
2003年に逝去された、島根大学名誉教授入谷仙介博士の蔵書は、その大部

分が、生前の御遺志により島根県立図書館に寄贈された。入谷文庫と名付けら

れて、博士の直接の弟子である、京都大学人間・環境学研究科の道坂昭廣氏に

よって目下整理中である。

筆者は、そのうち日本漢詩文関係の資料整理に与らせて頂いた。博士が晩年

心血を注がれた分野で、大量の漢詩文集のコピーが遺されている。原本が稀少

で読みにくい状態である今、その価値は非常に大きい。より多くの人に入谷文

庫の内容を知って頂きたくて、今回粗雑ながら目録を作成した。

資料のほとんどがコピーで奥付を欠いたものが多い。博士がコピーされた原

本にあたれば書誌的な問題は解決するかもしれないが今その時間がない。ま

た、筆者は日本漢詩文の素養がないので、とんでもない間違いをしている恐れ

がある。博雅の指教を頂いて、改正し続けていきたい。

著者を五十音順に並べたのは、博士ご自身の配列を尊重したものである。た

だ利用の便を考えて、江戸、近代、山陰関係に大きく分類し、次いでそれぞれ

を別集、唱和集・記念集、総集、資料等に分類した。区分や配列には筆者の恣

意が幾分か混じる。唱和集・記念集は、唱和の首唱者や記念された対象の人名

を掲出した。利便を考えて、唱和集、総集でも、別集の作者の下にまとめたも

のもある。『中山詩文集』は琉球の詩集だが、便宜的に江戸時代に附した。文

集でない資料は基本的に省いたが、重要かと思われるものをピックアップして

いくつか示した。

著者名は本名を原則として採用し、（ ）内に主な別名を示した。書名につ

いては、稿本など入谷博士や著者の暫定的な命名を用いているものがある。巻

数は、筆者の武断によるものが多い。附録等の記述を省略したものがある。冊

数は入谷博士がファイル等で整理された数に従っている。ごく一部に製本した

ものや、逆に未整理でそのままになっているものがあるが、形態にかかわら

ず、全て「冊」とした。発行は年月のみを記した。奥付等がないものは、序跋
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あるいは本文中の年号を示した。編集者、発行者等も、判断に苦しんで、武断

