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中世文学会

会員の皆様へ

❖ご注文は、
ホームページ〈ご注文フォーム〉

からお願いします。（電話・ファクスも可）

＊「中世文学会」会員である旨、
お知らせください。
（期間限定の特典があります。）

・ お求め方法その他、詳しくはお問合せください。
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TEL:03-5963-4451
FAX:03-5963-4461

学術資料出版

在庫僅少
2021 . 5.20

定本

丹鶴叢書

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

❖品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。
この機会に改めてご検討お願いいたします。

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

〈商品の状態について〉
ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による
劣化（小口のしみ、表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最
善の状態での出荷を心がけますが、新品と言いかねる場合もありますので、
ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

全 36 巻

水野忠央編／朝倉治彦監修・解説［大空社 1997-98］A5 判（全 4 回配本）

定価 578,600 円 （本体 526,000 円）

■〈水野忠央編、全 7 帙 154 冊、弘化 4（1847）- 嘉永 6（1853）〉。【影印復刻版】 歌集・物語・日記・行事・縁起・図録など 43 点の珍書
を集めた国書の叢書。校訂の確かさ、版刻の精美さで近世刊本の最高傑作とされる。活字版では消される諸情報があってこその研究資料。
「丹鶴外書」など関連資料、丹鶴書院の蔵書台帳「新宮城書蔵目録」までも含めた総合資料とした。
● 1 回 9 巻（1-9 巻）
［1997.4］4-7568-0263-X

定価 144,100 円 （本体 131,000 円）
定価 160,600 円 （本体 146,000 円）
● 3 回 11 巻（20-30 巻）
［1998.5］4-7568-0265-6
定価 177,100 円 （本体 161,000 円）
● 4 回 6 巻（31-36 巻）
［1998.9］4-7568-0266-4
定価 96,800 円 （本体 88,000 円）
● 2 回 10 巻（10-19 巻）
［1997.9］4-7568-0264-8

