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宮内庁書陵部所蔵『続群書類従』原本　画像公開書目

部 巻 書名
神祇部 1 神皇雑用先規録
神祇部 3 倭姫命世記
神祇部 3 造二所太神宮宝基本紀
神祇部 3 二所皇太神宮神名秘書
神祇部 4 皇字沙汰文
神祇部 5 内宮御神宝記
神祇部 5 外宮御神宝記
神祇部 6 外宮遷御奉仕来歴
神祇部 6 康暦二年外宮遷宮記
神祇部 7 建久九年内宮仮殿遷宮記
神祇部 8 文永三年内宮遷宮沙汰文
神祇部 9 正中御飾記
神祇部 9 永享元年外宮山口祭記
神祇部 10 応永廿六年外宮神宝送官符
神祇部 11 寛正三年内宮神宝送官符
神祇部 13 二宮年中行事
神祇部 14 四度幣部類記
神祇部 15 伊勢公卿勅使雑例
神祇部 15 参議綏光卿記
神祇部 16 康和以来公卿勅使記（忠実公記）
神祇部 16 仁安四年公卿勅使記
神祇部 17 嘉暦三年公卿勅使御参宮日記
神祇部 17 永正十五年一社奉幣勅使参向記
神祇部 18 高宮盗人𨷻𨷻入記
神祇部 18 離宮院記
神祇部 19 内宮子良館記（長享三～永正十八）
神祇部 19 外宮子良館旧記（文明十八～永正十）
神祇部 20 惣官公文抄
神祇部 21 応永以来外宮注進状
神祇部 22 延徳記（延徳以来内宮注進状）
神祇部 23 永正以来宮司引付
神祇部 24 内宮袮宜荒木田氏経引付
神祇部 25 内宮袮宜荒木田守晨引付
神祇部 26 度会常有家引付
神祇部 27 宇治土公家引付
神祇部 27 有爾日記
神祇部 28 通海参詣記（太神宮参詣記）
神祇部 28 釈尊寺旧記
神祇部 29 榊葉集（秋、冬）
神祇部 30 八幡愚童訓
神祇部 31 鳩嶺雑日記
神祇部 31 石清水末社記
神祇部 32 石清水臨時祭記（平田職忠記）
神祇部 32 文永六年兼文宿袮勘文
神祇部 32 大永五年石清水八幡遷宮日時定
神祇部 32 永享十年石清水放生会記
神祇部 32 貞応二年宗清法印立願文
神祇部 32 嘉禄元年宗清法印立願文
神祇部 33 嘉元年中賀茂祭記
神祇部 33 延文元年賀茂臨時祭記（兼綱公記、園太曆抄出）
神祇部 33 長禄三年賀茂祭雑用引付色目
神祇部 33 稲荷鎮座由来記
神祇部 34 春日御詫宣記

※本目録は、東京大学史料編纂所図書室で閲覧用端末にて参照可能な、宮内庁書陵部
所蔵『続群書類従』原本の一覧である（2016年3月）。宮内庁書陵部編『和漢図書分類目
録』参照。 [453-2]
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神祇部 34 春日祭旧例
神祇部 34 春日臨時祭記
神祇部 34 天文年中春日祭次第
神祇部 35 永徳二年春日焼失記
神祇部 39 春日社司祐重記
神祇部 40 至徳二年記（春日権神主師盛記）
神祇部 41 明応六年記（春日権神主師淳記）
神祇部 42 春日正預祐範記（慶長一〇、元和五）
神祇部 43 春日拝殿方諸日記
神祇部 44 春日詣部類記
神祇部 45 明徳二年室町殿春日詣記
神祇部 47 住吉太神宮諸神事之次第記録
神祇部 48 耀天記
神祇部 49 厳神鈔
神祇部 50 日吉山王利生記
神祇部 51 続日吉山王利生記
神祇部 52 日吉本記
神祇部 52 日吉山王新記
神祇部 53 永禄五年拝礼講記
神祇部 54 応永元年日吉社室町殿御社参記
神祇部 55 祇園牛頭天王縁起
神祇部 55 貞治四年祇園三鳥居建立記
神祇部 57 北野宮寺縁起
神祇部 57 北野本地
神祇部 57 天神講式
神祇部 57 天満大自在天神宝号記
神祇部 57 北野神君画幀記
神祇部 57 五岳賛語
神祇部 57 二十二社并本地
神祇部 58 惟賢比丘筆記
神祇部 58 神祇正宗
神祇部 58 神祇拾遺
神祇部 59 麗気記
神祇部 61 恒例修正月勧請神名帳
神祇部 61 清滝宮勧請神名帳
神祇部 61 戒壇院公用神名帳
神祇部 63 赤山大明神縁起附赤山明神事
神祇部 63 豊国大明神祭礼記
神祇部 64 東大寺八幡験記
神祇部 64 東大寺八幡転害会記
神祇部 66 霊安寺御霊大明神縁起
神祇部 67 誉田八幡縁起（誉田宗廟縁起）
神祇部 68 熱田宮秘釈見聞
神祇部 68 熱田講式
神祇部 68 足助八幡宮縁起
神祇部 69 曽我両社八幡宮并虎御前観音縁起
神祇部 69 弘安四年鶴岡八幡遷宮記
神祇部 70 香取大神宮造営目録
神祇部 70 下総国香取社造進注文事
神祇部 70 応永二十六年香取宮造営物注文
神祇部 70 至徳年中香取神事目録
神祇部 70 大神宮年中諸ヶ祭立帳事
神祇部 71 香取宮遷宮用途記
神祇部 71 〓〔女＋盛〕殿遷宮用途記
神祇部 72 鹿島宮社例伝記
神祇部 72 鹿島宮年中行事
神祇部 72 中郡庄賀茂大明神縁起
神祇部 72 久慈郡薩都宮奉加帳
神祇部 72 那珂郡甲明神奉加帳
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神祇部 73 諏訪大明神絵詞
神祇部 74 近江国別浦八幡縁起
神祇部 74 兵主大明神縁起
神祇部 74 信濃国埴科郡檞原庄中条宮弁財天由来記
神祇部 74 会津高倉社勧進帳
神祇部 74 加州石川郡白山縁起
神祇部 75 厳島御本地
神祇部 76 熊野金剛蔵王宝殿造功日記
神祇部 76 丹生大神宮之儀軌
神祇部 76 熊野本宮古記（憲淳僧正熊野入堂記）
神祇部 76 正応六年高野山官符
神祇部 76 伊予三島縁起
神祇部 77 北野天神御縁起（太宰府安楽寺縁起）
神祇部 77 筑前州大宰府安楽寺菅丞相祠堂記
神祇部 77 由原八幡縁起
神祇部 78 唯一神道名法要集
神祇部 79 兼邦百首歌抄（兼邦神道百首和歌）
神祇部 80 諸社禁忌
神祇部 80 伊勢大神宮参詣精進条々
神祇部 80 大神宮服忌令
神祇部 80 八幡宮社制
神祇部 80 稲荷社家物忌令之事
神祇部 80 新羅社服忌令
神祇部 80 日光山物忌令
帝王部 82 皇代略記
帝王部 85 御幸始部類記
帝王部 86 元弘四年御幸始次第
帝王部 86 応永二十九年八幡御幸次第
帝王部 86 宝治二年宇治御幸記
帝王部 87 建仁元年熊野山御幸記
帝王部 87 正和二年後宇多院高野御幸記
帝王部 88 内裏遷幸部類
帝王部 88 法住寺殿御移徙部類　
補任部 91 将軍次第
補任部 91 執事補任次第
補任部 91 長門国守護職次第
補任部 92 二所太神宮袮宜転補次第
補任部 92 天台座主祇園別当並祇園執行補任次第
補任部 92 宗像大宮司次第
補任部 93 護持僧補任
補任部 93 護持僧次第
補任部 93 任僧綱土代
補任部 94 法中補任
補任部 94 探題次第
補任部 95 大覚寺門跡次第
補任部 95 大覚寺門跡略記
補任部 96 梶井門跡略系譜
補任部 96 青蓮院門跡系譜
補任部 97 勧修寺長吏次第
補任部 97 安井門跡代々相続次第
補任部 97 醍醐寺座主譲補次第
補任部 98 三宝院列祖次第
補任部 98 東寺長者并高野検校等次第
補任部 98 金剛峰寺執行検校阿闍梨補任略記
