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名古屋市蓬左文庫

Nagoyashi Hosabunko 

｜展｜示直｜ょ｜り｜

「名古屋叢書三編」刊行記念 尾張史料展

第一部（名古屋叢書収録資料）

第二部（尾張文人の編著）

4. 4仕）～5.31 （日）

6. 6出～7.26（臼）

法左文庫は、さきに「名古屋叢書」および「同 ・続編」合計45巻・別巻（総目録・索ヲI) 3巻を公

けにしたが、今回さらにその「三編」を発刊するにあたり、記念のために聞いたのが、この「尾張史

料展」である。 「名古屋披；！：：」は、いずれも尾張に関する基本的古文献のうち、未刊あるいは絶版と

なって入手しにくいものを集め、校訂を加え、解説を付けて翻刻したもので、「三編」は別記の通り、

20巻 ・ ~ !J巻（総目録 ・ 索づ I ) 1巻を予定しているから、前二者とあわせれば、 65巻.~ !J巻 4 巻、地方

史料集としては！目指の巨編となる。収録された史料は、本文庫の蔵書以外にも、名古屋市鶴舞中央図

書館 ・徳川林政史研究所（財団法人徳川猿明会）、そのほか、篤志家や相11宮文Id＼・刈谷図書館 （村上

文ぱn・早稲田大学図書館などから提供を受けた。その多くは、編著者の自筆本もしくは原刊本で、

史料的価値の日いものばかりである。

さて、「尾張史料展」の構成は別記の通り 二部に分け、第一部では、「三編」もふくめて「叢；l~J 収録

の尾煤史料のうち55極を、第二部では、 ~!Jに尾娠文人の編著50磁を選んで分類し、ほぽ年代順に陳列

した。いずれも、 一、二の例外を除けば、すべて本文庫の蔵書である。「叢書」の収録書目は、全巻を

通じておよそ200極にのぼるので、第一部の方はその四分の一程度にすぎ．ず、また、江戸時代300年に

及ぶ尾恨文人の者二作は、和 .I英 .i羊にわたってほとんど無尽蔵の観を呈しており、第二音IIに出l目した

程度では、いわゆるリL.!.J二のー毛”にしかあたらず、すでに；；｝；印または翻刻されたものも多いが、今

回はできるだけ肉筆本 ・原刊本ないし、それらに近い諸本を展示するように心がけた。これらによっ

て、近世における尾娠文化の隆昌の一端をご理解いただければ、望外の幸いである。



のあら まし「名古屋叢書三編」

名古屋を， ， ，心と する l出lH也万に l\.\J する J，~本的な古文献史料で、未Tl］のもの、もし くは入手｜州知なむのを〈概要〉

小心に、向q，，況を付して釧主lj収H。

20~. 付 l 巻 （予定）〈巻数〉

11{1和55-4三～63年度 （予定）〈刊行期間〉

1 '.f＇.に 2- 3 ｛きを FIJ行。

クロース装 ・ケース人、p:gJ500ページ（本文 9ポ2段結l)A5干lj〈体裁・規格〉

3,00011] （予〉主）8001111 （予定）〈出版部数・頒価〉

〈収録書目〉

細野要斎著（葎の滴）諸家雑談 ・家事雑識第12巻〔j己州’ぶ系J詩集〕「i前l系，rn＇」 等。?DJ巻

（第 1回配本、 頒布中。杉浦豊治編）①
 

〔！副長分l:W阪〕02巻

水'J!f'J[fパ_;v.:① ・I'［：窓紀IHI~i 131.:!: 
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② ！日jm 3 ＞.＇昼

② l百l~il4 ；｛き松、1z ~r, 山制士林ilf.ii”｜統制穿＼ 4巻
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天野f.~J;(:;v,: t:1穆随筆~il6 ；｛さ,・,':jプJや[(f.1抗：イf):I別録 （彼lf丈J伝II記）第6：｛き

鈴木作JJ)J縦① ＆~+I I 日！傍録m17{i: 本FIJのものを，，，心lこ。〔徽JI二ill.イ（ft0品集〕~i 7 ~ 

② ！司第lSJJ張州年中行事抄・尾張童遊築・尾張俗諺第 8巻

③ ｜司~il9{i: （第2回配本予定・芥子川律治編）

物，j/，，殺:r.・ ／1ijf合ill.必1ll:j〔本l;I関係資料＊〕~i20 ｛き・::.: 〔l副長方言集〕第9巻

ノドl;I1'1 iJ,t・木1・H:l<楽，it.'..-1>:1,'I会物品｜｜鈷（柿本）・浪越万言!t.水かはり ・羽Wfiil＼解

総 11鈷 ・索引Zき｛ーJ・－｛谷J奇弁
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天保会記

｜百l
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mu巻

家 事総議

〈編集委員〉〈監修〉

：｝＇， 占民 di文化H.f .~，＼Ji'f.委l~.'A 
，ロ律芥子川名古屋d！文化財調査委只鐸橋市

市立女子短期大学教授次広島、l
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中日ill女’・＂tI週大学教授美隆佐々木

