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国立国会図書館所蔵 全詰将棋書リスト

○はじめに
国立国会図書館は書名目録も分類目録も数が多いため、将棋関連の所蔵書について全貌をつかむことはなかなか難しい。そのうえに、NDL-OPACの稼働に伴い、
平成８年以降発行分については冊子目録の発行すらされなくなった。
このリストは、冊子目録とオンライン目録からすべての棋書を拾い出して、できるかぎり原本に当たって内容を調べたうえで、詰将棋作品が１局でも載っている棋書
のすべてを一覧にしたものである。

○編集方針
「江戸」「明治・大正・昭和前期(～S23)」「昭和後期(S24～)・平成前期(～H7)」「平成後期(H8～)」「参考資料」の５つに区分して、その中で五十音順に記載する。
「平成後期」と「参考資料」は今後さらに増えてゆく。
「参考資料」は小説,随筆,事典,年鑑など、および詰将棋作品集,上達本,棋譜集以外の棋書で、｢古今 詰将棋書総目録｣(2008.10刊)の参考資料－Ⅰ,Ⅱに対応している。
時代による区分は、実際の発行年ではなく、下記の目録のどれに収載されているかによった。②以下の各目録の書名の末尾にある和暦表示は、収載書の発行年ではな
く国会図書館に収蔵された年を示す。そのため、発行時期から遅れて収蔵されたものは区分がずれていることがある。

江戸 ○０ 新編帝国図書館和古書目録 [東京堂出版刊]
明治・大正・昭和前期 ① 和漢圖書書名目録 第一篇 M26.12現在

② 和漢圖書書名目録 第二篇 M27～32
③ 和漢圖書書名目録 第三篇 M33～44
④ 和漢圖書書名目録 第四篇 M45～T15
⑤ 和漢圖書書名目録 第五篇 S2～10
⑥ 和漢図書書名目録 第６篇 S11～15
⑦ 和漢図書書名目録 第７篇 S16～24.3
⑫ 増訂 帝国図書館和漢図書分類目録 ～美術諸芸及産業之部 ～M32
⑮ 国立国会図書館 蔵書目録（主題別）明治期
⑯ 国立国会図書館 蔵書目録（主題別）大正期
⑰ 国立国会図書館 蔵書目録（主題別）S1～24.3

昭和後期・平成前期 ⑱ 国立国会図書館 蔵書目録（主題別）S23～43
⑲ 国立国会図書館 蔵書目録（主題別）S44～51
⑳ 国立国会図書館 蔵書目録（主題別）S52～60
○21 国立国会図書館 所蔵目録（主題別）S61～H2
○22 国立国会図書館 所蔵目録（主題別）H3～7
○23 国立国会図書館所蔵 主題別図書目録 S23～43 [日外アソシエーツ刊]
○26 国立国会図書館所蔵 児童図書目録 1975 S44～50
○27 国立国会図書館所蔵 児童図書目録 1981 S51～56
○28 国立国会図書館所蔵 児童図書目録 1986 S57～61
○30 国立国会図書館所蔵 児童図書目録 1992-96 H4～8
○32 国立国会図書館蔵書目録洋書編 S23-61
○33 国立国会図書館所蔵洋図書目録 H3-7

平成後期 (OP) ＮＤＬ－ＯＰＡＣのうち、H8以降発行分と、H7以前発行で例外的に冊子目録のないもの
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・○０～○33の番号は編者作成の別資料「古棋書所蔵 図書館･文庫リスト」の国立国会図書館の目録欄に対応していて、ここにない番号の目録は棋書がないか、重複
してほかの目録に含まれているものである。

・○０は①～⑦のうち、江戸時代の刊本・写本と明治時代以後の写本を抽出した目録である。そのため、区分「江戸」は一部明治を含んでいる。
・①～⑤は歴史的かなづかいによる配列の目録で見にくいため、まず○０分を記載し、その後①～⑦から○０にもれている分を補う手順を採った。
・｢江戸」「明治・大正・昭和前期」は棋書をすべて記載する。「昭和後期・平成前期」「平成後期]」は原則として詰将棋作品の載っている棋書を抜粋して記載

し、例外的に、実際には詰将棋がないが書名からその判断がつかないものを記載する。

※ＮＤＬ－ＯＰＡＣ（National Diet Library－Online Public Access Catalog)とは、国立国会図書館の蔵書検索・申込システムである。図書館内では随所にあ
る端末機から利用できる。また、図書館外からもほとんど休日なしで終日、インターネットを通じて蔵書検索できる。1件ずつだけでなく、「将棋」というよ
うなキーワードを入力することで最大2,000件まで同時に出力することもできるから、一覧性を損なうこともなく、これによって冊子目録の役割も十分果たす。

○記載項目
全般 ・明らかな誤りがあっても、元目録との参照が混乱しないよう修正せず、備考欄に「誤→正」で示す。ただし、将棋／象戯／将棊の違いは示さない。
書名 ・角書は（ ）付きで本題の前にあったり、後ろにあったり、（ ）がなかったり、まちまちで分かりにくいが、すべて目録のままとする。

・大(ｵｵ)将棊,古(ﾌﾙ)将棊,将棊要手(ｶﾅﾒﾃ),象戯鷲抓(ｼｭｳｿｳ)など読みとして正しいか疑問のものもあるが、目録の配列順のままとする。
・将棊経(ｹｲ→ｷｮｳ),象棋翹楚(ｼﾞｮｳｿ→ｷﾞｮｳｿ)など明らかな誤読に基づく配列位置のものは正しい読みの位置に直す。

内容 ・｢詰図｣は解なし、｢詰解｣は解のみであることを示す。
・｢詰図解｣｢詰図｣｢詰解｣とある場合は、1局でも詰将棋作品が載っていることを示し、したがってその本の中での定跡､棋譜､その他との内容的比重は表して

いない。
・詰将棋作品が載っていないことが分かっている場合は、｢定跡｣｢棋譜｣を中心に｢詰｣の文字を使わず内容を記す。
・空白欄は未調査。いずれも書名から棋譜集か定跡集と思われるが、その中に若干の詰物が載っている可能性がなくはない。

Mm ・Mは古典籍資料室のマイクロフィルムがあることを示す。1件について書籍の請求記号とマイクロフィルムの請求記号があるが、特に理由を書いて原本を
請求しない限り、書籍の請求記号を記入しても自動的にマイクロが出てくる。

・MMは古典籍資料室に同一本から撮した請求記号の違う２つのマイクロフィルムがあることを示す。
・mは一般図書カウンターから請求するマイクロフィッシュがあることを示す。原本の閲覧はできなくて、書籍の請求記号を記入しても自動的にマイクロが

出てくる。
・Mmは古典籍資料室のマイクロフィルムと一般図書のマイクロフィッシュがあることを示す。
・唯一の例外として、17ページの「狩野文庫マイクロ版集成｣(M)は図書課別室に保管されていて、ここで請求票により請求する。(一般的には図書課別室保

管の書籍も端末機から請求する)
・国会図書館は古い本のマイクロ化を進めているので、Mもmもさらに増えている可能性がある。
・Dは近代デジタルライブラリーにあることを示す。マイクロ資料を見るまでもなく、パソコン上で内容をページごとに見ることができる。

刊写 ・刊本または写本のほか、刊写(刊本と写本の合本)･単片(一枚刷)･雑誌･フィルムの別をここに記す。
発行年月 ・目録に記載がない場合でも、実物の記載あるいはほかの資料から把握できた場合は記載し、その根拠を備考(2)に記す。
備考(1) ・原則として、目録記載の事項と「囲碁･将棋文化史展カタログ」からの補足を記す。文字数の制約上、一部備考(2)に記すべき事項をこの欄に記すことが

ある。
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備考(2) 原則として、編者の注記を記す。文字数の制約上、一部備考(1)に記すべき事項をこの欄に記すことがある。
○０～○33・・・編集方針に記した国会図書館の目録のＮｏ.
{ }・・・｢囲碁･将棋文化史展カタログ」に記載のＮｏ.
[ ]・・・清水孝晏「日本将棋書総覧 平成九年 改定新版」に記載のＮｏ.
< >・・・大塚播州「將棋落穂集」に記載のＮｏ.（同書で詰将棋作品の初出書を知ることができる）
一般図書･古典籍資料室･国際子ども図書館・・・国会図書館には、東京本館・関西館・国際子ども図書館の３か所があるが、このうち関西館には棋書が

ない。東京本館はサービスポイント(請求･受取窓口)として一般図書と古典籍資料室に分かれる。基本的に、｢江戸｣のものは古典籍資料室、
｢江戸｣以外は一般図書カウンターであるが、例外的な場合のみ備考(2)に記す。

亀田文庫・・・国文学者亀田次郎の旧蔵書で、特に節用集の豊富さで知られる国会図書館有数の個人文庫。
総目録No. nnn ・・・「古今 詰将棋書総目録」のＮｏ. 昭和20年以前発行のものは基本的に総目録の所蔵先欄に｢国会｣としてあるが、No.125aほかaの付いた

江戸１件,昭和前期４件は総目録の発行後に見つかったもので所蔵先欄にない。
nnn(重) ・・・総目録に収載している初版No.nnnの重版
―― ・・・詰将棋作品がなくて総目録に収載していないもの、およびフィルムのため総目録に収載していない｢狩野文庫マイクロ版集成｣
空白 ・・・内容不明で、大部分が――であろうが、詰将棋作品があってNo.nnnになる可能性が残るもの
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【江戸】

書 名 編 著 者 内 容 請求記号 Mm 刊写 発行年月 備 考(1) 備 考(2) 総目録No.

天野先生指象戯 棋譜 209-396 M 写本 天保～弘化 ○０②⑫[297] ――

伊勢番附 大木榮軒編 番付 202-127 M 単片 明治16 写１枚 ○０⑫ ――

井出江橘廿四番 棋譜 209-367 M 写本 明和～寛政 付宗印看壽拾五番 ○０②⑫[299] ､松浦宗銀五拾番､宗看宗銀五拾番 ――

伊藤宗印 極内将棊手続 棋譜 209-576 M 写本 弘化2～3 ○０②⑫[301] ――

伊藤宗看 百番詰 三代伊藤宗看 詰図 209-549 M 写本 ○０②⑫{15}[307] 234

伊藤宗看松本紹尊 平手将棊三十番 棋譜 209-551 M 写本 寛永14 ○０②⑫[303] 寛永14→明治17 次行より転写 ――

伊藤宗看松本紹尊 平手将棊三十番 棋譜 209-574 写本 ○０②⑫[305] 明治9中原蘭風写 ――

江戸下谷連番附 番付 192- 60 M 単片 天保15 写 別名｢將棊相撲下谷連｣ ○０⑫ 192- 60合冊題簽｢東京将棋鑑 外十六種｣ ――

江戸番附 伊藤金五郎編 番付 192- 60 M 単片 天保6 写 ○０②⑫ 別名｢將棊相撲｣ ――

江戸番附 段付 番付 192- 60 M 単片 天保7 ○０②⑫ ――

江戸番附 大橋柳雪編 番付 192- 60 M 単片 天保9 写 ○０②⑫ 別名｢東都手相鑑｣ ――

江戸番附 天野宗歩編 番付 192- 61 M 単片 安政6 別名｢將棋力鑑｣ ○０②⑫ 192- 61合冊題簽｢東都将棊鑑 外十四種合綴｣ ――

江戸番附 番付 192- 60 M 単片 慶應2 写 ○０②⑫ 別名｢東都將棋鑑｣ ――

江戸山之手番附 和田印哲編 番付 192- 61 M 単片 嘉永7 ○０②⑫ 別名｢山之手將棊鑑｣ ――

大坂番附 小林東四郎編 番付 202-134 M 単片 明治11 写１枚 ○０②⑫ 浪花将棊鑑{86-2} ――

大坂番附 小林東四郎編 番付 202-137 M 単片 明治14 写１枚 ○０②⑫ ――

大将棊絹篩 大将棋 209-417 刊本 文政4 ○０②⑫{5} ――

大将棊絹篩 大将棋 209-144 M 刊本 文政4 ○０②⑫{5} ――

大橋印寿 詰物百番 詰図 209-430 M 写本 ○０②⑫[309] 舞玉 235

大橋岡田手合留 棋譜 209-386 写本 明治23 ○０②⑫[311] ――

大橋氏 将棊別会留 棋譜 209-351 M 写本 寛政2 ○０②⑫[315] ――

大橋宗印等 将棊集 棋譜 209-555 M 写本 天明2 ○０②⑫[317] 外題･マイクロ書名は｢將棊集｣ →文化10写 ――

大橋柳雪石本検校 将棊手合二一番 棋譜 209-577 M 写本 天保8～10 ○０②⑫[321] 天保8～10→明治8中原志丸写 ――

御差将棊(一名臺戯録) 棋譜 209-358 M 写本 浚明公手合 ○０②⑫[325] ――

御差将棊集 多賀高潔筆写 棋譜 209-572 写本 明治4～5年 三巻２冊 ○０②⑫{56} 徳川家治の棋譜 ――

御将棊為評判 番付 192- 60 M 単片 写 ○０②⑫ ――

御将棊所[番附] 伊藤金五郎編 番付 192- 61 M 単片 天保7 ○０②⑫{68-1} ――

御城将棊(無外題) 棋譜 209-542 M 写本 元禄～文政 ３冊 中に｢五代宗桂日記｣ ○０②⑫ ――

御城将棊(無外題) 棋譜 209-543 M 写本 弘化年間 ○０②⑫ ――

御城将棊手合 指将棊 棋譜 209-578 M 写本 ○０②⑫[319] ――

御城将棊留 多賀高潔筆写 棋譜 209-567 MM 写本 元禄3～文久1 五巻３冊 ○０②⑫{60}[323] →1巻1冊(明治6写)と3巻1冊の4巻合2冊 ――

甲斐国番附 番付 202-128 単片 明治17 写１枚 ○０②⑫ 甲斐国将棊鑑{86-3} ――

角行落飛車落(将棊集) 棋譜 209-400 M 写本 文政～天保 ○０②⑫[327] ――

観手象戯経 定跡 209-361 写本 寛保3 寛保3刊本の写 ○０②⑫ ――

観手象戯経(定跡口伝) 鈴木玄将編 定跡 210-216 M 刊本 宝暦5 巻末に寛保3の年記 ○０②⑫{27} ――

玉瑛集抄 棋譜 209-392 M 写本 安永～天明 ○０②⑫[335] 宗英の棋譜 ――

(近世)将棊図鑑 壽玉堂直興編 棋譜 211- 49 M 刊本 宝暦10 享保～宝暦頃の棋譜 ○０②⑫{53}[121] ――

近代古将棊 加藤治八郎 棋譜 211- 36 写本 天明8.11 ４冊 ○０②⑫[331] ――

近代象戯綱鑑 一名増補将棊記 青木善兵衛編 棋譜 209-529 M 刊本 享保4 四巻５冊 序｢増補象戯記｣ ○０②⑫ ――

近代象戯綱鑑 一名増補将棊記 青木善兵衛編 棋譜 211- 43 刊本 享保4 １冊 序｢増補象戯記｣ ○０②⑫{50}[087] ――

金鵬秘訣(漢象棊指南) 井上丹六 中国象棋 211- 39 M 刊本 明和5 ○０②⑫{139}[135] ――

金鵬秘訣(漢象棊指南) 中国象棋 209-544 M 刊本 明和5 ○０②⑫[135] ――

(九代目宗桂)将棋圖式詰書 詰解 209-347 M 写本 ○０②⑫[341] 巻頭題｢九代目宗桂作物詰書｣ 475

久留島喜内 詰手百番 詰解 209-488 M 写本 ○０②⑫[339] マイクロは半丁分(45番後半～49番前半)欠 455

賢己集 棋譜 209-536 M 写本 宝暦 ２冊 ○０②⑫[343] ――
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廣象戯愚解 文雄 広象棋 209-563 MM 写本 明和9 刊本の写 ○０②⑫ ――

廣象棋譜 物茂卿(荻生徂徠) 広象棋 209-592 M 刊本 明和7 ○０②⑫{140-1}[137] ――

廣象棋譜 広象棋 109-100 M 写本 ○０②⑫ ――

廣象棋譜愚解 釋文雄 広象棋 213-414 M 刊本 安永2 ○０③{140-2} ――

廣象棋譜愚解 広象棋 229-179 M 写本 徂徠叢書ノ内 ○０③ ――

甲陽御将棊相撲 番付 192- 61 M 単片 天保11 ○０②⑫ ――

甲陽番附 内藤蘭風編 番付 192- 60 M 単片 天保11 写 ○０⑫ 別名｢甲陽御將棊相撲｣ ――

(古今)象戯鏡 田代某 詰図、棋譜 210-218 M 刊本 寛文3 三巻１冊 ○０②⑫{43}[025]<23> 加藤盤斎序 28

(古今)象戯評判 棋譜 211- 46 刊本 元禄16木記 二巻１冊 ○０②⑫{46}[067] ｢象戯鏡｣に評を付す ※NDL-OPAC ――

御選象戯攻格 岡田乾州筆写 詰図解 209-412 M 写本 ○０②⑫{24}[385] 御選象戯攻格→御撰象戯攷格 474

五代目大橋宗桂 将棊圖式 五代大橋宗桂 詰図解 209-440 D 刊本 ２冊 寛文9刊の翻刻 ○０②⑫[209] 明治17頃発行 426

五代目大橋宗桂 将棊圖式 五代大橋宗桂 詰図解 209-212 M 刊本 天保6求版 二巻１冊 文化7発行 ○０②⑫{11-2}[249] 文化7初版の天保6再版 182

駒組 飛車落､飛香落､両馬落附････ 定跡 209-408 写本 ○０②⑫ ――

駒組 両駒落ヨリ平手迄 岡田乾州筆写 定跡 209-538 M 写本 2冊目｢左香車落指将棊並駒組直｣ ○０②⑫{40-1}{40-2} ――

駒組 平手香車 定跡 209-601 写本 ○０②⑫{39} ――

駒組 平手駒組､後手四間先手六･･･ 定跡 209-407 写本 ○０②⑫ ――

駒組童観抄 高久隆 定跡 209-211 刊本 寛政9 ○０②⑫[183]P.6｢将棊駒組童観抄｣ P.8｢将棊童観抄｣同一 ――

壺蘆圃雑記 随筆、棋譜 110-102 写本 江戸末期 ８冊 ○０②{58} 由井正雪の偽作棋譜 ――

静岡縣遠駿将棊人名録 番付 202-130 単片 明治23 写１枚 ○０⑫ ――

袖珍手段 指月一之編 定跡 209-600 M 写本 ○０②⑫ ――

消夏堂雑載 岡田棣編 定､譜の目録 209-512 M 写本 象棋図譜 ○０②⑫ ――

消夏録 岡田棣編 棋譜 209-395 M 写本 明治18～19 ○０②⑫ 自戦譜 ――

将棊相懸集 大橋英俊 棋譜 209-491 M 写本 続編 ○０②⑫[357] ――

将棊相懸集 大橋宗英 定跡 W431-N3 M 刊本 文化13 ２冊 ○０②⑫[225] ――

将棊今風鑑(一名掌玉) 棋譜 209-510 M 写本 天保14.3 ○０②⑫[361] 天保14.3写之 ――

将棊印可 嚴秘録 海蝦老人(奥書) 定跡 210-213 M 写本 天明6 三巻１冊 ○０②⑫{31}[359] ――

将棊大塚集 棋譜 209-352 M 写本 文化3～9 ○０②⑫ 大塚紫夕[363] ――

象戯大矢數(作物) 无住僊逸 詰図 209-523 M 刊本 天明9 ３冊合１冊 元禄10跋 ○０②⑫{12}[049] 序題｢新象戯作物｣ 无住僊逸→无住僊良 115

将棊楷梯 小笠市隱 定跡 209-439 D 刊本 天保11 ２冊 再板 ○０②⑫[259] ――

将棊合壁 棋譜 209-506 M 写本 文化～文政 ２冊 ○０②⑫[365] ――

将棊要手撰(新古名人) 詰図解､定譜 209-504 M 刊本 ○０②⑫<217> 437

将棊亀鑑 山崎阿誰一 棋譜 209-547 M 刊本 正徳3 序題｢象棊亀鑑｣､外題｢象碁亀鑑｣ ○０②⑫{48}[075] ――

将棊奇巧 棋譜 209-505 M 写本 天保 ２冊 ○０②⑫[369] ――

将棊輝光 七代大橋宗與校正 棋譜 209-459 M 刊本 嘉永1 ２冊 六代宗英の手相集 ○０②⑫{54-8}[265] ――

将棊奇戰 六代大橋宗英編 棋譜 209-450 M 刊本 文化7 ２冊 明和9～文化5の棋譜 ○０②⑫{54-2}[211] ――

将棊奇戰 大橋宗英 棋譜 W431-N6 刊本 文化7 ２冊 ○０②⑫ 旧請求記号：六七-210 一般図書 ――

将棊記大全 棋譜 209-467 写本 ○０②⑫<41> 鶴田氏将棋､廿番将棋､将棋古今集 ――

象戯記大全(近来) 青木善兵衛編 詰図、棋譜 209-527 M 刊本 元禄8 ２冊合１冊 付異類之作物 ○０②⑫{44}[045] 3巻中､中巻を欠く 48

將棊絹篩 福島順基 定跡 183-243 Dm 刊本 文化1 ２冊 ○０①⑫⑮ 玉屋久五郎刊 福島順基→福島順棊 一般図書 ――

将棊絹篩 福島順棊 定跡 209-422 MM 刊本 文化1 ２冊 ○０②⑫{34}[201] ――

将棊軌範 大橋英俊編 棋譜 209-454 D 刊本 天保年間 ２冊 寛政5～文政7の棋譜 ○０②⑫{54-7}[261] ――

将棊奇妙抄(類聚) 岡田棣編 棋譜 209-355 M 写本 天保～安政 ○０②⑫[367] 巻頭題｢類聚 将棋竒妙｣ 天保→文政 ――

将棊経口伝 定跡 211- 45 M 写本 ○０②⑫ 大橋宗英口伝 ――

象棋翹楚編 棋譜 209-463 M 写本 弘化～明治 ○０②⑫[371] ――

将棊玉図 桑原君仲 詰図解 209-462 D 刊本 天保7序 ２冊 ○０②⑫⑮{20}[251] 下巻巻頭｢將棊玉圖誥手｣ 一般図書 485

将棊曲詰 桂宵山人校 定跡 209-447 DM 刊本 文化2 寛延4｢象戯懐宗｣の反刻 ○０②⑫ 寛延4[107] ――

象戯金襖(初編きぬふるひの部) 定跡 209-452 刊本 ○０②⑫ ――

象戯金襖 定跡 209-470 刊本 寛政頃 ○０②⑫{29-8} ――

象戯金襖 定跡 209-214 刊本 寛政6序 ○０②⑫[177] ――

象戯口伝 大橋宗英 定跡 211- 34 M 写本 寛政12 ○０②⑫[373] ――
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将戯口傳之書 多賀慎独斎 定跡 209-571 M 写本 天保15 将戯口傳之書→将棊口傳書 ○０②⑫{38}[375] →多賀写本から明治20岡田乾州が転写 ――

象戯訓 原元善編 定跡 211- 31 M 刊本 享保6 ○０②⑫{25}[091] ――

象戯訓 定跡 209-517 刊本 ○０②⑫ ――

象戯訓 定跡 209-604 刊本 享保6刊の後刻 ○０②⑫ ――

将棊慧妙 棋譜 209-499 M 写本 宝永 ○０②⑫ 印達～宗銀[421] ――

将棊啓蒙(定跡口伝) 大橋宗桂 定跡 211- 42 写本 四巻１冊 ○０②⑫ 次行の写本{37-2} ――

将棊啓蒙(定跡口伝) 大橋宗桂 定跡 209-420 写本 四巻２冊 ○０②⑫{37-1} 写本→刊本 →角書なし ――

将棊玄妙 棋譜 209-377 写本 宝暦11～明和4 ○０②⑫[379] ――

将棊玄妙 大沢丈山 詰図 209-468 M 写本 ○０②⑫ 416

将棊玄妙選 詰図解､定跡 209-490 M 写本 明治20 ○０②⑫[381] 438

象戯綱目 赤縣敦菴 詰図解､定譜 209-397 写本 １冊 宝永刊本の写 ○０②⑫ 巻一･三･四 469

象戯綱目 詰図解､定譜 209-595 刊本 宝永4 ２冊 ○０②⑫ 巻一･二 & 巻三･四･五 67

象戯綱目 詰図解､棋譜 209-465 写本 １冊 巻二 ○０②⑫ 巻二１冊→巻二･五１冊 470

象戯綱目 詰図解 209-597 M 刊本 宝永4 １冊 巻四詰手 ○０②⑫[073] 67

象戯綱目 赤縣敦庵編 詰図解､定譜 210-217 M 刊本 宝永4 二巻１冊 ○０②⑫{47} 二巻１冊→五巻２冊を合１冊 67

将棊五行大成鑑 定跡 210-212 M 写本 ○０②⑫ ――

[将棊]古今集 棋譜 209-391 写本 正徳～宝暦 ○０②⑫ [将棊]は識別のためで書名ではない ――

将棊古今集 鈴木玄将編 棋譜 210-228 M 刊本 延享4序 享保～寛保頃の棋譜 ○０②⑫{51}[111] 宝暦4刊(小杉目録) ――

将棊極秘集 定跡 211- 38 M 写本 ○０②⑫ ――

将棊極妙 桑原君仲 詰図解 209-444 刊本 嘉永2 ２冊 ○０②⑫{22}[269] 200

将棊極妙 棋譜 209-564 M 写本 付柳雪集､石本集 ○０②⑫[445] 天保[465] ――

将棊兀多離集 岡田棣 詰図解 209-383 M 写本 明治29頃 兀多離集→兀多雑集 ○０②⑫[383]｢青地青季｣｢宇都宮勾頭｣｢薫仙詰物集｣の名有 482

将棊木手柏 大橋瑞雨 詰図解 209-484 M 刊本 文化9 ○０②⑫[213]<132> 養真25局 150

象戯木手柏 詰図解 209-541 M 写本 ○０②⑫<132> 養真25局 写本→刊本 154

象戯懐宗 定跡 寛延4刊(小杉目録)､文化2刊(日比谷)単独の版あり ――

將棊秘傳抄 定跡 ――

詰物十五番 詰図解 智実､大全 ――

将棊駒組 加藤治八郎(奥書) 定跡 211- 40 写本 天明8 清水孫市口伝(題簽下部) ○０②⑫{32} ――

将棊駒組 定跡 209-415 写本 ○０②⑫ ――

将棊駒組 伊藤宗印 定跡 209-414 M 写本 天明4 ○０②⑫ ――

将棊駒組(新板) 詰図解､定跡 209-496 M 刊本 金生斉刊 ○０②⑫ 中に｢妙手誥物｣｢古今妙手詰｣ P.12に同名異書有 440,441

将棊駒組(新板) 詰図解､定跡 209-497 M 刊本 金生斉刊 ○０②⑫ 中に｢妙手誥物｣ P.12に同名異書有 440

象戯駒組啓蒙 仙翁序 定跡 209-550 写本 享保10序 四巻２冊 ○０②⑫ ――

象戯駒組啓蒙 仙翁序 定跡 209-419 刊本 宝暦12 小本一巻 ○０②⑫[123] ――

将棊駒組指南 定跡 209-411 写本 付古風駒組七八番､秘伝書 ○０②⑫ ――

将棊駒組童観抄 定跡 209-472 刊本 寛政9 ○０②⑫ P.5｢駒組童観抄｣ P.8｢将棊童観抄｣も同一書 ――

将棊駒組早学 定跡 209-503 M 刊本 ○０②⑫ ――

象戯駒組便蒙 詰図解､定跡 209-518 写本 ○０②⑫ 125a

将棊駒くらべ 初代大橋宗看 詰図解 209-418 M 刊本 文政1 再板 ○０②⑫{10-2}[237] 156

将棊指覚大成 棋譜、定跡 209-372 写本 元禄10刊本の写 ○０②⑫ P.12に同名刊本あり ――

将棊指組 棋譜 209-594 M 刊本 元和5～慶安5の棋譜 ○０②⑫{42} ｢將棊記｣棋譜部分と同板木 ――

将棊雑載 棋譜 209-406 M 写本 天保～明治 ○０②⑫[395] ――

将棊雑纂 棋譜 209-369 M 写本 元禄～嘉永 ○０②⑫[397] 雑→｢ﾈ｣+｢集｣ 嘉永→安政 ――

将棊雑爼及将棊畄 多賀氏慎編 詰図解､棋譜 209-568 写本 天保～明治 ２１冊 ○０②⑫{57}[393]<197,198> ｢当今諸名家詰物｣の名あり 407

