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江戸期以前寺社縁起関係目録

間島由美子

は　じ　め　に

　今春開催された信州善光寺の開帳には，50日間で3，883，000人の善男善女が訪れたと、

聞ぐ。ところが，「御開帳って何を見せるの」と問う参拝客が多かったという。三国伝

来一光三尊の阿弥陀如来の由来を知る人ははたしてどれほどいたであろうか。有名寺

院に人々が詣でても，その寺院につ吟ての知識を熟知している者は案外少ないのでは

なかろうか。

　寺社の草創，沿革などを記したものを通称して寺社縁起と呼訟。江戸時代には，開

帳の際にこのような寺社の縁起をわかりやすく簡単に記した「略縁起」と私する一枚

刷，あるいは数丁の小冊子炉配ぢれている。参詣者はこμを媒介に即立仏や寺院に関

する様々な知識を得，さらには新たな仏縁を結んだものと想像される。

　当館では，この「略縁起」を数多ぐ所蔵している。印刷物としては紙質も刷りも拙

いものであるが，その資料的価値は，仏教史はもとより，民俗学，歴史，文学にと豊

かな広がりを持つものである。

　全国の略縁起類に関しては，都留文科大学教授中野三三が当館をはじめ，日本大学

付属図書館黒川文庫，神宮文庫，上田市立図書館花月文庫，宮内庁書陵部等の調査を

され，内容一覧を作成，発表されている。（「近世略縁起集一覧」『都留文科大学研究紀

要』第27，29集，昭和62，’63年）また慶応義摯図書館所蔵Q略縁起類た関しては，伺図

書館の白石克氏によって詳細な解題目録が作成されている。（『慶応義塾図書館所蔵寺

社回縁起類解題』　昭和56年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　当館で所蔵する略縁起類は大部分合冊書となっており，その中から目ざす寺社の縁

起書を探すには時間がかかる。当目録は，これらを寺社名から検索できるように作成

したものである。合わせて略縁起ばかりでなく，それぞれの寺社に関係する資料類も

採録した。けだし一枚刷の寺社の境内絵図等は将来別途のgStvこ譲り採録しなみ・つた。

管見の収録に漏れたものは次回に補いたい。’　　　　，

　本稿を作成するにあたり，都留文科大学教授中野三三に多大な御教示を頂戴した。

ここに御礼を申し上げる。
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凡 例

1　収録範囲　　　　　　　　　　・　　　　　tt　、　　　　　　　　　　　　　　，、

　ここに収録したのは，平成3年4月現在当館で所蔵する三社縁起類で江戸期以前
の版本，』 ﾊ本である。若干明治以降も含む。単行書，小冊子，一枚刷が中心である

が代表的と思われる叢書類からも採録した。内容は寺社の縁起，略伝が主であり，

開山伝，本尊伝，宝物並等も含む。多少，，名所三等も収下した。』寺社の考証書，神

名帳等は収録しなかった。寺社の境内絵図面も未収である。

2　編　成
　分類は地域別とし，同一地域内は寺社名の五十音順とじた。別称はカッコ（）

に付した。同デ寺社内は書名の五十音順に配列した。

3　記述内容

①目録の記述は，書名，請求記号，編著虚名，版本写本の別，出版地，出版者，

　刊血肉，冊数（丁数），大きさ，注記の順とした。請求記号は〈〉内に記入した。

②　書名は，原則として計装表紙の外題に拠った。外題がないものは内題から採っ

　　た。合冊書の略縁起類の中には侠題のものが数点あったが，’注記に中野猛氏によ

　　る仮題『（「近世略縁起集一監」『都留文科大学研究紀要』第27集，，昭和62年）を採用

　　させていただいた。

③出版者は，2名までを記し，3名以上は最後の1名を記し，〔等〕．の字を付した。

④　刊翌年は，刊写の年が明確なものは刊三年につづいて「刊」「写」’を記した。刊

　　写年が確定できなV3ものは年号をそのまま記載した。

⑤　丁数は，合冊書となっているもののみ記し，叢書中のものほ記ざなかった。そ

　　の場合原装表紙は含めなかった。単行書は冊数で記した。合冊されているものは，

　　3冊（合1冊）の如くに記した。

　⑥　大きさは，縦の寸法を端数切り上げで記した。横本は縦横り寸法を記した。軸

　　物は料紙の高さを記した。

　⑦推定，補記等は〔〕を使用した。．　．　　　、
　⑧叢書中のものは叢書名を注記した。以下がそめ代表的なものである。

　　『群書類従』　〈請求記号127－1＞刊　666冊（合267冊）　　　　　　　　　　　　一t

　　『続群書類従』　〈請求記号寅一7＞写　119冊（合58冊）

　　『叢書島本』　〈請求記号104－231＞　写　35冊

　　『土佐国群書類従』　＜請求記号わ218－2＞写　197冊（合105冊）

　　『輪池叢書』　＜請求記号ち一’7＞　写　43’冊

　　『鶯宿雑記』〈請求記号238－1＞写　576冊（合289冊）

　⑨’小冊子，一枚刷のもので合冊書となうているものは以†である。一部略称を使

　　回した。

　　『諸国名所古寺略縁起』　＜請求記号830－91＞合2冊　略称『諸国名所』

　　『諸国寺社諸縁起』〈請求記号235－316＞合11冊，略称『諸国寺社』．
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『諸国寺社略縁起』・〈請求記号丑一15＞合1冊

『縁起』〈請求記号103－291＞’合11冊

『寺社書上』＜請求記号802マ42＞合121冊

寺社名の読みは堀由蔵編『大日本寺院総覧』に拠った。

漢字はおおむね新字体を使用した。

当目録を作成するに際し，以下の目録台を参考にした。

「近世略縁起集一覧」中野猛著　（『都留文科大学研究紀要』第27集，29集，昭和62

年，63年）

「近世血縁起集調査報告」　中野猛著．（『武蔵野文学』33，昭和60年）

『慶応義塾図書館所蔵寺社略縁起類解題：』　白石克著　昭和56年

「既出“寺社略縁起類”’目録稿」　白石旧著　（『斯道文庫論集』第19輯昭和58年）

『町方書上・寺社書上　細目』　国立国会図書館閲覧部編　昭和35年

，目 ．次

1畿内　・　（ぺvジ）
　　　山城国……．一一・」………・…・………22

　　大和国……………・…・…・………27

　　　河内国・∴…………………・…・…・32

　　和泉国・・曽…………・…・……一・i33

　　摂津国………・∵…・………・…‘・・33

　　　その他・……∴………・…・………34

11東海道　　’　・　・’v
　　伊勢国………………・・………一’…35

　　尾張国・・………・……・・…………・35

　　三河国………・∵・……・…一’………36

　　遠江国・……・t………・…………∴37

　　駿河国……」…………一f一…………・37

　　　甲斐国……・…………・…・……・：・37

　　伊豆国‘………………・・…………38

　　相模国・………………・……・……38

　　　〔鎌倉周辺〕・一…・………・・…・・39

　　武蔵国…………・・…二・・………∵∵41

　　　〔江戸及び近郊〕…・…・・………43

　　安房国…………・……・・…………63

　　上総匡卜…………癌・・……………64

　　下総：国…・…………・・……………64

　　　常陸国………∵・

III東・山　道

　　・近江国∵・………

　　　美濃国…………

　　　飛弾国・…・……．・

　　　信濃国……；・…・

　　　上野国∴………

　　　下野国…………

　　　〔日光〕………

　　　磐城国…………

　　　岩代国…………

　　　陸前国…………

　　　陸中国・………∴

　　　陸奥国・…・・……

　　　羽前国…………

IV北　陸’道
　　　若狭国…………

　　　越前国…………

　　　加賀国…・……∴

　　　越後国……・、・・…

　　　佐渡国…………

V　山　陽　道

”””” 秩h”’””“’65

…　一・一・・・・…　一・・一66

…　一・一・…　一・…　一・67

一・一一・・一；… @一・…　67

一・一・一・一… @一・・一・67

・・一・“・・・・…　一・・一・68

・・一・・・・・・・・・・・・・・・… @69’

一・一…・… @一・・…一69

・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @70
．．”．．”．．．．．．“．L一・70

一一・一・・… @一一・一・・70

一・一… @一・・…　一・…　71

”…
@：・・・・・・・・・・…　：’・71，

・・一・・一・…・一・・・… @71

”・・一一一・一・・一・一・ V1

’・’・・・・・・・・・・・・… @‘…　71

．．”・・一・一… @一・一・・71

・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @72
；・・・・・・・・・…　：・・・・…　72

一21一



　　・播磨国……………・……・……・…73

　　備前国・………………・・…………74

　　備後国・・∵……一　・・一……・……・……74

　　安芸国∵……・・………・・∴一：・……74

　　　周防国………………・・…’T…・∵・74

　　　長門国………・………・……・……74

VI南　海　道
　　　紀伊国…………・…∴・…・・…・・…74

　　　　　　ま　　　阿波国………

　　讃岐国……∵

　　伊予国………
　　　土佐国；……∵

VII西　海　道

　　　筑前国・∵・…

　　　豊後国…1・…

　　　壱岐国…・…・

・…
@一・・・…　一・“・一・…　75

．．．一・・・・… @一s””’””75

・・・・・・・・・・・・・…
@：・・：・…　76

…　一・・・・・・…　v・・・・・・…　76

・・・・・・・・…
@“・・・・・・…　一・・77

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @78

””’
秩h’””’“’””’””78

1　畿

　　　　　　山　城　国

岩清水八幡宮

岩清水入幡縁起　　　　　くWA16－100＞tt

　写　〔室町時代〕　　1冊　26cm

岩清水入営宮護国寺略記，　　〈127－1＞

　行旧著　刊，貞観5成　（『群書類従』

　巻14第16冊の内）

梅宮神社，

梅宮神社徳略記　　　　　　　〈別9r24＞

　刊．1枚　（『張交帳』の内）

海蔵院（東福寺）　臨済宗東福寺派

海蔵三三沙門天王縁起　　　　く235－316≧

　刊　1枚　（『諸国寺社』第7の内）

　　内

　宝徳3写　1冊’　26cm

　　　　　　　　ハ
勧修寺　真言宗山階派

勧修寺縁起　　　　　　　　　＜127Ll＞

　基綱女著　刊　（『群書類従』巻430第

　535冊の内）

同上　　　　　・〈238－1＞
　写　（『再三雑記』巻201の内）

感応寺

観音縁起　　　　　　’　〈わ188．5－10＞

　藤原三孝写　明磨　1冊　28cm内

　題：河崎感応寺聖観音縁起

川崎観音縁起　”　　　　〈わ188．5－11＞

　写寛永171冊28cm内輝：河
　崎感応寺正観音縁起層「

賀茂神社　　　　　　　　　　　　　　　　北野天満宮．

3E：茂社記録　　　　　　　　　〈832－305＞　　北野縁起　　　．　　　，　　　＜127－1＞

　’写　97冊　　　　　　　　　　　　　　　　刊　（『群書類従』巻19第22冊の内）．．

’賀茂御祖神社在頭図　　　　　〈別9－24＞，北野宮寺縁：起　　　、　　　　　＜寅一7＞

　明治7刊　1枚　（『張交帳』の内）　　　　写　（『続群書類従』巻57の内）

輩三社縁起　　　　　　　　　〈別9－24＞．　北野天神縁起　　　　　　　　〈亥二L37＞

　明治12刊　1枚　（『張交帳』の内）　　　　土佐行光原筆，亀岳写　3軸　40cm

簸神社記　　　〈WA・6一・4・〉北野本地，　　’．＜貴1＞

　　　　　　　　　　　　　　　　一22一



　写　（『続群書類従』巻57の内）

契繕離菅野轍出面記　〈235－3・6＞

　刊　寛政8　2丁　内題：天満宮御自

　作尊像血縁記　（『諸国寺社』第7の内）

鳴郭公　　　　　　　　　　ぐ亥一194＞

　干IJ’1枚　（『扶桑探勝図』巻1の内）

清水寺　法相宗

京都清水寺奥院霊宝目録　　　〈亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻2の内）

清水寺縁起　　’　　　　　、　＜127－1＞

　藤原萌旧著　刊　（『群書類従』巻430第

　534冊の内）

山城国愛宕郡音羽山清水寺縁起井堂塔社祠
糸田言己　　　　　　　『　　　　・　　　．　　　〈163－291＞

刊5丁（r髄！第・の内）・

糊所麟堅作記1、　〈235－3・6S

　刊　3丁　内題・：清水寺奥院本草略論

　記，（『諸国寺社』第2め内）

幣東音羽山清水寺野縁起　　　・〈235－316＞

　元‡3刊、4丁　内題：清水寺略縁起

　（『諸国寺社』第7の内）

鞍馬寺　天台宗
弓馬縁起　　　　　　　　　咳ニー66＞

　写　1軸52cm彩色　旧記：大坪
　文庫

城州鞍馬寺兵法場名石　　　　’〈亥一194＞

　刊　1枚　（1扶桑探勝図』巻1の内！

建仁寺　臨済宗建仁寺派

東山建仁寺志　　　　　・　’〈101r206＞

　写　1冊28cm難産：雑i華院

高山寺　真言宗御室派

謹暑御蔽ゑんぎ　　＜235－3・6＞

　刊　3丁　内題：栂尾高山寺縁起略

　　（『諸国寺社』第6の内）

光勝寺（空也堂）　時宗

虚無王膝詰来記　tt〈83・一9・〉

　刊　1枚・（『諸国名所』上の内）

－興聖寺　曹洞宗

，宇治興聖禅寺記　　　　　　　く138－23＞

　源通村著刊‘（『扶桑拾葉集』巻30の

　内）

同　上　　　　　　　　　　　　　く子二4＞

　写　（『扶桑三葉集』巻30の内）

広隆寺　真言宗御室派

太秦牛祭三三　　　　’　　〈わ721－5＞

　刊・1冊子27cm’印記：榊原家蔵

太秦牛祭絵巻．　　　　　　　〈す一60＞

　写　1、軸．38cm彩色、印記：堀田

　文庫
山城州葛野郡二野大下郷広隆寺来由記

　　　　　　　　　　　　　　く127－1＞

　．四丁旧著‘刊　　（『群書類従』巻430第

　534冊の内）

金蔵寺天台宗

西岩倉金蔵寺旧記　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁〔落丁）．（『諸国寺社』第6の

　内）　　　一

華照寺（銀閣寺）臨済宗相国寺派

鎌東山蠣三略縁起　＿〈83・一9・〉

　刊　2丁　（『諸国名所』上の内）

銀閣寺縁起略　　　　　　　　〈830L91＞

　写　1丁　（『諸国名所』上の内）

如意か嶽観世音井大文字焼暗記〈83’O－91＞

　刊　2丁　（『諦国名所』上の内）
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神護寺　真言宗大覚寺派

神嘉応鐘銘　　　　　　　　く212L239＞

　藤原敏行記　1冊　28cm　　〔拓本〕・

真正極楽寺（真如堂）’夫台宗

京真如堂如来回縁：起　　　　　〈890－91＞

　刊　9丁　（『諸国名所』下の内）

真如堂縁起　　　　　　　　・〈210－210＞

　刊　1冊27c血絵入

誓願寺　浄土宗西山派

誓願寺縁場　　　　’　　　　〈232二179＞

　慧明校東洲画京都能勢儀兵衛

　〔等〕寛政5刊　2冊（合1冊）27

　cm　角書：絵詞要略

清川寺　浄土宗　　　　’，　　　1

嵯峨清涼寺縁起　　　　　　　＜238－94＞

　岡本保孝校写幽1冊25cm
羅綾簗寺牛皮鑛縁渾’〈・・4－23・〉

　刊’3丁　（『叢書料本』第11の内）

同上　　　　　〈235－316＞
　刊　3丁　（『諦国寺社』第7の内）

同上　　　　　く124－230＞．
　刊　3丁　（『桜園叢書』巻69の内）

髄即諾記　　く235－3・6＞lt
　刊　23丁　内遮：釈迦如来栴檀三三記’

　（『諸国寺社』第7の内）

同上　 ，　　　〈1Q3－291＞
　（『縁起』第2の内）・

同上　 @・・　　＜104－231＞
　（『叢書証本』第10の内）

清和院　新義真言宗智山派

清和院地蔵縁起　　　　　　　〈ゑ一49＞

　写　4冊28cm’

　t

せきさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

赤山大明神

赤山大同神縁起　　　　　　　一　〈寅一7＞

　写’（『続群書類従』巻63の内）

禅林寺（永観堂）　浄土宗西山派，

顧本尊略縁起　　　　∵　　　〈235－316＞

　刊　3丁　内題：聖衆来迎山禅林寺永

　観堂本尊面癖記　（『諸国寺社』第7の

　内）

大雲寺・天台宗寺門派

大雲寺諸堂並系譜　　　　　　　〈ゑ一27＞
　レ

∫写　1冊27cm

醍醐寺　真言宗醍醐寺派

醍醐寺縁起　　　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻430第534冊の内）

醍醐寺雑事記　　・　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻453第566冊の内）

大徳寺　臨済宗大徳寺派・

童謡山大面寺寮舎開基再造略記

　　　　　　　　　　　　　〈832－234＞

　写’1冊23cm
三宝山大徳禅寺志　　　　『　〈101－207＞

　写　4冊（合2冊）2Scm　印記：雑

　華院

知恩寺（百万遍）　浄土宗

常行百万偏百万人会略縁起　　〈235－316＞

　刊　寛延4　4丁　内題：常行百万遍

　会略縁起　（『諸国寺社』第7の内）

つきのわ

月輪寺　天台宗

月輪寺冷温記　　　　　．　　　＜830－91＞

　刊　5丁　内題：．月輪三略縁起　（『諸

　国名所』上の内）
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東寺　真言宗

東寺古文晶出　　　　　　　〈213－429＞

　伴信心編　写　8冊　27cm

東寺執行鴫私用集・　q39－47＞

　写　4冊28cm印言己：桑名，桑名文

　庫，楽亭文庫，立教館図書印

東寺真言宗血脈記　　　　　　〈214－88＞

　写　1冊　24cm

東寺長者並金剛峯寺検校次第〈237－110＞

　写　1冊27cm旧記：尾張州取田
／弘入正紹蔵

東寺塔供養記　　　　　　　　　＜127－1＞

　刊　（『群書類従』巻432第536冊の内）

東寺塔供養記　　　　・　　　　くち一7＞

　写　（『輪池叢書』第11の内）

東寺塔供養i記　　　　　　　　＜127－1＞

　刊　（『群書類従』巻433第537冊の内）

東寺百合古文書　　　　　　　　〈と一8＞

　写　188冊（合166冊）24cm　印面：

桑名文庫，楽亭文庫，桑名，白河，立教

館図書印

東寺補任古文書　　　　　〈WA25－44＞

　写　寛治元，長承2　1軸　34cm　印

　記：根岸武香珍蔵

東寺文書　　　　　　　・　　〈850－29＞

　18冊　36×24cm　〔影写〕

東寺文書年月録　　　　　〈わ210．08－13＞

　写　1冊　24cm

等持院　臨済宗

御影之図　　　　　　　　　　〈別9－24＞

　刊　4丁　（『張交帳』の内）

南禅寺　臨済宗南禅寺派

天下南禅寺記　　　　　　　　〈139－45＞

　大旨有諸著　写　応永20成，1冊　27

　cm
同上　　 ’　　〈127－1＞

、刊　（『群書類従』巻431第535冊の内）

西本願尋　浄土真宗本題寺派’

〔イ失1題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　刊　2枚仮題：〔西本願寺の庁堂，

　寺院，滴翠園の記〕　（『諸国名所』上の

　内）

二尊院　天台宗

嵯峨小倉山二尊院霊宝目録略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　写　7丁　（『諸国寺社』第6の内）

仁和寺　真言寡御室派
仁和寺御伝　　　　　　L　　〈127－1＞

　尊海面　刊　（『群書類従』巻67第89，90

　冊の内）

仁和寺再興縁起　　　　・　　　〈ひ一4≧

　写　大永4成　1冊　28cm

仁和寺正院家記　　　　　　　く127－1＞

　刊　（『群書類従』巻59第76，77冊の内）

仁和寺諸旧記　　　　　　　　〈127－1＞
　刊　（『群書類従』巻430第534冊の内）

般舟三三三　天台宗

洛陽般舟三昧万言す　1　　　　＜830－91＞

　写　1丁　（『諸国名所』上の内）

同上　　　　　．　〈127－1＞
　刊　（『群書類従』巻430第534冊の内）

月上　　　　　〈238－1＞
　写　（『三宿雑記』巻201の内）

同上　　　　　〈わ081－5＞
　写（『百回忌』第12の内）

東本願寺　浄土宗大壷派

東本願寺炎上記　　　　　　〈166－264＞

　六人部品香油　写　1冊　28cm　〔文
　政6年11月東：本願寺三三の記録〕
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本願寺由緒記　5巻　　　　く117－75＞