イt城学院大学教 J受:.i..‘ ，ロ豊浦＊~ /!l＼川林政史研究所f，営所長男所

計
川

4

愛 知 学 院 大 学 教 J受

平千

董

回里子

林
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I .「名古屋叢書」（正編）収録資料

1 'iJ; I戊 (i前Ui，洲） ii！川筏1（〔

2. 初γ：文；長

3 . l'J’児島日正 1~111ぷ I・ /i. i苅条

i.~ 川 ）ii凶述・ jfrj1＇~ I災~n制

IYJ干II；己fド’＇i:（制.r,・nTtノド）

1・J-.I司；ufH.ifとl11 

江I; ij• JUJ’＇f 

江I；トJJJUJ万

iii:松if.対1 II月利Jじfド’1I(I’I TE-1玉）
4. ii.UW改~ 徳川山花判以fド1::1Fil 

5.人見休イ！l桁！”IL.1:= 
人｝,I,；！手 (J損邑） 'id( 711'-’＇i: 

6. （新五IJ)1t1 ・J・；，記述弓
陥j長j凶fll 寛政 9qグ勺（!'I ~(t本 ）

7.〔僚主主併の；存作 ：.Ht〕

「，il'i’U:l!.ifi」「，tl'i1l'.i；併設」「説、＇！ι各従」
('i＇付得点制「j(l'{:ft“時」巻 l、 3（： ~Jl.j，占 ）

目

1制h

1 lllJ-

1 IIけ

1 II甘

111け

1 II甘

1 lllJ-

8 . l¥'J’；；：；，it.'.(1列i命な!lflI.点） 江戸水mド1i: 1 lllJ-

9.究延記.！;f ＂＇村鮮政 （判所）

（「道学資議」巻2221こ収鉢）

10. 1出長IEjj~IJ法度之古記 (if!JIEI，；罰的i制li:W交之WI)
’， . ] 

11. 他州惟 ’・r
’J 

12. （街 ，Ir-)J.J!:l{.fJflJ法脱l!IJ ll?Hlll2'.ド’り

13. 1出K,il'ilc:I卜ー絡んと・j・; ~｛，ノk 7 "F'1I 

1 mt 

1 ll!J-

1 ll!J-

1 IIけ

14. 全l(H:t.'.•絞 iI1 ;..ldYJ万 （！処付f午後本） 2 lllJ-

15. 制fド大田作 （I変iと5～ IりHll8 q三）

’＇I （水野』1:r,；本） 3巻、十n~ 411& 

16. i~ll 11 ,it.'.~ji, 1；.（度以 5～がノk2 iド） 江I;..ldYJ’＇i・・ 911仕

17 .. :.11上紀・j・；略 万 7 II仕・訂正案 1ll!J-

18. i~lil EJ法検J也1111.三 児山由｜トJ己 ’ム水41ドリ（!'I ~it-1' ) 

（「 パ f~：会，i己」 38 ！こ qJl.jJ )

19. 悦Iii!＼参定J町村 樋l1/1h1i ’り 2 ~ ｛ {j; ド欠 ） 1 111t 

20. ( IEI絡鈷）御JJ井下改11＇.： ・3長 ’ザ 1 II仕

21. J己防応物ぷ 江I;q1Jむl’＇i：（凶築松、j<l¥JIJ本） ll lllJ-

22. i制IJEJ1i'(lll今Hよ之WI iJ:J ；本JUI万 1 mt 

23. j:_;t1llj 11Jl 象 l~I.誕 i'i雄常：（1t.i’1',)
文政 6:r.1i'=F1J-1' 3巻3ll!J-

24. Ji'.i淀川 目i'iイih1:1 fJt必 Ii介，V{ i・.IJI f 11• 敏校
＇／，｛； ノk7 ti'・ Fil 3 ~き、 H 1 ~き 31

25. 4ζぷ.iE ”l.~ 松白JL秀：五・( {r 111 l，交ノ・k5if二FIJ ｜勾川F’守T＇”