将棊雑爼抄 多賀氏慎 詰図解､棋譜 209-364 M 写本 天保4～明治14 一〇巻４冊 多賀→消夏堂主人 ○０②⑫[399]<201> 前行の抄本 明治14→明治17 425

将棊雑編 詰図解､定跡 209-511 M 写本 ○０②⑫[401] ｢土屋～両人詰物｣｢袂草｣｢勝生氏｣の名あり 450

将棊雑編 棋譜 209-388 写本 明治14～16 ○０②⑫[401] ――

将棊自在 定跡 209-432 M 刊本 天保9 ２冊 ○０②⑫[253] 東壁堂刊 ｢象戯指南車｣の改題再版 ――

将棊自在 定跡 209-221 刊本 下巻 ○０②⑫ ――

将棊紫夕集 棋譜 209-360 M 写本 元禄～寛政 四巻１冊 ○０②⑫[413] ――
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象戯指南鏡 田代某 棋譜 209-596 M 刊本 寛文3 上巻 ○０②⑫ 詰図ある下巻欠 ――

象戯指南鏡 加藤盤斎 詰図、棋譜 209-580 刊本 元禄7 １冊(中､下巻) ○０②⑫[043] 象戯鏡 47

象戯指南車 定跡 209-437 M 刊本 寛政3 慶長12～享保16の棋譜 ○０②⑫{29-2}[171] ――

象棊示蒙 定跡 209-410 M 写本 安永2序 附平手組四番､将棊組､附平手･･･ ○０②⑫{29-30} ――

将棋集(古写本) 岡田乾州筆写 棋譜 209-346 M 写本 慶長～享保 初代宗桂と算砂･最古の棋譜 ○０②⑫{41}[353] 将棋集(古写本)→古写本将棋集 ――

象棊集 棋譜 209-556 写本 大橋印寿 ○０②⑫ ――

象棊袖玉 大津喜十 詰図解 209-502 M 刊本 寛政11 小本一巻 ○０②⑫[189] 大津喜十→大一津喜十 一巻→2冊合1冊 140

将棊衆抄 三代大橋宗桂 詰解 209-376 M 写本 三代宗桂圖式詰書(題簽) ○０②⑫ 次行の解 将棊衆抄→大橋宗桂著将棊衆妙(巻頭) 259

将棊衆抄 三代大橋宗桂 詰図 209-382 M 刊本 ○０②⑫ 将棊衆抄→将棋衆妙 刊本→写本 123

将棊集成抄 棋譜 209-359 MM 写本 安政初年 ２冊 ○０②⑫[407] 安政初年→明治24 ――

象戯鷲抓 鷲見定斎 定跡 209-431 刊本 享和1 宝暦3跋 ○０②⑫{26}[193] ――

将棊袖珍 田中指月 定跡 209-460 M 刊本 ２冊 ○０②⑫ ――

将棊袖珍 定跡 209-215 刊本 ○０②⑫ ――

将棊袖珍手段 庭川庄左衛門 定跡 209-534 M 刊本 宝暦13 ○０②⑫{28}[125] ――

将棊袖珍手段 田中指月子 定跡 209-363 写本 寛保1刊本の写 ○０②⑫ ――

将棊手料抄 棋譜 209-559 MM 写本 元禄～享保 ○０②⑫[405] ――

将棊書 岡田乾州筆写 人名 209-513 写本 ○０②⑫{84} 対局の人名､勝敗等 ――

将棊書(無外題) 棋譜 209-464 写本 １７冊 ○０②⑫ ――

将棊書(無外題) 詰図 209-477 M 刊本 ○０②⑫ 大矢数 活版→刊本(変更済み) 315

将棊書 定跡 209-478 写本 (無外題) ○０②⑫ ――

将棊書 棋譜 209-589 M 刊本 (無外題) ○０②⑫ 題簽｢無題外將棋書 完｣ 天明8～寛政1対局 ――

将棊書 棋譜 209-537 M 刊本 (無外題) ○０②⑫ 外題｢無外題將棋書 全｣ 明治19～22対局 ――

将棊書(無標題) 詰図解､棋譜 209-584 写本 ２冊 ○０②⑫ 中将棋の解50局と初代宗桂の図80局 139

将棊定跡集 六代大橋宗英 定跡 209-515 M 刊本 文化13 ２冊 ○０②⑫{35}[223] ――

将棊定跡集 定跡 209-485 Dm 刊本 ○０②⑫⑮ ――

将棊初進集 鈴木玄将 定跡 210-214 刊本 寛保3跋 ○０⑫ 初心集[101] ※S26行方不明､○０に転載後②から抹消 ――

将棊神駒 棋譜 209-389 M 写本 明治18～28 ○０②⑫ ――

将棊神駒 棋譜 209-562 写本 第九集～一五集 附天野先生口傳 ○０②⑫ 相川三吉の実戦[403] 将棊神駒→将棊新誌 ――

将棊新選図式 福泉藤吉 詰図解 209-445 D 刊本 文久1 ２冊 ○０②⑫[283] 手段草 213

将棊新編 棋譜 209-393 写本 天保～弘化 ○０②⑫[411] ――

将棊図彙 棋譜 209-532 刊本 巻五[増補将棊記大全巻二と合1] ○０②⑫ ――

将棊粋金 六代大橋宗英編 棋譜 209-455 M 刊本 文化9 ２冊 明和2～文化8の棋譜 ○０②⑫{54-3}[215] ――

将棊図彙考鑑 原喜鶴編 棋譜 211- 35 刊本 享保2 六巻１冊 ○０⑫)[085] ※S26行方不明､○０に転載後②から抹消 ――

将棊図彙考鑑 原喜鶴編 棋譜 209-530 M 刊本 享保2 巻之六のみ ○０②⑫{49} ――

将棊図解 赤池賢斎 詰図解 209-436 M 刊本 天保9 ２冊 ○０②⑫{21}[255]<162> 天保9→明治 190

象戯図鑑(古今近世) 鈴木某 棋譜 209-570 写本 宝暦18刊本の写 一名将棊古今集 ○０②⑫ ――

将棊図巧 伊藤看寿 詰図解 209-461 m 刊本 文政4 ２冊 下巻書題簽｢将棊図巧詰手｣ ○０②⑫⑮[231] 文政4→明治20年代 484

将棊図式 大橋宗古 詰図 209-483 M 写本 ○０②⑫ 題簽｢将棊図式 大橋宗古作｣ 468

将棊図式雑記 詰解他メモ 209-387 M 写本 ○０二重に 中モトし丸[423] 478

将棊図選(一名木手柏) 六代伊藤宗看 詰図解､定跡 209-425 刊本 安政5 ２冊 再板 ○０②⑫[277] 六代伊藤宗看→削除 211

象戯図譜 定跡、棋譜 209-585 写本 １２冊 ○０②⑫ 中原志丸[425] ――

将棊相撲 伊藤金五郎編 番付 192- 60 M 単片 １枚 ○０②⑫ ――

将棊寸金集 棋譜 209-350 M 写本 宝永～明和 ○０②⑫[419] ――

将棊精選 天野宗歩 定跡 209-416 MM 刊本 安政5 ３冊 上巻元治1再刻 ○０②⑫[275] 下巻嘉永6{29-7} ――

将棊精選 天野宗歩 定跡 209-469 刊本 嘉永6 下巻 ○０②⑫ ※行方不明 ――

将棊精辧 棋譜 209-442 M 写本 文政～天保 ５冊 ○０②⑫[427] マイクロ書名は｢将棊精華｣ ――

将棊精辧 棋譜 209-371 M 写本 天保年間 ○０②⑫ ――

将棊精妙 二代伊藤宗印 詰図解 209-471 刊本 安政5 上巻１冊 ○０②⑫{23}[279] 上巻１冊→上下巻２冊 209

将棊精妙 大橋英俊編 棋譜 209-443 M 刊本 天保3 ２冊 享和2～文政13の棋譜 ○０②⑫{54-6}[241] ――

将棊絶妙 六代伊藤宗看編 棋譜 209-458 m 刊本 文政6 ２冊 元禄3～文政5の棋譜 ○０②⑫⑮{54-5}[233] ――



- 8 -

象戯筌(一名象戯作物) 大橋宗与編 詰図解 211- 48 刊本 享保1跋 三巻１冊 ○０②⑫[081] 71

象戯筌 三代大橋宗与 詰図解 209-522 刊本 享保1跋 三巻３冊 ○０②⑫{14-2} 70 or 71

将棊蔵庫 三上伝右衛門編 定跡 209-218 刊本 ○０②⑫ 伝右衛門→源右衛門 ――

将棊続奇戦抄 棋譜 209-362 M 写本 天保～嘉永 ○０②⑫[429] ――

将棊大全 千流演義 定跡 209-210 刊本 文化12 二冊合１冊 ○０②⑫ 五篇? ――

将棊大全 千流演義 詰手之部六編 詰図解 209-475 M 刊本 文政6 ２冊 ○０②⑫<121> 図巧50局,妙案1局 161

将棊玉手箱 岡文器 定跡、棋譜 209-451 M 刊本 寛政2 ○０②⑫ ｢将棋玉手筥｣[169] 奥付｢玉手箱｣,題簽｢玉手筥｣ ――

将棊玉手箱 岡文器編 定跡、棋譜 209-441 刊本 寛政9 寛政2序 ○０②⑫{54-1}[181] ――

将棊段式人名録 大橋宗金吉田市助校 人名 209-509 M 写本 安政4 大橋家門弟名簿 ○０②⑫{64}[433] ――

将棊段附人名 人名 192- 60 M 写本 元禄16 ○０②⑫[431] ――

象戯力草 宗桂指南抄(術知) 大橋宗桂 詰図解 211- 44 M 刊本 元禄16 三巻１冊 西沢貞陳編 ○０②⑫{7-2}[065] 61

象戯力草 宗桂指南抄(術知) 大橋宗桂 詰図解 209-531 刊本 元禄16 三巻２冊 西沢貞陳編 ○０②⑫[065] 三巻→二巻(下巻(解)を欠く) 61

象戯力草指南抄(術知) 初代大橋宗桂 詰図解 209-525 M 刊本 元禄16 ３冊 西沢貞陳編 ○０②⑫ 61

象棊珎手選 福島万兵衛 詰図解､定跡 209-429 M 刊本 明和5 ２冊 ○０②⑫[129]<93> 下巻巻頭｢象棊珍手伝｣ 101

象棊珍手選 福島万兵衛 詰図解､定跡 209-438 刊本 明和5 二巻１冊 ○０②⑫{29-1}<93> 下巻巻頭｢象棊珍手伝｣ 101

将棊作物 詰図 209-494 M 写本 寛政2 ○０②⑫ 加々爪入道退全筆写 智実 127

将棊作物 三代大橋宗桂編 詰図解 209-593 M 刊本 万治2 ○０②⑫[023] 25

将棊作り物図式 西沢貞陳編 詰解 211- 50 M 刊本 元禄6 ３巻中､上中(図)を欠く ○０②⑫ 四代目宗桂将棋指南抄[039] 衆妙 44

将棊作物詰書 詰解 209-602 写本 ○０②⑫ 無双 472

将棊手合 棋譜 209-587 写本 寛政～文化 (無外題) ○０②⑫ 書外題｢無外題将棊手合｣ ――

将棊手合記 岡田乾州筆写 対局者勝敗 209-605 刊写 刊写交り ○０②⑫{83}[441] 刊写交り→写本(底本:刊写交り) ――

将棊手合記 棋譜本ﾘｽﾄ 209-606 写本 ○０②⑫ ――

将棊手合人名録 岡田棣編 対局者勝敗 209-558 写本 享和～天保 ○０②⑫{66}[439] 享和～天保→寛永～明治18 ――

象戯手鑑指南抄(圖式) 五代大橋宗桂 詰図解 209-528 M 刊本 天明9 ３冊 再板 貞享3跋 ○０②⑫{11-3}[161] 上(解)､中下(図) 113

将棊手続 棋譜 209-356 写本 天保～明治 三巻１冊 ○０②⑫[437] ――

将棊手続 棋譜 209-401 M 写本 弘化2～明治14 ○０②⑫[437] 内指部､付互励会将棊手続 将棋手続助集 ――

象戯手引草 二代大橋宗古 詰図解 209-524 M 刊本 ２冊 欠本 ○０②⑫{8-2} 天明2(小杉目録) ２冊→合1冊 108

将棊天保集 詰図､棋譜 209-370 M 写本 天保5～9 →天明1～天保12 ○０②⑫[435] 青池青季作･宇都宮勾頭作･所沢藤吉作 193

将棊童観抄 定跡 209-424 刊本 寛政9 ○０②⑫{29-3}P.5｢駒組童観抄｣ P.6｢将棊駒組童観抄｣同一 ――

将棊藤鯉集 丸山藤鯉 棋譜 209-579 M 写本 ○０②⑫[467] ――

将棊独歩抄 棋譜 209-405 M 写本 天保～安政 天野宗歩その他 ○０②⑫[469] ――

将棊名古屋流 定跡 209-409 M 写本 付将棊蔵庫､将棊評論､将棊六要 ○０②⑫[473] ――

象戯二十番 棋譜 210-215 写本 ○０②⑫ ――

将棊早指南 六代大橋宗英 定跡 209-213 刊本 天保10序 二巻合１冊 一名歩式二編 ○０②⑫{29-6}[257] ――

将棊早指南 大橋宗英 定跡 185- 96 Dm 刊本 ２冊 一名歩式二編 ○０①⑫⑮ ――

将棊早指南 歩式二編 六代大橋宗英編 定跡 209-434 刊本 天保10序 二巻２冊 ○０②⑫{67-1} ――

将棊番附 番付 192- 61 M 単片 天保7 ○０②⑫ ――

象戯秘曲集(作物) 添田宗太夫 詰図解 209-520 刊本 宝暦2 二巻３冊 ○０②⑫[109] 89

象戯秘曲集(作物) 添田宗太夫 詰図解 211- 47 刊本 宝暦2 二巻１冊 ○０②⑫{16} 91

将棊秘事袋(新選駒組) 観月亭 定跡 209-220 M 刊本 寛政3 ○０②⑫[173] ――

将棊秘伝抄 棋譜 209-552 写本 元禄～宝永 ○０②⑫[487] ――

将棊秘伝抄(古今) 大橋宗桂 詰図解 209-521 刊本 ３冊 ○０②⑫ 247

将棊獨稽古 福島順棊 定跡 209-423 M 刊本 天保4 ２冊 ○０②⑫{36}[247] 題簽副題｢絹篩二編｣ ――

将棊飛とり発達 詰図解 209-495 写本 50局中渡瀬荘治郎作18局 ○０②⑫[483]巻頭｢･･･明治廿年九月･･･｣ 439

将棊独学大全 棋譜 209-599 M 写本 ○０②⑫[471] ――

象戯百箇条之傳 大橋宗桂 心得 209-379 M 写本 ○０②⑫ 奥書｢元禄11五代大橋宗桂作｣ 岡田乾州筆写 ――

象戯評判(古今) 棋譜 209-519 M 刊本 元禄16 ○０②⑫ ――

象戯評判 棋譜 209-449 写本 元禄16板の写 ○０②⑫ ――

象戯評判(古今定跡) 棋譜 209-448 M 刊本 寛政1 ２冊 ○０②⑫[165] 題簽｢象戯評判(古今)｣ ――

将棊秘録(定跡口碑) 定跡 211- 37 M 写本 ２冊 ○０②⑫[485] ――
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将棊歩式 六代大橋宗英 定跡 209-428 M 刊本 文化7刊の後刷 ２冊 ○０②⑫{29-4}[207] ――

将棊方鑑 天野宗歩等撰 番付 192- 61 M 単片 安政2 将棊方鑑→将棊力鑑 ○０②⑫ 題簽｢東都将棋鑑 外十四種合綴｣中の2枚 ――

将棊道標(初心指習) 松下宗翁 定跡 209-433 刊本 寛政11 ○０②⑫{33}[187] 寛政11→寛政10 ――

将棊妙案 久留島喜内 詰解 209-348 M 写本 明治18 ２冊 ○０②⑫[489] 449

将棊妙手 大橋宗桂 定跡 209-426 刊本 文化12序 １冊 ○０②⑫{29-5} 東西文献復刻版の九代は十代の誤り? ――

将棊妙手 大橋宗桂 定跡 185- 95 Dm 刊本 文化12 ２冊 ○０①⑫⑮[219] ――

将棊名家友 橘金造 定跡 209-209 M 刊本 享和1 ○０②⑫ 将棊→將基 橘金造→橘全造 ――

将棊明玉 十代大橋宗桂編 棋譜 209-457 m 刊本 文化11 ２冊 明和1～文化11の棋譜 ○０②⑫⑮{54-4}[217] ――

象戯名将鑑(頭書) 原喜右衛門編 定跡、棋譜 209-526 刊本 宝暦7 四巻４冊 跋享保6 再板 ○０②⑫{52}[117] 源義経など架空の棋譜 ――

象戯勇士鑑 宥鏡 詰図解 209-390 M 写本 二巻１冊 ○０②⑫ 欠本 471

将棊養真図式 三代大橋宗与 詰図解 209-219 刊本 天保4 １冊 享保1版の重刻 ○０②⑫{14-3} 天保4→明治20年代 483

将棊養真図式 三代大橋宗与 詰図解 209-435 Dm 刊本 天保4 二巻２冊 再板 ○０②⑫[245] 179

将棊連珠集 大橋宗長校正 棋譜 209-514 M 刊本 文化13 ２冊 明和1～文化8の棋譜 ○０②⑫{55}[221] ――

将棊六要 附象戯評林 冥極 定跡 209-561 M 写本 嘉永1 明和9(安永1)刊 冥極識の写 ○０②⑫ 将棊六要 附象戯評林→将棊六要･象戲評論 ――

将棊六要 冥極 定跡 209-216 刊本 安永2 ○０⑫[145] ※S26行方不明､○０に転載後②から抹消 ――

新奇局図 橘仙斎 詰図 209-353 M 刊本 天保11～12 刊本→写本 ○０②⑫ 橘仙斎→橘仙斎作､岡田写 ｢邏陣攻戦法｣の名あり 477

神局図式 附久畄島百番外図式 詰図解 209-489 M 写本 →書名｢附｣なし ○０②⑫<191>｢小林棋好手記詰物～｣｢邏陣攻戦法｣の名あり 447

新撰将棊集(素人名手) 前編 宮城左一 棋譜 209-208 M 刊本 寛政12序 ○０②⑫ 享和2[197] 宮城左一→宮城左市 ――

關澄君都手合集 棋譜 209-380 写本 ○０⑫ ――

專致録 棋譜 209-366 写本 明治6～24 ○０⑫ ――

千流演義 初編(二枚落ノ部) 宮城清鹿 定跡 W431-N4 M 刊本 寛政13 １冊 旧請求記号：67-450 ○０⑤[191] １冊→２冊 ２冊目巻頭｢二編(一枚半落ノ部)｣ ――

千流演義将棊大全(二編 一枚半落ノ部） 宮城左市 定跡 W431-N5 M 刊本 文化5 １冊 旧請求記号：67-450 ○０⑤[205] ――

宗桂作物詰物(元祖) 詰解 209-581 刊写 ２冊(写本及刊本) ○０⑫ 宗桂作物詰物→宗桂作物詰書 写本及刊本→写本 240

添田右香車落十八番 棋譜 209-368 M 写本 元禄～寛延 付中古角落､聚集龜鑑､名村集 ○０⑫[447] ――

大日本御将棋評判 番付 192- 60 M 単片 写 ○０②⑫ ――

中古将棊 棋譜 209-404 M 写本 元和～慶安 ○０②⑫ ――

中将棊絹篩 鶴峯戊申 中将､詰図解 209-217 刊本 文政1序 二巻１冊 ○０②⑫ P.14に同名異書あり 158

中将棊指南抄(新板) 中将､詰図解 210-229 M 刊本 元禄16序 ○０②⑫{2} 序題｢中将棊詰物指南｣ 63

中将棊指南抄 中将､詰図解 209-493 写本 元禄16刊の写 付中将棊作り物詰書附三〇番 ○０②⑫ 序題｢中将棊詰物指南｣ 65

中象戯初心抄 中将､詰図解 209-586 M 写本 元禄16.1刊の写 ○０②⑫ 298

中象戯図式 伊藤宗看 中将､詰図解 209-588 M 写本 延宝3写 寛文13刊の写 ○０②⑫ 寛文13刊の写→寛文3刊と万治2刊の写 35

中将棊作物 伊藤宗看 中将､詰図 209-582 M 写本 延享3以降 ○０②⑫ 巻頭に延享3作 大橋家旧蔵 87

中象戯作物(百番) 中将､詰図 209-583 写本 ○０②⑫ 299

中象戯作物 大橋宗看 中将､詰図解 わ796-1 M 写本 ２冊 寛文3刊の写 ○０①⑫{1} 序題｢中象戯圖式｣ 大橋宗看→初代伊藤宗看 31

中象戯詰物 中将､詰図 わ796-2 M 写本 ○０①⑫ 302

中将棊詰物指南 中将､詰図解 209-591 M 刊本 元禄16.9序 ○０②⑫ 63

中象戯補録集 山形屋八郎右衛門編 中将､棋譜 209-545 M 写本 安永7刊の写 ○０②⑫{3}[147] ――

珍手選巻首詰物曲詰集三十番 詰図解 209-394 M 写本 ○０⑫ 476

土屋土佐守作詰物 詰図 209-473 M 写本 ○０②⑫ 消夏堂主人筆 手段草 306

詰方将棋新選 大橋某 詰図 209-446 刊本 ○０②⑫<208> 198

詰将棊玉手箱 詰図 209-487 M 刊本 ２冊 ○０②⑫<207> 詰将棊玉手箱→詰将玉手箱 刊本→写本 225

詰物 宗金編 詰 209-480 写本 ○０⑫ ※S20行方不明､○０に転載後②から抹消 555

詰物集 詰図 209-482 M 写本 ○０②⑫ マイクロ書名は｢将棊詰物集｣ 460

詰物集 詰図 209-498 M 写本 ○０②⑫ 464

詰物百局 詰図 209-378 写本 ○０②⑫ ｢大橋宗英作｣あり 465

詰物百番(無題花印抄) 詰図 209-481 写本 ○０②⑫<209> 467

東京番附 伊藤宗印小野五平編 番付 192- 61 M 単片 明治10～24 ○０②⑫ 題簽｢東都将棋鑑 外十四種合綴｣中の5枚 ――

當今諸先生 詰図解 209-500 D 刊本 泉永堂刊 ○０②⑫⑮ P.15に同名異書あり 445

唐山象棋譜 草加定環 唐象棋 209-546 M 刊本 寛政8 ○０②⑫{141}[179] ――

東都将棊鑑 番付 192- 61 DM 単片 明治10～24 別名｢東京番附｣ ○０②⑫⑮{68-2} 題簽｢東都将棋鑑 外十四種合綴｣中の6枚 ――
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東都手相鑑 大橋柳雪等撰 番付 192- 61 DM 単片 天保9 ○０②⑫ ――

年次集 棋譜 209-375 M 写本 明和～文政 五巻１冊 ○０⑫ ――

禽象戯図解 豊田玄亀 禽象戯､棋譜 209-474 M 刊本 天保4 ○０②⑫{142} 野田安親[243] 玄亀→玄龍(｢帝｣偏) ――

(二代目宗印)将棋図式 詰図解 209-413 M 写本 ○０②⑫ 勇略 マイクロ書名は｢象戯図式｣ 448

日本國中将棊位附 番付 192- 60 M 単片 天保11 写 ○０⑫ ――

日本将棊集 天野富次撰 番付 192- 61 M 単片 弘化4 ○０②⑫ ――

日本番附 伊藤金五郎編 番付 192- 60 M 単片 天保9 写 ○０②⑫ 別名｢御將棊爲評判｣ ――

日本番附 天野富次郎編 番付 192- 60 M 単片 弘化4 写 ○０②⑫ 別名｢日本將棊集｣ ――

日本番附 番付 192- 60 M 単片 文政5 写 ○０②⑫ ――

日本番附 渡瀬荘次郎編 番付 202-133 Dm 単片 慶應4 写１枚 ○０②⑫ ――

日本番附 渡瀬荘次郎編 番付 202-133ﾛ 単片 慶應4 写１枚 ○０②⑫ ――

(橋本市川)将棋稽古指南 棋譜 209-569 写本 天保～弘化 ○０②⑫ 将棋稽古指南→将棊稽古指留 弘化→嘉永 ――

橋本将棋集抄 棋譜 209-354 写本 寛政～天保 ○０②⑫ ――

(八代目宗桂)将棋図式 詰図解 209-403 M 写本 ２冊 ○０②⑫ マイクロ書名は｢将棊図式｣ 473

馬法準繩 定跡 209-560 写本 ○０⑫ ――

盤上口傳集 詰図解､棋譜 211- 41 写本 ○０⑫ 311

左香車落 上手勝(将棊集) 棋譜 209-402 写本 天保 ○０②⑫ ――

左香車落 下手勝(将棊集) 棋譜 209-398 写本 天保中 ○０②⑫ ――

左香車落駒組 定跡 209-548 M 写本 ○０②⑫ 文化元大塚顕武写 ――

秘傳書駒組 定跡 209-573 M 写本 ○０⑫ ――

平手相掛横歩取 棋譜 209-385 M 写本 ○０②⑫ ――

平手組 定跡 209-540 写本 ○０②⑫{40-4} ――

古将棊 多賀太郎筆写 棋譜 209-575 M 写本 享保～宝暦 ○０⑫ ――

古将棊評判 棋譜 209-349 M 写本 寛延中 ○０⑫ ――

右香車落(将棊集) 棋譜 209-399 M 写本 文政～天保 ○０②⑫ ――

右香車落 定跡 209-539 写本 ○０②⑫{40-3} ――

美濃番附 番付 202-132 単片 明治14 写１枚 ○０⑫ ――

陸前番附 番付 202-129 単片 明治13 写１枚 ○０⑫ ――

柳営対局集 棋譜 209-357 M 写本 元禄～文久 四巻１冊 ○０②⑫ ――

蠡海集 棋譜 209-373 M 写本 慶安～天保 ○０②⑫ 将棋蠡海集[495] ――

蠡海集(詰物之部) 岡田乾州筆写 詰図解 209-384 M 写本 明治24頃 ○０②⑫ 欄外に｢明治24～27｣の書込みあり ｢宗助｣作あり 463

蠡海 年次集 棋譜 209-374 M 写本 文化～天保 ○０②⑫ ――

倭漢象戯纂要 定跡 209-557 M 写本 ○０⑫ ――

和子棊記 大西昌芳編 棋譜 209-535 写本 ２冊 明和8刊の写本 ○０⑫ ――
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【明治・大正・昭和前期】

書 名 編 著 者 内 容 請求記号 Mm 刊写 発行年月 備 考(1) 備 考(2) 総目録No.