　原隔下血三子著　浪速　柏原屋清右衛

　門〔等〕正徳5刊　5冊（合2冊）　26

　cm　内題：大谷本願寺由緒通鑑

毘沙門堂　天台宗
毘1少F『i堂言語’　　　　　　　　　　　　　　　〈SS合一183＞

　写　23冊27cm　旧記＝渡辺＝F’秋蔵

　書

平等寺（因幡：堂）

平等寺因幡堂縁起　　　、　，〈832－249＞

　浄厳写1冊37×27cm旧記：元
　凝巷，温故堂文庫　〔原本三智院所蔵〕

ふじのもり

藤森神社
藤1森社縁起　　　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻23第27冊の内）

同上　　　　　〈238－1＞
　写　（『三宿雑記』巻2き9の内）

ふ　だらく

補陀落寺　天台宗
更小町寺略縁起　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第7の内）

同上　　　　　〈亥一194＞
　（『扶桑探勝図』巻1の内）

方広寺　天台宗

京都大仏殿大回三三　　　　　〈830－91＞

　弘御5刊　1枚’（『諸国名所』上の内）

晶晶礎臨図　　〈235r3・6＞

　〔宝永〕刊　4丁　（『諸国寺社』第7の内）

宝積寺（宝寺）追金真言宗智山派

山崎銭原宝寺略縁起　　　　　〈231－226＞

　刊　1冊27cm内題：山城国山崎
　銭原宝積寺略縁起　旧記：福田文鵬

　愛岳麓蔵書

山崎宝寺宝物略記　　　　　＜235－316＞

　刊．8丁　内題：山崎銭原宝寺宝物略

、記龍神伝来打出小槌　（『諸国寺

　社』第6の内）

法成寺　　　　」

法成寺金堂供養記　　　、　　＜12．7－1＞

　刊　（『群書類従』巻432第536冊の内）

薬師堂供養i記　’　　。　　　　〈127－1＞

刊・別書名・法成寺薬師堂供養記

　（『群書類従』巻432第536冊の内）

法輪寺　真言宗御室派

山城州葛野郡嵯峨法輪寺縁起　　〈二一15＞

　刊　4丁　絵入　尾題：山城州葛野郡

　智福山法輪寺略縁起　（『諸国寺社下縁

　起』の内）

本法寺　日蓮宗

日割上人徳行記　　　　　くわ188．9－5＞、

　日野著，日達編　刊　元禄16成　2冊

　28cm　内題：洛陽本法寺開山大僧都

　法印久遠成院日生上人徳行記

万寿寺　臨済宗東福寺派

京城万寿禅寺記　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　寛正5成　（『群書熱従』巻431第

　535冊の内）

壬生寺　律宗

壬生宝瞳三昧院縁起　　　　　〈212－32＞

　華洛井上実氏　元禄15刊　1冊
　27cm　絵入’三筆書名：壬生寺縁起

妙満寺法華宗

京都妙満寺霊宝　　　　　　　〈亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻2の内）
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道成寺鐘今在妙満寺和解回縁起

刊　寛政4
の内）

』4丁

むこう

向日神社

向日社法華守護抄『，

　干iJ　弓ムイヒ3　　4丁

　　　〈235－316＞

（『諸国寺社』第7

　　　〈103＝291＞

（『縁起』第1の内）

よしみねロ

善嘉応　天台宗

西国二＋番西山善峯寺略語記　〈103－291＞一

　刊　4丁　（『縁起』第6の内）

鹿王院　臨済宗天竜寺派

覚雄山大福田宝瞳寺鹿王院記　　＜127－1＞

　刊　て『群書類従』巻431第535冊の内）

鹿苑寺　臨済宗相国寺派．

山城州葛野郡北山鹿苑禅寺之略記

　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

その他

面当寺鑑　　　　　　　　　　〈109－68＞

　森本旧庵編9洛陽・森本徳之助　寛文．

　8刊　4冊（合2冊）23cm角書＝
　やましろのくにりゅう

　山城藩中　〔山城国に所在する浄土

　宗の寺院217の縁起及び案内記〕

京みやげ京名所あんない∵　　〈235－316＞．

　刊　4丁内題：京みやげめいしょあ「

　んない　（『諸国寺社』第7の内）

嵯峨名所旧記　　　　唱　　，〈235－316＞

　刊　5丁　（『諸国寺社』第7の内）

砦廉影回三内，　〈235－3・6＞

　刊　京都　菊屋長兵衛　4丁　（『諸国』

　寺社』第7の内）

齢京名所案内記　　，．〈235－3・6＞

　京赤井長兵衛享和3刊　4丁　（『諸

　国寺社』第7の内）、

同上　　’　．　＜103－291＞
　刊　京　竹原好兵衛　4丁　（『縁起』

　第9の内）

東山

西山京名所あんない記、　　〈235－316＞
洛陽

　刊　4丁，（『諸国寺社』第7の：内）

　　　　　　大　和　国

秋篠寺　浄土宗西山派

和州秋篠寺略縁起　　　　　　〈830－91＞

　刊　元禄4・1枚　（『諸国名所』上の

　内）

石上神社

石上神社縁起　　　　　　　　〈別9－24＞

　刊．1枚　（『張交帳』の内）一

大三輪神社

三輪大明神縁起　　　　　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻46の内）’

おおやまとじんじゃ

大和神社

大和社縁起’　　　　　　　〈183－384＞

　写　2ら丁　（『不忍叢書』第10の内）

春日大社

春日権現験記　　　　　．　〈亥ニー1＞

　安政5写　6軸、44cm　絵入彩色
春日権現験記　　．　　　〈WA31－13＞

　板橋貫雄模写　明治3　20軸，　42CM

春・日山凶冷　　　　　　　　〈229－191＞

　釈博泉著　刊　5冊　23cm

同上　　　 ・　＜127－142＞

春日山神社著名燈籠図　　　〈亥∠149＞

　写1’帖27cm　　　．一
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春日若宮御祭旧記　　　　　　〈841－32＞

　刊　1冊　26cm　印記：’茸山文庫

春日若宮御祭礼図　　　　　　〈107－355＞

　干嘘，3冊（合1冊）27cm　　　、．｝

春日若宮御祭礼略記　　　　　〈128－60＞

　安永9刊　2冊26cm　　　　’

同上　　　　　〈146－141＞
　刊　3冊（合1冊）26cm，

春：日若宮祭式　　　　　　　　〈830－135＞

　写　2冊　26cm　註記：杉愛蔵

喜光寺　法相宗

和州清涼山喜光寺略縁起　　　〈103－291＞

　刊　2丁　書名は後付題による　内

　題：清涼山喜光寺略記，菅原天満宮略

　由　（『縁起』第5の内）

金峰山寺　天台宗

和州吉蝶蝶茎離院

　迎遍〔著〕　刊　4丁

　内）’

　　〈103－291＞

（『縁起』第6の

興福寺　法相宗　　　　　　　　　　“

興福寺縁起　　　　　　　　　　〈127－1＞

．藤原良世著　刊　（『群書類従』巻435第

　540冊の内）

興福寺三三次第　　　　　・　＜139－48＞

　写、1冊27cm　世塵：桑名，桑名文

　庫，白河，立教三図書印

霊像宝物由来略　　　　　　〈235－316＞

　刊　10丁　（『諸国寺社』第6の内）

金剛山寺　真言宗

和州矢田山添縁起　’　　．　〈830－91＞

　刊　5丁　内題：和州矢田山金剛山寺．

　略縁起　（『諸国名所』上の内）

西大寺　真言律宗

大和国南都西大寺略旧記言霊旧記

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　12丁　内題：西大寺釈迦如来愛染

　明王井霊仏霊宝略記　（『諸国寺社』第

　7の内）　　　　・E

正暦寺　真言宗御室派

大和国正暦寺縁起　　　　　　　〈貴6－2＞

　長徳2写　2軸　33cm　内題：大和
．国添上郡正暦寺縁起

和州添上郡菩提山回暦三三花樹院

　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　写　1丁　（『諸国名所』上の内）』

崇敬寺（安倍文珠院）

安倍三略縁起　　　　　　　　〈238－1＞

刊　4丁　（『三宿雑記』巻347画面）

勅願所和州安倍山満願上略縁由〈103－291＞

　刊　文政6　4丁　内題：安倍山平縁
　記　．（『縁起』第3の内）

石光寺　浄土宗
　　　　　その
和州石光寺染寺由来　　　　　〈亥一194＞

　刊　1枚　絵入　（『扶桑探勝図』巻3、

　の内）

大安寺　真言宗山階派

大安寺縁起　　　　　　　一

　伝菅原道真書寛平7成
　15cm　〔拓本〕

同　上

　刊

夫安寺伽藍縁起流記資財帳

．刊

　〈ペニー6＞

1帖　34×

＜127－1＞

（『群書類従』巻435第540冊あ内）

　　　　　　　　　　　〈127－1＞

（『群書類従』巻435第540冊の内）

当麻寺　真言宗高野派

当麻曼陀羅縁起，
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刊　（『群書類従』巻437第542冊の内）

同上　　　 ’　〈238－1＞

　写　（『三宿雑記』巻201の内）

大和国当麻寺案内井略縁起　　　〈238－1＞

　写　2丁　（『鶯宿雑記』巻28の内）

和州当摩〔麻〕寺中将姫由来旧く103－291＞

　刊　2丁　書名は後付題による　尾

　題：当麻寺略三三　（r三三』第5の内）

当麻寺略縁起　　　　　　　　く103－291＞

　刊　1丁〔落丁〕　（『縁起』第5の内）、

橘寺　天台宗

橘寺略縁起　　 　　〈103－291＞

　刊　10丁　後付題：大和国三頭山橘寺

　起（『縁起』第3の内）

同上　　　　　〈238－1＞
　刊　10丁　（『三宿雑記』巻341の内）

橘寺霊宝概略　　　　　　　　＜830－91＞・

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

竜田神社

龍田二三言己目録　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　2丁　（『縁起』第6の内）

竜田神社略御伝記　　　　　　〈別9－24＞

　明治8刊’1枚　（『蘇三三』の内）、

』龍田大明神縁起．・　・．　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻46の内）

和州竜田名所　　　　　　’＜io3－291＞

　刊　2丁　書名は後付題による　（『縁

　起』第6の内）

誕生寺　浄土宗

夫和峨難欝誕生謀略縁起〈235－3・6＞

刊　1丁〔落丁〕
内）

（『諸国寺社』第1の

回護孫子寺　真言宗高野派

志貴山縁起　3巻・　・　　　〈す一50＞

　伝鳥羽僧正覚猷画　写　平安後期成

　3軸　33cm　帥記；住之江文庫，住吉

絵所・彩色

毘沙門天王霊験記　　　　　「〈108－232＞

　釈義道面，丹璃直言画　≠IJ　5冊（合

　2冊）．　26cm

唐招提寺　律宗

南都招提寺略縁記　　　　・　〈830－91＞

　刊　3TI（『諸国名所』第1の内）

同上　　　　　〈別9－24＞
　刊　3丁　（『張交帳』の内）

南都招提寺略縁起　　　　　　　く238－1＞

　刊写入り交り『3丁　（『三宿回訓巻

「341の内）

霊宝目録　　　　，　　　　’〈別9－24＞’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　刊　1枚　（『蘇交帳』の内）

〔命題〕　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　写　1丁　仮題：〔唐招提寺建築〕　（『諸

　国名所』上の内）

東大寺　華厳宗・

東大寺金銅碑文　’　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻435第540冊の内）

東大寺正倉院宝蔵開封記　　　　くゑ一33≧

　写　1冊27cm内題：正倉院宝蔵
・開封記’印面：温故三文庫

東大寺並倉院御物図絵、　　〈亥ニー38＞

　在原左回模写　2軸41cfn旧記：
　石川氏之記

東大寺耳倉院古文書目録一　《165－76＞

　写1冊13×20cm
東大寺正倉院所収文書天保七年新月録並

御開符役人出仕之図　　　　．〈121－210＞

　写1冊27cm彩色
東大寺大仏記　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻435第540冊の内）
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東大寺大仏造立供養記　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻435第540冊の内）

東大寺大仏殿縁起　2巻　　　〈139－169＞

　龍松院崇旧著天明3刊　1冊26
　cm　絵入
東大寺二三二型二丁牒券　　　〈830－15＞

」小杉橿邨校写26cm印記：二二
　蔵，・阿波国文庫

東大寺八幡宮宝物二面図　　　〈亥一188＞

　写　1軸　27cm　内題：東大寺入幡宮

　’門門会楽器図絵　彩色

東大寺入党験記　　　　　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻64の内）

東大寺物価食功　　　　　　　　〈ね一35＞

　柏木貸一郎著　写　2冊　25cm

東大寺略縁起　　　　　　、　〈別9－24＞

　刊　i枚‘（『張交帳』の内）

南都東大寺大仏殿金銅二三那仏寸尺

　　　　　　　　　　　　　　く」号IJ　9－24＞

　刊　1枚　（『瞬二二』の内）

言置峰

多武峰縁起　　　　　　　　　　〈127－1＞

　一条兼良著　刊　（『群書類従』巻436第

　541冊の内）

多武峰縁起　　　・　　　　　　〈別9－24＞

　刊　20丁　（『張交帳』の内）

多武門略記　　　噛　　　　　〈127－1＞

　静二丁　刊　建久8成　（『群書類従』

　巻436第541冊の内）

多武山二十六勝志　　　　　　〈鶉2306＞

　弍蘇編竹亭武敬三智光明三蔵安

　政4刊　1冊27cm絵入
同上　　　　、〈124－118＞
同上　　　　　く166－84＞

丹生神社

丹生神社古文書 〈830－10＞

写．1冊28cm旧記＝杉園蔵　〔回
信友，栗田実，小杉三民書入れあり’〕L

如意輪寺　浄土宗’

小楠公梓弓詠　　　　　　　　〈830－91＞

　杏村学人河野逸撰吉野　如意輪寺
　文久3刊　5丁　（『諸国名所』上の内）

長谷寺　新義真言宗

大和国長谷寺縁起　　，　　　〈io3－291＞

　実阿〔著〕刊　〔奈良〕長谷寺本願院

　文化1412丁　内題：豊山長谷寺二二

　起・附：追加　文政5　（『縁起』第2

　の内〉

同上　　　　　＜830－91＞
　（『諸国名所』上の内）

長谷寺縁起．　　　．　　　　　＜127－1＞

　刊　（『群書類従』巻437第542冊の内）

長谷寺観音験記　3巻　　　　〈213－325＞

　二丁著　和州　関東屋弥作　承応4刊’

　2冊　27cm　　　・

般若寺　真言律宗

南都般若寺霊宝略縁起　　　　〈235－316＞

　高唄〔著〕　刊　元禄14　7丁　内題：

’南都法性山般若寺井如来出現略縁起

　（『諸国寺社』第6の内）

広瀬神社

広瀬社縁起　　　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻18第21冊の内）

不退寺（在原寺〉真言律宗

理在原寺血縁起　　．〈235－3・6＞

　冊元禄14　内容：霊宝目録　1丁，

　在原寺霊宝略縁起　2丁　（『諸国寺

　社』第6の内）’　　　、　㍉一
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在原寺霊宝略縁起　　　　　〈103－291＞

　刊　3丁　後付題：和州在原寺縁起
　（『縁起』第7の内）

宝山寺　真言律宗

生駒山宝山寺縁起’　　　　　〈213－86＞

　刊　和州　宝山寺蔵板　文化10　1冊

　26cm　内題：和州宝山寺縁起

法隆寺　法相宗

伽藍本尊霊宝目録’　　　　〈235－316＞

　刊　15丁　内題：和州法隆寺諸伽藍本

　尊霊宝目録　（『諸国寺社』第1の内）

同、上　　　　　　〈235－316＞．
　刊　15丁　内題：法隆寺伽藍本尊霊宝

　目録　（『諸国寺社』第6の内）

御宝物図絵　　　．　’　　　〈104－231＞

　刊　18丁　（『叢書料本』第25の内）

御宝物図絵　　　　　　　tt＜別9－13＞

　天保12刊　8丁　（『骨董集』第3の内）

御宝物図絵三編　　　　　　　〈別9－13＞

　刊　gt’（『骨董集』第3の内）

法隆寺資財帳　　　　　　　　　くゑ一34＞

　写　1冊　27cm　旧記：温故堂文庫

法隆寺日記　　　　　　　〈わ188．24－2＞

　写　1冊27cm印記・：紫香蔵，遊戯

　三昧院

法隆寺宝物考証　　　・　〈わ210．02－5＞

　写　1冊　27cm’

法隆寺流記資財帳　　　　　、　〈ち一7＞

　写　（『輪回叢書』第15の内）

法輪寺　真言宗東寺派

大和国平群郡二郷村大字三井村法輪寺

　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　写　1丁　（『諸国名所』上の内）

大和国三井法輪寺仮字縁起　　〈830－91＞

　写　3丁　（『諸国名所』上の内）』

〔イ失1題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

写　8丁仮題：〔法輪寺建築由緒ゴ

　（『諸国名所』上の内）

南法華寺（壺坂寺）新義真言宗豊山派

和州壺坂山南法華寺略縁起　　〈830－91＞

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

宗像神社
てんのかわ

天河大弁財天略縁起　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第7の内）

室生寺　新義真言宗豊山派

室生寺略縁起　　　　　　　〈特171533＞

・剛審続刊　1冊24cm外題：’一”’

　一山室生寺略縁起　印記：白井氏蔵書

薬師寺灘踪
i薬師寺縁起　　　　　　　　　〈127－1＞

　刊《『群書類従』巻435第540冊の内）

薬Rili寺金石一己　　　　　　　　　　　　’　　　〈145－61＞

　平与島校訂刊　南都　薬師寺蔵板

　文政11　1冊　26cm　内題二平城右

　京薬師寺金石記

薬師寺考　　　．　　　　　〈189－243＞

　岡本保孝著　写　（『況斎叢書』第42の

　内）

薬師寺志　　　　　　　　　＜832－231＞

　写　1冊27cm印記：元三庵

来迎寺　浄土宗西山派
〔侠題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜830－91＞

　写　8丁仮題：〔来迎寺由緒〕　（『諸

　国名所』上の内）

三蓋寺（岡寺）新義真言宗豊山派

’小論寺略縁起　　　　　．　　〈830－91！

　刊　2丁　（『諸国名所』上あ内）
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同』上・　　　　　　　　〈103－291＞・
、刊2丁即題：大和国東光山岡寺

　記　（『縁起』第6の内）

同上　　　　　〈238－1＞
　刊　2丁　（『三宿雑記』巻341の内）

霊安寺

霊安寺御霊大明神縁起　　　　　く寅一7＞

　祐成著写　長禄2成　（『続群書類

　従』巻66の内）

その他　　“

葛嶺雑言己　、　　　　　　　　　　』　　　　　　〈109－73＞

　智航著（嘉永3刊　1冊23cm　印
　記：中山氏蔵　〔葛城山「系の寺社の記

　録ゴ

同上　　　　く特1．19101
　虐P記：白井光

南二時社名所記　　〈亥一・94＞一

　明和3刊　1枚　絵入　（『扶桑探勝

　図』巻2の内）

一議南都名所記』　〈235－3・6＞

礫国野戦割当3刊21丁

同上　　　　　＜i24－230＞
　（『桜園叢書』巻73の内）

黙耀庄八謝盤
　（『縁起』第1の内）

同、上　　　「・〈830－91＞

r南都絵図屋庄八万延2刊　21丁
　（『諸国名所』上の内）

同上　　　 ’　〈235－316＞

　刊　1”2丁〔落丁〕　（『諸国寺社』第1の

　内）

同上　　　　　〈144－191＞
　南都’絵図屋庄八、万延2刊　1冊

　22cm
　　　　　　　　　　　　　〈862－98S
南都名所記’

礁撫評珊勘〔高
南都名所集　10巻　　　　　　〈191－656＞

　太田叙親，村井造弘著　刊　延宝3序

10冊26・甲絵入　，
大和名所記　20巻　　　　　　〈118－96＞

　林宗甫著　〔京〕林五郎兵衛　天和2

刊・15冊27bm内題：和州旧跡幽

　考　印記：陽春丁丁，中川寡蔵書印，

福田文庫
大和名所記　二i　　・　　　〈209－137＞

　和州　井筒屋庄八’明和6刊　1冊・

　19cm
大和名所記　　　　　　・　〈235－316＞

刊南都山村重『郎8丁（『諸国
　寺社』第1の内）

　　　　　　二二国

観峙、真謙

観心寺縁起実録帳　　　　　　　＜127－1＞

　刊．（『群書類従』巻437第542冊の内）

金剛寺　真言宗御室派
天野二二．・　　　＜830．91＞

　刊　安永8　11丁　後付題1：天野山金

　剛三略縁起　（『諸国名所』上の内）

誉田八幡宮

誉田八幡縁起　　　　　　　　　　く寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻67の内）

大黒寺　曹洞宗

濡身朧河海古画論曇

刊．3丁（『縁起』第7の内）x一
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壼井八幡宮

　　　　　　　河内守旧信公
河内古市郡壷井宮伊予守頼義公略えんぎ
　　　　　　　入幡太郎義家公

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊元禄13　6丁絵入（『諸国寺
社』第6の内）

道明寺　真言宗御室派

河内道明寺回縁記　　　　　〈103－291＞

　刊　3丁　内題：河州志紀郡土師村道

　明尼律寺略記《『縁起』第7の内）

霊宝目録　　　　　・「．’〈103－291＞

　刊　3丁　（『縁起』第7の内）

　国名所』上の内）

阿闇黎田中遺跡

　刊　宝光山円珠庵開板

　探勝図』巻4の内）

f満寺　天台宗

　〈亥一194＞

1枚　（『扶桑

摂州西成郡長柄村雲松山三三寺鐘之来由

　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

銀山寺　浄土宗

宝樹山銀山寺興隆縁起　　　　〈わ918－2＞

　写　（『扶桑残葉集』第12の内）『

額田神社・

額田神社考証

　高内三種著　刊

　26cm

　　　　　　　　　　栽松寺

　　　　　〈111－99＞　　長柄町栽松寺記

天保6成　1・冊，　　　村田源右衛門著　写

．和　泉　国

蟻通社

蟻通之本地　　　　　　　　〈208－483＞

　鳥井清経回安永8刊・1冊18×
　13．5cm　　〔黄表紙〕

石津大社神社

智難姿初泉州碑大郷社記〈235－3・6＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第7の内）

摂律　国

安居天満宮

安居天満宮芝原御祭礼無縁記　〈830Lg1＞

　刊　3丁　（r諸国名所』下の内）

円珠庵　真言宗御室派

〔侠題〕　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　写　1丁　仮題：』〔円珠庵由緒〕　（『諸

　　〈191－575＞

1冊　24cm

四天＄寺天台宗
四天王寺伽藍記　　　　　　〈166－279＞

　平瀬新右衛門　元文4刊11冊26
　cm　内題：西天王寺がらん記　無記：

福田文庫　絵入、

回持寺　真言宗高野派

摂津国惣持寺略縁起　　　　　〈103－291＞

　刊　4丁　内題：略縁起　（『縁起』第

　1の内）

大長寺　浄土宗

鯉塚の由来　、　・　『　’＜亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑i探勝図』巻4あ内）

大念仏寺　融通念仏宗’

