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漢籍  （計９９７種） 

經部 計５５函 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

經注疏合刻類 

 漢－001 宋刊巾箱本八經 武進陶氏渉園景印本 民國15年 

易類  

 漢－002 易經 8巻（宋）程頤傳 江南書局重刊 光緒9年6月 

 漢－003 周易本卦便覧 5巻 （日本）隠甫序 百留家舊蔵本 元禄４年刊 和刻本 

 漢－004 周易王弼注 6巻 景宋本影印 昭和丙寅文求堂 和刻本 

 漢－005 來註易經圖解 （易註15巻 圖解首巻 末巻） 來瞿唐註 上海江東茂記書局印行 

書類 

 漢－006 附釋音尚書注疏 
 
 

20巻 坿校勘記 20巻 （巻1～巻11のみ存）（漢）孔安國傳（唐）陸徳明音
義（唐）孔頴達等疏 校勘記張鈞衡撰 江西南昌府學開雕 嘉慶20年（重栞 
宋本13經注疏所収） 

 漢－007 古文尚書 13巻 
 

（唐）孔安國傳 東方文化研究所用東京内野氏白交亭文庫舊蔵鈔本景印  
昭和14年3月 

 漢－008 尚書正義周書 
 
 

6巻 坿校勘記 6巻 （唐）孔頴達等奉勅撰 日本文化研究所經學文學研究 
室校定併撰校勘記東方文化研究所排印本（13經注疏定本之1） 昭和18年（東
方文化研究所研究報告第14冊） 

 漢－009 尚書正義 
 

20巻 （唐）孔頴達等奉勅撰 宮内省圖書寮蔵本宋槧本尚書正義 毎日新聞社
昭和3年印行  

 漢－010 尚書大傳 
 

4巻 補遺1巻 坿考異1巻 後補遺1巻（漢）伏勝撰（漢）鄭玄注  
補遺續補遺（清）盧文弨輯山淵堂蔵板 嘉慶壬申春鐫 

詩類 

 漢－011 詩經 8巻 （宋）朱熹集傳 商務印書館蔵 民國22年5月印行（國難後第1版） 

 漢－012 毛詩正義 
 

40巻 （唐）孔頴達等奉勅撰 東方文化學院用京都内藤氏蔵宋本景印  
昭和11年（東方文化叢書第8宋槧本毛詩正義） 

 漢－013 毛詩鄭箋 20巻 

禮類 

 漢－014 禮記 10巻 （元）陳澔集説 上海千項堂書局印行 

 漢－015 身延本禮記正義 
残巻校勘記  

東方文化學院 昭和6年12月 
 

漢－016 鄭註周禮 42巻 寛延2年 和刻本 

 漢－017 白文周禮 周哲生訓點 林道春寛永9年跋 福永コピー装丁本 

 漢－018 儀禮疏 
 

50巻 （漢）鄭玄注 （唐）賈公彦疏 上海涵芬樓景印江閬原覆宋刊本 
（4部叢刊續編經部） 

 漢－019 儀禮鄭箋 
 

17巻 （漢）鄭玄注 （日本）河子龍校 明治元辰補寳暦13年積玉圃  
和刻本 福永コピー装丁本 

 漢－020 儀禮白文 17巻 周哲序 寛永13年 和刻本 福永コピー装丁本 

 漢－021 儀禮圖 6巻 （清）張恵言撰 揚州阮氏刊本 嘉慶10年 

 漢－022 三禮名物 1冊 呉承仕著 芸文印書院 中華民國63年3月 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－023 新定三禮圖 
 

20巻 （宋）聶崇義撰 南陽先生校   東都書肆崇文堂 寳暦辛巳之春  
寛政2年8月再刻 和刻本 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

春秋類 

 漢－024 春秋正義 36巻（唐）孔頴達等奉勅撰 東方文化學院用宮内圖書寮蔵景宋鈔本景印  
昭和6年（東方文化叢書第4） 

漢－025 春秋左傳 50巻（晉）杜預注（宋）林堯叟坿注（唐）陸徳明音義 上海錦章圖書局印行
民國22年5月印 

 漢－026 左傳賈服注攟逸 12巻 附篇（日本）重澤俊郎編東方文化學院京都研究所 昭和11年7月 
（東方文化學院京都研究所研究報告第1冊） 

漢－027 公羊疏 76巻 （清）陳立撰 上海中華書局據讀經解本校刊 （4部備要本） 

 漢－028 東萊博義 4巻 （宋）呂祖謙撰 寛政改鐫 浪華書林 寛政11年冬 有隣館蔵版  
和刻本 

四書類 

 漢－029 論語 10巻 坿正平版論語集解考1巻 （魏）何晏集解 坿録（日本）武内義雄等
輯 大阪正平版論語刊行会用正平本景印 昭和8年 

 漢－030 論語集解義疏 10巻 （魏）何晏集解（梁）皇侃義疏 覆鮑氏知不足齋本 古經解彙函所収

 漢－031 四書集註 （大學、中庸）上海商務印書館蔵版 

 漢－032 四書集註 原版天保8年出版 明治13年9月翻刻 和刻本 

 漢－033 四書朱子本義匯參 43巻 首4巻 （清）王歩青撰 王士鼇編 敦復堂原本 大文堂蔵板 清刊

 漢－034 大學古本 1巻 坿王陽明旁釋併大學問（元）陶宗儀録 文政12佐藤担序 東京王學會
昭和6年 和刻本 

 漢－035 古本大學 1巻  

漢－036 大學問 1巻 （明）王陽明旁釋（日本）春日潜菴批點 明治15年刊 和刻本 

 漢－037 孟子 7巻（宋）朱熹集注 上海商務印書館蔵 民國24年1月印行（國難後第3版）

孝經類 

 漢－038 孝經 （古文孝經）（漢）孔安國傳（日本）太宰純音 享保17年刊 和刻本 

諸經総義之類 

 漢－039 鄭氏佚書 （清）袁鈞輯 族曾孫堯年校補 浙江書局重刊 光緒14年 

 漢－0 國朝漢學師承記 8巻 經師經義目録1巻 國朝宋學淵源記2巻 附記1巻  （清）江藩撰 
嘉慶23年序刊本 淵源記道光2年序刊 

 漢－041 宋本經注疏併經 
典釋文校勘記  

245巻 （清）沅阮撰 錦章圖書局蔵版 中華民國1年夏月印 
 

漢－042 白虎通徳論 4巻 （漢）班固撰 寛文壬寅整版 和刻本 

漢－043 經學通論 5巻（清）皮錫瑞撰 涵芬樓景印 癸亥年季春 

漢－044 經學歴史 全巻 （清）皮錫瑞撰 涵芬樓景印 商務印書館 癸亥年季春  

漢－045 考正古微書 36巻 （明）孫殻輯（清）章全校 嘉慶16年秀水章氏勸業堂刊本  
福永コピー装丁本 

小學類 

漢－046 釋名疏證 8巻 續1巻 補遺1巻 補坿1巻 （清）王先謙撰 光緒22年刊本  
福永コピー装丁本 

 漢－047 經傳釋詞 10巻 （清）王引之撰上海文瑞樓發行 鴻章書局印行 

 漢－048 説文通訓定聲 18巻 檢韻 1巻 説雅19篇古今韻準 1巻（清）朱駿聲撰  
  上海掃葉山房書局印行 民國17年石印 

 漢－049 説文解字注 15巻 坿刻4種 （清）段玉裁撰 上海掃葉山房書局印行 民國22年石印 

漢－050 草字彙 6冊 （清）石梁編 上海掃葉山房書局 民國15年石印 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－051 
 

増補註解  
詩韻含英異同辨 

18巻 （清）劉文蔚編（日本）谷喬編纂 田中宋英堂  
 

漢－052 経籍籑詁 106巻 （清）沅阮撰 上海文瑞樓印行 鴻章書局石印 

 漢－053 康煕字典 43巻 石川鴻齋編纂 東京は博文館刊 明治壬辰11月 和刻本 

樂類 

 漢－054 樂學規範 9巻 朝鮮刊 影印本 福永コピー装丁本 

雜家類 

 漢－055 呂氏春秋集釋 26巻 附攷 1巻 許維遹撰 國立清華大學排印本 民國24年 
（國立清華大學整理古籍叢刊之1） 

 

 

 

 

史部 計５２０函 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

正史之類 

漢－056 （欽定）二十四史 上海華商集成図書公司 光緒丁未6月（全第60帙） 

 史記 
漢書 
後漢書 
三國志 
晉書 
宋書 
南齊書 
梁書 
陳書 
北魏書 
北齊書 
北周書 
隋書 
南史 
北史 
唐書 
舊唐書 
舊五代史 
五代史 
宋史 
遼史 
金史 
元史 
明史 

130巻 （前漢）司馬遷 （第1帙～第2帙） 
100巻 （後漢）班固 （第3帙～第4帙） 
120巻 （宋）范曄 （第5帙～第6帙） 
65巻 （晉）陳壽 （第7帙） 
130巻 （唐）房玄齢等 （第8帙～第9帙） 
100巻 （南齊）沈約 （第10帙～第11帙） 
59巻 （梁）蕭子顯 （第12帙） 
56巻 （唐）姚思廉 （第13帙） 
36巻 （唐）姚思廉 （第14帙） 

114巻 （北齊）魏収 （第15帙～第16帙） 
50巻 （唐）李百藥 （第17帙） 
50巻 （唐）令狐徳棻等 （第18帙） 
85巻 （唐）魏徴・長孫無忌 （第19帙～第20帙） 
80巻 （唐）李延壽 （第21帙～第22帙） 

100巻 （唐）李延壽 （第23帙・第24帙） 
200巻 （後晉）劉昫 （第25帙～第29帙） 
225巻 （北宋）歐陽修・宋祁 （第30帙～第34帙） 
150巻 （北宋）薛居正等 （第35帙～第36帙） 
74巻 （北宋）歐陽修 （第37帙） 

496巻 （元）脱脱等 （第38帙～第47帙） 
116巻 （元）脱脱等 （第48帙） 
135巻 （元）脱脱等 （第49帙～50帙） 
210巻 （明）宋濂 （第51帙～第54帙） 
332巻 （清）張廷玉等 （第55帙～第60帙） 

 漢－057 百五十家評註史記 130巻（前函 後函）  上海文瑞樓印行 鴻章書局石印 

 漢－058 前漢書 重刻殿本 100巻 全4函 （漢）班固撰 （唐）顔師胡注   
同治10年成都書局刊  

 漢－059 漢書評林 （巻86～巻100 缺首1巻） （明）陵稚隆編 （日本）菊池純評點   
明治18年刊 （鉛印）（巻89～巻95、巻98、巻99のみ存） 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－060 漢書評林 100巻 （明）陵稚隆編   明暦3年刊 （叙傳第70のみ存） 

 漢－061 
 

後漢書 
 

重刻殿本 120巻（全3函） （宋）范瞱撰 （唐）章懐太子賢注  
同治10年成都書局刊 

 漢－062 北斉書 50巻（1帙） （唐）李百藥撰 汲古閣本（明崇禎11年琴川毛氏開雕   
細川時習館旧蔵本 

漢－063 書古今人名考 9巻（1帙4漢本） 梁玉繩撰 廣雅書局刻 光緒13年12月 

 漢－064 後漢書補表 8巻 銭大昭撰 後知不足齋刊 光緒壬午夏 

 漢－065 隋書経籍志考證 13巻（1帙4本） 章宗源撰  湖北崇文書局開雕 光緒紀元夏月  

漢－066 二十二史箚記 36巻（1帙8冊）（清）趙翼撰   

漢－067 史姓韻編 64巻 （清）汪輝祖撰 上海文淵書局石印 光緒癸卯年 

編年類 

 漢－068 資治通鑑 294巻（全7函70冊）司馬光奉勅撰（元）胡三省音注 山名留三郎訓點東京
鳳文館 明治17年 和刻本 

 漢－069 建康実録 20巻（1帙6本）（唐）許嵩撰 金陵甘氏桑艸堂本 光緒28年  
福永コピー装丁本 

紀事本末類 

 漢－070 嘉靖東南平倭通録 1巻（明）徐学聚撰 南京國學圖書館盋山精舎用鈔本景印 壬申（民國21年）

古史類 

 漢－071 戦国策正解 10巻（1帙8冊） 横田惟孝撰 文政治甲申 東京青山堂蔵版 和刻本 

漢－072 國語定本 21巻（呉）韋氏解（宋）宋氏補音（尾張）秦鼎定本 文政6年正月 和刻本

漢－073 天聖明道本国語 21巻 （呉）韋氏解 嘉慶庚申読未見斎開雕 上海掃葉山房 民國13年石印

載記類 

 漢－074 呉越春秋 6巻（1帙3本）（漢）趙曄撰 向陽堂 聚文堂梓 寛延2年9月 和刻本 
福永コピー装丁本 

 漢－075 越絶書 15巻 附清銭培名 兪樾札記2種 張崇祥校註 商務印書館 1956年12月

傳記類 

 漢－076 高士傳 3巻 （晉）皇甫謐撰 福永コピー装丁本 

 漢－077 高僧傳 
初集 
二集 
三集 
四集 

 
15巻（第1帙） （梁）釋慧皎撰 金陵刻經處識 光緒10年冬 
40巻（第2帙） （唐）釋道宣撰 江北刻經處識 光緒16年秋 
30巻（第3帙） （宋）釋賛寧撰 江北刻經處識 光緒13年秋 
6巻 （第3帙） （明）釋如惺撰 江北刻經處識 光緒18年秋 