Japanese chess(sho-ngi) Cho-yo 詰図解 KD953-A1 刊本 明治38 英文 524

Japanese chess(shogni) Cho-yo 詰図解 Ba-121 刊本 明治38 英文 524

愛知縣下将棋英名鑑 寺本松太郎編 番付 202-126 D 単片 明治18 １枚 ②⑫{86-4} ――

圍碁と将棊 詰図解 45-184 m 刊本 明治30 ⑫<229> 488

上手なかせ将棋全勝法 関東将棋倶楽部編 詰図解 173-145 刊本 昭和3 ⑰ ※S21より行方不明 古典籍資料室 758

大坂上町番附 番付 192- 60 M 単片 明治12 写 ⑫ 別名｢大坂上町將棊見立鏡｣ ――

御城将棋 将棋新報社編輯部編 67-310 m 刊本 明治43 吉川弘文館刊 ③ P.13｢将棋叢書｣に収録 ――

御城将棋詳解 土居市太郎 186-175 刊本 大正5 ④⑯{124}[575]

御城将棊詳解 土居市太郎 特259-438 刊本 昭和6 ⑰

小野名人将棊速成 小野五平 詰図解 67-354 D 刊本 大正2 ⑯ T2.12.27刊 559

角落戦の研究 関根金次郎監修 302-129 刊本 昭和10 ⑰

勝将棋 第１ 木村義雄 a795- 8 刊本 昭和23 再版 ⑰

川中島将棋譜(新発明) 前編 岡田信一 川中島将棋 特41-445 m 刊本 明治27.7 ⑮{145} ――

棋界秘話 矢野由次郎 囲碁界 586-208 刊本 昭和4 ⑰ ――

棋道清談 北斗星 読み物 682-176 刊本 昭和10 ⑰ ――

棋道半世紀 関根金次郎 読み物 773- 90 刊本 昭和15 ⑰ ――

棋道秘話 菅谷北斗星 読み物 642-179 刊本 昭和8 ⑰ ――

木村義雄全集 修業篇 796-Ki39-4ウ 刊本 昭和18～19 第１～３巻 ⑰

九箇國将棊人名録 小林東白･松阪福編 番付 192- 60 M 単片 明治20 ⑫ ――

香落戦の研究 関根金次郎監修 302-127 刊本 昭和10 ⑰

近世将棋巨匠の手合 平岩米吉編 棋譜 627-198 刊本 昭和7 ⑰{133} ――

崩し方より詰手まで将棋必勝秘傳 関東将棋倶楽部編 詰図解 173-113 刊本 昭和2 ⑰ ※S2.7.19納本 S31より行方不明 古典籍資料室 741

高等将棊秘訣(新按定跡) 飯万島龍水 定跡 66-137 D 刊本 明治27.7 ２冊 ⑫⑮ ――

古局象棋圖 宋､司馬光 中国象棋 163- 4 M 刊本 ⑫ 欣賞編20冊中の第11,12冊 ――

古局象棋圖 中国象棋 て - 1 刊本 ⑫ 説郛第103中にあり ――

古今将棋諸書評論 松井雪山 定跡 173-111 刊本 昭和2 ⑰ ――

古今妙手詰 吉田栄吉編 詰図解 特67-356 D 刊本 明治20.5 ２冊 吉田栄吉刊 小冊子 ⑮{111-1,2} ２冊は異内容の別本 P.6に｢古今妙手詰｣有 433,434

古今名人駒組(組妙手) 井田菊松編 定跡 特67-367 Dm 刊本 明治19.7 松栄堂刊 ⑮ 一般図書 ――

此の一手(將棋勝敗) 關根金次郎 186-211 刊本 大正6 ④⑯

駒組より詰手まで将棋虎の巻 関東将棋倶楽部編 詰図解 173-114 刊本 昭和2 ⑰ ※S31より行方不明 722

駒の歩みから初段まで(將棋新定跡) 村越爲吉 定跡 622- 62 刊本 昭和7 ⑤⑰ ――

駒の歩みから初段まで(将棋新定跡) 村越爲吉 定跡 622- 62イ 刊本 昭和9 ⑰ ――

駒の歩から初段まで(将棋新定跡) 村越為吉 特202-114 刊本 昭和14 改訂増補 ⑰

駒の歩みから初段まで(将棋新定跡) 村越為吉遺稿 定跡 特235-857 m 刊本 昭和16 ⑰ ――

駒の歩みより初段まで 東都将棋倶楽部編 詰図解､定跡 特234-809 m 刊本 昭和14 ⑰ 883b

今人古人の名局 大崎熊雄 606-207 刊本 昭和6 ⑰

最新将棋指し方と戦法 日本将棋倶楽部編 173-161 刊本 昭和3 ⑰

最新 詰将棋名作選 塚田正夫 詰図解 a795- 1 m 刊本 昭和23 ⑰ 1035

坂田将棋･近代将棋争覇録 菅谷北斗星 703-188 刊本 昭和12 ⑰

左香集 棋譜 209-381 M 写本 天保～弘化 ②⑫[355] ――

指将綦定跡集 西岡亀太郎 詰図解､定跡 特67-721 D 刊本 明治44.11 平田暁刊 ⑮{120} 548

雑藝叢書 第一 早川純三郎編 中将､詰図解 330-49ち 刊本 大正4.2 ｢象棋六種之圖式,中将棊指南抄｣ ④ 刊記ない欠本(P.27に完本、P.17に複製版あり) 563

三人将棋 一名国際将棋 谷ヶ崎治助 特214-235 刊本 昭和7 ⑰

七國将棊 宋､司馬光 七国将棊 209-453 刊本 万延2 ②⑫{143} ――

実戦必勝図解将棋全集 定跡 210-385 刊本 昭和3～4 第１～３巻 ⑰ 第１～３巻→第１～４巻(５巻欠) 古典籍資料室 ――
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実戦必勝図解将棋全集 定跡 特258-148 刊本 昭和4 第７巻 ⑰ ――

実戦必勝図解将棋全集 定跡 特258-627 刊本 昭和5 第８巻 ⑰ ――

袖珍棋譜 棋譜 209-507 M 写本 明治10～21 ②⑫[491] ――

趣味の大道詰将棋 田辺重信 詰図解 773-127 刊本 昭和14 ⑰{138}[749] 937

将棋一手千盤(定跡講義) 高村徳次郎講評 詰図解､定跡 特209-672 刊本 昭和11 ⑰ 888

将棋イロハ字図 附･将棋連珠 丸山正為 詰図解 特259-435 刊本 昭和2 ⑰[602] 728

将棊貫珠 河村古僊 詰図解 209-427 D 刊本 明治10.7 ２冊 河村古僊刊 ②⑫⑮{106} M15[293] 408

将棋奇襲作戦読本 土居市太郎 773-176 刊本 昭和16 ⑦

将棋絹篩 福島順棊 定跡 特41-448 Dm 刊本 明治16.3 ２冊 三木書楼刊 ⑮ 一般図書 ――

將棊絹篩 福島順喜 定跡 67-310 m 刊本 明治43 ｢將棊獨稽古｣合巻 ③ P.13｢将棋叢書｣に収録 ――

将棋草薙之巻 阪田三吉 棋譜 特114-958 刊本 大正2 ⑯ M45[546] ――

將棊講義 將棊研究會編 詰図解､定跡 11-401 D 刊本 大正9 富久屋書店刊 ④⑯<313> 582

将棋講義 将棋研究会編 詰図解､定跡 特107-988 m 刊本 大正15.5 同好研究會刊 ⑯ 603

将棋講義録(独習速成) 第１期 将棋新報社編輯部編 詰解､定跡 YDM76169 D 刊本 明治44.6 ③⑮ 44.6→44.4 詰将棋の箇所欠落 544

将棋講義録(独習速成) 第２期 将棋新報社編輯部編 詰解､定跡 327-456 刊本 明治44 詰将棋の箇所欠落 545

将棋講義録(独習速成) 第３期 将棋新報社編輯部編 詰解､定跡 特276-406 D 刊本 明治44 ⑯ 546

将棊校拾會手合帳 棋譜 209-553 写本 明治4 ②⑫ ――

将棋此の一手 溝呂木光治石山賢吉 読み物､棋譜 682- 25 刊本 昭和10 ⑰ ――

将棊駒組(新版) 吉田栄吉編 定跡 特67-356 D 刊本 明治20.5 吉田栄吉刊 小冊子 ⑮{111-4} P.6に同名異書あり ――

将棋駒組初段となる 森居種吉編 定跡 209-501 Dm 刊本 明治19.12 ２冊 ②⑫⑮ ――

將棊指覺大成 西沢貞陣編 棋譜、定跡 104-381 刊本 元禄11 天文～江戸前期の棋譜 ④{45}[059] P.6に同名写本あり ――

將棋指方秘伝 吉田秋水 定跡 173-155 D 刊本 昭和3 ⑤⑰ 古典籍資料室 ――

將棊定跡解(獨習速成) 将棊新報社編輯部編 定跡､棋譜 67-298 D 刊本 明治42.7 ③⑮{118}[539] ――

將棊定跡講義 将棊新報社編 67-302 刊本 明治43 ③

将棋定跡講義 将棊新報社編輯部編 特257-185 刊本 昭和5 ⑰

將棋定跡百番集 吉田秋水 定跡 173-156 刊本 昭和3 ⑤⑰ 古典籍資料室 ――

将棋定跡平手戦術 大橋宗英 棋譜､定跡 特200-99 刊本 昭和11 ⑰ ――

将棋上達の急所 木村義雄 定跡 796-Ki39ウ m 刊本 昭和22 ３版 ⑰ ――

将棋上達四週間 小泉兼吉 詰図解 特234-935 刊本 昭和16 ⑰[783] 955

將棋初學者の手ほどき 吉田秋水 定跡 173-159 刊本 昭和3 ⑤⑰ 古典籍資料室 ――

将棊初心の手引 高橋其木 詰図解 特260-749 m 刊本 昭和3 ⑰[623]<374> 765(重)

将棊新誌 棋譜 209-365 写本 明治14.5～.11 ②⑫ 明治14→明治24 古典籍資料室 ――

将棊新誌 八代伊藤宗印編 棋譜 209-566 D 雑誌 明治25.6 ②⑫⑮{89} 題簽｢第拾五集｣ 古典籍資料室 ――

將棊新手法(定跡講義) 土居市太郎 186-355 刊本 大正11 ④⑯

將棊新手法(定跡講義) 土居市太郎 186-355イ 刊本 大正15 訂３版 ④⑯

將棊新手法(定跡講義) 土居市太郎 186-355ロ 刊本 昭和11 増訂版 ⑰

将棋新定跡 花田長太郎 定跡 特257-184 刊本 昭和5 ⑰ ――

将棋新定跡(盤面図解) 将棋研究会編 特222-147 刊本 昭和9 ⑰

將棊新定跡講義 阪田三吉 定跡 344-211 刊本 大正2 ④⑯{122}[551] ――

将棋新定跡大観 木見金次郎 詰図解､定跡 特228-249 刊本 昭和9 ⑰ 762(重)

将棊新選(明治新刻) 近八郎右衛門 詰図解､定跡 特41-822 D 刊本 明治19.3 ⑮{107}<216> 430

将棊新選圖式 福泉藤吉 詰図解 183-244 m 刊本 明治16.8 ２冊 ⑫⑮ 419

将棋陣立くづし 土居市太郎 特259-206 刊本 昭和6 ⑰

将棋陣立くづし 土居市太郎 Y77-619 刊本 昭和23 ⑰

将棋新手ほどき(独習上達) 将棋新報社編輯部編 詰図解､定跡 特257-232 m 刊本 昭和3 ⑰ 755a

将棊新報(伊藤宗印編輯) 八代伊藤宗印編 棋譜 209-533 D 刊本 明治14～16 第一集～五集 M16.8山静堂刊 ②⑫⑮{88} 雑誌(M14～16)の合本単行本化 古典籍資料室 ――

将棊新報 伊藤宗印編 棋譜 209-533イ D 雑誌 明治14～25 第一集～五集 合本 ②⑫ 明治14～25→明治14～16 古典籍資料室 ――

将棋精観 上巻 松井雪山編著 定跡 特257-410 m 刊本 昭和11 ⑰ ――

将棊精選 天野宗歩 定跡 65-199 D 刊本 明治18.5 ３冊 嘉永6序 ①⑫⑮ ――

将棊精選 上 天野宗歩 定跡 Y78-1023 D 刊本 山静堂 向陽楼刊の複製版 ⑰ ――
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将棊精選 下 天野宗歩 定跡 Y78-1023 D 刊本 古棋書復刻委員会刊 ⑰ ――

将棋精選(新定跡) 天野宗歩 定跡 特260-208 刊本 昭和6 ⑰ ――

将棋精選細講 中 天野宗歩 定跡 特108-673 刊本 大正14 ⑯ ――

将棊精妙 二代伊藤宗印 詰図解 183-242 D 刊本 明治16.8 八代宗印序 ①⑫⑮ 上(図),下(解) 418

将棋戦(現今名家) 将棋新報社編輯局編 棋譜 67-388 刊本 大正11 ⑯{127}[589,590] ――

将棋叢書 将棊新報社編輯部編 棋譜、定跡 67-310 m 刊本 明治43 ３冊 吉川弘文館刊 ⑮ ｢御城将棋｣｢将棊歩式｣｢将棋絹篩｣ ――

將棋相談 菅谷北斗星､溝呂木光治 詰図解､定跡 675- 1 刊本 昭和9 ⑤⑰[685] 842

將棋速成圖解 吉田秋水 定跡 173-154 刊本 昭和3 ⑤⑰ 古典籍資料室 ――

將棋大觀 木村義雄 詰図解､定跡 KD953-H53 刊本 昭和3.3 誠文堂刊 [620] 754

将棋大観 将棋研究会編 詰図解 586-256 刊本 昭和4 春江堂刊 ⑰<395> ※S31より行方不明 790

将棋大観 上 木村義雄 定跡 特214-392 刊本 昭和22 誠文堂新光社刊 ⑰ ――

将棋大観 下 木村義雄 定跡 a795-37 m 刊本 昭和24 誠文堂新光社刊 ⑰ ――

将棋大鑑(定跡詰手) 東京将棊互楽所編 詰図解 186-329 刊本 大正10 ⑯ ※S21に廃棄 古典籍資料室 585

将棋大講座 金易二郎 棋譜 638-201 刊本 昭和11 第７巻のみ ⑥⑰{135} ――

將棊大全(定跡詰物) 將棊雑誌社編集部編 詰図解 67-334 m 刊本 明治45.6 ④⑮[548]<274> 549

将棋大全(新撰妙手) 詰図解 209-516 D 刊本 明治18.12 ②⑫⑮<214> 428

将棋大全(新撰妙手) 伊東武左衛門編 詰図解､定跡 特60- 84 D 刊本 明治19.4 ⑮{109} 前行の改訂版 432

將棋大全集 誠文堂編 棋譜 505- 70 刊本 昭和5～7 ６冊 ⑤⑰{132} 第一：木村義雄実戦集 ――

将棋智恵競 大橋先生 詰図解 特41-449 m 刊本 明治17.6 ２冊 ⑮[295]<213> 駒競 424

將棋詰手百五十番 吉田秋水 詰図解 173-158 刊本 昭和3 ⑤⑰<380> S5[571] 573(重)

将棋つれづれ草 菅谷北斗星 随筆 773-168 刊本 昭和15 ⑦⑰ ――

將棊手鑑(天野宗歩手合) 八代伊藤宗印編 棋譜 209-456 D 刊本 明治10.1 ３冊 ②⑫⑮{105}[291] ――

将棊手ほとき 将棊新報社編輯部編 詰図解､定跡 特261-795 刊本 大正15 １４版 大野萬歳館刊 ⑯ M42[535] 533(重)

将棋手ほどき 将棋新報社編輯部編 詰図解､定跡 特259-567 刊本 昭和5 大阪屋號書店刊 ⑰ 816

将棊獨學指南(三週間) 高濱作蔵編 詰図解､定跡 796-Ta214s D 刊本 明治31 ⑮<232> M34[527] 【亀田文庫】 490

将棊獨習新法(三十日間) 浜島龍水稿 詰図解､定跡 特41-823 D 刊本 明治26.7 ２冊 三浦兼助刊 ⑮{115}<225> 479

將棋読本 土居市太郎 詰図解､定跡 692- 76 刊本 昭和10 ⑤⑰ S12[717] ※S26より行方不明 852

将棋留帳 多賀某[氏慎カ]編 棋譜 209-554 D 写本 明治5 ②⑫[449] 多賀棊→多賀氏慎 ――

将棋虎之巻 将棋新報社編 定跡 特108-250 m 刊本 大正2 ⑯ ――

将棋虎之巻 将棋新報社編輯部編 詰図解 特257-243 刊本 昭和5 ⑰ 813

將棋虎之巻(一手千金) 一名昇進の友 阪田三吉 定跡 67-344 刊本 大正2 ④⑯{123} M45[547] ――

将棋入門 塚田正夫 詰図解 a795- 3 m 刊本 昭和23.6 再版 ⑰[799] 1033(重)

将棋の急所 駒落篇 花田長太郎 744- 8 刊本 昭和12 ⑥⑰

将棋の急所 実戦篇 花田長太郎 詰図解 744- 8 刊本 昭和16 ⑦⑰[771] ※S21より行方不明 953

将棋の指し方 東京将棋倶楽部編 定跡 特208-797 刊本 昭和11 ⑰ ――

将棋の指し方 土居市太郎影山稔雄 詰図解 a795- 7 m 刊本 昭和23 ⑰ S23.7.30刊２刷(初刷はS23.3.29) 1032(重)

将棋の指し方 左香落から平手まで 将棋研究会編 定跡､棋譜 特258-694 刊本 昭和4 ⑰ ――

將棋の話 菅谷要(北斗星) 随筆 606- 65 刊本 昭和5 ⑤⑰ ――

將棊の秘訣 花外逸人編 定跡 397- 78 m 刊本 大正9 ④⑯ ――

将棋の必勝法 東都将棋倶楽部 詰図解､定跡 特211-898 m 刊本 昭和11 ⑰ 884a

将棋八段戦熱血譜 土居市太郎 特210-382 刊本 昭和17 ⑰

将棊はめて千態 土居市太郎編 186-195 刊本 大正5 増訂３版 ⑯

将棊早稽古 十二代大橋宗金 詰図 ､定跡 209-466 D 刊本 明治19.3 前編 ②⑫⑮{108}[522] 431

将棊早指南 詰図解 209-508 D 刊本 明治24.6 ②⑫⑮{112}<219> 玉図 461

將棋早學 大橋宗桂 67-417 刊本 昭和10 ⑤⑰ ※S21より行方不明

將棊秘訣(小野名人) 小野五平 詰図解､棋譜 186-204 刊本 大正6 ④⑯{125}[580] 古典籍資料室 575

將棋秘手 小林東白斎 詰図解､定跡 67-366 D 刊本 大正3 附詰將棋 ④⑯ 小林東白斎→坂田三吉 562

将棋必勝戦術(定跡図解) 溝呂木光治編 詰図解 特223-742 刊本 昭和11 ⑰ 887

将棋必勝大全(独習自在) 伊藤禄亭 詰図解､定譜 特41-824 D 刊本 明治31.7 ３冊 ⑮{117}<233> 奥付｢緑亭｣,見返し｢禄亭｣ 491

将棋必勝手引 将棋研究会編 詰図解､定跡 特225-551 m 刊本 昭和14 ⑰ 929a
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将棋必勝虎の巻 将棋研究会編 詰図解､定譜 特231-121 刊本 昭和14 ⑰ 929

将棊必勝秘訣(新式速成) 将棋研究会編 507- 26 刊本 大正11 ⑯ ※S23より行方不明

将棋必勝法 渡瀬荘次郎 詰図解 186-165 刊本 大正4 ２冊 ④⑯ T5[566] 古典籍資料室 566

将棊独案内(名人遺跡) 長谷川關之助編 詰図解､定跡 68-206 m 刊本 明治25.3 ①⑫⑮{114}<222> 466(重)

将棊独稽古 詰図解 特60-86 D 刊本 明治24.9 ⑮{113} 駒競 関西館 462

将棋百戦百勝 川井房卿 186-189 刊本 大正5 ⑯[564] ※S21より行方不明 清水目録には詰将棋なしと

將棋平手詰手の戰法と奥儀 關東將棋倶樂部編 詰図解､定跡 173-133 刊本 昭和2 ⑤⑰[610]<363>角書｢將棊｣は刊記にはなし 古典籍資料室 737

將棋歩式 将棊新報社編 定跡 67-310 m 刊本 明治43.9 附録御城將棋補遺 ③ P.13｢将棋叢書｣に収録 將棋歩式→將棋獨稽古 ――

将棋宝典 第一～四 関根金次郎監修 定跡 701- 75 刊本 昭和11 ４冊 ⑥⑰ ――

将棋妙案 小林豊･岩木錦太郎 詰図解 特257-597 m 刊本 昭和8 ⑰ 昭和8→昭和9 838(重)

将棊名家手合 小菅劔之助編 棋譜 66- 18 D 刊本 明治26.12 ２冊 ①⑫⑮ ――

将基名家手合 小菅劔之助編 棋譜 209-486 D 刊本 明治26.12 上下 八代伊藤宗印の棋譜 ②⑫⑮{116}[523,524] ――

將棋名匠逸話 大崎熊雄･菅谷要 棋譜 586- 79 刊本 昭和3 ⑤⑰{130} ――

將棋名匠逸話と對局 大崎熊雄 棋譜 564-266 刊本 昭和2 ⑤⑰{130} ――

将棋名匠の面影 飯塚勘一郎 随筆 725- 74 刊本 昭和12 ⑥⑰ ――

将棋力戦法 神田辰之助 773-177 刊本 昭和16 ⑦⑰

象棋六種之圖式 鶴峯戊申 諸象棋 330- 49ち 刊本 大正4 ④ P.11｢雑藝叢書 第一｣に収録 ――

定跡奥義将棋秘伝 将棋新報社編 定跡 特258-50 刊本 昭和6 ⑰ ――

定跡集将棋早指南 大橋宗英 特258-226 刊本 昭和2 ⑰

定跡集将棋早学 頭書将棋珍手選 大橋宗桂 詰図解､定跡 特257-749 刊本 昭和2 ⑰ 714(重)

