
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

古田嘉章氏文書(3)目録

1-1 45-1 1 思想・宗教(1)国学 新論　上 会沢恒蔵（正志斎）著 冊子 1 安政4.8 1857 1-1～1-2一括

1-2 45-2 1 思想・宗教(1)国学 新論　下 会沢恒蔵（正志斎）著 冊子 1 安政4.8 1857 1-1～1-2一括

2-1 42-1 1 思想・宗教(2)四書五経 易経　上 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。上巻のみ

2-2 42-3 1 思想・宗教(2)四書五経 書経　天 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。

2-3 42-4 1 思想・宗教(2)四書五経 書経　地 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。

2-4 42-5 1 思想・宗教(2)四書五経 礼記　元 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 「武庫村長小西甚
平」宛の封書貼付。
2-1～2-8一括。

2-5 42-6 1 思想・宗教(2)四書五経 礼記　亨 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。

2-6 42-7 1 思想・宗教(2)四書五経 礼記　利 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。

2-7 42-8 1 思想・宗教(2)四書五経 礼記　貞 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。
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2-8 42-2 1 思想・宗教(2)四書五経 春秋 後藤元太郎訓点 冊子 1 明治14.3.18 1881 2-1～2-8一括。『鼇
頭音註五経』中の一
冊。

3 38 1 思想・宗教(2)四書五経 大学　一 朱熹章句・後藤元太郎
訓点

冊子 1 明治19 1886 『四書』全10冊シリー
ズの中の１つ。訓点
付。翻刻版

4-1 39-1 1 思想・宗教(2)四書五経 論語　三(巻6-7) 朱熹集註・道春点 冊子 1 天明7 1787 4-1～4-4一括。裏表
紙に「古田松堤　再
□」の筆あり

4-2 39-2 1 思想・宗教(2)四書五経 論語　四(巻8-10) 朱熹集註・道春点 冊子 1 天明7 1787 4-1～4-4一括。「天
明丁未新刻改正」の
筆あり。

4-3 39-3 1 思想・宗教(2)四書五経 孟子　三(巻7-10) 朱熹集註・道春点 冊子 1 天明7 1787 4-1～4-4一括。「天
明丁未新刻改正」の
筆あり。

4-4 39-4 1 思想・宗教(2)四書五経 孟子　四(巻11-14) 朱熹集註・道春点 冊子 1 天明7 1787 4-1～4-4一括。「天
明丁未新刻改正」の
筆あり。

5-1 12-1 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　内篇壱(1-2篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 「平田」「虚舟」の朱
印。5-1～5-10一括。

5-2 12-2 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　内篇弐(3-5篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 「虚舟」の朱印。5-1
～5-10一括。

5-3 12-3 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　内篇参(6-7篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 5-1～5-10一括。
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5-4 12-4 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　外篇壱(8-11篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 「平田」の朱印。5-1
～5-10一括。

5-5 12-5 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　外篇弐(12-14篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 「虚舟」の朱印。5-1
～5-10一括。

5-6 12-6 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　外篇参(15-18篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 5-1～5-10一括。

5-7 12-7 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　外篇四(19-22篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 5-1～5-10一括。

5-8 12-8 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　雑篇壱(23-25篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 5-1～5-10一括。

5-9 12-9 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　雑篇弐(26-29篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 「虚舟」の朱印。5-1
～5-10一括。

5-10 12-10 1 思想・宗教(3)道教 荘子講義　雑篇参(30-33篇) 大野太衛講述 冊子 1 近代 5-1～5-10一括。

6-1 40-1 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　序目・一之二 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 文政3.11 1820 6-1～6-11一括。訓
点付。「文政庚辰十
一月」の筆あり

6-2 40-2 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　三之四 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-3 40-3 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　五之六 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。
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6-4 40-4 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　七之八 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-5 40-5 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　九之十 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-6 40-6 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　十一之十二 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-7 40-7 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　十三之十四 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-8 40-8 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　十五之十六 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-9 40-9 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　十七之十八 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 欠年 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-10 40-10 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　十九之廿終 唐・楊倞撰、久保愛増
注