 漢－078 繒圖列女傳 （全1函12本） （明）仇十洲先生繒圖（日本）大西西崖校輯 圖本叢刊會
大正15年3月重刊 

漢－078 列仙全傳 9巻（明）王世貞子輯次 上海中華書局編輯所編輯 中華書局 1961年5月

 漢－079 列仙傳校正本 2巻 讃1巻 （漢）劉向撰（清）王照圓校 覆郝氏遺書本  
福永コピー装丁本 

漢－080 華陽陶隠居内傳 3巻 （宋）賈嵩撰 道蔵洞眞部記傳類所収 福永コピー装丁本 

漢－081 清史列傳 80巻（全10帙80冊）上海中華書局 民國17年12月 

漢－082 王船山年譜 2巻 （清）劉毓崧編 光緒15年3月 曾國荃序 

漢－083 

 

歴代僊史 （1帙6冊） 于建章纂輯 光緒7年 抱芳閣刊 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－085 有象列仙全傳 9巻 （明）王世貞編 汪雲鵬校 寛政3年 江戸刊  

漢－086 碑傳集 160巻 （清）錢儀吉輯 江蘇書局本 光緒19年 

漢－087 續碑傳集 86巻  （清）繆荃孫輯 江楚編譯書局刊本 宣統2年序 

時令類 

漢－088 玉燭寳典 12巻 （隋）杜臺卿撰 景舊鈔巻子本（古逸叢書所収）福永コピー装丁本

記言記事之属 

漢－089 

 

宋名臣言行録 

 

前集10巻 後集14巻 続集8巻 別集26巻 外集17巻 （宋）朱熹撰

廣東省雙門底 心香閣発售  同治戊辰 臨川桂氏重脩 

漢－090 歴代名臣奏議 350巻（巻66～巻70、巻296～巻308存）（明）永楽中輯 （明）張溥刪本

地理類 

漢－091 羊城古鈔 8巻（1帙5本） 石泰山氏輯  大賚堂蔵板 

漢－092 重刊 
洛陽伽藍記 

上5巻 下校勘記・索引等  （北魏）楊衒之撰 徐高阮重刊並校勘 
中央研究院歴史語言研究所（専刊之42）中華民國49年8月 

漢－093 赤城志 40巻 （宋）陳耆卿撰 臺州叢書乙集所収    福永コピー装丁本 

漢－094 茅山志 3 3巻 （元）劉大彬撰 道蔵洞眞部記傳類所収 福永コピー装丁本 

漢－095 嵩巖廟史 10巻 （清）景日昣撰 康煕35年自序太壹園刊本 福永コピー装丁本 

漢－096 王屋山志 2巻 （明）闕名撰 景明刊本（高昌秘笈甲集所収）福永コピー装丁本 

漢－097 新刻泰山小史 67張 附泰山小史注12張 泰山趙氏刊本 民國21年冬月  

漢－098 燕楚游驂録甲編 20巻（巻1、巻2のみ存） 京漢鐡路総理局輯 民國□年排印本  

漢－099 靈巖紀略 2巻 （清）釋殊致撰 石印本 

漢－100 金陵古今圖攷 （明）陳沂撰 民國18年南京中社用正徳刊本景印 

漢－101 揚州圖経 8巻（1函8本）（清）焦循 江藩合輯 據嘉慶底本校刊  
江蘇広陵古籍印社 1981年9月 

漢－102 福建通志 （全100冊） 1938年8月刊竣 

政書類 

漢－103 家禮 5巻 坿1巻 （宋）朱熹撰 景宋本（洪氏公善堂叢書所収）  
福永コピー装丁本 

職官類  

漢－104 大唐六典 30巻（8冊）（唐）玄宗李隆基撰 (唐)李林甫等奉勅注（日本） 
近衛公府蔵版 京都帝国大学文学部景印 昭和10年 

 漢－105 官制備攷 2巻 （明）李日華撰 魯重民補 江戸写本 和刻本 

書目類 

漢－105 四庫全書総目提要 200巻（8帙24本）東方圖書館 丙寅年重印 存古堂蔵版 

漢－106 書林清話 10巻（清）葉徳輝撰 上海掃葉山房 民國刊石印 

漢－107 郘亭知見傅本書目 16巻 （清）莫友芝撰 上海西冷印社発行（適園蔵本） 

 漢－108 七略別録佚文 1巻 （漢）劉向撰（清）姚振宗輯 師石山房叢書所収 福永コピー装丁本

 漢－109 北京人文科学學研究 
所蔵書續目不分巻  

書名索引1巻續 北京人文科学學研究所撰 民國28年排印本 
 

金石類 

漢－110 金石萃編 160巻 附金石続編 21巻（2帙24本）（清）王昶撰 続編（清） 
陸耀遹撰上海酔六堂景印本 光緒19年 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

漢－111 金石萃編未刻稾 上巻中巻下巻（1函3本）（清）王昶撰 民國7年上海虞羅氏用稿本景印

漢－112 金石索 （上）金索（下）石索（2帙12本） （清）馮雲鵬等編 滋陽県署蔵板
道光元年開雕 

漢－113 漢武梁祠畫像題字補考 1巻 陳培壽撰 石印本 

漢－114 漢魏南北朝墓誌集釈 全1函6本 趙萬里著 中国科学院考古研究所編輯（考古専刊乙種第2号）
科学出版社1956年1月 

 漢－115 北魏墓誌百種 （上海博物館収蔵）  戚叔玉・許寳馴・王壮弘撰  上海書畫出版社
1987年 

 漢－116 墓誌徴存目録 4巻（清）羅振玉撰 子福頤排印本 貞松老人遺稿乙集之1 民國31年 

 漢－117 甲骨録解題 5巻 坿録 董作賓・胡厚宣 上海商務院書館 中華民國26年4月初版
6月再版 

漢－118 巖窟蔵鏡 第1集1巻 梁上椿撰 民國29年排印本 福永コピー装丁本 

漢－119 巖窟蔵鏡 第2集2巻 梁上椿撰 民國30年排印本 福永コピー装丁本 

漢－120 巖窟蔵鏡 第3集1巻 梁上椿撰 民國30年排印本 福永コピー装丁本 

史評類 

漢－121 史通削繁 4巻（1帙4本）紀昀撰 粤東省城翰墨園蔵板  道光13年冬 

漢－122 文史通義 8巻 附校讐通義 （清）章學誠撰 道光壬申開雕 

漢－123 歐陽文忠公全集 153巻 附録5巻 27世孫衡校刊 上海錦章圖書局石印 

漢－124 日知録集釈 32巻 （明）顧炎武撰 黄汝成集釋 上海掃葉山房 民國17年石印 

小学類 

 漢－125 方言疏證 13巻 （清）戴震撰 上海中華書局據戴氏遺書本校刊  

雑史類 

 漢－126 破邪詳辯 3巻 坿續1巻 （清）黄育楩撰 福永コピー装丁本 

 漢－127 粤匪始末紀略 1巻 （清）闕名撰（杏花樵氏編輯） 石印本 

漢－128 太平天國起義記 1冊 （瑞典）韓山文撰 簡叉文譯 燕京大學圖書館 民國24年  

漢－129 別號索引 1冊 陳乃乾撰 海寧陳氏上海共讀樓 民國25年 

 

 

 

 

子部 計２０８函 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

諸子合刻類 

 漢－130 孔子家語 10巻 （魏）王肅注（日本）太宰純増注 江都書肆嵩山房 文化11年11月再板 
和刻本 

漢－131 子彙   （明）周子義等輯 上海商務印書館用明萬暦刻本景印（元明善本叢書10種之1） 中
華民國26年 

 漢－132 諸子平義 35巻 （清）兪樾撰  

 漢－133 二十二子 光緒中 浙江書局刊本 

儒家類 

 漢－134 荀子集解 20巻 首1巻 （唐）楊倞撰 （清）王先謙集解 思賢書局刊書所収 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－135 帝範 2巻 坿解題 （唐）太宗文皇帝御撰（唐）闕名注（日本）徳富猪一郎解題 
徳富氏用家蔵棭齋手校本與臣軌合景印 大正4年東京 福永コピー装丁本 

 漢－136 張子全書 15巻 （宋）張戴撰（明）徐必達編 京都武村新兵衛書林刊 延寳3年  
福永コピー装丁本 

 漢－137 周子全書 7巻 （宋）朱熹撰（明）徐必達編 京都武村新兵衛據嘉興徐氏刊本重刊  
延寳3年 福永コピー装丁本 

漢－138 朱子語類 140巻 （宋）朱熹撰 昭和28年本所用京都大學文學部蔵朝鮮刊本景照  
福永コピー装丁本 

 漢－139 近思録 14巻 （宋）朱熹・呂祖謙同輯（清）江永集註 上海文瑞樓 鴻章書局石印

 漢－140 伊洛淵源録新増録 14巻 續6巻 （宋）朱熹撰（明）楊方震増録（明）謝鳴治續録 
京師風月荘左衛門発行 慶安2年春 和刻本 

 漢－141 朱子言論同異攷 2巻 （宋）朱熹撰 福永コピー装丁本 

 漢－142 朱子語類考 和刻本 福永コピー装丁本 

 漢－143 朱子語類巻目一覧 中央出版社 福永コピー装丁本 

漢－144 眞西山讀書記 40巻 （宋）眞徳秀撰 乾隆4年重鐫本祠蔵版 福永コピー装丁本 

 漢－145 王陽明傳習録 3巻 （明）王守仁撰 上海掃葉山房 民國13年春 

 漢－146 傳習録 3巻 佐藤一齋欄外書（明）王守仁撰 坿録日本佐藤担撰 
明治37年東京松山堂排印 大正8年18版本 啓新書院蔵版 

 漢－147 傳習録 3巻 傳習附録1巻 （明）王守仁撰（日本）三輪希賢標注 併輯附録  
京都三輪氏刊本 正徳2年 和刻本 

 漢－148 呻吟録 6巻 （明）呂坤撰 去偽齋集所収 福永コピー装丁本 

 漢－149 性理大全 70巻 （明）胡廣等奉勅撰 承應2年 和刻本 福永コピー装丁本 

 漢－150 性理大全會通續編 42巻 （明）鍾人傑輯 福永コピー装丁本 

 漢－151 讀書録 11巻 （明）薜瑄撰 享保7年大阪寳文堂刊本 福永コピー装丁本 

 漢－152 明儒學案 62巻 （清）黄宗羲撰 上海文瑞樓印  

 漢－153 宋元學案 100巻（清）黄宗羲撰（清）全祖望修定 上海中華書局據伍氏刻本校刊  
（4部備要子部） 

 漢－154 明夷待訪録 1巻 （清）黄宗羲撰 上海中華書局據海山仙館叢書本校刊（4部備要子部）

 漢－155 陔餘叢考 43巻 （清）趙翼撰 上海文瑞樓書局石印 

 漢－156 二程語録 17巻 附録1巻 （清）張伯行輯 正誼堂全書所収 福永コピー装丁本 

 漢－157 小學集解 6巻 （清）張伯行輯 正誼堂全書所収 福永コピー装丁本 

 漢－158 寒松堂庸言 1巻 （清）魏象樞撰 昭代叢書本 福永コピー装丁本 

 漢－159 述朱質疑 16巻 （清）夏炘撰  景紫堂全書第1冊所収 福永コピー装丁本 

 漢－160 漢學商兌 4巻 （清）方東樹撰 浙江書局校刊 光緒庚子 

 漢－161 學案小識 14巻 末1巻 （清）唐鑑撰 黄膺據砭齋原本重刊 光緒10年 

 漢－162 理學宗傳 26巻 （清）孫奇逢撰 浙江書局刊本 光緒庚辰歳 

漢－163 女四書 （清）王相撰 乾隆60刊 

 漢－164 國故論衡 3巻 章炳麟撰 上海文瑞樓発行 鴻章書局石印 

兵家類 

 漢－165 唐太宗李衛公問對 3巻 （唐）闕名撰 風月荘左衛門刊行 萬治2歳極月 和刻本 

 漢－166 宋本11家注孫子 附孫子今釈 4冊本 （春秋）孫武撰（三国）曹操等注 上海古籍出版社  
1978年10月 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－167 11家注孫子 3巻 （宋）吉天保輯 北京中華書局用上海圖書館蔵宋刊本景印闕葉以 
北京圖書館蔵  宋刊本配備 