残部数セット

稀覯往来物集成

全 32 巻 石川松太郎監修／小泉吉永編［大空社 1996-98］A5 判 定価 512,622 円 （本体 466,020 円）
■現存唯一を中心に 218 点を集成。
残部数セット
● 1 回 8 巻（1-8 巻）
［1996.10］4-7568-0227-3
定価 128,155 円 （本体 116,505 円）
1. 賢済往来〈室町末〉/ 鎌倉往来 附手習往来〈天文 17〉/ 尺素往来〈江戸前〉/ 和章往来〈江戸前〉/ 庭訓往来図讃〈貞享 5〉 2. 風月往来〈正保 2〉
/ 新板 風月往来〈江戸前〉/ 尊円流続庭訓 遊学往来〈寛文 2〉/ 尊円新板 続庭訓往来〈江戸中〉/ 尊円筆跡 百也往来〈寛文 7〉/ 武家諸法度 大橋殿
真筆〈寛文 8〉/ 武家諸法度〈寛保 2〉/ 大和往来〈寛文 9〉/ 大和往来（異本）
〈江戸前〉 3. 禁中行事 四季往来〈江戸前〉/ 牢人申状〈江戸前〉/ 牢
人状〈江戸前〉/ 富士野往来〈慶安 5〉/ 尊円流 富士野往来〈延宝 7〉/ 新板 小田原状 尊円流〈江戸前〉/ 御家流 花幼往来〈延宝頃〉/ 増補 江戸御
式目〈天和 3〉/ 大坂往来〈貞享頃〉
4. 名所往来〈貞享頃〉/ 千字類合〈元禄 5〉/ 首書画抄 女筆四季文章〈元禄 6〉/ 絵入 年中往来〈元禄 6〉/ 商
売往来〈元禄 7〉
5. 当用 大和往来〈享保頃〉/ 玉置 かな手本〈宝永 3〉/ 堀氏流水軒 泰平往来 国尽官名〈正徳 4〉/ 字林往来〈正徳 6〉/ 当用寺沢
新撰往来〈正徳頃〉/ 寺沢 書簡往来〈江戸中〉
6. 古今銘物往来〈享保 12〉/ 浪花名所名物往来〈宝暦 10〉/ はつ音往来〈安永 2〉/ こころもち歌〈天
明 2〉/ 商売用字尽〈寛政 3〉/ 新板絵紗 太閤状〈江戸中〉/ 頭書東部神籬仏堂 御江戸名物往来〈文化 2〉/ 芳野往来〈文化 7〉
7. 杵築往来〈文化
13〉/ 寺子うた〈文政 3〉/ 甲申新版 勇烈新田往来〈文政 7〉/ 甲申新版 頼朝武功往来〈文政 7〉/ 神功皇后 三韓平治往来〈文政 8〉/ 本屋往来〈文政
11〉/ 松山往来〈天保 6〉/ 南陽名物〈天保 8〉/ 小間物往来 扣書〈天保 13〉/ 国宝往来〈弘化 4〉/ 江戸年中行事 附月並参詣の寺社〈嘉永 3〉
8. 嘉
永新刻 木曽之道艸〈嘉永 3〉/ 讃岐往来〈嘉永 7〉/ 左官職往来〈安政 6〉/ 土佐国産往来〈文久 3〉/ 芦政往来〈慶応 4〉/ 遊里 女性売往来〈江戸後〉
/ 改正 子供節用〈江戸後〉/ 山崎往来〈江戸後〉/ 備中往来〈江戸後〉
● 2 回 8 巻（9-16 巻）
［1997.2］4-7568-0228-1
定価 128,155 円 （本体 116,505 円）
9. 消息詞〈建武 4 年本転写〉/ 消息詞〈文和 1 年本転写〉/ 雑筆集〈天正頃〉/ 拾要抄〈文禄 4〉/ 家康太平状〈寛永 17〉/ 小松内大臣教訓状〈寛永 20〉
