
図書検索結果リスト
資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0111599239 赤穂義士 江戸ばなし 第

14冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111412466 アジア仏教史 日本編 7 江戸仏教 中村 元/[ほか]監修・編集 佼成出版社 1976 1802/ﾅ72
0111393179 新井白石 日本歴史新書 宮崎道生/著 至文堂 1957 2100/ﾆ55
0111702288 家康の臣僚 武将篇 中村孝也/著 人物往来社 1968 281/ﾅ68
0111418851 異国日記抄 村上直次郎/校註 三秀舎 1911 2105/ﾑ11
0111622064 維新前後の政争と小栗上野の死 蜷川新/著 日本書院 1928 15

版
289/ｵ28

0111419073 維新前史の研究 井野辺/茂雄 著 中央館書店 1935 2106/ｲ35
0111402525 出雲戯曲集 竹田出雲/著 国民文庫刊行会 1910 918/ｺ12
0111904199 異説日本史 第6巻-[1] 人物篇 6 雄山閣編輯局 著 雄山閣 1931 2101/ﾆ31/6
0111904181 異説日本史 第6巻-[2] 人物篇 7 雄山閣編輯局 著 雄山閣 1932 2101/ﾆ31/6
0111904173 異説日本史 第6巻-[3] 人物篇 8 雄山閣編輯局 著 雄山閣 1932 2101/ﾆ31/6
0111884201 浮世の有様 1 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1917 2100/ｺ14/1
0111884193 浮世の有様 2 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1917 2100/ｺ14/2
0111884185 浮世の有様 3 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1917 2100/ｺ14/3
0111884177 浮世の有様 4 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1917 2100/ｺ14/4
0111884284 浮世の有様 5 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1917 2100/ｺ14/5
0111884276 浮世の有様 6 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1920 2100/ｺ14/6
0111404448 越前藩幕末維新公用日記 本多修理/著 谷口初意/校訂 福井県郷土誌懇話

会
1974 2144/ﾎ74

0111392783 江戸 日本歴史新書 野村/兼太郎 著 至文堂 1966 2100/ﾆ55
0111417010 江戸 自第1号至第8号 江戸旧事采訪会/編輯 江戸旧事采訪会 1915・

1916
2136/ｴ15/1

0111417127 江戸 自第9号至第16号 江戸旧事采訪会/編輯 江戸旧事采訪会 1916 2136/ｴ15/9
0111417119 江戸 自第17号至第24号 江戸旧事采訪会/編輯 江戸旧事采訪会 1916・

1917
2136/ｴ15/17

0111417101 江戸 自第25号至第32号 江戸旧事采訪会/編輯 江戸旧事采訪会 1917・
1918

2136/ｴ15/25

0111417093 江戸 自第33号至第39号 江戸旧事采訪会/編輯 江戸旧事采訪会 1918 
1920

2136/ｴ15/33

0111614889 江戸生 上 山東 京伝/作 米山堂 1938 9135/ｻ38/1
0111614897 江戸生 中 山東 京伝/作 米山堂 1938 9135/ｻ38/2
0111614905 江戸生 下 山東 京伝/作 米山堂 1938 9135/ｻ38/3
0111589933 江戸開城 海音寺/潮五郎 著 新潮社 1976 9136/ｶ76
0112143524 江戸開城 新潮文庫 海音寺/潮五郎 著 新潮社 1987.11 9136/ｶ87
0111962940 江戸切絵図集成 第1巻 吉文字屋板・

新編江戸安見
図

斎藤/直成 編 中央公論社 1981.8 2913/ｻ81/1
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図書検索結果リスト
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0111962932 江戸切絵図集成 第2巻 近江屋板 上 斎藤/直成 編 中央公論社 1981 2913/ｻ81/2
0111962924 江戸切絵図集成 第3巻 近江屋板 下 斎藤/直成 編 中央公論社 1981.11 2913/ｻ81/3
0111962916 江戸切絵図集成 第4巻 尾張屋板 上 斎藤/直成 編 中央公論社 1982.1 2913/ｻ81/4
0111962890 江戸切絵図集成 第5巻 尾張屋板 下 斎藤/直成 編 中央公論社 1982.3 2913/ｻ81/5
0111962908 江戸切絵図集成 第6巻 平野屋板 他

索引
斎藤/直成 編 中央公論社 1984.11 2913/ｻ81/6

0111582326 江戸切支丹屋敷の史蹟 山本 秀煌/著 イデア書院 1924 1902/ﾔ24
0111909792 江戸雑話 三田村 鳶魚/著 春陽堂 1927 3821/ﾐ27
0111971651 江戸時代史 上1 綜合日本史大

系
栗田 元次/著 内外書籍 1939 2101/ｿ39/1

0111971768 江戸時代史 上2 綜合日本史大
系

栗田 元次/著 内外書籍 1939 2101/ｿ39/1

0111971750 江戸時代史 上3 綜合日本史大
系

栗田 元次/著 内外書籍 1940 2101/ｿ39/1

0111971743 江戸時代史 下1 綜合日本史大
系

栗田 元次/著 内外書籍 1939 2101/ｿ39/3

0111971735 江戸時代史 下2 綜合日本史大
系

栗田 元次/著 内外書籍 1939 2101/ｿ39/3

0111555330 江戸時代小説・脚本・浄瑠璃・
随筆飜刻物索引

尾崎/久弥 著 春陽堂 1927 0273/ｵ27

0111972105 江戸時代女流文学全集 第1巻 古谷/知新 編 日本図書センター 1979 9186/ﾌ79/1

0111566535 江戸時代女流文学全集 第2巻 古谷/知新 編 日本図書センター 1979 9186/ﾌ79/2

0111566543 江戸時代女流文学全集 第3巻 古谷/知新 編 日本図書センター 1979 9186/ﾌ79/3

0111566550 江戸時代女流文学全集 第4巻 古谷/知新 編 日本図書センター 1979 9186/ﾌ79/4

0111909982 江戸時代之大奥 江戸時代文化
史叢書

横井/春野 著 近世日本文化史研
究会

1928 384/ﾖ28

0111392650 江戸時代の芸能 日本歴史新書 池田/弥三郎 著 至文堂 1978 2100/ﾆ55
0111932570 江戸時代の角力 三木 愛花/著 近世日本文化史研