法家類 

 漢－168 韓非子 20巻上海涵芬樓蔵黄□圃校宋本（四部叢刊子部） 

 漢－169 韓非集解 20巻 首1巻 （清）王先謙撰 光緒22年刊本 

瞖家類 

 漢－170 黄帝内經太素 30巻 遺文1巻 （唐）楊上善奉勅撰 蕭延之校正  北京人民衛生出版
社（民國13年蕭氏刊本景印） 1955年 福永コピー装丁本 

 漢－171 黄帝内經太素 30巻（仁和寺本） （唐）楊上善撰註 東洋瞖學研究會 
（東洋瞖學善本叢書） 福永コピー装丁本 

 漢－172 素女經 1巻 闕名撰 雙梅景閣叢書所収 福永コピー装丁本 

釋家類 

 漢－173 大日本校訂大蔵經 目録部（結1～結7、結9） 弘敎書院校 明治18年刊 

 漢－174 大乘起信論 1巻 （梁）釋眞諦譯 佛教流通所 中華民國46年10月 

 漢－175 大乘起信論 1巻 （梁）釋眞諦譯 金陵刻經処 

 漢－176 大乘起信論三疏 （1佚） 大日本續蔵經第壹期 福永コピー装丁本 

 漢－177 大乘起信論義記 7巻 （唐）法蔵撰 

漢－178 大乘起信論疏記 6巻 （新羅）元曉撰  

漢－179 大乘起信論義疏 4巻 （隋）慧遠撰 

 漢－180 法華經二疏一論  
法華經玄論 
法華經義記 
妙法法華經疏 

（1帙） 大日本續蔵經第壹期 福永コピー装丁本 
10巻 （隋）吉蔵撰 
8巻  （梁）光宅寺法雲撰  
2巻  （東晉）竺道生撰 

漢－181 涅槃經   

大般涅槃經 
大般涅槃經後分 
大雲無想經 
大雲經 
佛説大般泥洹經 
大般涅槃經 
佛説方等般泥洹經 

（7種） 大正蔵經所収 福永コピー装丁本 

36巻 （宋）慧嚴・謝靈運譯 
2巻 （唐） 若那跋陀羅譯 
9巻 （苻秦）竺佛念譯 
6巻 （北涼）曇無讖譯 
6巻 （東晉）法顯譯 
3巻 （東晉）法顯記 
2巻 （西晉）竺法護譯 

 漢－182 弘明集 14巻 （梁）釋曾佑輯  金陵刻經處本 光緒丙申年3月開雕 

漢－183 廣弘明集 30巻 上海涵芬樓影印明汪道昆本 

漢－184 二敎論他 高麗本廣弘明集（巻8～巻10） 福永コピー装丁本 

 漢－185 人本欲生經   （東晉）道安撰 福永コピー装丁本 

 漢－186 辯宗論   （劉宋）謝靈運撰 廣弘明集巻第18所収 福永コピー装丁本 

 漢－187 勝鬘獅子吼一乗 
大方便方廣經 

（劉宋）天竺釋求那跋陀譯 佐伯定胤校訂 法隆寺蔵版  
福永コピー装丁本 

 漢－188 陰持入經注 （呉）陳慧撰 福永コピー装丁本 

 漢－189 注維摩詰經 10巻 （後秦）釋僧肇撰 永田文昌堂 明治14年1月 和刻本 

 漢－190 注維摩詰經 10巻 （後秦）釋僧肇撰 貞享三年洛陽書肆永田長兵衛等刊本 和刻本 

 漢－191 注維摩詰經 

 

10巻 （後秦）釋僧肇撰 大日本續蔵經第壹期 福永コピー装丁本 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－192 注維摩詰經會 
要發矇鈔  

5巻 浪華僧濬鳳潭撰 書林村上藤左衛門他 元禄癸未年正月 和刻本 
 

漢－193 維摩經義記・ 
義疏・略疏 

維摩經略疏 
維摩經義疏 
維摩經義記 

（1帙入り）大日本續蔵經第壹期 福永コピー装丁本 
 
10巻 （隋）智顗説（唐）湛然略 
6巻  胡吉蔵撰 
8巻  沙門慧遠撰 

 漢－194 三論玄義 2巻 （隋）釋吉蔵撰 建長8年文臺臺屋治郎兵衛蔵板 和刻本 

漢－195 三論玄義 2巻 （隋）釋吉蔵撰 元禄14年文臺臺屋治郎兵衛刊 明治10年京都
永田調兵衛補刊 福永コピー装丁本 

 漢－196 地蔵菩薩本願經 3巻 （唐）釋實叉難陀譯 金陵刻經処  

 漢－197 百喩經 2巻 釋僧伽斯那撰 金陵刻經処 

 漢－198 六祖大師法實壇經 釋慧能大師撰 門人法海録曹溪原本 金陵刻經処 

 漢－199 六祖大師法實壇經 1巻 釋慧能大師撰 和刻本 

 漢－200 金光明經 4巻 慈覚大師宗頤述   金陵刻經処 

 漢－201 佛説梵網經 2巻 釋僧肇述金陵刻經処 

 漢－202 阿弥陀經法華經普門品 金陵刻經処 

 漢－203 

 

大唐大慈恩寺 
三蔵法師傳 

10巻 坿考異索引 （唐）釋慧立撰（唐）釋彦悰述 坿録（日本） 
宇都宮清吉撰  東方文化學院京都研究所用麗蔵本景印 東方文化學院 
昭和7年 

 漢－204 南海寄帰内法傳 4巻 （唐）義浄撰金陵刻經処 

 漢－205 竹窗随筆 3巻 2筆 3筆 （明）釋袾宏撰 上海涵芬樓據雲棲法彙本景印 
商務印書館発兌中華民國23・24年4・5月 

 漢－206 禅林類聚 20巻 （元）釋道泰智境同輯 貞治6年釋希杲京臨川寺重刊本 和刻本
福永コピー装丁本 

 漢－207 竹窗随筆 3巻 2筆 3筆  （明）釋袾宏撰 承應2年京都秋田屋平左衛門據崇
禎刊本重印 福永コピー装丁本 

 漢－208 首楞嚴經 10巻 （唐）釋般刺密帝譯 萬暦46年刊袖珍本 福永コピー装丁本 

 漢－209 大佛頂首楞嚴經通義 （明）釋憨山徳清述 福永コピー装丁本 

 漢－210 大佛頂首楞嚴經疏解 
蒙鈔  

巻首 10巻 （清）錢謙益撰 和刻本 福永コピー装丁本 
 

 漢－211 大佛頂首楞嚴經疏解 
蒙鈔巻末五録   

（清）錢謙益撰 福永コピー装丁本 
 

 漢－212 首楞嚴經蠡測 10巻 三縁山新溪起信窟蔵書 元禄7甲戌 和刻本 福永コピー装丁本

 漢－213 首楞嚴義疏注經 長水沙門子璿集 書肆伊藤五郎兵衛 天和3年 和刻本 

 漢－214 金剛般若經注 
・義疏・略疏 

金剛般若波羅蜜經注 
金剛般若經義疏 
金剛般若經略疏 

（1帙） 福永コピー装丁本 
 
（姚秦）僧肇注 
4巻 （隋）吉蔵 
2巻 （唐）智儼述 

 漢－215 古佛天眞考証龍華寳經 4巻 萬暦27年序刊本（蔵外道經） 福永コピー装丁本 

 漢－216 大方廣圓覚經大疏 4巻 （唐）釋宗密撰 大日本續蔵經本 福永コピー装丁本 

 漢－217 肇論中呉集解令模鈔 3巻 （宋）釋浄源撰 昭和9年栂尾高山寺蔵宋版模鈔  
福永コピー装丁本 

 漢－218 佛傳漢譯 4種 福永コピー装丁本 

 226
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 漢－219 虚堂和尚語録 10巻  妙源編 福永コピー装丁本 

 漢－220 頓悟要門 2巻（唐）釋慧海撰 福永コピー装丁本 

 漢－221 頓悟入道要門論 2巻（唐）釋慧海撰 京都貝葉書院 正保丙戌仲春 和刻本 

 漢－222 校刊歴代法寳記 3巻（唐）闕名撰（韓国）金九經校 薑園叢書所収 福永コピー装丁本 

 漢－223 天主教傳行中國考 上下冊 耶蘇會主教劉淮 天主降生1926年 

 漢－224 一神論 残1巻存3巻  

 漢－226 神道総論 3巻 12章 倪惟思著 蘇松上海美華書館蔵板 1873年 福永コピー装丁本

道家類  

漢－227 老子道徳經 4巻 （漢）河上公注 上海涵芬樓借常熟瞿氏鐡琴銅劍樓蔵宋刊本景印 
（4部叢刊子部） 

 漢－228 道徳經注 上下巻 （宋）蘇軾撰 金陵刻經所研究部 民國10年秋 

 漢－229 老子道徳眞經 2巻 （魏）王弼撰 線装本 

 漢－230 老子道徳眞經 上篇 下篇 （魏）王弼注（唐）陸徳明音（日本）宇恵考訂  
福永ガリ版タイプ刷り 

 漢－231 老子道徳眞經 2巻（魏）王弼撰（唐）陸徳明音（日本）宇恵考訂 千鍾堂花説堂同刊本  
明和7年 福永コピー装丁本 

 漢－232 道徳眞經口義 4巻 （宋）林希逸撰 道蔵洞眞部玉訣類所収 福永コピー装丁本 

 漢－233 宋本老子道徳經 
古本集註 

2巻 （宋）苑應元集註直解上海涵芬樓借江安傅氏雙鑑樓蔵本影印 
（續古逸叢書所収） 

 漢－234 老子道經（上） 
老子徳經（下） 

陽明文庫本（老子古鈔本） 福永コピー装丁本 
 

 漢－235 老子道經（上） 
老子徳經（下） 

天文15年鈔本 斯道文庫現蔵 福永コピー装丁本 
 

 漢－236 老子道徳經 2巻 至徳3年鈔本 宮内廰書陵部蔵 福永コピー装丁本 

 漢－237 老子道徳經 2巻 大東急記念文庫蔵 福永コピー装丁本 

 漢－238 老子道徳經 2巻 慶長活字本 宮内廰書陵部蔵 福永コピー装丁本 

 漢－239 老子覈話 4巻 坿老子一巻 馬叙倫撰併覈定坿録 民國13年序排印本 

 漢－240 老子想爾注校箋 JAO TSUNG-I著 選堂叢書之二 香港 1956年 福永コピー装丁本 

 漢－241 老子乙本及巻前 
古佚書圖版  

福永コピー装丁本 
 

漢－242 老子甲本及巻後 
古佚書  

福永コピー装丁本 
 

 漢－243 列子（盧重元注） 8巻 （唐）盧重元注 江都秦氏開雕 嘉慶8年 福永コピー装丁本 

 漢－244 列子釋文 2巻 坿考異一巻 （唐）殷敬順撰（宋）陳景元補遺 考異（清）任大椿撰 
景福堂本 周秦諸子斠注10種本 福永コピー装丁本 

漢－245 列子補正 4巻 王叔民撰 中央研究院歴史語言研究所（専刊之14）上海商務印書館 
中華民國37年3月 

漢－246 列子鬳齋口義 2巻（宋）林希逸撰 萬治2年5月 和刻本 

漢－247 關尹子 3巻 （日本）白井眞純校 須屋伊八蔵梓 元文五歳 福永コピー装丁本 

漢－248 沖虚至徳眞經 8巻 （晉）張湛注 上海涵芬樓借常熟瞿氏鐡琴銅劍樓蔵宋刊本景印 

漢－249 沖虚至徳眞經 8巻 （晉）張湛注 金澤文庫尊經閣文庫本 福永コピー装丁本 

 漢－250 舊鈔巻子本荘子 
残巻校勘記  
 

1本 東方文化學院 昭和7年2月 
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 漢－251 宋呂觀文荘子義 10巻 （宋）呂恵撰 陳任中校  贛縣陳氏北平排印本 民國23年  
福永コピー装丁本 