補任部 98 伝法院座主補任次第
補任部 99 法琳寺別当補任
補任部 100 天台座主記
補任部 101 園城寺長吏次第
補任部 101 天王寺別当次第（四天王寺歴代別当主務次序）
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補任部 101 興福寺々務次第
補任部 103 法隆寺別当次第
伝部 189 上宮皇太子菩薩伝
伝部 189 聖徳太子伝暦
伝部 190 文応皇帝外紀
伝部 190 恒貞親王伝
伝部 190 光台院御室伝（道助親王伝）
伝部 192 東下野守益之墳記
伝部 192 宇喜多和泉守三宅朝臣能家像賛
伝部 192 山県源七郎元之伝
伝部 193 本朝神仙伝
伝部 193 入唐五家伝
伝部 194 本朝法華験記
伝部 195 仁和寺諸師年譜
伝部 196 拾遺往生伝
伝部 197 後拾遺往生伝
伝部 198 三外往生伝
伝部 199 新修往生伝
伝部 200 高野往生伝
伝部 201 真言烈祖表白集
伝部 202 浄土源流章
伝部 203 阿娑縛三国名匠略記
伝部 203 日本名僧伝
伝部 204 行基菩薩伝
伝部 204 行基菩薩行状記
伝部 204 行基菩薩遺骨出現記
伝部 204 鑑真和上三異事
伝部 205 叡山大師伝（伝教大師伝）
伝部 205 伝教大師行業記
伝部 205 伝教大師行状
伝部 206 空海大僧都伝
伝部 206 贈大僧正空海和上伝記
伝部 206 弘法大師御行状集記
伝部 207 弘法大師伝
伝部 209 弘法大師広伝
伝部 210 弘伝略頌抄
伝部 211 延暦寺故内供奉和上行状（光定和尚行状）
伝部 211 慈覚大師伝
伝部 212 智證大師伝
伝部 213 聖宝僧正伝
伝部 213 尊意贈僧正伝
伝部 213 慈慧大師伝
伝部 214 空也誄
伝部 214 元杲大僧都自伝
伝部 214 和州多武峰寺増賀上人行業記
伝部 214 谷阿闍梨伝（光景）
伝部 215 大伝法院本願上人覚鑁伝
伝部 216 黒谷源空上人伝
伝部 217 隆寛律師略伝
伝部 217 聖光上人伝
伝部 217 鎌倉佐介浄刹光明寺開山御伝（記主禅師伝）
伝部 217 泉涌寺不可棄法師伝
伝部 218 三輪上人行状
伝部 218 本願寺聖人親鸞伝絵（親鸞上人伝）
伝部 219 最須敬重絵詞
伝部 220 日蓮上人註画讃
伝部 221 蓮公薩埵伝
伝部 221 蓮公大師年譜
伝部 223 一遍上人行状
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伝部 223 一遍上人年譜略
伝部 223 浄阿上人行状
伝部 223 無人和尚行業記
伝部 223 杲宝僧都事実
伝部 223 貞安上人伝
伝部 224 頼印大僧正行状絵詞
伝部 225 日本国千光法師祠堂記
伝部 225 洛城東山建仁禅寺開山始祖明庵西公禅師塔銘
伝部 225 始祖道元禅師和尚行録
伝部 225 永平寺三祖行業記
伝部 226 水上山万寿開山神子禅師行実
伝部 226 肥前国勅賜水上山興聖万寿禅寺開山勅特賜神子禅師栄尊大和尚年譜
伝部 226 東巌安禅師行実
伝部 227 巨福山建長禅寺開山蘭溪和尚行実
伝部 227 源翁禅師伝

伝部 227
大日本国皇城東五山之上瑞龍山大平興国南禅禅寺開山第一世祖仏心
禅師大明国師無関大和尚塔銘

伝部 227 仏光禅師塔銘
伝部 227 鷲峰開山法灯円明国師行実年譜
伝部 228 仏照禅師塔銘
伝部 228 肥後州大慈寺開山寒岩禅師略伝
伝部 228 仏智禅師伝

伝部 228
大日本国東海道相州路鎌倉県巨福山建長興国禅寺第十代勅諡大通禅
師行実

伝部 228 浄智第四世法海禅師無象和尚行状記
伝部 228 大円禅師伝
伝部 228 東福第八世法照禅師十乗坊行状
伝部 228 東明和尚塔銘
伝部 228 大慈庵仏通禅師行状
伝部 228 勅諡南院国師規庵和尚行状
伝部 228 前住相模州巨福山建長興国禅寺勅諡仏国応供広済国師行録
伝部 229 一山国師妙慈弘済大師行記
伝部 229 大日本国特賜仏燈国師約翁和尚無相之塔銘
伝部 229 東福第十世勅賜仏印禅師直翁和尚塔銘
伝部 229 太秦海生寺開山深山和尚行状
伝部 229 円通大応国師塔銘
伝部 229 古林和尚行実
伝部 230 東福第十一世南山和尚行実
伝部 230 双峰国師年譜略
伝部 230 大燈国師行状
伝部 230 仏日焔恵禅師明極俊大和尚塔銘
伝部 230 河東祇樹一源禅師行状
伝部 230 清拙大鑑禅師塔銘
伝部 230 越之中州黄龍山興化護国禅寺開山勅諡仏林恵日禅師塔銘
伝部 231 日本国京師建仁禅寺高山照禅師塔銘
伝部 231 丹波州氷上郡佐治庄瑞岩山高源寺開山遠溪祖雄禅師之行実
伝部 231 謹具東海和尚行実

伝部 231
勅諡宝覚真空禅師前住大唐京兆翠微寺後住日本京城東山建仁禅寺雪
村大和尚行道記

伝部 231 平田和尚伝
伝部 231 建長禅寺竺仙和尚行道記
伝部 232 海蔵和尚紀年録（虎関和尚紀事録）
伝部 233 天龍開山夢窓正覚心宗普済国師年譜（夢窓国師年譜）
伝部 233 西山夜話　※『和漢図書分類目録』に記載なし。
伝部 233 臨川家訓　※同上。
伝部 233 天龍開山特賜夢窓正覚心宗国師塔銘　※同上。
伝部 234 大梅山開山月林皎禅師行状
伝部 234 大陽和尚行実
伝部 234 智覚庵開山大道和尚行状
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伝部 234 真源大照禅師龍山和尚行状
伝部 234 無極和尚伝
伝部 234 固山鞏和尚行状
伝部 234 下野龍興開山仏厳禅師行状
伝部 235 孤峰和尚行実
伝部 235 広智国師乾峰和尚行状
伝部 235 青井山高成禅寺開山大年大和尚伝
伝部 235 東福二十三世無徳和尚行実
伝部 235 総持第二世峨山和尚行状
伝部 235 日本国建仁禅寺住持月篷見禅師塔銘
伝部 235 東福二十五世古伝和尚伝
伝部 235 日本故建仁別源和尚塔銘并序
伝部 235 寂室和尚行状
伝部 235 無雲天禅師行実
伝部 235 江州永源寺開山円応禅師行状
伝部 236 天応大現国師行状
伝部 236 不聞和尚行状
伝部 236 仏観禅師行状
伝部 236 尾州応夢山定光禅寺開山勅諡覚源禅師平心処斎和尚年譜略
伝部 236 友山和尚伝
伝部 236 古先和尚行状
伝部 236 宗鏡禅師伝
伝部 236 仏種慧済禅師中岩月和尚自歴譜
伝部 237 約庵久禅師略伝
伝部 237 日本南禅寺仏恵広慈禅師在庵大和尚行業
伝部 237 妙興開山円光大照禅師行状
伝部 237 正統下南海和尚伝
伝部 237 弘宗定智禅師行状
伝部 237 吉祥庵清谿和尚行実
伝部 237 芸州永福寺天関冲禅師行実
伝部 237 安養開山勅諡正眼智鑑禅師年譜（大歇和尚年譜）
伝部 237 甲州塩山向岳庵開山抜隊和尚行実
伝部 238 宝幢開山智覚普明国師行業実録
伝部 238 龍湫和尚行状
伝部 238 大明禅寺開山月庵和尚行実
伝部 238 深奥山方広開基無文選禅師行業
伝部 238 密伝正印禅師言外和尚行状
伝部 238 太清和尚履歴略記