定跡図解将棋必勝宝典 東京将棋倶楽部編 詰図解 特226-164 刊本 昭和10 ４版 ⑰ 826(重)

定跡図式将棋大鑑 一名初心者の必携 溝呂木光治 詰図解 173-115 刊本 昭和2 ⑰ ※行方不明 724(重)

定跡図式将棋手ほどき 日本将棋倶楽部編 173-160 刊本 昭和3 ⑰ ※行方不明 古典籍資料室

昇段熱血棋集 神田辰之助 棋譜 757-113 刊本 昭和13 ⑰{137} ――

勝敗秘訣(飛車落角行落) 関根金次郎 棋譜 186-264 刊本 大正8 上下 ⑯{126}[586,587] NDL-OPAC｢関根八段大駒落勝敗秘訣｣ ――

昭和高段戦(読売将棋) 八段の巻 読売新聞社編 棋譜 581- 37 刊本 昭和3 ⑰{129} ――

昭和実戦棋集 小泉兼吉 詰図解 特264- 90 刊本 昭和14 ⑰ 936

昭和詰将棋新集 塚田正夫 詰図解 180-126 刊本 昭和7 ⑰{134}[680] 古典籍資料室 834

昭和詰将棋選集 松田茂行 詰図解 a795- 9 刊本 昭和23 ⑰⑱[807] 松田茂行→池の端棋人編 1030

初学将棋読本 建部和歌夫 詰図解､定跡 特264-487 m 刊本 昭和14 ⑰ 934(重)

素人将棋戦術問答 菅谷要･大崎熊雄 687- 7 刊本 昭和10 ⑰

素人詰将棋 中村乾二 詰図解 393-370 刊本 大正11 ④⑯ 589

新将棋戦略 金子金五郎･菅谷 675-193 刊本 昭和10 ⑰

新撰将棊月報 伊藤清遊 棋譜 209-492 Dm 雑誌 明治5,22 保存会刊 2冊合冊 ②⑫⑮{87} ――

新撰詰将棋 塚田正夫 詰図解 特226-982 刊本 昭和12 ⑰[721] 896

新撰妙手詰 吉田栄吉編 詰図解 特67-356 D 刊本 明治20.5 小冊子 ⑮{111-3} 436

陣立くずし法(將棋秘訣) 土居市太郎 186-187 刊本 大正5 ④⑯ NDL-OPAC書名｢将棋秘訣陣立くずし法｣

陣立くずし法(將棋秘訣) 土居市太郎 特115-240 刊本 大正5 増２版 ⑯

新編将棊実戦講話 土居市太郎 186-162 刊本 大正4 ⑯

新編将棋実戦講話 土居市太郎述 特257-987 刊本 昭和6 ⑯

図解速成将棋定跡全集 平手之部 関根金次郎編 173-125 刊本 昭和2 上下 ⑰

図研会々員詰将棋創作集 第１輯 詰図解 特251-136 刊本 昭和18 ⑰ 967

征清将棋(百戦百勝) 友柳子編 征清将棋 特63-660 Dm 刊本 明治27.12 ⑮ ――

征清将棋(百戦百勝) 友柳子編 征清将棋 特63-660 Dm 刊本 明治28.1 ２版 ⑮ ――

西洋将棊指南 諏訪三平編 チェス 209-476 刊本 明治20 ⑫ ――

西洋将棊指南 喫霰仙史編 チェス 209-479 刊本 明治2 ⑫ ――

戦跡を語る 附･十番指し実戦棋譜 溝呂木光治清水文春 特212-524 刊本 昭和6 ⑰

大正名家将棋決戦録 民友社編 388-244 刊本 大正9 ⑯

大日本将棊有名集 渡瀬荘次郎集之 番付 202-133 D 単片 慶応4 ⑮{68-3} ――

中将棊絹篩 鶴峯戊申 中将､詰図解 209-421 M 刊本 文政1 二巻２冊 ⑫{4} P.9に同名異書あり 155
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中将棊指南抄 中将､詰図解 330- 49ち 刊本 大正4 ④ P.11｢雑藝叢書 第一｣に収録 一般図書 563

中将棊指南抄 中将､詰図解 209-590 刊本 菊屋七郎兵衛刊 ⑫{6} 中将棊指南抄→中将棊初心鈔 297

詰将棋傑作五十番 土居市太郎 詰図解 特265-846 刊本 昭和16 ⑰[776] 949

詰将棋講義(初心独習) 土居市太郎編 詰図解 186-233 刊本 大正7 ２冊 ⑯[351,352]<308,309> 古典籍資料室 579,580

詰将棋講義(初心独習) 上巻 土居市太郎編 詰図解 特258- 51 刊本 昭和6 ⑰ 828

詰将棋講義(初心独習) 下巻 土居市太郎編 詰図解 特259-636 刊本 昭和6 ⑰ 832

詰将棋集 三井高精 詰図解 特261-829 刊本 昭和14 ⑰[753] 923

詰將棋精選 高濱貞 詰図解 186-188 刊本 大正5 ④⑯[565]<295> 高濱貞→高濱禎 571

詰將棋精撰 詰將棋研究會編 詰図解 586-218 刊本 昭和4 第１･２巻 ⑤⑰{131}[639,640] 図巧･秘曲集 & 駒競･無双 787,791

詰将棋づくし 有馬康晴 詰図解 312- 41 刊本 昭和19 ⑰[793] 973

詰将棋手繙 尾見浜五郎 詰図解 186-321 刊本 大正10 ⑯ ※S21より行方不明 古典籍資料室 584

詰將棋百題 安藤豊次編 詰図解､棋譜 97-495 m 刊本 明治40.10 附關根八段講評棋譜 ③⑮[533] 530

詰將棋百番(新撰) 須藤三重郎編 詰図解 67-314 m 刊本 明治44.1 ③⑮ 542

詰将棋百番(名人) 将棊新報社編輯部編 詰図解 67-336 D 刊本 大正1 大野萬歳館刊 ⑯{121}[558] 初代宗桂～小野五平 L.37に同名異書あり 556

詰将棋吹き寄せ 有馬康晴 詰図解 特204-600 刊本 昭和17 ⑰[784] 962

詰図揺籃集 田辺重信 詰図解 特206-272 m 刊本 昭和14 ⑰[756] 927

哲学将碁哲学飛将碁指南 丸山福治 新ゲーム 特54-622 D 刊本 明治23.1 ⑮ ――

寺の庭を掃きつゝ 桜井蘇月 詰図解 特231-662 刊本 昭和16 ⑰[773] 954

東京番附 伊藤宗印編 番付 192- 61 DM 単片 明治10 写 ⑫ 別名｢東都將棋鑑｣ ――

東京番附 番付 193- 81 単片 明治16 ⑫ ※行方不明 ――

東京番附 伊藤宗印小野五平編 番付 192- 61 DM 単片 明治18 ⑫ 別名｢相撲會將棊對手概表｣ ――

東京番附 段付 伊藤宗印編 番付 192- 60 M 単片 明治10 写 ⑫ 別名｢東都將棋鑑｣ ――

當今諸先生 吉田栄吉編 詰図解 特67-356 D 刊本 明治20.5 吉田栄吉刊 小冊子 ⑮{111-5} P.9に同名異書あり 435

日本将棋對手概表 伊藤宗印大橋宗金撰 番付 202-131 D 単片 明治22 １枚 ②⑫⑮{86-6} ――

日本番附 大橋宗与編 番付 202-135 D 単片 明治4 １枚 ②⑫ 将棊姓名録{86-1} ――

二枚落片駒落将棊の指方と妙手 関東将棋倶楽部編 173-129 刊本 昭和2 ⑰

二枚落から角落までの将棋の奥義 将棋研究会編 157- 95 刊本 昭和4 ⑰

はめ手はまり手将棋奇謀 将棋新報社編 186-180 刊本 大正5 ⑯

飛落及飛香落戦の研究 関根金次郎監修 302-128 刊本 昭和10 ⑰

武総将棊手相鑑 八代伊藤宗印撰 番付 202-136 Dm 単片 明治20.9 １枚 ②⑫⑮{86-5} ――

武総将棊手相鑑 八代伊藤宗印撰 番付 202-136ロ Dm 単片 明治20 １枚 ②⑫ ――

本社独占 名人決定大棋戦譜 東京日日大阪毎日編 棋譜 707- 21 刊本 昭和11,12 ２冊 第一輯、第三輯 ⑦{136} ――

升田将棋 升田幸三 随想､棋譜 a795-14 m 刊本 昭和23 ⑰ ――

升田八段 棋界の風雲児 樋口金信 a795-17 刊本 昭和23 ⑰

三重縣下将棊對手比較概表 大木榮軒 番付 202-125 単片 明治19 写１枚 ⑫ ――

三河将棊鑑 松阪福四郎 番付 202-124 単片 明治18 １枚 ⑫ ――

名家手合定跡秘伝詰手極意将棋大全 吉田秋水 詰図解 173-157 刊本 昭和3 ⑰ ※S21より行方不明 古典籍資料室 770

名局を語る(将棋錬成) 金子金五郎 特203-123 刊本 昭和17 ⑰

明治名家手合(將棋) 将棊新報社編輯部編 棋譜 67-305 m 刊本 明治43.7 ③⑮{119} ――

名人天野将棋手鑑講義 坂田三吉 67-358 刊本 大正3 ⑯

名人大家詰将棋妙手選 将棋新報社編 詰図解 186-172 刊本 大正5 ⑯[568]<300> ※S21に廃棄 567

名人詰将棋百番 将棋新報社編輯部編 詰図解 特257-266 刊本 昭和6 大阪屋號書店刊 ⑰<282> 初代宗桂～小野五平 L.9に同名異書あり 830

名人八段指将棋全集 関根金次郎集 586-184 刊本 昭和3 第１巻 ⑰

名人八段指将棋全集 大崎熊雄集 586-184 刊本 昭和4 第４巻 ⑰

名人八段指将棋全集 花田長太郎集 586-184 刊本 昭和4 第７巻 ⑰

名人八段指将棋全集 木村義雄集 586-184 刊本 昭和4 第８巻 ⑰

名人八段指将棋全集 小野五平集 586-184 刊本 昭和4 第９巻 ⑰

横濱将棋鏡 番付 192- 61 DM 単片 明治24 ②⑫{68-2} ――

寄せの手筋 梶一郎 詰図解 特263-220 m 刊本 昭和14 ⑰ 935a

予の将棋決戦録 木村義雄 特233-956 刊本 昭和4 ⑰
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読売将棋昭和高段戦 六段八段の巻 読売新聞社編 581- 37 刊本 昭和3 ⑰

わかりやすき将棋の覚え方 帝都将棋倶楽部編 定跡 特258-981 m 刊本 昭和3 ⑰ ――

私の三十五年 木村義雄 773- 52 刊本 昭和14 ⑰

【昭和後期・平成前期】

書 名 編 著 者 内 容 請求記号 Mm 刊写 発行年月 備 考(1) 備 考(2) 総目録No.

First step to shogi 山本道太編訳 詰図解 KD953-A2 刊本 平成7 英文 ○33 2489

Guide to the game of shogi 小原栄六 詰図解 794.1-O36g 刊本 昭和29 英文 ○32 1144

Ｋｏｂｏ 詰図解 KD953-E235 刊本 平成5.7 ○22 2378

あいつより強くなれる将棋の本 米長邦雄 詰図解 Y12-785 刊本 昭和55.3 A6判 ○27 国際子ども図書館 1850

あいつより強くなれる将棋の本 米長邦雄 詰図解 Y78-7489 刊本 昭和60.2 B7判 ⑳ 2002

新しい将棋手帖 建部和歌夫 詰図解 796-Ta927a 刊本 昭和26 ⑱[845] 1088

新しい将棋入門７日間 長口司郎 詰図解 Y78-1206 刊本 昭和45 ⑲ 1418

新しい詰将棋 伊藤果 詰図解 KD953-148 刊本 昭和62.2 ４冊 ○21 S60[1989,1990,1991] 1973他(重)

新しい詰将棋 ２･３･４級 伊藤果 詰図解 Y78-7255 刊本 昭和59.8 ⑳ S60[1991] 1988

新しい詰将棋 ５･６･７級 伊藤果 詰図解 Y78-7255 刊本 昭和61.4 ○21 S62[2106] 2044

新しい詰将棋 ３･４･５段 伊藤果 詰図解 Y78-7255 刊本 昭和60.3 ⑳[1989] 2003

新しい詰将棋百題 原田泰夫 詰図解 796-H231a 刊本 昭和26 大阪屋號書店刊 ⑱[849] 1082

新しい詰将棋百題 原田泰夫 詰図解 796-H231a-(s) 刊本 昭和33 大阪屋號書店刊 ⑱ 1082(重)

新しい詰将棋百題 原田泰夫 詰図解 796-H231a-(t) 刊本 昭和34 大阪屋號書店刊、新訂版 ⑱ 1225

新しい詰将棋１００題 原田泰夫 詰図解 Y78-1625 刊本 昭和47 集文館刊 ⑲ 1515

あなたの｢詰め棋力｣を判定する 中原誠･伊藤果 詰図解 Y78-4618 刊本 昭和54.12 ⑳ 1837

アマチュア必勝将棋実戦格言集 山本武雄 詰図解 Y78-1748 刊本 昭和47 ⑲ 1531

有吉詰将棋２００題 有吉道夫 詰図解 Y77-719 刊本 昭和42 ⑱[1107] 1336

有吉の詰将棋傑作選 有吉道夫 詰図解 Y78-3327 刊本 昭和52.5 ⑳[1496] 1697

五十嵐詰将棋２００題 五十嵐豊一 詰図解 Y77-465 刊本 昭和41 ⑱[1059] 1305

いちばん早く強くなる将棋 加藤一二三 定跡､手筋 Y78-4281 刊本 昭和54 ⑳ ――

一手･三手･五手の詰将棋 大内延介 詰図解 Y78-8032 刊本 昭和61.1 ○21 [2021] 2032

一手･三手･五手の詰将棋 大内延介 詰図解 KD953-153 刊本 昭和62.2 ○21 2032(重)

一手･三手の詰将棋 米長邦雄 詰図解 Y78-2936 刊本 昭和51 ⑲[1421] 1661

一手･三手の詰将棋 米長邦雄 詰図解 Y78-E1604 刊本 平成5.8 ○22 1661(重)

伊藤果の詰め将棋 伊藤果 詰図解 Y78-5725 刊本 昭和56.11 ⑳[1751] 1900

うづ潮 佐藤宗弥･鈴木芳己 詰図解 KD953-E240 刊本 平成5.7 ○22 2377

絵でわかる将棋入門 内藤国雄 詰図解 Y12-1136 刊本 昭和57.7 ○28 [1794] 国際子ども図書館 1925

江戸詰将棋考 三木宗太 詰図解 KD953-E39 刊本 昭和62.4 ○21 [2107] 2085

大内の詰将棋１００ 大内延介 詰図解 KD953-E107 刊本 昭和63.9 ○21 [2138] 2127

大内延介の最新詰将棋２００選 大内延介 詰図解 KD953-E280 刊本 平成6.8 ○22 2424

大山(十五世名人)の詰将棋 大山康晴 詰図解 Y78-3668 刊本 昭和52.12 ⑳ 1735

大山十五世名人の寄せと詰めの極意 大山康晴 詰図解 Y78-3572 刊本 昭和52.11 ⑳[1500] 1724

大山詰将棋２００題 大山康晴 詰図解 Y77-385 刊本 昭和41 ⑱ S40[1036] 1293(重)

大山･中原将棋教室 １ 大山康晴･中原誠 詰図解 Y78-5748 刊本 昭和56.10 ⑳[1773] 1899

大山･中原将棋教室 ２ 大山康晴･中原誠 詰図解 Y78-5748 刊本 昭和56.11 ⑳[1774] 1901

大山･中原将棋教室 ３ 大山康晴･中原誠 詰図解 Y78-5748 刊本 昭和56.12 ⑳[1775] 1903

大山の詰将棋１００ 大山康晴 詰図解 KD953-E108 刊本 昭和63.5 ○21 [2115] 2116

面白い詰将棋百題 原田泰夫 詰図解 796-H231o 刊本 昭和33 大阪屋號書店刊 ⑱ S30[892] 1158(重)
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面白い詰将棋百題 原田泰夫 詰図解 796-H231o-(t) 刊本 昭和34 大阪屋號書店刊 ⑱ 1158(重)

面白い詰将棋１００題 原田泰夫 詰図解 Y78-1626 刊本 昭和47.7 集文館刊 ⑲ 1516

おもしろゲーム将棋 湯川博士 詰図解 KD953-E164 刊本 平成3.9 ○22 2282

親と子の将棋教室 大山康晴 詰図解 Y78-2954 刊本 昭和51 ⑲[1401] 1665

親と子の詰め方と詰め将棋教室 大山康晴 詰図解 Y78-5108 刊本 昭和55.8 ⑳ 1861

勝浦の詰将棋傑作選 勝浦修 詰図解 Y78-3229 刊本 昭和52.3 ⑳[1501] 1692

勝つための詰将棋８１ 桑原辰雄 詰図解 Y78-E1606 刊本 平成6.10 ○22 [2363] 2434

加藤(九段)の詰将棋 加藤一二三 詰図解 Y78-3602 刊本 昭和52.11 ⑳ 1727

加藤詰将棋２００題 加藤一二三 詰図解 Y77-491 刊本 昭和41 ⑱[1061] 1307

加藤詰将棋２００題 加藤博二 詰図解 Y77-523 刊本 昭和41 ⑱[1063] 1310

加藤の詰将棋傑作選 加藤一二三 詰図解 Y78-3409 刊本 昭和52.7 ⑳ S53[1566] 1706

加藤一二三の将棋の手ほどき 加藤一二三 詰図解 Y78-6604 刊本 昭和58.7 ⑳ 1950

加藤一二三のつめ将棋全百科 加藤一二三 詰図解 Y12-1344 刊本 昭和59.6 国際子ども図書館 1980

狩野文庫マイクロ版集成 詰図解 YD1-382 M ﾌｨﾙﾑ 平成4 図書課別室 将棋はリールNo.EKH-001,002(棋書28点) ――

華麗な詰将棋 若島正 詰図解 Y78-E1274 刊本 平成5.6 ○22 [2301] 2374

戯玉集 変幻自斉 詰図解 Y78-5897 刊本 昭和54.11 ２冊 ⑳[1575,1635] 1757,1834

奇想曲 柳田明 詰図解 KD953-E55 刊本 昭和63.1 ○21 [2142] 2104

木村詰将棋－五〇題－ 木村義雄 詰図解 796-Ki223k 刊本 昭和31 ⑱[922] 1172

木村詰将棋２００題 木村義雄 詰図解 Y77-423 刊本 昭和41 ⑱[1058] 1299

逆転のテクニック 上巻 米長邦雄 詰図解 KD953-E8 刊本 昭和59.11 ○21 1984(重)

九級から一級までの詰将棋 内藤国雄 詰図解 KD953-E191 刊本 平成4.8 ○22 2333

急戦矢倉[3度]将棋が強くなる 中原誠 詰図解 KD953-161 刊本 昭和62.2 ○21 2080

桐山清澄の詰め将棋 桐山清澄 詰図解 Y78-3376 刊本 昭和52.7 ⑳[1463] 1707

桐山の詰将棋傑作選 桐山清澄 詰図解 Y78-3196 刊本 昭和52.2 ⑳[1499] 1688

棋力判定できる詰め将棋･実力ﾃｽﾄ 塚田正夫 詰図解 KD953-E32 刊本 昭和63.2 ○21 2105

近代将棋図式精選 森田銀杏 詰図解 KD953-96 刊本 昭和58.2 ⑳[1883] 1939

決断するとき 大内延介 詰図解 Y5-404 刊本 昭和56.7 文庫判 [1744] 1892a

決断するとき 大内延介 詰図解 KD953-183 刊本 昭和62.6 ⑳ 2089a

けむり詰 河口俊彦 詰図解 Y78-6780 刊本 昭和58.10 ⑳[1846] 1960

幻想図式 上巻 変幻自斉 詰図解 Y78-5894 刊本 昭和52.9 ⑳[1475] 1716

現代将棋の急所 山田道美 詰図解 Y78-804 刊本 昭和44 ⑲[1161] 1378

現代将棋の急所 山田道美 詰図解 KD953-E156 刊本 平成2.6 ○22 [2226] 2249

高段棋士詰将棋選集 田中省二 詰図解 Y77-704 刊本 昭和41頃 ⑱ 1326

古今趣向詰将棋名作選 詰将棋研究会編 詰図解 Y78-5890 刊本 昭和55.8 ⑳ 1860

小菅剣之助名局集 大山康晴 詰図解 KD953-87 刊本 昭和57.6 ⑳[1788] 1921

古図式全書 詰図解 796-Z24k 刊本 昭和37～40 １～７巻中５巻欠 ⑲[1002,1006,1016,1017,1028,1047]<792> 1250～1290

五手･七手･九手の詰将棋 大内延介 詰図解 Y78-8079 刊本 昭和61.2 ○21 2036

五手･七手･九手の詰将棋 大内延介 詰図解 KD953-152 刊本 昭和62.2 ○21 2036(重)

古典詰将棋 青野照市 詰図解 Y78-E1198 刊本 平成5.4 ○22 [2300] 2369

これだけできれば将棋五級 田中寅彦監修 詰図解 KD953-E216 刊本 平成5.3 ○22 2366

これだけできれば将棋二級 田中寅彦監修 詰図解 KD953-E202 刊本 平成4.10 ○22 2342

これだけできれば将棋初段 田中寅彦監修 詰図解 KD953-E188 刊本 平成4.8 ○22 2332

これだけできれば詰将棋初段 二上達也監修 詰図解 Y78-E1270 刊本 平成5.7 ○22 2380

五･六級問題集 二上達也 次の一手 Y78-4628 刊本 昭和54.11 ⑳ ――

最新将棋全書 第５巻 大山康晴･丸田祐三 詰図解 796-O965s 刊本 昭和30 ⑱ 1165

最新将棋必勝法 木村義雄 定跡 a795-28 刊本 昭和24 ⑱ ――

最新将棋必勝法 木村義雄 定跡 796-Ki223s 刊本 昭和26 ⑱ ――

最新詰将棋 塚田正夫 詰図解 796-Tu681s4 刊本 昭和29 ⑱ 1140

坂田三吉名局集 内藤国雄 詰図解 KD953-59 刊本 昭和54.10 ⑳ 1831

雑藝叢書 第一 早川純三郎編 中将､詰図解 KD911-48 刊本 昭和54.9 ｢象棋六種之圖式,中将棊指南抄｣ ⑳ T4版(P.11 & P.27)の複製版 1828
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佐藤大五郎の詰め将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y78-3314 刊本 昭和52.5 ⑳[1471] 1699

さわやかな詰将棋１０５ 岡田敏 詰図解 KD953-E263 刊本 平成6.5 ○22 2415

三桂の詩 岩井則幸 詰図解 Y78-5892 刊本 昭和55.9 ⑳[1716] 1864

３･５･７手の詰め将棋 中原誠監修 詰図解 KD953-E66 刊本 昭和63.9 ○21 [2108] 2126

三手･五手詰めやさしい詰将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y78-3086 刊本 昭和51 ⑲ 1673

三手と五手の詰将棋 勝浦修 詰図解 Y78-3206 刊本 昭和52.3 ⑳[1498] 1689

三･四級問題集 二上達也 次の一手 Y78-4802 刊本 昭和55.2 ⑳ ――

自然流"詰将棋" 中原誠 詰図解 Y78-E1908 刊本 平成7.2 ○22 [2383] 2453

七･八級問題集 二上達也 次の一手 Y78-4526 刊本 昭和54.10 ⑳ ――

十級からの詰将棋 清水孝晏 詰図解 Y78-6387 刊本 昭和58.2 ⑳[1834] 1940

十級からの詰将棋 清水孝晏 詰図解 KD953-154 刊本 昭和62.2 ○21 1940(重)

実戦応用 詰将棋講座 大崎熊雄･市川一郎 詰図解 a795- 32 刊本 昭和24 ⑱[821] 1047

実戦型詰将棋 五十嵐豊一 詰図解 Y78-2797 刊本 昭和51 ⑲[1408] 1648

実戦型･詰将棋秀作選 清野静男 詰図解 Y78-2667 刊本 昭和50 ⑲ 1627

実戦詰め将棋 清野静男 詰図解 Y78-2256 刊本 昭和49 ⑲[1338] 1593

実戦詰将棋 大内延介 詰図解 Y78-2963 刊本 昭和51 ⑲ 1664

実戦詰将棋１００題 大内延介 詰図解 Y78-2164 刊本 昭和49 ⑲ S55[1701] 1585

実戦詰将棋 寄せきる力がつく 大内延介 詰図解 Y78-2362 刊本 昭和49 ⑲ S54[1588] 角書は扉と背(刊記と表紙にはなし) 1602

実戦に強くなる詰将棋１００ 大山康晴 詰図解 Y78-E1181 刊本 平成5.3 ○22 2365

実戦に役立つ１･３手の詰め将棋 高橋道雄監修 詰図解 KD953-122 刊本 昭和61.8 ○21 2053

実戦に役立つ３･５手の詰め将棋 高橋道雄監修 詰図解 KD953-128 刊本 昭和61.9 ○21 2054

実戦に役立つ５･７手の詰め将棋 高橋道雄監修 詰図解 KD953-127 刊本 昭和61.10 ○21 2055

実戦に役立つ詰将棋 大山康晴 詰図解 Y78-6338 刊本 昭和58.1 ⑳[1832] 1937

実力テスト 内藤国雄 次の一手 Y78-5271 刊本 昭和55.12 ⑳ ――

実力養成詰将棋１８０ 加藤博二 詰図解 Y78-3115 刊本 昭和51 ⑲[1453] 1663

終盤の実力養成 将棋の詰め方ＡＢＣ 村上明人 詰図解 Y77-626 刊本 昭和41 S41.11.28刊 ⑱ 1321(重)