10. 教児抄 ･ 至要抄〈慶安 3〉/ 直江状〈承応 3〉/ 新式目〈明暦 2〉/ 新板 実語童子教抄〈明暦 2〉/ 吉田 児訓実語教〈寛政 12〉
11. 駿河往来〈明
暦 4〉/ 駿河状〈江戸前〉/ 尊円 花月往来〈万治 1〉/ 奉謝帖〈寛文頃〉/ 小野篁歌字尽〈寛文 2〉/ 小野篁歌字尽〈寛文 2 異板〉/ 百候往来〈貞享頃〉
12. 江戸往来〈寛文 9〉/ 首書絵入 江戸往来〈元禄 2〉/ 万世 江戸往来註解〈天保 8〉/ 江戸往来絵註抄〈元治 2〉/ 続江戸往来〈宝暦 5〉/ 新江戸往
来〈江戸後〉/ 江戸往来（異本）
〈江戸後〉/ 童学万用字尽〈江戸前〉
13. 新判 新用字尽〈江戸前〉/ 女庭訓往来〈万治頃〉/ 女今川〈貞享 4〉/ 絵入
女今川〈元禄 13〉14. わかみどり〈宝永 4〉/ 武家諸法度 新令句解〈正徳 2〉/ 師岡氏教訓〈正徳 3〉/ 堀氏流水軒 書札手本〈正徳 3〉/ さざれ石〈正徳 3〉
15. 寺沢 かな手本〈正徳 5〉/ 新版改正 ･万宝絵入･ 増益頭書 永代用文章大成〈正徳 5〉/ 農文蔵〈享保 10〉/ 百姓身持御条目〈享保 4〉/ 五常五倫
名義〈享保 8〉/ 五常五倫名義 附大学詠歌 ･ 病中のすさび〈宝暦 11〉/ 新刻 五倫大意諺解〈享保 12〉
16. 女要珠文庫〈享保 6〉/ 万宝 女訓文章真
砂浜〈享保 14〉/ 玉置 初学消息集〈享保 14〉/ 比倫教〈附録詩歌〈享保 18〉
● 3 回 8 巻（17-24 巻）
［1997.7］4-7568-0229-X
定価 128,155 円 （本体 116,505 円）
17. 文章大全 一代書用筆林宝鑑〈享保 15〉/ 福寿用文翰墨蔵〈享保 20〉
18. 女消息華文庫〈元文 6〉/ 女文章都織〈延享 4〉/ 新撰容文筆玉往来〈宝
暦 4〉/ 今川教訓 絵本玉濃池〈宝暦頃〉
19. 宝暦新刻 大船用文三韓蔵〈宝暦 13〉/ 甲谷 問屋往来〈明和 3〉/［サ］山宮古めぐり〈明和 8〉/ 女早学
問〈安永 6〉/ 新撰通用 ･ 幼学字尽 寺子往来〈安永 8〉/ 長雄児訓帖〈天明 4〉/ 積水 女身持八景〈寛政 8〉/ 諸家永代請状〈寛政 9〉
20. 百瀬 嵯峨
名所〈寛政 11〉/ 芳野往来〈享和 1〉/ 筆道指南手引草〈文化 5〉/ 忍徳教〈文化 6〉/ 寺子教訓往来 ･ 年中行事文章 ･ 書状言葉遣〈文化頃〉/ 菅家御遺訓
〈文化 14〉
21. 文化丁丑新刊 今川娘教訓〈文化 14〉/ 婦人手紙之文言〈文政 3〉/ 教草 いろは短歌〈文政 4〉/ 万宝字尽 女用続文章〈文政 4〉/ 続類
合千字文〈文政 4〉/ 文政新撰 伊勢参宮往来〈文政 5〉/ 甲申新版 万福百工往来〈文政 7〉/ 甲申新版 児女長成往来〈文政 7〉
22. 男女嗜艸〈文政 8〉
/ 狂歌絵入 職人尽〈文政 10〉/ 頭書註解 女千字文〈天保 4〉/ 順見状〈天保 8〉/ 毛源状〈天保 9〉/ 貞経〈天保 10〉/ 心学 女子訓〈寛政 5〉/ 弘化新