伝部 239 東福四十三世性海和尚行実
伝部 239 仏智広照浄印翊聖国師年譜
伝部 239 別峰殊禅師行道記（円光国師行道記）
伝部 239 勝定国師年譜
伝部 239 慧鑑明照禅師道行記
伝部 239 万松山泉龍禅寺普覚円光禅師伝
伝部 239 南禅哲岩浚禅師行状
伝部 239 前南禅一庵麟禅師行状
伝部 239 常光国師行実
伝部 239 普済禅師行記
伝部 240 前相国無求伸禅師行実
伝部 240 松嶺秀禅師行状
伝部 240 岐陽自賛
伝部 240 玉龍山福昌禅寺開山石屋禅師塔銘
伝部 240 東漸和尚伝
伝部 241 勅諡大機弘宗禅師行状
伝部 241 万歳山成道寺寰中和尚
伝部 241 前天龍心関大禅師祖道履歴之記
伝部 241 雲章和尚行状
伝部 241 綿谷瓞禅師行状
伝部 241 特賜宗恵大照禅師行状
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伝部 241 前南禅瑞岩禅師行道記
伝部 241 周防路鹿王山龍文寺開山竹居禅師塔銘
伝部 241 器之禅師塔銘
伝部 242 興宗明教禅師行状
伝部 242 一休和尚行実
伝部 242 東海一休和尚年譜
伝部 242 双林二世中興開山一州和尚行実記
伝部 243 横川和尚伝
伝部 243 正続大宗禅師行状
伝部 243 大興心宗禅師行状
伝部 243 曇英和尚行状
伝部 243 幻住九世一華碩由大禅師行実之状
伝部 243 故大徳仏宗大弘禅師実伝和尚道行記
伝部 243 故大徳正法大聖国師古岳大和尚道行記
伝部 243 春林和尚行実

伝部 243
和泉州大鳥郡堺南荘龍興山南宗禅寺開山前住大徳特賜正覚普通国師
大林和尚塔銘

官職部 244 百官和秘抄
官職部 245 諸司職掌
律令部 246 法曹類林
律令部 247 後妙華寺殿令聞書（一名　桃蕚残輝）
公事部 248 年中行事御障子文
公事部 249 年中行事
公事部 250 口言部類
公事部 251 師遠年中行事
公事部 252 師元年中行事
公事部 253 年中行事抄
公事部 254 師光年中行事
公事部 255 元亨四年歳次甲子年中行事
公事部 255 年中行事大概
公事部 256 樗嚢抄
公事部 257 執政所抄
公事部 258 中山内府元日節会次第
公事部 258 元日宴会次第
公事部 258 元日節会次第
公事部 259 小朝拝部類記
公事部 259 大永二年殿上燕酔記
公事部 260 妙音院相国白馬節会次第
公事部 261 慈眼院関白白馬節会次第
公事部 261 公宣卿白馬節会次第
公事部 261 寛正六年白馬節会次第
公事部 262 公宣卿踏歌節会次第
公事部 262 陽照院准大臣宗綱公踏歌節会次第
公事部 262 寛正六年踏歌節会次第
公事部 263 県召除目次第（職事要）
公事部 263 後陽成院県召除目次第
公事部 264 秋玉秘抄
公事部 265 妙光寺内府除目部類
公事部 266 除目申文抄（職事要愚抄）
公事部 267 長徳二年大間書
公事部 267 享徳二年大間
公事部 268 天文二十年大間
公事部 268 文明七年闕官寄物
公事部 269 長寛二年朔旦冬至記（大外記師元記）
公事部 269 内侍所御神楽部類
公事部 270 御即位次第
公事部 271 御即位由奉幣部類記
公事部 271 淳和天皇御即位記
公事部 271 二条院御即位記（頼業記）
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公事部 271 保元三年番記録
公事部 272 六条院御即位記（師元記）
公事部 272 高倉院御即位記（頼業記）
公事部 272 安徳天皇御即位記（頼業記）
公事部 273 後鳥羽院御即位記（定長記）
公事部 273 順徳院御即位記
公事部 274 花園院御即位記
公事部 274 光厳院御即位記（後円光院関白記）
公事部 274 光明院御即位記（玉英）
公事部 278 元号字抄
公事部 278 元秘抄
公事部 279 改元烏兎記
公事部 279 改元宸記
公事部 280 改元部類（承平～寛治）
公事部 281 改元部類（承平～観応）
公事部 282 改元部類（応和～建久）
公事部 283 改元部類（大治～正慶）
公事部 283 改元部類（康治～康正）
公事部 284 改元部類（永仁～貞治）
公事部 285 改元部類（元亨～文和）
公事部 286 大治改元定記（水日記）
公事部 286 久寿改元定記（朝隆記）
公事部 286 顕時卿改元定記（永暦・応保）
公事部 286 安元改元定記（玉葉）
公事部 287 寿永改元定記（槐林記）
公事部 287 元暦改元定記（九槐記）
公事部 287 兼光卿改元定記（姉言記）
公事部 287 建久改元定記
公事部 287 師重改元定記（大外記中原師重朝臣記）
公事部 288 経光卿改元定記（中光記）
公事部 288 弘安改元定記（吉続記）
公事部 288 実任卿改元定記（継塵記）
公事部 289 延文改元定記（兼綱公記）
公事部 289 貞治改元定事（官記、兼治宿祢記）
公事部 289 応安改元定記（官記、量実宿祢記）
公事部 290 資定卿改元定記
公事部 290 弘治改元定記（不知記）
公事部 291 応和四年革令勘文
公事部 291 文応二年革命定
公事部 291 永享十三年革命勘文
公事部 292 高倉院御元服記（坊槐記）
公事部 293 東宮御元服部類記（冷泉、後三条、二条）
公事部 294 承元二年東宮御元服記（順徳院）
公事部 295 正元元年東宮御元服部類記（亀山院）
公事部 296 元徳二年東宮御元服記（光厳院）
公事部 296 永正九年若宮御元服記
公事部 296 東宮元服祝文
公事部 297 親王御元服部類記
公事部 298 相国拝賀部類記
公事部 298 大納言拝賀部類記
公事部 299 中納言拝賀部類記
公事部 299 実躬卿中納言慶申并着陣事
公事部 300 参議拝賀部類記
公事部 301 逍遙院内府蔵人頭拝賀次第
公事部 301 称名院内大臣公条公蔵人頭拝賀並従事次第
公事部 301 康親卿蔵人頭拝賀従事次第　附御教書案
公事部 301 夕郎五代拝賀記
公事部 301 五辻諸仲拝賀記
公事部 302 次将拝賀部類
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公事部 302 少将申慶次第
公事部 303 水黄記抄
公事部 304 公卿宣下抄
公事部 305 臨時簡要抄
公事部 306 宣旨類
公事部 307 雑筆要集
公事部 308 参軍要略抄
公事部 308 廷尉故実
公事部 309 中外抄上
公事部 310 吉口伝
装束部 311 年中諸公事装束要抄
装束部 312 野槐服飾抄
装束部 313 衛府官装束抄
装束部 313 衛府長装束抄
装束部 313 衛府具抄
装束部 314 橘以国装束抄（文章不足口伝抄）
装束部 314 浅浮抄
装束部 314 大嘗会小忌抄
装束部 315 凶服部類
装束部 316 装束図式
文筆部 317 類聚句題抄
文筆部 318 小野僧正請雨経法賀雨詩
文筆部 318 三十五文集
文筆部 319 高野雑筆集