終盤の定跡 週刊将棋編 詰図解 KD953-E113 刊本 平成1.9 １～３(１に詰図解) ○21 2227

終盤の定跡 デラックス 週刊将棋編 詰図解 KD953-E158 刊本 平成3.7 ○22 2277

ジュニア詰め将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y78-5061 刊本 昭和54.6 ⑳[1649] 1822

ジュニア詰め将棋 佐藤大五郎 詰図解 KD953-E105 刊本 平成1.7 ○21 1822(重)

ジュニア版将棋入門 加藤一二三 詰図解 Y78-3928 刊本 昭和53.7 ⑳[1649] 1763

趣味の詰将棋 池の端棋人編 詰図解 a795- 24 刊本 昭和24 ⑱[813] 832

将棋 谷川俊昭監修 詰図解 Y12-1360 刊本 昭和59.6 ○28 国際子ども図書館 1981

将棋一年生 梶一郎 詰図解 796-Ka977s7 刊本 昭和30 ⑱ 1153

将棋一年生 梶一郎 詰図解 796-Ka977s7-(t) 刊本 昭和33 改訂版 ⑱ 1153(重)

将棋一年生 梶一郎 詰図解 796-Ka977s7-(t) 刊本 昭和34 全改訂版 ⑱[971] 1153(重)

将棋上手の泣きどころ 山本武雄 詰図解 (796-Y359s2 刊本 昭和31 ⑱ 1185

象戯大矢数の研究 井島寛 詰図解 Y78-1603 刊本 昭和47 ⑲[1272] 1514

象戯鏡 詰図 W431-6 刊本 昭和45 寛文3刊の複製版 ⑲[1213] 1414

将棋格言この一手 二上達也 詰図解 Y78-4234 刊本 昭和53.10 ⑳ 1774

将棋格言上達法 佐藤大五郎 詰図解 KD953-E110 刊本 平成1.8 ○21 2223

将棋が強くなる本 宮田利男 詰図解 Y78-5189 刊本 昭和55.10 ⑳ 1866

将棋が強くなる本 森鶏二･伊藤果 詰図解 Y12-1059 刊本 昭和57.1 ○28 国際子ども図書館 1911

将棋がわかる本 田丸昇 詰図解 Y78-8378 刊本 昭和61.6 ○21 2049

将棋奇襲と詰め手 梶一郎 詰図解 796-Ka977s2 刊本 昭和26 ⑱ 1084

将棋基本コース 大山康晴 詰図解 Y78-1827 刊本 昭和47 ⑲[1254] 1532

将棋基本コース 大山康晴 詰図解 KD953-E290 刊本 平成6.4 ○22 2412

将棋教室 五十嵐豊一 詰図解 Y12-103 刊本 昭和46 ○26 [1241] 国際子ども図書館 1438

将棋稽古帖 梶一郎 手筋 796-Ka977s8 刊本 昭和31 ⑱[897] ――

将棋－こう指せば勝つ 大内延介･天狗太郎 詰図解 Y78-7655 刊本 昭和60.5 ⑳[1977] 2006
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将棋：これから始める人に 芹沢博文 定跡 Y78-379 刊本 昭和42 ⑱ ――

将棋駒の使ひ方 土居市太郎 詰図解 796-764s2 刊本 昭和26 ⑱ 1090

将棋=実力テスト クイズ式 関則可 詰図解 Y78-656 刊本 昭和43 ⑱ 1367

将棋実力養成詰め将棋１００選 加藤一二三 詰図解 Y78-3009 刊本 昭和51 ⑲ 1651

将棋襲撃戦法 梶一郎 詰図解 796-Ka977s-(s) 刊本 昭和32 ⑱ 1195a

将棋･終盤の総手筋 関根茂 手筋 KD953-E25 刊本 昭和60.10 ○21 1752a

将棋終盤の魔術 森雞二 詰図解 Y78-5915 刊本 昭和57.4 ⑳ 1916

将棋受験生 原田泰夫 次の一手 796-H231s9 刊本 昭和34 ⑱[984] ――

将棋小学校 原田泰夫 詰図解 796-H231s2 刊本 昭和27 ⑱ 1116

将棋小学校 原田泰夫 詰図解 796-H231s2-(t) 刊本 昭和33 全改訂版 ⑱ 1116(重)

将棋定跡のカギ 青野照市他 定跡 Y78-6380 刊本 昭和58.1 ⑳ ――

将棋上達講座 近代将棋編集局編 詰図解 796-Ki234s 刊本 昭和31 ⑱ 1154

将棋上達法 塚田正夫 詰図解 796-Tu681s-Ⅱ m 刊本 昭和24 個体ID:1200201801596 ⑱ 請求記号ではOPAC検出せず､下行を検出後個体IDから 1053

将棋上達法 塚田正夫 詰図解 796-Tu681s 刊本 昭和25 〃 : 〃 1597 ⑱ 1053(重)

将棋上達四週間 大山康晴･丸田祐三 詰図解 796-O965s4 刊本 昭和34 ⑱ 1213

将棋初段の急所 清野静男 詰図解 Y78-912 刊本 昭和44 ⑲[1189] 1394

象戯圖 ﾙｰﾙ､読み物 796-Sy956 写本 享保年間 【亀田文庫】 ⑱ ｢象戯圖,象戯譜｣他将棋に無関係多種 古典籍資料室 ――

将棋精妙 紳棋会編 詰図解 796-I843s-S 刊本 昭和27 二代目伊藤宗印著 ⑱ 将棋秘曲集を合刻 1109

将棋大観 木村義雄 定跡 KD953-40 刊本 昭和51 日本将棋連盟刊 ⑲ ――

将棋大観 木村義雄 定跡 KD953-E125 刊本 昭和62.5 日本将棋連盟刊 ――

将棋大観 下巻 木村義雄 定跡 a795-37 刊本 昭和24 誠文堂新光社刊 ⑱ ――

将棋大全 東京将棋会 詰図解 796-To457s 刊本 昭和26 ⑱ 1082a

将棋段･級試験問題正解 原田泰夫 手筋 796-H231s6 刊本 昭和32 ⑱[1005] ――

将棋段級審査 大山康晴 詰図解 Y78-1039 刊本 昭和45 ⑲[1222] 1404

将棋段級模擬テスト一･二級問題集 二上達也 次の一手 Y78-4943 刊本 昭和55.6 ⑳[1661] ――

将棋段級模擬テスト九･十級問題集 二上達也 次の一手 Y78-4241 刊本 昭和54.4 ⑱[1609] ――

象戯 九十九谷集 北村研一 詰図解 796-Ki294s 刊本 昭和26 ⑱[843] 1094

象戯作物 詰図解 W431-4 刊本 昭和45 享保19刊の複製版 ⑲[1217] 無双 1400

将棋詰め方ＡＢＣ 荒巻三之 詰図解 796-A735s 刊本 昭和26 ⑱○23 [847] ○23のS35刊は誤り 1089

将棋詰め方ＡＢＣ 荒巻三之 詰図解 796-A735s-(t) 刊本 昭和33 改訂版 ⑱ ※H4より行方不明 1089(重)

将棋詰め方教室 内藤国雄 詰図解 KD953-E75 刊本 昭和63.7 ○21 S63.7.16刊(初版はS63.4.16) 2114(重)

将棋手筋集 １ 勝浦修 詰図解 Y78-3930 刊本 昭和53.7 ⑳[1533] 1761

将棋手筋集 １ 勝浦修 詰図解 KD953-E250 刊本 平成6.2 新装版 ○21 1761(重)

将棋手筋集 ２ 勝浦修 次の一手 Y78-3930 刊本 昭和53 ⑳ ――

将棋手筋集 ２ 勝浦修 次の一手 KD953-E250 刊本 平成6.2 新装版 ○21 ――

将棋手筋百題 原田泰夫 手筋 796-H231s4 刊本 昭和31 ⑱ ――

将棋どちらが勝か 市川一郎 手筋 796-I745s 刊本 昭和28.1 ⑱ ――

将棋どちらが勝つか 市川一郎 詰図解 796-I745s-(th) 刊本 昭和30 改訂増補版 ⑱[907] 1155

将棋どちらが勝つか 市川一郎 詰図解 796-I745s-(t) 刊本 昭和37 全改訂版 ⑱ 1155(重)

将棋に強くなる 坂口允彦 詰図解 Y12-101 刊本 昭和46 ○26 国際子ども図書館 1437

将棋に強くなる本 柿沼昭治 詰図解 Y78-4260 刊本 昭和54.4 ⑳ 1815a

将棋入学試験問題集 原田泰夫 手筋 796-H231s8-(t) 刊本 昭和34 全改訂版 ⑱[983] ――

将棋news.1990-1991 週間将棋編集部編 棋界情報 KD953-E155 刊本 平成3.7 ○21 ――

将棋入門 塚田正夫 詰図解 a795-3 刊本 昭和23 ⑱ 1033

将棋入門 坂口允彦 定跡 796-Sa359s 刊本 昭和36 鶴書房 ⑱ ――

将棋入門 坂口允彦 定跡 796-Sa359s2 刊本 昭和36 虹有社 ⑱ ――

将棋入門 梶一郎･宮本弓彦 詰図解 Y78-364 刊本 昭和42 ⑱ 1344a

将棋入門 建部和歌夫 詰図解 Y12-14 刊本 昭和42 1353a

将棋入門 北村昌男 詰図解 Y12-227 刊本 昭和47 ○26 国際子ども図書館 1530

将棋入門 加藤一二三監修 詰図解 Y78-6295 刊本 昭和57.10 ⑳[1811] 1931
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将棋入門 鈴木宏彦 定跡 KD953-E229 刊本 平成5.7 ○22 ――

将棋･入門から実戦まで 加藤一二三 詰図解 Y78-4351 刊本 昭和54.5 ⑳ 1819

将棋入門から初段まで 梶一郎･宮本弓彦 詰図解 796-Ka977s4 刊本 昭和27 ⑱ 1115

将棋入門 基礎から実戦まで 米長邦雄 詰図解 Y78-2279 刊本 昭和49 ⑲ 1591

将棋入門 駒の歩みより初段まで 木村義雄･松丸謹也 詰図解 Y77-694 刊本 昭和41 ⑱ 1322

将棋入門 駒の動かし方から初段まで 山川次彦 詰図解 796-Y292s2 刊本 昭和27 ⑱[862] 1105

将棋入門 初段への近道 原田泰夫 詰図解 Y78-376 刊本 昭和42 ⑱[1114] 昭和42→昭和49 1346(重)

将棋入門７日間 長口司郎 詰図解 Y77-422 刊本 昭和41 ⑱ 1324

将棋の勝ち方 宮本弓彦 詰図解 796-M638s 刊本 昭和32 ⑱ 1193

将棋の勝ち方 定跡活用 梶一郎･宮本弓彦 詰図解 796-Ka977s6 刊本 昭和28 ⑱[873] 1130

将棋の勝ち方入門 大山康晴 詰図解 Y78-6639 刊本 昭和58.8 ⑳[1843] 1955

将棋の完全独習 勝浦修 詰図解 Y78-4187 刊本 昭和54.2 ⑳ 1800

将棋の基本 加藤一二三 詰図解 Y78-2750 刊本 昭和51 ⑲ 1644

将棋の基本上達法 原田泰夫 詰図解 Y78-1617 刊本 昭和47 ⑲ 1517

将棋の急所 初歩から初段まで 清野静男 詰図解 796-Ki344s 刊本 昭和38 ⑱ 1270

将棋の国のたんけん 奥山紅樹 詰図解 Y12-816 刊本 昭和55.7 ○28 [1785] 国際子ども図書館 1855

将棋の指し方 土居市太郎影山稔雄 詰図解 a795-7 刊本 昭和23 ２版 ⑱ 1032(重)

将棋の指し方 土居市太郎影山稔雄 詰図解 a795-7a 刊本 昭和24 再版 ⑱ 1032(重)

将棋の指し方 土居市太郎影山稔雄 詰図解 796-D64s3 刊本 昭和32 ６版 ⑱ 1032(重)

将棋の指し方 中村熊治 詰図解 796-N386s 刊本 昭和24.8 ⑱ 1050

将棋の指し方 中村熊治 詰図解 a795-30 刊本 昭和24.8 ⑱ 1050

将棋の指し方 大山康晴 詰図解 796-O965s2 刊本 昭和30 ⑱ ――

将棋の指し方 大山康晴 詰図解 Y77-720 刊本 昭和42 ⑱[1104] 1335

将棋の指し方 岡本義弘 詰図解 796-O496s 刊本 昭和31 ⑱ 1178

将棋の指し方勝ち方 木村義雄･松丸謹也･吉田一歩 詰図解 796-Ki223s4 刊本 昭和33 ⑱ 1212

将棋の指し方 詰将棋必勝法 松丸謹也･吉田一歩 詰図解 796-M361s 刊本 昭和29 ⑱ ※S30より行方不明 1147

将棋の指し方入門 大内延介 詰図解 Y78-1805 刊本 昭和48.2 ⑲ S54[1600] 1546

将棋の指し方入門 大内延介 詰図解 Y78-2962 刊本 昭和51 ⑲ S54[1600] 1546(重)

将棋の初歩から初段まで 有吉道夫 詰図解 Y78-3230 刊本 昭和52.3 ⑳[1085] 1690

将棋の初歩入門 加藤一二三 詰図解 Y78-1597 刊本 昭和47 ⑲ 1523

将棋の楽しみ方 松田茂行 詰図解 Y78-846 刊本 昭和44 ⑲[1176] 1389

将棋の詰め方 土居市太郎影山稔雄 詰図解 796-D64s 刊本 昭和26 ⑱[841] 1080

将棋は歩から 加藤治郎 詰図解 Y78-6370 刊本 昭和57.7 ⑳ 1924

将棋早わかりベスト作戦 田丸昇 入門 Y12-1174 刊本 昭和57.9 ○28 [1785] 国際子ども図書館 ――

将棋必死集 前田祐司 詰図解 KD953-E252 刊本 平成6.2 ○22 2405

将棋ファン読本 ２ 週刊将棋編 詰図解 KD953-E225 刊本 平成5.6 ○22 2373

将棋宝典 中原誠 詰図解 KD953-E84 刊本 昭和63.11 ３冊 ○21 2131a

将棋墨酔 七条兼三 詰図解 KD953-E173 刊本 平成3.12 ○22 [2274] 2289

将棋問題集 安恵照剛 詰図解 Y78-8212 刊本 昭和60.5 ○21 [1958] 2008

将棋幼稚園 原田泰夫 手筋 796-H231s7 刊本 昭和33 ⑱[959] ――

将棋浪曼集 黒川一郎 詰図解 KD953-18 刊本 昭和48 ⑲[1291] 1555

将棋ワークブック 内藤国雄 詰図解 KD953-E253 刊本 平成5.7 ○22 [2303] 2376

将棋を一から覚える本 永井英明 詰図解 KD953-132 刊本 昭和61.11 ○21 [2013] 2062

将棋を指す人のために 松丸謹也･吉田一歩 詰図解 796-M314s 刊本 昭和31 ⑱ 1181

将棋をはじめたい人に 原田泰夫 詰図解 Y78-4356 刊本 昭和54.6 ⑳ 1821

将棋をはじめたい人に 原田泰夫 詰図解 KD953-146 刊本 昭和62.2 ○21 1821(重)

将棋をはじめたい人に 原田泰夫 詰図解 KD953-E201 刊本 平成4.9 ○22 2339

将棋を初めてやる人の本 松田茂行 入門 KD953-131 刊本 昭和61.1 P.28に同名異書あり ――

将棋を始めましょう 松田茂役 詰図解 Y78-4773 刊本 昭和54.9 1827

将棋を始める人のために 原田泰夫 詰図解 796-H231s3 刊本 昭和28 B6判 ⑱ 1124
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将棋を始める人のために 原田泰夫 詰図解 Y78-4116 刊本 昭和53.11 改訂版(全書判) 1781a

将棋を始める人のための将棋教室 松田茂役 詰図解 Y78-5370 刊本 昭和55.11 ⑳ 1871

将棋を本で覚えたい人に 坂口允彦 定跡 796-Sa359s5 刊本 昭和37 ⑱ ――

将棋を本で覚えたい人に 梶一郎 詰図解 796-Ka977s11 刊本 昭和38 ⑱ 1260

上達駒の使い方 塚田正夫 詰図解 Y78-385 刊本 昭和42 ⑱[1117] 1349

上達詰将棋１００ 大山康晴 詰図解 Y78-5394 刊本 昭和56.3 ⑳ S61[2047] 1884

少年のための将棋入門 内藤国雄 詰図解 Y12-848 刊本 昭和55.8 ○27 国際子ども図書館 1792(重)

昭和詰将棋秀局懐古録 下巻 田辺重信 詰図解 KD953-E134 刊本 昭和62.8 ○21 [2083] 2096

初級詰将棋教室 北村昌男 詰図解 KD953-E16 刊本 昭和60.4 ○21 S48[1282] 1559(重)

初級詰将棋手帖 下平幸男 詰図解 Y78-3247 刊本 昭和52.3 ⑳ 1693

初級用詰将棋２５０題 熊谷達人 詰図解 Y78-3812 刊本 昭和52 ⑳ 1732

初心者･将棋上達の手ほどき 北村昌男 詰図解 Y78-1239 刊本 昭和45 ⑲[1172] 1405

初心者の将棋 原田泰夫 詰図解 Y78-4382 刊本 昭和54.7 ⑳ 1824

初心者の将棋 原田泰夫 詰図解 KD953-139 刊本 昭和62.2 ○21 1824(重)

初心者の詰将棋 加藤一二三 詰図解 Y78-4092 刊本 昭和53.11 ⑳ 1779

初歩から強くなる将棋格言上達法 佐藤大五郎 詰図解 Y78-4966 刊本 昭和54.10 ⑳ 1832

初歩将棋入門 佐瀬勇次 詰図解 Y78-1879 刊本 昭和48 ⑲ 昭和48→昭和57 1549(重)

新感覚詰将棋 高柳敏夫 詰図解 Y78-3114 刊本 昭和51 ⑲[1018] 1667

新作詰将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y77-314 刊本 昭和40 ⑱[1042] 1285

新作詰将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y78-1670 刊本 昭和47 ⑲ 1285(重)

新作詰将棋２００題 原田泰夫 詰図解 Y78-E1180 刊本 平成5.3 ○22 2367

新作 詰と必至 清野静男 詰図解 796-Ki344t 刊本 昭和27.3 ⑱ 1106

新終盤の定跡① ザ 必死！ 金子タカシ 詰図解 KD953-E299 刊本 平成6.12 B6判 ○22 2446

新選 詰将棋 清野静男 詰図解 796-Ki344t2 刊本 昭和38 ⑱[1010] ※S43より行方不明 1261

新選詰将棋２００題 清水孝晏 詰図解 Y78-536 刊本 昭和43 ⑱[1124] 1363

新選詰将棋１００ 内藤国雄 詰図解 KD953-129 刊本 昭和61.11 ○21 2060

新選原田詰将棋２００題 原田泰夫 詰図解 Y78-2365 刊本 昭和49 ⑲ 1604

新･詰将棋入門 大内延介 詰図解 Y78-2686 刊本 昭和50 ⑲ S51[1417] 1631

水平線 森信雄 詰図解 KD953-189 刊本 昭和60.8 ○21 [1981] 2012

図解将棋入門 坂口允彦 詰図解 Y78-4730 刊本 昭和54.7 ⑳ 1825

図解将棋入門 増山雅人佐々木育洋 詰図解 Y78-5632 刊本 昭和56.7 ⑳ 1893

すぐ応用のきく 将棋の詰め方 塚田正夫･宮本弓彦 詰図解 796-Tu681s3 刊本 昭和29 ⑱

すぐ勝てる将棋入門 週刊将棋編集部編 詰図解 KD953-E304 刊本 平成7.3 ○22 ※H13より行方不明 2461

すぐ強くなる将棋入門 原田泰夫 詰図解 Y12-1248 刊本 昭和58.6 ○28 [1854] 国際子ども図書館 1949

すぐに役立つ将棋･棋力テスト 花村元司 詰図解 KD953-E134 刊本 平成1.6 ○21 2217

すぐに役立つ図解将棋入門 坂口允彦 入門 KD953-E133 刊本 平成1.5 棋苑図書刊 ○21 ――

捨てる詰将棋 原田泰夫 詰図解 Y78-849 刊本 昭和44 ⑲[1166] 1384

スラスラ勝てる将棋必死集 前田祐司 詰図解 Y78-4777 刊本 昭和55.1 ⑳ 1843(重)

芹沢将棋教室第2詰めの基本と応用 芹沢博文 詰図解 Y77-490 刊本 昭和41 ⑱[1054] 1308

芹沢の詰め将棋 芹沢博文 詰図解 Y78-3315 刊本 昭和52.5 ⑳ 1698

想春譜 中出慶一 詰図解 KD953-E310 刊本 平成6.7 ○22 [2353] 2419

続･勝つための詰将棋８１ 桑原辰雄 詰図解 Y78-E1606 刊本 平成7.2 ○22 [2390] 2457

続将棋小学校 原田泰夫 定跡 796-H231s2-(t) 刊本 昭和33 改訂版 ⑱ ――

続 将棋どちらが勝つか 市川一郎 詰図解 796-I745s-(t) 刊本 昭和37 全改訂版 ⑱[1004] 1137

続 新作詰将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y77-314 刊本 昭和41 ⑱[1049] 1304

即戦詰将棋１００ 大山康晴 詰図解 KD953-138 刊本 昭和61.12 ○21 2068

続･楽しい詰将棋手帖 塚田正夫 詰図解 796-Tu681t 刊本 昭和33 大阪屋號書店刊 ⑱[957] 1210

続･楽しい詰将棋手帳 塚田正夫 詰図解 Y78-1628 刊本 昭和47 集文館刊 ⑱ 1520

続･楽しい詰将棋入門 将棋ﾃｽﾄ 3手詰･5手詰 米長邦雄 詰図解 Y78-1696 刊本 昭和51 ⑲[1393] 1654

続･詰むや詰まざるや 門脇芳雄編 詰図解 KD953-32 刊本 昭和53 ⑳[1538] 1760
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続 詰将棋３６５ 田中至 詰図解 KD953-136 刊本 平成2.5 ○21 2246

続 詰将棋天国 三枝文夫･田中至 詰図解 Y78-5368 刊本 昭和57.6 ⑳[1943] 1922

続 詰将棋１８０選 田中至 詰図解 KD953-E302 刊本 平成7.1 ○22 2452

大五郎流詰将棋 佐藤大五郎 詰図解 Y78-2045 刊本 昭和49 ⑲[1323] 1567

高島一岐代九段攻戦集 高島一岐代 詰図解 KD953-83 刊本 昭和56 ⑳[1769] 1887

高柳詰将棋２００題 高柳敏夫 詰図解 Y77-563 刊本 昭和41 ⑱[1084] 1312

蛸島彰子の詰将棋１００題 蛸島彰子 詰図解 Y78-5530 刊本 昭和56.6 ⑳[1756] 1890

たちまち初段になる将棋 北村昌男 詰図解 Y78-3600 刊本 昭和52.12 ⑳[1467] 1729

田中寅彦の実戦･詰め将棋 田中寅彦 詰図解 Y78-8202 刊本 昭和61.3 ○21 2040

田中寅彦のスーパー詰将棋 田中寅彦 詰図解 Y78-E129 刊本 昭和63.6 ○21 2119

田中寅彦のチャレンジ詰将棋 田中寅彦 詰図解 KD953-E56 刊本 昭和63.7 ○21 [2150] 2123

谷川流･将棋は終盤 谷川浩司 詰図解 Y78-7635 刊本 昭和60.4 ⑳[1987] 2004

楽しい将棋入門 加藤一二三 詰図解 Y78-3951 刊本 昭和53.8 ⑳ 1766

楽しい詰将棋手帖 塚田正夫 詰図解 796-Tu681t 刊本 昭和32 大阪屋號書店刊 ⑱[956] 1198

楽しい詰将棋手帖 塚田正夫 詰図解 796-Tu681t-(t) 刊本 昭和34 大阪屋號書店刊 全改訂版 ⑱ 1224

楽しい詰将棋手帳 塚田正夫 詰図解 Y78-1628 刊本 昭和47 集文館刊 ⑲ 1519

楽しい詰将棋入門 将棋ﾃｽﾄ 3手詰･5手詰 米長邦雄 詰図解 Y78-1696 刊本 昭和47 ⑲ S51[1391] 1525

楽しむ詰将棋 加藤一二三 詰図解 KD953-E211 刊本 平成4.12 ○22 [2292] 2348

誰れでも強くなる将棋襲撃戦法 梶一郎 詰図解 796-Ka977s 刊本 昭和26 ⑱ ※S30より行方不明(デジタルコレクションにはあり) 1095a

短期日に強くなる将棋 梶一郎 詰図解 796-Ka977s10 刊本 昭和37 ⑱[1007] 1249

段級判定 詰将棋新作２３４題 佐伯昌優 詰図解 Y77-711 刊本 昭和42 ⑱[1103] 1333

力がつく最新詰将棋２００題 原田泰夫 詰図解 KD953-E289 刊本 平成6.11 ○22 2441

超初心詰将棋 丸田祐三 詰図解 Y78-3112 刊本 昭和51 ⑲[1396] 1670

塚田(九段)の詰将棋 塚田正夫 詰図解 Y78-3643 刊本 昭和52.12 ⑳[1461] 1734

塚田詰将棋代表作 塚田正夫 詰図解 Y78-2221 刊本 昭和49 ⑲[1335] 1578

塚田詰将棋２００題 塚田正夫 詰図解 Y77-446 刊本 昭和41 ⑱[1057] 1302

塚田の新詰将棋 塚田正夫 詰図解 Y78-3519 刊本 昭和52.10 ⑳[1460] 昭和52.10→昭和55.10(昭和52.10は初版日) 1722(重)