融通総本山大念仏寺誌　　　　〈224－159＞

　殿水離順編　明治38刊　1冊　26cm

多田神社
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摂州鷹尾山多田院霊宝目録　　〈235－316＞

　刊　5丁　（『諸国寺社』第6の内）・

三三天満宮（棲三三）

摂州須磨三綱敷天神　　　　　〈別9－24＞

　刊　1枚図像　（『張交帳』の内）

広田神社

広田神社古跡考　　　　　　　く106－148＞

　折田年秀著　写［1．冊、26cm　見返

し馨広田神社々伝

福祥寺馳（須磨寺）　真言宗高野派

摂州須磨浦名所図　　　　　　〈亥一194＞

刊・枚鮒・摂州糖寺霊宝，（r扶

　桑探勝図』巻5の内）、

滝安寺　天台宗

i箕面山回縁起　　　　　．　　〈830－91＞
　　　　　　　　　　　と　しま’こうりきめんさん
　刊　6丁　内題：摂州豊島郡箕面山
　ろうあんじ
　滝安寺略縁起　（『諸国名所』上の内）

滝勝寺（滝寺）真言宗高野派

摂州布引滝図　　’　　　　　＜亥一194＞

　刊　布引三滝勝三板，1枚　（『扶桑探

　勝図』巻5の内），

和光寺　浄土宗

阿弥陀池略縁起　　　　　　、〈103－291＞

　大阪西村屋愛助天保14刊、7丁
　角書：三国伝来信州善光寺如来出現之

　霊地　（『縁起』第1の内）

摂州難波堀江阿弥陀池本四阿弥陀如来略縁

起〈103－291＞　刊　2丁〔落丁〕　（『縁起』第2の内）

　　　　　　　　　（
その他，

須磨浦古跡記　　　　　　　　〈別9－24＞

　産毒殺蔵板　嘉永2刊．4丁　（『張華

　劇の内）

　　　　　　そ　の’他

瀦霊場記図今　　　ぐ210－185＞
　釈三半著　辻本基定編　桃嶺画　皇都

　境屋仁兵衛　弘化2刊　一5冊’絵入

西国三拾三所観世音順礼の由来・

　　　　　　　　　　　　　〈W8－39＞

　写’1冊24cm内題：普陀落伝記
　巻之L・一一・西国三拾三所順礼の由来六番夫

　和国壷坂迄

西国三十三所名所図絵　8巻〈140－117＞

　暁鐘成著　松川半山，浦川公左画　江
f

　戸　須原屋茂兵衛〔等〕’嘉永6刊　10

　冊・26cm絵入
西国三十三所略縁起　2巻，〈104－161＞

　刊　天保3序　2冊（合1冊）26cm
　内題：西国三十三所縁趨三尺

西国順礼三十三所普陀落伝記・30巻

　　　　　　　　　　　　　ぐ181－188＞・

　写　i5冊（合8冊）24cm

薬師霊場記・2巻　　　　　く212－36＞

　高野一栄著　貞享2刊　2冊（：合1珊）

　26cm・印記：中観坊三雲蔵－

、
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II東海道

　　　　　　伊　勢　国

忌熊神社

朝富岳社勘例　　　　　　　　〈232－158＞

　写　1冊　27cm

あすか

飛鳥寺　真言宗東寺派

雨尾山飛鳥寺之縁起　　　　　　〈238－1＞

　写　（『鶯宿雑記』巻320の内）

金剛証寺　臨済宗南禅寺派

伊勢朝熊福満虚空蔵大菩薩開帳略目録

　　　　　　　　　　　　　　〈丑一15＞

　刊　1丁　（『諸国寺社略・縁起』の内）．

伊勢朝晶晶縁起　　　　　　一　〈235－316＞

　刊夫明8序　6丁内題：伊勢朝熊
　出品縁記　（『諸国寺社』第3の内）k

真教寺　天台宗

伊勢津阿漕平次之記　　　　　〈1Q3－291＞

　刊　3丁　内題：直〔真〕教四阿古記の

　記　（『縁起』第7の内）

太神宮

太神宮御利生記　．　　　　　〈149－34＞

　〔京〕菱屋次兵衛宝永2刊　1冊

　22cm内題：伊勢太神宮御利生記
　印記：風波国文庫，不忍文庫

同上　　　　　く2p2－60＞，
　刊　1冊23cm絵入
両宮摂末社独案内　　　　　　〈198－210＞・．

　刊　1冊11×17c血

大宝院　真言宗醍醐寺派

勢州津国府阿弥陀如来回縁記　〈235－316＞

　刊　元文3　5丁　（『諸国寺社』第3

　’の内）

勢州津国府阿弥陀略縁起　　　〈103－291＞

　刊・4丁　（『縁起』第1の内）

同上　　　’　『〈830－91＞
　刊、4丁　（『諸国名所』下の内）

多度寺（法零話）・

多度寺縁起資財帳　　　　　　〈238－1＞

　写　（『三宿雑記』巻364の内）’

多度寺資財帳　　　　　　　、〈ち一7＞

　写　（『三池叢書』第20の内）

瑠璃光院

勢州石i薬師略縁起　　　　　　　〈830二91＞

　刊　4丁　内題：伊勢国高富山略縁起
　霊験　（『諸国名所』下（7）内）

　　　　　　尾張　国

熱田神宮

．熱田二言己　　　　　　　　　　　〈854－143＞

　写　享和2奥　1舟24cm　二三：

　南畝文庫，福田文庫，布志の屋所蔵，

　藤波氏蔵，緑園文庫，他

同上・　・　　’　〈211－126＞

　写、1冊24cm
熱田神宮御伝記略『　　　　　・〈831－5＞

　写　2冊26cm（『田中叢書』第2，3）

熱田旧記尾張愛智郡準崎松雄鳴鎮摩記

　　　　　　　　　　　　　く211－88＞

　写　1冊24cm　’
熱旺御事跡物語　　tt　　　＜181－79＞

　写　文政6序　10冊（合5冊）24crri

　内題＝通俗熱田事跡物語

尾張国熱田大神縁起　　　　くわ291．7－4＞
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　　写　1冊24cm内題：弓張国熱田
　　大神所記　丁子：三階逼屋蔵書三三，

　　柏園私印　〔出雲国風土記意宇郡古文

　　解と合冊〕

　尾張国熱田太神宮縁記　　　　　＜127－1＞，

　　刊　（『群書類従』巻24第27冊の内）一

　尾張国熱田太神宮縁記　　　　　〈238T1＞．

　　写　（『三宿雑記』巻239の内）

　参考熱田大神縁起　〈175．3－A963－IH＞

　　伊藤信民著　三鼎校　刊　名古屋　永

ぺ　楽屋東四郎幽文化8序　1珊　27cm．

　同上　　．　　 〈128－14＞

　　刊明和6序1冊26cm旧記ご
　　、敬：学館図書章tt　’

栄泉寺　真言宗大覚寺派

由緒略記

　写明治231丁
　内）

　　　〈830－91＞’

（『諸国名所』上の

1

大御堂寺　真言宗

尾州御元祖源敬三三寄附i義朝公御最後之絵

解　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈238－1＞

　刊　3丁　内題：源敬三三寄附義朝三三

　最期之画図略伝　（『三宿雑記』巻516の

　内）

じも　くじ

甚目寺　新義真言宗智山派
　　　　　　　　　　　　　、
甚目寺略縁起　　　　　　　　’〈830－91＞

　刊　2丁　（『諸国名所』上の内）

　　　　　　　　　　　　　　　　＼
東本願寺　浄土真宗
ひがしごぼう

東御坊繁昌図会　　　　　　　〈181－175＞

　猿猴奄著　写　文政5蹟　4冊（合2・

　冊）23cm

曼陀羅寺　浄土宗西山派

三崎緒言

刊　明治ユ5
　　　　L
内）

2丁　（『諸国名所』上の

妙興寺　臨済宗妙’心寺派

尾州中嶋郡長島山回興報恩禅寺回縁記

　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

〔イ失1題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜830rgl＞

　刊　1枚　（『諸国名所』の上の内）

りゆうふくじ　　かさでら

三三寺（笠寺）

笠寺略縁起　　　　　　　　　〈830－91＞

，刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

その他

尾張入丈　　　　　　　　　〈126－124＞

　小寺玉旧著　写　1冊　24crr｝〔尾張

　国の寺院及びその本尊の事を記す〕

尾陽寺院記　　　　’　　　＜211－371＞

　元文2写　1冊24cm　内題：選好
　入郡下暗記

纏飾狭間合戦略記　〈・・3－29・〉・

　刊，4丁　内題：尾州桶狭間合戦略記

　　（『縁起』第1の内）

・同上・　’　　〈103－291＞
　刊　3丁　（『縁起』第3の内）

三　河　国

足助八幡宮

足助廊下宮縁起　　　　　　　　く寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻68の内）

安楽寺

三州安楽寺　　　　　　　　　〈238－1＞

　写　（『鶯宿雑記』巻84の内）

　　　　　信光明寺　浄土宗
〈830－91＞
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三州信光明寺縁起書抜　　　〈104－231＞

　写　（『叢書料本』第24の内〉

誓願寺　時宗

じゃうるりごぜんゑんぎ　．〈103－29エ〉

　刊　享保17　3丁　内題：浄瑠璃御前

　菩提所略縁起　後付題：三州矢作浄瑠

　母御前記　（『縁起』第3の内）

たいかん

大岩寺　曹洞宗　、

岩屋観音縁起

　写　（『中宿雑記』巻28の内）

　　　　　　　　　　、

富士本宮野縁記　　　・　　　〈235－316＞

　刊　2丁　内題：富士本宮浅間略縁記

　（『諸国寺社』第3の内）．

駿河国一宮冨士郡大宮郷本宮正一位冨士浅間

大神記　　・　　　　　　　、〈235－316＞

　刊　3丁　内題：不二大神記　（『諸国

　寺社』の第3の内）

　　　　　村山浅間神社

　　　　　讃領上畑如来浜縁記〈235－3・6＞
〈238－1＞
　　　　　　刊　6丁　（『諸国寺社』第3の内）

鳳来寺　真言宗高野派　、

参州鳳来寺略記　　　　　u〈235－316＞

　刊　5丁　内題：三河国煙砥山鳳来寺

　略記　（『諸国寺社』第6の内）

掃塵夜話　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　宝暦13　11丁『（『諸国寺社』第3

　の内）

三河国鳳来寺略縁起　　　　　〈235－316＞

　刊　11丁　（『諸国寺社』第3の内）

　　　　　　遠　江’国

秋葉神社（秋葉寺）『

遠州秋葉山奎贅霧奨蓬嘉略縁起　　〈三一15＞

　刊　享保2　7丁　（『諸国寺社略縁

　起』の内）

きゅうえん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

久延寺　真言宗高野派

遠州小夜中山
無間卵酒　鶴見因幡之由来全中、
川井宗仲

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第3の内）

　　　　　　駿　河　面

せんげん

浅間神社　　　、

増善寺　曹洞宗

駿州増善旧記　　　，　　　　　くち一7＞

1写　8丁　（『輪池叢書』第2の内）

　　　　　　甲　斐　国

久遠寺　日蓮宗

身延鑑　　　　　　　　　　　　＜855－5＞

　日旧著　元禄17刊　1冊　23cm

同上　　　　．〈201－148＞
　宝暦12刊3冊（合1冊）23cm角書：

　新刊

同上　　　　〈188．9－M513＞
　宝暦12刊　3冊23cm

実相院（慈眼寺）新義真言宗智山派

甲斐国入代郡自然出現薬師瑠璃光如来縁

起’・〈三一15＞
　刊　享保12　1丁　（『諸国寺社略縁

起』の内）

せいうん

棲雲寺　臨済宗建長寺三

門糠天略意式　．〈・・3－29・〉

刊’

ﾃ永44丁内容：驚鎮守
　摩利門門天　3丁，大三越武田安芸守
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信満公守本尊勝軍不動尊縁起　1丁．

　（『縁起』第6の内）

だいしよう1｝kようおう

大聖明王寺　真言宗醍醐寺派

悪魔疎不動明王略縁起　　’　〈235－316＞

　刊　4丁　（『諸国寺社』第6の内）

大善寺　寿i義真言宗智山派

甲斐四駅尾山略縁起　　　　　〈235－316＞

．刊5丁（1諸国寺社』第3の内）

　　　　　　伊　豆　国

伊豆山神社

伊豆山芋縁起　　　　　　　　＜128－69＞

　周道旧刊　1冊27cm内題：
蕪畿等等伊豆下館伊豆大襯回縁

　三

三湯山縁起　　　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　1『群書類従』巻25第28冊の内）

三朝神社

清和天皇後畜正一位入郎大明神略由来’

　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　嘉永4　7丁’内題：豆州入丈島

　入郎大明神略由来（『縁起』第8の内）

その他

動1熱海温泉由締　 ’〈235－316＞

　刊　熱海今井二三　宝暦6　4丁
　（『諸国寺社』第3の内）

　　　　　　　　t
　　　　　　相　模　国

阿弥陀寺　浄土宗

塔峰阿弥陀寺回縁：起　　　　　〈830－91＞’

　刊　10丁附：霊宝目録　（『諸国名所』

　下の内）

いおうじ易往寺浄土宗

大山子安腹帯地蔵尊旧記『@〈235－316＞

．刊　・3丁　（r諸国寺社』第3の内）

莚台寺日蓮宗

羅蝦回縁起「　　〈、。3．29、〉

虎御難

　刊　4丁　（『縁起）第1の内）

鴫立庵（西行堂）

相州大回西鴫立沢記　♂〈・・3－29・〉

　明和4刊　5丁　絵入　内題：相中大
　礒鴫立沢元由略言己　（『縁起』第11の内）

同上　　　　tt〈235－316＞
　（『諸国寺社』第3の内）

同、上　　　　』　〈830－91＞
・萌和4刊　3丁　（『諸国名所』下の内）

同上　　　　　＜104－231＞
刊．5丁（r細網第24の内）

同上　　　　　一〈238－1＞
　刊　3丁　〈『牛宿雑記』巻S67g）内）

しょうりょうこう　　　ゆぎょう

清浄光寺（遊行寺）時宗

小栗略縁起　　　　　　　　　く104－231＞
　刊　5丁．（『叢書料本』集24の内）

相州藤沢山長生院小栗糖縁起

　　　　　　　　　　　　　〈103L291＞

刊7丁・書名旧記よる（r縁
　起』第4の内）

城前寺　浄土宗

〔秩題〕．　　　　’　　　　　〈丑一15＞

　到誉〔著〕　刊　2丁　仮題：〔城前寺

　吃略縁起〕　（『諸国寺社略縁起』の内）

浄発願寺

相州一之沢無常山浄発願寺開帳回縁起
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　　　　　　　　　　　　　〈三一15＞「

山崎宗常　享保13刊　1丁　（『諸国寺

社略縁起』の内）

信楽寺．浄土真宗
　　　　　　　　つ東髄相弓柄下郡灘之三三醐山

信楽三二楽寺御三三略由緒　　〈830－91＞

刊3丁（r諸国名所』下の内！．

蓮如上臨御鴫二二唱く83・一9・〉

　刊　12丁　（『諸国名所』下め内）

早雲寺　臨済宗大徳寺派　『

金湯山早雲寺記－@　　　　　〈S30－91＞

　写　寛文12　2丁　（『諸国名所』上の

　内）・

〔イ失：題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈S合O－91＞’

　写文政14　3丁仮題：〔金湯山早
　雲寺由緒〕　〈『諸国名所』上の内）

早雲寺所蔵古物品目録略　　　〈830－91＞

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

そうちゆう

三山寺浄土宗
相模三座太宗仲寺由来記　　　く229－213＞

　写　1冊25cm旧記＝吉田氏図書
　記

善福寺　浄土真宗本願寺派

善福寺縁起

　三川頁〔著〕　干IJ

　名所』下の内）

享保5

　〈830－91＞

3丁　（『諸国

壁泉院

医王山薬師如来略縁起　　　　〈235－316＞

　刊　4丁　（『諸国寺社』第4の内）

箱根神社

髄大略旧離実説三三語〈103－291〉

　刊　STt（『縁起』第7の内）

相州箱根山略縁起　　　　　〈235－316＞

　刊、8丁　内題：三根山略縁起　（r諸

　国寺社』第9の内）

麗離監録’　tL〈・・3－29・〉

　寛政4’刊　4丁　（『縁起』第7の内）

曽我両社入幡宮井虎御前観音縁起〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻69の内）

箱根山縁起　　　　　　　　　．〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻25第28冊の内）

同：上1　　　・　　〈238－1＞
　写　（『鶯宿雑記』巻239の内）

箱根山略縁起嚢虫来馬施湯糖勧化疏

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　隆海〔著〕刊　文化1　5丁幽（『諸国

　寺社』第9の内）

　　　りようざんじ
宝城坊（霊山寺）真言宗高野派

相州日向山添縁記’　．　　〈103－291＞

　刊　．宝暦4　3丁、（『縁起』第3の内）

｝まっしょう

法性寺　日蓮宗・

勧進三舟解　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　4’丁　後付題：相州三浦猿畠山

　（『縁起』第3の内）

同上　　tt　　＜103－291＞
　刊　天保11　3丁　後付題；相州三猿

　畠法性寺起　（『縁起』第6．の内）

竜泉寺　曹洞宗

子易観音略縁起　　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第3g）内）

　　　　　〔鎌　倉　周　辺〕

安国論寺　日蓮宗
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蘇霧鎌倉松鄭安国論寺回縁起

　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞
　　　　　　　　　　　　　　なごえまつ　刊　元禄2　7丁　内題：鎌倉名越松
　ばかやつ
　葉谷根本御小蕎安国寺由来　（『縁起』

　第6の内）

同上1‘ @　　　　〈830－91＞
　（『諸国名所』下の内）・

安養院（長楽寺）浄土宗

坂東第三番千手観世音菩薩鎌倉田代堂略

縁起　　　　　　　　　　　＜235－316＞

　刊　享和2　内題：田代堂観世音略縁

　起　（『諸国寺社』第9．の内）

荏五天神社

荏柄天神縁起　　　　　　　　　＜127－1＞

　刊　（『群書類従』巻24第27冊の内）

甲上、　　　　　　　〈238－1＞
　写　（『鶯宿雑i記』巻239の内）

江島神社

江島三社辮財天来歴　　　　　〈103－291＞

　文化3刊　　11丁　　〔寛延2年の再刻〕’

　（『縁起』第10の内）

同上．　　　　　　　　（830－91＞
　（『諸国名所』下ρ内）

同上　　．　　〈235－316＞
刊艇211丁（r諸国寺社』知

　の内）

辻三嶋大縁起五巻略記　宋朝伝来古碑略

図〈103－291＞　刊　4丁　（『縁起』第10の内）
同‘ 縺@　　　　、＜830－91＞
　（『諸国名所』下の内）

江之島国才天縁起　　　　　　〈145－37＞

　写　1冊　26cm　旧記：大入木蔵書

江島辮才天女霊験一代行状略記　〈148－75＞

　高島升栄螺。安政2写　1冊　18cm

　内題：吉水旧庵江嶋蝉茸天霊験一代行

　状降記

円覚寺　臨済宗建長寺派
一瞬覚牛仏雅利之言己　〈83。．9、〉’

