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目録 書誌 書目 事典 索引 便覧 類書 叢書 雑集 新聞

〔学問〕・思想

思想 哲学 倫理 儒学 漢学 国学 洋学 蘭学 注釈 考証

神祇

神祇 神道 祭祀 祝詞 神社 社寺

仏教

仏教 縁起 和讃 悉曇 声明 天台 華厳 真言 修験道 浄土 融通念仏 時宗 真宗 禅
宗 臨済 曹洞 黄檗 普化 日蓮 寺院 寺社 寺誌

宗教

宗教 道教 キリスト教 俗信

言語

言語 国語 国語学 語学 文字 音韻 俚諺 俗語 方言 文法 辞書 節用集 字彙 語彙
辞彙 外国語

文学

文学 物語 擬古物語 説話 説話集 歴史物語 軍記物語 鎌倉物語 室町物語 御伽
草子 江戸小説 仮名草子 浮世草子 読本 滑稽本 洒落本 人情本 草雙紙 赤本 黒
本 青本 黄表紙 合巻 艶本 戯文 謎 咄本 講談 落語 実録 小説 随筆 評論 紀行
和文 文集 書簡 書簡集 書簡文範 漢文 漢文集 漢詩 漢詩集 漢詩文 詩文 詩文集
狂詩 狂文 狂詩文 詩歌 詩歌文 詩歌集 詩集 詩歌 連俳集 和歌 歌学 歌論 歌集
歌文 歌文集 家集 歌合 連歌 連歌論 聯句 俳諧 俳論 連句 俳文 雑俳 川柳 狂歌
狂句 歌謡 神楽歌 俗曲 俗謡 朗詠 宴曲 平曲

音楽・演劇

音楽 民謡 箏曲 楽器 楽器／琴 楽器／太鼓 三味線 尺八 楽譜 舞踊 演劇 芸能
神楽 雅楽 田楽 幸若舞曲 能 能の本 謡曲 能狂言 狂言 間狂言 浄瑠璃 浄瑠璃評
判記 奥浄瑠璃 義太夫 大薩摩 半太夫 河東 常磐津 富本 清元 新内 一中 薗八
正伝 繁太夫 宮古路 説経 長唄 歌舞伎 狂言本 脚本 絵入根本 番附 絵本番附 絵
本番附／操芝居 絵本番附／からくり 絵本番附／見せ物 鸚鵡石 役者評判記

歴史

歴史 通史 時代史 年表 藩史 雑史 災異 戦記 史論 伝記 言行録 年譜 陵墓 系譜
系図 家譜 家伝 紋章 文書 記録 日記 年代記 部類記 検地帳 雑記 雑録 花押 印
章 外国史

地理

地理 外国地理 地誌 案内記 細見記 評判記 外国地誌 漂流記 見聞記 探検記 地
図 外国地図 絵図

政治・法制 〔附故実〕

政治 法制 制度 外交 外事 軍事 海防 消防 防火 訴訟 官職 補任 名鑑 武鑑 故実
有職故実 武家故実 儀式 祭礼 礼法 年中行事 調度 服飾 財政 租税

経済

経済 度量衡 貨幣

風俗・〔生活〕

風俗 伝説 風説書 怪談 怪異 奇談 家事 衣服 裁縫 手芸 理容 化粧 飲食 食物 住
居 家具 育児 外国風俗

教育

教育 教訓 家訓 格言 心学 往来物

理学

理学 数学 和算 塵劫記 珠算 天文 暦法 暦 気象 地質 岩石 物理 化学 工学 博物
鉱物 生物 動物 植物 魚介

医学

医学 薬物 本草 鍼灸

産業

産業 農業 園芸 畜産 獣医 蚕業 林業 水産 漁業 塩業 鉱業 鉱山 鋳造 工業 土木
測量 治水 建築 築城 城郭 造船 商業 貿易 交通 海運 船舶 航海 通信 物産 製紙
醸造 染織

芸術

芸術 美術 絵画 画論 図案 絵巻 絵本 画帖 画譜 考古 印譜 金石文 拓本 印刷 工
芸 金工 木工 漆工 陶磁 彫刻 書画 書道 篆刻 文房具

諸芸

諸芸 茶道 造園 庭園 盆石 花道 香道 占卜 相法 陰陽道 易学 料理 玩具 遊猟 狩
猟 釣魚 放鷹 鵜飼 犬追物 闘鶏 相撲 打毬 蹴鞠 遊戯 囲碁 聯珠 将棋

〔武学〕・武術

武術 兵法 武具 刀剣 薙刀 馬具 剣術 槍術 弓術 馬術 柔術 火術 砲術 棒術 拳法
忍術