塚田の詰将棋 塚田正夫 詰図解 Y78-3321 刊本 昭和52.4 ⑳ 1696

次の一手「詰めと必死」 森鶏二 次の一手 KD953-E115 刊本 平成1.10 ○21 ――

"詰み"と"必死"の徹底的練習 松田茂行 詰図解 Y78-496 刊本 昭和43 ⑱ 奥付は｢"詰め"と"必死"の徹底的練習｣ 1360

詰むや詰まざるや 門脇芳雄編 詰図解 KD953-32 刊本 昭和50 ⑲[1378] 1629

詰むや詰まざるや 門脇芳雄編 詰図解 KD953-75 刊本 昭和55.11 ⑳[1710] 1870

詰め方カタログ 田丸昇 手筋 KD953-186 刊本 昭和62.7 ○21 [2076] 2093

詰棋カクテル 週刊将棋編 詰図解 KD953-E145 刊本 平成2.9 ○22 [2231] 2256

詰棋ﾄﾞﾘﾝｸ 初心向け詰将棋問題集 週刊将棋編 詰図解 Y78-E1379 刊本 平成5.11 ○22 [2326] 2393

詰将棋 日本将棋指導協会編 詰図解 Y78-2016 刊本 昭和48 ⑲ 昭和48→昭和50 1628(重)

詰め将棋･あなたの実力は？ 勝浦修 詰図解 Y78-4333 刊本 昭和54.5 ⑳ 1818

詰将棋イッキに２００題 石田和雄 詰図解 Y78-7719 刊本 昭和60.6 ⑳[1996] 2010

詰将棋傑作集 萩原淳･梶一郎 詰図解 796-H124t 刊本 昭和31 ⑱[928] 1188

詰将棋傑作集 萩原淳･梶一郎 詰図解 796-H124t-(t) 刊本 昭和34 改訂版 ○23 1188(重)

詰将棋考 曲詰創作の楽しみ方 田中至 詰図解 Y78-6576 刊本 昭和58.6 ⑳[1882] 1947

詰将棋・作意を探せ 堀内和雄週刊将棋編 詰図解 KD953-E315 刊本 平成7.6 ○22 [2398] 2475

詰将棋三十年 柴田昭彦 詰図解 Y78-5891 刊本 昭和55.8 ⑳[1717] 1859

詰将棋３６５ 田中至 詰図解 KD953-136 刊本 昭和61.12 ○21 2067

詰将棋実戦型傑作集 内藤国雄 詰図解 KD953-E48 刊本 昭和63.4 ○21 S52[1507] 1662(重)

詰将棋実力テスト １･２･３級 野口益雄 詰図解 KD953-E101 刊本 平成1.9 ○21 [2189] 2226

詰将棋実力テスト ４･５･６級 野口益雄 詰図解 KD953-E101 刊本 平成2.1 ○21 H1[2189] 2214(重)

詰将棋実力テスト ７･８･９級 野口益雄 詰図解 KD953-E101 刊本 平成1.6 ○21 [2189] 2215

詰将棋集 田中鵬看 詰図解 Y78-1429 刊本 昭和47 ⑲[1229] 1456(重)

詰将棋･初歩の初歩 二上達也 詰図解 Y78-4091 刊本 昭和53.11 ⑳[1527] 1780



- 23 -

詰将棋新作選 清野静男 詰図解 Y78-2834 刊本 昭和51 ⑲[1368] 1632(重)

詰将棋新題－新作１００選－ 清野静男 詰図解 Y77-381 刊本 昭和40 ⑱[1045] 1294

詰将棋それ行け２００題 石田和雄 詰図解 Y78-8186 刊本 昭和61.2 ○21 2035

詰将棋つみき 田中至 詰図解 KD953-E67 刊本 昭和63.10 ○21 2129

詰将棋天国 三枝文夫･田中至 詰図解 Y78-5368 刊本 昭和56.2 ⑳[1749] 1881

詰将棋ドーンと２００題 石田和雄 詰図解 Y78-7855 刊本 昭和60.8 ⑳ 2013

詰め将棋２００題 勝浦修 詰図解 Y78-4165 刊本 昭和54.1 ⑳[1584] 1790

詰将棋入門 佐藤大五郎 詰図解 Y78-2075 刊本 昭和49 ⑲ S55[1702] 1577

つめ将棋入門 高橋タクミ漫画 詰図解 Y12-1255 刊本 昭和58.6 ○28 国際子ども図書館 1948

詰将棋の考え方 村山隆治 詰図解 796-M981t 刊本 昭和25 ⑱[830] 1066

詰め将棋の急所 長口司郎 詰図解 Y78-924 刊本 昭和44 ⑲ 1393

詰将棋の創り方 伊藤果 詰図解 Y78-9575 刊本 昭和58.4 ⑳[1848] 1943

詰将棋の解き方作り方 松田茂行 詰図解 796-M272t 刊本 昭和32 大阪屋號書店刊 ⑱[950] 1197

詰将棋の解き方作り方 松田茂行 詰図解 796-M272t-(t) 刊本 昭和34 大阪屋號書店刊 改訂版 ⑱ 1197(重)

詰将棋の解き方作り方 松田茂行 詰図解 Y78-1629 刊本 昭和47 集文館刊 ⑲ 1518

詰将棋の秘訣 将棋の寄せ方 宮本弓彦･塚田正夫 詰図解 796Tu681s5 刊本 昭和31 ⑱ 1177

詰将棋ハンドブック 山本武雄 詰図解 796-Y359t 刊本 昭和35 ⑱ S34[972] 1231

詰将棋ハンドブック 山本武雄 詰図解 796-Y359t-(t) 刊本 昭和36 改訂版 ⑱ 1231(重)

詰め将棋必勝１２０題 村上明人 詰図解 Y78-1279 刊本 昭和46 ⑲ 昭和46→昭和51 1439(重)

詰将棋１００選 堀内和雄 詰図解 KD953-E247 刊本 平成6.1 ○22 [2336] 2401

詰め将棋１００選 加藤一二三 詰図解 YT1-643 刊本 昭和62.11 点字資料 ――

詰め将棋１００選 新版 長口司郎 詰図解 Y77-343 刊本 昭和40 ⑱[1044] 1289

詰将棋一〇〇題 松田茂行監修 詰図解 Y78-125 刊本 昭和40 ⑱[1038] 1284

詰将棋百題 大山康晴･丸田祐三 詰図解 796-O965t 刊本 昭和41 ⑱ 1170(重)

詰将棋１２１選 有吉道夫 詰図解 Y78-3066 刊本 昭和51 ⑲ 1672

詰将棋１８０選 田中至 詰図解 KD953-E302 刊本 平成7.1 ○22 2451

詰将棋ポケット虎の巻 土居市太郎 詰図解 796-D64t-(2) 刊本 昭和25.11 再版 ⑱[834] 1069(重)

詰将棋ポケット虎の巻 土居市太郎 詰図解 796-D64t 刊本 昭和35 ⑱ 1069(重)

詰将棋ミステリーツアー 伊藤果 詰図解 KD953-E143 刊本 平成2.9 ○22 [2232] 2255

詰将棋問題集 内藤国雄 詰図解 KD953-149 刊本 昭和62.2 ３冊 ○21 下3行の(重)

詰将棋問題集 一･二･三級 内藤国雄 詰図解 Y78-4357 刊本 昭和54.6 ⑳[1623] 1820

詰将棋問題集 四･五･六級 内藤国雄 詰図解 Y78-4319 刊本 昭和54.5 ⑳[1622] 1817

詰将棋問題集 七･八･九級 内藤国雄 詰図解 Y78-4242 刊本 昭和54.4 ⑳[1621] 1812

詰将棋問題集 初段合格問題集 内藤国雄 詰図解 Y78-6588 刊本 昭和58.7 ⑳[1833] 1953

詰テク入門１０９ 小林健二 詰図解 KD953-E153 刊本 平成2.3 ○22 [2219] 2242

詰パラ傑作選 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 KD953-E237 刊本 平成5.10 ○22 [2324] 2389

詰め物そぞろある記 二上達也 詰図解 KD953-E270 刊本 平成6.7 ○22 [2348] 2421

強くなる将棋入門 坂口允彦 詰図解 Y12-798 刊本 昭和54.9 ○27 国際子ども図書館 1830

強くなる新詰将棋２００題 原田泰夫 詰図解 KD953-E47 刊本 昭和63.5 ○21 [2148] 2117

強くなるための将棋必修･実戦型詰将棋新題 清野静男 詰図解 Y78-394 刊本 昭和42 ⑱[1116] 1351

強くなる詰将棋 森鶏二 詰図解 Y78-4090 刊本 昭和53.11 ⑳ S57[1806] 1778

強くなる詰将棋２００題 北村昌男 詰図解 Y78-500 刊本 昭和43 ⑱[1139] 1359

つよくなるぼくら 将棋入門 河口俊彦 詰図解 Y12-1018 刊本 昭和56.9 ○28 国際子ども図書館 1896

天才詰将棋 羽生善治 詰図解 Y78-E1158 刊本 平成5.2 ○22 2362

とっておきの詰将棋 内藤国雄 詰図解 KD953-159 刊本 昭和62.2 ２冊 ○21 [2098,2101] 2078,2079

内藤(九段)の詰将棋 内藤国雄 詰図解 Y78-3601 刊本 昭和52.11 ⑳ 1726

内藤九段の妙手探し 内藤国雄 詰図解 KD953-E301 刊本 平成6.12 ○22 [2381] 2447

内藤国雄の実戦型詰将棋 内藤国雄 詰図解 KD953-182 刊本 昭和62.1 ○21 2073

内藤国雄の詰将棋傑作集 内藤国雄 詰図解 Y78-6494 刊本 昭和57.12 ⑳ S57.12.16刊(初版はS57.8.6) 1927(重)

内藤詰将棋代表作 内藤国雄 詰図解 Y78-3113 刊本 昭和51 ⑲[1404] 1656
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内藤詰将棋２００題 内藤国雄 詰図解 Y77-646 刊本 昭和41 S41.11.20刊 ⑱[1062] 1320(重)

内藤の詰将棋 内藤国雄 詰図解 Y78-1974 刊本 昭和48 ⑲ 1535(重)

中井広恵の｢実戦｣次の一手 中井広恵 詰図解 KD953-E129 刊本 平成2.3 2242a

中原の寄せと詰め 中原誠 詰図解 Y78-3223 刊本 昭和52.3 ⑳ 1691

中村修の不思議流詰め将棋 中村修 詰図解 KD953-E90 刊本 平成1.2 ○21 [2172] 2201

なんでもわかる 将棋宝典 山川次彦 詰図解 796-Y293s3 刊本 昭和29 ⑱ 1135

日本将棋大系 2巻 丸田祐三 詰図解 KD953-46 刊本 昭和53.7 ⑳[1566] 1759a

日本将棋大系 6巻 原田泰夫 詰図解 KD953-46 刊本 昭和53.9 ⑳[1564] 1772a

日本将棋大系 別巻1 森鶏二 詰図解 KD953-46 刊本 昭和54.4 ⑳[1628] 1815

日本将棋大系 別巻2 内藤国雄 詰図解 KD953-46 刊本 昭和54.11 ⑳[1629] 1835

日本将棋大系 別巻3 二上達也 詰図解 KD953-46 刊本 昭和54.4 ⑳[1559] 1781(重)

入門詰将棋１００題 佐瀬勇次 詰図解 Y78-5023 刊本 昭和55.8 ⑳[1704] 1862

のこぎり詰 河口俊彦 詰図解 Y78-6779 刊本 昭和58.10 ⑳[1847] 1959

伸び伸びしみじみ 内藤国雄 詰図解 KD953-E228 刊本 平成5.7 ○22 [2330] 2379

ハウツウ詰将棋 田中至 詰図解 Y78-6961 刊本 昭和59.1 ○21 [1929] 1972

ハウツウ詰将棋 第２集 田中至 詰図解 Y78-6961 刊本 昭和59.8 ○21 1987

ハウツウ詰将棋 第３集 田中至 詰図解 Y78-6961 刊本 昭和59.12 ○21 1994

ハウツウ詰将棋 第４集 田中至 詰図解 Y78-6961 刊本 昭和60.10 ○21 2017

ハウツウ詰将棋 第５集 田中至 詰図解 Y78-6961 刊本 昭和61.7 ○21 [2057] 2051

初めての詰将棋 二上達也監修 詰図解 KD953-137 刊本 昭和62.1 ○21 [2030] 2074

初めての人によくわかる将棋 鈴木宏彦 詰図解 KD953-E97 刊本 平成1.6 ○21 2216

羽生善治の将棋攻略ブック 羽生善治･田辺忠幸 詰図解 Y12-3283 刊本 平成7.2 ○30 国際子ども図書館 2458

はめ手と詰将棋 塚田正夫 詰図解 a795- 35 刊本 昭和25 ⑱[836] 1058

原田精選詰将棋２００題 原田泰夫 詰図解 Y78-3002 刊本 昭和51 ⑲ 1668

原田詰将棋 原田泰夫 詰図解 Y78-3013 刊本 昭和51 ⑲ 1671

早わかり将棋なんでも入門 原田泰夫･田辺忠幸 詰図解 Y12-383 刊本 昭和50.5 ○26 [1358] 国際子ども図書館 1615

必死と詰将棋 土居市太郎 詰図解 796-D64h 刊本 昭和26 ⑱[832] 1083

必死と詰将棋 土居市太郎 詰図解 796-D64h-(t) 刊本 昭和33 改訂版 ⑱ 1083(重)

必死のかけ方 森鶏二 詰図解 Y78-4297 刊本 昭和54.4 ⑳ 1814

必死のかけ方 森鶏二 詰図解 YT1-463 刊本 昭和60.1 点字資料 ２冊 ――

必勝!!将棋全百科 佐瀬勇次監修 詰図解 Y12-789 刊本 昭和55.3 ○27 国際子ども図書館 1848

必勝の戦法 詰め将棋３００ 木村義雄･吉田一歩 詰図解 Y77-695 刊本 昭和41 ⑱ 1323

秘伝大道棋 湯川博士 詰図解 KD953-E138 刊本 平成2.7 ○21 [2236] 2251

一人で楽しむ詰将棋 清野静男 詰図解 Y78-2322 刊本 昭和49 ⑲ S55[1700] 1606

二上(九段)の詰将棋 二上達也 詰図解 Y78-3644 刊本 昭和52.12 ⑳ 1733

二上詰将棋 二上達也 詰図解 Y78-E1386 刊本 平成5.12 ⑱[2316] 2397

二上詰将棋代表作 二上達也 詰図解 KD953-E18 刊本 昭和58.6 ○21 [1336] 1596(重)

二上詰将棋２００題 二上達也 詰図解 Y77-686 刊本 昭和42 ⑱[1106] 1334

二上の新詰将棋 二上達也 詰図解 Y78-3571 刊本 昭和52.11 ⑳[1492] 1725

二上の新詰将棋 二上達也 詰図解 Y78-5168 刊本 昭和55.10 ⑳ 1725(重)

二上の詰め将棋 二上達也 詰図解 Y78-2321 刊本 昭和49 ⑲[1332] 1601

二上の詰将棋傑作選 二上達也 詰図解 Y78-3529 刊本 昭和55.10 ⑳ S52[1472] 1720(重)

プレイ･ザ･将棋 図解ハンドブック 田中寅彦監修 詰図解 KD953-125 刊本 昭和61.1 ○21 2033

北斗 川崎弘 詰図解 KD953-190 刊本 昭和61.10 ○21 [2059] 2056

ぼくらの将棋入門 関根茂 詰図解 Y12-780 刊本 昭和55.2 ○27 [1695] 国際子ども図書館 1844

ぼくらの将棋入門 関根茂 詰図解 Y12-3221 刊本 平成6.10 ○30 国際子ども図書館 2433

ぼくらの詰将棋入門 真部一男 詰図解 Y12-911 刊本 昭和56.1 ○27 国際子ども図書館 1875

ぼくらの詰将棋入門 真部一男 詰図解 Y12-3222 刊本 平成6.10 ○30 国際子ども図書館 2435

ポケット詰将棋図解 山本武雄 詰図解 796-Y359p 刊本 昭和32 ⑱[949] 1201

ポケット詰将棋図解 山本武雄 詰図解 796-Y359p-(t) 刊本 昭和34 全改訂版 ⑱ 1201(重)
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本ものの詰将棋一･三･五手 勝浦修 実戦形式 Y78-3399 刊本 昭和52.6 ⑳ ――

舞扇 播磨宗斉 詰図解 Y78-5896 刊本 昭和49.11 ⑳[1320] 1600

升田将棋入門 升田幸三 定跡 Y78-850 刊本 昭和44 秋田書店刊 ⑲ ――

升田の将棋入門 升田幸三 詰図解 Y78-972 刊本 昭和44 弘文社刊 ⑲[1162] S45[1219] 1386

万華鏡 岡田敏 詰図解 KD953-E38 刊本 昭和61.11 ○21 [2016] 2061

妙華集 変幻自斉 詰図解 Y78-5895 刊本 昭和56.10 ⑳ 1898

明解 将棋の詰め方 大山康晴 詰図解 Y77-702 刊本 昭和42 ⑱[1082] 1332(重)

名作詰将棋 二上達也･福田稔 詰図解 Y78-4399 刊本 昭和54 ⑳[1636] 1840

森の詰将棋傑作選 森鶏二 詰図解 Y78-3408 刊本 昭和52.5 ⑳ 1704

やさしいこども将棋入門 中原誠監修 詰図解 Y12-3099 刊本 平成5.11 ○30 国際子ども図書館 2392

やさしい将棋手筋 土居市太郎･中葉藤太郎 次の一手 796-D64y 刊本 昭和26 ⑱ ――

やさしい将棋手筋 土居市太郎･中葉藤太郎 次の一手 796-D64y-(s) 刊本 昭和35 ⑱ ――

やさしい将棋入門 加藤一二三 詰図解 Y78-4370 刊本 昭和53.12 ⑳ 1783

やさしい将棋入門 西村一義 詰図解 Y78-4296 刊本 昭和54.4 ⑳ 1813

やさしい将棋入門 伊藤果 詰図解 KD953-E76 刊本 昭和63.12 ○21 2134

やさしい将棋の指し方 将棋倶楽部編 詰図解 796-Sy9562s 刊本 昭和35 ⑱ 1234

やさしい詰将棋百題 原田泰夫 詰図解 796-H231y2 刊本 昭和33 大阪屋號書店刊 ⑱[958] 1209

やさしい詰将棋１００題 原田泰夫 詰図解 Y78-1627 刊本 昭和47 集文館刊 ⑲ 昭和47→昭和50 1521(重)

山田道美将棋著作集 第８巻 中原誠編 詰図解 KD953-63 刊本 昭和56.4 ⑳[1659] 1885

よくわかる将棋 原田泰夫 詰図解 Y78-986 刊本 昭和45 ⑲[1201] 1399

よくわかる将棋入門 北條竜治 詰図解 Y12-269 刊本 昭和48 ○26 S50[1365] 国際子ども図書館 1561

よくわかる将棋入門 二上達也 詰図解 Y12-574 刊本 昭和53.1 ○27 [1550] 国際子ども図書館 1731(重)

よくわかる将棋入門 神吉宏充 詰図解 Y12-3428 刊本 平成7.12 ○30 国際子ども図書館 2498

よくわかる詰め将棋 大内延介 詰図解 Y78-3536 刊本 昭和52.10 ⑳[1474] 1721

よくわかる詰将棋入門 二上達也 詰図解 Y12-593 刊本 昭和53.4 ○27 [1549] 国際子ども図書館 1758

寄せと詰め 五十嵐豊一 詰図解 Y12-1604 刊本 昭和61.7 ○28 [2049] 国際子ども図書館 2052

寄せと詰めの秘訣 加藤一二三 詰図解 Y78-2914 刊本 昭和51 ⑲[1426] 1658

寄せの決め手 大内延介 詰図解 Y78-2361 刊本 昭和49.12 四六判 ⑲ 1603

寄せの決め手 大内延介 詰図解 Y78-3301 刊本 昭和52.5 全書判 ⑳ 1704a

寄せの手筋と塚田流詰将棋 塚田正夫 詰図解 Y78-506 刊本 昭和43 ⑱[1153] 1361

寄せの手筋１６８ 金子タカシ 詰図解 KD953-E73 刊本 昭和63.12 ○21 2133

米長上達シリーズ ５詰将棋上達術 米長邦雄 詰図解 Y78-E180 刊本 昭和63.1 ２版 ○21 [2139] 2102(重)

米長流必ず勝つ基本手筋 米長邦雄 詰図解 KD953-160 刊本 昭和61.12 ○21 [2015] 2048(重)

米長流攻め方の基本手筋 米長邦雄 詰図解 KD953-164 刊本 昭和62.4 ○21 2084

らくらく詰ませる３手･５手 中原誠監修 詰図解 KD953-126 刊本 昭和60.12 ○21 [1982] 2018

らくらく詰ませる５･７･９手 中原誠監修 詰図解 KD953-130 刊本 昭和61.3 ○21 [2042] 2038

私と将棋 田辺重信 詰図解 KD953-10 刊本 昭和45 ⑲[1203] 1423



- 26 -

【平成後期】

書 名 編 著 者 内 容 請求記号 Mm 刊写 発行年月 備 考(1) 備 考(2) 総目録No.

Invito al japana sako 上田友彦 詰図解 KD953-A3 刊本 平成8 エスペラント (OP) 2531

Japana Sako 上田友彦 詰図解 KD953-A4 刊本 平成13 エスペラント (OP) 2727

Turn of the century 酒井博久他 詰図解 Y78-G3888 刊本 平成12.12 (OP) 2720

青野照市の基本の詰将棋5手 青野照市 詰図解 Y78-L3795 刊本 平成27.12 (OP)

青野照市のやさしくわかる詰将棋 青野照市 詰図解 Y78-J7859 刊本 平成24.6 (OP) 3079

新しい詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-G2131 刊本 平成10.6 (OP) 2620

新しい詰将棋 近代将棋編集部 詰図解 Y78-G3241 刊本 平成11.9 (OP) 2673

新しい詰将棋一級･二級･三級 塚田泰明 詰図解 Y78-G2150 刊本 平成10.9 (OP) 2633

あっと驚く三手詰 森信雄 詰図解 KD953-G212 刊本 平成12.10 (OP) 2713

あっという間の3手詰 森信雄 詰図解 Y78-J5355 刊本 平成22.9 (OP) 3032

１から始める詰将棋 週刊将棋 詰図解 Y78-H8832 刊本 平成19.9 (OP) 2956

１･３･５手実戦型詰将棋 飯野健二 詰図解 Y78-J5124 刊本 平成22.7 (OP) 3027

いちばんやさしい7手からの詰将棋 飯野健二 詰図解 Y78-J2386 刊本 平成21.4 (OP) 3002

一局の流れを知る 羽生善治 詰図解 Y12-N02-295 刊本 平成14.3 (OP) 国際子ども図書館 2753a

一生遊べる 詰将棋道場 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 詰図 YU71-247 刊本 平成7.12 (OP) 2500

１手～９手詰め詰将棋202題 高橋道雄 詰図解 Y78-L1441 刊本 平成26.1 (OP) 3132

１手･３手の詰将棋 米長邦雄 詰図解 Y78-L1256 刊本 平成25.12 (OP) 3128

１手･３手必至問題 沼春雄 詰図解 Y78-H8579 刊本 平成19.4 (OP) 2943

１手詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-L1942 刊本 平成26.6 (OP) 3141

一手詰め･一手必至 森信雄 詰図解 Y78-H5864 刊本 平成18.1 (OP) 森信雄の勝ちにいく!詰将棋ドリル2 2882

１手詰ハンドブック 浦野真彦 詰図解 Y78-J3780 刊本 平成21.11 (OP) 3014

伊藤果の詰将棋110 伊藤果 詰図解 Y78-H8537 刊本 平成19.7 (OP) 2952

王様殺人事件 伊藤果,吉村達也 詰図解 KD953-G59 刊本 平成8.11 全書判 (OP) 2548

王様殺人事件 伊藤果,吉村達也 詰図解 Y78-H3580 刊本 平成16.10 文庫判 (OP) 2838

お父さん､お母さんが子供に教える将棋入門 沼春雄 詰図解 Y78-J4713 刊本 平成22.5 (OP) 3022

大人がもう一度はじめる将棋入門 加藤一二三 詰図解 Y78-L427 刊本 平成25.4 (OP) 3106

大人のための一から始める将棋再入門 沼春雄 詰図解 Y78-H2172 刊本 平成15.10 (OP) 2798

躍る駒たち 筑木力 詰図解 KD953-G251 刊本 平成13.11 (OP) 2744

面白い詰将棋１８０ 柴田昭彦 詰図解 Y78-G278 刊本 平成8.4 (OP) 2519

おもしろ詰将棋216 神吉宏充 詰図解 Y78-J3113 刊本 平成21.6 (OP) 3007

親子でたのしむ将棋入門 将棋を楽しむ会編 詰図解 KD953-G96 刊本 平成9.8 (OP) 2580

親子でたのしむ将棋入門 将棋をたのしむ会 詰図解 Y12-N06-H12 刊本 平成17.12 (OP) 国際子ども図書館 2580(重)

親子でたのしむ将棋入門 将棋をたのしむ会 詰図解 Y12-N08-J77 刊本 平成20.3 (OP) 国際子ども図書館 2580(重)