冊子 1 文政8 1825 6-1～6-11一括。訓
点付。刊行は明治期
か。

6-11 40-11 1 思想・宗教(4)諸子百家 荀子増注　補遺 猪飼彦博著 冊子 1 文政10.7 1827 6-1～6-11一括。訓
点付。「文政丁亥七
月」の筆あり。

－4－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

古田嘉章氏文書(3)目録

7-1 41-1 1 思想・宗教(4)諸子百家 管子　巻1-巻4 管仲著、唐・房玄齢注 冊子 1 光緒2(明治9) 1876 7-1～7-6一括。白
文。翻刻版

7-2 41-2 1 思想・宗教(4)諸子百家 管子　巻5-巻8 管仲著、唐・房玄齢注 冊子 1 光緒2(明治9) 1876 7-1～7-6一括。白
文。翻刻版

7-3 41-3 1 思想・宗教(4)諸子百家 管子　巻9-巻12 管仲著、唐・房玄齢注 冊子 1 光緒2(明治9) 1876 7-1～7-6一括。白
文。翻刻版

7-4 41-4 1 思想・宗教(4)諸子百家 管子　巻13-巻16 管仲著、唐・房玄齢注 冊子 1 光緒2(明治9) 1876 7-1～7-6一括。白
文。翻刻版

7-5 41-5 1 思想・宗教(4)諸子百家 管子　巻17-巻21 管仲著、唐・房玄齢注 冊子 1 光緒2(明治9) 1876 7-1～7-6一括。白
文。翻刻版

7-6 41-6 1 思想・宗教(4)諸子百家 管子　巻22-巻24 管仲著、唐・房玄齢注 冊子 1 光緒2(明治9) 1876 7-1～7-6一括。白
文。翻刻版

8-1 35-1 1 思想・宗教(4)諸子百家 戦国策　巻一之九 劉向校丁・高誘注 冊子 1 同治8(明治2) 1869 8-1～8-5一括。白文
とその注釈。

8-2 35-2 1 思想・宗教(4)諸子百家 戦国策　巻十之十八 劉向校丁・高誘注 冊子 1 同治8(明治2) 1869 8-1～8-5一括。白文
とその注釈。

8-3 35-3 1 思想・宗教(4)諸子百家 戦国策　巻十九之二十四 劉向校丁・高誘注 冊子 1 同治8(明治2) 1869 8-1～8-5一括。白文
とその注釈。

8-4 35-4 1 思想・宗教(4)諸子百家 戦国策　巻二十五之三十二 劉向校丁・高誘注 冊子 1 同治8(明治2) 1869 8-1～8-5一括。白文
とその注釈。
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8-5 35-5 1 思想・宗教(4)諸子百家 戦国策　札記上中下巻 劉向校丁 冊子 1 同治8(明治2) 1869 8-1～8-5一括。白文
とその注釈。

9-1 34-1 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻1 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-2 34-2 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻2 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-3 34-3 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻3 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-4 34-4 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻4 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-5 34-5 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻5 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-6 34-6 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻6 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-7 34-7 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻7 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。
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9-8 34-8 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻8 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-9 34-9 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻9 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。南
紀学習館蔵版。訓点
付。

9-10 34-10 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

貞観政要　巻10 唐・呉兢著、山本惟孝
校正

冊子 1 文政6.正 1823 9-1～9-10一括。「学
習館」の印あり。訓点
付。

10-1 47-1 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

近思録　一至二 宋　朱熹・呂祖謙編 冊子 1 文久4 1864 10-1～10-4一括。

10-2 47-2 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

近思録　三至五 宋　朱熹・呂祖謙編 冊子 1 文久4 1864 10-1～10-4一括。訓
点付。再鐫本。

10-3 47-3 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

近思録　六至九 宋　朱熹・呂祖謙編 冊子 1 文久4 1864 10-1～10-4一括。訓
点付。再鐫本。

10-4 47-4 1 思想・宗教(5)中国中世
思想

近思録　十至十四 宋　朱熹・呂祖謙編 冊子 1 文久4 1864 10-1～10-4一括。訓
点付。再鐫本。

11 29 1 思想・宗教(6)教訓 仮名文名利帖 橘千陰著 折本 1 明治29.11.15 1896 裏に大正2年記述の
仮名文字解読表など
あり。

12 17 1 思想・宗教(6)教訓 国民読本　全 大隈重信 冊子 1 明治43.3.1 1910
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13 27 1 思想・宗教(7)仏教 内観法 勝峯大徹禅師述 冊子 1 明治41.2.1 1908 著者は前南禅寺派
管長。記憶力等増進
の秘法を記す。