12 ~き 61

26. 4正•＇，＇（ ＿Ii：々 e’為 1111刈 ｛，~安 1文ノ・k7 qムf1J 1 I 

I 甘

｜ 甘

｜ 甘

27. !x楽 lJ; 料.f'M蝶1有 木月三卜．人川楽I( ’＇J(f；山本）111サ

2s. JJi: r j立の：it.'.（止にf.;:j立のJ己） 武I;: 万 1 ll!J-

29. (i；高H新）！よ！： )j捌小型I’秋ii~’ fi ' [f巷plij FIJ 1 ll!J-

30. （敬公）1t・：・・泡！之｛委泌 徳川jを l在 ；rm~

江j;q1JYJ'＇メ 1lllJ-

録（第一部）

31. 't'i..水跳1iL 'IJ (i[I;) 

32. I 己 ·J-1、1 ·~；丈 1~11 向；~；：fk k.1E 5：ド，り

33. ，船底」LI ｜午参，mの1；じ（fjgt;w/.J'Ji'JJIJI事r)
,:・:; )] fofi f, l 文政 6:r万

34. I十：ιj・;,jt_'. dt!ll f,¥J;j ’＇j: 

35.キl柴it ’勺 (i[J’J
36.怖の活必 （れ必！.／Hilii立） リ （江I;)

1 mt 

3 111t 

1 111t 

3 & 311仕

211サ

1 ll!J-

37. l't 1111; jfrj1~ ，：主 ~E 1じ文 3if.日ザ（｜’ITt-1>:) 

？を711甘

38. 趨出iii~,;,ri 江I; .okJYI万 1 mt 

39. m到来 校友l伝制江l; .okJYI万 （I’I~！t-1>: ) 3 ~ 3 lllr 

II.「名古屋叢書続編」収録資料

40. J也万古災 •Tl松m太夫 ’G 5 ~き 5 ll!J-

41 . J €，~Jdl1J 行記 （ 愛~＂.＇ ・ ij1 1：：， . イ手 l I Ji:・／ti)の 百II)

樋lIH111 ’らー 3 II『

42.全城山古銭 奥村i1U主江Ji,¥く!YJ''J

65~ . f・J 1 {j; 6611& 

43. l：林il'Fii”l 絵ーjL{｛山手編

f[J I ..j~、 JUI万 （ 午社指行所本） 12511& 

III. 「名古屋叢書三編」収録（予定）資料

44. ({Iiの滴）：治家惟，淡 制II野安！r. 万 6 ll!J-

45. ’~（ ·J~iit.法 II ’＇J: 2 II仕

46. 11!:~1~ 1')(i些it 4、守 li.1~ 符折山；守 ，.f!ll制

11({('(19：ドflj(f, 11ihd.ifnlJ¥I（会） 1 ll!J-

47. J副長俗諺 必水 4:r:1；小川切ぷ江HIii:在 日llJ-

48. i前l系，議 （11；＼本） i U ; .okJYI’＇i: 1 mt 

49. 〔 分l'lH！~ :..f屯〕

i 1'P1~分1:wµ1~ ’＇J 1 H仕

込州’ぶ分Fl~耐え （ 1リl fl!.玄ノj(.}(I別） ’G 2 ll!J-

i反f，分r，得 （文l攻～ ；［；ifl） η 3  IJIJ-

50. ｜ご林ilFilaf統制 除、nt1.u等制 ’び

2511＆、II1 II任、 HlH仕

51. 令lりlH（彼ii長崎 11,iじ） ，：・：；力怖い許 ll!llJ-

（小村新ー氏，，：主）

52. 天f~：会，it.'. 深lll.1Ei1!3抗 iJ:Ji..1.::JYJ万（制本）

16附（イl欠）

53. －，＇［：名手じllfJ 水野」Ef.l細 江I ；~く JYJ万 204 11＆ （ イl欠 ）

54.物品ぷr, 水谷山文 文化 6：ドFIJ 1 IIけ

55. 4ド市会牧11¥i',JIH －併 （j付制 大 （~~ 6 :r-FIJ 1 II仕
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出 口
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I .国 ー且‘-+ 