刻 木曽路往来〈弘化 2〉 23. 六諭衍義絵鈔〈天保 14〉/ 六のさとし〈弘化 3〉/ 四体 名称二百字文〈嘉永 6〉/ 童子草刈歌〈文久 2〉/ 楠正成名文集〈元
治 1〉/ 教訓 新女大学要鑑〈慶応 2〉/ 天神経絵入講釈〈慶応 3〉/ 江戸方角地名記〈江戸後〉/ 坂崎往来〈江戸後〉
24. 信達往来〈江戸後〉/ 分限
往来〈江戸後〉/ 生民往来〈江戸後〉/ 馬往来〈江戸後〉/ 繁閑往来〈江戸後〉/ 足利古跡案内〈江戸後〉/ 川越往来〈江戸後〉/ 鶉状〈江戸後〉/ 歳時
往来〈江戸後〉
● 4 回 8 巻（25-32 巻）
［1998.1］4-7568-0230-3
定価 128,155 円 （本体 116,505 円）
25. 新撰消息往来〈室町後〉/ 山密往来〈元禄 2〉/ 手習学往来〈天文頃〉/ 初学文章抄〈寛永 6〉/ 女誡〈慶安 5〉/ 京都御式目
〈明暦 2〉/ 新版 万字尽〈江
戸前〉/ 万字尽〈明暦 4〉 26. 名物往来〈江戸前〉/ 木曽義仲願書〈江戸前〉/ 手習教訓書抄〈延宝頃〉/ 新板 書礼手本 尊円流〈延宝 5〉/ 女教訓書〈元
禄 5〉/ 女万用集〈元禄 10〉/ 摂河往来〈元禄頃〉
27. 頭書絵抄 女文常盤の松〈元禄 17〉/ 女しき文章 沢田おきち筆〈江戸前〉/ 女筆春日野〈宝永頃〉
/ 図画出処 世話用文章 節用集〈宝永 6〉/ 本朝茶経 茶道歌〈文化 4〉
28. 堀氏手本 正徳御式目〈正徳 2〉/ 金言童子教 竝抄〈正徳 7〉/ 文林手本
童子節用字尽往来〈享保 3〉/ 女つれづれ色紙染〈享保 6〉/ 願学文章〈貞享 1〉
29. 守武 世中百首絵抄〈享保 7〉/ 玉置 仮名文章〈享保 15〉/ 庄内
往来〈享保頃〉/ 女孝経鏡草〈延享 5〉 30. 重宝 教訓伊呂波経 附録寺子今川状〈明和頃〉/ 町家万躾方集〈安永 7〉/ 木曽街道往来〈天明 2〉/ 鎌
倉往来〈天明 4〉/ 稚児教訓 女九九乃声〈天明 7〉/ 同形異字 訓蒙夷曲歌字尽〈天明 8〉/ 寛政新編 武具短歌文章〈寛政 2〉/ 神統倭文章〈文化 1〉/
農家児童養種〈文化 6〉31. 日光もうで〈安政 3〉/ 箱根社道了宮 七湯廻文章〈文政 5〉/ 大山廻 富士詣〈文政 5〉/ 御家 季寄文章〈文政 5〉/上州 草津
温泉往来〈文政 6〉/ 東海名物往来〈天保 8〉/ 万祥廻船往来〈文政 6〉/ 永久家宅往来〈文政 7〉/ 新撰 富商呉服往来〈文政 8〉/ 故実四季文章〈文政 8〉
/ 慶安御触書〈文政 13〉/ 狂歌躾方諸礼集〈天保 7〉/ 那智詣〈天保 7〉
32. 新板 湯殿山詣文章〈弘化 1〉/ 童蒙 気節往来〈嘉永 2〉/ 武田手習状〈嘉
永 2〉/ 百姓話訓〈嘉永 7〉/ 三等泊往来〈元治 1〉/ 沢田 近郷村名〈江戸後〉/ 御教条〈雍正 10〉
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国書目録叢書

