
001 亜彼西字樣　　　　　　簽　美本　中外堂惣七發兌　無刋記 半１册　180,000
=柳河春三著　柳河氏蔵版　明治初期刋
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002 柳園叢書　言語四種論・活語斷續譜　　　　簽欠　江戸末刋 半１册　品切れ
=柳河春三自序校刻　鈴木朖著　金澤藩、金澤學校他印有り　喉少虫
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003 洋學指針　蘭學部　　　簽欠　少虫裏打ち補修　安政４年刋 中１册　160,000
=尾張／柳河春三著　英學部に較べ蘭學部は極希

004 洋學燕石記　　　題箋下方四分欠　　少虫裏打ち　安政 3 年 中 1 册　30,000
=丹波／河島元成著　松涛軒蔵版　帙入

-3-

003 洋學指針　蘭學部



005 和蘭文典字類　　　　簽　美本　帙入　安政３・安政５年刋 中２册　190,000
=前後編　飯泉士譲（前編）・高橋重威（後編）
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006　英語綴　　　　　　　　　　簽　整版　無刋記　明治初期刋　 中１册　45,000
=海軍兵學寮

007 蕃語象胥　下巻（上巻欠）　　　　　簽　美本　安政４年刋 中 1 册　品切れ
=弘前藩士／佐々木元俊校　KRAMERS, WOORDENTOLK.1854.
丁數 221〜454 という厚册。小口に「下／胥象」と毛筆で記。

-5-



008　蘭語譯撰　　 大 5 册　品切れ

=5 巻。馬塲佐十郎稿。奥平昌高編刋。文化 7 年仲秋／棠亭序。馬塲佐十郎蘭文序。
第 5 巻末尾に「元祖彫工師／小林冬溪」と刻。帙入。
一名「中津辭書」とよばれ吾國初の日蘭辭書として名高い名品。
本書の編纂は蘭癖大名の最たる人物に數えられる中津藩主奥平昌高による。和蘭
商館長ヅーフから「フレデリック・ヘンドリック」の蘭名を貰い和蘭語をよくし
て、それは和蘭人との會話に殆ど不自由がなかったほどだったという。シーボル
トとも深く交流し、實父重豪や三代奥平昌鹿が『解體新書』が作られる課程で中
津藩醫出身の前野蘭化や杉田玄白を強く支援していた影響から昌高は本格的な日
蘭對譯辭書の必要性を痛感し、和蘭通詞の馬塲佐十郎と家臣の神谷源内弘孝に命
じて本書がついに誕生したことは有名な説。
馬塲佐十郎が撰じた収録語數は 7000 語を上回り、日本の節用集に倣ったイロハ
順に並べそれを 19 の部門に分けて収録する。和紙袋綴の日本古來の形式に準ずる
が、外装は表から裏まで 1 枚紙で包んで洋風の包み背装釘とし、表紙と裏表紙の
小口には幅 8 ミリほどの竹板を通して補強、最も變わっていると思われるその綴
じ方は糸を使わずに新鑄のような金屬の鋲で三カ所を打って留めている。また題
名の『蘭語譯撰』は昌高の序文に記されているのみで外装と扉にも一切日本語が
記されていない。一説に昌高は江戸鉄砲洲邸の中庭に和蘭室を築くほどの蘭癖大
名で、和蘭器具の蒐集やガラス障子を立てて贅を盡くしたという。おそらく昌高
は日本古來の材料を使いながらも、あくまでも洋装の雰囲氣にこだわり、そして
他の追從を許さぬ個性的な日蘭辭書を作ろうとした意氣込みが強く感じられる。
印刷形式は基本的に木活字印刷。蘭文は一字一字の活字のようで、部門の門語は
二字の連續活字。譯語は整版。印刷手順は罫線と文字の重なり具合から推測する
と、匡郭と蘭文を初めに印刷して譯語と門語は後から印刷した二度刷り、或いは
三度刷り。稀に誤植や訂正補充に活字を後捺し、飜譯できない外來の道具類に關
しては圖で示す。保存状態は美本。少虫。7 ページ参照。
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009 佛朗西熟語箋　　　　　　　　簽　帙入　公成館蔵版　明 3 中横１册　85,000
=安藝／渡六之介自序