漢－252 荘子集解 8巻 （清）王先謙撰 思賢書局刊書所収  

 漢－253 荘子集解 8巻 （清）王先謙撰 思賢書局刊本 宣統己酉3月 

 漢－254 嚴氏評點荘子故 8巻 評點者嚴復 芸文印書館影印 民國59年6月 

 漢－255 荘子義證 33巻 馬叙倫撰 上海商務印書館排印本 中華民國19年 

漢－256 荘子釋滞 1本 壬申4月刻成 

漢－257 鈔巻子荘子残巻 
校勘記 舊 

東方文化學院 昭和7年2月 
 

 漢－258 抱朴子 内篇20巻 外篇50巻 （晉）葛洪撰 金陵道署 癸酉年7月校刊  
福永コピー装丁本 

 漢－259 抱朴子 内篇4巻 外篇4巻 （晉）葛洪撰 

 漢－260 抱朴子 内篇20巻 （晉）葛洪撰 中華書局影印據遼寧圖書館蔵宋刻本 
（古逸叢書3編） 

 漢－261 真誥 20巻 陶宏景撰（照曠閣本）福永コピー装丁本  

漢－262 南華眞經 10巻 （晉）郭象注 上海涵芬樓蔵明世徳堂刊本（4部叢刊子部） 

 漢－263 宋刊南華眞經 巻1至巻6南宋本 巻7至巻10北宋本 上海涵芬樓印行（續古逸叢書本） 

漢－264 通玄眞經 12巻 （唐）徐雲府注 上海涵芬樓借常熟瞿氏鐡琴銅劍樓蔵宋刊本景印 
（4部叢刊3編子部）上海商務印書館 中華民國25年3月 

 漢－265 新雕洞靈眞經 5巻 坿校堪記1巻 （唐）王子言撰 何粲注 校堪記張沅済撰 
上海涵芬樓借常熟瞿氏鐡琴銅劍樓蔵宋刊本景印（4部叢刊3編子部） 

 漢－266 雲笈七籤 122巻  （宋）張君房撰 上海涵芬樓借印白雲観蔵正統道蔵本原板 
（4部叢刊子部） 

漢－267 太上感應篇箋注 1巻 （清）恵棟撰 道光19年石印本 

漢－268 太上感應篇箋注 1巻 （清）恵棟撰 福壽賨蔵化導類所収 福永コピー装丁本 

 漢－269 陰隲文廣義節録 2巻 （清）夢顔撰 （安士全書）佛學推交社 

 漢－270 無求備齋老子集成 18冊  福州嚴靈峰謹識 芸文印書館影印 民國54年3月 

 漢－271 續道藏 全1冊 芸文印書館影印 中華民國51年5月 

 漢－272 呂祖全書 33巻 （唐）呂嵓撰（清）劉體恕輯 上海大成書局 民國9年4月 

 漢－273 長春道教源流 8巻 （清）陳銘珪撰 聚徳堂叢書所収 福永コピー装丁本 

 漢－274 玉歴寳鈔 8章 北京中央刻經院佛經善書局印行 民國29年12月 

 漢－275 道藏目録詳註 4巻 

 漢－276 大明萬暦續道藏經 
目録 

1巻 （明）白雲霽撰 天津徐氏退耕堂用文津閣四庫全書本景印 
民國□年 福永コピー装丁本 

雑家類 

 漢－277 墨子閒話 15巻 目録1巻 附録1巻 後語2巻 （清）孫詒讓撰 瑞安孫氏活字印本
光緒21年 

 漢－278 鬼谷子 2巻 （周）鬼谷子撰（唐）尹知章注（日本）皆川愿考 安永3年 
福永コピー装丁本 

 漢－279 顔氏家訓彙注 4冊 周法高撰輯 中央研究院歴史語言研究所（専刊之41） 
中華民國49年10月  

 漢－280 劉子集證 10巻 （北齊）劉畫撰 王叔岷著 中央研究院歴史語言研究所（専刊之14）
中華民国50年8月 

 漢－281 封氏見聞記校證 付引得 10巻 （唐）封演撰 趙貞信校證 哈佛燕京社 1933年10月 
福永コピー装丁本 
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漢－282 意林 5巻  （唐）馬總輯 上海涵芬樓景印武英殿聚珍版本 

漢－283 遊仙窟抄 5巻  和刻本 （唐）張文成撰（日本）伊時點  玉巌堂 元禄3年  

漢－284 困學紀聞 20巻 （宋）王應麟撰 餘姚守福堂蔵版 道光乙酉開雕 

 漢－285 鶴林玉露 18巻 和刻本 （宋）羅大經撰 中野市衛門梓行 寛文2年仲秋 

漢－286 池北偶談 26巻 （清）王士慎撰 上海會文堂書局 中華民國第1丙寅 

漢－287 淮南天文訓補注 2巻  （清）錢塘撰  （淮南鵬烈集解6） 福永コピー装丁本 

 漢－288 淮南鴻烈解 21巻 （漢）劉安撰 高誘注 （明）茅坤評   寛文4年 和刻本 

漢－289 淮南鴻烈集解 21巻 劉文典撰 上海商務印書館排印本 民國12年 福永コピー装丁本 

 漢－29 箋註蒙求校本 上巻 中巻 下巻 和刻本  （日本）岡白駒箋註 佐々木向陽標疏   
三書堂蔵 明治17年5月 

小説家類 

 漢－291 酉陽雑俎 前巻14巻 後巻10巻  （唐）段成式撰 （4部叢刊子部） 

漢－292 周氏冥通記 4巻（梁）陶弘景撰  津逮秘書第11所収 

漢－293 冥報記 3巻（唐）唐臨撰  山城高山寺用寺蔵鈔本 明治43年 福永コピー装丁本

漢－294 冥報記 3巻（唐）唐臨撰  佛教大學所蔵本 福永コピー装丁本 

漢－295 洞冥記 10巻 洱源惟一子輯 哈哈道人再販 戊辰（中華民國17年）夏 

漢－296 宋本捜神秘覧 上中下  商務印書館影印日本福井氏崇蘭館蔵本 中華學芸社  
中華民國24年11月  

術數類 

 漢－297 太玄經 10巻 （漢）楊雄撰  上海涵芬樓景印明萬玉堂翻宋本 福永コピー装丁本

 漢－298 五行大義 5巻 （隋）蕭吉撰  覆日本佚存叢書本（知不足齋叢書第26集所収）  
福永コピー装丁本 

 漢－299 皇極經世心易發微 7巻 （明）楊體仁撰  雲南叢書初編子部術數類所収 福永コピー装丁本

芸術類 

 漢－300 益州名畫録 2巻 （宋）黄休復撰  王氏畫苑所収 福永コピー装丁本 

 漢－301 山谷題跋 9巻 （宋）黄庭堅撰   津逮秘書第12集所収 

 漢－302 山谷題跋 浪華竹中待鳳堂梓 天保3年8月 福永コピー装丁本 

漢－303 蘇黄題跋 上下巻 （清）温一貞録  鐫蘇黄風流小品 福永コピー装丁本 

 漢－304 

 

米海岳集 
寶晋英公集 

 
寶章待訪録 

 
書史 
畫史 

 

1函4本   
8巻 （宋）米芾撰 沔陽盧氏愼始基齋據別下齋渉開梓舊本景印  

福永コピー装丁本 
（宋）米芾撰 沔陽盧氏愼始基齋借上海涵芬樓蔵明弘治刻百日學海本景印 

福永コピー装丁本 
（宋）米芾撰 沔陽盧氏愼始基齋據説郛本景印 福永コピー装丁本 
（宋）米芾撰 沔陽盧氏愼始基齋據従涌芬樓蔵明嘉靖刻本景印  

福永コピー装丁本 

 漢－305 法書要録 10巻  （唐）張彦遠輯   汲古閣 福永コピー装丁本 

 漢－306 苦瓜和尚畫語録 
（研究） 

(明）釋道済撰 姜一涵著 中國文化學院出版社印行 中華民國54年10月 
福永コピー装丁本 

 漢－307 

 

 

畫學心印 8巻  蔚堂蔵書 光緒10年 
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 漢－308 明清畫論三種 
四友齋畫論 
圖畫精意識畫論 
山靜居解畫論 
冬心先生随筆 

坿冬心随筆 福永コピー装丁本 
（明）何良俊撰 
（清）張庚撰 
（清）方薫撰 
金農撰 

 漢－309 國朝畫徴存録 3巻 続録2巻 和刻本（清）張庚撰 名古屋美濃屋伊六発行 寛政10年 

漢－310 畫譜 18巻（清）石濤撰 朱季梅注釈  上海人民美術出版社 1962年4月 

 漢－311 畫論叢刊付校勘記 1巻 于海晏輯 北平中華書局排印本 民国26年 福永コピー装丁本 

漢－312 

 

畫禪室随筆 
 

斷夢秘書 
萃文閣印集 

4巻 董文敏公撰 汪汝禄編次 天香閣蔵本 天保庚子九月翻刻 
福永コピー装丁本 
1冊 世界書局石印本  中華民國14年9月  
1冊 癸卯年 北京 

 

 

 

 

集部 計214函 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

楚辭類 

 漢－313 楚辭 17巻 王逸注上海文瑞樓印行 己巳夏 

 漢－314 楚辭集註 14巻 上海掃葉山房 民國19年石印 

別集類 

 漢－315 

 

嵆中散集 
嵆康集 
 

10巻（魏）嵆康撰（4部叢刊集部） 
10巻 坿逸文1巻 附録1巻 魯迅校併輯坿録 用明呉寛叢書堂鈔本景印  
北京文學古籍刊行社 1956年 

漢－316 阮嗣宗詩箋定本 （魏）阮籍撰 古直箋 層榮堂5種之2 福永コピー装丁本 

漢－317 靖節先生集 10巻（晉）陶潜撰 戚煥塤校 文學古籍刊行出版（陶澍集注靖節先生集底本）
中華書局   

漢－318 梁江文通文集 10巻 附校補1巻（梁）江淹撰 校補（清）葉樹廉輯 上海涵芬樓借烏程蒋氏
密韻樓蔵明繙宋刊本影印 

 漢－319 庾子山集 16巻 （北周）庾信撰  上海中華書局據倪注原刻本校刊（4部備要集部） 

 漢－320 楊盈川集 10巻 （唐）楊烱撰   上海涵芬樓借江南圖書館蔵明童氏刊本影印 

 漢－321 李太白詩集 5巻 （唐）李白撰 （日本）近藤元粹評訂粹   田中宋榮堂  
大正14年10月 和刻本 

 漢－322 李太白全集 上下巻 （唐）李白撰（清）王琦集注 上海中華書局據王注原刻本校刊（4部備
要本） 

 漢－323 杜詩偶評 4巻 （清）沈徳潜撰  官板書籍発行 享和3年 和刻本 

 漢－324 杜工部艸堂詩箋 40巻 魯訔編次 蔡夢弼會箋 上海文瑞樓印行 覆麻沙本杜工部艸堂詩牋 

漢－325 岑嘉州詩集 8巻 （唐）岑參撰 平安書林 寛保元年仲春 和刻本 

 漢－326 顔魯公文集 15巻（唐）顔眞卿撰   上海涵芬樓景印明錫山安氏館刊本 

漢－327 温飛卿詩集箋注 9巻 （唐）温岐撰 曽益謙原注  上海國学扶輪社等 宣統元年5月 

漢－328 劉賓客文集 21巻（唐）劉禹錫撰 國立故宮博物院印行（善本叢書景印宋本） 
中華民國62年9月 

漢－329 馮注李義山詩集 （唐）李商隠撰 崇古山房石印 民國3年正月 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－330 昌黎先生集 （上下） 40巻 （唐）韓愈撰   江蘇書局印行 同治己巳孟冬 