14 9 1 思想・宗教(7)仏教 観音経講義　全 大道長安著 冊子 1 明治43.11.18 1910 再版本。

15-1 36-1 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　一(巻1) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。
第六版。

15-2 36-2 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　二(巻2-3) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括 。

15-3 36-3 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　三(巻4-5) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-4 36-4 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　四(巻6-7) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-5 36-5 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　五(巻8-10) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-6 36-6 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　六(巻11-12) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-7 36-7 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　七(巻13-14) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-8 36-8 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　九(巻17-18) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-9 36-9 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　十一(巻21) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。

15-10 36-10 2 歴史(1)日本史 校正日本外史　十二(巻22) 頼久太郎著 冊子 1 明治29.1.20 1896 15-1～15-10一括。
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16-1 1-1 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻1-巻10 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-2 1-2 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻11-巻20 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-3 1-3 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻21-巻30 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-4 1-4 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻31-巻40 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-5 1-5 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻41-巻50 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-6 1-6 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻51-巻60 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-7 1-7 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻61-巻70 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-8 1-8 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻71-巻80 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-9 1-9 2 歴史(2)中国史 ＜資治通鑑＞　巻81-巻90 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋欠。

16-10 1-10 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻91-巻100 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。
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16-11 1-11 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻101-巻110 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-12 1-12 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻111-巻120 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-13 1-13 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻121-巻130 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-14 1-14 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻131-巻140 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-15 1-15 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻141-巻150 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-16 1-16 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻151-巻159 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻151-巻
160と記載。

16-17 1-17 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻160-巻170 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻161-巻
170と記載。

16-18 1-18 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻171-巻180 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-19 1-19 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻181-巻190 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-20 1-20 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻191-巻200 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。
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16-21 1-21 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻201-巻210 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-22 1-22 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻211-巻220 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻221-巻
230と記載。

16-23 1-23 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻221-巻230 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻231-巻
240と記載。

16-24 1-24 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻231-巻240 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻241-巻
249と記載。

16-25 1-25 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻241-巻249 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻250-巻
258と記載。

16-26 1-26 2 歴史(2)中国史 資治通鑑　巻250-巻258 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋は巻259-巻
267と記載。

16-27 1-27 2 歴史(2)中国史 ＜資治通鑑＞　巻259-巻267 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。題箋欠。

16-28 1-28 2 歴史(2)中国史 ＜資治通鑑＞　巻268-巻276 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

16-29 1-29 2 歴史(2)中国史 ＜資治通鑑＞　巻277-巻285 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。
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16-30 1-30 2 歴史(2)中国史 ＜資治通鑑＞　巻286-巻294 宋　司馬光 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-1 2-1 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻1-巻10 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-2 2-2 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻11-巻20 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-3 2-3 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻21-巻30 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-4 2-4 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻31-巻40 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-5 2-5 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻41-巻50 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-6 2-6 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻51-巻60 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-7 2-7 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻61-巻70 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-8 2-8 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻71-巻80 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-9 2-9 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻81-巻90 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。
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17-10 2-10 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻91-巻100 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-11 2-11 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻101-巻110 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-12 2-12 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻111-巻120 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-13 2-13 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻121-巻130 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-14 2-14 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻131-巻140 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-15 2-15 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻141-巻150 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-16 2-16 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻151-巻160 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-17 2-17 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻161-巻170 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-18 2-18 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻171-巻180 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-19 2-19 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻181-巻190 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。
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17-20 2-20 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻191-巻200 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-21 2-21 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻201-巻210 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

17-22 2-22 2 歴史(2)中国史 続資治通鑑　巻211-巻220 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

18-1 3-1 2 歴史(2)中国史 通鑑明紀　巻1-巻11 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

18-2 3-2 2 歴史(2)中国史 通鑑明紀　巻12-巻22 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

18-3 3-3 2 歴史(2)中国史 通鑑明紀　巻23-巻31 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