010 化學對譯辭書　　　　　　　　  初版　明治７年１１月序刋 文庫判 1 册　品切れ
=宮里正静自序　蔵田屋清右衛門印刷　背革装釘　洋紙金屬活字版　背に少傷み
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★本の大きさについて★

半は半紙判、洋装本の菊判（A5）に相當するもの。中とあるは美濃半截、洋装の四六判
（B6)に相當。小は半紙半截以下のもの。大は美濃判、又はそれ以上の大形本。横は横綴
本を指し、三ッ切は美濃判や半紙判を横に三っつに截ったものを指します。



011　佛和辭林　　　　　中江篤介校閲　佛學塾蔵板　明 20 四六倍判１册　品切れ
=野村泰亨・伊藤大八・初見八郎・小出拙藏・田中健士纂譯　總革装釘

012 醫門須知　和蘭語法解　3 巻　　　　  簽　文化９年刋 半３册　品切れ
=藤林普山譯　馬場佐十郎蘭文序　琵琶園蔵版　帙入　第 2 巻の題簽欠　少虫

裏打ち補修
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013 クンストウォールデンブーク　KUNSTWOORDENBOEK 大１册　840,000
=秋山佐蔵・青木芳斎著刋　八王子秋山版と呼ばれる名品　極初期日本製金屬活字

版　全文欧文　マーブル模様原表紙　極美本　牧冶三郎舊藏本　安政 5 年刋
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緒方洪庵の適塾で醫學を學んで多摩郡相原村で回春堂醫院を開業した青木芳齋と八王子の
同心で伊藤玄朴の象先堂で學んだ秋山佐藏が協力して安政４年頃に八王子で金屬活字の鑄
造に成功した。本書はその金屬活字を使って最初に印刷された全文歐文による刋本で「八
王子秋山版」と呼ばれる名品である。一説に安政４年 10 月には既に本は出來上がってい
たとされ、早大所藏の同書の見返しには佐藏の男、秋山練造の自書で「私の父が安政５年
に出版した」と記してある。長崎で本木昌造が自鑄した歐文活字で印刷されたとする『和
英商賈　對話集初編』が安政６年の刋行であるから約１年先行する本書の史料的價値は高
いと思われ、その版面の美しさから、坊刻のいわゆる民間版の金屬活字印刷としては最先
端の技術を誇っていたものと考えられる。原書全３巻のうち A〜E までの第１巻のみ刋行
され以降は未刋に終わったらしい。和紙に印刷され袋綴で扉１丁・序文１丁・本文 120
丁。装釘はマーブル紙を使用し早大本も同じ装釘なのでこれがオリジナルであろう。



014　和蘭字彙　A・BⅠ・BⅡ・CD 簽　安政 2 年刋      　大４册　品切れ
=侍醫法眼桂川甫周蔵梓　發弘書林／日本橋通二町目／山城屋佐兵衛　ヤヤ虫

おそらくは桂川甫周の蘭文による出板おことわりの一枚刷り付き（10×10.5）
この一枚刷りは貴重であろう。一番册數の多い初版分册の第一期分賣本と考
えられる。
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015 通俗　英吉利單語篇　　　　上下巻　簽　擇善居蔵版　明 4 中２册　30,000
=一名英語早引　梅浦元善譯

016 英文典　　　　　　　　簽　和紙金屬活字版　尚古堂　明 3 中１册　品切れ
=ピ子ヲ氏原板　慶應義塾讀本
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017 英吉利文典　　　　　　　　　簽　開成所官板　1867 年刋 四六判１册　品切れ
=兩面刷金屬活字版（『英和對譯袖珍辭書』初版・再版と同じ活字）

018 英和對譯袖珍辭書　　　　　明治版　元装丁　明治初期刋 半横本１册　品切れ
=堀達之助他編　開成所　蔵田屋清右衛門板か？　扉〜第 24 丁めまで欠丁　
和紙袋綴じ整版　末尾数丁欠か？
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019 和英語林集成　　第 2 版　　　英文扉欠　美本　明 5 四六倍判１册　品切れ
=ヘボン編譯　日本横濱上梓　背革装釘
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020 和譯英辞書　　　　　　初版　背革装釘　明治 2 年刋 四六倍判１册　品切れ
=一名「薩摩辭書」　日本薩摩學生　1868 年上海印刷
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021 訂増　英華字典　　　　　　　　總革装　極美本　明 16   四六倍判１册　180,000
=ロプシャイト原著　井上哲次郎訂増　藤本氏蔵版