〈トljt’下〉

1 Jd~ll1! 1 i 二 』~＼＇.j立化人｛本論

iuJ 十Iヂ~w 延卒 4'Iミ’＇／（I’I'ii:本） 1 II甘

く歴史 ・雑史〉

2. J:il?M 11 '1斗己 徳川J世直樹 '.it政＞1°/1¥J"f（稲葉j的I'll校
.ff'1¥) 170巻、系｜王14巻 70111]

3.克ノ・ki~Jll!Jlf1i：記時 刻 JE.¥}（州ィ1£)
'.i'i..水：1二11:1万’（！’Ik1i:;f正）「il'iJ;f,:」1:11ぷ！Bl2枚 1flit 

4 1~11A~：c 袋，LJ!lj世 ，＇，＇弘幸利 l ]'i,延 4fド’り（I’1l!A:) 2 llU 

5 ~I一千 i l新ff. ’ふ川氏（大昨） 文化4fドリ（I’Ikff;j>:) 

14;.tき.1台j立2{!: 711U 

6 うき ｜吋』；！~山行 近松戊Hi. 万 1 lilt 

7 klリLt々，U 河村禿.w ’＇i (i t:1 ; ) 1 llU・ 

く文’下 ・話’γ：〉

8. lijJ 公 i~JJ 日本 f！~； 川；i、： u名 立；化；ド1::1’1i:(it.川紺 J"'i¥)

1411U 

9.人見若手1r1::1u立文 人比I農邑 t工1; 'i• JUJ"f ( I’1'1)A:) 