18-4 3-4 2 歴史(2)中国史 通鑑明紀　巻32-巻42 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

18-5 3-5 2 歴史(2)中国史 通鑑明紀　巻43-巻52 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

18-6 3-6 2 歴史(2)中国史 通鑑明紀　巻53-巻60 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

19 4 2 歴史(2)中国史 通鑑外紀　巻1-巻10 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。
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20 5 2 歴史(2)中国史 通鑑釈文弁誤　巻1-巻12 冊子 1 欠年 16-1～20箱入り一
括。

21-1 44-1 2 歴史(2)中国史 標註国語定本　一(巻1-2) 泰鼎校本・高木熊三郎
標註

冊子 1 明治17.11 1884 21-1～21-6一括。
「国語」は春秋期の史
書。

21-2 44-2 2 歴史(2)中国史 標註国語定本　二(巻3-5) 泰鼎校本・高木熊三郎
標註

冊子 1 明治17.11 1884 21-1～21-6一括。

21-3 44-3 2 歴史(2)中国史 標註国語定本　三(巻6-8) 泰鼎校本・高木熊三郎
標註

冊子 1 明治17.11 1884 21-1～21-6一括。

21-4 44-4 2 歴史(2)中国史 標註国語定本　四(巻9-12) 泰鼎校本・高木熊三郎
標註

冊子 1 明治17.11 1884 21-1～21-6一括。

21-5 44-5 2 歴史(2)中国史 標註国語定本　五(巻13-16) 泰鼎校本・高木熊三郎
標註

冊子 1 明治17.11 1884 21-1～21-6一括。

21-6 44-6 2 歴史(2)中国史 標註国語定本　六(巻17-21) 泰鼎校本・高木熊三郎
標註

冊子 1 明治17.11 1884 21-1～21-6一括。

22-1 46-1 2 歴史(2)中国史 明治新刻版元明清史略　巻
3  (明下)

石村貞一編 冊子 1 明治10.9.25 1877 22-1～22-3一括。全
5巻。

22-2 46-2 2 歴史(2)中国史 明治新刻版元明清史略　巻
4  (清上、聖祖～仁宗)

石村貞一編 冊子 1 明治10.9.25 1877 22-1～22-3一括。全
5巻。
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22-3 46-3 2 歴史(2)中国史 明治新刻版元明清史略　巻
5  (清下、宣宗～光緒帝)

石村貞一編 冊子 1 明治10.9.25 1877 22-1～22-3一括。全
5巻。裏表紙に「武庫
郡時友村　古田松
堤」の記入。

23 16 2 歴史(3)伝記 六雄八将論講義 青山延光原著・纐纈房
太郎講述

冊子 1 明治35.4.5 1902 再版本。

24-1 20-1 3 社会(1)政治・法律 憲法　附属法 冊子 1 明治35.4.5 1902 『改正日本六法類
纂』中の1冊。24-1～
24-5一括。

24-2 20-2 3 社会(1)政治・法律 民法　附属法 冊子 1 明治35.4.5 1902 『改正日本六法類
纂』中の1冊。24-1～
24-5一括。

24-3 20-3 3 社会(1)政治・法律 商法　附属法 冊子 1 明治35.4.5 1902 『改正日本六法類
纂』中の1冊。24-1～
24-5一括。

24-4 20-4 3 社会(1)政治・法律 民事訴訟法　附属法 冊子 1 明治35.4.5 1902 『改正日本六法類
纂』中の1冊。24-1～
24-5一括。

24-5 20-5 3 社会(1)政治・法律 刑事訴訟法　附属法 冊子 1 明治35.4.5 1902 『改正日本六法類
纂』中の1冊。24-1～
24-5一括。

25 19 3 社会(1)政治・法律 改正市制町村制及附属法令 市町村雑誌社編 冊子 1 大正2.11.10 1913 第六版。
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26 50 3 社会(1)政治・法律 行政綜合視察概目答申書 武庫村 冊子 1 昭和11.8 1936 県官・岡田知事の武
庫村視察に際し作
成。

