薄紙無地の元袋の表に、墨で「清水大樹君」の記載あり。
おそらく同窓の一人でしょう。
22.殘紅集

18.杖端穿翠 一名文盲旅行 （仙台）佐瀬蕉雨筆
明治20年10月序 墨付33丁 彩色絵15所入 84,000円
これは明治20年8月26日から9月9日にかけて、著者が友人
渡邉氏に誘われて仙台から東京へ旅をした際の画文集。以下
に挿絵の題を順に記します。
日光御成街道之圖、日光参拝観ノ圖、日光宮本社石ノ間拝
見ノ圖、日光山帰路御成街道ニ雨ニ逢フノ圖、芳原ノ夜景、
両國橋月夜ノ景、上野博物館ノ圖、上野不忍池ノ圖、櫻田門
近傍ノ圖、千年座ノ電氣燈、新橋近傍ヨリ斜ニ品海ヲ望ムノ
圖、旧藩邸庭園ヨリ品洋眺望ノ圖、鎌倉郡ノ内七里カ濱中央
ヨリ富士山近傍ヲ望ム真景、鎌倉八幡社ノ圖、鎌倉牢。
･･･およそこんな旅程で首都近郊の名所を精力的に周遊し、
横浜～上野経由で帰省しています。

怪菴子編 政教社 初版
明治31年7月13日 26,250円
怪菴子こと後藤狂夫の評論集。巻頭に収
められている「多感の詩人」は上掲した中
野逍遥の追悼文。同時代の逍遥論として貴
重です。さらにこの後藤狂夫という人物
も、のちに『警察協会雑誌』の編集をして
いたということくらいしか知らないのです
が、こ の 文 中 で「予 も と 逍遥 と 窓 を 同 ふ
す」とあり、帝大の同期であることを述べ
ています。
23.馬琴妙文集 萩月菴主人編
文學同志會 初版
明治31年4月16日 8,400円
奥付では大月隆の編刊とされています
が、「萩月菴主人」は漆山又四郎のことで
しょう。のちに書誌学、漢文学、国文学と
種々に足跡を残す漆山ですが、これは編著
ながら彼の処女出版と思われます。

19.中今亭雜歌 賀茂百樹詠
中今亭蔵版 非売品 函付
昭和14年9月20日 4,725円
著 者 は 賀 茂 真 淵 の 末 裔（養 子 で す
が）。明治末以来三十年に亘って靖国神
社の宮司を勤め、ここには明治18年から
昭和12年までの歌が編年体で収録されて
います。この人、『日本語源』以下多く
の書作を持ち、巻末には編著目録も付さ
れています。
20.譚海

依田學海 鳳文館 四巻四冊揃 和装 題箋付
巻一に貼込有 明治18年3月10日 15,750円
鴎外の漢文の師と
目される学海の漢文
随 筆 集。こ こ で は
様々な話題を提供し
ていますが、人物評
も多く、例えば四巻
の最初には、たった
一度だけ会ったとい
う近藤勇と土方歳三
の評伝も収録されて
います。

21.逍遥遺稿 中野重太郎 宮本正貫・小柳司氣太編
和装 二巻二冊 非売品 題箋元袋付 表紙少スレ有
明治28年11月16日 210,000円
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24.圓朝叢談 鹽原多助一代記 三遊亭圓朝述 若林玵蔵筆記
速記法研究會 第1編～18編揃（内3・18編巻首1丁欠）
柴田是真表紙画 明治17年12月22日～ 126,000円
円朝落語速記本のオリジナルのかたちが本品。一冊十数丁
の薄冊で表紙も共紙、毎週一冊づつ売っていたようです。
25.新作講談

怪談集

大文館編集部 大文館書店 初版
函付 昭和10年5月25日 15,750円
「幽霊證文」神田伯山、「江島屋」三遊亭円喬、
「四谷怪談」秦々齋桃葉、「お縫の火」柳亭燕枝、
「小幡小平次」一立齋文慶、「捻兵衛」三遊亭圓遊、
「釣天井」西尾鱗慶、「乳房榎」三遊亭小圓朝、
「染分手綱」林家正藏、「怪談松井田宿」三遊亭圓喬、
「戀の闇佃漁火」放牛舎桃林、「丸善怪談」眞龍齋貞水、
「蛤吸物」邑井一、「仙臺屋」三遊亭圓右、
「江戸節お紺」一龍斎
貞山、「實説皿屋敷」
猫遊軒伯知、「紅葉上
人」神田松鯉。
以上、講談、落語の
怪談17作を収録してい
ます。

30.自然研究 五十三の日曜
木村小舟 嵩山房 ４版・再版
カバー付 明治39年7月15日
・同年8月22日 2冊 8,400円
毎日曜日をつかって、四季の野山
の動植物観察を勧める教育啓蒙書。
本書はその自然観察記録で、二巻巻
末 に 附 録「博 物 小 觀」を 収 録 し ま
す。