文筆部 320 花上集
文筆部 320 百人一首（横川百人一首）
文筆部 322 竺仙和尚天柱集
文筆部 324 旱霖集
文筆部 325 碧雲稿
文筆部 326 木蛇詩（豩菴集）
文筆部 327 続翠詩集
文筆部 328 猿吟集
文筆部 330 九淵詩稿
文筆部 331 村庵小稿
文筆部 332 狂雲集
文筆部 333 続狂雲詩集
文筆部 335 薝蔔集
文筆部 337 宜竹残稿
文筆部 338 梅花無尽蔵
文筆部 339 天陰語録
文筆部 341 日下一木集
文筆部 342 幻雲稿
文筆部 343 角虎道人文集
文筆部 344 三益稿
文筆部 345 三益艶詩
文筆部 346 松陰吟稿
文筆部 347 冷泉集
文筆部 348 梅溪稿
文筆部 349 梅屋和尚文集
文筆部 350 三脚稿
文筆部 351 枯木稿
文筆部 353 金鉄集
文筆部 354 清溪稿
文筆部 355 万瑛初禅師文集
文筆部 356 宿蘆稿
文筆部 357 南陽藁
文筆部 358 大覚禅師鏡像紀実
文筆部 358 雨珠記
文筆部 358 法燈国師〓〔足＋孛〕跳賛
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文筆部 358 頂相霊験記
文筆部 358 洛陽智恩寺松蔭硯銘并序
消息部 359 東山往来書状集上
消息部 361 庭訓往来
消息部 362 遊学往来
消息部 363 新札往来
消息部 364 類聚往来
和歌部 369 東撰六帖
和歌部 370 拾遺風体和歌集
和歌部 373 飛月集
和歌部 374 二八要抄
和歌部 375 中古六歌仙
和歌部 375 自賛歌
和歌部 375 新百人一首
和歌部 376 為相卿千首
和歌部 379 栄雅千首
和歌部 382 正治二年院御百首
和歌部 383 後花園院御百首
和歌部 383 文明十五年将軍家百首
和歌部 384 応永二十一年頓証寺法楽百首
和歌部 384 永享九年住吉社奉納百首
和歌部 384 永享十年石清水社奉納百首
和歌部 384 永享十一年石清水社奉納百首
和歌部 384 永享十三年松尾社法楽百首
和歌部 385 文明四年玉津島社法楽仮名題百首和歌
和歌部 385 文明九年石清水社法楽百首
和歌部 385 内裏百首続歌（明応四年水無瀬宮法楽百首）
和歌部 385 明応七年住吉社法楽百首
和歌部 386 後鳥羽院御百首
和歌部 386 土御門院御百首
和歌部 386 順徳院御百首和歌
和歌部 387 伏見院御百首
和歌部 387 後小松院御百首
和歌部 387 後土御門院御百首
和歌部 387 後奈良院御百首
和歌部 387 正親町院御百首
和歌部 388 貞常親王御百首
和歌部 389 等持院殿百首
和歌部 389 宝篋院殿百首
和歌部 389 後普光園院殿百首和歌
和歌部 389 三条相国百首
和歌部 389 称名院殿句題百首
和歌部 391 為相卿百首
和歌部 392 入道大納言雅庸卿百首（御着到百首）
和歌部 394 長綱百首
和歌部 394 太田道灌花月百首
和歌部 394 蜷川新右衛門親当詠百首
和歌部 396 正徹百首
和歌部 397 心敬僧都百首
和歌部 399 建仁元年仙洞五十首
和歌部 400 天正五年親王家五十首
和歌部 400 大永二年恋五十首
和歌部 400 大膳権大夫行文家集
和歌部 401 万寿元年高陽院行幸和歌(殿宴和歌)
和歌部 401 嘉応元年宇治別業和歌
和歌部 401 承久元年最勝四天王院名所障子和歌
和歌部 401 正嘉三年北山行幸和歌
和歌部 401 正応五年厳島社頭和歌
和歌部 402 正和三年詠法華経和歌
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和歌部 402 長享元年竹内僧正句題和歌
和歌部 402 大永六年内裡御屏風和歌
和歌部 402 大永六年内裡御屏風和歌
和歌部 402 大永六年中務卿貞敦親王御屏風和歌
和歌部 402 文禄元年長寿院内府九十賀和歌
和歌部 403 経旨和歌（夢中和歌）
和歌部 403 心敬僧都十体和歌
和歌部 404 日本紀竟宴和歌
和歌部 406 百詠和歌
和歌部 408 正治二年三百六十番歌合
和歌部 409 正治二年十月一日歌合
和歌部 409 正安元年五種歌合
和歌部 409 文和年中二十五番歌合
和歌部 410 嘉吉三年二月十日前摂政家歌合
和歌部 411 文明十三年十一月十五日三十番歌合
和歌部 412 陽成院歌合
和歌部 412 河原院歌合
和歌部 412 多武峯往生院千代君歌合
和歌部 412 範永宅歌合
和歌部 412 歌絵合
和歌部 412 金玉歌合
和歌部 412 頓阿勝負付歌合
和歌部 413 定家卿百番自歌合
和歌部 414 素純百番自歌合
和歌部 415 正広三百六十番自歌合
和歌部 416 十市遠忠五十番歌合
和歌部 417 十市遠忠百番歌合
和歌部 418 十市遠忠百五十番歌合
和歌部 419 岩山道堅自歌合
和歌部 419 貞徳五十番自歌合
和歌部 419 貞徳十五番自歌合
和歌部 420 長承二年相撲立詩歌合
和歌部 420 三十六番相撲立詩歌合
和歌部 420 和漢名所詩歌合
和歌部 421 定家卿独吟詩歌
和歌部 421 朗詠題詩歌下
和歌部 422 永徳元年室町亭行幸詩歌
和歌部 422 文明年中応制詩歌
和歌部 422 文亀二年春日社法楽五十首和歌
和歌部 422 永禄五年一乗谷曲水宴詩歌
和歌部 422 畠山匠作亭詩歌
和歌部 423 後鳥羽院御集
和歌部 424 順徳院御集
和歌部 425 光厳院御集
和歌部 425 式部卿邦高親王御集
和歌部 426 等持院贈左府御集
和歌部 427 慈照院准后御集
和歌部 428 後福照院殿御詠草
和歌部 428 後妙華寺殿御詠草
和歌部 429 中園相国御集（洞院公賢公家集）
和歌部 430 権中納言定頼卿集
和歌部 431 権中納言為相卿集（藤谷和歌集）
和歌部 432 入道大納言為兼卿集
和歌部 433 前大納言為広卿集（清玉集　上冷泉為広詠草）
和歌部 434 前大納言為広卿詠草
和歌部 435 前参議教長卿集（貧道集）
和歌部 436 前参議為冬卿集
和歌部 437 前参議時慶卿集
和歌部 438 参議時直卿集
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和歌部 439 藤原為頼朝臣集
和歌部 439 大江匡衡朝臣集
和歌部 439 藤原家経朝臣集
和歌部 440 平忠盛朝臣集（故刑部卿詠）
和歌部 440 藤原信実朝臣集
和歌部 441 紀伊国造従三位俊長家集
和歌部 441 松田丹後守貞秀集
和歌部 442 心珠詠藻
和歌部 443 大江元就卿詠草
和歌部 443 木下勝俊朝臣集
和歌部 444 珍誉法印和歌
和歌部 444 沙弥寂身集　附登蓮法師恋百首
和歌部 445 閑谷集
和歌部 445 閑放集
和歌部 446 権大僧都心敬集
和歌部 447 道堅法師詠草
和歌部 448 和泉式部続集
和歌部 449 馬内侍集
和歌部 449 源重之女集
和歌部 449 殷富門院大輔集
和歌部 449 後堀河院民部卿典侍集
和歌部 449 権大納言典侍集