的に示したものがある。

原本がどこに所蔵されているかは、蔵書印等によってかなり明らかに出来そ

うであるが、なお不明のものも多く、今回は記載を見送った。

原則として常用漢字体を用いたが、筆者の判断で統一していない点がある。

入谷博士には、ご生前数回しかお会いできなかった。しかし、今も先生の資

料への書き込みを通じて、啓蒙され続ける日々を過ごしている。その意味では

筆者も弟子の末席に加えていただけるだろうか。入谷蔵書を読み続け、紹介す

ることによって、先生の学恩に今後少しでも報い奉る所存である。あわせて、

博士の蔵書を、島根県立図書館に贈って下さったご遺族のご厚意にも感謝申し

上げる。学問を愛する市民・学生のために、入谷文庫が有効に利用されるよう

努力したい。

道坂昭廣氏には、入谷文庫整理をその一環とする、科研プロジェクトの共同

研究者に加えていただき、ご指導を賜った。そして、島根県立図書館、特に内

田文恵氏、北村久美子氏からは、いろいろなご教示と便宜を賜った。記して感

謝の意を示したい。

1 江戸時代

A 別集

大塩平八郎（中斎 後素）

『洗心洞詩文』二巻 1冊 明治 12年 11月 中尾捨吉編輯・発行

大沼典（竹渓）

『竹渓先生遺稿』一巻 1冊 文久 4年（1864） 大沼厚編輯 下谷吟社発

行

柏木如亭（昶 永日 舒亭）

『柏木如亭集』 7冊 昭和 54年 3月 揖斐高編輯 太平書屋発行

『木工集』 1冊

『如亭山人藁初集』 1冊

『如亭山人遺稿』 1冊

『訳註聯珠詩格』 2冊
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『詩本草』 1冊

『柏木如亭集 載』 1冊（年譜・序跋等）

菊池保定（士固）

『渓琴山房詩』六巻 2冊 天保 8年（1837）

後藤世鈞（芝山）

『宮詞一百首』一巻 1冊 安永 6年（1777）冬 須原屋嘉助発行

斎藤正謙（拙堂 有終）

『拙堂文集』六巻 6冊 明治 14年 6月 中内惇編輯 斎藤二郎出版

高野惟馨（蘭亭 東里 子式）

『蘭亭先生詩集』十巻 6冊 宝暦 8年（1758） 小林新兵衛発行

高橋瀧（玉焦 水龍）

『玉蕉百絶』一巻 1冊 嘉永 2年（1849）跋

津阪孝綽（東洋 君裕）

『東洋先生詩文集』十巻 未製本 1冊

寺門良（静軒）

『静軒百詩』一巻 1冊 嘉永 2年（1849）跋 山静堂発行

『静軒文鈔』二巻 2冊 明治 11年 5月 内藤伝右衛門発行

中島棕隠（�規 景寛 安穴先生 椶軒）

『金帚集』六巻 6冊 天保 10年（1839）春 岡田屋嘉七等発行

『嵯峨小稿』一巻 1冊 嘉永 6年（1853） 邨田哲編輯 玄雲閣発行

『太平新曲』三巻 文政 2年（1819）7月序 堺屋伊兵衛発行

『太平二曲』三巻 文政 3年（1820）5月序 堺屋伊兵衛発行 原本

『太平三曲』三巻 文政 4年（1821）9月序 堺屋伊兵衛発行

計九巻 2冊
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『天保佳話』四巻 2冊 天保 10年（1839）孟春 劉会山・浄義編輯 山城

屋佐兵衛等発行

『明賢咏落花詩』一巻 1冊 文政 15年（1818）3月跋 �祭�寿発行
『錦西随筆』五巻 3冊 稿本

西賛（鼓岳）

『鼓岳遺稿』二巻 2冊 大正 4年 1月 高取伊好編輯・発行

野田逸（笛浦）

『海紅園小稿』一巻 1冊 明治 14年 7月 石川治兵衛発行

松村漸之進（伯鴻 飯山 廉之助）

『飯山文集第一編』二巻 1冊 明治 11年 9月 昭和 12年 7月復刻 勝岡

廓善発行

『飯山文集第二編』一巻 1冊 昭和 12年 11月 勝岡廓善発行

頼襄（山陽）

『東遊漫録』一巻 一冊 昭和 57年 9月 揖斐高編輯 東城書店発行

B 総集

額田正

『安政三十二家絶句』二巻 2冊 安政 4年序 明治復刻 大谷仁兵衛発行

程順則

『中山詩文集』二巻 2冊 康煕 61年（1722）序 立雪堂発行

2 近代（明治以後）

A 別集

青山尚文（無声 子精）

『無声遺稿』三巻 3冊 昭和 9年 11月 岩谷晋編輯 青山秀夫発行
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秋月種樹（古香）

『古香公詩鈔』一巻 1冊 大正 2年 2月 田村化三郎編輯 長岡藤三郎・

健友社発行

秋山彜（恬堂 二郎）

『恬堂詩文鈔』四巻 4冊 大正 8年 6月 秋山文吉編輯・発行

安彦五子（洛� 鞠帳 那畳日達）

『洛�五子遺集』一巻 1冊 昭和 6年 2月 中井木菟麻呂発行

荒木寅三郎（鳳岡）

『鳳岡存稿』二巻 1冊 昭和 5年 11月 荒木前総長記念事業会編輯・発行

荒浪市平（坦 煙崖）

『霞城集』二巻 1冊 大正 13年 9月 荒浪市平発行

石田果（冷雲 碩宗）

『冷雲詩鈔』三巻 3冊 明治 17年 9月 石田果出版

石丸安世（桜水 虎五郎）

『桜水遺稿』四巻 4冊 大正 7年 4月 石丸龍太郎編輯・発行

伊藤介一（聴秋 起雲 士龍）

『聴秋書閣集』二巻 2冊 明治 24年 10月 伊藤介一発行

井上観淳（雲景）

『有声無声集』一巻 1冊 昭和 6年 11月 井上雲景翁後援会・井上淳学編

輯・発行

岩渓晋（裳川）

『裳川自選稿』五巻 5冊 昭和 11年 3月
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巖谷修（一六 誠卿）

