語録

子２３８－０００８ 袁了凡先生立命篇

子２３８－００１０ 仙仏奇踪

子２３８－００１１ 仙仏奇踪

子２３８－００１３ 遏淫編

子２３８－００１４ 同善録

子２３８－００１５ 文昌帝君蕉窓十則註証

子２３８－００１６ 晨鐘録

子２３８－００１７ 錦身機要

子２３８－００１８ 禅林僧宝伝

子２４５－０００６ 満漢西廂記

子２４８－０００６ 八行図説
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子２５１－０００１ 三才図会

子２５１－０００２ 有象列仙全伝

子２５３－０００１ 華夷花木鳥獣珍玩考

子２５３－０００３ 養正図解

子２５３－０００４ 八種画譜

子２５３－０００５ 図絵宝鑑

子２５３－０００６ 図絵宝鑑続編

子２５３－０００７ 無声詩史

子２５４－０００１ 琅山堂印史

子２５４－０００２ 崇雅堂印賞

子２５４－０００３ 訒葊集古印存

子２５４－０００４ 秋間戯鉄

子２５４－０００５ 集古印譜

子２５７－０００２ 武学上舎施氏七書講義

子２５７－０００３ 武経直解

子２５７－０００５ 古今秘苑

子２５８－０００４ 新刻針医参補馬経大全

子２５８－０００５ 新編集成牛医方

子２５９－０００３ 痘瘡集要

子２６９－０００２ 崇禎暦書暦引

子２６９－０００３ 中説

子２７３－０００１ 白雲居米帖

子２７３－０００２ 石鐘山記

子２７４－０００１ 戯鴻堂法書

子２７６－０００１ 函海

子２７８－０００２ 清暉閣蔵帖

子２７８－０００５ 新鐫全像評釈古今清談万選

集００１－０００２ 屈子

集００１－０００４ 楚辞集解

集００１－０００５ 楚辞

集００１－００１０ 陶淵明文集

集００１－００１７ 王摩詰詩集

集００２－０００３ 集千家註批点杜工部詩集

集００２－０００６ 杜律註解

集００２－０００７ 杜律集解

集００２－００１１ 杜詩偶評

集００２－００１２ 元次山集

集００２－００１３ 魯公文集
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集００３－０００６ 唐欧陽先生文集

集００４－０００４ 李文饒公文集

集００４－０００６ 韋蘇州集

集００４－０００８ 玉谿生詩詳註

集００４－００１２ 香籢集

集００４－００１３ 唐皮日休文藪

集００４－００１７ 楊大年先生武夷新集

集００６－０００３ 節孝先生文集

集００６－０００８ 重刊嘉祐集

集００７－０００５ 東坡文選

集００９－０００２ 山谷詩集注

集００９－０００９ 予章羅先生文集

集００９－００１０ 予章羅先生文集

集００９－００１３ 具茨晁先生詩集

集００９－００１５ 後山居士詩集

集０１０－０００８ 晦庵文鈔

集０１４－０００７ 潜斎先生文集

集０１５－０００５ 掲曼碩詩集

集０１６－０００２ 含春堂藁

集０１６－０００６ 太師誠意伯劉文成公集

集０１６－００１０ 潜渓集

集０１７－０００５ 修敬先生詩集

集０１８－０００２ 古直先生文集

集０１８－０００３ 類博稿

集０１８－０００９ 一峰先生文集

集０２０－０００６ 唐伯虎集

集０２０－０００７ 赤城夏先生集

集０２０－０００８ 西軒効唐集録

集０２３－０００４ 海涯文集

集０２４－００１１ 欧陽南野先生文選

集０２５－０００２ 念菴羅先生集

集０２５－０００７ 唐荊川先生続文集

集０２５－０００９ 斛山楊先生遺稿

集０２６－０００３ 間存集

集０２６－０００７ 白華楼蔵稿

集０２８－０００６ 白雪楼詩集

集０２８－００１１ 周胤昌集

集０３４－００１０ 鄧文潔公佚稿
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集０３８－０００４ 碧雞集