親子ではじめるしょうぎドリル 日本女子ﾌﾟﾛ将棋協会 入門 Y12-N11-J119 刊本 平成23.3 (OP) 国際子ども図書館 ――

風花の舞 田原宏 詰図解 Y78-H1005 刊本 平成15.7 (OP) 2790

勝浦詰将棋選集 勝浦修 詰図解 Y78-H8297 刊本 平成18.12 (OP) 2927

勝つ将棋・詰めろ入門 中原誠 詰図解 KD953-G169 刊本 平成11.7 (OP) 国際子ども図書館 2668

加藤一二三の5手詰め 加藤一二三 詰図解 Y78-L3698 刊本 平成27.11 (OP) 3180

かならず強くなる 将棋入門 田邊忠幸 詰図解 Y12-M99-14 刊本 平成10.7 (OP) 国際子ども図書館 2624

神詰大全 神無太郎 詰図解 Y78-G3646 刊本 平成12.6 (OP) 2701

華麗なる一着 内藤國雄 詰図解 KD953-G160 刊本 平成10.8 (OP) 2631

カンキの双玉詰将棋傑作選 上巻 神吉宏充 詰図解 Y78-H145 刊本 平成14.12 (OP) 2770

カンキの双玉詰将棋傑作選 下巻 神吉宏充 詰図解 Y78-H316 刊本 平成15.1 (OP) 2777

看寿賞作品集 詰将棋パラダイス 詰図解 Y78-G3180 刊本 平成11.10 (OP) 2678

犠合の舞 田原宏 詰図解 Y78-H372 刊本 平成15.2 (OP) 2779
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鬼手妙手「必至」精選120. 上巻 佐藤大五郎 詰図解 KD953-G155 刊本 平成10.6 (OP) 2621

鬼手妙手「必至」精選120. 下巻 佐藤大五郎 詰図解 KD953-G155 刊本 平成10.11 (OP) 2642

木村一基の急戦･四間飛車破り 木村一基 詰図解 Y78-H4252 刊本 平成17.3 (OP) 2856

逆転の5手詰 中田章道 詰図解 Y78-L212 刊本 平成25.2 (OP) 3103

逆転の3手詰 森信雄 詰図解 Y78-L66 刊本 平成24.12 (OP) 3099

逆転のテクニック 米長邦雄 詰図解 Y78-L482 刊本 平成25.5 (OP) 3109

逆転の7手詰 中田章道 詰図解 Y78-L438 刊本 平成25.4 (OP) 3107

九級から初段まで実戦式詰め将棋 中原誠 詰図解 Y78-H4395 刊本 平成17.3 (OP) 2857

９級から初段までの基本詰将棋 青野照市 詰図解 Y78-J4056 刊本 平成22.2 (OP) 3016b

９手詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-J7482 刊本 平成23.12 (OP) 3061

９手詰めパラダイス 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 KD953-G88 刊本 平成9.7 (OP) 2578

玉座の舞 田原宏 詰図解 Y78-G4890 刊本 平成14.5 (OP) 2759

極光２１ 上田吉一 詰図解 Y78-G4555 刊本 平成13.12 (OP) 2748

(極)大道棋 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 詰図解 YU71-239 刊本 平成7.10 (OP) 2487

禁じられた遊び 巨椋鴻之介 詰図解 KD953-J4 刊本 平成20.4 (OP) 2975

久保利明のさばきの極意 久保利明 詰図解 Y78-H5269 刊本 平成17.9 (OP) 2872

ぐんぐん強くなる将棋入門 谷川浩司他 詰図解 KD953-G135 刊本 平成10.7 (OP) 2626

月下推敲 谷川浩司詰将棋作品集 谷川浩司 詰図解 KD953-J46 刊本 平成23.7 (OP) 3053

限打の舞 田原宏 詰図解 Y78-G4273 刊本 平成13.8 (OP) 2736

小石広志(小西寛)安南詰将棋百番 小石広志 詰図解 Y78-L4523 刊本 平成28.4 (OP) 3194

光速の詰将棋 谷川浩司 詰図解 Y78-J1084 刊本 平成20.2 (OP)[2376] 2967

光速の寄せ. 1 谷川浩司 詰図解 KD953-G9 刊本 平成7.11 (OP)[2376] 2473(重)

光速の寄せ. 2 谷川浩司 詰図解 KD953-G9 刊本 平成7.11 (OP)[2407] 2484(重)

光速の寄せ. 3 谷川浩司 詰図解 KD953-G9 刊本 平成8.5 (OP)[2437] 2510

光速の寄せ. 4 谷川浩司 詰図解 KD953-G9 刊本 平成8.7 (OP)[2444] 2534

光速の寄せ. 5 谷川浩司 詰図解 KD953-G9 刊本 平成8.12 (OP)[2458] 2552

孤王の舞 田原宏 詰図解 Y78-G3483 刊本 平成12.4 (OP) 2696

５級からの詰将棋81 佐藤康光 詰図解 Y78-H8078 刊本 平成19.4 (OP) 2941

小駒の舞 田原宏 詰図解 Y78-G2138 刊本 平成10.7 (OP) 2625

古圖式総覧 詰図解 W431-36 刊本 平成14.7 (OP) 2764

５手詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-J4260 刊本 平成21.9 (OP) 3011

５手詰めパラダイス 詰将棋パラダイス 詰図解 Y78-G945 刊本 平成9.2 (OP) 2561

５手詰ハンドブック 浦野真彦 詰図解 Y78-H3624 刊本 平成16.3 (OP) 2812

５手詰ハンドブックⅡ 浦野真彦 詰図解 Y78-L1270 刊本 平成25.12 (OP) 3125

５手７手詰めパラダイス 詰将棋パラダイス 詰図解 Y78-H8431 刊本 平成19.6 (OP) 2949

こども向け将棋教室 やさしい詰みの形 高橋和 手筋 Y12-N12-J70 刊本 平成24.1 (OP) 国際子ども図書館 ――

こども版将棋のルールを覚えた次に読む本 青野照市 詰図解 Y12-N12-J357 刊本 平成24.11 (OP) 国際子ども図書館 3095

小林健二の軽快詰将棋 小林健二 詰図解 Y78-L211 刊本 平成24.12 (OP) 3098

これで初段になれる！将棋実力アップのｺﾂ50 高橋道雄 詰図解 Y78-J7849 刊本 平成24.6 (OP) 3077

これなら実力初段 武者野勝巳 詰図解 Y78-H5973 刊本 平成18.1 (OP) 2883

最強最速の将棋 斎藤慎太郎 詰図解 KD953-L39 刊本 平成25.12 (OP) 3129

最強将棋道場 詰図解 Y12-N05-H9 刊本 平成17.1 (OP) 国際子ども図書館 2846

最強の3手詰 森信雄 詰図解 Y78-L3854 刊本 平成27.12 (OP) 3183

最強の詰将棋 初段･二段120題 青野照市監修 詰図解 Y78-G4810 刊本 平成14.6 (OP) 2760

最強の詰将棋200題 原田泰夫 詰図解 Y78-H2739 刊本 平成16.6 (OP) 2821

サクサク解こう詰将棋1手･3手200題 森信雄 詰図解 Y78-H7453 刊本 平成18.12 (OP) 2929

雑藝叢書 第一 早川純三郎編 中将､詰図解 790.8-Z14-k 刊本 大正4.2 ｢象棋六種之圖式,中将棊指南抄｣ (OP) 完本(P.11に欠本、P.17に複製版あり) 563

ザ･必死 金子タカシ 詰図解 Y78-H367 刊本 平成15.1 文庫判 (OP) 2776

３･５･７手実戦型詰将棋 飯野健二 詰図解 Y78-H6214 刊本 平成18.3 (OP) 2896

３手･５手からの詰将棋 深浦康市 詰図解 Y78-H3253 刊本 平成16.9 (OP) 2835
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３手･５手詰将棋 森信雄 詰図解 Y78-H9117 刊本 平成19.8 (OP) 2954

３手詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-L2403 刊本 平成26.9 (OP) 3149

３手詰めパラダイス 詰将棋パラダイス 詰図解 Y78-G2508 刊本 平成11.1 (OP) 2650

３手詰ハンドブック 浦野真彦 詰図解 Y78-H5576 刊本 平成17.4 (OP) 2859

３手詰ハンドブック(新版) 浦野真彦 詰図解 Y78-L1296 刊本 平成25.7 (OP) 3108

３手詰ハンドブック2 浦野真彦 詰図解 Y78-H8739 刊本 平成19.3 (OP) 2938

三手詰めよりやさしい!簡単五手詰め 森信雄 詰図解 Y78-H8082 刊本 平成19.4 (OP) 森信雄の勝ちにいく!詰将棋ドリル3 2942

３手必至問題集 高橋道雄 詰図解 Y78-L25 刊本 平成24.12 (OP) 3097

さんらん 東京詰将棋工房 詰図解 KD953-H90 刊本 平成18.7 (OP) 2909

自然流詰将棋200 中原誠 詰図解 Y78-G2443 刊本 平成10.4 (OP) 2613

じっくり解こう詰将棋ちょっと手強い７手詰２００題 森信雄 詰図解 Y78-J7996 刊本 平成24.8 (OP) 3086

実戦型詰め将棋三手･五手･七手詰め 中原誠 詰図解 Y78-H7049 刊本 平成18.9 (OP) 2919

実戦･詰将棋を楽しむ 大内延介 詰図解 Y78-H1767 刊本 平成15.11 (OP) 2799

実戦で強くなる将棋入門 伊藤果 詰図解 KD953-G204 刊本 平成11.5 (OP) 2666

実戦７手･９手の詰将棋 森下卓 詰図解 Y78-H170 刊本 平成15.1 (OP) 2775

実戦に勝つ！詰め将棋 飯野健二 詰図解 Y78-G2297 刊本 平成10.9 (OP) 2634

実戦に強くなるガチンコ詰将棋 桑原辰雄 詰図解 Y78-L3162 刊本 平成26.1 (OP) 3130

実戦に役立つ詰将棋３手５手 渡辺明他 詰図解 Y78-H5143 刊本 平成17.8 (OP) 2871

実戦に役立つ詰め手筋 勝又清和 実戦形式 Y78-J1400 刊本 平成20.9 (OP) ――

実戦の詰将棋初段120題 森内俊之 詰図解 Y78-G3895 刊本 平成13.1 (OP) 2723

信濃路 赤羽守 詰図解 KD953-L17 刊本 平成24.12 (OP) 3085

清水市代の将棋トレーニング 清水市代 詰図解 Y78-H6027 刊本 平成18.2 (OP) 2887

週刊将棋30年史～アマプロ…～ 週刊将棋編 棋譜 KD953-L97 刊本 平成28.4 (OP) ――

終盤が強くなる1手・3手必至 武市三郎 詰図解 Y78-L3159 刊本 平成27.1 (OP) 3159

終盤の鬼 森信雄 詰図解 Y78-H5107 刊本 平成17.8 (OP) 2870

終盤の定跡 基本編 小川明久 詰図解 Y78-H562 刊本 平成15.3 (OP) 2781

終盤の手筋(終盤力養成講座①) 勝浦修 定跡 Y78-G4891 刊本 平成14.6 (OP) ――

終盤のメカニズム 宮田敦史 詰図解 Y78-J8381 刊本 平成24.10 (OP) 3093

詳解詰将棋作品集 皆田正明 詰図解 KD953-G123 刊本 平成9.3 改訂版 (OP) 副書名｢幻影｣ 2565

詳解詰将棋作品集 皆田正明 詰図解 Y78-H4004 刊本 平成16.11 (OP) 副書名｢夢幻｣ 2840

詳解詰将棋作品集 皆田正明 詰図解 Y78-J2267 刊本 平成20.4 改訂新版 (OP) 副書名｢幻影｣ 2970a

将棋 前田祐司監修 詰図解 Y12-M98-157 刊本 平成10.2 (OP) 国際子ども図書館 2607

将棋１手詰入門ドリル 椎名龍一 詰図解 Y78-H9153 刊本 平成19.10 (OP) 2959

象戯懐宗 桂宵山人 定跡 W431- 16 刊本 寛延4 (OP) ※S63.8に受入 ――

将棋ガイドブック 日将連開発部 詰図解 Y78-H2947 刊本 平成15.11 (OP) 2802a

将棋が強くなる詰将棋ﾄﾗｲｱﾙ200 高橋道雄 詰図解 Y78-L2130 刊本 平成26.8 (OP) 3148

将棋３手詰入門ドリル 椎名龍一 詰図解 Y78-J908 刊本 平成20.4 (OP) 2974

将棋実力初段検定 武者野勝巳 詰図解 Y78-H7706 刊本 平成19.1 (OP) 2930

将棋図式集. 上 森鷄二 詰図解 KD953-G147 刊本 平成10.11 (OP) 2641

将棋図式集. 中 内藤國雄 詰図解 KD953-G147 刊本 平成10.12 (OP) 2644

将棋図式集. 下 二上達也 詰図解 KD953-G147 刊本 平成11.1 (OP) 2646

将棋世界キッズ:親子で将棋を楽しもう!! 詰図解 Y12-N14-L181 刊本 平成25.6 (OP) 国際子ども図書館 3126

将棋絶対手筋180 渡辺明監修 詰図解 Y78-J6473 刊本 平成23.6 (OP) 3045

将棋って、どんなゲームなの? 中原誠 詰図解 Y12-N06-H134 刊本 平成18.3 (OP) 国際子ども図書館 2895

将棋でサッカーが面白くなる本 いしかわごう 詰図解 Y78-L1307 刊本 平成25.12 (OP) 3123a

将棋入門--新版-- 小川明久 詰図解 Y78-H561 刊本 平成15.3 (OP) 2782

将棋入門ドリル.ステップ２ －－ 詰図解 Y12-N12-J143 刊本 平成24.6 (OP) 国際子ども図書館 3067

将棋入門ドリル.ステップ３ －－ 詰図解 Y12-N12-J195 刊本 平成24.6 (OP) 国際子ども図書館 3078

将棋の教え方学び方 小田切秀人 詰図解 KD953-G269 刊本 平成14.3 (OP) 2753

将棋の初歩の初歩 伊藤果 詰図解 KD953-G109 刊本 平成9.8 ２版 (OP) 2576
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将棋の力をつける本 武市三郎 詰図解 KD953-G206 刊本 平成12.8 (OP) 2710

将棋の必殺ワザ 先崎学伊東ぢゅん子 入門 Y12-N04-H20 刊本 平成15.12 (OP) 国際子ども図書館 ――

将棋のひみつ 安恵照剛他 詰図解 Y12-N03-H136 刊本 平成15.6 (OP) 国際子ども図書館 2789

将棋のﾙｰﾙ完全ﾏｽﾀｰ:楽しくおぼえる入門編 川北亮司 詰図解 Y12-M99-208 刊本 平成11.2 (OP) 国際子ども図書館 2654

将棋･ひと目の手筋 渡辺明他 詰図解 Y78-H6946 刊本 平成18.8 (OP) 2914

将棋･ひと目の必死 金子タカシ 詰図解 Y78-J6070 刊本 平成23.3 (OP) 3040

将棋･ひと目の寄せ 週刊将棋 詰図解 Y78-J1081 刊本 平成20.7 (OP) 2984

将棋を初めてやる人の本 将棋を楽しむ会編 詰図解 Y12-N11-J228 刊本 平成23.8 (OP) P.20に同名異書あり 国際子ども図書館 3056

将棋を初めてやる人の本 将棋をたのしむ会編 詰図解 Y78-L584 刊本 平成25.5 (OP) 3110

将棋を初めてやる人の本 将棋をたのしむ会編 詰図解 Y78-L3555 刊本 平成27.10 (OP) 3176a

将棋を始めよう 内藤國雄 詰図解 KD953-G120 刊本 平成9.9 (OP) 2584

上達詰将棋100 大山康晴 詰図解 Y78-H2575 刊本 平成16.4 (OP) 1884(重)

少年少女のための将棋 北村昌男 詰図解 Y12-M98-93 刊本 平成9.4 (OP) 国際子ども図書館 2568

少年少女のやさしい将棋 中原誠 詰図解 Y12-M99-302 刊本 平成10.10 (OP) 国際子ども図書館 2636

入女性のための将棋の教科書 上田初美監修 詰図解 Y78-J8142 刊本 平成24.8 (OP) 3089

初段の「実戦」詰将棋150題 森内俊之 詰図解 Y78-H5458 刊本 平成17.11 (OP) 2876

初段をめざす詰め将棋 羽生善治監修 詰図解 Y12-N04-H72 刊本 平成16.3 (OP) 国際子ども図書館 2815

新･アマ将棋日本一になる法 宮崎国夫 詰図解 KD953-J7 刊本 平成20.8 (OP) 2986a

新９手詰めパラダイス 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 Y78-G4352 刊本 平成13.9 (OP) 2739

新５手詰めパラダイス 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 Y78-G3941 刊本 平成13.1 (OP) 2724

新５手７手詰めパラダイス 詰将棋パラダイス 詰図解 Y78-J2020 刊本 平成21.1 (OP) 2993

新装版 図式百番 内藤國雄 詰図解 Y78-J8101 刊本 平成24.8 (OP) 3088

新･詰将棋道場 勝浦修 詰図解 Y78-J3523 刊本 平成21.9 (OP) 3012

新７手詰めパラダイス 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 Y78-G4136 刊本 平成13.5 (OP) 2733

新版 ５手詰ハンドブック 浦野真彦 詰図解 Y78-J8197 刊本 平成24.3 (OP) 3066

新版 ３手詰ハンドブック 浦野真彦 詰図解 Y78-J8044 刊本 平成23.9 (OP) 3057

新版 ３手詰ハンドブック Ⅱ 浦野真彦 詰図解 Y78-L1296 刊本 平成25.5 (OP) 3108

新約･神詰大全 神無太郎編 詰図解 KD953-J44 刊本 平成23.6 (OP) 3043

スイスイ解こう詰将棋ｵｰﾙ1手412題 森信雄 詰図解 Y78-J686 刊本 平成20.5 (OP) 2979

図解将棋入門 坂口允彦 詰図解 Y78-H5772 刊本 平成17.12 (OP) 1825(重)

図解将棋入門 坂口允彦 詰図解 Y78-J577 刊本 平成20.4 (OP) 1825(重)

｢図解｣羽生善治の頭脳強化ドリル 羽生善治 詰図解 SB88-H184 刊本 平成19.2 (OP) 2935

すぐわかる将棋入門 小室明 詰図解 KD953-G45 刊本 平成8.5 (OP) 2524

スグわかる！まんが将棋入門 羽生善治監修 詰図解 Y12-N06-H56 刊本 平成18.2 (OP) 国際子ども図書館 2889

スグわかる！まんが将棋入門 羽生善治監修 詰図解 Y12-N06-H56 刊本 平成20.4 (OP) 国際子ども図書館 2889(重)

鈴木大介の振り飛車自由自在 鈴木大介 詰図解 Y78-H4095 刊本 平成17.2 (OP) 2852

図式百番 内藤國雄 詰図解 Y78-H4122 刊本 平成17.1 (OP) 2848

スッキリ明快詰将棋 関根茂 詰図解 Y78-G3685 刊本 平成11.11 (OP) 2681

捨て駒の達人 井出畑理 詰図解 Y78-H4494 刊本 平成17.4 (OP) 2860

精選必至200問 青野照市 詰図解 Y78-J4737 刊本 平成22.2 (OP) 3019

絶対強くなる実戦詰将棋100 大山康晴 詰図解 Y78-J909 刊本 平成20.6 (OP) 2980

ゼッタイできる!!将棋 入門編 飯島博 詰図解 Y12-N03-H90 刊本 平成15.4 (OP) 国際子ども図書館 2784

ゼッタイできる!!将棋 実戦編 飯島博 詰図解 Y12-N03-H91 刊本 平成15.4 (OP) 国際子ども図書館 2785

爽快!5手詰トレーニング200 渡辺明監修 詰図解 Y78-L2433 刊本 平成26.11 (OP) 3155

爽快!3手詰トレーニング200 渡辺明監修 詰図解 Y78-L1899 刊本 平成26.6 (OP) 3142

大道詰将棋の正体 宮崎国夫他 詰図解 Y78-G3991 刊本 平成13.2 (OP) 2726

高橋道雄の囲い別詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-J584 刊本 平成20.4 (OP) 2973

高橋道雄の｢超実戦｣詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-J2271 刊本 平成21.4 (OP) 3000

高柳詰将棋選集 高柳敏夫 詰図解 Y78-G4941 刊本 平成13.12 (OP) 2745

谷川浩司の本筋を見極める 谷川浩司 詰図解 Y78-H7751 刊本 平成19.2 (OP) 2936
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谷川流光速の決め手 谷川浩司 詰図解 KD953-G93 刊本 平成9.1 (OP) 2558

楽しい詰将棋180 柴田昭彦 詰図解 KD953-G121 刊本 平成10.2 (OP) 2606

楽しい詰将棋入門 米長邦雄 詰図解 Y78-L3023 刊本 平成27.5 (OP) 3166

小さな絵 近藤郷 詰図解 KD953-L4 刊本 平成23.7 (OP) 3050

力をつける詰将棋3手5手 週刊将棋他 詰図解 Y78-J4260 刊本 平成21.9 (OP) 3011

竹馬 高木秀夫･ 岡本正貴 詰図解 KD953-L28 刊本 平成25.7 (OP) 3115

中学生が書いた詰将棋のすすめ 永尾知大 詰図解 Y78-H3922 刊本 平成17.1 (OP) 2847

超実戦駒を取る詰将棋 飯野健二 詰図解 Y78-H7686 刊本 平成18.12 (OP) 2928

超実戦駒を取る詰将棋.入段編 飯野健二 詰図解 Y78-H8456 刊本 平成19.6 (OP) 2950

超初心者将棋上達の方程式 日本将棋連盟書籍 詰図解 Y78-J701 刊本 平成19.11 (OP) 2962

超初心詰将棋３手５手 週刊将棋 詰図解 Y78-G2571 刊本 平成11.2 (OP) 2653

塚田詰将棋代表作 塚田正夫 詰図解 Y78-G3246 刊本 平成11.4 (OP) 2660

塚田正夫の詰将棋 塚田正夫 詰図解 Y78-J6152 刊本 平成23.4 (OP) 3041

詰みか必至か?196問 青野照市 詰図解 Y78-L1357 刊本 平成25.12 (OP) 3127

積木の舞 田原宏 詰図解 Y78-G4274 刊本 平成12.12 (OP) 2719

詰みより必死 金子タカシ他 詰図解 KD953-G33 刊本 平成8.4 (OP) 2520

詰みより必死 金子タカシ 詰図解 Y78-H1092 刊本 平成15.7 (OP) 2794

詰将棋(終盤力養成講座②) 勝浦修 詰図解 Y78-G4892 刊本 平成14.6 (OP) 2761

詰将棋一丁目三番地 森信雄 詰図解 Y78-L2369 刊本 平成26.11 (OP) 3154

詰将棋１手･３手･５手400題 森信雄 詰図解 Y78-J1247 刊本 平成20.9 (OP) 2987

詰将棋エトワール 清水一男 詰図解 Y78-G2144 刊本 平成10.5 (OP) 2616

詰将棋実戦型パラダイス 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 Y78-G4914 刊本 平成14.7 (OP) 2763

詰将棋実戦型パラダイス．2 詰将棋ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ,週刊将棋 詰図解 Y78-H6098 刊本 平成18.2 (OP) 2888

詰将棋実戦問題 青野照市 詰図解 Y78-H1694 刊本 平成15.11 (OP) 2802

詰将棋実力判定初段130題 先崎学 詰図解 Y78-G4289 刊本 平成13.9 (OP) 2738

詰将棋大全3手・5手(棋力充実!) 森信雄 詰図解 Y78-L3727 刊本 平成27.12 (OP) 3181

詰将棋タイムトライアル 伊藤果 詰図解 Y78-J7579 刊本 平成24.4 (OP) 3073

詰将棋手筋教室 村山隆治 詰図解 Y78-G3590 刊本 平成12.6 (OP) 2703

詰将棋道場 勝浦修 詰図解 Y78-H7215 刊本 平成18.10 (OP) 2922

詰将棋道場 挑戦編 勝浦修 詰図解 Y78-J6628 刊本 平成23.7 (OP) 3054

詰将棋道場 ７手～１１手 勝浦修 詰図解 Y78-H7948 刊本 平成19.3 (OP) 2940

詰将棋ドリル 1(1手詰入門編) 森信雄 詰図解 Y78-J6981 刊本 平成23.10 (OP) 3058

詰将棋ドリル 2(1手詰初･中級編) 森信雄 詰図解 Y78-J7439 刊本 平成24.2 (OP) 3064

詰将棋ドリル 3(3手詰初級編) 森信雄 詰図解 Y78-J7654 刊本 平成24.4 (OP) 3071

詰将棋年報 2002年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-H7435 刊本 平成18.10 (OP) 2900

詰将棋年報 2003年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-H5823 刊本 平成17.12 (OP) 2880

詰将棋年報 2004年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-H5446 刊本 平成17.9 (OP) 2873

詰将棋年報 2005年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-H7436 刊本 平成18.11 (OP) 2925a

詰将棋年報 2006年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-J162 刊本 平成19.6 (OP) 2946

詰将棋年報 2007年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-J2644 刊本 平成20.4 (OP) 2972

詰将棋年報 2008年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-J2645 刊本 平成21.3 (OP) 2998

詰将棋年報 2009年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-J4817 刊本 平成22.4 (OP) 3020a

詰将棋年報 2010年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-J6763 刊本 平成23.6 (OP) 3044

詰将棋年報 2011年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-L3241 刊本 平成24.11 (OP) 3096

詰将棋年報 2013年版 詰将棋保存会編 詰図解 Y78-L3242 刊本 平成27.5 (OP) 3164

詰将棋パワードリル216 清水孝晏 詰図解 Y78-G542 刊本 平成8.1 (OP)[2426] 2506

詰将棋半世紀 柏川香悦 詰図解 KD953-G8 刊本 平成6.11 詰将棋研究会刊 (OP)[2362] 2436

詰将棋半世紀 柏川香悦 詰図解 Y78-G2274 刊本 平成10.11 フーコー刊 (OP) 2640

詰将棋孫六集 村木徳 詰図解 Y78-G3837 刊本 平成12.7 (OP) 2705

詰めと必至 内藤国雄 詰図解 Y78-G4181 刊本 平成12.10 (OP) 1486(重)
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詰めと必至ハンドブック 内藤國雄 詰図解 Y78-H7000 刊本 平成18.3 (OP) 2984