究会
1928 7881/ﾐ28

0111909909 江戸時代の男女関係 田中 香涯/著 博文閣出版部 1929 384/ﾀ29
0111971958 江戸時代文学考説 石田 元季/著 中西書房 1928 9102/ｲ28
0111971784 江戸時代文芸資料 第1 国書刊行会 1916 9186/ｴ16/1
0111971776 江戸時代文芸資料 第2 国書刊行会 1916 9186/ｴ16/2
0111971883 江戸時代文芸資料 第3 国書刊行会 1916 9186/ｴ16/3
0111971875 江戸時代文芸資料 第4 国書刊行会 1916 9186/ｴ16/4
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0111971867 江戸時代文芸資料 第5 国書刊行会 1916 9186/ｴ16/5
0111971719 江戸城大奥列伝 海音寺/潮五郎 著 講談社 1984.12 2105/ｶ84
0111604062 江戸城とその周辺 日本城郭協会/編 日本城郭協会出版

部
1961 5218/ﾆ61

0111604070 江戸城とその周辺 日本城郭協会/編 日本城郭協会出版
部

1961 5218/ﾆ61

0111962833 江戸商売図絵 三谷/一馬 著 青蛙房 1963 3843/ﾐ63
0111909974 江戸生活研究 第1輯 彗星編輯部/編 春陽堂 1929 384/ｼ29/1
0111909925 江戸生活研究 第2輯 彗星編輯部/編 春陽堂 1929 384/ｼ29/2
0111967782 江戸生活事典 三田村/鳶魚 [著] 稲垣/史生 

編
青蛙房 1959 3821/ｲ59

0111909891 江戸生活のうらおもて 三田村 鳶魚/著 民友社 1930 3821/ﾐ30
0111904512 江戸叢書 巻の1 嘉陵紀行 江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/1
0111904629 江戸叢書 巻の2 江戸名所記 江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/2
0111904611 江戸叢書 巻の3 十方庵遊歴雑

記 第1編
江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/3

0111904603 江戸叢書 巻の4 十方庵遊歴雑
記 第2編

江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/4

0111904595 江戸叢書 巻の5 十方庵遊歴雑
記 第3編

江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/5

0111904587 江戸叢書 巻の6 十方庵遊歴雑
記 第4編

江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/6

0111904579 江戸叢書 巻の7 十方庵遊歴雑
記 第5編

江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/7

0111904686 江戸叢書 巻の8 江戸風俗惣ま
くり

江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/8

0111904678 江戸叢書 巻の9 安政乙卯武江
地動之記

江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/9

0111904660 江戸叢書 巻の10 時雨廼袖 江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/10

0111904652 江戸叢書 巻の11  野茗談 江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/11

0111904645 江戸叢書 巻の12 武江年表 江戸叢書刊行会 編 名著刊行会 1964 2105/ｴ64/12

0111415576 江戸地名字集覧 三村/清三郎 著 岡書院 1929 2903/ﾐ29
0111909479 江戸っ子 3版 三田村 鳶魚/著 早稲田大学出版部 1933 3804/ﾐ33

0112198395 江戸伝説 佐藤 隆三/著 坂本書店出版部 1926 3881/ｻ26
0111903498 江戸東京歳事記 睦書房 1969 2902/ﾄ68
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0111599478 江戸東京生業物価事典 三好/一光 編 青蛙房 1960 3843/ﾐ60
0111591038 江戸東京風俗語事典 三好一光/編 青蛙房 1959 3803/ﾐ59
0111398533 江戸読本 第1巻第2号 江戸読本社/編 江戸読本社 1938 0512/ｴ38/1
0111398640 江戸読本 第1巻第3号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1938 0512/ｴ38/1
0111398632 江戸読本 第2巻第4号4月号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1939 0512/ｴ38/2
0111398624 江戸読本 第2巻第5号5月号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1939 0512/ｴ38/2
0111398616 江戸読本 第2巻第8号8月号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1939 0512/ｴ38/2
0111398608 江戸読本 第2巻第9号9月号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1939 0512/ｴ38/2
0111398590 江戸読本 第2巻第10号10月号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1939 0512/ｴ38/2
0111398707 江戸読本 第2巻第11号11月号 江戸読本社/[編] 江戸読本社 1939 0512/ｴ38/2
0111910204 江戸年中行事 三田村 鳶魚/著 春陽堂 1927 3868/ﾐ27
0111599270 江戸の衣食住 江戸ばなし 第

10冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1957 3821/ﾐ56

0111909487 江戸の噂 4版 三田村 鳶魚/著 春陽堂 1926 3804/ﾐ26
0111972063 江戸の絵本 1 初期草双紙集成 小池/正胤 編 叢の会 編 国書刊行会 1987.5 9135/ｺ87/1