『一六遺稿』二巻 2冊 明治 45年 7月 巖谷春生編輯・発行

宇田淵（栗園 子潜）

『静観亭遺稿』一巻 1冊 明治 44年 4月 中野太郎編輯・発行

上村才六（売剣）

『詩命楼集』一巻 1冊 大正 3年 12月 上村才六発行・文会堂書店発売

内田又一郎（復 青峰 聴詩）

『聴詩堂詩鈔』六巻 附『玉壺山房文鈔』一巻 3冊 昭和 4年 12月 昭和

8年 10月 内田又一郎・玉壺山房発行

江木衷（冷灰）

『冷灰遺稿』一巻 1冊 大正 15年 3月 江木栄子編輯・発行

大江卓（元良）

『明星山房詩鈔』一巻 1冊 明治 41年 2月 大江卓発行

大沢真吉（鉄石 士誠）

『鉄石詩存』二巻 2冊 昭和 2年 12月 勝島仙之助編輯・発行

大須賀次郎（履 子泰 �軒）
『緑�軒詩鈔』十巻 3冊 大正 1年 10月 大須賀績編輯・発行

大野徳三郎（即真）

『即真詩集』一巻 1冊 昭和 6年 10月 香川一郎発行

岡次郎（直養）

『遊総記』一巻 1冊 昭和 13年 5月 岡次郎・虎文斎発行

岡千仞（振衣 鹿門 天爵）
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『観光紀游』十巻 3冊 明治 19年 8月 岡千仞出版

『硯癖斎詩鈔』七巻 3冊 明治 22年 3月序

小川琢治

『桑蓬集』一巻 1冊 昭和 5年 5月 小川琢治発行

小倉正恒（簡斎）

『蘇浙游記』一巻 1冊 昭和 4年秋序

小田耕岳（南畦）

『道鳴余韻』三巻 1冊 明治 41年 3月 小田耕岳発行

小野長愿（湖山 �翁 巻 舒公 懐之）

『湖山楼詩鈔』四巻 1冊 明治 3年 擁万堂発行

小原寛（栗卿 鉄心）

『鉄心遺稿』八巻 2冊 明治 6年 9月跋 岡安慶介発行

加福力太郎（雨江）

『竹雨草堂詩百首』一巻 1冊 大正 10年 9月序

『竹雨草堂遺詩百首』一巻 1冊 大正 15年 9月序

狩野直喜（君山）

『君山詩草』一巻 1冊 昭和 35年 8月

『君山文』九巻 1冊 昭和 34年 12月

勝島仙之介（仙坡 静園主人）

『静園詩鈔』十四巻 4冊 大正 6年 4月 島村虎緒発行

『北陸游草』一巻 1冊 明治 38年？

『南海游草』一巻 1冊 明治 39年 6月 静園荘発行

『消夏遊草』一巻 1冊 明治 40年？ 稿本
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金枝道三（小�）
『小�詩存』二巻 2冊 昭和 5年 11月 佐藤恒祐発行

鎌田博（玄渓）・賢三郎（平山）

『玄渓遺稿』二巻 附『平山遺稿』二巻 計四巻 1冊 昭和 9年 10月

川田瑞穂（雪山）

『雪山存稿 詩』一巻 1冊 昭和 26年 5月 雪山先生存稿刊行会

『雪山存稿 文』一巻 1冊 昭和 26年 8月 雪山先生存稿刊行会

木内柔克（天民 士剛）

『天民遺稿』三巻 1冊 昭和 6年 6月 立正大学内木内先生遺稿出版会

木蘇牧（岐山）

『五千巻堂集』十七巻 6冊 昭和 10年 12月 石野徹註 小倉正恒発行

木村得善（択堂）

『超然楼詩存』二巻 2冊 昭和 6年 4月 木村得善発行

清浦奎吾（奎堂）

『奎堂詩存』一巻 1冊 大正 15年 11月 中川吉郎発行

桐島像一（蘇元）

『蘇元存稿』二巻 2冊 大正 15年 7月 伏島孔次編輯・発行

久保得二（天随）

『秋碧吟廬詩鈔』十二巻 6冊 大正 6年～昭和 2年 7月 久保得二・随鴎

吟社発行

『関西游草』一巻 大正 11年 2月

『続関西游草』一巻 大正 13年 5月 久保得二編輯・発行

計二巻 1冊

『槿域游草』一巻 1冊 大正 13年 11月 朝鮮総督府発行
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『遼瀋游草』一巻 1冊 大正 14年 8月 久保得二・満鉄鉄道部旅客課発行