022 獨英和　三對字彙大全　　　高良二・寺田勇吉譯　明 20　四六倍判１册　160.000
=共同館　總革装　極美本　1650 頁
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023 漢英對照　いろは辞典　　　　美本　背革装釘　明 21 四六倍判１册　品切れ
=高橋五郎著　特製本

024 増補訂正　英和字彙　第 2 版　美本　背革装釘　明 15 四六倍判１册　品切れ
=柴田昌吉・子安峻著　日就社　1318 頁
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025 和譯英語聯珠　　　　　　背革装釘　岸田吟香序　明 6 四六倍判１册　品切れ
=耕文書舘　扉・緒言（吟香序）欠　コピー補充　牧治三郎舊藏本

026 和獨對譯字林　　　　　勝安房題辭　中村正直序　明 9 菊判１册　品切れ
=リウドルフブレーマン校定 齊田訥於・那波大吉・國司平六著　日比谷健次郎・

加藤翠溪出版　背革装釘　背革やや剥落
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＜コピーの扉＞



027 大正増補　和譯英辭林　 再版　背革装釘　上海版　明 4 四六倍判１册　品切れ
=日本薩摩學生／前田正穀・高橋良昭序　『薩摩辞書』の再版

028 大正増補　和譯英辭林　　　　背革装釘　文學社　明 18 四六倍判１册　45,000
=前田正穀・高橋良昭編　小林龜之進翻刻出版

029 大正増補　和譯英辭林　　　背革装釘 随時書房　明 18 菊判１册　15,000
=大倉孫兵衛・柳河梅次郎他出版　裏表紙外れ
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030 訂正増補　英和對譯大辭彙　　　　　前田元敏纂　明 19 四六倍判１册　55,000
=大阪同志社活版部　花井卯助出版　背革装釘　牧治三郎舊藏本

031 英和雙解字典　　再版　背革装釘　丸善商社藏版　明 19 菊判１册　品切れ
=棚橋一郎譯　小柳津要人出版

032 英和雙解字典　　３版　背革装釘　丸善商社藏版　明 19 菊判１册　25,000
=棚橋一郎譯　小柳津要人出版　美本
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032　再版

032　３版



033 増訂露和字彙　　　　　　　　背革想装釘　美本　明 43 四六倍判１册　30,000
=古川常一郎藏簿訂正　原本文部省編輯局藏版　東京築地活版製造所印刷

034 日露實用會話　　　　上田将編　積善館　211 頁　明 29 文庫判１册　品切れ

035 英和兩譯　英學作文獨案内　　初版　ボール表紙　明 17 四六判１册　品切れ
=英國タムソン校閲　矢野靖三郎著　誠之堂　表紙擦れ

036 英佛獨和　近世會話篇　　　　　 岡崎屋書店　刋年不明 四六判横１册　品切れ
=アルベルト・バーテル著、井上勤譯
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037　英和對譯袖珍辭書原稿影印　　限定 200 部　　原寸復刻　　平 19　　　A４判１册　126,000
=名雲純一編　堀孝彦序　マーブル紙装釘上製本　183 頁　凾・帶・新刊

2007 年初頭に發見された本邦初の英和辭書『英和對譯袖珍辭書』の文久 2 年初版原稿と
慶應 2 年再版原稿の原寸影印カラー印刷の復刻版。文久２年初版は世界にたった 17 册しか
確認されていない極稀本にもかかわらず、その原稿の出現は英學史上空前の發見と称された。
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堀達之助小照（壮年期） 堀達之助小照（晩年）
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038 官許　英和通語　　　摺外題　松本孝輔藏版　明 6 年２月刋 中１册　品切れ
=賣捌／小林新兵衛　牧治三郎舊藏本　和紙袋綴金屬活字版
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039 生産會社　英和通信　初篇・三篇　　摺外題　明 5 年３月刋 中２册　品切れ
=松本孝助藏板　第三篇の奧附欠　和紙袋綴金屬活字版
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040 和英單語篇　初篇全一册　　寫本　伊東經児郎譯　明 7 年序 半１册　品切れ