和歌部 454 後撰集正義
和歌部 455 難後拾遺抄
和歌部 456 古今打聞（秘蔵抄）
和歌部 456 新撰髄脳
和歌部 457 和歌深秘抄
和歌部 457 桂明抄
和歌部 458 古来風体抄
和歌部 459 今来風体抄
和歌部 461 袋草紙遺編
和歌部 462 井蛙抄
和歌部 463 清巌茶話
和歌部 464 竹園抄
和歌部 464 時秀卿聞書
和歌部 464 かりねのすさみ
和歌部 466 釣舟
和歌部 467 綺語抄
和歌部 469 歌林良材集
和歌部 470 明月記抄出
連歌部 471 竹林抄
連歌部 472 紫野千句
連歌部 473 文安月千句
連歌部 474 宝徳千句
連歌部 475 河越千句
連歌部 476 熊野千句
連歌部 480 至徳二年石山百韻
連歌部 480 宝徳三年三代集作者百韻
連歌部 480 宝徳三年以呂波百韻
連歌部 480 寛正五年将軍家百韻
連歌部 480 長享二年水無瀬三吟百韻
連歌部 480 明応三年新撰筑波祈念百韻
連歌部 480 明応五年本式連歌百韻
連歌部 480 大永元年伊勢物語詞百韻
連歌部 481 天文二十二年尼子晴久夢想披百韻
連歌部 481 天正七年定家卿色紙開百韻
連歌部 482 天正十年明智光秀張行百韻
連歌部 482 一条殿御会源氏国名百韻
連歌部 482 応永元年後小松院御独吟和漢聯句
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連歌部 482 応仁二年後花園院御独吟百韻
連歌部 482 延徳三年後土御門後柏原両院御百韻
連歌部 482 応仁元年慈照院殿御独吟百韻
連歌部 482 永正二年兼載独吟蘆名家祈祷百韻
連歌部 482 大永八年宗長独吟名号百韻
連歌部 483 賀茂社法楽宗牧独吟名所百韻
連歌部 483 肖柏独吟観世音名号百韻
連歌部 483 文章連歌五十韻
連歌部 483 真壁道無闇礫軒追善兼如五十韻
連歌部 485 萱草　下巻
連歌部 489 壁草　下巻
連歌部 493 梵灯庵返答書
連歌部 493 梵灯庵主袖下集
連歌部 494 宗祇袖下
連歌部 495 花能万賀喜
連歌部 495 馬上集
連歌部 496 白髪集
連歌部 497 心敬僧都庭訓
連歌部 497 比登理言
連歌部 498 連珠合璧集
連歌部 500 胸中抄
連歌部 500 闇夜一灯
連歌部 500 連歌執筆次第
物語部 502 松浦宮物語
物語部 503 唐物語
物語部 504 堤中納言物語
物語部 505 宇治大納言物語
物語部 507 岩屋能草紙
物語部 508 転寝草紙
物語部 508 初瀬物語
物語部 509 嵯峨物語
物語部 509 幻夢物語
物語部 510 山路乃露
物語部 511 伊勢物語知顕抄
物語部 512 伊勢物語愚見抄
物語部 514 伊勢物語肖聞抄
物語部 515 伊勢物語惟清抄
物語部 516 源氏物語千鳥抄
物語部 517 類字源語抄
物語部 518 源氏物語和秘抄
物語部 519 箒木別註（雨夜談抄）
物語部 520 伏屋塵
物語部 521 狭衣物語下紐
紀行部 524 室町殿伊勢参宮記
紀行部 524 白川紀行
紀行部 524 さのゝわたり
紀行部 524 美濃路紀行
管弦部 532 吉野吉水院楽書
管弦部 533 神楽血脈
管弦部 533 和琴血脈
管弦部 533 鳳笙師伝相承
管弦部 533 篳篥師伝相承
管弦部 533 郢曲相承次第
管弦部 533 鳳笙師伝相承
管弦部 533 篳篥師伝相承
管弦部 533 催馬楽師伝相承
管弦部 533 大家笛系図
管弦部 534 神楽歌注秘抄（梁塵愚案抄）
管弦部 535 催馬楽注秘抄（梁塵愚案抄）
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蹴鞠部 536 内外三時抄
蹴鞠部 536 蹴鞠条々大概（蹴鞠十箇条）
蹴鞠部 537 晩学抄
蹴鞠部 537 蹴鞠百首和歌
蹴鞠部 538 蹴鞠百五十箇条
蹴鞠部 539 蹴鞠九十九箇条
蹴鞠部 540 松下十巻抄
遊戯部 551 三条家薫物書
遊戯部 551 四辻家薫物書
遊戯部 552 香炉之巻
遊戯部 552 某家名香合
遊戯部 553 池坊専応口伝
遊戯部 553 慶長四年百瓶華
遊戯部 553 小廬石詩　※『和漢図書分類目録』に記載なし。
遊戯部 553 盆松詩　※同上。
遊戯部 554 撰要目録巻
遊戯部 554 宴曲集
遊戯部 555 宴曲抄
遊戯部 556 真曲抄
遊戯部 556 究百集
遊戯部 557 拾菓集
遊戯部 558 拾菓抄
遊戯部 558 別紙追加曲
遊戯部 559 玉林苑
遊戯部 560 平家勘文録
遊戯部 560 和謡分国記
遊戯部 560 文禄二年禁裡御能組
遊戯部 561 申楽聞書
遊戯部 561 禅林小歌
遊戯部 562 閑唫集
飲食部 563 式三献七五三膳部記
飲食部 563 山内料理書
飲食部 564 食物服用之巻
飲食部 565 料理物語
飲食部 566 神谷宗湛筆記
飲食部 567 長闇堂記
飲食部 568 紹鴎袋棚記
飲食部 568 紹鴎茶湯百首
飲食部 568 利休台子かざり様之記
飲食部 568 利休客之次第
飲食部 569 茶器名物集
飲食部 570 茶道秘伝
飲食部 570 喫茶雑話
合戦部 571 将門純友東西軍記
合戦部 571 泰衡征伐物語
合戦部 572 承久兵乱記
合戦部 573 竹崎五郎絵詞
合戦部 575 永享記
合戦部 577 嘉吉物語
合戦部 578 長禄記
合戦部 578 応仁乱消息
合戦部 579 細川勝元記
合戦部 580 官地論
合戦部 580 長享年後畿内兵乱記
合戦部 581 細川政元記
合戦部 581 瓦林政頼記
合戦部 582 道家祖看記
合戦部 582 立入左京亮宗継入道隆佐記
合戦部 583 舟岡山軍記



『続群書類従』原本　15

合戦部 589 惟任退治記
合戦部 589 太閤紀州発向記
合戦部 589 太閤四国発向並北国御動座記
合戦部 589 太閤任官記
合戦部 590 朝鮮記（大河内物語）
合戦部 592 細川忠興軍功記
合戦部 593 脇坂記
合戦部 594 中村一氏記（中村家覚書）
合戦部 594 一柳家記
合戦部 596 大和記
合戦部 597 関岡家始末
合戦部 598 勢州軍記
合戦部 599 峯軍記
合戦部 599 朝日物語（祖父物語）
合戦部 599 清須合戦記
合戦部 599 名古屋合戦記
合戦部 600 牛久保記
合戦部 601 今川家譜
合戦部 602 今川記（富麓記）
合戦部 604 三帥戦略（謙信家記）
合戦部 605 甲乱記
合戦部 606 武田勝頼滅亡記
合戦部 606 依田記
合戦部 607 湘山星移集
合戦部 611 里見軍記
合戦部 612 土気古城再興伝来記
合戦部 612 土気城双廃記
合戦部 612 土気東金両酒井記
合戦部 613 国府台戦記（鴻台前記）
合戦部 613 鴻台戦記（鴻台後記）
合戦部 615 土岐累代記
合戦部 616 土岐斎藤軍記
合戦部 617 兼山記
合戦部 617 堂洞軍記
合戦部 618 飛騨国治乱記
合戦部 619 大塔軍記
合戦部 619 蘆田記
合戦部 620 寿斎記