0111972055 江戸の絵本 2 初期草双紙集成 小池/正胤 編 叢の会 編 国書刊行会 1987.11 9135/ｺ87/2

0111972048 江戸の絵本 3 初期草双紙集成 小池/正胤 編 叢の会 編 国書刊行会 1988.6 9135/ｺ87/3

0111972030 江戸の絵本 4 初期草双紙集成 小池/正胤 編 叢の会 編 国書刊行会 1989.6 9135/ｺ87/4

0111967790 江戸の思い出上野と浅草 三田村 玄竜/著 崇文堂 1922 3821/ﾐ22
0111591004 江戸の女 三田村 玄竜/著 早稲田大学出版部 1934 380/ﾐ34

0111599213 江戸の女 江戸ばなし 第
3冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1956 3821/ﾐ56

0112198494 江戸の巷説 竜居/松之助 著 国史講習会 1917 384/ﾀ17
0111599312 江戸の史蹟 江戸ばなし 第

18冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111967808 江戸の史蹟 江戸ばなし 第
18冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111909875 江戸の白浪 泥坊の話 三田村/鳶魚 著 早稲田大学出版部 1933 3821/ﾐ33

0111967691 江戸の生活 大東名著選 三田村 鳶魚/著 大東出版社 1941 3821/ﾐ41
0111909990 江戸売笑記 3版 宮川 曼魚/著 批評社 1927 384/ﾐ27
0114706575 江戸幕府職官考 1 東京都公文書

館所蔵
総論 萩野/由之 編纂 増田/于信 編

纂
文化図書 2010.12 322.1/ｴ

010/1
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0114706583 江戸幕府職官考 2 東京都公文書

館所蔵
沿革 5 7 萩野/由之 編纂 増田/于信 編

纂
文化図書 2010.12 322.1/ｴ

010/2
0114706591 江戸幕府職官考 3 東京都公文書

館所蔵
沿革 8 10 萩野/由之 編纂 増田/于信 編

纂
文化図書 2010.12 322.1/ｴ

010/3
0114706609 江戸幕府職官考 4 東京都公文書

館所蔵
奉行所 萩野/由之 編纂 増田/于信 編

纂
文化図書 2010.12 322.1/ｴ

010/4
0114706617 江戸幕府職官考 5 東京都公文書

館所蔵
殿中 萩野/由之 編纂 増田/于信 編

纂
文化図書 2011.2 322.1/ｴ

010/5
0114706625 江戸幕府職官考 6 東京都公文書

館所蔵
評定所 萩野/由之 編纂 増田/于信 編

纂
文化図書 2011.2 322.1/ｴ

010/6
0114706633 江戸幕府職官考 7 東京都公文書

館所蔵
留守居 台所賄
方 浜吹上諸役
作事普請方

萩野/由之 編纂 増田/于信 編
纂

文化図書 2011.2 322.1/ｴ
010/7

0114706641 江戸幕府職官考 8 東京都公文書
館所蔵

寄合小普請 火
消 廣敷 大奥

萩野/由之 編纂 増田/于信 編
纂

文化図書 2011.2 322.1/ｴ
010/8

0114706658 江戸幕府職官考 9 東京都公文書
館所蔵

雑職 1・2 萩野/由之 編纂 増田/于信 編
纂

文化図書 2011.5 322.1/ｴ
010/9

0114706666 江戸幕府職官考 10 東京都公文
書館所蔵

遠国 1・2・3 萩野/由之 編纂 増田/于信 編
纂

文化図書 2011.5 322.1/ｴ
010/10

0114706674 江戸幕府職官考 11 東京都公文
書館所蔵

遠国 4・5 萩野/由之 編纂 増田/于信 編
纂

文化図書 2011.5 322.1/ｴ
010/11

0114706682 江戸幕府職官考 12 東京都公文
書館所蔵

遠国 6・7 萩野/由之 編纂 増田/于信 編
纂

文化図書 2011.5 322.1/ｴ
010/12

0111967741 江戸幕府撰国絵図の研究 川村/博忠 著 古今書院 1984.2 2910/ｶ84
0111972121 江戸幕府ノ米価調節 法律学経済学

研究叢書
本庄 栄治郎/著 京都法学会 1916 3378/ﾎ16

0111900940 江戸幕府法の研究 茎田/佳寿子 著 巌南堂書店 1980.3 3221/ｸ80
0111971818 江戸幕府役職集成 笹間良彦/著 雄山閣出版 1965 2105/ｶ65
0111909628 江戸繁昌記 寺門 静軒/著 佐藤 進一/訳 春陽堂 1929 3821/ｻ29
0111589677 江戸繁昌記 初篇 静軒居士/著 克己塾 天保

3(1832)
3821/ｾ832/1

0111589669 江戸繁昌記 2篇 静軒居士/著 克己塾 天保 3821/ｾ832/2

0111589651 江戸繁昌記 3篇 静軒居士/著 克己塾 天保
5(1834)

3821/ｾ832/3

0111589644 江戸繁昌記 4篇 静軒居士/著 克己塾 天保
6(1835)

3821/ｾ832/4
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0111589636 江戸繁昌記 5篇 静軒居士/著 克己塾 天保

