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中国遼寧省立図書館蔵朝鮮苗籍書目

中国遼寧省立図書館特蔵部 ｡松原孝俊編

(凡例)

1 目録は,四部分類別に配列した｡

2 各所の記述は,原則として, 1行目に所蔵番号,2行目に書名 ｡編著者,3行目に刊

写本 ･巻冊数,4行目に 四部分類の順である｡なお紙面の関係上,一部の項目で,こ

の原則を守っていない｡了解していただきたい｡

3 書名は内題に拠る｡

4 経部 38種 ･史部 152種 ｡子部 72種 ｡集部 104種,合計 366種｡

5 冊数 :経部 185冊 ｡史部 1633冊 ｡子部 293冊 ｡集部 389冊,合計 2500冊｡

(第 1部 経部)

000007

易学啓蒙要解 世宗李環撰

明成化内府刻本,4巻 2冊

経部 易類 伝説之属

000008

周易本義 宋朱薫撰

英祖30年(1754)南漢永賓閣刻本

12巻4冊,三経四書零穫

経部 易類 伝説之属

000009

論 語 宋来貢集註

刻本,4巻 1冊 (存巻 1.4)

経部 四書類 論語之属

000010

論語集註大全 明胡贋等編

刻本,20巻 2冊 (存 5巻)

経部 四書類 論語之属

000025

筆者啓蒙 李鷹憲撰

光緒 9年活字印本,2巻 1冊

経部 小学類 謂文之属

000026

舞台

刻本, 1巻 1冊

軽部 小学類 字書之属

000027

華東正普通鐸韻考 朴性源撰

道光21年内閣刻本, 2巻 1冊

経部 小学類 韻書之属

000060

第囲互註周稽 漠鄭玄註 唐陸徳明音義

康照45年刻本,12巻図 1巻 7冊

経部 周穏類 伝説之属

000065

吏文韓覧四巻吏文続集輯覧 雀世珍撰

抄本 1冊 (存 3巻,巻 2-4,続集 1)

経部 小学類 訓話之属
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000066

吏文輯覽補行用吏文補

鈔本， 1 卷1 冊 (附錄1 卷)

經鄧小字類訓話之厲

000071

鄉禮合編李秉模等撰

2 年鑄字所銅活字印本 ， 1 卷2 冊

經部雜禮類

000072

禮疑類輯朴里源撰

齡、本， 2是卷 目錄 2 卷附 ， 15冊

經部雜禮類

000073

喪祭禮鈔

刻本，不分卷 1 冊

經部雜種類

00007是

喪祭禮鈔

刻本，不分卷 1 冊

經部雜禮類

000075

不分卷 I 冊

000076

光武 3 年 (1 899 ) 完山刻本， 不分卷 1冊

經部雜禮類

000077

司馬氏書儀宋司馬光撰

乾隆32年金應淳刻本 ， 10卷1 冊

經部雜禮類、

言語文化論究1 4

000078

家禮

刻本， 7 卷函1 卷2 冊

經部雜稽類

000092

排字禮部韻略

刻本， 5 卷2 冊

經部小半類

000093

遼釋佇均撰

嘉靖是2年歸真寺刻，昭和 2年印本

8 卷7 冊

經部小字類

00009哇

朴瑄壽撰

石印本(191 2年)， 14卷6 冊

絡部小字類

000095

權文海撰

20卷詢問

000098

三韻通考

刻本， 1 冊

緝部

000099
洪啟禧撰

乾隆16年芸閣刻本 ， 2 卷2 冊

經部小字類

000102

詩次故﹒逸詩@詩經異文申綽輯

昭和 9年朝鮮給督府影印本， 7 冊

緝部詩額傳說之厲
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000103

詩次数 ｡逸詩 ｡詩経異文 申綿韓

昭和 9年朝鮮総督府影印本, 7冊

経部 詩類 俸説之属

000104

詩次数 ｡逸詩 ｡詩経異文 申纏輯

昭和 9年朝鮮総督府影印本 七冊

軽部 詩類 俸説之属

000203

尚書補侍 浜爽周撰 金鶴鏡校

朝鮮光文曾鉛印本 (1913年), 3巻 1冊

軽部 書類 樽説之属

000204

音註全文春秋括例始末左樽句

宋林尭豊撰

景泰 5年錦山郡金連枝刻本,18冊

経部 春秋左樽 音義摘句之属

000205

音註全文春秋括例始末左樽句

宋林尭里撰

景泰 5年錦山郡金連枝刻本,22冊

(存67巻,巻 1-37)

経部 春秋左俸 音義摘句之属

000212

三斑頑式

同治 7年刻本, 2巻 1冊

経部 雑穫類

000295

訓蒙字禽 在世珍撰

朝鮮光文倉石印本 (1913年), 3巻 1冊

経部 小学類 字書之属

90002

詩樽大全 明朗廉等撰

刻本,20巻10冊

経部 詩類

90007

御定杢資金韻

刻本,2巻 1冊

経部 小学類 韻書之属

90038

御定杢章全韻

銅活字印本, 2巻 2冊

経部 小学類 韻書之属

90018

詩樽大全 明胡贋等撰

北漠城刻本,20巻10冊

経部 詩類

90040

四書集註大全 宋来貢撰

刻本,14冊 (存36巻)

経部 四書類 字書之属

900047

訓家事脅 雀世珍撰

嘉靖刻本, 3巻 1冊

経部 小学類 字書之属

(第 2部 史部)

005518

校訂大東金石目

昭和七年鉛印本, 1巻続目1巻 1冊

史部 金石考古 絶類之属

028345

大韓東城考 丁若錬撰 張志湘補

光武七年鉛印本, 9巻2冊

史部 外国史類
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028346

大麗誌

抄本, 1巻 1冊

史部 外国史類

028349

東京雑記 関周菟編

道光24年刻本, 3巻 3冊

史部 外国史類

028350

輿哉撮要

刻本, 1巻 1冊

史部 外国史類

028341

北青都護府邑誌 韓景高纂

順治4年活字印本,2巻 1冊

史部 外国史類

028342

北輿要撰 金魯杢頼

光武 8年活字印本,2巻 1冊

史部 外国史類

024052

海東諸国記 申叔舟撰

昭和 8年(1933)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊有囲,朝鮮史料叢刊第 2

史部 外国史類

024047

東園通鑑提綱 洪汝河撰

乾隆51年刻本, 13巻 7冊

史部 外国史類 朝鮮之属

024048

燃車重記述 李肯瑚編 金教戯訂

大正4年(1915)朝鮮光文倉鉛印本

24巻 8冊

言語文化論究14

史部 外国史類

017724

朝鮮事大儀制摘要

鉛印本,2巻 1冊

史都 政書類 典稽之属

023082

豊朝通紀輯要 明陳建撰 明孫鏡原訂

活字印本,24巻15冊 (二函)