合戦部 620 川中島合戦記
合戦部 621 赤羽記
合戦部 622 松陰私語
合戦部 624 新田老談記
合戦部 626 唐沢軍談
合戦部 627 唐沢城老談記
合戦部 628 那須記
合戦部 628 仙道記
合戦部 630 東奥軍記
合戦部 631 和賀一揆次第（和賀郡岩崎一揆之次第）
合戦部 631 九戸記
合戦部 632 最上義光物語
合戦部 633 矢島十二頭記
合戦部 634 越州軍記
合戦部 635 加越登記
合戦部 636 謙信軍記
合戦部 637 丹州三家物語
合戦部 638 三刀谷記
合戦部 639 播州佐用軍記
合戦部 640 備前文明乱記
合戦部 640 妙善寺合戦記
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合戦部 641 備中兵乱記
合戦部 642 毛利記
合戦部 643 太田水責記
合戦部 643 湯川彦右衛門覚書
合戦部 644 三好記
合戦部 645 長元物語
合戦部 646 長曽我部元親記
合戦部 648 宗像軍記
合戦部 649 豊後陳聞書（黒田如水記）　※豊後陣聞書
合戦部 650 豊後崩聞書
合戦部 650 黒田長政記
合戦部 651 安西軍略
合戦部 651 有馬晴信記
合戦部 652 清正記
合戦部 653 清正行状
合戦部 654 島津家記
武家部 655 式目新編追加
武家部 656 新式目
武家部 656 長曽我部元親式目
武家部 657 延徳二年将軍宣下記（恵林院殿将軍宣下記）
武家部 657 永正五年将軍宣下次第（准后宣下次第）
武家部 658 慈照院殿御髪置記
武家部 658 常徳院殿御髪置記
武家部 658 慈照院殿大将拝賀編目
武家部 659 慈照院殿年中行事
武家部 660 年中恒例記
武家部 660 御散飯供御調進次第
武家部 661 長禄年中御対面日記
武家部 661 天正年中御対面記
武家部 663 文禄三年御成賀州亭時覚
武家部 663 天文三年浅井備前守饗応記
武家部 663 天正十年安土御献立
武家部 663 天正十八年毛利亭御成記
武家部 664 御内書案（京都将軍家古状）
武家部 665 御内書引付
武家部 666 玄以法印下知状
武家部 667 御的日記
武家部 668 百手次第聞書之事
武家部 668 射御拾遺抄
武家部 668 弓馬問答
武家部 669 佐竹宗三聞書
武家部 669 武田弓箭故実
武家部 669 武田射礼日記
武家部 670 弓張記
武家部 671 矢代記
武家部 671 円物之事
武家部 671 挟物之記
武家部 671 丸物草鹿之記
武家部 672 岡本記
武家部 673 山名家犬追物記
武家部 674 犬追物検見記
武家部 674 検見故実
武家部 675 犬追物葛袋
武家部 675 犬追物日記勢鏡
武家部 675 犬追物明鏡之記
武家部 676 犬追物益鏡
武家部 676 犬追物付紙日記
武家部 676 犬追物草根集
武家部 676 犬追物手組日記
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武家部 677 笠懸射手体配記
武家部 677 笠懸聞書
武家部 678 羽形図
武家部 679 諸鞍日記
武家部 679 大坪道禅鞍鐙事記
武家部 679 鞍鐙寸法記
武家部 679 枢要集
武家部 680 斎藤流手綱之秘書
武家部 680 小笠原流手綱之秘書
武家部 681 三議一統大双紙（当家弓法集）
武家部 682 了俊大草紙
武家部 683 京極大草紙
武家部 684 小笠原入道宗賢記
武家部 685 伊勢貞親以来伝書
武家部 686 伊勢兵庫頭貞宗記
武家部 687 伊勢備後守貞明覚悟記
武家部 687 伊勢六郎左衛門尉貞順記
武家部 687 伊勢貞順豹文書
武家部 688 伊勢貞興返答書
武家部 688 伊勢貞久武雑記
武家部 689 伊勢貞満筆記
武家部 689 伊勢貞助雑記
武家部 690 常照愚草
武家部 690 道照愚草
武家部 691 中島摂津守宗次記
武家部 691 河村誓真聞書
武家部 691 河村誓真雑々記
武家部 692 沢巽阿弥覚書
武家部 692 岩村意休産所聞書
武家部 692 宮参次第
武家部 693 豊記抄
武家部 693 故実聞書
武家部 694 鳥板記
武家部 694 魚板記
武家部 695 人唐記
武家部 695 人賢記（武雑記）
武家部 696 大名出仕記
武家部 696 諸家参会記
武家部 697 風呂記
武家部 698 酌并記
武家部 699 酌次第
武家部 700 嫁取故実
武家部 700 女房故実（御産所記）
武家部 701 女房進退
武家部 701 女房筆法
武家部 702 今川了俊書札礼
武家部 702 曽我兵庫頭八十箇条
武家部 703 書簡故実
武家部 704 沙汰未練書
武家部 704 式目聞書
武家部 705 兵具雑記
武家部 705 出陣日記
武家部 705 軍陣之聞書
武家部 705 軍中故実
武家部 706 兵将陣訓略要鈔
武家部 707 武田家諸士起請文
武家部 707 佐竹氏旧記
武家部 707 海津城主次第
武家部 708 慶長三年大名帳
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武家部 708 慶長十六年禁裏御普請帳
武家部 709 織田内府分限帳
武家部 710 浮田家分限帳
武家部 710 京極家分限帳
武家部 712 成田家分限帳
武家部 713 里見家分限帳
武家部 714 福島正則分限帳
武家部 715 加藤清正侍帳
武家部 715 相馬家士由緒書
釈家部 716 仏法伝来次第
釈家部 716 仏法由来集
釈家部 716 如来歯舎利伝来記
釈家部 717 日本感霊録
釈家部 718 地蔵霊験記（花慕記）
釈家部 719 御質抄
釈家部 720 後七日御修法由緒作法
釈家部 720 後七日御修法部類
釈家部 721 永治二年真言院御修法記
釈家部 721 養和二年後七日御修法記
釈家部 722 文治五年真言院御修法日記
釈家部 722 建保三年後七日御修法記
釈家部 722 永享六年後七日修法記
釈家部 723 維摩会記
釈家部 723 永禄六年維摩会日記
釈家部 725 祈雨日記
釈家部 726 雨言雑秘記
釈家部 727 永久五年祈雨日記
釈家部 727 建久二年祈雨日記
釈家部 728 祈雨法記
釈家部 728 永久五年請雨経法記
釈家部 728 永久五年請雨経法支度注進状
釈家部 728 永久五年請雨経御修法支度記
釈家部 728 水天供現行記
釈家部 728 止風雨法記
釈家部 729 孔雀経法記大御室以後
釈家部 729 建久三年孔雀経法記
釈家部 730 孔雀経法記北院御室以後
釈家部 730 孔雀経御修法記（文永-元亨）
釈家部 734 熾盛光法日記集
釈家部 734 永仁年中北斗法記
釈家部 734 徳治二年北斗法記
釈家部 736 五壇法記
釈家部 736 七仏薬師法現行記
釈家部 736 四天王法記
釈家部 738 正元元年仁王法雑事
釈家部 738 仁王経法勤例
釈家部 739 仁王経修法問答
釈家部 740 保延六年如法尊勝法記