『琉球游草』一巻 1冊 昭和 8年 9月 久保得二発行

日下寛（勺水 子栗）

『鹿友荘文集』六巻 6冊 大正 13年 7月 野田文之助発行

桑原登美子（素梅）

『月淡影疎集』一巻 1冊 昭和 10年 8月 桑原秀夫発行

小泉政以（盗泉）

『盗泉詩稿』十二巻 1冊 大正 3年 4月 本荘堅宏編輯・発行

小菅貫（果卿 揆一）

『前哲百詠』一巻 1冊 明治 14年 2月序

小菅孝蔵（惟孝 兎峰）

『兎峰遺稿』十三巻 『附録』二巻 4冊 大正 3年 2月 小菅�三編輯・発
行

小林慶二郎（天龍 雲卿）

『天龍漁史詩稿』二巻 2冊 大正 4年 3月 今村力三郎発行

近藤元粋（南州 純叔）

『南州先生詩文鈔』三巻 3冊 昭和 6年 2月 難波信蔵・蛍雪軒発行

阪口恭（五峰 思道 仁一郎）

『五峰遺稿』三巻 3冊 大正 14年 10月 坂口献吉編輯・発行

阪田丈平（夫卿 警軒）

『警軒文鈔』三巻 3冊 明治 38年 3月 池田精一編輯 阪田耐二発行

阪本�之助（蘋園）

105要 木 純 一



『台島詩程』一巻 1冊 昭和 2年？

作田利雅（泰国 南畝 子明）

『南畝詩鈔』二巻 2冊 昭和 17年 11月 松尾信明編輯 松尾信明・興文

学館発行

作間久吉（鴻東）

『鴻東詩存』七巻 7冊 明治 37年～44年 稿本

佐竹義準（季倫 欽堂 酔菊）

『欽堂遺稿』 大正 14年 4月序 松浦厚選・平井参評

佐藤徹雄（小石）

『樹下邨荘詩鈔』一巻 1冊 昭和 32年 12月 佐藤斉子発行

佐藤寛（公綽）

『六石山房詩文鈔』十四巻 5冊 昭和 4年 1月 佐藤徹雄編輯 佐藤徹雄・

随鴎吟社発行（一セット重複）

鈴木虎雄（豹軒）

『豹軒詩鈔』十四巻 6冊 昭和 13年 1月 鈴木教授還暦記念会刊

関口秀範（雪窓）

『雪窓詩存』一巻 1冊 昭和 6年 9月 関口秀範発行

関沢清修（霞庵 士節）

『霞庵詩鈔』六巻 3冊 大正 14年 10月 関沢清修発行

副島種臣（蒼海）

『蒼海全集』六巻 6冊 大正 6年 2月 副島道正編輯・発行

曽我部道夫（煙里）

106 島根県立図書館蔵 入谷文庫 日本漢詩文関係資料目録



『煙里遺稿』 大正 13年初秋刊 曽我部光晴編輯

高橋順平（漁洋）

『守真草堂詩存』六巻 3冊 昭和 8年 3月 高橋順平発行

高見房一郎（愛洲 得民）

『随月楼詩稿』一巻 1冊 昭和 3年 10月 高見房一郎発行

高森砕巌（敏 子訥 有造 自知斎 菊梁 朶香）

『自知斎詩鈔』二巻 2冊

『自知斎文鈔』二巻 2冊

計四巻 4冊 昭和 3年 9月 高森強太郎編輯 高森強太郎・松雲堂書店

発行

竹内源太郎（敬義 子徳 琉璃狂生）

『仙寰吟興』二巻 1冊 昭和 27年 7月 竹内源太郎発行

『続琉渓唱和』二巻 2冊 昭和 10年 11月 竹内源太郎発行

館森万平（鴻 子漸）

『拙存園叢稿』八巻 3冊 大正 8年 8月 館森万平・松雲堂書店発行

田中不二麻呂（夢山）

『夢山絶句』一巻 1冊 明治 42年 12月序 双芝仙館発行

田辺太一（蓮舟）

『蓮舟遺稿 詩』一巻 1冊 大正 10年 7月緒言

田辺為三郎（華 碧堂 秋穀）

『題画百絶』一巻 1冊 大正 9年初秋刊

『改削碧堂絶句』一巻 1冊 大正 9年 12月 文章院発行

『凌滄集』二巻 1冊 大正 13年 6月序
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谷謹一郎（朝軒 士徳）