史部 編年類 断代之属

000001

新編諸宗教蔵璃録 得義天編

鋼筆抄本,3巻 1冊

史部 目録類 専録之属

000003

杢車間奉安冊賓譜翠誌状御製御筆及蔵置書

籍形止案 沈念祖等録

抄本, 1冊

史都 政書類 公憤桔冊之属

000005

増補文献備考 弘文館纂輯

隆照2年(1908)鉛印奉,250巻39冊 (存199

巻,巻 1-49,97-226,232から250)

史部 政書類 通制之属

000012

素王事紀 田以采 ｡朴致雄輯

刻本, 1巻 1冊

史都 政書類 典穏之属

000024

退渓先生言行録 樟斗綬韓

薙正11年陶山書院刻本,6巻 3冊

史部 博記類 別博之属
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000050

播渓随録

柳馨遠撰

刻本, 1冊 (存 2巻,23-24)

史都 政書類 軍政之属

中国遼寧省立図書館蔵朝鮮古籍書目

000068

地方制度

活字本,不分巻 一 冊

史都 政書類 通制之属

000056

民壁輯説 申観浩撰

同治 6年活字印本, 1巻 1冊

史部 政書類 軍政之属

000058

両経便考 南兼吉撰

同治 4年刻本, 2巻 2冊

史都 政書類 職宮之属

000059

両経便考 南菜吉撰

同治 4年刻本, 2巻 2冊

史都 政書類 職官之属

000061

大典脅通 趨斗淳等撰

同治4年刻本,6巻 5冊

史都 政書類 通制之属

000062

経国大典 雀恒等撰

寓暦 31年刻本,6巻 4冊

史都 政書類 通制之属

000063

杢章閣志

乾隆49年内閣銅活字本, 2巻 1冊

史部 地理類 尊意之属

000067

朝鮮官報

活字本,不分巻, 1冊

史都 政書類 公憤稽冊之属

000069

大明律講解

銅活字本,30巻図 1巻 4冊

史都 政書類 刑法之属

000070

増修無菟録諺解

刻本, 2冊 (存 3巻, 1-3)

史都 政書類 刑法之属

000129

朝鮮賦 明董越撰

昭和12年 (1937)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊

史部 地理類 外紀之属

000130

朝鮮賦 明董越撰

昭和12年(1937)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊

史部 地理類 外紀之属

000134

雪汀先生朝天日記 李吃撰

光緒23年活字本, 1冊

史部 俸記類 日記之属

000156

家世集遺補

抄本, 1冊 (存 1巻,巻 3)

史部 雑史類 断代之属

000201

経世指掌

刻本, 1冊 (存 1巻)
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史部 史表類 通代之属

000202

少微家塾鮎 江撃撰

刻本,50巻 3冊 (存 9巻, 1-9)

史部 編年類 通代之属

言語文化論究14

000213

三園通事 滞-然撰

1932年古典刊行禽影印本, 5巻 2冊

史部 外国史類

000206

国語 呉葦昭注 宋宋厚補音

刻本,21巻6冊

史部 雑史類

000207

貞親政要 唐呉琉撰 元或直集論

刻本,10巻 5冊

(存 8巻, 1-4, 7-10)

史部 雑史類 断代之属

000208

南朝綱目 鄭喬撰

光緒34年普文社鉛印本, 5巻 2冊

史部 雑史類 断代之属

000209

帝王韻記 李承休撰

1939年古典刊行脅影印本, 2巻 1冊

史部 雑史類 断代之属

000210

贋韓賦 愈漢寓撰

1929年穫純九抄本, 1巻 1冊

史部 地理類 外紀之属

000211

尊重紀年提要 李根灘撰

1922年完山李氏六君波大同譜所鉛印本原編

9巻続編4巻補編 2巻4冊

史部 外国史類 編年之属

000214

三園史記 金富拭撰

1931年古典刊行禽影印本,50巻 9冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000215

三園史記 金富拭撰

193且年古典刊行禽影印本,50巻 9冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000216

三園史記 金富賦撰

193且年古典刊行禽影印本,50巻 9冊 (存 5

冊,巻 1-19,3上 38-44)