7(1836)
3821/ｾ832/5

0111599155 江戸繁昌記 6篇 静軒居士/著 克己塾 天保 3821/ｾ832/6

0111900957 江戸火消年代記 藤口/透吾 編著 創思社 1962 3177/ﾌ62
0111972113 江戸火消年代記 藤口/透吾 編著 創思社 1962 3177/ﾌ62
0111962775 江戸百話 三田村/鳶魚 著 大日社 1939 380/ﾐ39
0112584263 江戸風俗図絵 黒川/真道 編 柏美術出版 1993.11 382.1/ｸ93
0111967774 江戸編年事典 稲垣 史生/編 青蛙房 1980 3821/ｲ66
0111967733 江戸・町づくし稿 別巻 岸井/良衛 著 青蛙房 1976 2913/ｷ

65/5000
0111913133 江戸・町づくし稿 上巻 岸井/良衛 著 青蛙房 1975 2105/ｷ65/1
0111967725 江戸・町づくし稿 中巻 岸井/良衛 著 青蛙房 1975 2913/ｷ65/2
0111913125 江戸・町づくし稿 下巻 岸井/良衛 著 青蛙房 1975 2105/ｷ65/3
0111410718 江戸町奉行事蹟問答 佐久間/長敬 著 南/和男 校注 人物往来社 1967 2105/ｻ67

0111393039 江戸・明治時代の経済学者 日本歴史新書 本庄栄治郎/著 至文堂 1962 2100/ﾆ55
0111393203 江戸・明治時代の経済学者 日本歴史新書 本庄栄治郎/著 至文堂 1962 2100/ﾆ55
0112198478 江戸物語 江戸文学研究会/編 三星社 1927 9102/ｴ27
0114581598 江戸吉原叢刊 第1巻 遊女評判記 1 江戸吉原叢刊刊行会 編 八木書店 2010.2 384.9/ｴ

010/1
0114581606 江戸吉原叢刊 第2巻 遊女評判記 2 江戸吉原叢刊刊行会 編 八木書店 2010.4 384.9/ｴ

010/2
0114706559 江戸吉原叢刊 第3巻 遊女評判記 3 江戸吉原叢刊刊行会 編 八木書店 2010.8 384.9/ｴ

010/3
0114706567 江戸吉原叢刊 第4巻 遊女評判記 4 江戸吉原叢刊刊行会 編 八木書店 2011.3 384.9/ｴ

010/4
0111909933 江戸猥談 坂田 俊夫/著 成光館出版部 1928 384/ｻ28
0111909396 江戸は過ぎる 4版 漫談 河野 桐谷/編 万里閣書房 1929 3804/ｺ29
0111398244 絵本江戸風俗往来 東洋文庫 50 菊池/貴一郎 著 鈴木/棠三 編 平凡社 1965.9 081/ﾄ63

0111599262 御家騒動 江戸ばなし 三田村鳶魚/著 青蛙房 1957 3821/ﾐ56
0111575627 奥羽沿革史論 日本歴史地理学会 編輯 仁友社 1916 212/ﾆ16
0111909834 お江戸の話 三田村 鳶魚/著 雄山閣 1924 3821/ﾐ24
0111608881 御江戸名所方角書 1869 2913/ﾆ793
0111909719 大江戸の思出 竜居/松之助 著 大同館書店 1917 3821/ﾀ17
0112315049 想い出の作家たち 1 文芸春秋/編 文芸春秋 1993.10 9102/ﾌ92/1
0114252026 想い出の作家たち 1 文芸春秋/編 文芸春秋 1993.10 910.2/ﾌ93/1
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0111909768 温故知新江戸の花 博文館叢書 尚古堂主人/著 博文館 1890 3821/ﾉ900
0111599338 女の世の中 江戸ばなし 第

16冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111599320 加賀騒動実記 江戸ばなし 第
17冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111952040 荷風随筆 2 永井/壮吉 著 岩波書店 1981.12 9146/ﾅ82/2
0111624458 岐阜県史 史料編近世6付録 岐阜県/編集 岐阜県 [196-] 2153/ｷﾞ65
0111602025 奇兵隊史録 平尾道雄/著 河出書房 1944 2105/ﾋ44
0111393310 旧事諮問録 青蛙選書 3 東京帝国大学史談会 編 三好/

一光 校注
青蛙房 1982 2105/ﾄ64

0111599288  客と角力 江戸ばなし 第
9冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1957 3821/ﾐ56

0113604318 凶刃 用心棒日月抄 新潮文庫 藤沢/周平 著 新潮社 1994.9 913.6/ﾌ94
0111622312 享保江戸図二十年 須原 治右衛門/[作] 須原治右衛門 享保

20(1735)
2136/ﾄ14

0111622320 享保五年分間江戸大絵図 須原 治右衛門/[作] 須原治右衛門 享保
5(1720)

2136/ﾄ14

0111393286 享保通鑑 日本史料選書
24

辻/達也 校訂 近藤出版社 1984.12 2105/ﾂ84

0114581861 近世芸苑譜 野間光辰/著 八木書店 1985.11 910.2/ﾉ85
0114707045 近世日本風俗事典 江馬/務 監修 西岡/虎之助 監

修 浜田/義一郎 監修
日本図書センター 2011.3 382.1/ﾆ011

0111630182 近世の学芸 史伝と考証 三古会 編 八木書店 1976 9102/ｻ76
0111909958 劇評と随筆 下巻 江戸趣味の話 山本/勝太郎 著 宝文館 1929 383/ﾔ29/3
0111406146 現代人の日本史 17 幕末の動乱 河出書房新社 1961 2101/ｹﾞ