311U-

10. ~ザ 1 ・jf}¥ J{::fk 集 lj!j-村秋jι 一万(l°I市本） 1111仕

11. イiJI: 1fi'f;忠II ,ic ,f i JI: iJi: f'J~ iI1 i本！日！万（l'lk1H:)lf!JJ・ 

12. 校，J)f ） 十与~＇~勿，iffl:<I 会 dil~H孟it 文政 8fドflj 3 llU-

13. iilil l℃物，i/f;¥J立 :¥i 川 11（政計鈴木li!~I則
Fl) ( :k f~'.l Jfl'.J () 2 {!: 2 11日

14. J{.fiH:/l f·i..i~紫 性小川11'.l~ 守ー抗 ・｜；結成·~~＇. I 1 l可＇tllij

千lj（；銘ノk～安政）

13制 （6～ 18制） 13flU 

15. ;.j· ，市 llLJHl. ：~u 鈴木除去柳伊U'i:.l立
FIJ〔柳l世li終，1：： .巻llこ収3よ〕

II.漢学

〈儒＇ "f:>
16. ，，命訂fji(');.t巧 家Ill／花UJ世） 文化11fドFIJ

IO{!:IO!IU 

17. i立やff,;,V; ＂＇付政水（得点守）制 i:[J ·q,J~J ’If 
400在（イi欠） 36411せ

〈漢詩文〉

18. 作1:.::o ~s 編 JE.む （街路）

II｛｛干112r:r万 （｜弘明文"i<!f.:l;<Y1fl 2Hき3fl甘

19. 1H窓 IJ，；~l 絵、ドタ~·,r~ （ 1'tLlJ) 江Ii"'!YI’ザ（!'11号本） 1 II仕

20.〔！処川制1.:.1泣杭〕 奥Ill瓜L文江r;,.iくJUI万（I’1'1下If>:)IO!IU-

21 大崎光’u~ 家川虎（大山争） sιfil 3 fF/'lj 6 {i> 6 !IU-

22.〔沢111/i'llll策J：〕 il~IMJiP/ 江戸水lUJ"i:(I’！市本）

25!1U 

III.洋学

23. j羊’j-:i.:1 fjt桜よ介比 例村良 （柳河ぷ：.i専校

J訂以12q:FIJ 1 己•JK ；下’Y白H l l1 1i：主 1 lllt 

24. 1 11.j 洋 fi~1~：11必店主 L!JI flj1敏 ・柳河存

t｛；水 6fドFil 2 ｛き 211U-

目 録（第二部）

N. :i也 誌

25. JJHトlif'.f，ぶ 松・I＇－秀三 （，fJiJI)・ f付fl’l前

iU ;ij1JUJ"I 30｛き ・lxl l :{!.; 2611U 

26. ~l；州知tぶ ｜人l1i：品」E参（京1Hl

江j;qi)YJ’，，： ( I'!市本） 10011仕

27. ）己保ぷ 1奈川.1U:W:r｝制 天保15l・’＇f(/J；〔本）

60Y,i> 11 1 巻 61lllt、十lL<!l 14枚

28.白Ji1ll:.f11記 入比奈（J毘邑） 万 1 11仕

29. 友千J~j ii<主必jf 江戸.＋：WJ万 1 II仕

v.政 :.u. 
，ロ

30. 治!'il・'t!行 H、よれ右-lit綱

イtiM!i剥U.d~~:i能成） Jじ文Jじfド’ザ（｜’l市1:f,:':j本）

H昼、 Hll.t 311U 

31 人 l：：：之峨 イl川公l’t(作山） ’1i: ( I'/ '1); ;j,:) 1 llU 

32. if;H卜会ー条 ！処川永業（鴬谷1

j工I;,.jくWJ’＇f(I’l'iH山本） 1 llU 

VI. 随筆・雑纂

33. ) jのふ； 訟、I＇－筏行 ’1). t江1i) lllU-

34. fa JJ[, ヲヴj-f.ll;t i [J ; .+: JUJ万 129巻（イT欠）

6711U-

35. イ手のなカザ〉 松、ドタ~·B 1 ~i· 111 1 ~u ;q1m1’り（1'1'1i:;j,: 

1011サ
36.秋のM党 j,;j ｜司 （｜司）

37.代尖iiH歩 行川衣 ~i （作山）

究政］31ドi'lj 

50!1U 

2 Yi> 2 f!U-

38.必花｜見11:jfik1i: 坊I¥Ill }JIU （↑Ii.山） ’1;:(i[1 i) 25Y.i>25fl甘

39.ぷ1£1凡IHJ縦訓 （「{itの滴」のlλJ)

細~＇j-，＇，ど、｜掠（：起点） ’1). 9 I附

40. 代｜！船長抄 ii己江f色H （、J</J¥川弘主）

’勺 （I’1w：本） 1511U-

41.氾！山 片間tHIS 二好氾！山 ）；｛，水 3iドFIJ 5 :{!.; 5 11仕

42. 統’＇｛： －；＂＇；政 ~，1 ~：小寺 Ii比万（ I ’ I ~，q・； ） 26：｛！.；（イf欠）

22111] 

43. 1'1'?.主没下 水野JEf.; iJ：「；..JUVJ’ザ 1511日

44. -,'f·n1,1r ,r,t ,1~： 1.;J 1"1 1121.tイj欠lI0311U 

45. ff:治維笈 l•D 写 ・llJ、 6帆 94fl日（イf欠）

VJT.その他

46. ・.p: ,1~：介鑑 徳川災直江戸rj1JUJ’＇I(k'J'f-f.:J;lH.&l 

1 11甘

0 
47. 11/jげ・1.:m 松本比i本 1~1詳 3 iド’＇i
48. !F-窓11¥Liif; 近松戊対i I／~·HI 4 q二FIJ

0 
49. 1m版談，；，r; ,・::i)J卜Hf.；’lj:(!'!'1llf.:) 

0 
50. ＂帝必干 IIl九

1 llU-

lllU-

i nu-

目
『

唱
E
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尾張史料編著者名！略注 （Ii.卜庁／I凶）

天野信景 1661～1733 1€,i洛七、欽白紙・ 't,f介。 IEl"f: ・ f;M’・；q'j・。

r.占hlJJ-.liE’γーの組。「 I孟lii.J は f~l<作。

石井垂穂 1769～1840 l己滞仁川院骨子組日iii。名は本政。lr:f.I:
に L~ じ、 l.'f.l'{l,io洲 lこγ：，；：o

石川安貞 （香山） 1736～1810 I別1命寸；：f守，γ：。1’店，‘

｝苛l"liI＼炎作は 「資if；，凶f監，lHliJ(2941.き）

市岡猛彦 1778-1827 1己滞 t、田I万吟味i生ιli'J"f:f,・ (..j>:J,1;-
γt L~ ！”l 

伊藤圭介 1803～1901 1柑 JII~ 刷物γ：行（水谷収文 ・ シーポ
Jレト l”’1わがl•Iの.f11＼，守J 博 1~抗 l \J·。 j己•jJh下，I，，古｛；自リ，；をれ一の品人。