史部 外国史類 朝鮮之属

0002且7

両陵誌状綬編

銅活字印本, 1巻 1冊

史部 俸記類 線博之属

000218

健陵誌状

銅活字印本,2巻 2冊

史部 俸記類 別鱒之属

000219

白沙先生北遷日録 鄭忠信撰

康照二十五年刻本, 1巻 1冊

史部 樽記類 日記之属

000220

象院題語

朝鮮史編修合抄本, 1冊

史都 政書類 雑録之属
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000221

寧囲原従功臣録券 安廷饗撰

銅活字印本, 1巻 1冊

史部 俸記類 職宮録之属

000222

海東諸国記 申叔舟撰

昭和 8年(1933)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊,朝鮮史料叢刊零種

史部 地理類 外紀之属

000223

海東鐸史 ｡海東経史横 韓致森ほか撰

1913年朝鮮光文禽鉛印本, 6冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000224

海印寺垂修記 替佐撰

昭和 6年(193且)海印等刻本, 1巻 1冊

史部 地理類 外紀之属朝鮮

000225

商漢紀略

抄本, 1巻 1冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000226

李氏朝鮮寮録紗

抄本,4冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000227

荘陵誌 声舜翠撰

康照50年刻本,4巻 2冊

史部 地理類 外紀之属朝鮮

000228

療主光海君論

抄本, 1巻1冊

史部 鱒記類 別博之属

000229

朝鮮史 金畷中撰

1936年京城芝山書室鉛印本

17巻17冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000230

朝鮮歴代賓録一覧 末松保和編

1941年京城帝国大学鉛印本, 1冊

史部 外国史類 朝鮮之属

00023且

朝鮮歴代賓録一覧 末松保和編

1941年京城帝国大学鉛印本, 1冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000232

朝鮮歴代寮録一覧 兼松保和編

1941年京城帝国大学鉛印本, 1冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000233

線曹亀鑑 李震興輯

抄本, 3巻2冊

史都 政書類 職宮之属

000234

線曹亀鑑 李震興輯

刻本, 3巻 2冊

史都 政書類 職宮之属

000235

教義先生案

抄本, 1巻 1冊

史部 博記類 職宮録之属

000236

東園通鑑提綱 洪汝河撰

乾隆51年刻本,13巻 7冊

史部 外国史類 朝鮮之属

7
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000237

東園文献録

刻本, 2巻 2冊

史部 俸記類 職宮録之属

000238

東国兵鑑

1911年光文合鉛印本,2巻 1冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000239

斥邪給音 李央撰

道光19年活字印本, 1巻 1冊

史部 詔令奏議 詔令之属朝鮮

000240

箕子志 声斗寡額

刻本, 5巻 1冊

史部 博記類 別樽 (朝鮮)之属

000241

光海君日記

昭和 8(1933)京城帝国大学法文学部

影印本,187巻40冊

史部 編年類 朝鮮之属

000242

光海君日記

昭和6年(1931)京城帝国大学法文学部

影印本,187巻64冊

史部 編年類 朝鮮之属

000243

燃車重記述別集 李肯瑚編 金教戯訂

大正 3年(1914)京城朝鮮光文禽鉛印本

10巻 3冊

史都 政書類 典穏之属

000244

高麗史節要

言語文化論究14

昭和14年(1939)朝鮮総督府影印本

35巻24冊 (存32巻,巻 1-4, 7-17,19

-35)

史部 外国史類 朝鮮之属

000245

高麗史節要

昭和14年(1939)朝鮮総督府影印本

35巻24冊 (存32巻,巻 1-4, 7-17,19

-35)

史部 外国史類 朝鮮之属

000246

大東金石冒

昭和 7年(1932)京城帝国大学法文学部

鉛印本, 1巻続目1巻 1冊

史部 金石考古 絶類之属

000247

大東金石冒

昭和 7年(1932)京城帝国大学法文学部

鉛印本, 1巻続目1巻 1冊

史部 金石考古 絶類之属

000248

大東金石目

昭和 7年(1932)京城帝国大学法文学部

鉛印本, 1巻続冒1巻 1冊

史部 金石考古 絶類之属

000251

軍門謄録 柳成龍輯

昭和8年(1933)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊,朝鮮史料叢刊零種

史部 政書類 公憤桔冊之属

000252

軍門贋録 柳成龍覇

昭和 8年(1933)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊,朝鮮史料叢刊零種
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史部 政書類 公憤稽冊之属

000253

軍門勝録 柳成龍輯

昭和 8年(1933)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊,朝鮮史料叢刊零種

史都 政書類 公憤桔冊之属

000255

朝鮮史料集真 朝鮮史編修禽編

昭和10年～昭和12年(1935-1937)

朝鮮総督府影印本,6輯続 3輯 3冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000256

朝鮮史料集莫 朝鮮史編修脅編

昭和10年～昭和12年(1935-1937)

朝鮮総督府影印本,6覇続 3輯 3冊

史部 外国史類 朝鮮之属

000265

高麗史節要

昭和13年(1938)朝鮮総督府影印本

35巻 5冊,朝鮮史料叢刊零種

存 3巻 (5, 6,18)

史部 外国史類 朝鮮之属

000266

高麗史節要

昭和13年(1938)朝鮮総督府影印本

35巻 5冊,朝鮮史料叢刊零種

存 3巻 (5, 6,18)

史部 外国史類 朝鮮之属

000269

熱河日記 朴鉱源撰

明治44年(1911)朝鮮光文合鉛印本

26巻 1冊

史部 博記類 日記之属

000270

熱河日記 朴祉源撰

明治44年(1911)朝鮮光文禽鉛印本

26巻 1冊

史部 樽記類 日記之属

000249

績武定寮監 洪彦弼等撰

昭和12年(1937)朝鮮史編修曾影印本

8巻 2冊,存 5巻 (1-5)

史部 編年類 朝鮮之属

000250

高麗史節要 朝鮮史編修脅編

昭和13年(1938)朝鮮総督府影印本

24冊,朝鮮史料叢刊零種,存32巻

(1-4,7-17,19-35)

史部 外国史類 朝鮮之属

000254

草本懲悪録 柳成龍撰

昭和11年(1936)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊

史部 雑史類 朝鮮之属

000257

唐絡書帖 ｡唐絡詩董帖

昭和 9年(1934)朝鮮総督府影印本,4冊

朝鮮史料叢刊零種

史部 垂術類 書董之属

000258

政院樽教 柳成龍輯

昭和 9年(1934)朝鮮総督府影印本,3冊

朝鮮史料叢刊零種

史部 外国史類

000259

事大文軌

朝鮮総督府影印本,54巻24冊

9
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朝鮮史料叢刊零種,存23巻 (巻 3,8, 1

2,17,19-20,22-24,28-30,32-33,35

-37,42-43,45-48,51)