=表紙に「出板願人／梅村伊兵衛」割り印。梅村は京都の大店の板元。伊東經児郎
の著した單語篇の出板を梅村が願い出た檢閲寫本。伊東は明治６年『通俗　英學
進歩』の刋本がある。本書の刋本の記録がみつからないので未刋に終わったもの
か。外側の匡郭は整版。14 丁。惣郷氏舊藏本。
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041 插譯英吉利文典　第二編　　　簽　惣郷氏舊藏本　將翁書軒 中１册　10,000
042 通俗　英學入門　　　　　　　　題簽欠　寧靜齋藏板　明 4 中１册　10,000
043 英語楷梯　　　　題簽六分剥落　染ミ汚れ本 好問堂　明 4 半１册　3,000
044 九體伊呂波　帖仕立 地本錦繪問屋／上州屋金藏　明初期刋 中横１帖　5,000
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045 BOOK OF INSTRUCTION FOR THE CHILDREN  明 4 四六判１册　10,000
=AT SAIKIO MATUSOK, VOL.1.FIRST EDITION 洋紙兩面整版本　開成所版の

海賊版　少虫
046 附音插画　英和字彙　背革装釘　大阪／積善館活版部　明 20 菊判 1 册　品切れ

=第三版　柴田昌吉・子安峻譯　織田純一郎校正　巻首虫
047 日漢英語言合璧　　　　島田胤則校閲　呉大五郎他編　明 39 四六横１册　品切れ
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048 商賣往來繪字引　　　簽　やや虫多し　又玄齋南可　無刋記 中１册　5,000
=彩色口繪入りの早印本　又玄齋南可は洋學者柳河春三の別號

049 珍しい英語辞書の陳列目録　　　　　　　　謄寫版　昭 25 四六横判１册　品切れ
=若林春和堂／若林正治記（序）　W 春和堂朱印　於○物　百貨店　

050 英語圖解　　　　　　索引附 山田巖著　東京開成館　昭 6 菊判 1 册　4,500
051 商人必携　英語活用辨　　　ボール表紙　永田義原編　明 19袖珍本 1 册　15,000

=玄風堂細木鐵筆　銅版　見返し紙欠
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052 第一益所日暦／完（題簽）　　　寫本 14 丁　紀元 2533 年 小横１册　品切れ
=研學日誌　2533（1873）明治 6 年 8 月、武州の根岸毅一という學生が東京日本
橋で英語を學びその學習内容を記した日記。

053 四書字引　簽欠　袖珍本　道春・闇齋點　須原屋板　文政 7 極小１册　2,000
054 英獨佛リーダーブックの一括　　一部日本版も有り　明治期 16 册　品切れ
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055 道具往來繪字引　第２編　　　題簽下方五分剥落　元治元序 中１册　5,000
=喫霞樓仙客（柳河春三）序　後摺本　明治版

056 うひまなひ　簽　語學教授本　　　柳河春蔭編板　明治初期刋 半１册　品切れ
=紀伊國屋源兵衛發兌

057 うひまなひ　簽下方四分剥落　　　柳河春蔭編板　明治初期刋 半１册　20,000
=紀伊國屋源兵衛發兌　染ミ　前出とは板木が異なる所謂異版
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058 うひまなひ異版異装６種の一括　　柳河春蔭（春三）編　明治初期刋 半６册　150,000　
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059 異國字解便覽（仮題）　　　　　改装 8 丁　著者刋年不明 半１册　30,000
=1 丁に「耕雲齋宗英撰」と記。アルファベットを示すも誤りが多い。

060 英和對譯　笑話集　　勝俣銓吉郎編　エービーシー　明 35 文庫判１册　　5,000
061 Die Wortbiegung der Deutfchen Sprache 明 13 四六判１册　15,000　

=東京外國語學校藏版

-33-



062　商賣往來繪字引　簽　又玄齋南可（柳河春三）自序　無刋記 中１册　品切れ
=版彩色の良摺本。
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＜062　版彩色＞

＜063　手彩色＞



063 商賣往來繪字引　簽　又玄齋南可（柳河春三）自序　無刋記 中１册　20,000
=やや早印、序と口繪は版彩色、本分は全丁手彩色。
本書は前出とは板木の異なる異版。№062 の方やや大振りであるためおそらくは
初版であろう。本文は№062 が版彩色、本書は全て手彩色である。
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064 法朗西　文典字類　　　　簽　桂川幹甫策識　慶應 3 年跋 中横１册　品切れ
=惣郷氏舊藏本