集０４０－００１３     山集

集０４０－００１７ 李陶山先生集

集０４１－０００６ 祭酒琴渓陳先生集

集０４５－００１２ 重刻三渠先生集

集０４６－０００９ 可也居集

集０４７－０００３ 霞山文集

集０４８－０００５ 江左集

集０４９－００１４ 宦暦漫紀

集０４９－００２２ 彩雲篇

集０５０－００１２ 白堽集

集０５０－００１４ 下里謡

集０５０－００１５ 管涔集

集０５２－０００４ 世美堂詩集

集０５２－０００７ 邵潜夫先生詩選

集０５２－００１０ 搴芳集

集０５２－００１５ 五石居詩

集０５２－００２３ 狎吹堂穢語

集０５３－０００３ 史忠正公集

集０５３－０００４ 玄芝集

集０５３－０００７ 響泉斎詩集

集０５３－０００８ 九潭集

集０５３－００１０ 世宗憲皇帝御製文集

集０５５－０００６ 考功集選

集０５５－０００７ 鈍吟全集

集０５６－０００３ 樊榭山房集

集０５６－０００７ 湛園未定藁

集０５９－０００１ 月洞詩

集０５９－０００２ 咏物詩

集０５９－０００３ 観物雑詠

集０５９－０００５ 李茂承彭沢草

集０５９－０００８ 存懶草

集０５９－０００９ 紀勝詩

集０５９－００１０ 帰興詩

集０５９－００１２ 粤遊草

集０５９－００１３ 栝蒼游

集０５９－００１４ 使節吟

集０５９－００１５ 閩中稿
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集０５９－００１９ 北征稿

集０５９－００２０ 雨山編

集０５９－００２２ 大明一統賦補

集０５９－００２３ 陳布衣集句

集０５９－００２４ 山居草

集０５９－００２５ 武夷游稿

集０５９－００２６ 雲游草

集０５９－００２７ 蕭鳴草

集０６４－０００８ 合刻屠氏家蔵二集

集０６９－０００６ 明文在

集０７１－０００１ 臨川文献

集０７７－０００４ 妙絶古今

集０７９－０００３ 秦漢文鈔

集０８３－０００５ 東萊先生古文関鍵

集０８３－０００６ 畳山先生批点文章軌範

集０８８－０００２ 新刊国朝歴科翰林文選経済宏猷

集０８８－０００８ 明四大家文集

集０９０－０００２ 唐詩二十六家

集０９０－０００５ 初明四傑集

集０９０－０００６ 鍾譚詩帰

集０９０－０００７ 玉台新詠

集０９１－０００５ 古今詩刪

集０９４－０００２ 六朝声偶集

集０９４－０００７ 衆妙集

集０９４－０００８ 王荊公唐百家詩選

集０９５－０００１ 唐三体詩

集０９５－０００２ 続唐三体詩

集０９５－０００６ 唐音類選

集０９５－０００８ 唐詩正声

集０９５－０００９ 唐詩正声

集０９５－００１０ 増定評註唐詩正声

集０９５－００１３ 李于鱗唐詩広選

集０９６－０００１ 刪訂唐詩解

集０９７－０００３ 唐詩英華

集０９７－０００４ 唐音戊籖

集０９７－０００５ 李詩鈔述註

集０９７－０００７ 分門纂類唐宋時賢千家詩選

集０９８－０００２ 宋十五家詩選
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集０９９－０００１ 元詩自攜

集１０１－０００３ 明詩善鳴集

集１０１－０００４ 明詩別裁集

集１０１－０００６ 四傑詩選

集１０１－０００８ 二家詩鈔

集１０３－０００２ 唐詩類苑

集１０４－０００１ 声画集

集１０４－０００２ 瀛奎律髄

集１０４－０００４ 松陵集

集１０４－０００５ 莆陽詩編

集１０４－００１０ 徽郡詩

集１０４－００１４ 唐文初集

集１０４－００１５ 滑耀編

集１０４－００１６ 新刻遊覧粋編

集１０５－０００２ 論語頌唱和集

集１０５－０００４ 詠史註解

集１０５－０００５ 双渓倡和詩

集１０５－０００６ 錦里春褀集

集１０５－０００７ 蘭嵎朱宗伯彙選当代名公鴻筆百寿類函

集１０５－０００９ 回文類聚

集１０５－００１０ 排律弁体

集１０５－００１１ 唐詩排律

集１０５－００１２ 薫風協奏集

集１０６－０００２ 節孝贈言

集１０６－０００６ 歴朝名媛詩詞

集１０６－０００７ 本朝名媛詩鈔

集１０６－００１１ 乍浦集詠

集１０７－０００２ 河南郷試録

集１０７－０００４ 江西郷試録

集１０７－０００５ 学約古文

集１０７－０００６ 両河観風

集１０７－０００９ 皇明策衡

集１０８－０００１ 古賦弁体

集１０８－０００２ 賦苑

集１０８－０００３ 賦海補遺

集１０９－０００５ 全唐詩話

集１０９－０００６ 誠斎詩話

集１０９－０００８ 蔵海詩話
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集１０９－００１０ 批点分類誠斎先生文膾

集１０９－００１２ 詩法

集１０９－００１５ 小草斎詩話

集１０９－００１７ 氷川詩式

集１０９－００１９ 詩城摘錦

集１１０－０００２ 名賢詩評

集１１０－０００４ 昭代選屑

集１１０－０００６ 詩女史

集１１０－０００７ 雅倫

集１１１－０００１ 擬古楽府

集１１１－０００２ 王西楼先生楽府

集１１１－０００５ 花間集

集１１１－０００８ 詩余図譜

集１１１－０００９ 通用中原音韻

集１１１－００１１ 詩余広選

集１１１－００１２ 歴代宮詞

集１１１－００１３ 擬唐人宮辞

集１１１－００１４ 宋名家詞

集１１３－０００１ 新編簪纓必用翰苑新書

集１１４－０００４ 名公詒簡

集１１４－０００７ 謀野乙集

集１１５－０００２ 梨雲館合刻屠緯真水尺牘

集１１５－０００４ 問弁牘

集１１５－０００７ 顧大司馬籌陜存牘類抄

集１１５－００１０ 鷽鳩四六小啓

集１１５－００１１ 春雪箋

集１１９－０００４ 増註唐賢三体詩法

集１１９－０００５ 続新編分類諸家詩集

集１１９－０００６ 海瓊白先生詩集

集１３５－０００２ 宋濂渓周元公先生集

集１３５－０００４ 白氏長慶集

集１３７－０００５ 精選唐宋千家聯珠詩格

別０３７－０００１ 朝鮮国礼曹参議李拭奉復対馬州太守平朝臣宗公書
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