　刊　4丁＾内題：鎌倉円覚寺誼塔正続

　院仏牙二丁〔利〕之記　（『諸国名所』上

　の内）

洪鐘略縁起　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　．7丁　内題：相州鎌倉府瑞鹿山円

　覚興聖禅寺洪三略縁起　（『縁起』第10

　の内）

　　　　　　　　　　　k，円応寺　臨済宗建長寺派

相州鎌倉新居閻魔堂修造万人講略序

　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　宝永2　3丁　後付題＝相州鎌倉

　新居閻魔縁記　（『縁起』第10の内）

海蔵寺　臨済宗建長寺派　　，、

〔イ失1題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈830－91＞

　刊　2枚　仮題：〔海蔵寺略縁起〕

　（『諸国名所』上の内）

光則寺　日蓮宗

塾齢高祖略縁起．　〈830－9・〉

　刊　天保11　5丁　（『諸国名所』下の

　内）

愛敬稲荷略縁起　　　　　　〈235－316＞

　刊　4丁　内題：鎮守愛敬稲荷大明神

　略縁記　（『諸国寺社』第9の内）

極楽寺　真言律宗

相州鎌倉霊鷲山略縁起　　　　〈235－316＞

　刊　明和8　4丁　内鞘：相州小坂郡

　鎌倉極楽寺勅願所霊鷲山感応院四十九
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　院摩尼宝殿本尊釈迦牟尼称量縁起

　（『諸国寺社』第9の内）

継体釈迦脳髄　　〈・・3－29・〉

　敵盈〔著〕．刊　明和5　7丁’（『縁

　起』第10の内）

星井寺（虚空蔵堂）

鷹灘下村明鏡山添三三紀

　　　　　　　　　　　　　く103－291＞・

　刊　6丁　内題：相模国鎌倉坂の下村

　明鏡山星井三略伝記　（『縁起』第10の

　内）

長谷寺　浄土宗

鎌倉長谷観世音略縁起　　　　〈103－291＞

　刊　5丁　内題：相州鎌倉長谷寺観世

　三略縁起　（『縁起』第3，第10の内）

同　上　　　　　　　　　L’b

　（『諸国名所』上の内）

同　上

　（『諸国寺社』第9の内）「

＜830－91＞

〈235－316＞

’補陀千三　真言宗高野派

相灘三図四三三三縁起

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　智高〔著〕　刊　文化4　4丁　内題：

　相模国鎌倉郡由井三三三訂寺縁起
　’（『諸国寺社』第9の内）

平清盛公自筆赤籏二三　　　　〈亥一194＞

　文化4刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻7

　の内）

妙法寺　日蓮宗・

大日本法華宗細根本最初寺院一高祖小妙

法華堂旧地鎌倉松葉谷勧進帳〈103－291＞

　嘉永6刊　6丁　内題：鎌倉小坂之郷

名越山中松葉谷妙法寺略縁起　〔天保

6年の再刻〕　（『縁起』第6の内）

その他

寛政
改正鎌倉名所記　　　　　　　＜235－316＞
新版

　刊　6丁　（『諸国寺社』第9の内）

文化
改正鎌倉名所記　　　　　　　〈103－291＞
新版

　刊　4丁　（『縁起』第1の内）

同上　　　　　〈104－231＞
．刊　鎌倉　大坂三三兵衛　5丁　（『叢

　書料本』第11の内）

嘉永
改正鎌倉名所記

’新版

　高　鎌倉　常陸屋伊三郎

　国名所』上の内）．

鎌倉名所記

　刊　6丁
整鎌倉名所記

　刊　5丁　〔虫損〕

　の内）

〈830－91＞

6丁　（『諸

〈235－316＞

（『諸国寺社』第9の内）

〈235－316＞

（『諸国寺社』第9

蟹まくらゑづ入りあんないかがみ

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　6丁．（『諸国寺社』第9の内）

　　　　　　武N蔵　国

浦島寺（観福寿寺）

灘鵬観世音回縁記　＜235－3・6＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第8の内）　一

観音院　曹洞宗

鷲窟山回縁起．　　　　　　　＜103－291＞

　刊　3丁　（『縁起』第3の内）

観音寺　新義真言宗智山派
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愛染院観音寺縁起　　　　　　〈210－277＞

　写　6丁　内題：龍宝山愛染院観音寺

　略縁起　（『臨池叢書』第4の内）

北野神社

坂東第一北野宮略縁起　　　　〈103－291＞

　刊　3丁　内題：坂東北野宮略縁起
　（『縁起』第5の内）

光明寺（羽黒神社）新義真言宗智山派

羽黒山縁起　　　　　　　　　～103－291＞

　刊　文化4　2丁’書名は後付題によ

　る　（『縁起』第10の内）

金剛乗院　新義真言宗豊山派

山口観音略縁起　　　　　　〈235－316＞

　刊　4丁　内題：山口千手観音略縁起

　（『諸国寺社』第8の内）

出直千手観音近来利生記　　　く235－316＞

　刊　10丁　（『諸国寺社』第8の内）

西光寺　新義真言宗豊山派

祈■和讃　　　　　　　　　〈104－231＞

　刊　4丁　（『叢i書料本』第11の内）

善光寺　浄土宗

武州足立郡川口邑善光寺略言起

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　元文3　4丁　（『諸国寺社』第10

　の内）

三后善光寺如来略縁起　　　　〈103－291＞

　刊　弘化2　3丁　（『縁起』第10の内）

泉谷寺　曹洞宗

海中出現観世音略縁起　　　　　〈丑一15＞　’

　刊　1丁　（『諸国寺社略縁起』の内）

宗悟寺　曹洞宗’

扇谷山谷悟寺縁起　　　　　　〈別9－13＞

　写6丁（『骨董集』第3の内）

宗興寺’曹洞宗

観世音略縁起、　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第8の内）

大陽寺　臨済宗

東女人高野髪僧大師井四戒三略伝記

　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　5丁　（『縁起』第3の内）

三福寺　浄土宗　　　　　　　1

三福薬師如来回縁起　　　　く235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第8の内）

寺尾稲荷

寺尾稲荷大明神面白　　　　　〈103－291＞

　文化5刊　3丁　（『縁起』第7の内）

浄山寺　曹洞宗　　　・

野島山地蔵尊略縁起　　　　　く235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第4の内）

真福寺　曹洞宗

秩父札所第二細大棚山真福寺略縁起

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　安永4干ザ9丁　（『諸国寺社』第5の

　内）

天龍寺　天台宗

子大権現出縁起　　　　　　　〈ユ03－291＞

　刊　4丁　（『縁起』第3の内）一

同上　　　　’〈235－316＞
　（『諸国寺社』第5の内）

東福寺　新義真言宗智山派

海中出現子生山観世音回縁記〈235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第10の内）
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東明寺　臨済宗建長寺派

武州新座郡下新倉郷福田山東明禅寺吹上

聖観世音略縁起　　　　　　　〈103－291＞

　刊　3丁　後付題：一武州新倉東明寺吹

　上聖観音略縁起　（『縁起』第10の内）

妙顕寺　日i蓮宗

季三菱三略髄　　 〈・・3－29・〉

　郵政9刊　4丁　絵入　（『縁起』第8の

　内）

不動院

覆撃手不動黒縁記　幽〈235－3・6＞、

　刊　4丁　（『諸国寺社』の第5の内）

普門寺

勝軍飯綱大権三略旧記　　　　〈235－316＞

　刊　寛政8　2丁　（『諸国寺社』第8

　の内）

へいげん

平間寺　真言宗

当山略縁起』　　　　∫　　　〈103－291＞

　刊’3丁　内題1厄除弘法大師略縁起

　（『縁起』第3の内）

三三寺　天台宗

略縁起　　　　　　　　　　　〈三一15＞

　刊　1丁　（『諸国寺社略縁起』の内）

熊谷寺　浄土宗

羅四仏熊谷嚇　　＜235－3・6＞’

　刊　3丁　附：本尊阿弥陀如来君長三

尺奈馴曽翻作・丁、聡警誌湖

　稲荷大明神略縁起　1丁，〔宝物録〕

　1丁　（『諸国寺社』第5の内）

宝物目録　　’　　　　r　　〈別9－24＞

　熊谷寺蔵板　天保12刊　2枚　．（『張交

帳』の肉），，

蓮生山熊谷寺開創略縁起　tt〈別9－13＞

　刊　11丁　（1骨董集』第3の内）

鷲神社

開運守護正一位鷲大明神略縁起．

　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊・宝暦2　2丁　（『縁起』第5の内）

わしのみや

鷲宮神社

癸罐認本地釈迦略縁言己〈235－3・6＞

　刊　文禄4〔成〕』1丁　（『諸国寺社』

　第8の内）

その他

秩父記　　　　　　　　　．　＜103－274＞

　写　1冊24cm印記：中川皆労，酒
　井／家蔵／三三

・秩父順旧記　人　、　　　　〈210－313＞

　写　1冊　27cm　印記：花月三蔵，福

　田文庫　〔天，地亡失〕

秩父順礼の旧記　　　　　　　＜235－316＞

　刊・激辛軒　正徳4　18丁，絵入

　（『諸国寺社』第5の内），

　　　　　　［江戸及び近郊］

安禅寺　天台宗

安善寺百観音堂本尊聖観音略縁起

　　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　刊’寛延3・3丁’（『寺社書上』43め

　内）・

安泰寺．天台宗　　　　　　．　　　・

共地大明神縁起　　　　　・　〈802一42＞

　写　7丁，（『寺社書上』9の内）
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　不動尊略縁起，　　　，　　　　〈802－42＞

　　刊　1丁　（『寺社書上』9の内）

　〔イ失1題〕　　　　，　昌　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　刊　1丁　仮題：〔五福大明神縁起〕’

　　（『寺社書上』gg）内）

一乗院　新義真言宗．

解離ニケ所身代リ薬師如来略髄

　　　　　　　　　　　　　　く802－42＞

　「文政旧刊　5回忌（『寺社書上』115の

　内）

銀杏八幡社．

浅草福井町鎮坐銀杏三三三三三略縁起

　　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　刊　1枚　（『寺社書上』74の内）・

銀杏入幡半神影　　　　　．・．〈802－42＞

　刊　1枚　（『寺社書上』74の内）

威徳寺　新義真言宗

海中出現不動尊三三起　　　〈802－42＞

　刊　天明元　5丁　（『寺社書上』39の’

　内）

永久寺　天台宗

養i光山由緒略記　　　　　　　＜802－42＞

　写　2丁　（『寺社書上』118の内）

栄寿院　曹洞宗

地蔵尊縁起　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　明暦元　9丁　（『寺社書上』92の

　内）

』永昌寺　曹洞宗

高岩山永昌寺観世音縁起　　　〈802－42＞

　写　享保12　4丁　（『寺社書上』17の’

　内）

前立観音縁起　　　　　・　　〈802－42＞

　写　享保13　3丁　（『寺社書上』17の

　内）1．

永代寺

永代三略縁起　　　　　　　　く802－42＞

　写　12す　（『寺社書上』100の内）

大栄山永代詠旧記　　・　　　〈802－42＞

　写　2丁　（『寺社書上』100の内）

回向院　浄土宗

本所回向院由来記　　　　　　く235－316＞

　刊　〔江戸〕吉田屋　2丁　（『諸国寺

　社』第4の内）

延寿寺　日蓮宗㌧

妙法禅門日荷上人略縁起　　　　＜802－42＞

　刊，3丁　（『寺社書上』109の内）

・円乗寺　天台宗

二百屋於七墳墓記’　　　　〈104－231＞

　刊　弘化2　5丁　（『叢書料本』集24

　の内）

同上　　　　　く210－277＞
　刊　弘化2　6丁　即記：円乗寺印
　（『輪池叢書』第6の内）

円澤寺　曹洞宗

子安延命地蔵菩薩略縁起　　　〈802－42＞

　写　延宝5　2丁　（『寺社書上』24の

　内〉

円通院　臨済宗

青山御三除町円通三井一三飛稲荷申伝書

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞
　写　2丁　『（『寺社書上』48の内）－

円通寺田蓮宗
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’読経日蓮大菩薩略縁起、　　　ヒSO2－42＞

　芝　兼子善右衛門　文化8刊　内題：
　りかいげん
　自開眼読経高祖日蓮大菩薩略縁起
　（『寺社書上』40の内）　　．

三徳寺　日蓮宗

　　　　　　　みずかがみ
高祖日蓮大菩薩水鏡御影縁起’＜802－42＞幽

　文化13刊　7丁　〔甲子11年6？奥書あ・

　り〕（『寺社書上』14の内）

円福寺　新義真言宗
　　　　　　　　　　　　ノ武州江戸愛宕山零縁記　　　’〈802－42＞

　写　万治元　9丁　（『寺社書上』53の

　内）

円福寺　曹洞宗

火防観世音略追記　　　　　　〈802－42＞

　刊江戸文政9幽3丁　（『寺社書
　上』7の内）

華命院　新義真言宗智山派

水昌弁才天略縁起　　　　　　　〈三一15＞

　冊　i丁　（『諸国寺社略縁起』の内）、

延命寺　　（沼田）

六阿弥陀二面難薩御縁旧く・・3－29・〉

　刊　寛政11　3丁　’（『縁起』第6の内）

延命寺　（浅草）

秦川勝四三羅毘沙門天略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

刊3丁内題・騒1勝毘沙門天主

　伝承略記　（『諸国寺社』第4の内）

扇稲荷神社

扇稲荷御神社の縁起　　‘〈238－1＞

　写　（『三宿雑記』巻11の内）

大国魂神社

武蔵総社略記　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　文政12　9丁後付題：武蔵国府
　中六所宮　（『縁起』第11の内）

黄梅院　曹洞宗

雨宝山黄梅三三正観世音菩薩回縁起

　　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　寛文4’．2丁　（『寺社書上』6の

　的）

海9寺曹洞宗
補南山愛染明王伝来略記　　　〈103－291＞

　刊　宝暦13　1丁　（『縁起』第10画面）tt

鮫州正観世音菩薩回縁起’　〈235－316＞、

刊．3丁〔乱丁〕（『嗣寺社』第10の

　内）

海雲寺　曹洞宗
千体荒神西出霊験記　　　　’〈235－316＞

　刊　享和3　4丁　内題：三宝大荒神
　王略霊験：記　（『諸国寺社』第10の内）

海蔵寺　曹洞宗

．揚嘲構起　　　く802－42＞
　写　・16丁　（『寺社書上』57の内）

’覚樹王院　天倉宗’

開山弘誓三権僧正玄照事跡　　〈．802－42＞

　写　文政1250丁　（『寺社書上』108の

　内）

＋谷幽幽感応記　〈．8・2－42＞’

　写　14丁　内題：下谷三珠稲荷大明神

　感応記　（『三三書上』108の内）

春日神社　（三田）

二45＿



武州三晴占宮縁起　　・〈235－3・6＞

　三栄〔著〕刊　寛政8　2丁　内題：

　春日略縁起　（『諸国寺社』第4の内）

寛永寺　天台宗・
東叡山清水堂本尊略縁起　　〈235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第4の内）’

嶺行寺　浄土宗

類同木同作出世湾頭略髄〈8・2－42＞

　・刊　安永8　1枚　（『寺社書上』57の

　内）

感応寺（天王寺）　天台宗（谷中）

東都谷中長端山感応寺毘沙門天来由

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　寛政8　2丁　（『諸国寺社』第10

　の内）

感応寺　日蓮宗（雑司谷）

雑司谷感応寺興廃記　　　　　〈127－290＞

　写　1冊24cm内題：戸張氏著櫨1
　紅葉所載雑司谷感応寺興廃叢記　印
　記：大寒／馬印，雑司谷／片山賢

観明院（桜田寺）天台宗

宝珠神略縁起　　　　　　　　　く802－42＞

　真順〔著〕　写　宝永5　8丁　内題：

　子安宝珠神島縁起　（r寺社書上』20の

　内）

吉祥寺　（洲崎）’

弁才天縁起　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　安永2　5丁　（『諸国寺社』第4

　の内）

吉祥寺　曹洞宗（駒込）

子安観世音菩薩縁起　　　　　〈802－42＞

刊　3丁　（『寺社書上』59の内）

玉：泉寺法華宗・

出世毘沙門天王囎起　18・2－42＞

　写　2丁　（『寺社書上』81の内）

玉窓寺　曹洞宗

三才観音大士略縁起　　　　　〈103－291＞

刊聯元．4t（r縁起』第・・の内）

同上　　　　　く802－42＞
知計写寛蛎4丁（『寺糖

　上』48の内）

吸下寺臨済宗
せきたん

石刷禅師行状　　　　　　　　〈802－42＞

写8丁（『寺ﾋ』56ρ内）

ぎようげん

行元寺灰台宗
武廊廟豊島郡上帰郷千手観世音略縁起

　　　　　　　　　　一　　　　　〈802－42＞

　海澄〔著〕刊　寛政10　4丁　内題：

　牛頭山千手院行元寺千手観世音略縁起

　（『寺社書上』28の内）

三三寺　浄土宗
鮭観世音洋弓縁起’ q1・3－29・〉

　善秀〔著〕　刊安永3　4丁　（『縁

　起』第11の内）

甲（r建国寺社』第4の内），〈235’316＞

魚藍観音霊験：記　　　　　　　く103－291＞

　三田鰭寺，文政12（『縁ge』第11

　の内）

九品寺　浄土宗1浅草）

くつはき

沓履地蔵尊縁起　　　　　　　〈802－42＞

　刊　4丁　（『寺社書上』76の内）
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熊野社　（青山）

熊野大権現縁起・、　　　　　＜802－42＞

　写　20丁　（『寺社書上』49の内）

けいねん

三途寺　臨済宗

厄除正観世音略縁起　E　”　〈802－42＞

　写　文政充　3丁　’（『寺社書上』102の

　内）

月桂寺　臨済宗

灘宝珠野縁記〆　’〈235－3・6＞

刊享保7訂内題・灘徽
　摩玉回縁記　（『諸国寺社』第8の内）

白重寺　浄土宗

浅草源空寺円光大師縁起　　　〈802r42＞

　刊　5丁「（『幸社書上』83の内）

聖徳太子諸病悉除之尊像因由　〈802－42＞

　刊　2丁，（『寺社書上』83の内）

嵩磐寺ヒ曹洞宗

武州〔江戸P下〔谷〕高岩欝欝墓

　刊　2丁　（『諸国寺社』第4の内）

高岩寺地蔵縁起　　　・　　　　〈802－42＞

写享保3訂内題・武州江戸下
　谷高岩寺地蔵菩薩縁起　（『寺社書上』

li7の内）

光照寺浄土宗（牛込）

略縁起　　　　　　　　　　　　〈802－42＞，

冨）三曲2’2丁（1寺社書上』28の．

光照寺　浄土真宗（麻布）
こやす

子易珠三略縁起．　、・　’〈802－42≧

　写　3丁　（『寺社書上』21の内）

十字名号縁起　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　元和2　4丁　（『寺社書上』21の

　内）　　　，

燐除の名号縁起　　　〈802－42＞
　写tt3丁　（『寺社書上』21の内）

こうじんぐう

幸神宮

幸神宮修復奇進　　　』　　．〈302－42＞

　刊　文政8　2丁　（『寺社書上』61の・

　内）

光専寺　浄土宗

観世音菩薩縁起写　　　　　’一く802－42＞

　写　元文与　18丁　内題：遍照山光専

　寺如意輪観世音菩薩縁起　（『寺社書

　上』18の内）

高徳寺　浄土宗　　　　’　　、、

寿延十L面観世音菩薩略縁起　〈802－42＞

　写　宝暦11　2丁　（『寺社書上』49の

　内）

光明寺　浄土宗
らいどめ

三食観世音略縁起．「 @　　〈235－316＞

　刊，4丁　内題：雷留観世音善薩舟縁

　起（『諸国寺社』第sg）内）

幸龍寺　日蓮宗

藻草輔騨創興記　〈8・2τ4？〉

　文政元刊’5丁　内題：武蔵国豊島郡

　溝草妙祐山幸龍寺旧記　（三社書上』、

　79の内）
かしわばら

柏原大明神縁起　　”　　　〈802－42＞

　刊　3丁　（『寺社書上179の内）

高林尋　曹洞宗

金峯山高林寺記　’　　　　　〈802－42＞
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　写　4丁　（『幸社書上』58の内）

金剛寺　曹洞宗

右地蔵尊略縁起　　　　　　　〈802－42＞

　三舟著　写　建長2奥　2丁　（『寺社
　書上』25の内）

武蔵国柏木右衛門桜物語　　　〈231－224＞

　写　・1冊　27cm　附：金剛寺略縁起

　等　印記：福田文庫，南面／文庫

金剛寺（高畑不動）新義真言宗智山派

γ繕榊対面真庭・’〈別9－24＞

　文政12刊　1枚　（『張交帳』の内）

三王八幡（東福寺）天台宗

三王正八幡旧記写　　　　　　〈802－42＞

　写　承応元　10丁　内題：渋谷正入幡
　大菩薩末記　（『寺社書上』56の内）

羅灘縁起略　　・’〈235－3・6＞

　刊　7丁　内題：渋谷龍王麻呂氏神正

　入幡宮霊仏霊宝記　（『諸国寺社』第10

　の内）

三軍寺　浄土宗
さいこう

西迎法師発心由来写　　　　　〈802－42＞

　写文政1023丁　（『寺社書上』42の

　内）

山導漸購太刀醐酪紬覚書
　　　　　　　　　　・∵　　　　　　ぐ802－42＞

　写　宝暦10　3丁「（『寺社書上』42の，

　内）　　町　　　　　　　」

最勝寺天台宗
二尊牌御安置井事跡来由記　　，〈802－42＞

三三政83丁内遮・三四町
　尊当院御安置井事跡来由之記　（『寺社

　書上』110の内）

嘉応寺、臨済宗

不動明王小霊像記　　　　　　く802－42＞

　写　享保14’3丁　（『寺社書上』32の

　内）

芳心院由来書写　　　　　　　〈802L42＞

　写　元禄4　5丁、（『寺社書上』32の

　内）

西善寺　浄土真宗

祖師聖人御自刻聖徳太子霊像略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　安永2刊　8丁　（『寺社書上』570内）