065 五國語箋　下巻　　簽欠　松園梅彦輯　金幸堂　萬延元年刋 中１册　10,000
066 新撰英語異同辯　　　横山砂編著　金刺兄弟出版部　明 36 四六判１册　3,500
067 日本文法　傳精神　　傷み　高橋五大洲著　聚學院　明 24 四六判１册　品切れ
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068 THE ELEMENTARY CATECHISMS. ENGLISH GRAMMAR. 四六判１册　品切れ
=TOKIO:1871.　蔵田清右衛門版　背傷み

069 法語階梯插譯　　　　　　　簽　帙入　朝眠懶生序　明 4 中１册　品切れ
070 英文　かなつかひ　題簽欠　やや虫多 桂潭島徳校　明 4 中１册　品切れ
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071 獨逸文典字類　　　　　　　　　　簽　春風社新鐫　明 4 中１册　80,000
=腕屋喜兵衛・大西屋儀兵衛發行
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072 ハルマの義に就て愚意御尋に付申上　　　　　　　　　　岡川五郎序　明 25　　　 中１册　50,000　
=佐久間脩理記　松代／宮下秀敬跋　佐久間象山ハルマ字書に就て建白書の覆製本。雁皮紙。帙入。
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073 官許　英吉利單語篇　　簽　賣捌／蔵田屋性右衛門　明 3 中１册　25,000
=和紙兩面整版印刷　開成所官版の被せ彫り版本

074 假名附　英學入門　　　　　　　　簽　寧靜齋藏板　明 4 中１册　25,000
075 插譯綴字書　第一篇　　簽　裏紙墨書　志水洋游譯　明 4 中１册　15,000

=ウエブストル氏著　スヘールリングブック　東亰便靜居藏
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076 横文字早學問　初・二編　初編題簽欠　吉田先生著　明 5 中２册　30,000
=東京書林／山崎清七・丸屋庄五郎梓

077 洋學須知附録　簽上部剥落　來青堂主人序　安政７年序 半１册　30,000
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078 六ヶ月間英語卒業書　前後編　初版　極美本　帙入　井上勤著　望月誠兎屋書店發行　明 21 菊判２册　30,000
079 和英單語ノ摺物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　26×38㎝　江戸末期刋 1 枚　10,000
080 獨和袖珍字彙　　　　　　　　　　　　　　　　　　改装　井上勤譯版　字書出版社　明 18 文庫判１册　25,000
081 英和通信　松本孝輔著　　　　　　　　　　　　　　　　　久野木信善翻刻　新古堂　明 18 四六判１册　20,000
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082 無類活用　正則英和用文　　　　ボール表紙　銅版　一部彩色摺佐藤書屋　木内文友編　明 19 袖珍本１册　20,000
083 英和四書　別冊　大學中庸　英文　ボール表紙　英國博士レッグ氏英譯　今村長善校正　明 18 四六判１册　8,000
084 横文字獨稽古　やや傷み墨汚れ 上嶋勝藏著　大阪心齋橋／冨士政七板　惣郷氏舊藏本　明 6 中１册　5,000　
085 西洋　五體伊呂波　　　　　　　　　　　　簽　ホーパッピール著　惣郷氏舊藏本　明治初期刋 中１册　10,000
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086 和蘭　文典讀法　第二編（大尾）簽　安政 3 年 10 月刋 大 1 册　45,000　
=東都／凌雲／竹内宗賢譯　樂善々藏版　少虫

087 和佛辭書　　　背革装釘　美本　丸善株式會社　明 33 文庫判１册　品切れ
=織田信義・田中旭・今井孝治合著　惣郷氏舊藏本

088 英吉利單語篇　　　　　　簽　開成所官板　慶應 2 年刋 四六判 1 册　品切れ
=背上部削レ　首尾墨書　譯語の書き入れ有り
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089 生産會社　英和通信　　4 編　ヤヤ傷ミ　松本孝輔藏　明 5 中 1 册　10,000
090 横文字早學問　綴字之部二編　　　　簽　吉田先生著　明 5 中 1 册　10,000