史都 政書類 公憤緒冊之属

000260

乱後雑録 柳成龍撰

昭和il年(1936)朝鮮総督府影印本

1巻 2冊,朝鮮史料叢刊零種

史部 雑史類 朝鮮之属

000261

鏡管宮兵福伍冊残巻

昭和11年(1936)朝鮮総督府影印本

2冊,朝鮮史料叢刊零種,

史都 政書類 軍政之属

000262

制勝方略 李鎧撰

昭和11年(1936)朝鮮総督府影印本

2巻 1冊,朝鮮史料叢刊零種

史都 政書類 軍政之属

000264

朝鮮賦 明董越撰

昭和12年(1937)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊,朝鮮史料叢刊容積

史部 地理類 外紀之属

000267

正徳朝鮮宿便登城行列囲

昭和13年(1938)朝鮮総督府影印本,軸

朝鮮史料叢刊零種

史部 政書類 邦交之属

000268

懲悪録 柳成龍撰

刻本,16巻 6冊

史部 外国史類 朝鮮之属

272

000271

風域鎖線 ｡朝鮮検事 清博明撰

抄本, 1冊

史部 地理類 専志之属

000272

北開志 李端夏編

康照32年刻本, 2巻 2冊

史部 地理類 外紀之属

000273

干聖山雲興寺重修記

昭和 5年(1930)通慶等刻本, 1冊

史部 地理類 外紀之属朝鮮

000274

東京雑記

康照50年刻本,3巻 3冊

史部 地理類 外紀之属

000275

東京雑記

康照50年刻,道光25年補刻本

3巻 3冊

史部 地理類 外紀之属

000276

大師徽国文公年譜

鏡城府刻本, 1巻附録 1巻 2冊

史部 停記類 年譜之属

000277

朱子行状 李渓覇注

刻本, 1巻 1冊

史部 博記類 別博之属

000279

孔子編年来子年譜安子年譜合刻

19i7年苦州硯山道統詞刻本, 3冊

史部 博記類 絶博之属
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堵源系譜紀略

光緒 5年刻本,不分巻 1冊

史部 俸記類 宗譜之属
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000288

金将軍通事 李時恒編

乾隆 3年箕城刻本, 1巻 1冊

史部 樽記類 別俸 (朝鮮)之属

000281

塙源系譜紀略

隆照 2年刻本,30巻 8冊

史部 博記類 宗譜之属

000282

噸興安氏健系事蹟

抄本, 1巻 1冊

史部 俸記類 宗譜之属

000283

賓録療題名記

乾隆46年銅活字印本, 1巻 1冊

史部 樽記類 宗譜之属

000284

先君年譜一覧 李俣撰

抄本, 1冊

史部 樽記類 宗譜之属

000285

忠武公家乗

康照55年刻本, 6巻 2冊

史部 樽記類 宗譜之属

000286

星州李氏祖先事蹟記

抄本, 1巻 1冊

史部 博記類 宗譜之属

000287

晦軒先生賓紀

1921年暫州硯山刻本, 5巻3冊

史部 博記類 宗譜之属
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000289

等学八健譜

抄本,1巻1冊

史部 俸記類 宗譜之属

000290

東園文戯備考

抄本,14巻4冊

史部 俸記類 職宮録之属

00029且

西崖先生年譜

刻本,3巻 2冊

史部 倖記類 宗譜之属

000292

午渓先生年譜

刻本,1巻2冊

史部 樽記類 宗譜之属

000293

同春堂先生年譜

銅活字印本, 4巻 2冊

史部 将記類 年譜之属

000294

原Jl朝逸民族譜 遠大浩 ｡遠昌培纂修

大正7年(1918)永春堂活字印本, 1巻 1冊

史部 樽記類 宗譜之属

000297

太撃院先生案

抄本, 1巻 1冊

史部 博記類 練博之属
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000545

朝鮮儒教淵源 張志淵撰

大正11年 (1922)匿東書館鉛印本

3巻 1冊

史部 俸記類 線博之属

001541

政院樽教 朝鮮史編修禽編

昭和 9年(1934)朝鮮総督府影印本

2巻解説 1巻,存 1巻

史部 外国史類

001542

政院樽教 朝鮮史編修曾編

昭和 9年 (1934)朝鮮総督府影印本

2巻解説 1巻 3冊

史部 外国史類

001543

紹修書院膳録 朝鮮史編修曹編

昭和12年(1937)朝鮮総督府影印本

1巻 1冊

史部 外国史類

90044

李朝賓録

1932年京城帝国大学法文学部影印本

1532巻888冊

史部 編年類

90045

光海君 日記

1931年京城帝国大学法文学部影印本

187巻27冊,存80巻

史部 編年類

90045

光海君 日記

1931年京城帝国大学法文学部影印本

187巻 5冊,存35巻

言語文化論究14

史部 編年類

990042

高麗史 鄭麟祉修

景泰 2年(1451)刻本,139巻39冊

存70巻

史部 編年額

90041

堵源系譜紀略 李偏慕,金錦胃等遮纂

1883年刻本,26巻 8冊

史部 俸記類

90039

漢書纂 明凌稚隆輯

刻本,8巻 8冊

史部 史紗類

90037

鶏林世略

銅活字本, 3巻 2冊

史部 雑史類

90036

園朝寮監 薬酒恭等慕,金蘭淳等続纂

隆幣3年刻本,90巻26冊,存86巻

史部 編年類

90035

囲朝賓鑑 索唐恭等纂 金蘭淳等続纂

隆照3年刻本,90巻28冊

史部 編年類

90034

通文韓志 金慶門纂 李湛績纂

光緒24年司詳院刻本,11巻 5冊

史都 政書類 職官之属

90033

大典食通 雀恒等慕,金在魯等遮纂
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同治 4年仁政殿刻本, 6巻 5冊

史部 政書類 職官之属

90032

大明律附例註解 明眺思仁註解

抄本,30巻 6冊

史都 政書類 法令之属

90030

豊明詔令

銅活字印本,21巻 9冊,存20巻

史部 詔令奏議 詔令之属

90027

皇明紀紗

抄本, 1冊

史部 史紗

90025

建州紀程囲記 申忠一撰給

1940年影印本, 1冊

史部 地理類 遊記之属

90024

建州紀程囲記 申忠一撰捨

1940年影印本, 1冊

史部 地理類 遊記之属

90023

陸奏約選 唐陸費撰

嘉慶 2年銅活字本, 2巻 1冊

史部 詔令奏議類

90021

申Je(一書啓 申忠一撰

抄本, 1巻 1冊

史部 地理類 遊記之属

90014

三陸誌状績編 金左根撰

刻本, 1冊

史部 俸記類 絶博之属

90013

国語 呉葦昭解

威豊 9年銅活字本,21巻4冊

史部 雑史類

90009

素王事紀 田以来 ｡朴致総額

刻本, 1冊

史部 俸記類 絶博之属

90002

大明集頑 明徐-菱等撰

刻本,53巻20冊,存33巻

史都 政書類 典頑之属

(第 3部 子部)

000002

大蔵経 目録

影印本, 3巻 1冊

子部 輝教類 絶録之属

000004

経史集説

活字印本, 1冊

子部 類書類

000006

北撃議 朴秀家撰

抄本, 2巻 1冊

子部 雑家類 雑撃雑説之属

000014

老子集解 辞書撰

抄本, 2巻 1冊

子部 道家類 先秦之属
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000015

荘子膚番目議 宋林希逸撰

刻本,10巻 1冊,存4巻 (巻 4-7)