 漢－331 柳河東文集 6巻 （唐）柳宗元撰   上海會文堂書局印行 庚戌秋 

 漢－332 王子安集 16巻 坿録1巻（唐）王勃撰 上海涵芬樓借江南圖書館蔵明張紹和刊本景印 
（4部叢刊集部） 

 漢－333 幽憂子集 （唐）盧照鄰撰 上海涵芬樓借江安傅氏雙鑑樓蔵明閩漳氏刊本景印 
（4部叢刊集部） 

 漢－334 杜樊川詩注 4巻 （唐）杜牧撰 馮集梧注  上海掃葉山房石印 

漢－335 杜樊川文集 20巻（唐）杜牧撰  愛知學芸大學東洋學研究室 昭和34年7月 油印本 

 漢－336 杜荀鶴文集 3巻 （唐）杜荀鶴撰 上海古籍出版社（宋蜀刻本唐人集叢刊） 1980年2月 

 漢－337 東坡先生編年詩 5巻 首1巻 （宋）蘇軾撰 （清）査慎行補注  香南斎蔵版  
福永コピー装丁本 

漢－338 欒城集 50巻 後集24巻 3集10巻 （宋）蘇軾撰  上海涵芬樓景印明蜀府活字本
（4部叢刊集部） 

 漢－339 臨川先生文集 （宋）王安石撰    上海涵芬樓蔵明嘉靖39年撫州刊本（4部叢刊集部） 

 漢－340 寳晉英光集 8巻 補遺1巻 （宋）米芾撰 渉聞梓舊所収（第30冊） 福永コピー装丁本

漢－341 鐔津文集 20巻（宋）釋契嵩撰 上海涵芬樓景印常熟瞿氏鐡琴銅剣樓蔵明弘治乙未刊本 
（4部叢刊3篇集部） 

 漢－342 精選陸放翁詩集 （宋）陸游撰  上海涵芬樓借呉興劉氏嘉業堂蔵明初刊本景印（4部叢刊集部）

 漢－343 象山先生全集 36巻（宋）陸九淵撰   江差書林印石   

漢－344 象山先生全集 36巻（宋）陸九淵撰   巻25～巻36存 福永コピー装丁本 

 漢－345 陸象山先生集要 8巻 （宋）陸九淵撰 （明）聶良杞編   巻1 巻2存 和刻本  
福永コピー装丁本 

 漢－346 草廬呉文公全集 49巻 首1巻 外集3巻  （元）呉澄撰  乾隆21年崇仁縣訓導萬璜刊本
福永コピー装丁本 

 漢－347 倪雲林詩集 6巻 （元）倪瓉撰 （明）潘是仁輯   萬暦43年刊 福永コピー装丁本 

 漢－348 白沙子 8巻 （明）陳献章撰  上海涵芬樓景印東莞莫氏50萬巻樓蔵明嘉靖刊本  
（4部叢刊3篇集部） 

漢－349 王文成公全書 80巻（明）王守仁撰 上海涵芬樓景印明隆慶刊本（4部叢刊集部） 

漢－350 容臺別集 6巻 （明）董其昌撰  國立中央圖書館（明代芸術家集彙刊）  
中華民國57年6月 

 漢－351 戴東原集 12巻 年譜1巻 札記1巻  （清）戴震撰   上海涵芬樓景印紀韵樓本 

 漢－352 鐵橋漫録 8巻 （清）嚴可均撰    長洲蒋氏重刊 光緒乙酉 

漢－353 蘇文忠公詩合注 （清）馮応龍撰    桐郷馮氏踵見斎刊本 乾隆58年序 

 漢－354 鄭板橋全集 （詩鈔1～6、題畫）   （清）鄭燮撰  上海掃葉山房 民國14年石印 

 漢－355 述學 内篇3巻 補遺1巻 外篇1巻 別録1巻 （清）汪中撰 四川人民出版社 
1957年就成都忘古堂原版印行 

 漢－356 述學 内篇3巻 補遺1巻 外篇1巻 別録1巻 （清）汪中撰 江都汪氏叢書所収

 漢－357 東塾讀書記 陳澧撰 上海掃葉山房 民國17年石印 

 漢－358 日本雜事詩 2巻 （清）黄遵憲撰   同文館集珎板 光緒5年 

 漢－359 毛主席詩詞 37首  文物出版社 1974年12月   
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

総集類  

漢－360 

 

漢魏六朝百三家
集 

（全8帙）（明）張溥輯 光緒3年滇南唐氏重刊 壽考堂蔵版 
全上古三代文 16巻    全秦文    1巻    全漢文  63巻 
全後漢文    106巻     全三國文 75巻        全晉文 167巻 
全宋文       64巻       全齊文   26巻        全梁文  74巻 
全陳文       16巻       前後魏文 60巻        全齊文  10巻 
全後周文     24巻       全隋文   36巻        先唐文   1巻 

 漢－361 全上古三代 
秦漢六朝文  

747巻（全10帙）  嚴可均校輯    王毓藻校刊 
 
全上古三代文 全16巻    全秦文    全1巻    全漢文 全63巻 
全後漢文     全106巻    全三國文 全75巻     全晉文 全167巻 
全宋文       全64巻     全齊文   全26巻     全梁文 全74巻 
全陳文       全16巻     全後魏文 全60巻     全齊文 全10巻 
全後周文     全24巻     全隋文   全36巻     先唐文 全1巻 

 漢－362 曹子建集 10巻  （魏）曹植撰 丁晏纂   上海掃葉山房 民國15年春影印 

 漢－363 仿宋胡刻文選 附文選攷異 60巻  （梁）蕭統編 （唐）李善注   上海文瑞樓書局 
鴻章書局石印 

漢－364 世説新語 6巻 （宋）王義慶宋之問 （梁）劉孝標注  思賢講舎開雕 長沙王司成重校
光緒17年 

 漢－365 玉臺新詠箋註 10巻 （陳）徐陵撰 呉兆宜原注 程琰刪補 上海掃葉山房 民國19年石印 

漢－366 東坡題跋 福永コピー装丁本（宋）蘇軾撰 

 漢－367 宋之問集 2巻  （唐）宋之問撰 上海涵芬樓景印常熟瞿氏鐡琴銅剣樓蔵明刊本 
（4部叢刊續篇集部）商務印書館民國23年 

漢－368 歐蘇手簡 （正続）（日本）吉松潤甫・松本幼憲撰  博文堂 寛政9年正月 和刻本 

漢－369 樂府詩集 100巻（宋）郭茂倩撰  上海中華書局據武昌本校刊 

 漢－370 元遺山詩集 20巻 （金）元好問撰   倣汲古閣本 

 漢－371 評注古詩源 14巻 （清）沈徳潜撰   上海掃葉山房 民國十二年石印 

 漢－372 五朝詩別裁集 （上）36巻 （下）44巻  （清）沈徳潜撰   上海掃葉山房石印 

 漢－373 古文辭類纂 74巻 （清）姚鼐編  上海文瑞樓書局 鴻章書局石印 

漢－374 蘇黄題跋 上下巻（清）温一貞録   鐫蘇黄風流小品 福永コピー装丁本 

 漢－375 山谷題跋 浪華竹中待鳳堂梓 天保3年8月 福永コピー装丁本 

 漢－376 淮南集證 21巻  劉家立纂撰 上海中華書局 民國13年5月 

 漢－377 古文眞寳 上中下巻  宋黄庭堅編  京都三書房蔵 明治3年6月 和刻本 

詩文評類 

 漢－378 文心雕龍 10巻 （梁）劉勰撰 （清）黄叔琳注（清）紀昀評 上海中華書局據原刻本校刊 
(4部備要集部） 

 漢－379 詩人玉屑 20巻 （宋）魏慶之撰  上海掃葉山房 民國11年石印 

 漢－380 蘇亭詩話 6巻  （清）張道撰   長沙學院刊本 道光19年 福永コピー装丁本 

詞曲類  

 漢－381 稼軒長短句 12巻 （宋）辛棄疾撰 中華書局上海編輯所據北京圖書館蔵元大徳3年刊本影印

 漢－382 稼軒詞疏證 6巻  （宋）辛棄疾撰 梁啓超著  辛未清明前一日 閩縣林志鈞序 

 漢－383 

 

宋六十名家詞 （明）毛晉輯   汲古閣本 辛酉年上海博古齋景印 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

 漢－384 

 

元曲選釋 
 

第1集（3冊）  京都 京都大學人文科學研究所 昭和26年3月 排印本 
破幽夢孤鴈漢宮秋雑劇 1巻（元）馬致遠撰 （明）臧懋循校（日本）青木正兒

・吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 
李太白匹配金銭記雑劇 1巻 （元）喬吉撰 （明）臧懋循校（日本）青木正兒

・吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 
楊氏女殺狗勧夫雑劇   1巻（元）闕名撰   （明）臧懋循校（日本）青木正兒

・吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 

漢－385 

 

元曲選釋 
 

第2集（3冊）  京都 京都大學人文科學研究所 昭和27年3月 排印本 
臨江驛瀟湘秋雨雑劇   1巻（元）楊顯之撰（明）臧懋循校（日本）吉川幸次郎

・入谷義孝・田中謙二注 
便宜行事虎頭牌雑劇   1巻（元）李長夫撰 (明)臧懋循校（日本）吉川幸次郎

・入谷義孝・田中謙二注 
杜蘂娘智賞金線池雑劇 1巻（元）關漢卿撰（明）臧懋循校（日本）吉川幸次郎

・入谷義孝・田中謙二注 

漢－386 元曲選釋 第3集（3冊）  京都 京都大學人文科學研究所 昭和51年3月 排印本 

  趙盻兒風月救風塵雑劇 1巻（元）關漢卿撰 （明）臧懋循校（日本） 
青木正兒・吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 
馬丹陽三度任風子雑劇 1巻（元）馬致遠撰 （明）臧懋循校（日本） 
青木正兒・吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 
鄭孔目風雪酷寒亭雑劇 1巻（元）楊顯之撰 （明）臧懋循校（日本） 
吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 

漢－387 元曲選釋 第4集（3冊）    京都 京都大學人文科學研究所 昭和52年3月 排印本 

  裴少俊墻頭馬上雑劇   1巻（元）楊顯之撰 （明）臧懋循校（日本） 
吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 
望江亭中秋切鱠雑劇   1巻（元）關漢卿撰 （明）臧懋循校（日本） 
吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 
四丞相高會麗春堂雑劇 1巻（元）王實甫撰 （明）臧懋循校（日本） 
吉川幸次郎・入谷義孝・田中謙二注 

 漢－388 今古奇觀 8巻 （明）抱甕老人・笑花主人撰  上海掃葉山房 民國18年石印 

小説類 

 漢－389 世説箋本 20巻 （明）何良俊撰 秦鼎校   文政9年刊 和刻本 

 漢－390 評註聊齋志異圖詠 16巻 （清）蒲松齢撰 （清）呂湛恩注  上海文成堂書荘  
同文書局校印 光緒13年  

 漢－391 増補齊省堂全圖 
儒林外史 

6巻（60回本） （清）呉敬梓撰 伊竣書耑 上海二思堂印行 
民國11年孟夏 

 漢－392 杏花天 14回本 （清）天放道人撰   福永コピー装丁本 

 漢－393 章太炎先生家書 湯國黎編次   中華書局 1962年10月 
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叢書 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

漢－394 漢魏叢書 （4帙40本） （明）程榮輯  民國14年 上海涵芬樓用萬暦刊本景印 

  第1帙（10本） 
1、京氏易傳 周易略例 詩説   2、韓詩外傳（上）  
3、韓詩外傳（下）                4、大戴禮記（上）  
5、大戴禮記（下）            6、春秋繁露（上） 
7、春秋繁露（下）        8、白虎通論（上）        
9、白虎通論（下）               10、忠經 方言 獨斷 

第2帙（10本） 
11、元經（上）                  12、元經（下） 
13、逸周書                      14、穆天子傳 西京雜記     
15、素書 新語                  16、孔叢子 
17、新序（上）                  18、新序（下） 
19、説苑（上）                  20、説苑（中） 

第3帙（10本） 
21、説苑（下）                  22、新書  
23、法言（上）                  24、法言（下） 潛夫論（上） 
25、潛夫論（下）                26、申鋻（上） 
27、申鋻（下）                  28、顔氏家訓  
29、商子 人物志                30、風俗通義 

第4帙（10本） 
31、新論                         
32、神異經 洞冥記 拾遺記（上） 

   33、拾遺記（下） 通占大象暦星經 趙飛外傳 古今刀劍録 
   34～40、論衡 

漢－395 漢魏叢書7種 福永コピー装丁本 

  枕中書（葛洪） 
漢武帝内傳（漢班固） 雜事秘辛 
捜神記（晉干寳） 
古今注 海内10洲記（漢東方朔） 
博物誌（晉張華） 
神異經（漢東方朔） 

漢－396 抱經堂叢書 （全10函）（清）盧文弨輯 民國12年5月 北京直隷書局影印  

  第1函 （10本） 經典釋文（上） 
第2函（ 10本） 經典釋文（下） 
第3函 （10本） 儀禮注疏詳校 逸周書 
第4函 （10本） 白虎通 方言 荀子（上） 
第5函 （10本） 荀子（下） 新書 春秋繁露 
第6函 （10本） 顔氏家訓 群書拾補(上) 
第7函 （10本） 群書拾補(中) 
第8函 （10本） 群書拾補(下) 西京雜記 獨斷 
第9函 （10本） 鍾山札記 龍城札記 解舂集文鈔 解舂集詩鈔 
第10函（10本） 抱經堂文集 