58/17
0111613204 県治要略 徳川幕府 青蛙選書 6 安藤/博 編 青蛙房 1965 2105/ｱ65
0111909644 元禄世相志 斎藤/隆三 著 博文館 1905 3821/ｻ05
0111418463 孝明天皇紀 綱文 宮内省先帝御事蹟取調掛/編 平安神宮 1971 2105/ｺ67
0111884334 古今武家盛衰記 1 国史叢書 黒川/真道 編 国史研究会 1914 2100/ｺ14/1
0111884326 古今武家盛衰記 2 国史叢書 国史研究会 1914 2100/ｺ14/2
0114569957 古板江戸図集成 別巻 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1960.08 291.3/ｺ59

0114569874 古板江戸図集成 巻1 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1959.01 291.3/ｺ59/1

0114569882 古板江戸図集成 巻2 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1958.10 291.3/ｺ59/2
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図書検索結果リスト
資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0114569890 古板江戸図集成 巻3 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1959.05 291.3/ｺ59/3

0114569908 古板江戸図集成 巻4 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1958.11 291.3/ｺ59/4

0114569916 古板江戸図集成 巻5 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1959.03 291.3/ｺ59/5

0114569924 古板江戸図集成 巻6 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1959.07 291.3/ｺ59/6

0114569932 古板江戸図集成 巻7 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1959.09 291.3/ｺ59/7

0114569940 古板江戸図集成 巻8 古板江戸図集成刊行会/[編] 中央公論美術出版 1960.01 291.3/ｺ59/8

0111910055 娯楽の江戸 3版 三田村 鳶魚/著 恵風館 1925 3848/ﾐ25
0111590147 西郷隆盛 14 江戸城受け渡

し
海音寺/潮五郎 著 朝日新聞社 1980.7 9136/ｶ77/14

0111414900 三州諸家史(氏の研究)薩州満家
院史

三州郷土史研究会/編 国土社 1965.11 2197/ｻ65

0113604029 三州諸家史(氏の研究)薩州満家
院史

三州郷土史研究会/編 国土社 1965.11 219.7/ｻ65

0111599254 四季の生活 江戸ばなし 第
12冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1957 3821/ﾐ56

0111599114 史実と芝居と 江戸の人物 三田村/鳶魚 著 青蛙房 1956 3821/ﾐ56
0111599189 市井の風俗 江戸ばなし 第

7冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1957 3821/ﾐ56

0111599205 実説芝居ばなし 江戸ばなし 第
4冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1956 3821/ﾐ56

0111909917 趣味史談江戸城大奥秘史 武田 完二/著 大同館 1934 384/ﾀ34
0111581443 趣味の日本史 第4巻 3版 新保 磐次/著 金港堂書籍 1928 2101/ﾆ26/4
0111581435 趣味の日本史 第5巻 新保 磐次/著 金港堂書籍 1926 2101/ﾆ26/5
0111599346 将軍と大名 江戸ばなし 第

15冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111872982 史料綜覧 巻14 江戸時代 1 東京大学史料編纂所 編 東京大学出版会 1982.3 21008/ﾄ
81/14

0111872974 史料綜覧 巻15 江戸時代 2 東京大学史料編纂所 編 東京大学出版会 1982.3 21008/ﾄ
81/15

0111872966 史料綜覧 巻16 江戸時代 3 東京大学史料編纂所 編 東京大学出版会 1982.3 21008/ﾄ
81/16

0111872958 史料綜覧 巻17 江戸時代 4 東京大学史料編纂所 編 東京大学出版会 1982.3 21008/ﾄ
81/17
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0111884318 新東鑑 1 国史叢書 黒川/真道 編 国史研究会 1915 2100/ｺ14/1
0111884300 新東鑑 2 国史叢書 黒川/真道 編 国史研究会 1915 2100/ｺ14/2
0111884292 新東鑑 3 国史叢書 黒川/真道 編 国史研究会 1915 2100/ｺ14/3
0111884409 新東鑑 附図 国史叢書 黒川/真道 編 国史研究会 1915 2100/ｺ14
0111810818 新群書類従 第7 書目 国書刊行会 1907 081/ｸﾞ28/7
0111581955 人物日本の歴史 11 江戸の開府 小学館 1975 2101/ｼﾞ

74/11
0111581930 人物日本の歴史 13 江戸の幕閣 小学館 1976 2101/ｼﾞ

74/13
0111608667 新編若葉の梢 江戸西北郊郷土誌 海老沢了之介/著 新編若葉の梢刊行

会
1958 2913/ｴ58

0111967766 図説日本庶民生活史 4 安土桃山-江戸
前期

奈良本/辰也 [ほか]編集 河出書房新社 1962 3808/ﾆ61/4

0111967758 図説日本庶民生活史 5 江戸中期 奈良本/辰也 [ほか]編集 河出書房新社 1962 3808/ﾆ61/5
0111967865 図説日本庶民生活史 6 江戸後期-明治

維新
奈良本/辰也 [ほか]編集 河出書房新社 1962 3808/ﾆ61/6

0111953469 図録 都市生活史事典 原田/伴彦 [ほか]共編 柏書房 1981.11 2105/ﾊ81
0111913406 世事見聞録 青蛙選書 14 武陽隠士 著 本庄/栄治郎 校

訂
青蛙房 1966 2105/ﾌﾞ66

0111589560 仙台戌辰史 復刻 藤原相之助/著 柏書房 1968 2123/ﾌ68
0111581849 綜合日本史大系 第10巻 江戸時代 下 内外書籍 1926 2101/ｿ12/10

0111398210 中国笑話選 江戸小咄との交わり 東洋文庫 24 松枝/茂夫 訳 武藤/禎夫 訳 平凡社 1964.8 081/ﾄ63

0111599296 町人と娯楽 江戸ばなし 第
20冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1959 3821/ﾐ56