子部 道家類 先秦之属

言語文化論究14

000023

新修自警編 宋趨善瞭韓,朴世采新修

銅活字印本,20巻iO冊

子部 雑家類 雑纂之属

000016

荘子 宋林希逸 口議

銅活字印本, 12巻4冊

子部 道家類 先秦之属

000020

近思録 宋来賓 呂祖謙韓 葉釆集解

刻本,且4巻4冊

子部 儒家類 性理之属

0〔)0018

天原礎微 宋飽雲龍撰 元方回校正

銅活字印本, 5巻 6冊

子部 数補類 教法之属

000019

束子語類 宋来賓撰 翠靖徳韓

乾隆36年(1771)嶺薯刻本,

i40巻50冊

子部 儒家類 性理之属

000017

近恩録 宋末葉 呂祖謙騎 乗釆集解

刻本,14巻4冊

子部 儒家類 性理之属

000021

帝範 ｡訓雛 唐太宗李世民撰ほか

銅活字印本. 1冊

子部 儒家類 穏教之属

000022

功過新格 穫重森撰

光武 9年(1905)金柄淳等刻本, 3巻 l冊

子部 儒家類 稽教之属

000028

朝鮮秘訣全集

油印本, 1巻 1冊

子部 術数類 絶縁之属

000029

観象玩責 唐題李淳風撰

銅活字印本,50巻11冊,存43巻(巻 1-8,13

-47)

子部 術数類 占候之属

000031

鐸迦如来行蹟頒 元鐸無等撰

崇徳 8年龍腹等刻本,2巻 1冊

子部 将教類 絶縁之属

000032

隣組三経

至正21年刻本, 3巻 1冊

子目 併説42章経 1巻 僚教遺経 l巻 潟

山警策 ユ巻

子部 鐸教類 合刻之属

000033

大悲心陀羅尼啓請

至元30年仁興社刻,昭和 2年稲葉氏印本

1巻 1冊

子部 樗教類 経文之属

000034

法華霊験鱒 明輝了囲録

昭和 6年朝鮮備蓄刊行禽影印本, 2巻 1冊

子部 樗教類
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000035

滞家亀鑑 鐸退隠撰

寓暦35年全羅道順天府曹渓山松贋寺刻本 1

巻 1冊

子部 鐸教類 線録之属

000036

碍門清頒集 明輝無衣子撰

崇禎 8年水滴山亀腹寺刻本,30巻10冊

子部 将教類 線録之属

000037

縛門清頒説話 明輝覚雲撰

康照46年全羅道興陽八影山横伽等刻本,30

巻10冊

子部 将教類 絶録之属

000038

新羅国東吐合山華厳宗隣国等 鐸-然撰

康照47年刻本, 1冊

子部 鐸教類 絶録之属

000039

西域中華海東俸祖源流 得采永撰

鐸釈迦如来成道鷹化事績記賓 唐王勃撰

乾隆29年全州終南山松贋等刻本, 1冊

子部 将教類 絶録之属

000040

適度等舎利袈裟事蹟暗線

崇徳7年浩然沙門退隠敬一一刻本, 1巻 1冊

子部 将教類 絶録之属

000041

霜峰門譜 金月番撰

大正11年(1922)金月斎鉛印本, 1巻 1冊

子部 将教類 線録之属

000042

増訂敏活録
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光緒 6年刻本, 2巻 1冊

子部 雑家類 勧戒之属

000043

玉定金科三要輯略

光緒 5年刻本,不分巻 1冊

子部 雑家類 勧戒之属

000044

苗鱗磨験明聖経 侠名註

光緒 9年務本堂刻本, 3巻 1冊

子部 雑家類 勧戒之属

000045

滴吉亀鑑 南元裳撰 林競淵較

銅活字印本, 2巻 1冊

子部 術数類 陰陽五行之属

000046

六韓直解 明劉寅撰

刻本,6巻 3冊

子部 兵家類 兵書之属

000047

新刊増註三審直解 明劉寅撰

刻本,3巻 1冊

子部 兵家類 兵書之属

000048

司馬法直解 明劉寅撰

刻本,ユ巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

000049

呉子直解 明劉寅撰

刻本, 2巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

000051

内密場摸程式

15
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道光24年刻本, 1巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

言語文化論究14

子部 天文算法 算書之属

000052

兵学指南

乾隆52年刻本, 5巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

000053

兵撃指南

刻本, 5巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

000054

百戦奇法 明章漢編

光緒 9年文有堂刻本,不分巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

000055

百戦奇法 明章漢編

光緒 9年文有堂刻本,不分巻 1冊

子部 兵家類 兵法之属

000057

新訂大方重合編 鄭敬徳撰

京城撃学研究全編

昭和14年 (1939)京城文尚堂鉛印本, 1冊

子目 薬性綱領 随症治療法 薬性歌

石隠補遺方 論症審乳辛巳以後集験方

琵脈法

子都 留家類 方論之属

000064

訓節 季環撰

寓暦41年季沖完山府刻本, 1巻 1冊

子部 儒家類 稽教之属

000079

新刊詳明算法 元安止登撰

刻本, 2巻 1冊

000080

新編算撃撤蒙 元末世傑撰

康照29年刻本, 3冊

子部 天文算法 算書之属

000081

九数略 侠名撰

刻本,4巻 1冊,存 2巻 (丙丁)

子部 天文算法 算書之属

000083

大酒道光二十五年時憲書 金得彦等撰

軍光24年刻本 一冊

子部 天文算法 暦書之属

000084

千歳暦

朝鮮観象監刻本, 2巻 1冊

子部 天文算法 暦書之属

000085

七改暦不分巻 林性薫等撰

刻本,不分巻10冊,存道光29年

威豊 2年～5年, 7年～10年

光緒17年

子部 天文算法 暦書之属

000086

朝鮮開国五百四年歳次乙未時憲書

李殖赫等撰

光緒20年刻本, 1冊

子部 天文算法 暦書之属

000087

郷薬集成方

銅活字印本, 1冊,存 2巻

(巻40-41)