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）
❖品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。
この機会に改めてご検討お願いいたします。

全 40 巻 ［大空社 1997-99］B5 判

定価 511,500 円 （本体 465,000 円）

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

残部数セット

■『国書総目録』『古典籍総目録』を補う基本文献。図書館・資料館や個人蔵書目録のうち、江戸・明治期の国書を多数含む資料性の高い目録を収録。
● 1 回 10 巻（1-10 巻）
［1997.2］4-283-00299-2
定価 114,400 円 （本体 104,000 円）
1. 弘前図書館蔵書目録 和装本の部（その 1,2）
〈弘前市立図書館、昭和 42/ 昭和 51〉320 頁 4-7568-0361-X 定価 11,000 円
2. 弘前図書館蔵書目
録 和装本の部（その 3,4）
〈弘前市立図書館、昭和 52/ 昭和 60〉/ 秋田県立秋田図書館蔵時雨庵文庫目録〈秋田県立秋田図書館、昭和 45〉320 頁
4-7568-0362-8 定価 11,000 円
3. 山崎文庫目録〈順天堂大学図書館、昭和 44〉410 頁 4-7568-0363-6 定価 13,200 円
4. 有隣舎和装本目録〈一
宮市立豊島図書館、昭和 43〉/ 暁霞文庫目録〈埼玉県立浦和図書館、昭和 46〉/ 沼澤文庫目録〈駒澤大学図書館、昭和 20 頃〉/ 新発田市立図書館郷土
資料蔵書目録（第 1 集）
〈新発田市立図書館、昭和 49〉/ 藤森桂谷文庫分類目録〈中野正美、昭和 47〉380 頁 4-7568-0364-4 定価 13,200 円
5. 静
岡県立葵文庫和漢図書目録（1）
〈静岡県立葵文庫、大正 15〉320 頁 4-7568-0365-2 定価 11,000 円
6. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（2）
〈静岡県立
葵文庫、大正 15〉290 頁 4-7568-0366-0 定価 9,900 円
7. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（久能文庫之部）
〈静岡県立葵文庫、昭和 3〉/ 静岡県立葵
文庫和漢図書目録（郷土志料之部）
〈静岡県立葵文庫、昭和 6〉/ 静岡県立中央図書館久能文庫目録〈静岡県立中央図書館、平成元〉320 頁 4-75680367-9 定価 11,000 円
8. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（追加之部第 1）
〈静岡県立葵文庫、昭和 4〉280 頁 4-7568-0368-7 定価 9,900 円
9. 静
岡県立葵文庫和漢図書目録（追加之部第 2）
〈静岡県立葵文庫、昭和 8〉330 頁 4-7568-0369-5 定価 11,000 円
10. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（追
加之部第 3）
〈静岡県立葵文庫、昭和 12〉/ 江戸幕府旧蔵図書目録（葵文庫目録）
〈静岡県立中央図書館、昭和 45〉390 頁 4-7568-0370-9 定価 13,200 円
● 2 回 10 巻（11-20 巻）
［1997.8］4-283-00300-X
定価 143,000 円 （本体 130,000 円）
11. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 1 巻（1）
〈慶應義塾図書館、昭和 12〉460 頁 4-7568-0555-8 定価 14,300 円
12. 慶應義塾図書館和漢
図書分類目録 第 1 巻（2）
〈慶應義塾図書館、昭和 12〉460 頁 4-7568-0556-6 定価 14,300 円
13. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 1 巻（3）
〈慶應義塾図書館、昭和 12〉460 頁 4-7568-0557-4 定価 14,300 円
14. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 2 巻（1）
〈慶應義塾図書館、昭和 14〉
520 頁 4-7568-0558-2 定価 16,500 円
15. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 2 巻（2）
〈慶應義塾図書館、昭和 14〉510 頁 4-7568-0559-0
定価 16,500 円
16. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 2 巻（3）
〈慶應義塾図書館、昭和 14〉470 頁 4-7568-0560-4 定価 14,300 円
17. 慶
應義塾図書館和漢図書分類目録 第 4 巻（1）
〈慶應義塾図書館、昭和 11〉430 頁 4-7568-0561-2 定価 13,200 円
18. 慶應義塾図書館和漢図書分
類目録 第 4 巻（2）
〈慶應義塾図書館、昭和 11〉440 頁 4-7568-0562-0 定価 14,300 円
19. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 5 巻（1）
〈慶
應義塾図書館、昭和 17〉390 頁 4-7568-0563-9 定価 12,100 円
20. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録 第 5 巻（2）
〈慶應義塾図書館、昭和 17〉
/ 慶應義塾図書館蔵 江戸期地誌紀行類目録稿含・寺社略縁起類〈慶應義塾大学三田情報センター、昭和 47〉400 頁 4-7568-0564-7 定価 13,200 円
● 3 回 10 巻（21-30 巻）
［1998.4］4-283-00301-8
定価 143,000 円 （本体 130,000 円）
21. 増訂 南葵文庫蔵書目録（1）
〈南葵文庫、明治 41/ 大正 9〉410 頁 4-7568-0694-5 定価 16,500 円
22. 増訂 南葵文庫蔵書目録（2）
〈南葵文庫、
明治 41〉420 頁 4-7568-0695-3 定価 16,500 円
23. 増訂 南葵文庫蔵書目録（3）
〈南葵文庫、明治 41〉420 頁 4-7568-0696-1 定価 16,500 円
24. 増訂 南葵文庫蔵書目録（4）
〈南葵文庫、大正 2〉420 頁 4-7568-0697-X 定価 16,500 円
25. 東京国立博物館蔵書目録 和書 2〈東京国立博
物館、昭和 32〉490 頁 4-7568-0698-8 定価 15,400 円
26. 栃木県立図書館所蔵 黒崎文庫目録〈栃木県立図書館、昭和 43〉/ 義太夫浄瑠璃本目
録 鶴澤清六遺文庫・鶴澤綱造遺文庫・竹本彌太夫遺文庫〈大阪市立中央図書館、昭和 42〉/ 義太夫浄瑠璃本目録 野澤吉兵衛遺文庫〈大阪市立中
央図書館、昭和 56〉/ 名古屋大学蔵書目録 古書の部第 1 集 神宮皇学館文庫〈名古屋大学附属図書館、昭和 37〉430 頁 4-7568-0699-6 定価
12,100 円
27. 三原図書館 古書目録 第 1 集・貴重書〈三原図書館、昭和 28〉/ 和漢書目録 1,2〈熊谷市立熊谷図書館、昭和 35/ 昭和 36〉/ 尾道
市立尾道図書館 古和書漢籍目録〈尾道市立尾道図書館、昭和 39〉/ 富山県立図書館所蔵志田文庫目録〈富山県立図書館、昭和 28〉410 頁 4-75680700-3 定価 13,200 円
28. 蔵書目録 工藤文庫篇〈青森県立図書館、昭和 47〉/ 日本大学総合図書館蔵書目録 第 8 輯 往来物目録〈日本大学
総合図書館、昭和 49〉/ 素行文庫目録〈平戸素行会、昭和 19〉360 頁 4-7568-0701-1 定価 12,100 円
29. 東京教育大学国語学研究室蔵書目録〈東
京教育大学国語学研究室、昭和 42〉/ 今治市河野美術館図書分類目録〈土田衛他、昭和 49〉/ 大韓民国国立 ソウル大学校図書館蔵日本古典籍目録〈須
田悦生、昭和 57〉/ 大韓民国国立ソウル大学校図書館蔵日本古典籍目録（続）
〈須田悦生、昭和 58〉/ 台湾大学研究図書館蔵日本古典籍目録〈須田悦生、
昭和 59〉400 頁 4-7568-0702-X 定価 12,100 円
30. 北岡文庫蔵書解説目録 細川幽斎関係文学書〈熊本大学法文学部国文学研究室、昭和 36〉/
北岡文庫蔵書解説目録（続）
〈長谷川強・野口元大、昭和 38〉/ 北海道国文学文献目録〈野田壽雄他、昭和 42/ 昭和 43〉/ 山崎文庫目録〈大阪女子大学
附属図書館、昭和 47〉390 頁 4-7568-0703-8 定価 12,100 円
● 4 回 10 巻（31 ～ 40 巻）
［1998.12］4-283-00302-6
定価 111,100 円 （本体 101,000 円）
31. 八戸市立図書館国書分類目録 1,2〈八戸市立図書館、昭和 53/ 昭和 56〉400 頁 4-283-00000-0 定価 11,000 円
32. 八戸市立図書館国書分類目録
3〈八戸市立図書館、昭和 57〉/ 弘前大学附属図書館 山本文庫目録・田名部文庫目録〈弘前大学附属図書館、昭和 45〉370 頁 4-283-00001-9 定価
11,000 円
33. 小西文庫和漢書目録〈宮城県図書館、昭和 58〉/ 青柳・今泉・大槻・養賢堂文庫和漢書目録〈宮城県図書館、昭和 59〉270 頁 4-28300002-7 定価 8,800 円
34. 伊達文庫目録〈宮城県図書館、昭和 62〉390 頁 4-283-00003-5 定価 12,100 円
35. 宮城県図書館和古書目録〈宮
城県図書館、平成 3〉490 頁 4-283-00004-3 定価 15,400 円
36. 宮城県図書館漢籍分類目録〈宮城県図書館、昭和 60〉570 頁 4-283-00005-1 定価
15,400 円
37. 東書文庫所蔵 教科用図書目録 第 1 集（1）
〈東書文庫、昭和 54〉370 頁 4-283-00006-X 定価 8,800 円
38. 東書文庫所蔵 教科用
図書目録 第 1 集（2）
〈東書文庫、昭和 54〉470 頁 4-283-00007-8 定価 9,900 円
39. 東書文庫所蔵 教科用図書目録 第 2 集（1）
〈東書文庫、昭和 60〉
310 頁 4-283-00008-6 定価 7,700 円
40. 東書文庫所蔵 教科用図書目録 第 2 集（2）
〈東書文庫、昭和 60〉490 頁 4-283-00009-4 定価 11,000 円
古辞書影印資料叢刊