西蔵院　天台宗

南伝馬町鎮守稲荷大明神縁起三三回書

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　写8丁内題：鎮守稲荷木明神略縁
　起　（『寺社書上』13の内）

さいねん

西念寺　浄土宗

四谷西念寺　　　　’　　tt　〈238－1＞

　写’（『鶯宿雑記』巻14の内）

さいふく

西福寺　浄土宗

江府東光山西福逸民守旧三殿本縁起’

　　　　　　　　　　　　　〈802L42＞

　写　元禄8　9丁　（『寺社書上』73の

　内）

じげん

慈眼寺　法華宗
どうらくものなおしがみあけがらすひよくづかりゃくえんぎ

悪道速停神明烏比翼；三略縁起’＜別9－24＞

　刊　2丁　（『張交帳』の内）

摩利支二天略縁起　　　　　　〈802－42＞

爵）囎9窪三三書上』107◎
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自証院　天台宗
自証院記　　　　　　　　”〈802－42＞

翫禄4「 U丁（r三社書上』38の

　内）

誰院天台宗．

略縁起　　　 ＜802．42＞

　写　平徳4　3丁　（『寺社書上』94の

　内）

地蔵寺（専称院）　浄土宗

武州豊島郡豊島村専称三略旧記

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　3丁　尾題：亀嶋山地蔵寺専称三

略謡言己（ ﾗ甲寺社』第8の内）

しのずか

篠塚稲荷三

篠塚稲荷大明神御縁起　　　　〈802－42＞

写文政6．4丁〈r寺社書上』74の
　内）

しゅうりん「

宗林寺　日蓮宗

撫蓮大愚縁逸　一〉
　写　5丁　く『寺社書上』111の内）

寿昌寺臨済宗　『　　・
大崎山仁昌寺観音大士縁起　　〈802－42＞’

写2丁（騨書上』7姻）・

しゅっさん

出山寺…舶宗
課釈迦如来縁起　　〈802－42＞

刊承応37丁（『寺社書上』9ゆ
　内）

じゅほう

珠宝寺　浄土宗

巻購騨蜘天縁起

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

刊5丁内題・讐野天縁起

　（『寺社書上』38の内）

蹟了寺浄土宗

武州飯倉町順了寺聖観世音菩薩略縁起写

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

．窩）騨5丁（『寺社書キ』62の

春林寺　浄土宗

秘仏千手観世音略縁起　　　　〈802－42＞．

　写　元禄16　3丁　内題：大悲尊像略
　縁起　（『寺社書上』翠の内）

三三阿弥陀如来縁起　　　　　〈SO2－42＞

　写．享保14　11丁　内題：宝冠歯仏阿

弥陀如轍雑恥辱）

常円寺　日蓮宗

四ツ谷成子町高円寺境内桜図’〈亥一135＞

　刊　1；枚　47×33cm　印記：醇園

’三面寺　浄土票　　，

　　　　　　きあまり
六阿弥陀ﾕ三余如来賜起
　　　　　　　　　　　　〈2357316＞

　刊　享保11　4丁　（『諸国寺社』第10’

　の内）’

正覚寺浄土宗
、橿寺縁起三三火回符来由　・　〈830－91＞

　写　文化11、2丁　（『諸国名所』上の

　内）

権寺縁起　　　　－’　　　　＜802－42＞

　写　明暦3　5丁　（『寺在書上』74の

　内）

橿寺正覚寺由果及火防宝符之記〈802－42＞

　写　6丁　（『寺社書上』74の内）’
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彪寺正覚寺縁起並防火三三来由〈802－42＞

　写　寛政4　6丁　（『寺社書上』74の

　内）

火防宝符写’@　　　　　　　＜802－42＞’

　写　3丁　（『寺社書上』74の内）

正覚寺法華宗
願満七面宮略縁記　　　　　　〈802－42＞

　刊　2丁　（『寺社書上』80の内）

膏玄寺日蓮宗

高祖日蓮大菩薩縁海　　　　　〈802－42＞
　寛政10刊　6丁　（『寺社善北』39の内）

常光寺　曹洞宗（亀戸）

武州六阿弥陀略縁起　　　　　〈235－316＞1

　刊　宝永7　4丁、（『諸国寺社』第4

　の内）

常光寺　浄土宗（芝1

本尊略縁起　　　　　　　　く235－316＞

　刊　2丁　内題：善光寺如来分身金山

　略縁起　（『諸国寺社』第10の内）

常光三三守三三三財天井宇賀神略縁起

　　　　　　　i　・　〈235－316＞
　法誉〔著〕　判　延享3　獣「　（『諸国

　寺社』第10の内）

　　　　　v　　　　　）
浄光寺　天台宗（木下川）　’」

木下川i薬師如来町縁起　　　〔〈235－316＞．．

　、義純〔著〕　刊　宝暦9　4丁　内題：

　青龍山薬師仏像縁起　附：〔侠題〕忠

　善〔著〕4丁　明暦3　（『諸国寺社』第

　4の内）

同上　　　　　〈235－316＞
　　（『諸国寺社』第2　op内）

木下川薬師仏縁起　　　　　　〈127＝　1＞

　釈義純旧刊　（『群書類従』巻422第

　548冊の内）

武州木下川i薬師如来堅縁起　　〈235－316＞．

　刊　寛政2　2丁　内題：青龍山薬師

　仏像略縁起　！『諸国寺社』第8の内）
〔イ失1題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ヨ王一15＞

　刊　宝永7　1丁　仮題：〔薬師如来

略縁起〕儲国寺社略縁起』の内）

浄光寺　（豊島郡）

諏訪浄光寺入景詩歌　　　　　〈235－316＞

　刊　享保13序　10丁　序題：諏訪台入

　三三　（『諸国寺社』第8の内）

常在寺　日蓮宗
かがみのみえい

鏡御影祖師縁起　　　　　　〈802－42＞

　刊　寛政元　2丁　（『寺社書上』112の

　内）

正出院　浄土宗

締ケ三三明王略縁起　〈235－316＞

　刊㌧2丁　（『諸国寺社』第10の内）

成就院　天台宗

蝉騒師如来略縁起　く・・3－29・≧

　刊　文化14　4丁　（『縁起』第4の内）

松秀寺　時宗
黙黙地蔵尊略縁起　　　　　　〈802－42＞

　刊　3丁　（『寺社書上』15の内）

興聖寺　日蓮宗

離二天略縁起　　〈8・2－42＞

　刊　2丁　（『寺社書上』109の内）

正信寺　浄土宗

毘沙門天略官記　　　　　　一＜235－316＞・

　刊明和8　2丁　（『諸国寺社』第4

・一　50　一



　の内）

　　　　　　　　　　　x
浄心寺　浄土宗

駒込浄心寺開山井起立之覚　　〈802－42＞

　写　元禄8　5’丁一、（『寺社書上』57の

　内）

浄真寺　浄土宗

九品仏地内案内　　　　・・〈229－124＞

　刊　文化9　1冊・’23cm　書名は後

　付題による　げ中巻末書名：九品三略縁

　起，下巻末書名：九品三略縁記

正調院天台宗

草刈薬師縁起下巻　ti　　〈802－42＞

　写　12丁　〔上巻焼失〕　（『寺社書上』

　29の内）

定出面’新義真言宗

浅草柳稲荷大明神回縁起　　　〈802－42＞

　刊　2丁　（『寺社書上』80の内）

成満寺浄‡真宗
武州江府成満寺鐘銘　　　　　〈802－42＞

　写　5丁　（『寺社書上』39の内）

三楽院天台宗
六阿弥陀第五三略縁起　　・　　＜面一15＞

　刊　宝永8　1丁　（『諸国寺社六畜
　起』の内）

六阿弥陀略縁起　　　　　　　’＜802－42＞

　文政8刊　’3丁　（『寺社書上』115の

　内）’

松林院（無量寺）　天台宗

正八幡宮回縁記

　刊　貞享6　1丁
　内）

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』76の

聖輪寺　新義真言宗豊山派

油谷山自註寺観音略縁起　　・〈235－316＞

　刊．1丁　（『諸国寺社』第2の内）

同上．　　・　『』　〈802－42＞
　（『寺社書上』47の内）　．　　1

浄輪寺　日蓮宗

出世tt沙門天王略縁起　　　　〈8Q2－42＞

　刊　2丁　（『寺社書上』33の内）

松蓮寺

武蔵国多摩郡百章村三岳山松蓮寺入景

　　　　　　　　　　　　　〈SIJ　9－24＞

　刊　1枚　（『張交帳』の内）

白髭神社

寺島白髭大明神略縁記　　　　＜235－316＞

　刊　寛政11　3丁　（『諸国寺社』第4

　の内）’．

白髭明神考　　　　　　　　　〈188－33＞

　写　6丁　（『松屋叢書』第7の内）

心行寺’ D浄土宗

重宝回縁記　　　　　　　　　　〈802∴42＞
　　　　　こもつつみ’
　刊内容：薦包如辛縁起　1丁，辮財

　天白蛇勅願之縁起　1丁，山越如来之

　縁起　1丁，・千手観音多田満中軍陣守

　本尊回縁記　1．丁，聖徳太子之真筆六

　字名号之縁起　1丁　く『寺社書上』101

　の内）

四花三

三竹女水皇土縁起’　　，　〈235－316＞

　刊　．1丁《『諸国寺社』第11の内）

真成院　新義真言宗豊山派

江戸十九番山手二十七番潮干観音回縁起

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞
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　刊　天明1　2丁　（『諸国寺社』第10

　の内）

新知恩寺（幡晶出）　浄土宗

当院開山智歯幡随意上人伝　　〈802－42＞

　写　10丁　（『寺社書上』83の内）

霜除観世音縁起　　　　　　　〈802－42＞

　刊　3丁　（『寺社書上』83の内）

三面水論　　　、　　　　、　〈802－42＞

　刊　文化1114丁　内題：妙素水
　（『寺社書上』83の内）’

新長谷寺　新義真言宗豊山深

東豊山目白不動縁起　　　　　＜235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第10の内）

目白不動写本縁起写　　　　　〈802－42＞

　写　4丁　内題：武蔵国豊島三関三目

　白東豊山新長谷寺本尊縁起　（『寺社書

　上』61の内）　　　　　　　　　・

真福寺　天台宗（四谷）

朝日薬師如来縁起　　．　　　〈802－42＞

　刊　寛延2　6丁　（『寺社書上』43の

　内）．　　　　　　㌧

　　　　　　　　　　　　　　’　c
真福寺　新i義真言宗（愛宕前）

i薬師如来縁起　　　　　　　　〈802－42＞

　写、6丁　内題：等身薬師如来縁起
（r寺tre上』5納）　e

瑞円寺　曹洞宗

’古縁起写　　　　　　　　　　　〈802L42＞

　写　万治3　4丁　内題：江府豊島郡

　渋谷庄千駄面谷惣鎮守鳩森正八回線起

　（『寺社書上』47の内）

瑞泉寺　浄土宗

三面地蔵尊略縁起　　　　　　〈802－42＞
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　刊　文政2　4丁　（『寺社書上』78の

　内）

崇源寺　浄土宗

腹帯地蔵尊高縁起　　　　　　〈802－42＞

　写　2丁　（『寺社書上』54の内）

鈴降稲荷社
鈴降稲荷：由来写　　　　　’　〈802－42＞

　写　明和6　4t「　（『寺社書上』40の

　内）

隅田川

隅田川入景詩歌　　　　‘　　〈235－316＞

　刊　4丁　絵入’（『諸国寺社』第4の内）

隅田川和歌　　　　　　　　く235－316＞

　刊　2丁　絵入　（『諸国寺社』第4の内）

隅田川和歌　　　　　　　　　く238－1＞

　刊　3丁　絵入　（『鶯宿雑記』巻516の

　内）

誓願寺　浄土宗

略縁起　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　刊　5丁　（『寺社書上』83の内）

清巖寺浄土宗

白照山観世音回縁　　　　　　〈802－42＞

　写　3丁　（『寺社書面』39の内）

’清光院　臨済宗

辮財回縁紀　　　　　　　　　〈802－42＞

　写，3丁　内題：鎮守辮財天尊像旧記

　（『寺社書上』27の内）

青松寺　曹洞宗

〔侠題〕　　　　．　　　』　　〈丑一15＞

　刊　享保12　1株　仮題：〔青松寺略

　縁起〕（『諸国寺社略縁起』の内）

　　　　　　x



閻浮檀金千手観世音菩薩略縁起〈三一15＞

　刊　1丁　（『諸国寺社略縁起』の内）

せいすい

清水寺　天台宗

観世音略縁起　　　　　　，．〈235－316＞

　刊　3丁　内題：江北山清水寺観世音

　略縁起　（『諸国寺社』第4の内）

盛徳寺　曹洞宗

本氷川明神縁起　　　　　　　　〈802－42＞

　写　寛文元　7丁．内題噛：武州江府今一

　井郷氷川大明神縁起　（『寺社書上』19

　の内）

清林寺　浄土宗（駒込）

毘沙門天略縁起

　写文化12　2画
面内）

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』60の

清林寺　浄土宗（高輪）

四劫思惟阿弥陀仏略縁起　　　く802－42＞

　刊　2丁　内題：四劫思惟尊像縁起
　（『寺社書上』6の内）

泉岳寺　曹洞宗

日本一幅釈迦入相曼陀羅回縁座面講釈

　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　5丁　内題、：曼陀羅開帳略記

　（『縁起』第11め内）

善光寺　浄土宗

信州善光寺大本願上人兼帯所青山善光寺

略縁起　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊・2丁’（『縁起』第4の内）

南野山善光寺略縁起　　　　　〈235－316＞

　刊　享保9　2丁　（『諸国寺社』第3

　の内）

泉住寺　天台宗

黒船

散穂正一位黒船三社稲荷大明神縁起
紅葉山

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　文政8写　8丁　内題：黒船三社稲荷

　大明神鎮座記　（『寺社書上』74の内）

せんじゆ

専修寺　浄土宗

縁起写　　　　　　　　　　　　〈SO2－42＞

　写　3丁『（『寺社書上』40の内）

浅草寺　天台宗

浅草観世音御利益伝記　　　〈235－316＞

刊安永64丁下巻題・蓉観世

　音霊現量三二姥ケ池の由来　（『諸国寺

　社』第4の内）

浅草観音堂安置荒園文珠由来書〈802－42＞

　写　14丁　く『寺社書上』87の内）

浅草名所姥ケ池物語　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　・（『諸国寺社』第4の内）

観世音霊験図会　　　　　　　〈210－192＞

　畑時椅著　東都　吉田屋文三郎　万延

　2刊　5冊（合2冊）25cm別書名：

　金竜山海潮音記

禦悪血艦抄．・　〈・・3－2gi＞

　刊浅草桑村半蔵寛政3　13丁
　（『縁起』第11の内）

同上　　　　　〈104－231＞
　（『叢書料本』第11の内）

金竜山海潮音記　　　　　　　　〈103－5＞

　平時椅著　刊　安政7　5冊　23cm

子育二王富民縁起　　　　　　〈802－42＞

　刊　2丁　（『寺社書上』87の内），

浅草寺縁輝　　　　　　　　　〈138－60＞

　写・1冊27cm内容：第1巻浅
草寺縁起，1第2巻浅草観世音縁起
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　印面：

　記
浅草寺旧蹟考

　植田孟緒編　写

浅草寺志

　　写

．松尾大明神霊験記

　　写　9丁
’老女辮天社縁起1

　　写　4丁　内題

　　由

花逼家文庫，墨坂十一代主写蔵

　　　　　　　　　　〈241－68＞

　　　　　　5冊’27cm　絵入

　　　　　　　　　　　〈よ一23＞

18冊〈’合9冊）27cm

　　　　　　　　　　＜802－42＞

　　　（『寺社書上』87の内）

　　　　　　　　　　〈802－42＞

　　　　　：金龍山老女辮才天来

（『寺社書上』87g）内）

浅草寺（寿命院）

鑛男女年三前回　　〈8・2－42＞

　刊　2丁　（『寺社書上』S7の内）

　
①

評
　
　
勲

　
　
説

聾
陶
鰹
σ

購
響

寺
入

草
霊
写

浅
御

浅草寺（梅園院）

梅園院由緒書　　　・　　　　〈802－42＞

　写　2丁、（『寺社書上』87の内）

浅草寺（延命院）
ふみばこ

、文薩地蔵菩薩略縁記

　刊　文化7　2丁
　内γ

浅草寺（晒蝋院）

霊符由緒

　写　正徳3　13丁

　内）

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』87の

　　　〈802－42＞　・

（『寺社書上』87の

ぜんりゆう　コ

善立寺法華宗噛’、

縁起　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　享保16　8丁　内題：善享寺釈迦．

　文尊像記　（『寺社書上』116の内）

荘厳寺　新義真言宗豊山派

幡ケ谷不動尊縁記　　　　　．〈103－291＞

　文政5刊　3丁　（『縁起』第1の内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総持寺，

叢繍慧灘之∴〈8。2．42＞．厄騰大師鐸三三離〈一〉

　写　宝永4　11丁　（’『寺社書上』87の　　　刊　10丁　内題：厄除弘法大師縁起．

　内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『縁起』第11の内）

熊谷稲荷縁起　　　　　・　　tt　t．9SO2－42＞

　写　11丁　（『寺社書上』87g）内）　　　　’増上寺　浄土宗

　　　　　　　　　　？　　　　　　　三開山志　　　　　　　　　〈145－27＞

浅草寺（顕松院）　　　　　　　　　　f三島三門編刊’文政2　9冊27

塑欝欝＿＿＜23卜316｝煽動押土己　　くか53＞
刊2丁内題：一権三略縁起　　中村離郷・車由36。m内題・護

浅蝶蝿犠鍵雛胆略糠農康応露盤，
面出　　　　　一　　　　　〈235一316＞　　所蔵

　刊　2丁　内題：浅草観世音旧跡三三

　一権現略縁記　（『諸国寺社』第4の内）
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口証日蓮宗．
立像三略縁起　　　　　　　　く802－42＞

　刊　文政β　4丁　（『寺社書上』32の

　内）

即現寺
とくすい

徳水辮当寺三略縁起　　　　　く802－42＞．

　文化6刊　6丁　（『寺社書上』89の内）

大行院　修験：宗（麻布）

古縁起写　　　　　　　　　　　＜802－42＞

　写　5丁　（『寺社書上』18の内）

大行院　日蓮宗（雑四谷）

武蔵三豊島三二司谷鬼子母神略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　7丁　（『諸国寺社』第10の内）

大聖寺　真言宗

関原山大聖不動明王略縁起井入幡宮略伝
，言己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　弘化2刊　3丁　内題：関原山不動尊

三品（『縁起』第11ρ内）

大盛寺　天台宗

改造井之頭三才天社疏　　　　〈三一15＞

　・刊　正徳元　2丁　（『諸国寺社略縁

　起』の内）

大法寺日蓮宗
大黒天縁起　．　　　『　　圏〈802－42＞

　刊　6丁　（『寺社書上』21の内）

　　　　　　　　　　t
三保福寺　天台宗

霊亀閃理i生院三保福寺縁起　　〈802－42＞

　写　寛丈：4　11丁　（『寺社書上』60の

　内）

二二寺　浄土宗

丁丁寺水神縁起・　　　　・〈210－277＞

　写　5丁　（『輪池叢書』第4の内）

二二寺　浄土宗

日出辮財三略縁起　　　　　　〈802－42＞

　刊　宝永3　6丁・（『寺社書上』27

　の内）

長安寺　浄土宗

一満米地蔵三略縁起　　　　　　〈802－42＞

　写　3丁　（『寺社書上』49の内1

長遠寺　日蓮宗

自開眼日蓮大菩薩縁起　　　　く802－42＞

　写　3丁　（『寺社書上』81の内）

長延寺　天台宗

化馬地蔵菩薩略縁起　　　　　〈802－42＞

　写　正徳5　3丁　（『寺社書上』74の

　内）

長源寺　浄土宗

聖徳太子尊像略縁起　　　　　〈802－42＞

　写　明和4　4丁　（『寺社書上』59の
・丙）

長光寺　日蓮宗
とみまる
富丸稲荷社略縁起　　’　　　　〈802－42＞

　刊　文政4　3丁　（『寺社書上』61の

　内）

長国寺　日蓮宗
田各・縁言己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　3丁　（『寺社書上』118の内）

長谷寺　曹洞宗

渋谷長谷寺縁起　　　’　　　〈802－42＞
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　写　寛文12　3丁　（『寺社書上』55の

　内）

渋谷長谷禅寺十一面観外野縁起

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　4丁　（『寺社書上』55の内）

長谷寺境内三木之内雷除槙の由来

　　　　　　　　　　　　　〈亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻8の内）

長泉寺　曹洞宗

観音大士縁起　　　　　　　　〈802－42＞

　写　宝永3　4丁　内題：武州豊島郡

　渋谷三三三山長泉禅寺観音菩薩縁記

　（『寺社書上』55の内）’