子都 留家類 方論之属
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000088

東撃賓鑑 許波撰

崇禎 7年内撃院刻本

23巻目録 2巻25冊

子部 撃家類 方論之属
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000195

元代姦塑記

朝鮮史編修脅抄本, 1巻 1冊

子部 費術類 書童之属

000089

東撃資鑑 許波撰

崇禎 7年内撃院刻本

23巻目録 2巻25冊

子部 撃家類 方論之属

000090

農家集成書五種 申渦輯

刻本, 5巻 1冊

子目 数農教文 農事直説 勧農文

衿陽雑録 四時纂要

子部 農家類 合刻之属

000091

寒喧割線

刻本, 5巻 3冊

子部 類書類

000096

耳談績纂 丁若鋳撰

好古堂刻本, 1巻 1冊

子部 雑家類 雑纂之属

000097

海東績小学 朴在馨撰

刻本,6巻 1冊,存4巻 (巻 1-4)

子部 儒家類 性理之属

000184

星湖倦説類選 朝李撰撰

1929年文光書林鉛印本,10巻 5冊

子部 類書類

000198

百済古都八景帖 鄭成瀬給

影印本, 1冊

子部 費種類 著書之属

000199

奨学軌範 成規等撰

昭和 8年(1933)京城古典刊行曾刻本

9巻3冊

子部 聾術類 音楽之属

000200

楽撃軌範 成規等撰

1956年国立出版社影印本, 9巻 3冊

子部 聾術類 音楽之属

001177

檀経侍 浜憲撰

大正 5年(1916)鉛印奉, 1巻 1冊

子部 其他宗教類

001684

大酒威豊五年歳次乙卯時憲書

崖錫鼻等撰

威豊 5年刻本, 1冊

子部 天文算法 暦書之属

030290

朝鮮女俗考 李能和撰

1927年京城府漢城囲書株式会社鉛印

1冊

子部 雑家類 其他之属

90043

武経七書直解 明劉寅撰
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第薯刻本,23巻14冊

子部 兵家類

90031

大方贋擁華厳経 晋鐸僚陀践陀羅謂

影印本,60巻iO冊

子部 搾教類

言語文化論究14

000100

文章軌範 宋謝梼得輯

飼活字印本, 1巻 1冊

文章賞賛之附録選27編

集部 組集類 通代之属

90029

大方贋囲受像多羅了義経 唐鐸陀多羅謂

成化 8年刻本,2巻 4冊

子部 将教類

90022

新編集成馬撃方 越波等撰

崇禎6年刻本, 1巻 1冊

子都 留家類

90015

東撃牽鑑 許渡撰

寓暦41年刻本,25巻25冊

子部 撃家類

90012

武桑園譜適意 李徳怒 朴牽家等撰

乾隆55年刻本,4巻4冊

子部 兵家類

90004

旗鼓定法

抄本, 1冊

子部 兵家類

(第 4部 隻部)

000030

天路歴程 班陽撰

1895年漢城刻本, 2冊,諺文

集部 小説類 外国之属
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000101

選文精粋

銅活字印本, 1冊,存 1巻 (上)

集部 終集類 通代之属

000105

楚節集註 宋朱藁撰

銅活字印本,4冊

襲部 楚離類 註鐸之属

000106

唐音輯註 元楊士弘編 張震輯註

刻本,14巻 5冊,存iO巻 (始音全 正普3

-4 遺書全)

子目 唐詩始音一巻 唐詩正音六巻

唐音遺響七巻

集部 絶集類 断代之属

000107

唐音輯註 元楊士弘福 張震覇註

刻本,14巻 4冊,存6巻 (正普)

子冒 唐詩始音一巻 唐詩正音六巻

唐音遺響七巻

集部 絶集類 断代之属

000108

唐音韓註 元楊士弘編 張震輯註

刻本,14巻 5冊,存 7巻 (始普 正音)

子目 唐詩始音一巻 唐詩正音六巻 唐音

遺響七巻

集部 線集類 断代之属

000jO9

雅音禽編 明康麟編 王鈍校



刻本, 1冊,存 1巻 (巻 7)

集都 路集類 断代之属
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成化七年(1471)刻本, 2巻 2冊

集部 別集類 晴唐五代之属

000110

唐宋八子百選

刻本,6巻 2冊

集部 綾集類 通代之属

000 1 1 1

増 酬 渡 洛風雅 元金履祥選 唐良瑞編

活字印本, 7巻 2冊

集部 絶集類 断代之属

000112

豊聾集 明来之蕃 梁有年撰

簡暦34年内府刻本,6巻 6冊

集部 組集類 断代之属

000113

陶靖節集 曹陶潜撰

刻本, 2巻 2冊

集部 別 集類 漢鵠六朝之属

000114

陶靖節集 普陶潜撰

刻本, 2巻 2冊

集部 別 集類 漢魂六朝之属

000115

由氏文集 唐白居易撰

刻本,71巻15冊

集部 別集類 晴唐五代之属

000116

績枚詩感得 明単複撰

銅活字印本,18巻 1冊,存 1巻 (巻 5)

集部 別集類 隔唐五代之属

000117

虞註杜律 唐杜甫撰 元虞集註

000118

三隠詩集･慈受深和尚擬寒山詩

唐鐸寒山,鐸豊干,輝拾得撰ほか

報恩等刻本,1冊

集部 絶集類 断代之属

000119

李商隠詩集 唐李商隠撰

刻本,10巻 4冊

集部 別集類 晴唐五代之属

000120

尊蘇相集 唐草庶物撰

刻本,10巻 3冊

集部 別 集類 晴唐五代之属

000且21

番蘇州集 唐葦唐物撰

活字印本,10巻3冊

集部 別集類 隅唐五代之属

000122

黄氏菓子家註杜工部詩史補遺

磨杜甫撰 宋黄鶴註

刻本,1冊,存5巻 (巻 1- 5)

集部 別集類 晴唐五代之属

000123

枚経分韻 唐杜甫撰

乾隆 3年内閣銅活字印本, 5巻 2冊

集部 別 集類 晴唐五代之属

000124

枚工部文集 唐杜甫撰

寓暦43年 銅活字印本, 2巻 1冊

集部 別 集類 隅唐五代之属
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000125

須渓先生評鮎簡賓詩集

宋陳請輿義撰 宋劉辰翁評鮎

刻本,15巻 5冊

集部 別集類 宋之属

000126

山谷内集詩註 ｡外集詩註 ｡別集詩註

宋黄庭堅撰,任淵註ほか

銅活字印本, 2冊,存 8巻

(内集17-20,外集 3-6)