0111395208 町人文化 元禄・文化・文政時代
の文化について

日本歴史新書 石田/一良 著 至文堂 1961 2100/ﾆ55

0114472335 重宝記資料集成 第19巻 俗信・年暦 4 長友/千代治 編 臨川書店 2008.3 031.3/ﾅ
004/19

0114472343 重宝記資料集成 第20巻 算法・経世 1 長友/千代治 編 臨川書店 2008.3 031.3/ﾅ
004/20

0114472350 重宝記資料集成 第21巻 算法・経世 2 長友/千代治 編 臨川書店 2006.9 031.3/ﾅ
004/21

0114472368 重宝記資料集成 第22巻 算法・経世 3 長友/千代治 編 臨川書店 2006.9 031.3/ﾅ
004/22

0114472376 重宝記資料集成 第23巻 医方・薬方 1 長友/千代治 編 臨川書店 2006.11 031.3/ﾅ
004/23
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資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0114472384 重宝記資料集成 第24巻 医方・薬方 2 長友/千代治 編 臨川書店 2006.11 031.3/ﾅ

004/24
0114472392 重宝記資料集成 第25巻 医方・薬方 3 長友/千代治 編 臨川書店 2007.1 031.3/ﾅ

004/25
0114472426 重宝記資料集成 第28巻 農業・工業 1 長友/千代治 編 臨川書店 2007.1 031.3/ﾅ

004/28
0114472434 重宝記資料集成 第29巻 農業・工業 2 長友/千代治 編 臨川書店 2007.3 031.3/ﾅ

004/29
0114472442 重宝記資料集成 第30巻 農業・工業 3 長友/千代治 編 臨川書店 2007.3 031.3/ﾅ

004/30
0114472459 重宝記資料集成 第31巻 商業・地誌 1 長友/千代治 編 臨川書店 2007.5 031.3/ﾅ

004/31
0114472467 重宝記資料集成 第32巻 商業・地誌 2 長友/千代治 編 臨川書店 2007.5 031.3/ﾅ

004/32
0114472475 重宝記資料集成 第33巻 料理・食物 1 長友/千代治 編 臨川書店 2005.5 031.3/ﾅ

004/33
0114472509 重宝記資料集成 第36巻 遊芸・遊里 1 長友/千代治 編 臨川書店 2008.1 031.3/ﾅ

004/36
0114472517 重宝記資料集成 第37巻 遊芸・遊里 2 長友/千代治 編 臨川書店 2007.11 031.3/ﾅ

004/37
0114472525 重宝記資料集成 第38巻 遊芸・遊里 3 長友/千代治 編 臨川書店 2008.1 031.3/ﾅ

004/38
0114472533 重宝記資料集成 第39巻 明治以降 1 長友/千代治 編 臨川書店 2007.7 031.3/ﾅ

004/39
0114472541 重宝記資料集成 第40巻 明治以降 2 長友/千代治 編 臨川書店 2007.7 031.3/ﾅ

004/40
0114472558 重宝記資料集成 第41巻 明治以降 3 長友/千代治 編 臨川書店 2007.9 031.3/ﾅ

004/41
0114472566 重宝記資料集成 第42巻 明治以降 4 長友/千代治 編 臨川書店 2007.9 031.3/ﾅ

004/42
0114472582 重宝記資料集成 第44巻 明治以降 6 長友/千代治 編 臨川書店 2007.11 031.3/ﾅ

004/44
0114472608 重宝記資料集成 別巻 総索引 長友/千代治 編 臨川書店 2009.3 031.3/ﾅ004
0111413407 千代田区史 上 千代田区役所 編纂 千代田区役所 1960 2136/ﾁ60/1
0111601696 通航一覧 第5・6巻 林〓/[等編] 泰山社 1940 2105/ﾊ40/5
0114569965 東海道分間絵図 上 江戸日本橋よ

り天竜川まで
遠近 道印/作 菱川 師宣/画 古
板江戸図書集成刊行会/[編]

中央公論美術出版 1960.02 291/ｵ60
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0114569973 東海道分間絵図 下 中の町より京

三條大橋まで
遠近 道印/作 菱川 師宣/画 古
板江戸図書集成刊行会/[編]

中央公論美術出版 1960.04 291/ｵ60

0111399937 東京市史稿 市街篇第3 東京市役所/編纂 東京市役所 1928 2136/ﾄ14
0111399945 東京市史稿 市街篇第2 東京市役所/編纂 東京市役所 1914 2136/ﾄ14
0111407409 東京市史稿 市街篇第4 東京市役所/編纂 東京市役所 1928 2136/ﾄ14
0111407797 東京市史稿 市街篇第49 東京都/編纂 東京都 1960 2136/ﾄ14
0111413415 東京市史稿 皇城篇第3 東京市/編纂 東京市 1919 2136/ﾄ14
0111413423 東京市史稿 皇城篇第2 東京市/編纂 東京市 1912 2136/ﾄ14
0111413431 東京市史稿 皇城篇第1 東京市/編纂 東京市 [1912] 2136/ﾄ14
0111413480 東京市史稿 港湾篇第1 東京市役所/編纂 東京市役所 1926 2136/ﾄ14
0111413506 東京市史稿 皇城篇附図 江戸御城古図

ほか
[東京市役所/編] 東京市役所 2136/ﾄ14

0111413555 東京市史稿 産業篇第1 東京市役所/編纂 東京市役所 1935 2136/ﾄ14
0111419305 東京市史稿 水道篇第1 東京市/編纂 東京市 1919 2136/ﾄ14
0111910626 東京城史 伴/三千雄 著 日本魂社出版部 1919 5218/ﾊﾞ19
0111624607 土岐市史 2 江戸時代 幕