=惣郷正明氏舊藏本
091 西洋　五體いろは　　　　　簽　著者刋年不明　明治初期刋 中 1 册　5,000

-45-



092 發音辨義　上下巻　　　　　簽　袋附　星野多仲輯　明 11 中 2 册　5,000
093 外史譯語　上下巻　　　簽　大森惟中・莊原和同纂　明 10 中 2 册　10,000
094 うひまなひ　簽　第 1 丁欠　コピー補　柳河春三著　無刋 半 1 册　5,000

=海後宗臣舊藏本　紀伊國屋源兵衛發兌　明治初期刋
095 初學　英和書牘必携　　　ボール表紙　遠藤愛藏著　明 19 四六判１册　5,000

=杉浦重剛校閲　英國學士モリア校閲並序
096　實用速成英和商用會話　　棚橋一郎校　英語研究會　明 32 文庫判１册　5,000
097 語學新法　應試　和文英譯標準　　　　　北畠浄著　明 20 四六判１册　5,000
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098 獨文組立法　　　　　糠谷鍵治郎纂譯　後凋閣發兌　明 30 四六判 1 册　10,000
=銅版兩面摺　クロース装釘

099 俚諺辭典　　　　　　　熊代彦太郎編　金港堂書籍　明 39 四六判１册　5,000
100 語學入門　　　　　　　　　　川上廣樹著　敬業社　明 21 四六判１册　3,000
101 英文典　簽　洋紙兩面摺金屬活字版　無刋記　明治初期刋 四六判 1 册　30,000

=慶應義塾藏版之印あり。
102 英語リーダース一括　日本版 5 册・英國版 5 册　明 20 前後四六判 10 册　20,000
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103 支那語大辭彙　背革装釘　石山福治編　文求堂藏版　昭 3 四六判１册　10,000
104 改正増補　英語會話と職業編　　　　　渡邊四郎著　明 36 四六判１册　5,000
105　附音插圖　英和字彙　　　總革装釘　日就社原版　明18 菊判１册　品切れ

=柴田昌吉・子安峻同譯　久野木信善出版
106　英語文通自在　  ボール表紙　望月誠著　兎屋誠　明19 四六判１册　10,000
107　英和會話寳鑑　  革装釘　少朱線　小久保定之助　大10 文庫判１册　5,000
108　蒙古語會話　　　　  施雲卿著　蒙文書社發行　民國19 四六判１册　品切れ
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109　交際必携　英和對牘　下巻　　　　簽　日新堂藏版　明５ 半１册　10,000
110　陸軍省　日本略史字引　　袋附　簽　岩井眞二郎輯　明 9 中１册　3,000
111　増補訂正　日本外史字引　　　　簽　野呂公敏編版　明 9 中１册　2,500
112　明治大廣益會玉篇大全　首巻・11 巻全揃 簽　銅版　明 13 中 12 册　15,000

=木村品太郎編　土生柳平校正　山中市兵衛出版　竹原鼎彫刻
113　重刻　發字便蒙解　　　簽　黄龍源公増定 寛政７年重刻 中１册　3,500
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114　独逸ヘステル氏　第三讀本直譯　　　　ボール表紙　明 18 四六判１册　4,500
=長谷川辰二郎譯　

115　獨逸文法教科書　　　大村仁太郎・山口小太郎他著　明 27 四六判１册　品切れ

116　改正パーレー氏　萬國史直譯　ボール表　牛山良助　明 20 四六判１册　5,000

117　ボック氏第一讀本　獨案内　　　　　近藤衡平插譯　明 29 四六判１册　3,000

118　ウエブストル氏スペルリング　英學獨案内　ボール表明 26 四六判１册　5,000
=真野秀雄插譯

119　スペルリング獨稽古　　　ボール表紙　早見純一譯　明 18 四六判１册　4,500

120　ウエブスター氏スペルリング　獨案内　ボール表紙　明 18 袖珍判１册　5,000
=一名／正則　英語學獨稽古　石田隈次郎纂譯　飯塚八太郎出版

121　新語學獨案内　　　　ブリンクリー著　三省堂書店　明 42 菊判１册　3,500
=改装本クロース装釘
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122　附音插圖　英和字彙　　　　　　　　　　　　初版　原装美本　背革装釘　明６ 四六倍判１册　品切れ
=長崎／柴田昌吉・大垣／子安峻編。横濱日就社刋。東京／小林東馬／刀。吾國初ノ插繪入英和辭書。
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