『空也集』十巻 1冊 明治 43年 8月 谷謹一郎発行

『湘南稿』十巻 1冊 明治 43年 10月 谷謹一郎発行

『湘南続稿』一巻 1冊 明治 44年 7月 谷謹一郎発行

『湘南別稿』一巻 1冊 明治 45年 7月 谷謹一郎発行

『余瀝集』二巻 2冊 明治 44年 5月 谷謹一郎発行

谷口中秋（藍田 大明）

『藍田先生全集』五巻 5冊 大正 13年跋？ 谷口豊他編輯

近重真澄（物安）

『安井隠居集』三巻 3冊 昭和 14年 2月 近重先生古稀祝賀会発行

長�（三洲 光太郎 秋史）

『三洲居士集』十一巻 5冊 明治 42年 2月 十条�・西東書房発行

塚原周造（夢舟）

『湘南吟草』一巻 昭和 2年？ 稿本？

『龍蛇握奇集』一巻 明治 38年 9月 寒翠荘発行

計二巻 1冊

土屋久泰（竹雨）

『猗廬詩稿』二巻 2冊 昭和 32年 11月 藝文社発行

土居光華（士済 淡山）

『淡山遺稿』一巻 1冊 大正 8年 12月 結城琢編輯・発行

土居通豫（香国）

『雄鹿島紀勝』一巻 1冊 明治 23年 2月序

『征露篇』一巻 1冊 大正 9年 7月 濱田活三編輯・発行

『日乗七種』一巻 1冊 大正 8年 7月 濱田活三編輯・発行
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百百復太郎（霞外 読素 霊誕）

『霞外遺稿』三巻 3冊 大正 15年 11月序

中井弘（桜洲山人）

『桜洲山人遺稿』二巻 1冊 明治 29年 10月 横山詠太郎編輯・発行

永井久一郎（禾原）

『雪炎百日吟稿』一巻 1冊 明治 38年 5月 小丁香館発行

『来青閣集』十巻 2冊 大正 2年 12月

永井善鋒（可石）

『定余吟草』一巻 1冊 明治 38年 8月 永井善鋒発行

永田淳治郎（孝成 聴泉）

『独往縦情集』五巻 1冊 昭和 3年 9月 永田淳治郎発行

長岡護美（雲海）

『長雲海詩草』三巻 3冊 元治 1年（1864）～明治 16年

南条文雄（碩果）

『航西詩稿』一巻 1冊 明治 26年 5月 池田謙吉発行

永坂周二（石�）
『石�翁詩稿』十三巻 6冊 稿本

橋本関一（関雪）

『関雪詩稿』一巻 1冊 明治 43年 5月 昭和 3年 8月再刊

『続関雪詩稿並南船集』一巻 1冊 昭和 3年 8月

服部轍（担風）

『担風詩集』七巻 7冊 昭和 22年 7月 富長蝶如編輯 宮田無声発行
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馬場毅（不知也 不知�斎）
『続敢為篇』一巻 1冊 明治 29年 10月 横山治平発行

東敬治（正堂）

『蔵春閣詩存稿』二巻 2冊 大正 15年 6月 東敬治・陽明学会発行

土方久元（秦山）

『秦山遺稿』二巻 2冊 大正 8年 11月 土方久敬編輯・発行

平野市十郎（逐鹿）

『逐鹿詩鈔』一巻 1冊 大正 15年序 平井参編輯

広瀬孝（林外）

『林外遺稿』八巻 4冊 昭和 3年凡例 清浦奎吾編輯

福原鐐二郎（蘇洲）

『蘇洲詩存』一巻 1冊 昭和 7年 3月 福原吉野発行

藤沢恒（南岳）

『七香斎文雋』一巻 1冊 大正 3年 6月 藤沢元造・泊園書院発行

牧野謙次郎（君益 藻洲）

『寧静斎文存』三巻 3冊 昭和 7年 9月 林正章・牧野先生古稀記念文集

出版掛発行

『黙水居随筆』二巻 2冊 昭和 7年 11月 林正章・牧野先生古稀記念文集

出版掛発行

益田祐之（古峰）

『古峰詩集』二巻 2冊 昭和 10年 5月序

増山守正（丹蓉）

『静香園詩文雑稿』1冊 明治 32年 5月 昭和 6年 1月五版 増山持正・南
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湖院発行（詩の部分のみコピー）