末
土岐市史編纂委員会/編 土岐市 1971.12 2153/ﾄ70/2

0111610515 徳川時代百姓一揆叢談 上冊 農政叢書 第5
輯

小野/武夫 編 刀江書院 1927 2105/ｵ27/1

0111913067 徳川時代百姓一揆叢談 上冊 増
訂新版

小野/武夫 編 刀江書院 1964 2105/ｵ27/1

0111610523 徳川時代百姓一揆叢談 下冊 農政叢書 第5
輯

小野/武夫 編 刀江書院 1927 2105/ｵ27/3

0111913059 徳川時代百姓一揆叢談 下冊 増
訂新版

小野/武夫 編 刀江書院 1964 2105/ｵ27/3

0111599247 徳川の家督争ひ 江戸ばなし 第
13冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1958 3821/ﾐ56

0111900775 徳川幕府県治要略 安藤/博 編 柏書房 1981 3221/ｱ81
0111599171 捕物の世界 江戸ばなし 第

8冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1967 3821/ﾐ56

0111599197 泥坊づくし 江戸ばなし 第
6冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1956 3821/ﾐ56

0111396271 長崎開港以前欧舶来往考 岡本良知/著 日東書院 1932 3191/ｵ32
0111392791 南蛮文化 日欧文化交渉 日本歴史新書 海老沢/有道 著 至文堂 1958 2100/ﾆ55
0111971800 日本新文化史 10 江戸時代前期 内外書籍 1941 2101/ﾆ41/10

0111971792 日本新文化史 11 江戸時代後期 内外書籍 1942 2101/ﾆ41/11
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図書検索結果リスト
資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0112198528 日本全史 3 江戸時代史 明

治時代史
井野辺 茂雄/[ほか]著 平凡社 1943 2101/ﾆ41/3

0111402145 日本の歴史 13 江戸開府 中央公論社 1978 2101/ﾆ65/13

0111402095 日本の歴史 18 幕藩制の苦悶 中央公論社 1978 2101/ﾆ65/18

0111904504 日本文化の歴史 10 閉ざされた社
会

学研 1970 2101/ﾆ69/10

0111904496 日本文化の歴史 11 近代への溶明 学研 1970 2101/ﾆ69/11

0111605796 日本名著全集 江戸文芸之部 第1
巻

西鶴名作集 上 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111605804 日本名著全集 江戸文芸之部 第2
巻

西鶴名作集 下 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111605812 日本名著全集 江戸文芸之部 第3
巻

芭蕉全集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111605820 日本名著全集 江戸文芸之部 第4
巻

近松名作集 上 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1926 9135/ﾆ26

0111605838 日本名著全集 江戸文芸之部 第5
巻

近松名作集 下 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605846 日本名著全集 江戸文芸之部 第6
巻

浄瑠璃名作集
上

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605853 日本名著全集 江戸文芸之部 第7
巻

浄瑠璃名作集
下

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111605861 日本名著全集 江戸文芸之部 第8
巻

歌舞伎脚本集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111605879 日本名著全集 江戸文芸之部 第9
巻

浮世草子集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111605887 日本名著全集 江戸文芸之部 第
11巻

黄表紙廿五種 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1926 9135/ﾆ26

0111605895 日本名著全集 江戸文芸之部 第
13巻

読本集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111972089 日本名著全集 江戸文芸之部 第
14巻

滑稽本集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605903 日本名著全集 江戸文芸之部 第
15巻

人情本集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111605911 日本名著全集 江戸文芸之部 第
16巻

南総里見八犬
伝 上

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26
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図書検索結果リスト
資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0111605929 日本名著全集 江戸文芸之部 第

17巻
南総里見八犬
伝 中

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605937 日本名著全集 江戸文芸之部 第
18巻

南総里見八犬
伝 下

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111605945 日本名著全集 江戸文芸之部 第
19巻

狂文狂歌集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111605952 日本名著全集 江戸文芸之部 第
20巻

偐紫田舎源氏
上

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605960 日本名著全集 江戸文芸之部 第
21巻

偐紫田舎源氏
下

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111605978 日本名著全集 江戸文芸之部 第
22巻

膝栗毛其他 上 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605986 日本名著全集 江戸文芸之部 第
24巻

和文和歌集 上 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111605994 日本名著全集 江戸文芸之部 第
25巻

和文和歌集 下 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111606000 日本名著全集 江戸文芸之部 第
26巻

川柳雑俳集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1927 9135/ﾆ26

0111606018 日本名著全集 江戸文芸之部 第
27巻

俳文俳句集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111606026 日本名著全集 江戸文芸之部 第
28巻

歌謡音曲集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111606034 日本名著全集 江戸文芸之部 第
29巻

謡曲三百五十
番集

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1928 9135/ﾆ26

0111972071 日本名著全集 江戸文芸之部 第
30巻

風俗図絵集 日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111606075 日本名著全集 江戸文芸之部 索
引