稲葉通邦 1744～1801 l己滞 1~ 、 IEJ)j"ll';I』よ 1生。 I Ej 

r.l'i· 本！，•：·’，＂（lと！”l
上田仲敏 1809-63 ！己滞 ι 本んJ，物~fi. 11'1’γ l刷、F行 n 

JUI （：の)L）に161J;i¥'≪'f:’fifiを削ぷ。

岡田啓 （文園） 1780-1860 1己議じ｜叶7・打。1ili:，＇γぷ （来

文I<!( f\ .l<f乍「 1G1Jd,1;rr1~1 会J

奥田永業（鴬谷） 1760～1830 19Jf白・：1：.教校。fi!l"i＇：打。a注文

itを多 〈符わす。

奥田鳳文 （桐圏） 17釘～1852 f;/,j'{:.(.・ （戸I付申ど；E！”l 1-W 
のlとf

奥村 徳 （得 ）義 1793～1862 1己滞 t、御城Ml孜小／：iiufi。
ほかに「松i.'il':!"'ftJ85~ を 汗わす。

小田切春江 1810～おれは山立。l己滞 I:' ,1 ~院得。 1ihj’＂-S< （向

JJHd,l ・ ~.：·ri 推！”Ji

小里F手火j掌 1792一1855 i圭の牛；J,i『jl付i卓0 liiJ• 
紙¥J亘 ！長i申｜ 秋ilt。r.,1;k!., 1 ~1.1t1； ：巻，；~h （：築／；＿｛久八自Illのf

蟹養斎 （布施維安） nos-78 f;M7:.r,・ （γと（.＇：11若門 l:UJ波

( ~位は安ぷ）の人。 幼時、 l己11i に fj;fi:。 ill F♂f:lllJ所 （明！命なの

1iii身）をllfl,:!J:。

河村秀頴 1718-83 I己務上、聞r1$1 r ・ . 1 ~物4'行。 l •I’下 .fi ( ,'f 

~l ‘F fill"! 
栗田直政 1804-91 1毎Jilin＞砂 f十fのMir：・。IWf:,Y,・（鈴木目白！”JI

高力種信 （猿猿庵） 1756-1幻1 Jf;i昨i二、同組組。111ij’ぷ。

I＼.＆作 「彼！f長崎lI . i~ J 「JG11i名｜；品l:;<f会」

児島姉亮 （幸左衛門） 江1•1f 1 WIの人。 l己滞 t 、 J也 Hn.1・li止。

小寺玉完 1800～78 名は広路。J己滞 I:（大i白寺’永の隠 文京

家・ 111司家 (I草刈羽~1"1 1【 代表作 「 16防戯場 · t ~始J

沢図師厚 （眉山） 1798～1853 1911削（＂数段。 1；日マ布。 · ＇ ~家
(I’J- ;f~~:tf1( f-1”l 

重松篤太夫 （忠兵衛） 〔交政頃〕 ！己滞上、作札創立。

釈 詩忍 1705-86 ¥j令官依九八’iも山興正守 （』工汀；j－；） の5

111：で•I• 興のす，！＼＼＇。

嘗百社 伊藤よ介をは じめとする I G~li本市学-fiの ~·J 。

松友庵 iU'.-klUIの人。JO群！？。本れ ・胤肢など,f<.. f.. 

鈴木膿 1764～1837 1；－級以。JGi昨iご、イn1。IWY:.r.-（判，.；.

・.-c 1と！”！）・！；！）＂［：打 。tリJf命吹教授,JE.

武女 （白拍子武女） 4 I＼滞住訂泊犬人のf-¥'Ix。

近松彦之進 （茂短） 1696～1778 JI務上、 4f¥.'i j!fJのflflli!i:。
兵学.r.-.~存人。 －全ifiEllflill。

千村伯済 （廷美） ？～1754 サ栴不注111人。！（！，滞上。f;!Iプ：
.,Y,・ （松、fZ'.fWI！”Ji 

家因虎 （大峰） 1745-1832 f,1州の人。l；括学布。！”i命’：at
学として’下I！＠.を改革。

；奪回信房 （房勝 ？） 1629～1701 1己務上、附頭。

徳川義直 I仰～50 徳川家1,Ji?n9 ~J。 Jf;~JHJJ f＼治iミ。 9J"{: . 
愛 ，I fのぷ深〈、注Le.文1・11 の J，~礎を！羽〈 。 代表作 「Ui汲 n 本紀J
174巻。滅的公。