漢－397 沙州諸子26種 （日本）高瀬博士還暦記念會輯  昭和4年 京都弘文堂書房排印本  

漢－398 拝經堂叢書 （清）臧琳庸撰昭和10年 東方文化學院京都研究所用述觀刊本景印  

  （上帙）拝經日記12巻 經義雜記30巻 叙録1巻  
（下帙）盧氏禮記解詁1巻 華嚴經音義録3巻 詩經小學録4巻 爾雅3巻

漢書音義3巻 叙録1巻 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

漢－399 王氏4種 （清）王念孫 王引之撰 光緒31年 上海鴻文書局石印本  

  讀書雜志 
經義述聞 
經傳釋詞 
字典考證 

漢－400 玉函山房輯佚書 （全10帙） （清）馬國翰輯  光緒10年甲子夏 章邱李氏重印本  

漢－401 天馬山房叢書 馬叙倫撰  排印本（中） 

漢－402 
 

京都帝國大學文學 
部蔵版景舊鈔本 
 

第1集 毛詩残巻 毛詩正義残巻 翰苑残1巻 存巻第30 王勃集残 
2巻 存巻第29 第30（京都帝國大學文學部 大正11年6月発行）

第2集 講周易疏論家義記残巻 經典釋文残1巻 漢書楊雄傳残巻 
（京都帝國大學文學部 昭和10年5月発行） 

第3集 文選集注 巻第47 第6  11上下 第62 第66 第71 
（京都帝國大學文學部 昭和10年11月発行） 

第4集 文選集注 巻第73上下 第79 第85上下 
（京都帝國大學文學部 昭和10年11月発行） 

第5集 文選集注 巻第56 第91上下 第94下 
（京都帝國大學文學部 昭和11年11月発行） 

  第6集 文選集注 巻第94中下 第102上下 第113上下 
（京都帝國大學文學部 昭和11年3月発行） 

第7集 文選集注 巻第8 第9 第59上下 
（京都帝國大學文學部 昭和10年8月発行） 

第8集 文選集注 巻第63 第88 第76 
（京都帝國大學文學部 昭和11年8月発行） 

第9集 文選集注 巻第43 第48上下 第61 第68 第93 第116 
（京都帝國大學文學部 昭和17年6月発行） 

第10集 尚書残巻 毛詩二南残巻 
（京都帝國大學文學部 昭和17年6月発行） 
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和刻書線装本  （計１１６種） 

番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

和－001 九經談 10巻 大田錦城著 須原屋茂兵衛他 

和－002 春秋命暦序攷 2巻 平田篤胤選述 天保4年刊本 福永コピー装丁本 

和－003 景鈔正宗寺本春秋 
正義解説並缺佚考  

東方文化學院 昭和8年6月 
 

和－004 論語譯義 2巻 留守友信編 延享改元之冬序 福永コピー装丁本 

和－005 大學啓 全1冊 和田絅著 

和－006 女大學 西川龍章堂書 松川半山画圖 京都今井喜兵衛他 天保5年再刻本 

和－007 老子諺解大成 10巻（巻5巻6コピー） 梅室洞雲諺解 道徳書房 延寳9年 

和－008 老子繹解 皆川淇園撰 寛政9年富士谷成基序刊 福永コピー装丁本 

和－009 老子形氣 5巻 新井祐登著 吹田屋四郎等 寳暦3年刊本 福永コピー装丁本 

和－010 老子經國字解 金蘭齋著 阪府書籍老舖 前川善兵衛 寳暦11年 福永コピー装丁本 

和－011 荘子考 岡松甕谷著 金港堂書籍 明治40年 福永コピー装丁本 

和－012 面影荘子 4巻 浪花書林 渋川清右衛門版 寛保2年  

和－013 列子疏證 柿村重松著 茗溪會 昭和5年 福永コピー装丁本 

和－014 法闕疑抄 第2冊 第4冊 第5冊京都書林 貞享元年 

和－015 茶經詳説 上下 大典禅師著 竹苞樓文曉堂 安永3年 

和－016 秉燭譚 5巻 享保14年東崖序 古義堂蔵板 文泉堂 寳暦癸未 

和－017 林氏碑文集 全1冊  

和－018 和語本草綱目 （草部）1冊 岡本為竹 一抱子撰 廣益本草大成巻之10附録 

和－019 和語陰騭録 （明）袁了凡原著 植村藤右衛門等 文政元年再刻本 

和－020 洗心洞箚記 上之上下 下之上下 附録抄 大盬中齋 著河内屋喜兵衛等 天保6年 

和－021 洗心洞箚記 上下 附録抄 大盬中齋著誠恊堂 明治25年 福永コピー装丁本 

和－022 洗心洞箚記 上下 附古本大學 大學問 大盬中齋著 家塾蔵本 神宮文庫本 
福永コピー装丁本 

和－023 中齋大盬先生年譜 上下 石崎東國著 大鐙閣 大正9年 福永コピー装丁本  

和－024 儒門空虚聚語 上下 洗心洞後素輯點 洗心洞蔵梓 天保4年大盬後素題  
福永コピー装丁本 

和－025 天保八年大盬之記録 上下 浪花市隠 文會堂主人冩本 

和－026 南郭先生文集 
 

初編10巻 2編10巻 3編10巻（延享2年）4編10巻（元文2年） 
服部小右衛門著 嵩山房 福永コピー装丁本 

和－027 春臺先生文集 
 

紫芝園前後稿前稿5巻 後稿13巻 太宰彌右衛門（春臺）著 嵩山房  
寶暦2年刊本 福永コピー装丁本  

和－028 聖學問答 上下 太宰純著 春臺先生撰 嵩山房 享保21年 

和－029 惺窩文集 正5巻 續3巻 （正）林道春編彙 （續）菅玄同輯 景西文庫舊蔵本 
承應3年刊本 福永コピー装丁本 

和－030 大疑録 上下 貝原篤信著 太宰春臺跋 大野通明題後 明和4年 江戸刊本  
福永コピー装丁本 

和－031 疑問録 2巻 太田錦城（元貞才佐）著 聴松軒 天保2年 福永コピー装丁本 

和－032 出定後語 上下 富永仲基著 湖西蓮光寺本 福永コピー装丁本 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

和－033 梅園著作集 （1）玄語 垂綸子 元氣論  
（2）梅園全集上下巻目次附梅園先生年譜、養生訓、家庭指南、塾訓、 

詩轍、死生譚 福永コピー装丁本 

和－034 甕谷遺稿 8巻 岡松甕谷著 吉川弘文館 昭和39年 

和－035 三教指帰注 上、中、下 覺明注 寛永6年刊 福永コピー装丁本  

和－036 最澄著作集 （顯戒論 山家學生式坿授菩薩儀） 福永光司編集本 福永コピー装丁本

和－037 元亨釋書 30巻 坿南都高僧傳 師錬撰 大日本佛教全書本 福永コピー装丁本 

和－038 八宗綱要抄 上下 凝然大徳述 京都丁子屋九郎左衛門 文政戊子序 

和－039 禪海一瀾 上下 坿禪海一瀾相文（盛永宗興編） 今北洪川著  永田屋調兵衛他 
明治9年2月 

和－040 雲華上人遺稿 赤松翠陰編 後凋閣刊 昭和8年10月 福永コピー装丁本 

和－041 佛教史論 上下 松本文三郎  弘文堂 昭和4年3月 福永コピー装丁本 

和－042 首楞嚴經講義 全5冊 原担山 福永コピー装丁本 

和－043 本朝高僧傳 75 巻 坿宗性撰日本高僧傳要文鈔 日本高僧傳指示抄 法然撰三國佛法傳
通縁起（上中下） 釋師蠻撰 大日本佛教全書本 福永コピー装丁本 

和－044 續日本高僧傳 
 坿東國高僧傳 

釋道契撰 大日本佛教全書本 福永コピー装丁本 
 

和－045 扶桑隠逸傳 3巻 不可思議撰 村上平樂寺彫刻 

和－046 假名續扶桑隠逸傳 全3冊 釋義堂原撰 胡月堂蔵本 福永コピー装丁本 

和－047 安樂集 上下 釋道綽撰 寛元3年 

和－048 選擇本願念佛集 香月院深勵述 西村護法館 大正元年10月 福永コピー装丁本 

和－049 和刻五嶽眞形圖 安永4年刊本 福永コピー装丁本 

和－050 太上感應篇大意 安政5年跋刊本 福永コピー装丁本 

和－051 改正和漢年歴箋 天保2年増補刊本 福永コピー装丁本 

和－052 先哲叢談正編 7巻 文化14年佐藤一齋序 慶元書堂等 福永コピー装丁本 

和－053 先哲叢談後編 8巻 文化12年刊 慶元堂青雲堂 福永コピー装丁本 

和－054 先哲叢談續篇 12巻 明治17年刊 千鍾堂 福永コピー装丁本 

和－055 近世先哲叢談 正續 松村操著 文永堂蔵版 明治13年刊 福永コピー装丁本 

和－056 先哲像傳 4巻 原三右衛門著 河内屋茂衛等 弘化元年刊本 

和－057 近世畸人傳 正續 伴蒿蹊著 文求堂鉛印本 明治20年 福永コピー装丁本 

和－058 天地神秘囱乃塵 大倉大三著 天保8年後跋 

和－059 江家次第 20巻 江家次第秘抄1巻 吉川弘文館 昭和28年 福永コピー装丁本 

和－060 神佛冥應論 5巻 坿神風日輪草上下（享保9年）御鎮座次第記秘傳（享保8年） 
釋日達撰 享保5年 福永コピー装丁本 

和－061 宇佐託宣集 上下 古大學協会編 史料拾遺第1巻 臨川書店 昭和42年3月 
福永コピー装丁本 

和－062 春日濳菴先生影述 春日醉編輯 法蔵館 大正4年9月 

和－063 君山文 狩野直喜著 京都中村印刷 昭和己戌12月 

和－064 讀書餘滴 鈴木由次郎 安閑窟 昭和38年3月 

和－065 竹深居詩存 山下寅次著 六盟館 昭和12年2月 
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番 号 書 名 著者・出版社・版年・規格 

和－066 泰軒百絶 工藤豊彦著 斯文堂 昭和58年11月 

和－067 成蹊吟社苔岑集 （第5集、第6集、第7集） 成蹊吟社 昭和29年1月 

和－068 日本國見在書 
目録坿索引  

藤原佐世撰  福永コピー装丁本 
 

和－069 經國集 （巻1、10、11、13、14、20） 滋野臣貞主 康永2年冩本  
福永コピー装丁本 

和－070 應永戦覽 10巻 天野義重編集 校注陣山綏 元禄10年 福永コピー装丁本 

和－071 中山世鑑 5巻 中山世譜附巻7巻 琉球史料叢書本 福永コピー装丁本 

和－072 中山世譜 13巻 琉球史料叢書本 福永コピー装丁本 

和－073 新訂増補雨宮記 22巻 故實叢書本 弘文堂 昭和38年1月 福永コピー装丁本 

和－074 訓讀明月記 6巻 藤原定家著 譯者今川文夫 河出書房社 昭和54年5月  
福永コピー装丁本 

和－075 文章規範講義 7巻 下森來治纂輯  興文社 大正6年5月 

和－076 史記列傳講義 巻1、巻3、巻4 興文社編纂 大正9年1月 

和－077 支那教学史略 上下 狩野良知著 東京品川半七発行 明治24年11月 
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福永光司蔵書目録（洋書の部） 
番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 

洋－001 Ussr Academy of Sciences Institute of The Peoples 
of Asia Fifty Years of Soviet Oriental Studies(Brief 
Reviews) 

Egyptology  
Semitics 

 Urartology and Hittitlogy  
Byzantine Studies 

 Turkic Philology  
 The History Economy and Geography of Turkey  
Arabic Studies (Philology)  
History and Economy of The Arab Countries 
History of Iranian Studies   
Old Iranian Philology and Iranian Linguistics 
Archeological Study of Soviet Central Asia  
Central Asia and Kazakhstan in  

Soviet Oriental Studies  
Afghan Studies  
Indian Philology 
Ideology (History, Economy, and Culture) 
Study of The history and Economy of  

The Countries of Southeast Asia  
The Language of Southeast Asia 
Mongolic Studies  
Chinese Language Study  
Sinology  
Soviet Sinology in The Past 

 Fifty Years(Literature)  
Korean Studies  
Fifty Years of Soviet Historiography  

of Japan ( 1917-1986) 