股野琢（藍田 子玉）

『邀月楼存稿』五巻 5冊 大正 8年 4月 股野琢発行

『葦杭游記』一巻 1冊 明治 42年序

『鐃歌余響後編』一巻 1冊 明治 39年？

松田甲（学鴎）

『皆夢軒詩鈔』三巻 3冊 昭和 8年 12月 松田甲発行

松平康国（天行）

『天行詩鈔』・『附録』・『自序代り』 2冊 昭和 8年 11月 渡俊治・松平先

生古稀記念文集出版掛発行

『天行文鈔』三巻 3冊 昭和 8年 11月 渡俊治・松平先生古稀記念文集出

版掛発行

三浦豊二（梅癡 士緊）

『香夢楼詩鈔』一巻 1冊 大正 15年 8月 三浦豊二編輯・発行

三島毅（中洲）

『絵原有声画集』一巻 附録『消閑文』 1冊 大正 8年 4月 三島桂編輯

三島桂・絵原村荘発行

水谷弓夫（奥嶺 �卿）
『西南遊記初編』一巻 1冊 明治 45年 3月 三輪文次郎発行

宮崎宣政（晴瀾）

『晴瀾焚詩』一巻 1冊 明治 29年 12月 三樹一平・明治書院発行

宮崎繁吉（来城）

『来城詩鈔』四巻 4冊 昭和 9年 5月 宮崎来城遺稿刊行会編輯

111要 木 純 一



宮島誠一郎（栗香）

『養浩堂詩鈔』二巻 2冊 昭和 15年 12月 宮島大八編輯 宮島大八・善

隣書院発行

陸奥宗光（福堂）

『福堂遺稿』一巻 1冊 明治 40年 8月 中田敬義編輯・発行

森茂（滄浪）

『滄浪集』一巻 1冊 昭和 10年 9月 宮島大八編輯 井坂秀雄発行

森村宜民（大朴）

『大朴遺稿』二巻 2冊 明治 38年 11月・明治 44年 3月 稲香村舎発行

森魯直（春濤 三十六湾髯史）

『岐阜雑詩』一巻 1冊 明治 7年 成美堂発行

『銅椀龍吟』一巻 1冊 明治 1年秋跋 東壁堂藤四郎他発行

『春濤先生自書詩稿』一巻 1冊 稿本 一宮市立豊島図書館蔵

『春濤先生自書絶句稿』一巻 1冊 稿本 一宮市立豊島図書館蔵

『森春濤への名家尺牘』一巻 1冊 稿本 昭和 5年跋 一宮市立豊島図書

館蔵

八木善助（方山）

『方山存稿鈔』七巻 7冊 昭和 11年 11月 八木善助発行

安井小太郎（朴堂）

『曳尾集』一巻 1冊 昭和 12年 5月 安井小太郎発行

山井重章（清渓 善甫 幹六）

『清渓先生遺集』九巻 6冊 昭和 4年 12月 山井良発行

山際浩（自然 要平）

『山�耕読集』一巻 1冊 大正 7年 8月序
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山根虎之助（虎臣 立庵 炳侯）