釈家部 740 寿永二年転法輪法記
釈家部 740 応安三年如意輪法記
釈家部 740 弘安四年異国御祈祷記
釈家部 740 大永三年室町殿護摩記
釈家部 740 応長元年竪義記
釈家部 741 如法経手記
釈家部 742 文治二年神宮大般若経転読記（俊乗坊参宮記）
釈家部 742 康正二年八社仁王経御読経記
釈家部 743 伏見院御落飾記（岡本関白家平公記）
釈家部 743 大宮院御得度記
釈家部 746 弘仁三年高雄山灌頂暦名
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釈家部 746 亀山院御灌頂記
釈家部 746 後宇多院御灌頂記
釈家部 747 中御室御灌頂記
釈家部 747 尊快親王御灌頂資記
釈家部 748 遍智院法印灌頂資記
釈家部 748 中性院法印灌頂資記
釈家部 748 蓮蔵院僧正実深灌頂資記　※『和漢図書分類目録』に記載なし。
釈家部 748 尊性親王御入壇記
釈家部 748 義賢大僧正入壇記
釈家部 750 東南院御受与記
釈家部 751 光明峰寺殿伝法灌頂記
釈家部 753 嘉元四年結縁灌頂記
釈家部 754 建武二年結縁灌頂記（後京極院三回御忌）
釈家部 755 永和二年結縁灌頂記（光厳院十三回聖忌）
釈家部 756 延文四年結縁灌頂記（等持院殿一周忌）
釈家部 756 康暦元年結縁灌頂記（宝篋院殿十三回忌）
釈家部 757 観音院恒例結縁灌頂記
釈家部 757 東寺宝泉院結縁灌頂雑記
釈家部 758 宸筆御八講記
釈家部 759 文永七年宸筆御八講記
釈家部 760 応安三年禁中御八講記
釈家部 761 公武御八講部類
釈家部 762 武家御八講部類
釈家部 762 等持院御八講記
釈家部 763 大治二年万陀羅供次第
釈家部 764 法守親王曼陀羅供次第
釈家部 765 応安七年曼荼羅見聞略記（後光厳院尽七日御法会）
釈家部 765 永享十一年曼荼羅供記（後小松院七回聖忌）
釈家部 766 永享十二年曼荼羅供雑記（称光院十三回聖忌）
釈家部 766 永禄元年曼荼羅供雑記（後柏原院十三回聖忌）
釈家部 767 文亀二年曼荼羅供記（後花園院三十三回聖忌）
釈家部 768 応永十三年禁裏御懺法講記
釈家部 768 応永二十一年仙洞御懺法講記
釈家部 769 諸寺略記
釈家部 771 法綱儀
釈家部 771 金剛抄
釈家部 772 清水寺縁起
釈家部 772 清水寺縁起詞書
釈家部 772 清水霊験記
釈家部 773 東要記
釈家部 774 東寺要集
釈家部 775 東長儀
釈家部 776 東寺長者拝堂記
釈家部 776 康永四年栄海僧正拝堂并御影供記
釈家部 776 永享六年禅信僧正拝堂并御影供記
釈家部 777 至徳二年道快僧正拝堂下行物記
釈家部 777 東寺大塔升形銘
釈家部 777 東寺造営文書符案
釈家部 778 醍醐寺要書
釈家部 778 醍醐寺初度具書
釈家部 778 憲深座主拝堂記
釈家部 779 弘鑁口説
釈家部 780 澄心寺縁起
釈家部 780 勧修寺旧記
釈家部 780 安祥寺資財帳
釈家部 781 永久二年白河御堂供養記
釈家部 782 護国寺供養記
釈家部 783 誓願寺縁起
釈家部 784 真如堂縁起
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釈家部 784 廬山寺縁起
釈家部 786 大雲寺縁起
釈家部 786 大雲寺諸堂記
釈家部 786 鞍馬蓋寺縁起
釈家部 786 大悲山寺縁起
釈家部 787 広隆寺供養日記
釈家部 787 広隆寺資財校替実録帳
釈家部 788 神護寺旧記
釈家部 788 高山寺縁起
釈家部 789 清涼寺縁起
釈家部 790 二尊院縁起
釈家部 790 天龍紀年考略
釈家部 790 西方寺縁起
釈家部 791 常住寺仏舎利記
釈家部 791 三鈷寺抅留如来縁起
釈家部 791 天文八年三鈷寺修造勧化疏
釈家部 791 即成院縁起
釈家部 791 本浄山羽賀寺縁起
釈家部 792 七大寺年表
釈家部 792 七大寺日記
釈家部 793 東大寺縁起
釈家部 794 東大寺具書
釈家部 795 貞観三年大仏供養日記
釈家部 795 東大寺勅封蔵開検目録
釈家部 796 興福寺伽藍縁起
釈家部 796 興福寺旧記
釈家部 796 興福寺現住僧帳
釈家部 796 二月堂縁起
釈家部 797 西大寺資財流記帳
釈家部 797 西大寺光明真言縁起
釈家部 798 法隆寺縁起資財帳
釈家部 799 長谷寺霊験記
釈家部 800 薬師寺縁起
釈家部 800 法蓮院釈迦堂修造勧進帳
釈家部 800 内山寺記（応永二十六年真言堂盗人入時日記）
釈家部 800 久米寺流記
釈家部 800 宀一山記
釈家部 800 室生山舎利相伝縁起
釈家部 800 隆池院縁起
釈家部 801 河内国小松寺縁起
釈家部 801 師子窟寺縁起
釈家部 801 西琳寺文永注記
釈家部 801 西琳寺流記
釈家部 801 藤井寺勧進帳
釈家部 802 荒陵寺御手印縁起
釈家部 802 天王寺旧記
釈家部 802 勝福寺鋳鐘勧進帳
釈家部 802 広厳寺縁起
釈家部 802 中山寺縁起
釈家部 803 伊勢国多度神宮寺伽藍縁起并資財帳
釈家部 803 宏徳寺記
釈家部 803 朝熊山縁起
釈家部 804 尾張国笠寺縁起
釈家部 804 駿河国久能寺縁起
釈家部 804 相模国大山寺縁起
釈家部 804 鎌倉五山記
釈家部 804 光触寺頬焼阿弥陀縁起
釈家部 805 江戸浅草寺縁起
釈家部 805 川口善光寺縁起
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釈家部 806 山家要記浅略
釈家部 808 三塔諸寺縁起
釈家部 809 応永三年山門大講堂供養記
釈家部 809 文明七年天台座主補任式
釈家部 809 天台座主登山次第
釈家部 809 応保二年叡山衆徒披陳状　※表紙目録「応保二年叡山衆徒披陣状」
釈家部 810 寺徳集
釈家部 811 寺門高僧記
釈家部 811 三井寺金堂東大門勧進帳
釈家部 814 善光寺縁起
釈家部 815 伯耆国大山寺縁起
釈家部 816 播磨国書写山縁起
釈家部 816 書写山旧記
釈家部 816 峰相記
釈家部 817 高野山記
釈家部 817 高野山官符
釈家部 817 高野山奥院興廃記
釈家部 817 金剛峰寺建立修行縁起
釈家部 818 後白河院御起請
釈家部 818 高野山御幸御出記
釈家部 818 高野山順礼記
釈家部 819 粉河寺縁起
釈家部 820 道成寺絵詞
釈家部 820 淡路国諭鶴羽山勧進状
釈家部 820 阿波国井戸寺勧進帳
釈家部 820 太龍寺縁起
釈家部 820 摩尼珠山高越寺私記
釈家部 820 土佐国蹉跎山縁起
釈家部 821 和漢禅刹次第
釈家部 822 伝教大師消息
釈家部 823 真言諸山符案
釈家部 824 表白集
釈家部 825 表白集
釈家部 826 願文集
釈家部 827 江都督願文集（欠本）
釈家部 827 諷誦願文旧草
釈家部 828 願文集（菅芥集）
釈家部 829 巻数集（残欠）
釈家部 830 泉涌寺諷誦類