“Nauka” Publishing House Central 
Department of Oriental Literature 
Moscow 1967 

洋－002 Wu-Shang Pi-Yao Samme Taoiste du Vi Siecle （無
上秘要） 

John Lagerwey, Paris 1981 

洋－003 Le Fen-Teng（分燈科儀） K.M.Schipper, Paris    1975 
洋－004 L’empereur Wou Des Han Dans La L’egende 

Taoiste（漢武帝内伝） 
K.M.Schipper, Paris    1965 

洋－005 Concordance du Houang-T’ing King（黄庭堅引得） K.M.Schipper, Paris    1975 
洋－006 Concordance du Tao-Tsang（道蔵通検） K.M.Schipper, Paris    1975 
洋－007 Projete Tao-Tsang Index du Yunji Qiqian, 

Tome1(Traits 1-8) 
K.M.Schipper, Paris    1981 

洋－008 Projete Tao-Tsang Index du Yunji Qiqian, 
Tome2(Traits 1-8) 

K.M.Schipper, Paris    1981 

洋－009 Index to the Abidharmakosabhasya (Taishou 
Edition)阿毘達磨倶舎論索引 

Akira Hirakawa, Tokyo 1977  
 福永コピー装丁本（3分冊） 

洋－010 史通与史通削繁通検（漢学通検提要文献叢刊之七）Ⅰ,
Ⅱ 

法蘭西学院漢学研究所  1977 

洋－011 哲学字彙 井上哲次郎等増補, 東洋館 明治 17 年
福永コピー装丁本 

洋－012 Japanese as a Member of The Asian and Pacific 
Populations(アジア太平洋地域の中の日本人) ;  
International Symposium 4 (1992) 

International Research Center for 
Japanese Studies 
(国際日本文化研究センター)  1992 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
洋－013 Nature and Humankind in the Age of 

Environmental Crisis : International Symposium 6 
(1992) 

International Research Center for 
Japanese Studies 
(国際日本文化研究センター)  1995 

洋－014 The Transfer of Science and Technology between 
Europe and Asia, 1780-1880 : International 
Symposium7(1994) 

International Research Center for 
Japanese Studies 
(国際日本文化研究センター)  1994 

洋－015 Japan Quarterly Vol.xvii  No.2 1970 
洋－016 Japan Review 2 Nan’un-Do  1991 
洋－017 Japan Review 3 Nan’un-Do  1992 
洋－018 Japan Review 4 Nan’un-Do  1993 
洋－019 Japan Review 5 Nan’un-Do  1994 
洋－020 Japan Review 6 Nan’un-Do  1995 
洋－021 ZINBUN Zinbun-Kagaku-Kenkyusyo, 

Kyoto University 
(No.6-10,No.12,13,No.15-18,No.20-28, 
No.30-33) 

洋－022 The Museum of Far Eastern Antiquities : Bulletin 
No.35 

Stockholm  1963 

洋－023 The Museum of Far Eastern Antiquities : Bulletin 
No.36 

Stockholm  1964 

洋－024 Kyoto University African Studies 1975  
洋－025 Kyoto University African Studies 1976  
洋－026 Journal of the Faculty of Letters, the University of 

Tokyo Aesthetics Vol. 1 
Tokyo  1976 

洋－027 International Conference on Japanese Studies The Japan P.E.N. Club, Tokyo and Kyoto 
1972 

洋－028 Sympesis Philosophica 8 Zagreb 1998 
洋－024 Bullettin de I Ecole Francaise, D’extreme-Orient Extrait du Tome LI Paris 1963 
洋－025 Le Livre de la Recherche A L’universite Paris 7 1977 
洋－026 The Japan P.E.N. Club (日本ペンクラブ) Printed 

in Japan ：Studies on Japanese Culture 
 (日本文化研究論集)Ⅰ,Ⅱ. 

Japan  1973 

洋－027 One Hundred Years of The National 
Museum(Singapore1887-1987) 

Singapore  1987 

洋－028 International Kampo Symposium ’93 Tokyo Japan 9-10 April  1993 
洋－029 哲学（philosophy）  
洋－030 The Dialogues of Plato Vol.2 (The Third Edition, 

Complete and Unabridged in Two Volumes.) 
Translated by Benjamin Jowett ; 
A Random House Book New York  1937 

洋－031 The First Philosophic Contacts between Europe 
and Chine 

Offprint Diogenes 58 

洋－032 Geschichte der Neueren Philosophie Dr. Harald Hoffding, Leipzig  1921 
洋－033 Kant’s Critique of Judgment Translated by J.H.Bernard, London 

1914 
洋－034 Geschichte der Neueren Philosophie Dr. Harald Hoffding, Leipzig  1921 
洋－035 The Formation and Development of its Problems 

and Conceptions 
Dr.W. Windelband, London   1926 

洋－036 La vie et la Pensee de Hi K’ang(223-262) Donald Holzman, Leiden  1957 
洋－037 Pensees Blaise Pascal, Paris 
洋－038 Also Sprach Zarathutra Fricdrich Nietzsche, Stuttgart  1939 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
洋－039 Meou-Tseu ou les Doutes Leves Draduit et Annote Paul Pelliot, T’oung Pao 通報 Vol.xix 

1920 
洋－040 Ein Beitrag zur Interpretationsgeschite des 

Abstrakten Denkens in Chinna 
Dr.J.E.Kandel M.A, Hochberg  1976 

洋－041 Deutscher Geist in Gefahr Ernst Robert Curtinus, 
S.Oyama,Schobundo Tokio 

洋－042 仏教（Buddhism）  
洋－043 The Religion of China Max Weber, Macmillan London  1964 
洋－044 A  Dialogue on The Contemplation-Extinguished, 

Translated from The “Chun Kuan lun”(絶観論) 
The Institute for Zen Studies  1973 

洋－045 The Buddhist Conquest of China Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ E. Zurcher, Leiden  1959   
福永コピー装丁本 

洋－046 Silver Jubilee Volume of the Zinbun-Kagaku-
Kenkyusyo Kyoto University 

Kyoto  1954 

洋－047 The Textual Study of the Chinese Versions of The 
Saddharmapundarikasutra 

Seishi Krashima, Tokyo  1992 

洋－048 Blo Gsal Grub Mtha’ Katsumi Mimaki, Kyoto  1982 
洋－049 Three Theses of Seng-Zhao（肇論） Seng-Zhao（僧肇著）, Beijing  1985 
洋－050 The Sixteen Arhats and Eighteen Arhats (十六羅漢

と十八羅漢) 
Shan Shih Buddhist Institute, Peking  , 
Peking 1961 

洋－051 The Shaolin Monastery Stele on Mount Song Tonami Mamoru, Kyoto  1990 
洋－052 Tariki Hiroyuki Itsuki, Kodansha Tokyo  2001 
洋－053 Yeats and Zen Shiro Naito, Yamaguchi Publishing 

House  1984 
洋－054 Le Concile de Lhasa Paul Demieville, Paris  1952  

福永コピー装丁本 
洋－055 Contributions aux Etudes sur Touen-Houang Paris  1979 
洋－056 道教（Taoism）  
洋－057 Facts of Taoism Holmes Welch / Anna Seidel, New 

Haven and London  1979 
洋－058 Seven Steps To The Tao (Monumenta serica 

Monograph Series xx) 
Lvia Kohn,  1987 

洋－059 Tao The Great Luminant Evan Morgan, Taipei  1966 
洋－060 Taoist Mystical philosophy Livia Kohn, State University of New 

York Press 
洋－061 Le Corps Taoiste Kristofer Schipper, Fayard  1982 
洋－062 Le Taoisme Henri Masper, Paris  1950 
洋－063 Lao Tseu ,Tao To King Conradin von Laurer, Paris  1990 
洋－064 Lao Tzu Tao te Ching Lau （劉殿爵訳）, London  1963  

福永コピー装丁本 
洋－065 The Mao Shan revelations Taoism and Aristocracy

（上清真経出世之源） 
Michel Strickmann  
福永コピー装丁本 

洋－066 英訳「周易参同契」 周士一著,  福永コピー装丁本 
洋－067 The Book of Lieh-tzu(列子) Translatede by A.C.Graham, London 
洋－068 歴史（History）  
洋－069 History of The Sino-Japanese War (1937-1945) Hsu Long-hsuen and Chang Ming-kai, 

Taipei  1971 
洋－070 The Foundations of Japan’s Modernization a 

Comparison with China’s Path towards 
Yoshiie Yoda, Leiden  1966 
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Modernization 
番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 

洋－071 The Development of The Logical Method in Ancient 
China（先秦名学史） 

Hu Shih, Shanghai  1928  
福永コピー装丁本 

洋－072 An Interpretation of The Life of Viscount 
Shibusawa 

Kyugoro Obata, Bijutu Insatsusho  
1937 

洋－073 Die Lehren des Kung-sun Lung und deren 
Aufnahme in der Trdition 

Dr.J.E. Kandel M.A , Hochberg  1976 

洋－074 地理（Geography）  
洋－075 A Cultural Geography of The Great Plains of India 

Essays, Techniques, and Interim Report-cum 
-Methods 

Hiroshi Ishida ,  1973 

洋－076 Geographical Field Research in Northwestern India Hiroshi Ishida, University of Hiroshima  
1974 

洋－077 Personality and Health in Hunza Valley Kinji Imanisi, Kyoto  1963 
洋－078 Chateaux et Sites de la France Medievale Anne Gael / Serge Chirol, Hachette 

Realites  1978 
洋－079 Le T’ai Chan(泰山) Edouard Chavannes, Paris  1910 
洋－080 文学（literature）  
洋－081 Shih-shuo Hsin-yu(世説新語) A New Account of 

Tales of the World 
Liu I Ch’ing/Liu Chun; University 
of Minnesota  1976 

洋－082 Patrons, Devotes and Goddesses Masakazu Tanaka, Kyoto  1991 
洋－083 Poetry and Politics, The Life and Works of Juan 

Cbi(A.D.210-263) 
Cambridge University Press  1976 

洋－084 The Chen Kao Poems Translations and 
Annotations 

Terence Russell, 福永コピー装丁本 

洋－085 Hsi K’ang and His Poetical Essay on the Lute Van Gulik, Tokyo  1968 
洋－086 Mo Tzu Translated by Burton Watson, New York 

and London  1963 
洋－087 Chuang Tzu Translated by Burton Watson, New York 

and London  1964 
洋－088 Han Fei Tzu Translated by Burton Watson, New York 

and London  1964 
洋－089 Hsun Tzu Translated by Burton Watson, New York 

and London  1963 
洋－090 The Complete Works of Chuang Tzu Translated by Burton Watson, New York 

and London  1968 
洋－091 Gems of Chinese Verse (英訳唐詩選) W.J.B.Fletcher, Shanghai  1935 
洋－092 Some Best English Essays (小品文選) 梁遇春訳注),上海北進書局 1930年 
洋－093 Lu Shun –Ecriture et Revolution Francois Jullien, Paris  1979 
洋－094 La Chine et Les Chinois Lin Yutan, Paris  1937 
洋－095 His K’ang and his Poetical Essay on the Lute R.H.Van Gulik 
洋－096 Basho’s Haike（芭蕉の俳句）Vol.1 Toshiharu Ozeko(尾迫利治), Tokyo 1990 
洋－097 Basho’s Haike（芭蕉の俳句）Vol.2 Toshiharu Ozeko(尾迫利治), Tokyo 1996 
洋－098 History of Korean Literature Kim Donguk, Toyo Bunko  1980 
洋－099 西洋文学（Western literature）  
洋－100 Oracles of The True Ones Elizabeth Hywarcl, Berkeley 

 (福永コピー装丁本) 
洋－101 Decameron 1,2  Boccace, Paris  1926 
洋－102 Education of Man Friedrich Frobel, New York  1887 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
洋－103 Wilhelm Misters Goeth, Leipzig  1922 
洋－104 Chatiments Victor Hugo, Garnier-Flammarion 1979 
洋－105 A Man Called Peter :Catherine Marshall Avon Books New York  1972 
洋－106 A Child of The Age Francis Adams, London and New York 
洋－107 Oracles of the True ones Elizabeth Hywarcl, 福永コピー装丁本 
洋－108 William Pitt Lord Macaulay, The Sojinsha Press   

昭和9年 
洋－109 Love and Money Erskine Caldwell, A Signet Book T3957 

1954 
洋－110 Dardanelles Derelict Van Wick Mason, Pocket Books, New 

York  1951 
洋－111 The Flag Captain Alexander Kent:, A Berkeley Medallion 

Books  1972 
洋－112 The Best American Short Stories 1972 Martha Foley, Ballatine Books 
洋－113 More Stories Not For The Nervous Alfred Hitchcock, A Dell Book  1967 
洋－114 Les marginaux et les exclus dans l’histoire: Cahiers 