版本 和訓栞

全7巻

近思文庫古辞書研究会編 A5 判

4-7568-0533-7

定価 143,000 円 （本体 130,000 円）
残部数セット

／大友信一監修／木村晟・片山晴賢・三澤成博編［大空社 1998］
■谷川士清『版本 和訓栞』前中後編（安永 6- 明治 20）に『桑家漢語抄』を付載。
古辞書抄物

全 19 巻

近思文庫古辞書研究会／大友信一・佐藤武義・木村晟・片山晴賢編
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残１

韻府群玉・玉塵抄

［大空社 1998-99］B5 判 定価 374,000 円 （本体 340,000 円）
■重要な口語資料、元・明代の詩作用韻書（漢語逆引き辞書）『韻府群玉』、その講釈書『玉塵抄』（1563）。
● 1 回 5 巻『韻府群玉（巻 1 ～ 38）
』［1998.6］4-7568-0743-7 定価 110,000 円 （本体 100,000 円）
● 2 回 7 巻『玉塵抄（巻 1 ～ 24）
』［1998.1］4-7568-0744-5 定価132,000 円 （本体120,000 円）
●3 回 7 巻『玉塵抄（巻25 ～55）
［1999.9］4-7568-0745-3 定価132,000 円 （本体120,000 円）
』

在庫僅少

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）
❖品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。
この機会に改めてご検討お願いいたします。

2021 . 5.20

全 31 巻

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

木村晟編［大空社 1995-97］A5 判（全 4 回配本）

残１

古辞書研究資料叢刊

学術資料出版

■中世～近世の貴重な古辞書を収録。影印あるいは翻字、対照校異、和訓・見出し語索引などを付す。
● 1 回 9 巻（1-3,5,7-10,13 巻）
［1995.11］
1. 聚分韻略（刊本）＊典拠資料（漢文注）
〈南北朝後期〉670 頁 4-7568-0098-X 定価 17,087 円 （本体 15,534 円）
2. 平他字類抄（写本）
＊影印〈江戸前期〉
／文鳳抄・巻十「秘抄」
（写本）
＊翻字・和訓及び漢字索引〈弘安 1・鎌倉末期〉380 頁 4-7568-0099-8
定価 10,145 円 （本体 9,223 円）
3. 色葉字平它（写本）＊翻字・和訓索引〈室町後期〉／色葉集（写本）＊翻字・和訓索引〈天正 16〉／伊露葩字（写本） ＊翻字・和訓索引〈室町後期〉
500 頁 4-7568-0100-5 定価 13,883 円 （本体 12,621 円）
5. 【品切】 和訓押韻（写本）＊三本対照校異〈室町末期～江戸前期〉／韻字記（写本）＊翻字〈江戸前期〉／漢和三五韻（刊本） ＊翻字〈貞享 3〉
7. 法花文句難字書（写本）
＊影印・翻字・和訓索引〈室町末期〉
／法華経文字声韻音訓篇集（刊本）＊影印〈慶長 18〉 400 頁 4-7568-0104-8
定価 10,680 円 （本体 9,709 円）
8. 新撰類聚往来（刊本）＊影印・翻字〈慶安 1〉／延命字学集（刊本）＊翻字・影印・和訓索引〈元禄 12〉440 頁 4-7568-0105-6 定価 11,748 円 （本
体 10,680 円）

残１

9. 節用残簡（写本）＊翻字・和訓索引〈室町後期〉／快言抄（写本）＊影印〈大永 4〉280 頁 4-7568-0106-4 定価 10,145 円 （本体 9,223 円）
10. 雅言俗語俳諧翌檜（刊本）＊翻字・和訓索引・対照表〈安永 8〉310 頁 4-7568-0107-2 定価 8,544 円 （本体 7,767 円）
13. 【品切】 日本一鑑「寄語」
（刊本）
＊翻字・典拠資料対照〈中国明代 (1565 頃）
〉
／方言類釈（刊本）
＊翻字〈韓国正祖 2(1778 頃）
〉
● 2 回 4 巻（4,6,11,12 巻）
［1996.6］4-283-00317-4
定価 40,583 円 （本体 36,894 円）
4. 新韻集（写本）＊翻字・和訓索引〈万里集九撰〉440 頁 4-7568-0101-3 定価 11,748 円 （本体 10,680 円）
6. 和漢新撰下学集（刊本）＊影印・見出し語索引〈正徳 4〉380 頁 4-7568-0103-X 定価 11,748 円 （本体 10,680 円）
11. 仮名文字遣（写本）＊影印・翻字・和訓索引〈天正 6〉／仮名文字遣（刊本）＊影印・和訓索引〈元禄 11〉450 頁 4-7568-0108-0
定価 8,544 円 （本体 7,767 円）
12. 運歩色葉集（写本）＊影印・和訓索引〈天正 15〉410 頁 4-7568-0109-9 定価 8,544 円 （本体 7,767 円）
● 3 回 【品切】 7 巻（14-20 巻）
［1996.11］
● 4 回 【品切】 11 巻（21-31 巻）
［1997.9］