集部 別集類 宋之属

000127

山谷内集詩註 ｡外集詩註 ｡別集詩註

宋黄庭堅撰,任淵註ほか

銅活字印本,14冊

集部 別集類 宋之属

000128

后山詩註 宋陳師道撰 宋任淵註

刻本,12巻 6冊

集部 別集類 宋之属

000131

勇燈新話句解 明選佑撰 垂胡子集搾

刻本, 2巻 2冊

集部 小説類 短篇之属

000132

勢燈新話句解 明置佑撰 垂胡子集鐸

刻本, 2巻 1冊,存 1巻 (上)

集部 小説類 短篇之属

000133

二十一都懐古詩 柳得恭撰

刻本,不分巻 1冊

集部 別集類 朝鮮之属

言語文化論究14

000135

干堂詩紗 声喜求撰

昭和 3年大東斯文禽鉛印本, 1巻 3冊

集部 別集類 朝鮮之属

000136

寧撃賓詩稿 金正喜撰

同治6年南桑去刻本, 7巻 2冊

集部 別集類 朝鮮之属

000137

吾山世稿 ｡檀集 妾景醇編ほか

順治15年刻本, 2冊

集部 線集類 朝鮮之属

000138

雲石遺稿 趨寅永撰

同治 7年刻本,20巻 8冊,存16巻(巻 1-4,

9-20)

集部 別集類 朝鮮之属

000139

雲養集 金允植撰

1917年鉛印本,15巻 5冊

集部 別集類 朝鮮之属

000140

戯斎先生集 朴珪憲撰

1911年鉛印本,11巻 5冊

集部 別集類 朝鮮之属

000141

貞褒閣集 朴斎家撰

抄本, 5巻 5冊

集部 別集類 朝鮮之属

000142

貞棄稿略 朴斎家撰

朝鮮史編修合抄本, l冊

集部 別条類 朝鮮之属
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000143

允撃堂遺稿 任氏撰

抄本, 1冊,朝鮮零種

集部 別集類 朝鮮之属
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000150

保閑密集 申叔舟撰

順治元年刻本,17巻 7冊

集部 別集類 朝鮮之属

000144

勤安居士行線 ｡帝王韻記 ｡動安居士集

李承休撰

1939年古典刊行曾影印本, 3冊

集部 別集類 朝鮮之属

000145

動安居士行録 ｡帝王韻記 ｡動安居士集

李承休撰

1939年古典刊行曾影印本, 3冊

集都 別集類 朝鮮之属

000146

牛山先生集 安邦俊撰

乾隆38年安昌賢活字印本,10巻 5冊

集部 別集類 朝鮮之属

000147

牛漠先生集 成揮撰

嘉慶14年刻本,6巻 6冊

集部 別集類 朝鮮之属

000148

白沙集 李恒福撰

薙正4年刻本,23巻15冊

(巻 9,巻10為補紗)

集部 別集類 朝鮮之属

000149

保閑密集 申叔舟撰

1937年朝鮮史編修合影印本

17巻8冊 朝鮮史料叢刊零種

集部 別 集類 朝鮮之属

000151

冬郎集 韓致元撰

光武 3年刻本, 3巻 1冊

集部 別集類 朝鮮之属

000152

枚隠詩稿 李播撰

刻本,35巻 3冊,存 9巻

(巻17-19,26-31)

集部 別集類 朝鮮之属

000153

枚隠詩稿 李稽撰

康照25年刻本,35巻20冊

集部 別集類 朝鮮之属

000154

寛谷先生集 金起私撰

影印本,4巻 1冊

集部 別集類 朝鮮之属

000155

宛丘遺集 申大羽撰

刻本,10巻 2冊

集部 別集類 朝鮮之属

000157

江漢集 黄景源撰

活字印本,26巻 3冊

集部 別 集類 朝鮮之属

000158

潜谷先生遺稿 金埼撰

抄本, 1冊,存 1 (巻 14)

集部 別集類 朝鮮之属
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000159

蓮被詩砂 金進沫撰

1928年京城金敦熊石印本, 2巻2冊

集部 別集類 朝鮮之属

000160

滴虚堂集 鐸林静撰

刻本,4巻 2冊

集部 別集類 朝鮮之属

言語文化論究14

000167

蓋山初集 李書九撰

抄本, 1巻 1冊

集部 別薬類 朝鮮之属

000168

滞庭遺糞 金銀撰

光緒 8年活字印本,12巻 6冊

集部 別集類 朝鮮之属

000161

遅川先生集 崖鳴吉撰

刻本,且9巻 8冊

集部 別集類 朝鮮之属

000162

増補海東詩選 李圭璃輯

1919年匪東書館鉛印本,不分巻 1冊

集部 練集類 朝鮮之属

000163

遵造堂集 鐸太能撰

1920年新文鰭鉛印本, 1巻 1冊

集部 別集類 朝鮮之属

000164

大慧普発揮師書

鐸普覚 撰 輝慧然録 黄文昌重編

崇禎元年 龍腹寺刻本, 1巻 1冊

集部 別集類 朝鮮之属

000165

董密遺稿 南菜暫撰

同治 3年活字印本,6巻 3冊

集部 別集類 朝鮮之属

000166

李相国集 李杢報撰

抄本, 1冊,存巻 3 (苗律詩 東明王篇)

集部 別集類 朝鮮之属

000169

蘭雪軒詩 許蘭雪軒撰

崇禎 5年東棟府刻本, 1巻 1冊

集部 別集顛 朝鮮之属

000且70

燕巌集 朴祉源撰

1932年鉛印本,且7巻 6冊

集部 別集類 朝鮮之属

000171

燕巌集 朴鉱源撰

1932年鉛印本,16巻 6冊

残存 4巻 (巻 1, 2,16-17)

集部 別集類 朝鮮之属

000且72

燕巌集 朴鉱源撰

1932年鉛印本,16巻 6冊

残存 4巻 (巻 3,4,14-i5)

集部 別集類 朝鮮之属

000173

老峯先生文集 関鼎重撰

刻本,12巻6冊

集部 別集類 朝鮮之属

000174

桂苑筆耕集 複致遠撰

道光14年徐有築活字印本,20巻 4冊

集部 別集類 朝鮮之属
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000175

鶴洲先生全集 金弘郁撰

朝鮮史編修禽抄本,一冊,存巻10

集部 別集類 朝鮮之属

000176

潜谷先生遺稿 金埼撰

朝鮮史編修合復寮本, 1冊,存巻14

(朝京目録)