『立庵詩鈔』一巻 1冊 明治 45年 1月 中村常三郎編輯・発行

山本市次郎（嵐亭 不如学人）

『鶏肋集』一巻 稿本

山本悌二郎（二峰）

『游燕詩草』一巻 1冊 大正 15年晩秋序 海山仙館排印

山本復一（鴻堂）

『天愚山人詩鈔』二巻 2冊 明治 39年 11月 山田茂助発行

横井太郎（応龍）

『応龍詩草』一巻 1冊 昭和 15年 12月 横井太郎発行

吉川久勁（松浦 全節）

『松浦詩鈔』二巻 2冊 昭和 8年 1月 吉川偉三郎編輯・発行

『松浦文鈔』二巻 2冊 昭和 10年 11月 吉川偉三郎編輯・発行

『柱下余談』二巻 1冊 昭和 10年 11月 吉川偉三郎編輯・発行

芳原一男（翠陰）

『翠陰詩』二巻 1冊 昭和 55年 2月 芳原一男編輯・発行

『翠陰文』一巻 1冊 昭和 56年 8月 芳原一男編輯・発行

渡辺輝之助（雨山）

『雨山詩存』一巻 1冊 明治 43年 3月序

渡辺世順（弗措 伯信 亮太郎 隴雲居士）

『弗措先生伝及遺稿』一巻 1冊 大正 11年 6月 関徳編輯 渡邊望発行

B 唱和集・記念集
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入沢達吉（雲荘）

『秋懐唱和集』一巻 1冊 昭和 2年 3月 入沢達吉編輯・発行

大竹温（蒋逕）

『古稀唱和』一巻 1冊 大正 15年 10月 木村得善編輯・発行

国分高胤（青� 子美 豁 太白山人）

『東閣倡和集』一巻 1冊 昭和 2年 11月 猪口安喜編輯・発行

『石楠集』一巻 1冊 昭和 12年 5月 前川三郎編輯・発行

谷鉄臣（如意）・頼復（支峰）・神山述（鳳陽）・江馬聖欽（天江）

『東山頌寿録』一巻 1冊 明治 21年 4月 頼龍三・江馬達三郎編輯・発行

中島武直（篁堂）

『華甲寿康集』一巻 附『篁堂風月集』一巻 1冊 昭和 12年 4月 中島武

直編輯・発行

東久世通禧（竹亭）

『春江懐人集』一巻 1冊 明治 45年 7月 喜多貞吉編輯・出版

平成信（竹渓 子明）・土恭（支山 子敬）・谷謹一郎（朝軒 士徳）

『渓山軒唱和集』二巻 2冊 明治 41年 10月序・明治 43年 2月序

帆足半耕

『天恩寿集』二巻 2冊 昭和 12年 12月 帆足半耕編輯・発行

松浦徳次郎（咬菜翁）

『保定集』一巻 1冊 昭和 10年 9月 松浦恭一編輯・発行

松方正義（海東）

『松鶴遐齢集』二巻 2冊 明治 39年 12月序 谷謹一郎編輯
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柚木梶雄（玉邨 方啓 子爰）

『西爽亭墨縁』二巻 2冊 昭和 11年 9月 柚木梶雄編輯・柚木久太発行

黎庶昌

『重九讌集詩』一巻 1冊 明治 17年 4月序

C 総集

伊藤信（竹東散史）

『日本竹枝詞集』三巻 3冊 昭和 14年 11月 伊藤信編輯 石神安雄・華

陽堂書店発行

小島泰堂

『熱海調音詩哥集』二巻 2冊 明治 19年 7月 小島泰堂編輯・出版

佐藤平次郎

『明治碑文集』二巻 2冊 明治 24年 3月 25年 2月再版 佐藤平次郎編

輯・発行

雅文会

『大正詩文』 9冊 大正 4年～大正 6年

D 資料

『淡路漢詩文』 1冊

3 山陰地域

A 別集（唱和集も含む）

泉浅右衛門（晋 康侯 全斎）

『涵虚楼遺稿』三巻 3冊 明治 27年 1月 菅真教発行

内村友輔（鱸香 篤� 倉山）

『吟稿』一巻 『目録』一巻 計二巻 1冊 稿本・原本
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『維祺集』一巻 1冊 明治 23年 10月跋 稿本

加島恵太郎（洗心）

『洗心詩集』一巻 1冊 昭和 7年 7月 加島恵太郎発行

金本相観（摩斎 善卿 椒園）

『楽山堂詩鈔』四巻 1冊 明治 2年 4月 長古堂発行

菅真教（�陰）
『�陰遺稿』二巻 1冊 大正 14年跋

木村舜�（如風 薫契）

『如風遺稿』一巻 1冊 明治 20年 3月序

木村宇市（晩翠）

『晩翠遺抄』一巻 1冊 昭和 43年 10月 キムラフジオ編輯 木村富士夫・

勇・富夫発行

古和翼（流水 澹斎 安宅 矯雲）

『更上楼詩鈔』二巻 1冊 明治 23年 11月 古和鍬一郎発行

仰誓（実成院）

『合明集』一巻 1冊 島根市木浄泉寺文庫 原本

河野天鱗（苔洲）

『淡成舎遺稿一斑』二巻 2冊 明治 44年 1月 河野大悟発行

佐伯友光（松石 隆卿）

『松石詩集十一巻』 4冊 大正 15年 2月跋 稿本

佐藤愛山（長経 伯徳 静古堂）

『彩霞集』一巻 1冊 大正 4年 11月 佐藤喜八郎発行
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佐和淵（華谷）