押韵 / 打聞集

国語国文学術研究書シリーズ ［大空社 1998］B5 判

残部数セット

押韵 近藤良一監修／木村晟・草彅高興・片山晴賢編［1998.3］4-7568-0706-2
定価 8,800 円 （本体 8,000 円）
■〈慶長 2 写本、国立国会図書館蔵〉影印。連歌や和漢・漢和聯句のための韻の辞書。古辞書研究重要文献。
打聞集 木村晟編［1998.3］4-7568-0707-0
定価 11,000 円 （本体 10,000 円）
■〈長承 3 写本、古典保存会複製本、昭和 2〉影印・翻字／漢字画引索引。院政期の仏教説話集の原本に忠実な翻字本文と、コンテクスト方式に
基づいた漢字索引を収録。

貞丈雑記

全 4 巻 伊勢貞丈著［大空社 2012］A5 判 978-4-283-00823-6
定価 79,200 円 （本体 72,000 円）
複刻版
■〈天保 14〉。日本のしきたり・礼法と生活文化のルーツが分かる不朽の名著。江戸期故実書の最高峰を原典＝江戸期版本により完全複刻。
完本

名将言行録

全5巻

岡谷繁実著［大空社 2016.2］A5 判

978-4-283-01323-0

定価 107,800 円 （本体 98,000 円）

■知る人ぞ知る名著の原典を初めて続編を含む完本で複刻！名将はその時、何を思い、考え、どう行動したか…日本史上の重要人物 218 名の“人間像”
が鮮明に迫ってくる！
1. 名将言行録・前編上冊
2. 名将言行録・前編下冊
3. 名将言行録・後編上冊
4. 名将言行録・後編下冊〈以上、明治 43（初版明治 29）〉
5. 続名将言行録〈明治 44〉

〈大空社デジタル資料叢書［USB 版］〉

古今要覧稿

Ver.1.0 1 本
定価 44,000 円 （本体 40,000 円）

古今要覧稿

屋代弘賢編［2015.5］4-283-01247-9

■質と量で圧倒！近世の〈類書〉で最大の業績。日本の事物・故実考証に必携の大叢書。底本＝「国
書刊行会叢書」版全 6 冊〈明治 38〉。

有朋堂文庫

4-283-01244-8

Ver.2.0 1 本 上田万年・関根正直・藤井乙男監修、塚本哲三編集［2015.2］
定価 88,000 円 （本体 80,000 円）

■『有朋堂文庫』
（大正 15 ～昭和 2 年、有朋堂書店）全 121 巻・471 作品。総約 81,000 頁。多くの
知識人・著名人を楽しませた魅力ある日本古典の宝庫。

群書類従

Ver.2.0 1 本

塙保己一編纂［2015.3］4-283-01243-1

定価 55,000 円 （本体 50,000 円）
■国書・古典究極の叢書。25 部分類・全 530 巻 666 冊。続群書類従完成会版・全 30 巻（大空社
刊 CD-ROM 版を PDF 化）。

北斎漫画

Ver.2.0 1 本
定価 38,500 円 （本体 35,000 円）

葛飾北斎画・大空社編［2015.5］4-283-01246-2

■初の〈本格〉デジタル化。
「見る」から「引く」へ、
「使える」北斎漫画の誕生！初の画題総索引化。
思いつくことばで自由自在に検索できる！
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有朋堂文庫原本