日本名著全集刊行会 編輯 日本名著全集刊行
会

1929 9135/ﾆ26

0111410452 日本歴史シリーズ 11 江戸開府 世界文化社 1967 2101/ﾆ66/11

0111900916 人足寄場史 我が国自由刑・保安
処分の源流

人足寄場顕彰会 編 創文社 1974 3221/ﾀ74

0111619516 俳諧〓・一枝筌詳釈 江戸座高点
句集

綿谷雪/著 有光書房 1976 9113/ﾜ76

0111412763 麦水俳論集 堀麦水/著 校訂解説：日置謙 石川県図書館協会 1972 2143/ｲ31

0111601670 幕末暗殺史録 中沢●夫/著 雄山閣出版 1966 2105/ﾅ66
0112406889 ハーバード燕京図書館和書目録 書誌書目シ

リーズ 36
岡/雅彦 編集 青木/利行 編集 ゆまに書房 1994.2 029.7/ｵ94
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図書検索結果リスト
資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0111601936 藩史事典 藩史研究会/編 秋田書店 1977 2105/ﾊ76
0111599304 人さまざま 江戸ばなし 第

19冊
三田村/鳶魚 著 青蛙房 1959 3821/ﾐ56

0111411708 風俗画報 38 江戸東京歳事
記婚礼式慶事
集

東陽堂/[編] 東陽堂 1894 
1899

3805/ﾌ
889/38

0111932554 武芸風俗姿 江戸風俗史 戸伏太兵/著 学風書院 1957 789/ﾄ57
0111394169 武家編年事典 稲垣 史生/編 青蛙房 1973 2105/ｲ68
0111599130 武江年表 増訂 [斎藤/月岑 著] 国書刊行会 1925 3821/ﾋ25
0111884466 武野燭談 国史叢書 矢野/太郎 編 国史研究会 1917 2100/ｺ14
0111676565 文明東漸史 藤田/茂吉 著 聚芳閣 1926 204/ﾌ12
0111396370 法制を中心とせる江戸時代史論 呉文炳/著 白水社 1918 3221/ｸ18

0112406863 未刊史料による日本出版文化 第
8巻

幕末明治出版
史料

書誌書目シ
リーズ 26

弥吉/光長 著 ゆまに書房 1993.12 023.1/ﾔ88/8

0111555199 未刊史料による日本出版文化 第
3巻

江戸町奉行と
本屋仲間

書誌書目シリ-
ズ

弥吉光長/著 ゆまに書房 1988.12 0231/ﾔ88/3

0111555306 未刊史料による日本出版文化 第
4巻

江戸出版史-文
芸社会学的結
論

書誌書目シリ-
ズ

弥吉光長/著 ゆまに書房 1989.7 0231/ﾔ88/4

0111664785 未刊随筆百種 第1巻 三田村/鳶魚 編 中央公論社 1976.5 0816/ﾐ27/1
0111664868 未刊随筆百種 第5巻 三田村/鳶魚 編 中央公論社 1977.1 0816/ﾐ27/5
0111664850 未刊随筆百種 第6巻 三田村/鳶魚 編 中央公論社 1977.3 0816/ﾐ27/6
0111664843 未刊随筆百種 第7巻 三田村/鳶魚 編 中央公論社 1977.5 0816/ﾐ27/7
0111664835 未刊随筆百種 第8巻 三田村/鳶魚 編 中央公論社 1977.7 0816/ﾐ27/8
0111664926 未刊随筆百種 第11巻 三田村/鳶魚 編 中央公論社 1978.1 0816/ﾐ27/11

0111418604 三田村鳶魚全集 第5巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1976 2105/ﾐ75/5
0111418596 三田村鳶魚全集 第6巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1975 2105/ﾐ75/6
0111418588 三田村鳶魚全集 第7巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1975 2105/ﾐ75/7
0111418687 三田村鳶魚全集 第9巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1976 2105/ﾐ75/9
0111418679 三田村鳶魚全集 第10巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1975 2105/ﾐ75/10

0111418661 三田村鳶魚全集 第11巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1975 2105/ﾐ75/11

0111418638 三田村鳶魚全集 第14巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1977 2105/ﾐ75/14

0111418745 三田村鳶魚全集 第15巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1976 2105/ﾐ75/15
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図書検索結果リスト
資料番号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 請求記号
0111418729 三田村鳶魚全集 第17巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1976 2105/ﾐ75/17

0111418794 三田村鳶魚全集 第22巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1976 2105/ﾐ75/22

0111418786 三田村鳶魚全集 第23巻 三田村 鳶魚/著 中央公論社 1977 2105/ﾐ75/23

0111599635 民間風俗年中行事 国書刊行会/編 国書刊行会 1970 386/ﾋ25
0111418844 物語藩史 第1巻 児玉/幸多 編 北島/正元 編 人物往来社 1964 2105/ﾓ64/1

0111582748 森銑三著作集 第10巻 典籍篇 1 森/銑三 著 中央公論社 1974 0816/ﾓ70/10

0111582755 森銑三著作集 第11巻 典籍篇 2 森/銑三 著 中央公論社 1974 0816/ﾓ70/11

0111582763 森銑三著作集 第12巻 雑纂 森/銑三 著 中央公論社 1974 0816/ﾓ70/12

0111872826 野史台 維新史料叢書 33 雑 1 日本史籍協会
叢書 別編 33

日本史籍協会 編 東京大学出版会 1974 21008/ﾆ
67/33

0114581788 妖怪図巻 京極/夏彦 文 多田/克己 編・
解説

国書刊行会 2000.6 721.8/ｴ99

0111599221 吉原に就ての話 江戸ばなし 第
2冊

三田村/鳶魚 著 青蛙房 1956 3821/ﾐ56

0111909859 類聚近世風俗志 喜多川/守貞 著 文潮社書院 1929 3821/ﾑ29
0112770318 和漢名著解題選 7 選択古書解題 書誌書目シ

リーズ 41
ゆまに書房 1996.6 028/ﾕ96/7
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