Jussieu 5 
Paris  1979 

洋－115 L’espace et la letter: Cahiers Jussieu 3 Paris  1977 
洋－116 Voyages ethnologiques: Cahiers Jussieu 1 Paris  1976 
洋－117 Connaissance du Tiers-Monde: Cahiers Jussieu 4 Paris  1977 
洋－118 語学（languages）  
洋－119 The Zirni Manuscript, A Persian-Mongolian 

Glossary and Grammar 
Shinobu Iwamura, Kyoto  1961 

洋－120 A Translation Based on Professor Seizan Yanagida’s Translated by Gishin Tokiwa, Modern 
Japanese Translations with Professor 
Yoshitaka Iriya,  1973 

洋－121 The English Language C.L. Wrenn, Tokyo  1971 
洋－122 Le T’ai Chan Edouard Chavannes, Paris  1970 
洋－123 文化論（culture）  
洋－124 The Book of Tea Okakura kakuzo, New York  1906  

福永コピー装丁本 
洋－125 Patrons, Devotees and Goddesses Masakazu Tanaka, Kyoto  1991 
洋－126 La Chine et Le Japon C.Godard-Fumimasa-Bunga Fukui, 

Paris  1966 
洋－127 芸術（Art）  
洋－128 A Record of the Famous Painters of All the 

Dynasties（歴代名画記） 
Chao yen- Yuan（唐河東張彦遠撰）  
福永コピー装丁本 

洋－129 The Autumn Colors on The Ch’iao and Hua 
Mountains (A Landscape by Chao Meng-Fu) 

Chu-Tsing Li ; Artibus Asiae ・
Puburishera 
-Ascona・Switzerland  1964 

洋－130 Les Cordes-de Bois Antonine Maillet, Grasset 
洋－131 Compendium of Phonetics in Ancient and Archaic 

Chinese 
Bernhard Karlgren, Goteburg  1963 

洋－132 Une vie Guy de Maupassant, Paris 
洋－133 Das Lied von der Erde Mahcer 
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福永光司蔵書目録補遺 

日本語の部 

総目 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－1 東洋史邦文参考書目 広島高等師範学校史学教室 昭和6年 
補－2 棚橋氏寄贈文献目録 京都府立総合資料館 1981年 
補－3 摩訶止観引用典拠総覧（2）（3） 中国仏教会 「天台」No.3.No.4 
補－4 京都伝統産業関係文献目録 京都府立総合資料館 昭和56年 
補－5 近畿地方国宝・重要文化財総合目録 

（追録第I集） 
京都府文化財保護基金編 昭和49年 
 

補－6 家族法判例集成（追録） 太田武男編 京都大学人文科学研究所 1969年 
補－7 岡本明先生追悼録 四明会 昭和38年 

 
団体史、学校史、出版社史 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－8 名古屋大学文学部年の歩み 名古屋大学文学部 昭和43年  
補－9 東方学会10年の歩み 財団法人東方学会 昭和32年 

 
福永著作文庫 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－10 老荘思想と現代 

 
福永光司 昭和47年4 
月、創造の世界、第6号 

補－11 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集―中国文化の底流―天と革命 昭和49年4月 
補－12 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集―近世の発見―奇人誕生 昭和48年12月 
補－13 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、宗教の時間、中国仏教と私 昭和48年 5月 
補－14 ＮＨＫ市民大学講座（東洋文化と日本）日本文化と中国、思想の伝統 昭和47年10月 
補－15 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、 

吉川幸次郎～儒者としてのわたし～ 
昭和47年7月 
 

補－16 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、老荘と道教、東洋の人生観 昭和41年8月 
補－17 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、漢字文化 昭和50年3月 
補－18 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、結社 昭和49年7月 
補－19 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、古代の神  々 昭和49年6月 
補－20 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、水墨画の精神 昭和49年10月 
補－21 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、禅の思想 昭和49年12月 
補－22 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、暦 昭和49年11月 
補－23 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、不老長生 昭和50年1月 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－24 ＮＨＫ教育ＴＶ放送台本、教養特集、中国文化の底流、墳墓 昭和50年2月 
補－25 京都と宗教文化 夕刊京都 昭和55年9月6日 
補－26 豊の国の古代文化を語る 第6回苅田町文化財講演会 平成4年12月 
補－27 井筒俊彦先生とわたくし(井筒俊彦著作集) 中央公論社 付録12、第12回別巻1993年8月 
補－28 日本の古代史と中国の道教 

(陳舜臣「中国の歴史」第1巻付録) 
 

補－29 
 

馬の文化と船の文化－古代日本と中国文化－ 
講演〈石巻支部新春会員懇談会より〉 

平成4年1月25日 
 

 244 



補－30 
 

演題「元気と病気」－中国古代の生命の哲学 
江戸川区医師会会報「江戸川」第143号別刷 

平成3年4月5日 
 

補－31 観音経と道教 『観音講座たより』第20号 昭和56年2月 
補－32 中江藤樹と神道 日本思想大系、 岩波書店、月報42 1974年7月第29巻 
補－33 医療の「技」と「道」 

大分県医学会雑誌第10巻1号別刷  
1991年6月10日 
 

補－34 仏教訪中代表団と道教 日中仏教、第14号 1980年4月 
補－35 石上神宮の七支刀－その形と心 上・下 高知新聞 昭和60年1月5日・6日  
補－36 ふる里の歴史 鶴居だより 平成3年2月1日第49号 
補－37 老荘の哲学（２）石川アカデミア、 

東洋思想シリーズ第5回専門講座  
平成2年9月1日 
 

補－38 広島高等師範学校、柔道講演会会報 第9号 革新柔道部の理念（原稿） 
補－39 現代青年の使命を論ず 校友会誌 第54号 

 
大分県立中津中学校校友会  
昭和9年2月 

補－40 儒教的人間観の特質 
－儒教に於ける「等殺」の思想について－ 

 

補－41 学友会誌 
 

広島文理科大学・広島高等師範学校学友会学芸部
昭和14年12月 

補－42 福永光司著作論文目録 平成7年9月1日 
補－43 孫子の兵法と「道」の哲学 全訳漢文大系 月報18第22巻 集英社 昭和50年8月 
補－44 『礼記』とわたくし 全訳漢文大系 月報23第12巻 集英社 昭和51年6月 
補－45 中国古代の神道と日本の神々 『創造の世界』第26号 1978年5月 
補－46 古代中国人の死後の世界 週間朝日 1972年増刊号  
補－47 老荘と仏教 東京書籍「国語」第111号 昭和47年9月 
補－48 革命烈士の墓―中国を旅行して― 「ちくま」8月号  昭和48年7月  
補－49 愚公と智叟 大修館「中国語」 昭和50年 6月号 
補－50 道教一元論者の弁 京大人文研刊「人文」 第8号 1973年 
補－51 私の「民族学」開眼 梅棹忠夫著作集 月報14第14回第12巻中央公論社1991年12月 
補－52 天皇と道教―主としてその研究方法と 

基本資料について― 泊園第23号  
泊園記念会  昭和59年6月 
 

補－53 平安時代の道教学（上） 
中国の歴史研究ノート５  

平凡社 1981年7月 
 

番 号 書  名 書 誌 等 
補－54 鍾氏詩品疏（７） 立命館文学第308号 1971年2月 
補－55 天皇と真人 高崎哲学堂講演会要旨第5集 1977年初夏 
補－56 「自然」と「因果」―老荘道教と中国仏教― 

世界の名著４老子荘子付録７  
中央公論社 昭和53年7月 
 

補－57 中国哲学における欲望論 高崎哲学堂講演会要旨第1集 1976年春 
補－58 中国哲学における「中」の思想 高崎哲学堂講演会要旨第10集 1978年真夏 
補－59 老子と老君―「道」の哲学と「黄老」の宗教― 

人類の知的遺産第5巻月報第4号   
講談社  1978年7月 
 

補－60 仏教の遺産と課題 中央公論座談会 昭和49年5月特大号 
補－61 天皇と紫宮と真人―中国古代の神道― 思想 1977年7月号 
補－62 対談秦漢古墳の発掘 展望 昭和51年11月号 
補－63 三浦梅園と「荘子」と陶弘景 昭和52年5月 
補－64 書の技と道 中国の書論 出版ダイジェスト 昭和52年10月20日 
補－65 風に乗る仙人 エピステーメ 1978年2月号 
補－66 中村璋八著『五行大義の基礎的研究』 東方宗教第48号抜刷 昭和50年 
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補－67 漢訳仏典と一字索引 維摩経勝鬘経一字索引 東洋哲学研究所 
補－68 中国学の研究者として『法華経一字索引』の刊行を喜ぶ 

法華経一字索引付開結二経  
東洋哲学研究所 
 

補－69 未踏の領域に踏みこんだ講演集「道教と古代の天皇制」 週間朝日128 
補－70 天帝のお召し 東京大学新聞第1098号 昭和51年10月4日 
補－71 蘇秦と鬼谷先生と太公陰符 全訳漢文大系月報30第25巻 集英社 昭和54年3月 
補－72 儒医としての三浦梅園―「一元気」の哲学と道教医学― 創文179号 1978年11月 

 
 
郷土史 
補－73 地図が解いてくれた倭国と邪馬台国のなぞ 田村誠一 田村誠一発行 昭和55年12月 
補－74 ヒルゼン古事記 田村誠一 田村誠一発行 昭和56年建国記念日 
補－75 京都府園部町 園部垣内古墳調査概報 同志社大学文学部文化学科 1973年 

 
 
地理 
補－76 産業構造の変革と地域社会の変貌 京都大学人文科学研究所（第4回合同研究会報告書） 

 
 
政治 
補－77 モスクワ3月会議を評す 外文出版社 1965年 
美術史 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－78 誕生と涅槃の美術 仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告 昭和55年 
補－79 重要無形文化財「雅楽」蘭陵王 宮内庁式部職楽部編 平成8年 
補－80 重要無形文化財「雅楽」春庭花 宮内庁式部職楽部編 平成6年 

 
 
定期刊行物 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－81 広島大学文学部紀要 

 
1975年11月 特輯号3 
（謝霊運伝論 小尾郊一） 

補－82 国立教育研究所紀要（国立教育研究所） 昭和55年（第96集、第97集） 
補－83 国立教育研究所研究集録（国立教育研究所） 1980年3月（第1号） 
補－84 大正大学研究紀要 文学部・仏教学部 

（大正大学出版部） 
1974年（59） 
 

補－85 群馬県立歴史博物館紀要（群馬県立歴史博物館） 1985年（第6号）、1987年（第8号） 
補－86 季刊人類学（社会思想社） 1969（0－0）、1970（1－1） 
補－87 古代文化(財団法人古代学協会) 昭和42年10月（第19巻第4号）XIX 
補－88 東亜（霞山会） 1985年2月（第212号） 
補－89 資料館紀要（京都府立総合資料館） 昭和55年（第8号） 
補－90 環境科学総合研究所年報（環境科学総合研究所） 第8巻 
補－91 言霊（言霊社） 昭和12年9月（第3巻第9号） 
補－92 よろこばしき知識（高崎哲学会設立の会） 
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 1987年（1月号、1月号附録、2月号~5月号、7月号）、1988年（1月号~ 12月号）、1989年 
（1月号~12月号）、1990年（1月号~10月号）、1991年（12月・1月号~3月号、8月号、9月号、 
11月号、12月号）、1992年（2月号~12月号）、1993年（4月号、5月号、7月号、8月号、 
10月号、11月号）、1994年（4月号、7月号、9月号、10月号、12月号） 

補－93 三毛の文化（中津地方の重文保存協） 
 

創刊号（昭和59年5月）~20号 
（1993年11月）、25号（1996年5月） 

補－94 日中文化交流（日本中国文化交流協会編纂） 
 第74号（1963年9月）、第147号、第213号~241号、第243号~第252号、第255号 

第258号、第276号、第289号、第298号、第301号~第304号、第398号、第430号～ 
第452号、第454号～第461号、第463号、第465号~第469号、第472号~第479号、号外、 
第480号~483号、第485号~第488号、第490号第520号（1992年1月） 

補－95 北九州大学外国語学部紀要第67号 
王・福永教授退官記念号  

1989年12月 
 

 
 
 
 
 
 
中国語の部 
文学 
番 号 書  名 書 誌 等 
補－96 兆麟詩存（第1集唐詩感和） 孫兆麟 中華民国69年 
補－97 黄河清考 孫兆麟 

 
 
漢籍の部 
  
補－98 嬉笑集 懺綺弇主人著 甲子夏日 
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