長泉寺　天台宗
しんめいぐう

神明宮縁起　　、　　　　　　　〈802－42＞

　写　5丁　内題：武蔵国豊嶋郡麻生龍

　土山神明宮縁起　（『寺社書上』18の内）

潮泉寺　浄土宗　　　　　コ

ー体分身善光寺如来略縁起　　〈802－42＞

寓）天明82丁（1寺＊k書キ』SSρ

　　　　　　　　　　　　＼

長徳寺曹洞宗
貝塚i薬師如来縁記　　　　　　＜802－42＞

　写　明暦元　6丁　内題：当寺三軍し’

　奉る貝塚薬師如来旧記　（三社書」子』

　18の内）　　　　　　　～

長命寺　新義真言宗豊山派

東高野山縁起　　　　　　　　＜104－231＞

　刊　2丁　内題：武蔵国豊嶋画面高野

　山縁起　（『叢書藤本』第11の内）

長耀寺　日蓮宗

三三高祖大士略縁起　　　　　〈802－42＞

　刊　4丁　（『寺社書上』18a．内）

津久戸神社

牛込津久戸大明神回縁記r @　〈三一15＞

　刊　宝永5　1枚　（『諸国寺社回縁
・起』の内）

夫栄町浄土宗

駒込天栄寺草創記　　　　　　〈802－402＞

　写　文政9　14丁　（『寺社書上』58の

　内）・

天現寺　臨済宗

毘沙門天王略縁起　　　　　　〈235－316＞

　刊　宝暦4　3丁　内題：武州豊嶋郡

麻布村美馳毘沙門天王起（r諸国寺

　社』第4の内）

縁：起四境之1写　　　　圏　　　　〈802－42＞

　写　10丁　（『寺社書上』24の内）

伝通院　浄土宗

無量山写料　　　　　　　　　〈241－38＞

　写1柵27cm

天徳寺　浄土宗　　　　　．　　、．

光明山草三三世代略記　　　く140－120＞

　写　1冊　26cm

等覚寺天台宗1
ゼ

赤城明神縁起　　　　　　　　〈802－42＞

　写　7丁　内題：牛込赤城大明神縁起

　（『寺社書上』31の内）

東江寺夫台宗

多田薬師縁起之写　　　・　　〈802－42＞

　写　7丁　（『寺社書上』90の内）
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東山寺　天台宗　　　　　　’

中之郷業平天神略社記　　　　〈802－42＞

　刊　享保5　3丁　（『寺社書上』121の

　内）　　　　　　　’

’東福寺　天台宗

七仏i薬師縁起　　　　　　・　　〈802－42＞

写18丁内題当山輔如来縁起
（『寺ｳ上』23の内）＼

山雲寺　臨済宗

円満地蔵菩薩縁起　　　・．　　＜802－42＞・

　写　天明7　2丁　（『寺社書上』26の

　内）

開山一翁硯皆和尚三三　　　　〈802－42＞

　刊　1丁　（『寺社書上』26の内）

徳性寺　浄土宗

頬面地蔵尊略縁起　　　　　　く802－42＞

　刊　2丁幽（『寺社書上』58の内）

鳥越明神社

晶晶由来　　　　　・　　　　＜802－42＞

　刊　sZ政4　2丁　（『寺社書上』73の

　内）

南蔵院　新義真言宗

三女旧記’　一　　　　　　　〈802－42＞

　写延享4　5丁　（『寺社書上』29の

　内〉

奇瑞聖天宮記　　　　・　　＜802－42＞・

　写　宝暦3　3丁　（『寺社書上』29の

　内）　　　’

日曜寺・真言宗高野派

開運愛染明王略縁起　　　　　〈210－277＞

　写　5丁　（『三池叢書』第13の内）「

日輪時宗
灘繧千手瀦旧離騎〈丑・5＞・

　刊・元禄8　2丁　（『諸国寺社下縁

　起』の内）

瞭寺総高
よ　あけのみや

夜明ケ宮二二記　　．　　　　〈802－42＞’

　刊　享保13　2丁　内鬼：夜明鬼子母

神畠山記（r寺社書上』44の内）

につた

新田神社

三二新田神君碑　　　「　　〈235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第8の内）

如来寺　天台宗

三唱伝記　　　　　　　　　　〈802－42＞

写延宝714丁（r寺社書上！8の．
　内）

梅照院

本尊子養i育薬師如来略縁近　　〈103－291＞・

　文政4刊．2丁「（r縁灘』第2の内）

梅二院（宝樹寺）’@三王宗

泰平観世音縁起・　　　　　＜103－291＞

　刊　5丁　内題：泰平観世音菩薩回縁

　起　（『縁起』第7の内）

同上　　　　 〈235‘316＞

　（『諸国寺社』第10の内）

同上　　　　　〈802－42＞・
　（『寺社書上』48の内）

三国伝来泰平観音大士略起　　＜103－291＞

　刊　寛政12　2丁　（『縁起』第9の内）

半田神社、

半田社利生縁：記　　　　　　〈235－316＞

　刊　3丁　内題：半田宮利生略記

　．（『諸国寺社』第4の内）
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日枝神社

江府星野山回料

　写　1冊　27cm

　　　　　仏心寺　日蓮宗

〈241－39＞　毘沙門天略縁起・

　　　　　　刊　宝永7　3丁
　　　　　　内）

氷川神社

武州荏原三白金村鎮守山回川大明神略縁

．起　　　　　　　　　　　、　　〈丑一15＞

　刊　宝永5　1丁　（『諸国寺社略縁
　起』の内）’

東本願寺　浄土真宗

灘卵円灘記　　〈235－3・6＞

　刊　6丁　序題：江戸東本願寺御忌御

　法事記．（『諸国寺社』第8の内）

平河天満宮（龍眼寺）

平河天満宮略縁起　　　　　　〈103－291＞

　刊　7丁　（『縁起』第11の内）

平塚稲荷社

松福山平塚稲荷社由来写　　　〈802－42＞

　写　1丁　（『寺社書上』27の内）

福二院　浄土宗

三国伝来大黒天並諸尊縁起　　〈235－316＞

　刊　4丁　（『諸国寺社』第10の内）

福相寺　日蓮宗

願誓大黒天縁起　　　　　　　　〈802－42＞

　文化13刊　4丁　内題：願満大古久天

　神来縁の記　（『寺社書上』58の内）

富士見稲荷社

御由来書之写帳　　　　　　　〈802－42＞

　写　文政11　5丁　（『寺社書上』24の

　内）

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』109の

不動院　新義真言宗（浅草）

聖天尊勧奨之状　　　　　　　〈802－42＞

　刊　1枚　（『寺社書上』77の内）．

当寺聖天二三縁起　　　　　　〈802－42＞

　刊安永7　1枚　（『寺社書上』77の
　内）

不動尊縁起　　　　　　　”　＜802－42＞

　刊　安永2　8丁　（『寺社書上』77の

　内）

不動院　新義真言宗（麻布）

児稲荷大明神縁記　　　　　　〈802－42＞

　写　文政11　5丁　内題：不動院児稲

　荷神社来由之記　（『寺社書上』18の内）

弁天社’ i本所）

本所一回目大工才天略縁起　　〈235－316＞

　刊　1丁　内題＝江都本所一回目大井

　弁才天略縁起　（『諸国寺社』第4の内）

弁天神社　　（三田）

　　　　　　かなめじま
武州六郷領羽田三島玉川三才三略縁起

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　（『諸国寺社』第8の内）

遍照寺　浄土宗

子安観世音略縁起

　写　文政11　3丁
　内）

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』23の

二恩寺　日蓮宗

妙法金毘羅大威牢善神縁起　　〈802－42＞

　刊　4丁　（『寺社書上』93の内）
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本所平河山法騎高祖大士三州

　　　　　　　　　　　　〈802－42＞
　刊、3丁　（『寺社書上』93の内）層

翻禰宮島縁起　’〈8・2－42＞

　刊　3丁　（『寺社書上』9合の内）

報恩寺　浄土真宗

性信上人略伝　　　　　　●　＜802－42＞

　刊　5丁　（『寺社書上』114の内）
りぎょ

鯉魚の由来　　’　　　　．〈802－42＞

　刊　文政4　3丁　（『寺社書上』114の

　内）

宝物之次第　　　　　　』’　〈三一15＞

　刊　享保4J1丁　（『諸国寺社略縁，

　起』の内）

三三寺　古義真言宗

四丁寺縁記　’　　　　　　．　〈802－42＞

　写　天和元　6丁　（『寺社書上』48の

　内』）

三乗院　新義真言宗
厄除不動明王旧記　　　　　1『〈802－4乞〉

　写　2丁　（『寺社書上』101め内）

法泉寺三三宗

雑不動明王回縁記〈235－3・6＞

　刊　正徳3　3丁’（『諸国寺社』第4

　の内）

法典寺．日蓮宗

客人大権現略縁雲叢　　　　　く802－42＞

　写　宝暦3　5’丁．（『寺社書上』18の

　内）

宝龍寺、天台宗

観世音縁起　　　　　　・．　〈802－42≧

　刊文化13　2丁　内題：山手廿一番

　牛込七軒寺宝竜一二奉安置千手回避観

　世音菩薩縁起、（『寺社書上』33の内）

法蓮寺　旧蓮宗

運命卑怯幡宮縁起　　　　　　〈103－291＞

　刊　法蓮寺蔵板　3丁　（『縁起』第8

　め内）

発昌寺’曹淘宗

出世観世音略縁起　　．　1　〈802－42＞、

　写　文化10　3丁　（『寺社書上』54の

　内）

本行寺　日蓮宗

道灌丘碑文　　　　　．　　＜802－42＞
　刊　4丁　（『寺社書上』112b）内）

四光寺　日蓮宗

略縁起　　　　．　　　　　『〈802－42＞、

　刊　1丁　（『寺社書上』109の内）

本寿寺　日蓮宗

感応高祖略縁起　　　、　，　．一〈802－42＞

　刊　4丁　内題＝栄源山感応高祖縁起

　（『寺社書上』109の内）

，本性寺　日蓮宗

秋山三雲霊神縁記　　　　、　＜802－42＞

　享和3刊　2丁　（『寺社書上』760）内）・

同上　．t　’t一　＜235－316＞

　刊　宝暦13　2丁　（『諸国寺社』第4

　の内）’

ほんせん

品川寺噛 ^言宗醍醐寺派

品川寺観音二尊略縁起　　　　く235－316＞

　刊　寛延2　2丁　内題1当院本尊両

　観音略縁起』（『諸国寺社』第lqの内）

．　L’@59　一



本四寺　法華宗

子安鬼子母神略縁起　　　　　＜802－42＞

　刊　天明8　2丁　内題：鬼子母神略

　縁起　（『寺社書上』81の内）

本智院　新義真言宗

聖天尊勧奨回状

　刊　安永6　1枚
　内）

〈802－42＞

（『寺社書上』77の

本仏寺　日蓮宗

子授鬼子母神略縁起　　　、　　〈三一15＞

　刊　延宝6　4丁　内題：武州江戸本

　所安楽山本仏寺子授鬼子母神略縁起
　（『諸国寺社略縁起』め内）

三無子母榔縁起　　〈8・2－42＞

　写　文政11　3丁　内題：三四鬼子母

　神子縁起　（『寺社書上』93の内）

本法寺　日i蓮宗（浅草）
くまがい

熊谷稲荷大明神略縁起　　　　〈802－42＞

　刊　3丁　（『寺社書上i77の内）

本法寺・日蓮宗（本所）

開運日珠善神略縁起　　　　　〈802－42＞

　刊　3丁　（『寺社書上』93の内）

万福寺　曹洞宗・

課町回三三縁起　1＜235－3・6＞

　刊　寛政9　3丁　（『諸国寺社』第8

　の内）

みなみたに　　　　めあか

南谷寺（目赤不動堂）天台宗
〔侠題：〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　刊　延享5　5丁　仮題：〔目赤不動

　縁起〕　（『寺社書上』59の内）

みめぐり

三囲神社

三囲稲荷大明神略縁起　　　　〈235－316＞

　刊　宝永7　5．丁　内題：武州豊嶋郡

　小梅村田中稲荷大明神略縁起　（『諸国

　寺社』第8の内）

妙音寺　日蓮宗

妙音大回財天女略縁起　　　　〈802－42＞

　刊　寛政11　2丁　（『寺社書上』83の

　内）

妙顕寺　日蓮宗

小松原騰高祖大臣三四〈8・2－42＞

　写　安永8　3丁　（『寺社書上』119の

　内）

三寿寺　日蓮宗

武州葛飾郡猿江村稲荷大明神略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　写　安永2　3丁　（『寺社書上』107の

　内）

明照寺　曹洞宗

聖徳太子身代子安地蔵尊略縁起

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　内題：身代子安地蔵尊回縁

　記　（『諸国寺社』第10の内）

身代り子安地蔵尊回縁記　　　〈802－42＞

　刊　1丁、（『寺社書上』26の内）

妙足院天台宗
大日如来略縁起　　　　　　〈802－42＞

　写　明和9　2丁　（『寺社書上』27の

　内）

妙典寺　日蓮宗

実親馨三略縁起

一60一
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刊’ Q丁　（『縁起』第10の内）

妙法寺　日蓮宗

堀之内妙法寺記

　刊　1冊23cm

　
起
丁

　
縁
3

宗
略帽

女
8

天
天
和
r

噛
財
明

寺
辮
　
γ

林
中
胃
内

三
田

〈106－284＞

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』60の

無量寺　新義真言宗豊山派
六阿弥陀三番標野縁起　　　　　〈235－316＞

　刊　4丁　（『諸国寺社』第10の内）

同上　 『　　・〈103－291＞
　（『縁起』第8の内）

無量寺（寿松院）　浄土宗

厄除無量寿如来縁起　　　　　〈802－42＞

　刊　4丁　（『寺社書上』73の内）

．明王院　新義真言宗

武蔵国荏原郡江府芝三由明王院本尊弘法

大三略縁起　　　　　　，　　〈802－42＞

　刊　享和元　4丁　内題：江府芝三田

　明王院本尊弘法大三略縁起　（『寺社書

　上』12の内）　　　　〆

木母寺釆台宗
隅田川木母寺回縁起　　　　　〈103－291＞

　刊　3丁　内題：隅田川木母寺略引子

　（『縁記』第11の内）

同、上・　　　　　，＜235－316＞
　（『諸国寺社』第4の内）

同上　 「　　　＜238－1＞
　（『鶯宿雑記』巻516の内）

同上　　　　　＜104－231＞
　写　（『叢書料本』第11の内）

梅若権現御縁起　　　　　』〈わ081－5＞

　文化7写　（r百瀬川』第19の内）

楽ヨ三院　真言宗

武州高尾山飯縄大権i現略縁起＜235－316＞

　刊，寛政3・2丁　（『諸国寺社』第3

　の内）・

．薬王寺　三三宗『

三唱薬師如来縁起井勧化簿　　〈802－42＞

　写　宝永5　7丁　（『寺社書上』38の’

　内）

祐天寺　浄土宗

羽生村かさ弥三助得院略縁起，〈235－316＞

　刊　7丁　（『諸国寺社』第10の内）

湯島神社

湯島神社縁起　　　　　　　　〈104－231＞

　刊　2丁　（『叢書料本』第240）内）

三三寺　臨済宗

長光山陽岳寺緒書

　写，．文政11　6丁

　内）

三国寺　浄土宗

東照宮御縁起

　写　文化2　4丁
　内）

陽泉寺曹洞宗
勧ヒ序

　刊文政2　1丁
／内）

来迎寺・浄土宗

縁記

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』101の

　　　〈802－42＞

（『寺社書上』61の

　　　〈802－42＞　．

（『寺社書上』i7の

く802－42＞
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　写　寛延2　4丁　（『寺社書上』35の

　内）

三三寺　新義真言宗智山派
えいめいきょうよみ

延命経読地蔵尊邸縁起　　　　〈丑一15＞

　刊　享保18　2丁　（『諸国寺社回縁

　起』の内）

立清心日蓮宗
感応高祖大士略縁起　　　　’〈802－42＞，

　日伸〔著〕刊　明和3　3丁　内題⊃

　感応高祖日蓮大菩薩略縁起　（『寺社書

　上』47の内）、　　　　　　一

龍興寺　臨済宗
嚇得瀦大‡三三記’〈8・2－42＞‘

　写　寛保元　5丁　（『寺社書上』27の

　内）

慈華甲龍興寺五百羅漢図記　　く802－42＞

　写　3丁　（『寺社書上』27の内）

立善寺　日蓮宗

魔灘髄之写．　〈S62－42＞

　写・寛永12　2丁　（『寺社書上』111の

　内）

龍泉寺　日蓮宗

高祖大菩薩略縁起　　　　　　〈802－42＞

　刊　5丁　（『寺社書上』112の内）

三富寺　黄葉宗

文殊菩薩縁起之写、　　　　　〈802－42＞

　写宝暦108丁内題：武州豊島郡
　麻布邑放光山回潭禅寺本尊文殊菩薩略

　縁起　（『寺社書上』23の内）

龍宝寺天台宗

如意輪観音縁起　　　　　　　　〈802辺2＞

　写　3丁　（『寺社書上』75の内）’

了再三海土宗
御由緒田各藩己　　　　　　　　　　　　　　　　　〈802＝42＞

．写　宝永元　6丁　（『寺社書上』42の

　内）

麟祥院　臨済宗

春日局三略　　　　　　　　　く802－42＞

　写　8丁　（『寺社書上』68の内）

武州豊島郡江戸湯島雪天沢山麟祥院開山

勅設本寂定光禅師滑川和尚行状〈802－42＞

　写　5丁　（『寺社書上』68の内）

麟三三院碑銘三三　　　　　　　く802－42＞　’

　写元禄13　7丁’（『寺社書上！68の

　内）

臨川寺　臨済宗

俳譜墨直し略記　　’　　　　＜802－42＞

　刊　文政2　3丁　（『寺社書上』105の

　内）’

林泉寺　曹洞宗

願満干地蔵尊縁起　　　　　　＜802－42＞

　写　3丁　（『寺社書上』26の内）

霊厳寺浄土宗

霊厳上人略縁記　　　　　　k235－316＞

　刊　1丁、（『諸国寺社』第11の内）

霊光院　浄土宗　　　　　’、

京知恩院末寺深川霊光院略起立〈丑一15＞

　写　3丁　（『諸国寺社略縁起』の内）

霊光寺　浄土宗

本尊縁記井観音不動旧記・一．－ q802742＞

　写　20丁　（『寺社書上』120の内）
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蓮華寺　日蓮宗’　　　　　　　　　　　　武江神寺録　　　　　　　　　〈214－142＞

縁起略　　　　　　　　　　　　〈802r42＞

　写　3丁　（『寺社書上』61の内）

蛍光寺　日蓮宗

日蓮大菩薩御庭作大黒尊天御亡記

　　　　　　　　　　　　　〈802－42＞

　刊　文政5　・5丁　内題：開運大黒天

　表記　（『寺社書上』80の内）

蓮城寺　日i蓮宗

・編難騰写字三略縁起　　〈8・2－42＞

　刊　安永5　2丁　内題：円満宗祖大

　菩薩略縁起鍋冠日親大聖人来由略．

　（『寺社書上』117の内）

その他

江戸黄漿禅刹記　　　　．　　　〈202－4＞

　写　文政10序　5冊　27cm
江戸寺院群集　’　，　　　　〈235－62＞

　写’1冊23cm
江府神社略記1　　　　　．　〈181－48＞

　刊　享保13　2冊　23cm　旧記：福

　田文庫

十入檀林順路記　　　　　　　〈123－116＞

　刊　江戸幽和泉屋新入　1冊　14×20

　cm’〔浄土宗関東18寺の案内記〕

三三集　　　　　　　、　　　〈197－17＞

　宇野清兵衛作　　〔江芦〕　伊原三左衛

　門　享保16刊　2冊（合1研）23cm
　角書：府内諸宗　印記：榊原家蔵只

　誠蔵　　〔府内の寺を宗派別に記載〕

東都伽藍記　　　　　・　　〈231－246＞

　写　2冊．27cm

東都寺院方角独案内　．　　．〈106－211＞

1嘉永7写　1冊　22cm　附：諸国寺院

　開基起立源書

写　1冊　23cm

　　　　　安　房　国

延頚回・曹洞宗

房州延命寺内箴規略　　　　〈195－175＞

写　1冊　27cm
内）’

（『里見叢書』第15の

西行寺　浄土宗

安房国平郡船形鼻面勝山恵心院西行三略

縁記．　　　　　　　tt　’〈235－316＞

　刊・1丁　（一r諸国寺社』第11の内）

せいちょう

清澄寺　新義真言宗智山派

安房国千光山清澄寺略縁起．〈103－291≧．

　刊　明和9序　・5丁、（『縁起』第8の

　内）

那古寺　新義真言宗智山派

安房国那旧観世三略縁起　　　〈103－291＞

　刊　5丁　内題：安房国補陀落山那古

　寺本尊千手観世音略縁起　（『縁起』第

　　8の内）

　なこしやま

莫越山神社

轟灘郡応安両論神社伝略記

　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　・4丁　（『縁起』第6の内）

にっぽん

　日本寺・日蓮宗

安房国鋸山薬師夘来略縁起　　〈235－316＞

　刊　天明3　5丁　内題：安房国鋸山

　i薬師如来回縁三井五百羅漢応旧記

　　（『諸国寺社』第2の内）

ジ妙蓮寺　日蓮宗
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高祖略縁起　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊、4回忌内題：高祖大菩薩略縁起並