集部 別 集類 朝鮮之属

000177

梅月堂詩遊録 金時習撰

刻本, 1巻 1冊

集部 別 集類 朝鮮之属

000178

青丘永言 金履叔韓

1930年京城帝国大学鉛印本, 1巻 1冊

集部 絶集類 断代之属

000179

春闘集 変相哲撰

鉛印奉,2巻 1冊

集部 別 集類 朝鮮之属

000i80

東文選

刻本, 1冊,存 3巻 (巻100-iO2)

集部 組集類 朝鮮之属

000181

黙守堂先生文集東経録 擾有海撰

銅活字印本, 3巻 2冊

集部 別集類 朝鮮之属

000182

東大詩話 徐居正額

成化13年刻本,2巻 1冊

集部 詩文評類 朝鮮之属

000183

東国李相国全集 李室報撰

刻本,33巻 9滑

集部 別集類 朝鮮之属

000185

韓客中桁集 柳琴編

抄本,4巻 1冊,

集部 絶集類 断代之属

000186

固隠先生文集 鄭夢周撰

順治16年刻本,2冊

集部 別集類 朝鮮之属

000187

固隠詩稿 鄭夢周撰

寓暦36年黄州兵薯鄭磨聖刻本,2巻 1冊

集部 別 集類 朝鮮之属

000188

別洞先生集 声祥撰

乾隆14年峨山畜舎刻本,3巻 1冊

集部 別集類 朝鮮之属

000189

黙好縞 柳夢寅撰

1937年鮎貝房之進影印本,3巻 3冊

集部 別 集類 朝鮮之属

000190

明美堂集 李建昌撰

1917年翰墨林書局鉛印本,20巻8冊

集部 別集類 朝鮮之属

000191

阪堂尺焼 金正喜撰

同治6年晩香斎活字印本,2巻 2冊

集部 別集類 朝鮮之属
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000192

陽村先生文集 穫近撰

康照12年刻本,40巻 5冊,存20巻

～ 3,12-15,20-33)

集部 別集類 朝鮮之属

000193

簡易文集 夜皇撰

崇禎4年刻本,9巻 9冊

集部 別集類 朝鮮之属

000194

阪堂集 金正喜撰

同治 7年晩香奈活字印本, 5巻 5冊

集部 別集類 朝鮮之属

000263

陽村先生文集 穫近撰

昭和12年(1937)朝鮮総督府影印本

40巻 8冊,朝鮮史料叢刊零種

集部 別集類 朝鮮之属

000278

宋名臣言行録 宋衆寡撰 張采評閲

刻本,前集10巻後集14巻続集 8巻

20冊

集都 路集類 断代之属

000296

益斎乱藁 ｡擦翁稗説 李欝賢撰

康照32年鶏林府刻嘉慶19年補刻本

10巻4冊

集部 別 集類 朝鮮之属

000624

白雲和尚語録 鐸景閑撰

昭和 9年京城帝国大学法文学部影印本

2巻 2冊

集部 別 集類 朝鮮之属

言語文化論究14

016055

李忠武公全書 李舜臣撰

(巻 1 大正 7年(1918)雀南善新文館鉛印本

6巻 2冊

集部 別集類 明之属

90028

松嶋先生遺集 呂鷹亀撰

清道光25年刻本, 1巻 1冊

集部 別集

90026

二十一都懐古詩 柳得恭撰

刻本, 1巻

襲部 別集

90021

奨川文集爽註 唐杜牧撰

正統 5年刻本,4巻4冊

集部 別集

90019

道巌集 呂姫弼撰

嘉慶21年刻本, 2巻

集部 別集

90017

燕巌集 朴祉源撰

光緒刻本, 9巻 3冊

集部 別集

90016

風謡三選 劉在建,夜景欽輯

威豊 7年活字印本,5巻 2冊

集部 絶集

90011

鑑湖先生文集 呂大老撰

刻本, 3巻 2冊

集部 別集
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90010

杜陸千選 唐杜甫 宋陸遊撰

乾隆活字印本, 8巻4冊

集部 絶集

90008

着最斎遺稿 養異斎主人撰

抄本, 1巻 1冊

集部 別集

中国遼寧省立図書館蔵朝鮮古籍書目

90005

熱河紀行詩註 柳得恭撰

抄本, 2巻 1冊

集部 別集

90001

選詩 明許少葦輯

嘉靖 6年刻本, 3巻 2冊,存 2巻

集部 絶集

25

本研究は,平成13年度文部科学省科学研究費特定領域研究(A)(2)｢東アジア出版文化

の研究｣ の公募研究 ｢朝鮮本に関する書誌学的データベースの構築｣ による研究成果の一

部である｡

注記

1.本目録は,中国遼寧省立図書館 (遼寧市東陵区柳塘路111号)のご好意で,松原に提

供されたデ-夕を,松原の責任の下で不適切な記述を訂正したり,和刻本などを除外し

たりするなど,いくつかの加工を施したものである｡

2.本目録には,同一書であっても別々な所蔵番号が割 り振られ,複本であることを示す

ものもある｡例えば 『訓蒙字会』である｡｢000295,経部 小学類 字書之属｣ であっ

たり,｢900047,経部 小学類 字書之属｣ であったりする｡これは,原データのまま

である｡

3.種種の事情により,残念ながら松原は原本との照合は果たしえていない｡したがって

書型 ｡匡郭 ｡界線の有無 ｡行字数 ｡題等 ･見返し ｡版心 ｡序扱者 (及び刊記卜 刊語 ｡

注記事項,印刷に関する事項 (特に活字の種類等),印記,書き込み等の書誌学的調査

は後日を期したい｡遠からぬ日時にその希望を達成するつもりである｡

4.なお,中見立夫氏の力編 ｢稲葉若山の旧蔵書を追って｣『台湾 ｡朝鮮 弓削桐こ設立さ

れた日本植民地期各種図書館所蔵日本古典籍の書誌的研究』(平成12年度科学研究費研

究成果中間報告書,平成13年 3月,研究代表者 :松原孝俊,23-36貢),及び六反田豊

氏の論考 ｢中国長春 ･遼寧両市所在各図書館 ｡稽案館等調査報告｣(前掲書,39-44頁)

はぜひとも参照していただきたい｡

287




