
 

 三康図書館所蔵資料によるミニ展示(入場無料) 

名所図会でめぐる旅 

日時：2021 年 12 月 6 日～2022 年 1 月 31 日 ※平日のみ 

開館時間：10：30～16：30 

場所：三康図書館ロビー(港区芝公園 4－7－4 明照会館 1 階) 

お問い合わせ：03-3431－6073 

※新型コロナイウルス感染拡大防止のため、今後の状況により中止、延期 

 の場合があります。最新の情報は当館 HP をご確認下さい。 



※①No.4・12・27・30・37・40は今回展示している資料です。

※②今回リストアップした「名所図会」は地理地誌分野のみです。
NO. 書名 巻数 請求記号 著者名 発行年

1 阿波名所図会 2巻 8－284 探古室墨海撰・画 文化8年(1811)序(後印)

2 泉名所図会 4巻 8－56 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政8年(1796)刊

3 泉名所図会 4巻 竹8－13 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政8年(1796)刊(後印)

4 伊勢参宮名所図会 5巻 8－66 蔀関月(徳基)編・画 寛政9年(1797)刊

5 伊勢参宮名所図会 5巻 竹8－16 蔀関月(徳基)編・画 寛政9年(1797)刊(後印)

6 厳島図会(厳島宝物図会)
厳島図会5巻・
厳島宝物図会5巻

8－273
岡田清編 ; 田中芳樹[等]校 ; 山野
守嗣(峻峰齋)画

天保13年(1843)刊

7 厳島図会(厳島宝物図会)
厳島図会5巻・
厳島宝物図会5巻

8－274
岡田清編 ; 田中芳樹[等]校 ; 山野
守嗣(峻峰齋)画

天保13年(1843)刊(後印)

8 厳島図会(厳島宝物図会)
厳島図会5巻・
厳島宝物図会5巻

竹8－55
岡田清編 ; 田中芳樹[等]校 ; 山野
守嗣(峻峰齋)画

天保13年(1843)刊

9 江戸名所図会 7巻20冊 8－99
齋藤幸雄著 ; 齋藤幸孝, 齋藤月岑
校 ; 長谷川雪旦, 長谷川雪堤画

天保5年(1838)～天保7年(1836)

10 江戸名所図会 7巻20冊 8－99
齋藤幸雄著 ; 齋藤幸孝, 齋藤月岑
校 ; 長谷川雪旦, 長谷川雪堤画

明治21年(1888)印

11
近江国名所図会(琵琶湖勝慨全
覧図会)

4巻 8－190
秋里舜福, 秦石田編 ; 蔀關月, 西
村中和画

文化11年(1814)刊

12 尾張名所図会 前編7巻 8-67
岡田啓, 野口道直著 ; 小田切忠親
(春江)画

天保15年(1845)刊

13 尾張名所図会
前編7巻・
後編6編(13冊)

竹8－19
岡田啓, 野口道直著 ; 小田切忠親
(春江)画

前編:天保15年(1845)刊(明治13年(1880)印)・
後編:明治13年(1880)刊

14
甲斐叢記（別書名:甲斐名所図
会）

前輯五巻・
後輯五巻(10冊)

竹8－24
大森欽(快庵)著 ; 松井濤(渙齋)編
; 秋山復校(後編) ; 松井濤刪,小野

前編:嘉永4年(1851)刊(明治26年(1893)刊)・後
編:明治26(1893)年刊

15
鹿島志 （別書名:鹿島名所図
会）

2巻 8－186 北條時鄰著 ; 八島定岡(岳亭)画 文政6年(1823)序刊(後印)

16
鹿島志 （別書名:鹿島名所図
会）

2巻 竹8－180 北條時鄰著 ; 八島定岡(岳亭)画 文政6年(1823)序刊(後印)

17 河内名所図会 6巻 8－55 秋里舜福著 ; 丹羽元國(桃溪)画 享和元年(1801)刊

18 河内名所図会 6巻 竹8－12 秋里舜福著 ; 丹羽元國(桃溪)画 享和元年(1801)刊(後印)

19 紀伊国名所図会
６巻後編３編各６巻
(23冊)

8－278 高市志友[等]編 ; 西村中和[等]画
文化9年(1812)・嘉永4年(1851)・天保4年

(1834)刊

20 紀伊国名所図会
６巻後編３編各６巻
(23冊)

竹8－56 高市志友[等]編 ; 西村中和[等]画
文化9年(1812)・嘉永4年(1851)・天保4年

(1834)刊(後印)

21 木曽路名所図会 6巻7冊 8－191 高市志友[等]編 ; 西村中和[等]画 文化2年(1805)刊

22 木曽路名所図会 6巻7冊 竹8－35 高市志友[等]編 ; 西村中和[等]画 文化2年(1805)刊(後印)

23 狂歌江都名所図会 16篇13冊 8－152
天明老人内匠編 ; 歌川廣重(初・二
世)画

安政3年(1857)序

24 金毘羅参詣名所図会 6巻 8－286 木村明啓(暁鐘成)編 ; 浦川公佐画 弘化4年(1848)刊

25 金毘羅参詣名所図会 6巻 竹8－59 木村明啓(暁鐘成)編 ; 浦川公佐画 弘化4年(1848)刊(後印)

26 西国三十三所名所図会 8巻10冊 8－33 曉鐘成著 ; 松川半山, 清川公住画 嘉永６年(1853)刊(後印)

27 摂津名所図会 9巻12冊 8－57 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政8年(1796)～寛政10年(1798)刊(後印)

28 摂津名所図会 9巻12冊 竹8－14 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政8年(1796)～寛政10年(1798)刊(後印)

29 善光寺道名所図会 5巻 8－205
豊田利忠(庸園)編・画 ; 小田切忠
近(春江)校

嘉永2年(1849)刊

30 東海道名所図会 6巻 8－65 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政9年(1797)刊

31 東海道名所図会 6巻 竹8－15 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政9年(1797)刊(後印)

32 成田山名所図会 5巻 8－179 中路定俊著 ; 中路定得補 安政5年(1858)刊

33 播磨名所巡覧図会 5巻 8－270 秦石田著 文化元年(1804)刊(後印)

34 播磨名所巡覧図会 5巻 8－270 秦石田著 文化元年(1804)刊(後印)

35 播磨名所巡覧図会 5巻 竹8－53 秦石田著 文化元年(1804)刊(後印)

36 備中名勝考(備中國名勝図会) 2巻 8－272 小寺清之編 安政5年(1858)刊(後印)

37 都名所図会 ６巻 8－42 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 安永9年(1780)刊

38 都林泉名所図会 5巻6冊 8－45 秋里舜福著 ; 佐久間草偃[等]画 寛政12年(1800)刊

39 都林泉名所図会 5巻6冊 竹8－5 秋里舜福著 ; 佐久間草偃[等]画 寛政12年(1800)刊(後印)

40 大和名所図会 6巻7冊 8－54 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政3年(1791)刊

41 大和名所図会 6巻7冊 竹8－11 秋里舜福著 ; 竹原信繁(春朝齋)画 寛政3年(1791)刊

42 江戸方角名所杖 1冊(初編存) 8－369 伊藤景山(旭松堂)著 [慶応2年(1866)刊] 

43 金澤名所杖 1冊 8-367 中路定俊著 ; 中路定得補 文政6年(1823)刊

三康図書館所蔵「名所図会（名所杖）」リスト