26.うぶ聲

細川花紅 竹馬會本部 初版 カバー付
明治36年8月25日 63,000円
後藤宙外序、山中古洞表紙・折込木版口絵、一條成美挿絵
入。ま た巻末に 附録とし て中 村春雨の 短編「誕生日」を収
録。著者は細川活版所の二代目若旦那・細川芳之助です。尾
崎紅葉らの写真仲間として知られ、この少し前にも写真入の
紀行文集『影』を刊行しています。本書は小型角判の洒落た
装丁の短編集で誕生日の記念出版。
ちなみに版元の「竹馬會本部」というのは鴎舟森健太郎が
主催する句会。花紅も所属していたのでしょう、本書の中に
数箇所、同人たちの誕生日を祝う句が挿入されています。こ
の「森鴎舟」さん、深川の大きな質屋のご主人だったそうで
すが、句会に熱中するあまり財産をくいつぶしてしまったと
か。

31.田園 廣田花崖 花崖山房出版部
初版 表裏見返し書入れ有
大正14年11月20日 12,600円
著者は陸軍技手をしていた頃トロッコ脱
線事故に遭い、下半身不随に。その後、郷
里の神奈川県下谷本村へ戻り、横浜貿易新
報社（神奈川新聞）に農村をテーマとする
短編随筆を執筆。それが本書で、文部省が
教科書の副読本として認定したために版を
重ね、広く愛読されました。

27.青年と詩吟 茅原華山編 日高有隣堂
初版 明治38年4月1日 15,750円
華山による書題の論文に続き、「岩渓裳
川先生愛誦漢詩」「森槐南先生愛誦漢詩」
「竹柏園主人愛誦歌」「平木白星先生愛誦
新體詩」「佐藤紅緑先生愛誦俳句」「山縣
五十雄先生愛誦西詩」以下、野口米次郎、
志 賀 矧 川、伊 藤 銀 月、尾 上 芝 舟、内 藤 鳴
雪、竹越三叉（書簡）を収録します。

28.子規居士十五週忌記念畫帖頒布會會員名簿 中央出版協會
非売品 横版冊子 8,400円
虚子や碧梧桐らの肉筆俳画で作られた『子規居士十五週忌
記念畫帖』頒布会の賛同会員名簿。この画帖、肉筆なのによ
く見かけるなと思っていたですが、会員二千数百名を連ねる
この名簿で納得しました。
中央出版協会は、下山霜山と
いうやり手の元ホトトギスの社
員が経営する会社。ほかに中央
美術協会の名義で楽天や一平ら
著名な漫画家たちに合同で描か
せ た「東 海 道 五 十 三 次 漫 画 絵
巻」や「開国六十年史図絵」な
どの頒布会も手がけています。

32.水族妖怪譚 水族室の夜 潮二郎（渡邉洲藏）
私家版 限500 函付 原十太宛ペン書献呈識語入
昭和7年5月20日 47,250円
著者は東京帝大水産学科卒、海洋生物学者で攻玉社中学の
生物の名物教師でした。これは短編や戯曲八篇が収められた
私家版の怪奇小説集です。生物学者の著作らしく「矢鱈に動
植物の名前が出て來ますから」と、巻末に「動植物圖索引」
が付されています。
また本書は恩師の原十太教授への献呈本。献辞は「序文で
水産科の悪口を書きましたが先生と岡村先生は好きでした。
一冊献上させて戴きます」とのこと。怪奇小説の珍品です。

29.半男女考

宮武外骨編並刊 半狂堂 非売品 和装本
大正11年5月1日 12,600円
別に「廢姓宮武 外骨編著 再擧 新刊豫報」（半 狂堂出版案
内）一枚、附録「逃避文學」（第壹號 大正11年5月1日）一
枚を付します。
さらに奥付の裏に「･･･編纂着手後、親友醫家等の援助により
て、專門的挿畫の增加せしがため、一般販賣は内務省の諒解
を得ざるべしとの忠告を受け、不得止『非賣品』とし･･･」、
と記している通り、裏表紙の薄紙の裏に隠して「專門的挿
畫」＝半陰陽図を付しています。

33.古東多万 佐藤春夫編 やぽんな書房
第1号（昭和6年9月5日）～第2年第5号（昭和7年5月1日）
・別冊（昭和7年9月1日）共
中川一政装幀 9冊揃 63,000円
創刊号は小林秀雄「眠られぬ夜」、日夏耿之介「山荘対
話」、谷崎潤一郎「覺海上人天狗になる事」、泉鏡花「貝の
穴に河童がゐる」ほか。２号は内田百間「飛行場漫筆」、辻
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