　妙日課胃壁儀由来　（『縁起』第8冊の、

　内）　　　1

　　　　　　上　総　国

観音寺　天台宗

上総：芝山観世音仁王神縁起　　〈103L291＞

　刊　4丁、（『縁起』第6の内）

高蔵寺　新義真言宗豊山派

上総国高蔵寺略縁起　　　　　　〈103－291＞

刊2丁内題・霧高蔵寺嚇起
　（r縁起』第8の内）

釈迦本寺　日i蓮宗「

上総：奥津釈迦本寺略縁起　　　　〈103－291＞

　刊　2丁（『縁起』第8の内）

りっしんじ

笠森寺　天台宗

勅法東大三山笠森三略縁由記〈103－291＞

　覚海〔著〕刊　寛治2〔成〕　5丁

　（『縁起』’第8の内）

わし　　　　　　じゅせんじ

鷲神社（鷲山寺）

鷲大明神略解記’@，　　’〈235－316＞

　冊下谷　長国寺　明和8　3丁．内
　題：鷲大明神略　（『諸国寺社』第4の

　内）

　　　　　　下　総　国

安穏寺、曹洞宗
結城山由来井源三三三略旧記〈235－316＞

　刊　6丁　内題：安穏禅寺由来井開山

　源翁禅師男縁記　（『諸国寺社』第11の

　内）

海隣寺　時宗

廿六夜月割阿弥陀如来略縁起　〈丑一15＞

　刊　1丁　（『諸国寺社略縁起』の内）

香取神宮

香取太神宮旧記，　　　　　〈235－316＞

　刊　15丁’（『諸国寺社』第2の内）「

光了寺　浄土真宗大谷派

静女追回竜垂衣良縁記　　　　〈235－316＞

　刊　寛政12　3丁　（『諸国寺社』第11

　の内）

新勝寺　新義真言宗智山派　　　　　㌧

成田山不動尊略縁起　　　　　〈235－316＞

　刊　1丁　（『諸国寺社』第11の内）

同　上　　　　　　　　　　　ぐ丑一15＞

　刊　1丁　（『諸国寺社略縁起』の内），

成由山略縁起　　　　　　　　〈235－3i6＞

　刊　元禄ユ6　5丁　内題：成田山不動

　明王略縁起　（『諸国寺社』第11の内）

大円寺　曹洞宗

略縁起　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊享和312丁’（『諸国寺社』第11
　あ内）

ち　ぱ

千葉寺　新義真言宗豊山派

坂東二＋九番札所包容音縁起　　〈103－291＞

　刊　4丁』内題：青三千葉寺縁起
（r縁超』第8の内）．

東海寺　新義真言宗豊山派

関東三三才三三三三三才三略縁

起〈235－316＞’英谷〔著〕刊　5丁　内題：辮才天略

　戦記　（『諸国寺社』第11の内）
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　　　　　　　　　　　　ノ

船橋大神宮，

関東一宮辮御湿下記　〈・03－29・〉

　刊　6丁〔乱丁〕　（『縁起』第2の内）・

妙見寺

下総国千葉妙見三略縁起　　．＜235－316＞

刊安永24工内題・妙見尊星三
略縁起（『三田』ag11，の内）

法華経寺　旧蓮宗

法華経寺二院開帳繰起　　　　〈124230＞

　刊　文化2　3丁　（『桜園叢書』巻69’

　の内）．

竜正院「天台宗

滑河山観世音略縁起　　　層　く235－316＞

　刊　宝永7　6丁　（『諸国寺社』第9

　の内）

　　　　　　常　陸　国

安穏寺’ i大杉神社）　天台宗

大杉殿縁記　　　　．　・　　〈103－291＞

　刊　文政7　4丁　内題：阿波大杉犬

　明神略旧記　（『縁起』第5の内）

，常陸国阿波大杉大明神縁起略〈235－316＞

　刊　享和3　4丁　内題．：阿波大杉大

　明神二二記　（『諸国寺社』第2，第11の

　内）

いき

三栖神社　　　　　　　　　　　’

三栖神社略縁起　　　　’　　＜188－598＞

明治8写・珊23rm旧記：堀9
　美賢蔵

常州心太禰略髄　 〈1・3－29・〉

　刊「享保15　4丁　内題：息栖太明神

　略縁起　（『縁起』第5・の内）　　　・・y一

同上　　　　・〈235－316＞

　（「諸国寺社』第2の内）

鹿島神宮

鹿島神社伝記　　　　　　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻72の内）

鹿島大神富御本地堂再建常陸帯万人旧記

　　　　　　　　　　　　　〈235－316＞

　刊．享和元「5丁　（『諸国寺社』第’2

　の内）

鹿島太神宮御本地三略縁起　　く235－316＞

　刊　宝暦7　5丁、内容：常州鹿島太

　神宮御本地仏略縁起，鹿島太神宮御神

　宝常陸帯略縁起，赤童子の御影略縁起，

　大副冠の鎌　（『諸国寺社』第2の内）

常陸国鹿島太神宮三二三陸帯由来

　　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

　刊　書名は後付題による　内容：鹿島

　大神宮伽藍再建勧化三三　1丁，常陸．
　帯伝記　1丁　（『縁起』第’5の内）

本朝大元鹿島旧記　　　　　　〈ち一7＞

　写　（『輪池叢書』第14の内）

加茂大明神

．新治郡簸動軸起　 く寅7＞

　写　（『続群書類従』巻72の内）

正行寺

大蛇御済度縁由　　　　　　　〈235－316＞

　刊　5丁絵入　（『諸国寺社』第エ1の

　・内）

桑林寺
こかげ

i蚕影山略縁起　　　　　　くW373－76＞

　慶応膏雨　1冊　25cn：1．附：蚕養i秘

　虚伝

筑波山神社
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醐常鯛筑波山略縁起　〈・・3・29・〉

　刊　3丁　内題：日本最初開關常陸国

　筑波山略縁起　（『縁起』第5の内）

楽法寺　新i義真言宗豊山派

坂東第二＋四番常州雨引山面縁起

　　　　　　　　　　　　〈103－291＞

刊　7丁　内題：雨引三略縁起　（『縁

起』第5め内）

その他

水府寺社便覧

　写　7冊（合4冊）

常陸二十八旧記

　写　1冊　28cm

　　　〈826－95＞

28cm　’ @，

　　　〈232－221＞

国記：横山氏蔵書

IIf東山道

近江国
石山寺　真言宗

石山縁起　　　　　　　’　　　〈ぬニー6＞

　写　5軸　35cm別書名：石山寺縁

　起　絵入　一部唱導

石山寺源因間紫式部影回　　　〈834－11＞

　刊　．1枚　（『神仏図像集』†巻の内）

石山寺由来略縁起　　　『　　〈830－91＞

　刊　1枚　（『諸国名所』上の内）

馬見岡神社

馬見岡三旧記　　　　　　　　〈206－59＞

’旧懐中等編　紀寿信，大神清秀校　写

　1冊28cm角書：近江国蒲生郡日
　三三

延略寺　天台宗

三略寺小案内記　　　　　　　〈103－26＞

　直垂澄著　菱川清春画　刊　天保3

　1冊21crh

園城寺（三井寺）　天台宗

園城寺堂舎便覧　　　　　　　〈166－52＞

’釈忍出訴』天保2写　1冊　25cm

園城寺宝物目録　　　　　　　　〈ち一7＞

’写　（『輪回叢書』第3の内）

江州一三三　‘3巻　　　　　　〈212－37＞’

　大阪、：塩屋善兵衛　京　阿波屋定次郎

　安永4刊　1冊26cm別書名＝三
　井寺物語　角書：三井寺三三　絵入

三井寺縁起　　　　　　　　　く亥一227＞

　写　4軸　47cm　彩色絵

三井寺鐘由来　　　　　　　　く別9－24＞『

　刊　1枚　（『張交帳』の内）

三井寺孜　　　　　：『　　〈189－243＞

　岡本保孝著写　明治5　（『況三三

　書』第50の内）

三井糸売燈言己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈寅一15＞

　尊通言　写　5冊（合2冊）27cm

　印記：若王蔵

唐崎神社

顯概三三霊松髄　くEll」9－24＞

　刊　1枚　（『張交帳』の内）

義仲寺・天台宗

義イ蒔略憾言磯　　　く103－291＞

　文政12刊　2丁　〔安永4年の三板〕
　（『縁起』第2の内）

崇福寺’

志賀山再建弁梵鐘浄財募縁．－〈別9－24＞
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　明治25刊　2丁　（『張交帳』ρ内）

多賀大社

江州多賀大社御夢想不断念仏三略縁起

　　　　　　　’・　　　　　＜三一15＞

　刊　1丁〔落丁〕　（『諸国寺社略縁起』．

　の内）　　　　　　　，　　　　Lt’

多賀大社西国順礼観音略縁起　　〈三一15＞

　刊　享保12　1丁，（『諸国寺社略縁
起』の内）

田村神社

．江州土山田村大明神本地千手観音略縁起

　　　　　　　　　　　　　　〈三一15＞

　刊　1丁　（『諸国寺社略縁起』の内）

竹生島（宝厳寺）新義真言宗豊山派

竹生島縁起　　　　　　　　　〈127－1＞

　刊　（『群書類従』巻25第28冊の内）

同上　　　　　 く238－1＞

　写　（『削回雑記』巻11，巻239の内）

日吉神社

日吉縁起　　　　　　　　　　　　くん一2＞

　兵部少輔寂三三　写．1軸　35cm
　別書名：山主霊験記＼彩色

日吉山王二十一社新記　　　　＜128－19＞

　写　1冊　29cm

日吉山王利生記　　　　　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻52の内）

ひようず

三主神社

野洲郡兵主大明神縁起　　　　　く寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻74の内）

　　　　　　　　rf
敏満寺

〔侠題〕　　　　　　　　　　　〈丑一15＞

　刊　宝永4　1丁〔落丁〕　仮題：敏：

満三略縁起　く『諸国寺社略縁起』の内）

別置八幡社

近江国別浦回幡縁起　　　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻74の内）

満月寺　臨済宗大徳寺派

堅田満月禅寺千三旧記　　　　〈139－10＞

　釈竺旧著写　明和3序　1冊28

　cm

　　　　　　美　濃　国

不破関

寝物語不破関車返之由来　　’〈103－291＞

　日比野長三郎〔著〕　刊　2丁　後付

　題：美濃近江霞物語由来　尾題：二二

　両国境寝物語　（『縁起』第7の内）

　　　　　　飛　弾　国

国分寺　真言宗御室派

本尊薬師如来二三記・　　　〈235－316＞

　刊　寛政7　1丁　内題：薬師如来略

　縁記　（『諸国寺社』第7の内）
もくかく

木霊：夫明神略縁記　　　　　　〈235－316＞

刊鰍73丁．内題・引回大，
　明神回縁記　（『諸国寺社』第7の内）

　　　　　　信　濃　国

善光寺

三国伝来御伝記　　　　　　　〈235－316＞

刊4丁髄じ課善光寺御伝記
　（『諸国寺社』第5の内）

信州善光寺如来平縁：起　　　　〈235－316＞

　刊　4丁1内題：信濃国水内郡芋井村

　善光寺奉安置閻浮檀金r三主尊弥陀尊

　井脇侍観音勢至縁起　（『諸国寺社』第

　5の内）
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善光寺縁起　　　　　　　　』　＜ゑ一12＞

写・冊，28。m』

善光寺縁趨　　　　　　　　　〈853－241＞

　写1冊27cm彩色絵入〔下巻
欠
！

善光寺女味三国伝纈5巻2盛〉

　元禄5刊　4’冊23cm絵入題簸

　書名：信州善光寺如来三国伝来物がた’

　り　別書名：善光寺縁起

善光寺如来略縁起　　　　　　〈103－291＞

　五車著　刊　京　吉田屋新兵衛，菱屋

　孫兵衛　文化6　7丁　（『縁起』第2

　の内）

善光寺本地　　　　　　　　　〈853－245＞

　写寛文6　1冊28cm書名は秩
　二二による
ぜんくはうじほんぢ　’3巻　〈857－136＞

　京都・丸屋市兵衛享保3刊　3冊

　26cm
善光寺之本地一　　　　　　tt〈に一39＞

　江戸　丸屋新塚　元禄2刊　1冊

　18×14gm絵入　金平本

中條辮才天

信筆下中條宮辮才天由来記　〈わ185－5＞

　写　1冊25cm　内題：信濃国埴科
　郡榴原庄中條宮三才禾由来記　附：同

国水内蠕控帳印記錦樋文庫
同　上　　　　　　　　　　　　〈寅一7＞

写（『緋書類従捲74の叩）、

もと

元善光寺　天台宗

信州元善光寺如来回縁記　　　〈235二316＞

　刊　6丁　（『諸国寺社』第5の内）

その他

題川中島合戦嚇　　く・・3－29・〉

　刊　信州　錦心堂南英　9丁　（『縁

　起』第4，第9の内）

　　　　　　上　野　国

医王寺　天台宗　　　　　　’　　　｝

薬師開門霊耀三略縁起　く丑15＞’

　刊　享保17　1丁　（『諸国寺社回縁

　起』の内）
あさひ
礒薬師開帳略縁起　　　’一　＜三一15＞

　刊　享保17　1丁　（『諸国寺社野縁

　起』ρ内）

光子寺　新義真言宗豊山派・　’　　　・，

温泉奇効記　　　・，　　　　．〈103－2911　’

　刊　5丁　内題：温泉来由三三「（「豫

　起』第5回忌）

西光寺

上州編郡保三栖光寺薬師妹の宝
．物の絵図　　　　　　　　　　〈別9－24＞

　刊　1枚　（『張交帳』の内）

善昌尋天台宗

新光雑誌　諸家華押集　　　　〈104－20＞・

　写　享保ig奥　1冊　27cm　内題＝

　．上野国勢多郡新川峯新光太平山妙門院

　善昌寺　　　　　　　　　　　　　・

妻恋神社

灘華麗妻恋御社略縁起〈235－3・6＞．

忌明8・白丁：（『諸国寺社』ll　4

．妙義神社

妙義大権現品縁起　　　　、　〈103－291＞

刊「4丁（『縁起』第2の叩）
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茂林寺　曹洞宗

三州茶釜男縁起一　　　　’t〈235－316＞
　刊　3丁．（『諸国尋社』第5の内）

行基善薩之御作岡部六弥太守本尊三三音

菩薩回縁起　　　　，　　　　〈235一316＞

　刊　寛政12　3丁　（『諸国寺社』第5

　の四

　　　　　　下．野、国　　『　i

高商天台宗呼．
．下野国岩船上略喜喜　　　　　く235－316＞

同∵丁（儲r三三5忽129、〉

　刊　4丁　（『縁起』第5の内），

光明寺
玉藻社略縁起’幽 @　　　　く235－316＞、

　刊、文化5　4丁　（『諸国寺社』第5

　の内）

粟興寺天台宗
延命地蔵菩薩略縁起　　　　〈103－291＞

　性谷〔著〕刊　明和9　5丁　内題：

　野州芳賀郡下延生村城興寺地蔵回三略
　縁起　（『縁起』第‘2の内）

専修寺　浄土真宗高皿派

高田山回縁起　　　　　　　　　〈三一15＞

　刊　享保4，10丁　（『諸国寺社略稼

　起』の内），

高田山図画略縁起　　　　　　〈亥一194＞

　写　（『扶桑探勝図』巻13の内）’

ばんな　　　　コ

’並等寺　新義真言宗豊山派

』羅知如来制覇．〈235－3・1＞

　刊　寛政6　3丁’内題：下野国足利

　金剛山鍵弓勢略縁起　（『諸国寺社』第

　5の内！，

満願寺　真言宗智山派
博瀟茜満願寺千手院略縁起　　＜103－291＞

　’刊’野州　押山平右衛門　文化5

　2丁　後付題：下野国出流山満願寺略

　鉱業　（『縁記』第5の内）

同上　．　　　〈235－316＞
　刊　3丁　（『諸国寺社』第2の内）

　　　　ノ　．三光］

東照官

東照宮御鍵記　ttt〈129－72＞

　「烏丸光広著　刊　慶安元　1冊’23cm「

東叡山志料　　　　　　　　　ぐ228－75＞

　写　4冊　26cM

寂光寺

日光山寂光楽観抜念仏縁起直井二諦忍律

師五輪五大三三　　　　　　　〈219－37＞

　文化8写　1冊　25cm層印記：赤泊

　書屋

滝尾権現

日光山滝尾霊星野己’ @　　　〈209－662＞

　覚深著　三岳三楽院蔵板　元治元三

　2冊　23cm

中禅寺

日光山中禅寺私記　　　　　　〈127－1＞

　敦光著　刊　（『群書類従』巻442第548

　冊の内）

同上　　　　・　〈238－1＞
　写（『離塁雑記』巻201あ内）

、二荒山神社

二荒山神社考証　　　　　　〈181－384＞

　明治13写　1冊27cm
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二荒山鎮座本紀　　　　　　〈特1－1733＞

　梅園春男著・写　1冊　24cm

　印記：白井氏蔵書

満願寺（輪王寺〉　　　　　　　　．
日光山波之利大黒天略縁起．　鋤9－13プ

　刊　2丁　附：宝物録　5丁　（『骨董、

　集』第3の内）

日光一般
日光山古記　　　　　　　　『〈ち一ブ〉

　写　（『三池叢書』第11め内）

日光山志　　　　　　　　　　〈ろ一33＞
　写　10冊（合5冊）27×10cm　・

　印記：引馬文庫

同上　　　　　 く140－65≧

　植田孟緒旧刊　江戸　須原屋伊入

　〔等〕天保8．5．冊26cm　旧記：

　盤面文庫‘

　　　　　　磐城　国

飯野八幡宮

　　　　　　岩代　国

円蔵寺　臨済宗妙心寺派

開運大黒天略縁起　　く別82ユ5≧
刊・1枚（『神仏一喋』の府）

彫刻尊像略縁起　　　　　　　　〈別8215＞
刊、枚（r神仏ご鯛の内）

ふくまん

福満虚空蔵大菩薩略縁起’　＜103－291＞

　臨月蔵寺印板　天保5　6丁　版心
　書名：柳津略縁起　（『縁起』第2．の内）

こがいのくに

一睡国神社
肇国大明神旧記tt’〈W373－76＞

写3丁（『蚕影山略縁起』の内）

　　　　　倥前回

往生寺曹洞宗

円光大師奪略縁起　1〈蜘6＞

刊4丁嶽三国寺社』第2の
　内）

真似牛済期光夫鰯自学三略縁起

　　　　　　　　　　　　〈235－316＞
　祖淳〔著）’刊　享和3　5丁　内遮：

　真似牛済度円光大師略縁起　く『諸国寺

　社』第2の内），

こがねやま

黄金山神社

奥州金花山略縁起　　　　　　’〈235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第11の内）

塩竈神社

嵩三図社醐三郎寄進灘

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻14の内）

三社叢説三三’t　　　　　　〈213－161＞

　佐沢広月半編　明治27写　1冊　27cm、．

　演義：佐沢／氏，香雪／林下蔵

垣社略史　2巻　　　　　　’〈187r228＞

　遠藤允信，佐沢広月半編　明治35刊　2，

’冊　20cm

古社調雷電　　　’　　　　k213－133＞

　明治29写　1冊26cm印記：佐沢／．

　氏，香雪／林下蔵

塩釜神曲1　’〈・9・T695＞』

茎／謬獅印言1：佐沢／晒

塩釜神社考　　　　〈1gi－691＞』
赫信道講述写・明1台8、冊24

二部：佐既香雪／融香雪／刀

塩i釜…言旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈199－226＞
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仙台　伊勢屋半右土門　文政8刊　1

冊　17cm

瑞巌寺　臨済宗妙心寺派

奥州松島拝見記　　　　’〈235－316＞

　刊　5丁　内題：青竜山瑞岩円福寺並

　名所附．（『諸国寺社』第11め内）

松島案内記，　　　’，　　　．〈103－291＞

　刊　6丁　（『縁起』第4の内）

松島瑞巌寺沿革略記　’　　　〈187－281＞

　明治36刊，1冊23cm

妙当山健長寺）

奥州御島妙旧庵頼賢主行実録〈235－316＞

t山二等撰　刊
第11の内）．・，

1丁　（『諸国寺社』

輪王寺「曹洞宗

．仙台輪王寺略記　　　　　　〈213－171＞

　写　1冊27gm旧記：佐沢／氏，香
　害／林下蔵

　　　　　　陸　中　国

中尊寺　天台宗

総髭綿噂話灘　 〈235－3・6＞

　刊　6丁　（『諸国寺社』第2の内）

毛越寺　天台宗’

縁起医王山毛越寺金剛王院　　〈830－106＞

　写28丁（『三園三三』第7の内）

　　　　　　陸奥三

新通法三

陸奥州磐手都北上山新通法三三起

　　　　　　　　　　　　　　〈238－1＞

　刊　5丁　絵入　（『三宿雑記』巻116の

　内）

　　　　　　羽前国

荒沢寺　・　　　　　。．’