27 33 3 社会(2)教科書・往来物 ＜手習本＞ 奥村喜兵衛梓 冊子 1 延享4 1747 表紙欠。

28 30 3 社会(2)教科書・往来物 消息からす丸帖　下 小野　之助 折本 1 明治31.5.20 1898 下巻のみ。

29-1 11-1 3 社会(2)教科書・往来物 国文新選　巻二 垣内松三他4名編 冊子 1 大正14.1.17 1925 中学校国語科用教
科書。裏表紙に古田
善兵衛の署名。

29-2 11-2 3 社会(2)教科書・往来物 国文新選　巻三 垣内松三他4名編 冊子 1 大正14.1.17 1925 中学校国語科用教
科書。裏表紙に古田
善兵衛の署名。

29-3 11-3 3 社会(2)教科書・往来物 国文新選　巻四 垣内松三他4名編 冊子 1 大正14.1.17 1925 中学校国語科用教
科書。奥付に古田善
兵衛の署名。

29-4 11-4 3 社会(2)教科書・往来物 国文新選　巻五 垣内松三他4名編 冊子 1 大正14.1.17 1925 中学校国語科用教
科書。裏表紙に古田
善兵衛の署名。

30 31 3 社会(2)教科書・往来物 書状手習本 古田多七郎 折本 1 欠年 表紙に「□□右之通
慥ニ請取申候」

31 32 3 社会(2)教科書・往来物 書状手習本 折本 1 欠年
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32-1 25-1 3 社会(3)風俗 東京新誌　240-244号 冊子 1 明治14.2.26 1881 240号から244号を合
綴。同年3月26日ま
で。

32-2 25-2 3 社会(3)風俗 東京新誌　120,284-287,296-
299号

冊子 1 明治11.11.19 1878 120,284-287,296-
299号を合綴。明治
15年5月13日まで。

33 43-1 3 社会(4)兵法 風后握奇経／六韜　巻1-3 漢・公孫宏解／周・太
公望撰

冊子 1 光緒紀元(明治
8)

1875 33と45は元来一括。
白文。

34 10 3 社会(4)兵法 孫子講義　全 陸軍教授内藤耻臾講
述

冊子 1 明治 裏表紙に「明治参拾
参年第九月中院調」
などと記入。

35 18 4 科学・技術(1)家事 増補　婦人の日常生活法 村井弦斎 冊子 1 明治40.8.23 1907 雑誌『婦人世界』連
載分を編集・増補。
再版本。

36-1 51-1 5 日本語(1)故事成語 故事成語考集註　乾 永忠原撰、三宅元信編 冊子 1 寛政3.4 1791 36-1～36-2一括。本
文中に朱の波線有。
訓点付。

36-2 51-2 5 日本語(1)故事成語 故事成語考集註　坤 永忠原撰、三宅元信編 冊子 1 寛政3.4 1791 36-1～36-2一括。本
文中に朱の波線有。
訓点付。

37 24 5 日本語(1)故事成語 故事海　下巻 北越　古志学人録 冊子 1 明治31.6.1 1898 第四版。

38 52 5 日本語(2)文範・文例 女壽蓬莱薹　全 加藤随鴎編、春渓森有
煌画

冊子 1 文政2.11 1819 手紙文の凡例や百人
一首等を集録。女性
の教養書。
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39 23 5 日本語(2)文範・文例 記事論説文例　巻下 安田敬斎著・田中義廉
閲

冊子 1 明治12.6 1879 文章の手習本。

40 26 5 日本語(2)文範・文例 記事簡牘文例　巻之二 鳳岡　今井匡之著 冊子 1 明治14.12 1881 巻二のみ。日用文の
文例集

41 48 5 日本語(2)文範・文例 新撰五成用文　全 高木良行著 冊子 1 明治33.11.1 1900 手紙の文例集。

42 49 5 日本語(2)文範・文例 実用婦手の友　全 片岡哲編・丹羽秋鴻書 冊子 1 明治40.10.8 1907 手紙の文例集。裏表
紙に「集文館梓」の
印。

43 7 5 日本語(2)文範・文例 晩成堂文話 岡三慶 冊子 1 近代 文章技術向上のため
の書。

44-1 6-1 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻1-巻2 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治15 1882 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-2 6-2 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻3-巻4 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治15 1882 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-3 6-3 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻5-巻7 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治15 1882 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-4 6-4 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻8-巻10 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治15 1882 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-5 6-5 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻11-巻13 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治16.1.30 1883 44-1～44-10一括。
訓点付き。
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44-6 6-6 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻14-巻15 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-7 6-7 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻16-巻17 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-8 6-8 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻18 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-1～44-10一括。
訓点付き。「杦野蔵
書」の印あり。