釈家部 832 晦庵稿
釈家部 833 長弁私案抄
釈家部 834 三家撰集目録
釈家部 834 勅撰法相宗章疏目録
釈家部 835 東域伝灯目録
釈家部 836 北院御室拾要集
釈家部 836 妙香院宮御参務日記
釈家部 837 愚昧発心集
釈家部 837 為盛発心集
釈家部 838 無住妻鏡
釈家部 839 我慢抄
釈家部 840 一言芳談
釈家部 841 仁空置文
釈家部 841 真慧上人定
釈家部 843 三宝院伝法血脈
釈家部 844 醍醐報恩院血脈
釈家部 844 醍醐無量寿院法流相承
釈家部 845 入唐記
釈家部 845 先徳略名
釈家部 846 諡号雑記
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釈家部 847 諸宗勅号記
釈家部 848 素絹記
釈家部 849 僧用集
釈家部 850 肝心集
雑部 851 神皇正統録
雑部 854 十三代要略
雑部 856 東寺王代記
雑部 859 立川寺年代記
雑部 860 奈良年代記
雑部 860 暦仁以来年代記
雑部 861 享禄以来年代記
雑部 862 永禄以来年代記
雑部 862 永禄以来大事記
雑部 864 天延二年記
雑部 865 南都衆徒入洛記
雑部 865 仁和寺日次記
雑部 866 房玄法印記
雑部 868 延文四年記
雑部 868 正長元年記
雑部 868 長禄二年記
雑部 872 見聞私記
雑部 872 見聞雑記
雑部 873 和漢合図抜萃
雑部 873 弘長記
雑部 876 鶴岡事書案
雑部 877 会津塔寺村八幡宮長帳
雑部 882 続善隣国宝外記
雑部 883 秘府略
雑部 885 世俗諺文
雑部 886 明文抄
雑部 887 平他字類抄
雑部 888 反音抄
雑部 888 琑玉集
雑部 889 撮壌集
雑部 891 薬経太素
雑部 894 香字抄
雑部 895 香要抄
雑部 897 医略抄
雑部 897 遐年要抄
雑部 898 長生療養方
雑部 899 医家千字文
雑部 900 衛生秘要抄
雑部 901 延寿類要
雑部 902 延寿撮要
雑部 903 伝屍病二十五方
雑部 903 家伝心牛脈治口決
雑部 903 両目秘伝書
雑部 904 金瘡秘伝
雑部 906 簠簋内伝金烏玉卯集宣明暦経
雑部 907 方角禁忌
雑部 908 宿曜運命勘録
雑部 908 本命抄
雑部 908 建天全書
雑部 910 三宝吉日
雑部 911 吉日考秘伝
雑部 912 永久三年暦
雑部 912 建暦四年暦
雑部 912 貞応二年暦
雑部 912 延慶三年暦
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雑部 912 応永十八年暦
雑部 912 長禄三年暦
雑部 913 麒麟抄
雑部 914 烏羽玉霊抄
雑部 914 定家卿筆諌口決
雑部 915 心底抄
雑部 915 行房右筆条々
雑部 915 行季二十箇条
雑部 916 鳳朗集
雑部 916 筆法礼儀集
雑部 917 玉章秘伝抄
雑部 918 金玉積伝集
雑部 919 梅庵古筆伝
雑部 920 儒林拾要
雑部 921 妙香院宮御院参引付
雑部 922 仁和寺諸記抄
雑部 923 醍醐寺雑事記
雑部 924 醍醐枝要抄
雑部 925 醍醐雑抄
雑部 925 重酉抄
雑部 925 浄修房雑日記
雑部 926 姓名録抄
雑部 927 明翰抄
雑部 927 雑訴決断所結番交名
雑部 928 諸国鍛冶寄
雑部 929 諸国鍛冶系図
雑部 930 口遊
雑部 931 掌中歴
雑部 934 富家語談
雑部 934 立車記
雑部 934 後三条相国抄
雑部 934 後押小路内府抄
雑部 934 上杉問答
雑部 935 多々良問答
雑部 936 塵滴問答
雑部 937 人鏡論
雑部 938 世鏡抄
雑部 939 童訓略頌類纂
雑部 940 百椿集
雑部 942 西行物語
雑部 943 長明四季物語
雑部 944 歌林四季物語
雑部 945 至要鈔
雑部 945 仲文章
雑部 946 菅家遺誡
雑部 946 君子集
雑部 946 君慎
雑部 946 仮名教訓
雑部 947 多胡辰敬家訓
雑部 947 伊勢貞親教訓
雑部 947 尾篭集
雑部 948 五常内義抄
雑部 949 金言類聚抄
雑部 950 注好選集
雑部 952 康頼宝物集
雑部 953 撰集抄
雑部 954 閑居友
雑部 956 蕉窓夜話
雑部 957 蠡測集
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雑部 958 戴恩記
雑部 959 貞徳翁筆記
雑部 959 寒川入道筆記
雑部 960 月刈藻集
雑部 962 鹿島問答（破邪顕正義）
雑部 963 旅宿問答
雑部 964 後鳥羽院御霊託記
雑部 964 大織冠像破裂集（先代破裂集）
雑部 965 後宮略伝
雑部 966 公宴部類記
雑部 967 初任大臣大饗雑例
雑部 967 任大臣大饗部類
雑部 968 建暦二年大饗次第
雑部 968 永享四年大饗定
雑部 968 大饗雑具目録
雑部 969 三中口伝（三条中山口伝）
雑部 970 諸芸方代物附
雑部 971 出雲国風土記
雑部 976 遠江国御神領記
雑部 977 貞治七年宮田前大宮司家領記
雑部 977 弘長元年下総国小野織幡地帳
雑部 977 応永六年香取諸名帳（田所文書）
雑部 977 正応四年香取検田帳
雑部 978 天平勝宝七年越前国桑原荘券
雑部 978 嘉保二年大江仲子解文
雑部 978 慶長十六年信濃国水内曲橋勧進帳
雑部 978 播磨国大部庄公文職旧記
雑部 978 讃岐国万濃池後碑文　※表紙目録「讃岐国万濃沼後碑文」
雑部 979 日本得名（国名風土記）
雑部 980 正元二年院落書
雑部 980 延陀丸於登之文
雑部 980 拾烈集
雑部 980 十番物争
雑部 980 四十二乃物争
雑部 981 滑稽詩文
雑部 982 狂歌三百首
雑部 982 若気勧進帳
雑部 982 十番狂詩合
雑部 982 躬恒自歌合
雑部 982 職人歌仙
雑部 983 金言和歌集
雑部 984 虫歌合
雑部 984 鳥歌合
雑部 985 鴉鷺物語
雑部 986 昨日波今日能物語
雑部 989 色音論（あつまめくり）
雑部 990 鎌倉順礼記
雑部 991 凶事部類
雑部 992 貞治四年諒闇終記
雑部 992 長享三年諒闇終記
雑部 992 後成恩寺関白諒闇記
雑部 992 長享二年渡御倚廬次第
雑部 992 長享二年還御次第
雑部 994 東寺光明講過去帳
雑部 994 本法寺過去帳
雑部 996 常陸国赤浜妙法寺過去帳
雑部 996 播磨国書写山過去帳
雑部 997 御産御祈目録
雑部 999 康和元年御産部類
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雑部 999 后宮御産当日次第
雑部 1000 北山准后九十賀記
雑部 1000 長寿院内府九十賀記
目録 続群書類従　目録上
目録 続群書類従　目録下
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