徳川吉通 16SY-1713 1 €， ~IH fl:滞主。l'Hi:院。

徳川宗春 1696～1764 1611i 7 fl:滞 L 1；~： :Yf.院。 1・1rl:i£＿後的政

策をとり L、iL 、 r. ，片 Ii.城下の繁栄をはかったが、~~＇仰のよ~ii

をうけて夫脚。

徳川宗陸 1733～99 161U 9 fl:滞 L lリ1公。

内藤正参 （東甫） 1727-88 lG滞ヒ！日担割l。11fl］家。償Jl:lli
イfらと級交。

中村厚斎 1712～79 r,1;1:政的。JO醇じ l誠学.,Y,・ （小11¥ffll.i'i'
白書長成！”Jl

中村習斎 l刀9～99 r.は鮮政。11/.1有の弟。j己滞 I:.f；日，＇｛：.｛＇，・

（小11\f同点 ・ ~~m1”JJ

中村直斎 1757～1839 ！’/.t百の （.I己濡 lゴ、’＇r物J巨e行。i『店

中村得斎 江li」くJUIの人 1li1有の f。l己f揮lご、新f件。由布！’＇l"f:1民
の符｛乍 「i且’・；：：w＂排J4001.きを民J北

里子村秋足 1819～1902 16滞 I：.同組制i。IWf:.fi・ （鈴木版 ・附

4を~＇－定日f川 f悶！命也教授。

樋口好古 1750-1826 17知足歳。！己漉 1－、大11:r:・

人見奈 （瑞邑）1729～97 号竹Ill。j己議 i二、助定権行として段

l吹をl攻革、また明｛命なの’下Iii！を;f;i］定。

氷室亮長 江1ilf1-,tミJUIの人。ilt1:.1M11tW1＼。

平出Ji慎益 （泥江亀寿）1809～61 1己i事i長。11i!t· ＇ ~’ぶ。

深田正詔 （香実・皇室坂翁） 1783～1850 1己滞 iご、明倫叩：1'.
学 ,'f物；，.行。fi!J"(; llilγ. .r,・ (1f1fれ11(百・，：：；;j-:EiJlll”II 

細野忠陳 （要斎） 1811～78 I己繕仁！日4阻まll・ ll).Jf白’：an：。
f;!J’y：れf（深川作実！”J)。f＼.＆作 「(Iiのj匝iJ

猪田方旧 （恒山） 1刀O～91 サ；，林 ・,./&/El均等 l己ti年I：、
小納い ・Ji!.f削H。1;11’・；：： れ（松、1zHILi I"! .. J~ ..苛 ・lE駄にJ凶じ、

tlliJI:也イiらと波5ど。

堀正意 （杏庵） 1585～1642 i!i:江 （ι』；.；r.JI)の人。f;!I，’／
.r.・ ( ~·長 11;(t担 t有 i”’l f.!；与IP.山 j句 It」~I俗と l•;JI”·1 . 初めi長Tt氏、の

ら！己詰昨初I＼筏lιlこfl：える。

松平秀雲 （君山 ） 1697-1783 JM,，仰必の外作係。j己滞 に

.'r物＇Hr iC1’1!1 JUIの代表的な＇｛：.,Y,－。系，n・1也よ.＇＂~文 !iS ・
pjJjjt を ~H 残す。

松平義行 1656-1刀5 2 ftた友の次%。114谷友 （，：＂：j術家）初

Ill: 

松本見休 i"C1; 'f'lYIの人。茶道家。16滞にイi楽ifitを位、授。

水谷豊文 1779～1833 り鈎欽’：；：＿： ・イl.. M!!Jf。！己滞七。本／，＇［・、戸針 。

yーボルトと交わる。

水里子正信 1805～69 1己滞 tυ、i位、T制E \}II•~ボ ー lil>1' 1~1 .
外liif及び鍛必｜則係資料専を'tH。

三好想、山 ？～1850 I己滞 l二布市 ・iC1 ;;E，，九大r.11ii庇の，B幻自家

（佐々木lilt樹！”i
森高雄 （玉俸） 1791～1864 r, I片以鉄砲田I’UL.11hj来。 ~r..K

の大 fll*i\の大家。 牧J~H曹に i'?-111：絵をむ＂｛：＿；；。

柳河春三 I幻2～70 i下γ.(I描1・英仏）お (fJ唯色介門 r.
g町民大f!J!Rfに’uL、M11li_と初、される。1Jff1£：所 （J巨大の!iii身）
孤！［（。ffrlltf縫Jの創始J片。

山岡恭安 江Iiof>JUIの人。サ竹俳人本市’下目ー のちJ己11iから

伊勢に移ft。

吉雄常三 （南皐） 1787-1843 1己i制 j)j[足。 L~由初i凶伴 （泊
,J（）桃’｜二の係。 のち f，占~に移住。 lJl~ ·；；ー とひし、天文’字
1ヒγーなどに 1,f,'lj凶。

吉見幸和 1673-1761 ＼｝ι~＊r。 161市上。 r. i1it1{ lit !!(n：・；制r:・.
M1’・；：：行 (i幻rn,1m・ i1：税目I公J凶門

