
平成23年度筑波大学附属図書館特別展

展示資料一覧

番号 書名 出版事項 請求記号 主要旧蔵者 備考

1 論語集解　10巻5冊 室町時代中期写 ロ860-12 梶井宮盛胤法親王、林泰輔 貴重書、正平本の忠実な写本

2 論語集解　10巻2冊 慶長年中（1596～1615）　要法寺刊 ロ860-16 坊城俊将、南摩綱紀 貴重書、整版本

3 論語集註  零本（巻一）1冊 元亀4（1573）年写　春永筆 ロ860-28 林泰輔
貴重書、江戸時代以前の『論語
集註』の鈔本としては唯一の伝本

4 論語　10巻2冊 天文2（1533）年跋刊（幕末頃の刷りか） ロ860-13 磯淳、林泰輔 天文版『論語』の後印本

5 論語　10巻2冊 天明3（1783）年　須原屋茂兵衛 ロ860-26 林泰輔

6 古文孝経　1巻1冊
寛文9（1669）年写
葉室頼業筆、船橋経賢加点

123.7-Ko14
下冷泉為経、
フランク・ホーレー

貴重書

7 孝経　1冊 文政6（1823）年跋刊版 ロ850-126 高木利太
弘安2（1279）年の年紀をもつ
古鈔本を摹刻刊行したもの

8 孝経　1冊 弘化2（1845）年再刻 ロ850-14 林泰輔
天明元（1781）年に刊行された
清原宣條校本の再刻本

9 孝経　1冊 文政9（1826）年跋　求古楼刊版　 ロ850-121
天宝5載（746年）重注の御注孝経
北宋版本を狩谷望之（棭斎）が
摹刻刊行したもの

10 古文尚書　零本（存巻八）1冊 永正11（1514）年写　清原宣賢筆 ロ815-1 南摩綱紀
貴重書、　同筆の僚巻である
巻七・巻十は京都大学附属
図書館清原文庫蔵

11 古文尚書　13巻7冊 寛政13（1801）年　風月庄左衞門 ロ815-46 林泰輔
冢田大峯が『古文尚書』孔安国伝
に付訓したうえ補註を付したもの
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12 文選　60巻20冊 嘉靖元（1522）年　金台（北京）　汪諒刊 ル320-494
貴重書、元の張伯顔本を明の
嘉靖元年に汪諒が覆刻したもの

13 文選　60巻31冊 寛永2（1625）年直江版重刊 921.4-Sh95 岡田真、フランク・ホーレー
貴重書、直江兼続により慶長12
（1607）年に出版された直江版
文選を寛永2年に重刊したもの

14 六臣註文選　60巻61冊 慶安5（1652）年　佐野治左衛門 ル320-21
明の呉勉学重校本をもとに、訓点
をつけて翻刻したもの

15 白氏文集　71巻14冊 元和4（1618）年　那波道円刊 ル335-90 平松晋
貴重書、古活字版、通称「那波
本」と呼ばれる

16 白氏文集　71巻25冊 出版年次不明　出雲寺和泉掾 921.43-H19
明暦3（1657）年の刊本
（明暦刊本）の後刷り本

17 蒙求　1冊 室町時代後期写 イ290-115 小槻家 貴重書、巻子本を袋綴に改装

18 新刻蒙求　3巻3冊 出版年次不明　植村藤右衛門 イ290-6 那珂通高、那珂通世 明和4（1767）年刊本の後印本か

19 増註唐賢三体詩法　3巻3冊 室町時代後期刊　阿佐井野版 ル320-325

貴重書、応仁の乱で焼失した原
板木を明応3（1494）年に覆刻
再刊した板木（明応版）が泉州堺
に流伝し、それを阿佐井野宗禎
が購入して印行したもの

20
増註唐賢三体詩法
巻一（巻二・三欠）1冊

江戸時代初期刊 ル320-485 高木利太
貴重書、阿佐井野版（19参照）の
覆刻本文による訓点本

21
増註唐賢三体詩法
巻一（巻二・三欠）5冊

室町時代後期刊 ル320-487 高木利太

貴重書、室町時代後期刊本
（五山版の覆刻本）の本文の
匡郭内だけを適宜切って貼り、
周りに『暁風集』などからの
注釈を記入した抄物
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22 遊仙窟　1冊 江戸時代前期刊 ル380-33 秋山友安

23 遊仙窟鈔　5巻5冊 （江戸時代前期印） 923.4-C52
元禄3（1690）年刊本の比較的
早い時期の後印本

24 和漢朗詠集　2巻2冊 元亀3（1572）年写 ル246-17 高木利太 貴重書

25 新編古今事文類聚　100冊 寛文6（1666）年　八尾勘兵衛 イ290-212 鹿嶋則文 覆〔明末〕徳寿堂刊本

26 歴聖大儒像（聖賢像軸）　6幅
寛永9（1632）年、狩野山雪画
寛永13（1636）年、金世濂賛書

721.4-Ka58
貴重書、林羅山の依頼により
狩野山雪が描いた儒教の聖人・
賢人21人の肖像画のうち

27 鵞峰先生林学士全集　105冊 元禄2（1689）年 ル295-13
明倫堂(名古屋藩校)
中島誠逸

貴重書、江戸時代初期の
儒学者林鵞峰の詩文全集

28 本朝一人一首　10巻5冊 寛文5 （1665）年　田中清左衛門 ル294-10

29 史館茗話　1冊 寛文8（1688）年　林和泉掾 ル290-2 南摩綱紀

30 菅家文草　12巻3冊 寛文7（1667）年跋刊 ル295-1 柴野栗山、清岡長親

31 菅家後草　1冊 貞享4（1687）年　河内屋原七郎 ル295-2 『菅家後集』とも言う

32 鈴木虎雄関係史料より　4件 　 919.6-Su96
貴重書、中国学者で1961年の
文化勲章受章者である
鈴木虎雄博士の関係史料
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参考1 桂菴和尚家法倭点　10巻5冊元和10（1624）年頃刊 チ415-5 市島春城
桂庵玄樹が創案した新訓法
（桂庵点）を、如竹がまとめて
刊行したもの

2 北宋刊本御注孝経　1冊 1932年（複製）　日本書誌学会 ロ850-36
宮内省図書寮蔵本（1023年から
1033年の間の刊本）の影印

3 琵琶行附長恨歌　1冊 元和寛永頃　古活字版 ル335-54 古活字版仮名草子

4 奥の細道：素龍清書本 1972年（複製）　日本古典文学刊行会 ル106-291 西村弘明蔵の複製

5 遊仙窟 1927年（複製）　古典保存会 イ300-284
康永3（1344）年書写の醍醐寺本
の複製

6 日本訪書志　17巻 光緒23（1897）年　楊氏鄰蘇園 イ050-238 清楊守敬撰

7 遊仙窟 1929年　上海　北新書局 923.4-C52 波多野太郎
張文成作：川島校点：魯迅序
波多野太郎書き入れあり

8 菅家後集 イ300-24
群書類従　巻第131：文筆部 19
所収

9 豹軒詩鈔 1938年　鈴木教授還暦記念會 ル295-567
豹軒は鈴木虎雄の漢詩人
としての号
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