『大学定本』一巻 1冊 佐和淵章句 稿本

沢野修（含斎）

『含斎詩存』一巻 1冊 明治 39年 5月 井川冽・渡部寛一郎 発行

信太英太郎（淞北）

『淞北夜譚』一巻 1冊 昭和 2年 8月 信太孝発行

正牆薫（適処 朝華）

『研志堂詩鈔』二巻 2冊 万延 2年（1861）跋

杉原卍龍（太林寺十四世）

『両契庵詩集』一巻 1冊 明治 29年～大正 14年 稿本

園山致堂（良之助）

『北支游草』一巻 コピー（重一巻コピー）昭和 11年 4月

『隠岐游草』一巻 原本（重一巻コピー）昭和 17年 8月

『致堂詩存』一巻 原本（重一巻原本）昭和 18年 5月

『漢詩格式』一巻 原本 昭和 17年 12月

『平韻一覧』一巻 原本 昭和 18年 1月

計八巻 二冊

高橋義比（菊径）

『菊径詩存』一巻 1冊 昭和 14年 1月 高橋中発行

団野蔵六（健 亀吉）

『団野蔵六詩稿』 1冊 稿本

『真如堂観桜記』等 1冊 稿本

『戊辰拙草』等 1冊 稿本
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恒松強（愛軒 圭山）

『圭山堂遺稿』一巻 1冊 明治 18年の年号

田巌（子龍 節山）

『隠岐雑詞』一巻 1冊 明治 26年 5月 田巌発行

永田良

『合刻玉筍庵詩存』一巻 1冊 大正 13年序

福間貫造（竹雨）

『詩草』一巻 1冊 稿本

『竹雨詩集』一巻 1冊 稿本

『無題』一巻 1冊 稿本

並河理二郎（適処）・並河精一（濯処）

『適処遺稿』附『濯処遺稿』一巻 1冊 昭和 5年 12月

並河波蔵編輯 並河秀夫発行

並河波蔵（独尊）

『独尊遺稿』一巻 1冊 昭和 10年 11月 並河隆編輯・発行

松原見龍（閑田）

『雪鴎全集』一巻 1冊 大正 5年 6月 楪大仙・松原巣雲・田代活処編輯

無隠禅師（道費）

『無隠禅師無孔笛』六巻 1冊 元文 5年（1740）序・天保 3年（1832）12

月写 機禅湖月編輯 春嶽仙林写 写本

村上寿夫（琴屋 仙齢）

『琴屋詩存』二巻 2冊 昭和 13年 3月 村上厳男発行

安井泉（渫斎）
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『渫斎詩存』二巻 2冊 昭和 8年 11月 安井淳之助編輯・発行

山村良行（勉斎 聞伯）

『勉斎遺稿』三巻 3冊 大正 8年 9月 並河理二郎発行

横山大蔵（耐雪）

『木�唱和集』一巻 1冊 明治 35年

『東游吟稿』一巻 1冊 明治 41年 5月 横山大蔵編輯・発行

若槻敬（槻陰）

『槻陰遺稿』一巻 1冊 明治 36年 2月 若槻礼次郎発行

渡辺恭（鼕浦 子道 青坡）

『鼕浦漁歌』一巻 1冊 昭和 4年 9月 渡辺新太郎発行

著者不明

『仏山詩稿』三巻 2冊 稿本

B 総集

林弥三郎（広右衛門 徳則 晩翠 柏堂）

『五十猛村名勝』一巻 1冊 明治 43年序 林弥三郎編輯 虎窟堂蔵

今岡義友

『立久恵峡志（立久恵詩文集）』 1冊 ガリ版？

平賀半助（静遠）

『風月小誌』第一号一巻 明治 13年 4月・『風月小誌第三号』一巻 明治 13

年 8月 平賀半介・勝田千之助・村上正雄編輯・出版

『伊坂新輯 巻之上』一巻 平賀半助・渡部竹園編輯

計三巻 1冊

横山大蔵（耐雪）
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『出雲詩綜』六巻 1冊 大正 8年 剪淞吟社発行 横山大蔵手校

『出雲詩綜補遺』（釈慈光関係部分）藕華遺稿 藕華律詩 追遠詩一巻 1冊

『剪淞集』二巻 2冊 大正 6年 10月・大正 11年 2月 横山大蔵編輯・発

行

竹内吉次郎（�南）
『因伯詩存』六巻 1冊 明治 40年序 竹内吉次郎編輯

C 資料

『渡部先生寿昌祝賀会』その他（渡部寛一郎（桃渓）関係資料）1冊

『剪淞詩文』（部分） 1冊 コピー及び原本

『剪淞詩文原稿控』 1冊 原本

『島根評論』（島根詩壇部分が中心） 6冊

『詩文書道』 1冊 コピー

『東華』（山陰詩人部分） 1冊 コピー

【附記】

本稿は、2005年度科学研究費補助金 基盤研究（C）「剪淞吟社資料の整理・

保存及び同吟社の文学活動に対する実証的研究」（研究代表者 道坂昭廣 課

題番号 17520229）に基づく研究成果の一部である。

また、島根大学法文学部山陰研究センター 2004年度山陰研究プロジェク

ト「山陰地域伝存の古典籍資料に関する基礎的調査研究」（代表者 蘆田耕一

番号 0401）による予備的調査の成果の一部である。

重要であるのに、不要不急と見なされがちな、このような目録整理作業に対

して、諸方面から有形無形の支援を頂いた。ここに感謝申し上げる。
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