響町大日如来略縁起　　　　　〈103’一291＞

　刊　元文5　2丁　（r縁起』第11の内）

寿命院

本地十一面観世音羽州最上村山理外川山

回人堂回縁記　　　　　　　　〈235－316＞

　享和’3刊　6丁　内題：羽州外川山仙

　人大権現略縁記　（『諸国寺社』第11冊

子内）

立石寺　天台宗

欝立石寺縁記　，・〈83・一9・〉

　刊　6丁　内題：羽州立石寺旧記略

’（『諸国名所』下の内）・

IV　北　陸　道

幅　狭　国 　　　　　　　　　　　　　越　前

　　　　　　　越前社寺明細帳．

〈わ188．5－9＞　　写　4冊24cm

　　　　　　　　　　　　　加

　　　　　　　自山

　　　　一71一

国

は　が

羽賀寺　真言宗高野灘

層麹賀寺縁起

　写　1冊　15cm 賀　国

．　〈244－163＞



加賀国白山縁起　　　　　幽　　　〈寅一7＞

　写・’（『続群書類従』巻74の内）

加賀国白山桧神宮開帳之目録．　＜丑一15＞

　澄隆〔著〕　刊　元禄16　、4丁　内題：

　加賀国白山桧神宮開帳霊宝之目録

　（『諸国寺社略縁起』の内）　　　　　　、

　　　　　　越　後　国

乙宝寺　新義真言宗智山派

越後下野山野縁起　　　　　・　〈103－291＞

　刊　4丁　（『縁起』第4の内）

越後三宝三略縁起　　　　　　〈235－316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第11の内）’

越後薗乙宝寺縁起　　　　くわ188．5－7＞

写　1冊26cm内題：越後国乙宝
　　　　　　きのとでら
　寺縁起一名乙寺門起

乙寺縁起　　　　　　　　　　＜841－64＞

　刊　1冊26cm絵入印記：冑山
　文庫　（筆下鶴叢書』第10の内）

釈迦如来左眼御舎利縁起　　　〈103－291＞

　刊　5丁　（『縁起』第4の内）

国上寺　新義真言宗豊山派
くがみ

国上山寺二三由緒

　写享保3　1丁
　内）

　　　〈830－91＞

（『諸国名所』上の

居多神社

越後国頸城郡居二身二輪山居多神社正一

特大国主大神尊像略伝記　　　〈235－316＞

　刊　4丁　（『諸国寺社』第11の内）

旧居庵

日丸御名号二野記　　　　　　〈235－316＞

　刊　2丁　内題：居多の浜御旧跡日の

　丸彫名号略流記　（『諸国寺社』第11の

　内）

菅谷寺

菅谷三略縁起　　　　　　　　　〈238－1＞

　写　1丁　（『鶯宿雑記』巻28の内）

善導寺　浄土宗

善導大師縁記和讃　　　　　’〈235－316＞

　海誉〔著〕　刊　3丁　（『諸国寺社』第

　110P内）

開帳本尊善導大師開運毘沙門天幡随意上

人竜女成仏略旧記　　　　　　〈亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻15の内）

胞ひめ明神

三冠経回北三方伝記　〈・・3－29・〉

　刊　4丁　（『縁起』第9の内）

桃川神社

桃川神社　　　　　　　　　　　＜238－1＞

　写　（『鶯宿雑記』巻13の内）

その他

高田町寺社由緒書上　　　　　〈205－176＞

　写＼明治33序　1冊27cm

　　　　　　佐　渡　国

御梅堂　日蓮宗

馳騨略縁起

　辮了院〔著〕　層刊

　の内）・’

　　　〈103－291＞

2丁　（『縁起』第4

根本寺　日i蓮温

熱誇大縁起三略　〈・・3－29・〉

　刊　寛政10　5丁　内題二佐三三三根

　本寺略縁起1（『縁起』第4の内）

実相寺　日i蓮宗

一72一



佐渡国御松山実相回縁起　　　〈103－291＞

　刊　2丁　（『縁起』第4の内）

善光寺　新義真言宗智山派

佐渡善光寺略縁起　　’　　〈235－316＞

　刊　2丁　内題：扶桑北陸佐渡国加茂

　郡善光寺邑不捨山善光寺起立本尊降臨

　来由出現松所謂略縁記　（『諸国寺社』．

　第11の内）

佐州善光寺縁記　　　　　　　〈235－316＞

　写『寛政7　2丁　内題：扶桑北陸佐

　渡国加茂郡善光寺邑不捨山善光寺起立

　本尊降臨来由及出現ノ松所謂回縁記

（『諸国寺社』第11の内）

本行寺　日蓮宗

略縁記綾羅籍寺・ 〈103－291＞

刊　3丁　（『縁起』第4の内）

軍師寺　日蓮宗

佐州四仏三略旧記　　　　　〈103－291＞

　刊　3丁　絵入『（『縁起』第4の内）

霊宝略縁起　　　　　　　　＜235－316＞’

　刊　佐州　蓮華王山　天明4　6丁
　（『諸国寺社』第11の内）

V’ R　陽　道

播　磨　国

生石神社

播磨三石宝殿　　　　’　　　〈別8215＞

　刊　1枚　（『神仏一三』の内）

播磨三石宝殿略記　　　　　　〈830－91＞

　刊　1枚　旧記：三園蔵　（『諸国名所

所』上の内）

簿運寺　　　　　　　　　　　，

円光大師所縁之尊影　　　　　く834－11＞

　刊　1枚　（『神仏図像集』下巻の内）

西仙寺　真言宗高野派’

西仙二柱考　　　　　　　　〈特1－2347＞

　花垣一衛著　天保14刊　1冊　23cm

　旧記：白井氏蔵書

尾上明神

尾上かね由来　　　　　　　　〈亥一194＞

・刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻16の内）

高砂尾上霊山の由来　　　　　〈別9－24＞

　明治26刊　一枚　（『張交帳』の内）

月忌寺

山丸山船形之梅高畠

　泡露軒、享保18刊　1枚

　図』巻16の内）

同　上　　　　　　　　・

〈亥一194＞

（『扶桑探勝

〈亥一136＞

清澄寺　真言宗御室派　　　　　1

蓬来山清澄寺縁起　　『　　　’〈わ918－2＞

臨写　（『扶桑残業集』第12の内）

高砂神社

播州高砂相生連理霊松往古図形〈亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻16の内）

播州高砂尾上相生古松由来　　く亥一194＞

　刊　1枚　（『扶桑探勝図』巻16の内）’

その他

播州明石忠三下縁起 ＜235－316＞
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　刊　寛保2　2丁　（『諸国寺社』第7

　の内）．

峯相記　　　　　　　『．　〈213－261＞

　写i冊28cm旧記：鈴木庄司
　．（播州り寺院録〕1

、鉢峯相記　　く29・．・64－H722＞

　写　1冊27gm印記：西村／鼎記
　貯春櫻

　　　　　　備　前　国

備前式社考　　　　　　　　　〈213－224＞

　写　1冊　28cm

　　　　　　備　後　国

小松寺　真言宗

備後靹土産小松寺庭回三図　　く亥一194＞

刊，敢（『扶桑探勝図捲16の申）

　　　　　　安　芸　国

厳島神社

三島の縁起　　　　　　　　〈853－247＞『、

　明暦3写　1冊30cm

　　　　　　　　　　　　　　　VL南

　　　　　　紀　伊　国

紀三井寺（金剛宝寺）、真言宗申階派

紀三井寺縁起　　　　　．　・〈238－1＞

　写　（『三宿雑記』巻28の内）

糧河回天β鼠
粉河寺縁起　幽　　　　　　　〈ん一86＞

　写　1軸38cm彩色

護国寺（利生院）

利生護国寺縁起　・　　　’　〈238－1＞

　写　（『鶯宿雑記』巻28の内）

安心国いつくしまの本地　3巻〈り一33＞

　明暦2刊・3冊（合1冊）25cm
　’内題：’いつくしまの御ほん地

厳島御本地　　　　　　’　　　〈寅＝7＞
　写　（『歯群書類徒』巻75の内）

　　　　　　胤防　国

防府天満宮

松崎天神鎮座考　2巻　　、〈18gi59＞

　弘正方著刊　嘉永2　2冊26cm
　絵入角書：周防府

　　　　　　、長　門　国

赤間神社

聖衆山’阿弥陀三略縁起　　　〈103－291＞

　刊　4丁〔乱丁〕　内題：長州赤間三聖

　三山阿弥陀三略縁起　く『縁起』ng　21の

　内）

長州赤間関聖衆申阿弥陀三略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈2357316＞

　刊　3丁　（『諸国寺社』第7の内）

海　道

青岸渡寺

騨ll霜野晶晶縁起〈・・3－29・〉

　刊　4丁　（『縁起』第7の内）

同〆上　　　　　　　〈235－316＞
　刊　4丁　（『諸国寺社』第3g）内）

玉津嶋神社

玉津三社略伝記　　　　　　　〈83Q－91＞

　刊　9丁　内容：玉津三三宮遷趾記

　天保2，萸供山記　天保．2，．三三三三

　趾記　文化10，絵入　（『諸国名所』下

　の内）

・一@74　一



道成寺幽 V台宗，　　　　　　　　　　　那智山

道成寺絵巻　　　　　　　　　　〈ん一8＞．　紀州熊野郡那智山二刀　　　’〈亥一194＞

　写　2軸　32cm彩色別書名：道　　　刊　1枚、（『扶桑探勝図』巻18．の内）

　成寺縁起

二輪＋種』第58あ内）〈わ081”10＞諜神社略記・一く、。3．225＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高階三子二三嘉永元　2冊236m

三生寺　浄土宗西山派　　　　　　　　　　紀州寺寺二二　　　　　　　〈197－114＞
　ひばりやま

難山中将瀬縁起“ @〈103一291＞　写珊27・m門川己：襯家蔵，
〔轟〕7丁（『縁起』第7の内）〈刻94＞　　阿波国，

　刊i枚絵入（r扶桑探勝図』巻18大亀寺真言二野派

　の内）　　　　　　　　　　　　　　　　　阿波国大竜寺縁起　・　　　〈832－230＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写　1冊30cm国記：元門門，和学
高野山（金言峰寺）　　　　　　　　　　　　講談所

高購轍合、冊）2π謂黙　　．讃岐個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四谷寺　真言宗小野派　野山興廃記，高野山宿院興廃記
高野山事略　　　〈・39一・・〉黒氏弥谷二二起・・〈・・融，

　新井君美著　写　1冊　27cm・　　　　　刊　元文2　8丁　内題：讃州劔御山
　高野山通念集　　　　　　　　・〈106ご46＞’　　弥谷寺略縁起『（『縁起』第8の内）

　一無軒道治旧刊寛文・2序・・冊（合

　　5冊）27。m　　　　　金晶晶
・高野山独案内道鑑　　　　　〈235－316＞　金毘羅案内記・　　　　　　〈亥一194＞

　刊　4丁　（『諸国寺社』第3の内）　　　　　刊　7丁，絵1枚　（『扶桑探勝図』巻18

・P s瓢欝山欝旨ll）’蒲
同上・　　　「〈W8－59＞灘国峰寺縁起　　〈・27－i＞

　　、冊26。m印記陸戦庫　　瀞良工干if（r轄類従』巻442三

野叢聾文化6成8㎡三無の内）　⑳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写！『鶯離記1巻201の内）

　高野山（千蔵院）
　光明真言土砂加持修行勧発帳　〈830－91＞　　善通寺　真言宗小野派－

．刊2丁内題，土砂加持回縁之序灘国鞭寺・二二・　，〈…一1・・〉

　　（『諸国名所』下の内）　　　　　　　　　　刊　4丁　内題：讃岐国屏風浦善通寺

　　　　　　　　　　　　　　　　一鴨7∵∵｝



　　　　　　伊．予　国

三島明神

伊予国三島社縁起

　写　（『続群書類従』巻76の内）

　　　　　　土　佐　国

朝倉神社

土佐国朝倉宮縁起

　林旧著　写

　第3冊の内）

天満社宮
あまつのやしろ

天満社宮居考

　写

　内）

＜寅一7＞

　　　　　　〈わ218－2＞

（『土佐国群書類従』巻3

　　　　　　　　　　＜わ218－2＞

（『土佐国群書類従』巻6第6冊の’

石塁神社

土佐国里土量記　　　　　　　くわ218－2＞

　吉田克治著写元禄8附：石弓神
　社考　（『土佐国群書類従』巻4第4冊

　の内）

宇賀神社
あ　ま

海士の塩樹　　　　　　　　　〈わ218－2＞

’大久保重枝著　写　（『土佐国群書類

　従』巻4第4冊の内）

延光寺　新義真言宗智山派

土佐国幡多郡寺山延光寺笑不動回縁起

　　　　　　　　　　　　　くわ218－2＞

　恵旧著　写　内題：土佐国幡多郡赤亀

　山寺山院延光寺笑不動略縁起　（『土佐

　国群書類従』巻128第158冊の内）

　内）

かんしようじ

観心寺（柏尾寺）真言宗
かしおでら

柏尾寺縁起　　　　　　　　　　〈200r3＞

　源朝臣有能三三寛文2成　1冊
　26cm　旧記：教授旧居，秘府図書

柏尾山回聞持旧観正寺縁起　　くわ218－2＞

　写、（『土佐国群書類従』巻130第160冊

　の内）

こむら

小村神社

小童社記　　　　　　　　　〈わ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻3第3冊の

　内）

金剛福寺　新義真言宗豊山派

蹉陀山縁起　　　　　　　　　くわ218－2＞

　釈尊旧著　写　（『土佐国群書類従』巻

　128第158冊の内）

琴平神社

金毘羅宮由来記　　　’　　　〈わ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻9第9冊の

　内）

さいよう

西養寺

土佐国長岡郡三三庄西養寺縁起

　　　　　　　　　　　　　〈わ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻129第159冊

　の内）

真光寺

真光寺由緒記　　　　　　’〈わ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻130第160冊

　の内）

賀茂三

加茂大明神勧請之記　　　　〈わ218－2＞　須崎八幡宮

　写　（『土佐国群書類従』巻9第9冊の　　須崎入幡宮旧記

　　　　　　　　　　　　　　　　一76一　．

くわ218－2＞



，写　（『土佐国群書類従』拳9第9冊の

　内）

宝永四年十月四日大潮之節須崎三三宮神

輿流失之記　　　　　　　　〈わ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻9第9冊の

　内）

青龍寺　新i義真言宗豊山派

忠義公青竜寺御仏詣之記　　〈わ218－2＞

　鎌田勘丞著写　（『土佐国群書類従』

　巻128第15S冊の内）

清竜寺　真義真言宗豊山派

医王二二地院清竜寺縁起　　くわ218－2＞

　写　享保4「（『土佐国群書類従』巻130

　第160冊の内）

蘇我神社

土佐国蘇我神社略説　　　　　くわ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻4第4冊の

　内）

三加茂大社
土佐高賀：茂神社私説　　　　　〈お218－2＞

　浜田男二巴　写　明治10　（『土佐竹群

　書類従』巻4第4冊の内）

たねま

種間寺　新義真言宗豊山派

土州種間寺竜池之記　　　　〈わ218－2＞

　二二著　写　寛文12　（『土佐国群書類

　　　　　　　　　　　　　　VII西

　　　　　　筑　前　国

案二丁天神宮．

太宰府安楽寺縁起　　　　　　　〈寅一7＞

　穿　（『続群書類従』巻77の内）

　従』巻129第1，59冊の内）

土佐国王間寺之由来記　　　くわ218－2＞

　写　慶安3　（『土佐国群書類従』巻129

　第159冊の内）、

土佐州庁間寺之由来追加　’〈わ218－2＞

　三二著　写　寛文12　（『土佐国群書類

　従』巻129第159冊の内）

竹林寺　新義真言宗智山派

土佐国五台山金色教四竹林寺略縁起

　　　　　　　　　　　　　〈わ218－2＞

　写　文政7　（『土佐町群書類従』巻129

　第159冊の内）

仁井田神社

仁井田之社鎮座伝記　　　　〈わ218－2＞

　甲三三三三　写　（『土佐国群書類従』

　巻5第5冊の内）

ぶらくじ
豊楽寺　新義真言宗智山派

豊永大田山肥楽寺御堂修造奉加帳

　　　　　　　　　　　　　〈わ218－2＞

　写　（『土佐国群書類従』巻130第160冊

　の内）

蓮光寺　浄土宗

金色山来迎院三光寺町仁帳　　〈わ218－2＞

　写文明12成　（r土佐国群書類従』巻

　128第158冊の内）

海　道

太宰府天満宮故実　　　　　く特1－2332＞

　貝原篤信著　貞享2刊　1冊　23cm

同上　　　1　＜106－58＞
　写文政4　1冊2Scm印記：洋
　洋居士，楽生堂，他
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同　上

　写

同　上

　写

聖福寺　臨済宗妙心寺派

筑前国聖福寺仏殿記

　刊

（『桜園叢書』巻64の内）

（『三宿雑記』巻108の内）

へ

〈124－230＞

　〈238－1＞

＜127－1＞

（『群書類従』巻442第548冊の内）

　　　　　　豊　後　国

由原八幡宮

豊後国由原三三縁起　　　　　　〈寅一7＞

　写　（『続群書類従』巻77の内）

　　　　　　壱　岐　国

円光寺

壱岐国円光寺不動縁起　　　　〈210－277＞

　写　（『輪回叢書』第13の内）

（ましま・ゆみこ　図書部古典三三）

直
‘
’
　
　
　
、
　
〆
く
　
　
　
　
　
　
凸

　
　
　
　
　
げ
ノ
く

、
　
‘
計
㌔
㌧
輪

凶
、
一
、
、

・
謙

“
読
懸
W
碍
輔

ら
㌔
’
・
’
茂

甘
画
宝

　
　
　
　
　
　
い
＝

　
、
｝
、
　
㌔
、
、
㌦
　
軒

　
聞
圭
　
　
、
　
　
’
　
へ
♂

♪
、
乎
　
2
♂
　
　

　
ゾ

　
　
　
（
　
　
　

　
亭

　
　
　
サ
　
昌
や
　
㌧
　
～
㌔
’

、
　
’
　
　
二

、
く
亭

　
　
　
　
　
ヤ
ホ
　
ド

・
戸
∵
一
議
蝋

ひ
・
望
、
㌧
’
〃
争
踊
蝋

ゼ

　

　
　
　
ノ
’
｝
ニ

ヒ
ド
　
　
　
ラ
キ
　
い
と

㌔
駆
ド
吊
ザ
蝋
纈
’

坤
畷
へ
、
㌔
　
卜
離
隔
賊
　

遭
、
癌
掛
、
帆
、
・
や
罫
ウ
、
転
、

汽
ぶ
い
狸
’
㌔
亭

窒
ウ
纏
耀
銘
、
、
　
　
　
、
ξ
自
｛

、
呂
、
㍉
’
費
　
　
　

幾
轟
轟
響

謙

　
オ
）

晶
　
♂
此

ア

（
層
ウ
ま
、
’
倒
凸
・

W
沈
，
㌦
い
、
’
　
　
る

縦
畑
籔

恥
窄
ぷ
弥
“

覧
驚
押

熱
鱗

　
　
ノ
ウ
げ

養
撒
講

雛
辮

、
陰
縫
…
♂

｝
…
’
ζ
V
…
（
魂
離
婁
・
貸
3
、
、
　

溜
㌧
戦
ご
㍉
￥
　
　
　
’

煮
鐸
：
難

＾
’
驚
｛
皇
潜
心
毒
譜
壌
薄
、
唱
．
・
ラ
、
、

潮
繋
鐘
騨

噌
、…

ﾇ
離
婁
略

報
｛
彗
舞
“
・
琶

さ
一 難

寄
、．

遜

　　

@
、
簸

　
　
　
　
　
　
デ
，
ρ
｛

　
　
葭
葉
茸
X
に

、
3
｛
　
　
≧
≧
　
♂
　
く

瞭
聯
繋
げ
懸
濁
㌔

灘
麟
黛
・
、
講
義
馨
善
薩

羅
騰
．
諜
鍵

聯
灘
　
葦
葺
、
薬
嚢
，
騒
騒
堅
物

る
　
ピ
　
ワ

鶯
、
W
鍾
・

苧
、
O
　
　
　
昏
、

“
　
　
㌻
㌔
、
・
♂

藩
・

塙、［
融
葺
沁
・
“
’
“
’

り
蕊
鍵
層
卿
蝉

7
、

麟

　
　
　
　
　
　
へ

欝
欝
墨
．
溢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
つ
ご
パ
、
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㌔
　
、
　
　
、
　

　　

@　
ﾒ
寒
　
．
、
へ
演
難
謬
野
一
＾
鳳

ヨ
　
　
　
　
コ
モ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ギ
ま
　
　
　
お

…
，
、
…
門

鑑
馨
護
’
回

議
舞
舞

　
　
　
霊
ζ
、
，
，
一
、
藻

鞍
熟
「
螂

マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
し
　
ニ
き

ま
な
　
　
　
へ
　

・
鑑
謬
㎎
・
穿
蹴

奪
難
燃
欝
欝
繍

灘
雛
黙
∵
難

，

L

一78一
’