44-9 6-9 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻19-巻20 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-1～44-10一括。
訓点付き。

44-10 6-10 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻21-巻22 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治16.3.30 1883 44-1～44-10一括。
訓点付き。「杦野蔵
書」の印の一部あり。

44-11 6-11 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻23-巻24 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き。「杦野蔵
書」の印の一部あり。

44-12 6-12 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻25-巻26 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き「杦野蔵書」
の印の一部あり。

44-13 6-13 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻27 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き

44-14 6-14 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻28-巻29 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き「杦野蔵書」
の印の一部あり。
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44-15 6-15 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻30-巻31 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き「杦野蔵書」
の印の一部あり。

44-16 6-16 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻32-巻33 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き

44-17 6-17 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻34-巻35 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き

44-18 6-18 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻36 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き「杦野蔵書」
の印あり。

44-19 6-19 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻37-巻38 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 (明治16) 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き

44-20 6-20 6 中国語(1)辞典 康煕字典　巻39-巻40 張玉書他編・石川鴻斎
音釈

冊子 1 明治16.8 1883 44-11～44-20一括。
訓点付き東京府士族
前田圓出版。

45 43-2 6 中国語(2)方言 楊氏法言／方言　巻1-13 漢・楊雄撰、晋・郭璞解 冊子 1 光緒紀元(明治
8)

1875 33と45は元来一括。
白文。

46 14 7 日本文学(1)俳諧 発句秀逸集 五世本花庵五風編 冊子 1 明治32.9.20 1899 再版本。

47 15 7 日本文学(2)小説・物語 不惜身命 山本有三 冊子 1 昭和17.2.5 1942 古田善兵衛の印あ
り。満州部隊勤務の
際に携帯した本か。

－21－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

古田嘉章氏文書(3)目録

48-1 21-1 7 日本文学(3)漢詩文 新編詩学精選　巻1　春の部 庄門煕編 冊子 1 (明治12.3) 1879 漢詩作成の参考書。

48-2 21-2 7 日本文学(3)漢詩文 新編詩学精選　巻4　冬の部 庄門煕編 冊子 1 (明治12.3) 1879 「私立成務学校生徒
古田善之助」の署
名。

49 22 7 日本文学(3)漢詩文 小品文鈔講義　上 土屋栄原編・五十川左
武郎講義

冊子 1 明治19.2 1886 巻上のみ。短編の漢
文作品の注訳書。

50 13 7 日本文学(3)漢詩文 続詩語碎金上巻　明治新選 堤大介編 冊子 1 (明治) 上巻のみ。季節を表
す漢詩の中の語録
集。訓点・振仮名付。

51-1 37-1 8 中国文学(1)文章 文選正文　一 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-2 37-2 8 中国文学(1)文章 文選正文　二 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-3 37-3 8 中国文学(1)文章 文選正文　三 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-4 37-4 8 中国文学(1)文章 文選正文　四 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-5 37-5 8 中国文学(1)文章 文選正文　五 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-6 37-6 8 中国文学(1)文章 文選正文　六 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。
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51-7 37-7 8 中国文学(1)文章 文選正文　七 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-8 37-8 8 中国文学(1)文章 文選正文　八 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-9 37-9 8 中国文学(1)文章 文選正文　九 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-10 37-10 8 中国文学(1)文章 文選正文　十 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-11 37-11 8 中国文学(1)文章 文選正文　十一 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

51-12 37-12 8 中国文学(1)文章 文選正文　十二 昭明太子粛統選、近藤
元粹訓点

冊子 1 明治15.2 1882 51-1～51-12一括。

52 28 9 娯楽・その他(1)囲碁 囲碁階梯　新法石立 高崎泰策著 冊子 1 明治25.6.5 1892 第二版。

53 8 9 娯楽・その他(1)囲碁 定石速成新法　全 喜多博仙著・阿部龜次
郎校閲

冊子 1 昭和5.5.10 1930 囲碁定石の解説書。
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