笠亭仙果 1806～68 ~具li l 'UL。 氏（;t,:":jl,ff,。 戯作お （柳・；~Huま
！”l 

料理蝶斎 （ぷ.！己不！if）。

若山善三郎 ？～1944 If，~ '1：’iん す， ， •；M弘政会の小心人物。 J己
~Ii ＼！.：の B制作 研究や、大iJ'i点焔寺本などの限切 ・HI行にjよ力。

m ’I:没＇I'・町内．’l11：については、没年と事年か均逆p：して犯したものもある1
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出版物一覧

名古屋市注ゐ：文H<i先鋭分~Ji 11 H( S. 5 011~ 「lj) 3, 500111 II ;j>:の古典（ j主J.i：文l•H図録＞ ( s . 52it:. Fl 200ITJ 

.f, 市民di；査1正文H1l.!il占分対iII録（s. 51 fドHJ) 4,000111 ｝宝1正文1・11.源氏物説図録（ S. 5311:. F・lj) 300円

.f, t1Mdi；車店文l•H古文刀：古絵凶 II 鈷（ S. Slit＇－「1])2,500円 ll左文庫所蔵古地図復製（S. 55-56年刊）

！己山；｝久弥コレ クション 目録第 一～：.!lk No. 1 尾府名古屋図 1,800円

(S.52-551引ιlj) 作 I,500111 No. 2 尾州名古屋御城下之図 1, 800円

名古Ji ；佐川： （ 』E編 ）索 •JI ・総 l IH(S.53if'.FIJ) 2,000l'J No.3 名古屋図 1, 800円

.f，占J云；淀川統制索引（ S . 4 7 tμ. HJ ) 7001'1 No. 4 尾張八郡図 1,800円

.f, r1t hl後，tr.統制総：li録（S . 44 11:. HJ ) 4001'1 No.5 （尾張志付図）尾張国 1,800円

1写本向平定ii主IHW.－一 三!t(S.55tF1tj.J坂） 九 3001'1 名古屋筆書三編第12巻（S. 56年刊）

法／正文1•11.Yl.要文化財図録（s. 52.iドflj) 2001'1 （葎の滴）諸家雑談・家事雑談 3,000円

＊以上の，＇1¥1；刷物は、本文！。i；・Jq:iHiにおL、て頒イIi しています。 ~q)jゑ.／＼＇i：立の )J は ~q1；ゑ料が必要ですので、お問いイャ

わせ下さし、。（ただし、古地｜刻版製は ~q)j詮不 11J)

女本文!>Iii計ii：説占J也｜文lの精密な似製を作成し、ィ1；ー望frには；)JiイIiしています。

女「才3,11 Iせi位，1::~編」（ 20tき ・ 付 l 在予定）の ~＂＇： I I叫配本ができました。以後、年2-3巻を発行してゆく予定で

す。 全巻ご ~／＇｛！.の ｝） は、 ~1 I 111！配本購入の｜：祭に、お11・1しII¥ください。

I> I> I> 手リ 用 -・・ 
』

l>開館時間 午前9時30分～午後511年

l>休 館 日 毎月叫日・第3令HM円（館内核開l::l)

ト叫!!Bf ,, H 大f*6f:

l>閲 覧 館JAJ に限り、 rii 外 i~ し，＇ L\ しはいたしません

（閲覧料）汗通1-:<J.＇~ 無料

重要lχJ.11 イ｛料（1 :111100111) 

［＞展 刀主 ·,:;i; uキ磁，＇ 1の－ ：－m を！必J~

（特別展を除き人以無料）

b複写サービス 普二通図書のうち保存上；；~~.. 停のないも

のについて彼写サーピスを行ないま

す。 その他、マイクロフィルムの利

用、写点倣；；：5等の申請を受付けます

ので、ご来日Zの上、ご相談下さい。

案 内 <l <l <l 

名古屋市蓬左文庫

T461 名古屋市東区徳川町2-27

宮 （052 )935-2173 

('Ji,.:;:z恥 I＼州北川）
山口町東 500m

o= 

名古屋市蓬左文庫

王jに怯fllliケIi.

• iiiパス斬：H~＇町

「蓬左」第 6号 tfllfl和56年 4JJ 1日発行 会編集 ・発行 ：名古l五ii！運左文庫（東区徳川町 2-27) 

tr無料台不定WJFIJ行 交印AJ:1J：大同印刷（京区泉 2-3-18)
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