強くなる実戦詰将棋120題 伊藤果 詰図解 Y78-H3067 刊本 平成16.7 (OP) 2827

つよくなる将棋 武市三郎監修 詰図解 KD953-G151 刊本 平成11.1 (OP) 2648

強くなる将棋虎の巻 高橋道雄 詰図解 Y78-J2634 刊本 平成21.4 (OP) 3001

天才、羽生の42手 池田菊敏,沢田多喜男 詰図解 KD953-G69 刊本 平成9.3 (OP) 2564

解いてスッキリ!3手5手の詰将棋 本間博 詰図解 Y78-L3233 刊本 平成27.7 (OP) 3174

解いて楽しいあぶりだし詰将棋 岡田敏 詰図解 Y78-G3339 刊本 平成12.3 (OP) 2694

解いて役立つ5手詰200問 中田章道 詰図解 Y78-L2849 刊本 平成27.3 (OP) 3162

投了！ その後は？ 勝浦修 詰図解 KD953-G224 刊本 平成12.12 (OP) 2717

とっておき詰将棋200題 原田泰夫 詰図解 KD953-G90 刊本 平成9.7 (OP) 2579

とっておきの詰将棋セレクション 内藤國雄 詰図解 Y78-J8045 刊本 平成24.7 (OP) 3084

ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ解いて棋力ｱｯﾌﾟ詰将棋1手詰･1手必至３９９題 森信雄 詰図解 Y78-J1471 刊本 平成20.10 (OP) 2987a

内藤詰将棋選集 内藤國雄 詰図解 Y78-H1201 刊本 平成14.10 (OP) 2767

内藤のカンタン詰将棋 内藤國雄 詰図解 Y78-J7884 刊本 平成24.6 (OP) 3080

内藤のカンタン必至 内藤國雄 詰図解 Y78-J7505 刊本 平成24.2 (OP) 3065

中田章道短編詰将棋代表作 中田章道 詰図解 Y78-J4449 刊本 平成22.3 (OP) 3020

中原誠の解いてごらんよ詰将棋 中原誠他 詰図解 Y78-G4929 刊本 平成13.12 (OP) 2746

７手詰将棋 高橋道雄 詰図解 Y78-J6142 刊本 平成22.10 (OP) 3034

７手詰めパラダイス 詰将棋パラダイス 詰図解 Y78-G1088 刊本 平成9.5 (OP) 2572

７手詰ハンドブック 浦野真彦 詰図解 Y78-J7110 刊本 平成23.5 (OP) 3042

７手詰ハンドブックⅡ 浦野真彦 詰図解 Y78-L3667 刊本 平成27.5 (OP) 3165

なめたらあかん三手五手 森信雄 詰図解 Y78-H1709 刊本 平成15.10 (OP) 2797

前に解く３手詰･５手詰 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 詰図解 Y78-H1313 刊本 平成15.8 (OP) 2796

脳が活性化する!大人がもう一度はじめる将棋入門 加藤一二三 詰図解 Y78-L427 刊本 平成25.4 (OP) 3106

脳トレ５手詰 北浜健介 詰図解 Y78-J7631 刊本 平成24.3 (OP) 3068

脳トレ７手詰 北浜健介 詰図解 Y78-J3101 刊本 平成21.6 (OP) 3006

脳トレ７手９手詰 北浜健介 詰図解 Y78-L3990 刊本 平成28.2 (OP) 3186

脳トレ９手詰 北浜健介 詰図解 Y78-J5088 刊本 平成22.7 (OP) 3028

脳をやわらかくする先崎学の子ども将棋 先崎学 詰図解 Y12-N05-H118 刊本 平成17.7 (OP) 国際子ども図書館 2867

のびのびしみじみ５手詰 内藤國雄 詰図解 Y78-J1938 刊本 平成20.7 (OP) 2983

のびのびしみじみ７手詰 内藤國雄 詰図解 Y78-J1083 刊本 平成20.2 (OP) 2968

はじめてでも勝てる将棋入門 神吉宏充 詰図解 Y12-N11-J81 刊本 平成23.3 (OP) 国際子ども図書館 3038

はじめてでもたのしめるかんたんマスター将棋 木村一基 詰図解 Y78-J4762 刊本 平成22.6 (OP) 3022a

はじめての将棋 小暮克洋 詰図解 KD953-G83 刊本 平成9.4 (OP) 2569

はじめての中将棋 水神涼 入門 Y78-H2390 刊本 平成15.7 (OP) ――

81マスどこでも詰ませる5･7･9手 岡田敏他 詰図解 Y78-G2858 刊本 平成11.6 (OP) 2667

羽生の五手詰 羽生善治 詰図解 Y94-L401 刊本 平成24.7 (OP) 3083

羽生の将棋 実戦[詰め&必死]200 森鷄二 実戦形式 Y78-H2478 刊本 平成16.3 (OP) ――

羽生マジック 羽生善治 詰図解 KD953-G60 刊本 平成8.3 (OP)[2440] 2516

羽生マジック 羽生善治 詰図解 Y78-L1572 刊本 平成26.3 (OP)[2440] 2516(重)

羽生善治のこども詰将棋入門 上地隆蔵 詰図解 Y12-N13-L214 刊本 平成25.8 (OP) 国際子ども図書館 3119

羽生善治の将棋勝ちを逃さない寄せの手筋 羽生善治 詰図解 Y78-L1577 刊本 平成26.1 (OP)[2440] 3135

羽生善治の将棋勝 羽生善治 詰図解 Y78-L1577 刊本 平成26.1 (OP)[2440] 3135

羽生善治の将棋 終盤 勝つための指し方 羽生善治 詰図解 Y78-L5250 刊本 平成29.4 (OP) 3219a

羽生善治の将棋入門(新版) 羽生善治 詰図解 Y12-N15-L278 刊本 平成27.9 (OP) 国際子ども図書館 3175a

羽生善治の将棋の教科書 羽生善治 詰図解 Y12-N12-J291 刊本 平成24.9 (OP) 国際子ども図書館 3092

羽生善治の将棋ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾊﾞｲﾌﾞﾙ. 3 羽生善治 詰図解 KD953-G56 刊本 平成8.9 (OP)[2445] 2539

羽生善治の将棋をはじめたい人のために 羽生善治 詰図解 Y78-J7278 刊本 平成24.1 (OP) 3063

羽生善治のタイトル戦詰将棋 森鷄二 詰図解 Y78-J6569 刊本 平成23.7 (OP) 3051

羽生善治のはじめての詰め将棋 羽生善治監修 詰図解 Y12-N12-J219 刊本 平成24.8 (OP) 国際子ども図書館 3087



- 32 -

羽生善治のみるみる強くなる将棋入門 羽生善治 詰図解 Y78-J2400 刊本 平成21.2 (OP) 2996

羽生流で上達!新しい詰将棋初段150題 羽生善治 詰図解 Y78-H6877 刊本 平成18.9 (OP) 2917

早指し対局･詰将棋指南 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 詰図解 YU71-542 刊本 平成9.11 (OP) 2591

早わかり将棋入門 甲斐栄次 詰図解 KD953-G265 刊本 平成13.1 (OP) 2723a

榛名図式 桑原辰雄 詰図解 Y78-L2841 刊本 平成27.2 (OP) 3161

パワーアップ戦法塾 豊川孝弘 詰図解 Y78-H2492 刊本 平成16.3 (OP) 2814

盤上のファンタジア 若島正 詰図解 Y78-G4704 刊本 平成13.7 (OP) 2735

必殺!!詰めと必死と寄せ300題 森鷄二他 実戦形式 Y78-J1208 刊本 平成20.8 (OP) ――

必至基本問題集 武市三郎 詰図解 Y78-J4891 刊本 平成22.6 (OP) 3022b

必死のかけ方 勝浦修 詰図解 Y78-H981 刊本 平成15.4 (OP) 2783

ひと目の詰み筋 渡辺明 詰図解 Y78-J7769 刊本 平成24.5 (OP) 3076

一人一局集 棋譜 KD953-G187 刊本 平成9.4 (OP) ――

一人で強くなる将棋入門 伊藤果 詰図解 KD953-G124 刊本 平成10.4 (OP) 2615

一人で学べる！小学生のための将棋入門 佐藤康光 詰図解 Y12-N09-J134 刊本 平成21.5 (OP) 国際子ども図書館 3005

秘伝将棋無双 湯川博士他 詰図解 Y78-H6639 刊本 平成18.6 (OP) 2904

ひより草 河内勲 詰図解 KD953-J60 刊本 平成23.12 (OP) 3060

フィードバック方式定跡次の一手 深浦康市 詰図解 Y78-H6579 刊本 平成17.12 (OP) 2879

藤井猛の攻めの基本戦略 藤井猛 詰図解 Y78-L1577 刊本 平成26.1 (OP)[2440] 3131

二上詰将棋選集 二上達也 詰図解 Y78-L1348 刊本 平成14.8 (OP) 2765

不成の舞 田原宏 詰図解 Y78-G2943 刊本 平成11.5 (OP) 2665

プロの手筋詰めと必死400 森鶏二 次の一手 Y78-J3492 刊本 平成21.9 (OP) ――

歩兵の舞 田原宏 詰図解 Y78-G2942 刊本 平成11.1 (OP) 2647

まじかる将棋入門 椎名龍一･後藤元気 詰図解 Y78-H8283 刊本 平成18.10 (OP) 2923

まずミニゲームから始めよう 中原誠 詰図解 Y12-N06-H147 刊本 平成18.4 (OP) 国際子ども図書館 2897

マンガでおぼえる将棋入門 加藤久康他 詰図解 Y12-N00-52 刊本 平成12.1 (OP) 国際子ども図書館 2687

マンガで覚える図解将棋の基本 矢内理絵子 詰図解 Y12-N09-J205 刊本 平成21.10 (OP) 国際子ども図書館 3013

見えたら初段詰将棋100次の一手100 週刊将棋 詰図解 Y78-G3891 刊本 平成12.12 (OP) 2718

３日間で強くなる将棋の本 伊藤果 詰図解 Y78-G4382 刊本 平成13.10 (OP) 2741

みんなの将棋入門 谷川浩司 詰図解 KD953-G188 刊本 平成11.12 (OP) 2684

武者野勝巳のこれなら実力初段.1 武者野勝巳 詰図解 KD953-G47 刊本 平成8.2 (OP) 2511

武者野勝巳のこれなら実力初段.2 武者野勝巳 詰図解 KD953-G47 刊本 平成8.6 (OP) 2530

名人になる子ども将棋 先崎学 詰図解 Y12-M98-244 刊本 平成9.10 (OP) 国際子ども図書館 2588

名人の脳ドリル詰将棋 米長邦雄他 詰図解 Y78-J521 刊本 平成20.3 (OP) 2970

めざせ将棋名人 田丸昇他 詰図解 Y12-M97-31 刊本 平成9.6 (OP) 国際子ども図書館 2577

めざせ名人!将棋で勝つための本 屋敷伸之 詰図解 Y12-N10-J153 刊本 平成21.11 (OP) 国際子ども図書館 3015

免状が取れる!初段コース問題集 将棋世界 次の一手 Y78-J3641 刊本 平成21.10 (OP) ――

持ち駒のない詰将棋5手 高橋道雄 詰図解 Y78-L3336 刊本 平成27.8 (OP) 3175

もっと羽生流!初段+ﾌﾟﾗｽの詰将棋150題 羽生善治 詰図解 Y78-L1349 刊本 平成26.2 (OP)[2440] 3137

森信雄の勝ちにいく!詰将棋ドリル 森信雄 詰図解 Y78-H4175 刊本 平成17.3 (OP) 2855

やさしい詰将棋180 柴田昭彦 詰図解 Y78-G3540 刊本 平成12.5 (OP) 2700

康光流詰将棋の極意 佐藤康光 詰図解 Y78-J1581 刊本 平成20.11 (OP) 2990

やまと先生の入門！将棋教室 高橋和 詰図解 Y12-N04-H25 刊本 平成15.12 (OP) 国際子ども図書館 2805

やりなおしの将棋 先崎学 詰図解 Y78-H3138 刊本 平成16.7 (OP) 2826

有段者への道案内 宮崎国夫 詰図解 Y78-H2426 刊本 平成16.3 (OP) 2813

夢の華 山田修司 詰図解 KD953-G118 刊本 平成10.3 (OP) 2610

夢の車輪 安達康二 詰図解 KD953-L91 刊本 平成27.12 (OP) 3182

ゆめまぼろし百番 駒場和男 詰図解 KD953-H91 刊本 平成18.6 (OP) 2905

よくわかる将棋入門 古作登他 詰図解 Y12-N08-J158 刊本 平成20.8 (OP) 国際子ども図書館 2986

寄せが見える本【基礎編】 森鶏二 詰図解 Y78-H4349 刊本 平成16.5 (OP) 2818a

寄せが見える本【応用編】 森鶏二 詰図解 Y78-H4350 刊本 平成16.6 (OP) 2823a
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寄せの棋本戦術 詰め･必死･手筋のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 小暮克洋 詰図解 KD953-G106 刊本 平成9.10 (OP) 2586

寄せの手筋２００ 金子タカシ 詰図解 Y78-J5502 刊本 平成22.4 (OP) 3020b

四葉の舞 田原宏 詰図解 Y78-G3482 刊本 平成11.10 (OP) 2677

米長の将棋 第1巻 米長邦雄 詰図解 Y78-L638 刊本 平成24.6 (OP) 3111

米長の将棋 第1巻 米長邦雄 詰図解 KD953-L22 刊本 平成25.6 (OP) 3111(重)

米長の将棋 第2巻 米長邦雄 詰図解 KD953-L23 刊本 平成25.7 (OP) 3117

米長の将棋 第3巻 米長邦雄 詰図解 KD953-L25 刊本 平成25.8 (OP) 3120

蘇る秘伝大道棋 週刊将棋他 詰図解 KD953-G229 刊本 平成13.4 (OP) 2731

読みを鍛える7手詰200問 中田章道 詰図解 Y78-L3564 刊本 平成27.9 (OP) 3176

読む将棋百科 羽生善治 詰図解 Y78-J4017 刊本 平成21.12 (OP) 3015a

四百人一局集 全日本詰将棋連盟 詰図解 KD953-L2 刊本 平成23.7 (OP) 3049

ラクラク詰将棋 日本将棋連盟書籍 詰図解 Y78-G5312 刊本 平成14.2 (OP) 2751

ラクラク詰将棋．2 日本将棋連盟書籍 詰図解 Y78-H6549 刊本 平成17.12 (OP) 2878

私(わたし)は歩である 好田隆 詰図解 Y78-J2012 刊本 平成21.1 (OP) 2992
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【参考資料】 ┌─国会目録 {文化史展} [清水目録] <落穂集>

書 名 編 著 者 内 容 請求記号 Mm 刊写 発行年月 備 考(1) 備 考(2) 総目録No.

明日対局 渡辺明 詰図解 KD953-J70 刊本 平成24.7 (OP) Ⅰ-238

アマトップクラスに迫る 松原仁編著 詰図解 KD953-H78 刊本 平成17.12 (OP) Ⅰ-225

アマ４段を超える 松原仁編著 詰図解 KD953-H20 刊本 平成15.7 (OP) Ⅰ-223

囲碁･将棋100の金言 蝶谷初男･湯川恵子 詰図解 KD953-H6108 刊本 平成18.3 (OP) Ⅰ-226

いろは數引節用集 甲斐山久三郎編 詰図解 813-Se216-1889 刊本 明治22.7 Ⅰ- 38a

雲烟過眼 桜井蘇月 詰図､随筆 特225-337 刊本 昭和17 ⑰ Ⅰ- 44

永代節用無尽蔵 桑楊 詰図解 813-Se216-1750-2 M 刊本 宝暦2 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 12

江戸時代図誌 4 赤井達郎 詰図解 GB341-39 刊本 昭和50.12 Ⅰ- 81a

江戸の絵暦 岡田芳朗 詰図解 MB96-H30 刊本 平成18.6 (OP) Ⅰ-227a

大江戸将棋所伊藤宗印伝 伊藤博士 詰図解 KD953-H88 刊本 平成18.6 (OP) Ⅰ-227

欧米を凌ぐ将棋発想 湯川博士 詰図解 KD953-175 刊本 昭和62.5 ○21 [2084] Ⅰ-143

往来物大系 第27巻 詰図解 FC49-E62 刊本 平成5.3 中に｢筆玉用文万宝大成｣ Ⅰ-171

女の長考 湯川恵子 詰図解 KD953-176 刊本 昭和61.10 ○21 [2008] Ⅰ-139

懐中重宝記(改正新版) 大館熈編 詰図解 特58-502 D 刊本 明治18.6 ⑮ Ⅰ- 37

家芸大辞典 福田滋次郎編 詰図解 85-215 刊本 明治45.2 Ⅰ- 40c

勝ち将棋鬼のごとし 河口俊彦 詰図解 Y78-6649 刊本 昭和58.1 ⑳ Ⅰ-118

家庭百科大事典 2 坪田歓一編 詰図解 O31-Ka598 刊本 昭和40 Ⅰ- 51a

紙入日用便(人民必携) 大館利一編 事典 特58-509 刊本 明治12.2 ――

紙入日用便 紙入用文章(人民必携) 大館利一編 事典 特58-510 刊本 明治13.3 ――

紙入日用便 改正増補 大館利一編 詰図解 特58-509 刊本 明治14.8 Ⅰ- 36c

紙入日用便 改正増補3版 大舘凞編 詰図解 特58-509 刊本 明治16.5 Ⅰ- 36d

<カン>が<読み>を超える 米長邦雄･柳瀬尚紀 詰図解 KD953-101 刊本 昭和59.6 ⑳ Ⅰ-125

「考える力」を鍛える! 原田泰夫 詰図解 KD953-H30 刊本 平成15.11 (OP) Ⅰ-224

記臆一事千金 樋口文次郎編 詰図解 特58-518 刊本 明治19 Ⅰ- 37b

棋士･その世界 中平邦彦 詰図解 KD953-19 刊本 昭和49 ⑲ Ⅰ- 74

牛歩ひとすじ六十年 西口卓見他 詰図解 KD953-G112 刊本 平成9.5 (OP) Ⅰ-195

現今万宝新書(百般実用) 詰図解 特58-513 D 刊本 明治20.7 ２冊 ⑮ 智実 Ⅰ- 38

現代国民百科事典 竹田良三編 詰図 UR1-1 刊本 昭和44 ⑲ Ⅰ- 52(重)

現代娯楽全集 晴光館編輯部編 詰図解 85-202 刊本 明治44.1 Ⅰ- 40b

廣徳節用満玉寶藏 詰図解 YD-古-4876 刊本 Ⅰ-17k

国民実用新教鑑 実用学会編輯部編 詰図解 347-38 刊本 大正5 Ⅰ- 41b

国民之宝 沢田誠武編 詰図解 特58-516 D 刊本 明治24.4 Ⅰ- 39

ここで将棋と会いました 湯川博士 詰図解 KD953-124 刊本 昭和61.10 ○21 [2039] Ⅰ-138

碁と将棋 幸田露伴 読み物 505-26-(10) m 刊本 大正11 ――

碁と将棋の話 村松梢風 詰図解 YD5-H-541-107 刊本 大正14 Ⅰ- 42

駒の音有情 内藤国雄 詰図 KD953-E178 刊本 平成4.3 ○22 Ⅰ-167

コンピュータ将棋 小谷善行他 詰図解 KD953-E135 刊本 平成2.5 ○21 Ⅰ-162

コンピュータ将棋の進歩 松原仁 詰図解 KD953-G29 刊本 平成8.3 (OP)[2436] Ⅰ-192

コンピュータ将棋の進歩. 2 松原仁 詰図解 KD953-G29 刊本 平成10.5 (OP) Ⅰ-199

コンピュータ将棋の進歩. 3 松原仁 詰図解 KD953-G29 刊本 平成12.5 (OP) Ⅰ-209

コンピュータ将棋の進歩. 6 松原仁 詰図解 KD953-J64 刊本 平成24.5 (OP) Ⅰ-237

コンピュータ将棋の頭脳 小谷善行 詰図解 KD953-J5 刊本 平成19.11 (OP) Ⅰ-232

コンピュータは名人を超えられるか 飯田弘之 詰図 KD953-G294 刊本 平成14.9 (OP) Ⅰ-217

斎藤茂吉全集 第44巻 斎藤茂吉 詰図 918.6-Sa266s 刊本 昭和31 Ⅰ- 50a

斎藤茂吉全集 第27巻 斎藤茂吉 詰図 KH515-3 刊本 昭和49 Ⅰ- 73a
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指しつ刺されつ 芹沢博文 詰図解 KD953-E27 刊本 昭和62.5 ○21 [2070] Ⅰ-144

殺意のトリック 鮎川哲也編 詰図解 Y82-6522 刊本 昭和54.11 Ⅰ-100

字彙節用悉皆嚢 詰図解 813-Se216-1763 刊本 Ⅰ-17j

字彙節用悉皆嚢 詰図解 813-Se216-1763-2 刊本 Ⅰ-17j

自在流人生 内藤国雄 詰図解 KD953-64 刊本 昭和55.3 ⑳ Ⅰ-105

字福節用大黒袋 詰図解 813-Se216-1714 M 刊本 正徳4 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 6

修羅の棋士 宮崎国夫 詰図 KD953-G152 刊本 平成9.12 幻冬舎刊 (OP) Ⅰ-198

修羅の棋士 実録裏将棋界 宮崎国夫 詰図 KD953-E309 刊本 平成7.3 毎日コミュニケーションズ刊 ○22 [2378] Ⅰ-184

将棋 増川宏一 詰図 KD953-45 刊本 昭和52.11 ⑳ Ⅰ- 91

将棋 ２ 増川宏一 詰図解 KD953-45 刊本 昭和60.11 ○21 [1993] Ⅰ-135

将棋おもしろミニ知識 能智映 詰図解 Y78-7594 刊本 昭和60.4 ⑳ Ⅰ-129

将棊會廣告札 詰図解 209-603 M 単片 明治7～25 １枚 板写交 ②⑫ 中に｢將棊會｣｢將棊角力會｣ 古典籍資料室 Ⅱ- 16,17

将棋狂に捧げる本 百々由起男 詰図解 Y78-7289 刊本 昭和59.8 ⑳ Ⅰ-126

将棋金言集 天狗太郎 詰図解 KD953-E205 刊本 平成4.11 ○22 Ⅰ-169

将棋クロスワードパズル 木屋太二 詰図解 KD953-E170 刊本 平成3.12 ○22 Ⅰ-166

『将棋月報』で辿る戦前の詰棋界 湯村光造 詰図解 Y78-H432 刊本 平成15.3 (OP) Ⅰ-221

将棋巷談･一手劇場 湯川博士 詰図解 KD953-E218 刊本 平成5.3 ○22 Ⅰ-172

将棋庶民史 山本亨介 詰図解 KD953-8 刊本 昭和47 ⑲[1259] Ⅰ- 71

将棋陣太鼓 菅谷北斗星 詰図 796-Su713s 刊本 昭和27 ⑱ Ⅰ- 49

将棋随筆名作集 越智信義 詰図解 KD953-G137 刊本 平成10.7 (OP) Ⅰ-200

将棋戦国史 斎藤哲男 詰図解 KD953-G281 刊本 平成14.6 (OP) Ⅰ-214

将棋とコンピュータ 松原仁 詰図解 KD953-E275 刊本 平成6.7 ○22 Ⅰ-180

将棋とっておきの話 山本亨介 詰図解 KD953-E2 刊本 昭和62.10 ○21 Ⅰ-149

将棋年鑑 昭和４３年版 日将連年鑑編集室編 詰図解 KD953-3 刊本 昭和43 ⑲[1147] Ⅰ- 59

将棋脳 中原誠 詰図解 KD953-H103 刊本 平成18.10 (OP) Ⅰ-228

将棋の来た道 大内延介 詰図 KD953-185 刊本 昭和61.12 めこん社刊 ○21 [2104] Ⅰ-140

将棋の来た道 大内延介 詰図 KD953-G145 刊本 平成10.12 小学館刊 (OP) Ⅰ-201

将棋の駒はなぜ40枚か 増川宏一 詰図 KD953-G189 刊本 平成12.2 (OP) Ⅰ-208

将棋の世界 大内延介 詰図解 KD953-E267 刊本 平成5.11 ○22 [2320] Ⅰ-174

将棋の天才たち 米長邦雄 詰図解 KD953-L5 刊本 平成25.3 (OP) Ⅰ-241

将棋の博物誌 越智信義 詰図解 KD953-G152 刊本 平成7.10 (OP) Ⅰ-189

将棋の民俗学 天狗太郎 詰図解 KD953-E230 刊本 平成4.6 ○22 Ⅰ-168

将棋パズル 加納敏 詰図解 Y78-6053 刊本 昭和56.10 ⑳ Ⅰ-114

将棋パズルクイズ 松田茂行編 詰図解 Y78-402 刊本 昭和42 ⑱[1119] Ⅰ- 55

将棋パズル･クイズ 松田茂行編 詰図解 Y78-1573 刊本 昭和47 ⑲ Ⅰ- 55(重)

将棋盤外情報 百々由紀男 詰図解 Y78-7879 刊本 昭和60.7 ⑳ Ⅰ-132

将棋１０１話 天狗太郎 詰図解 Y78-3072 刊本 昭和51 ⑲[1409] Ⅰ- 85

将棋百話 藤沢桓夫 詰図解 Y78-2367 刊本 昭和49 ⑲[1315] Ⅰ- 79

将棋文化史 山本亨介 詰図解 796-Y334s 刊本 昭和38 朝日新聞社刊 ⑱ Ⅰ- 51

将棋文化史 山本亨介 詰図解 796-Y334s-s 刊本 昭和43 集団形星刊 ⑱[1138] Ⅰ- 57

将棋文化史 山本亨介 詰図解 KD953-15 刊本 昭和48 光風社書店刊 ⑲ Ⅰ- 73

将棋文化史 山本亨介 詰図解 KD953-76 刊本 昭和55.12 筑摩書房刊 ⑳ Ⅰ-109

将棋名言集 天狗太郎 詰図解 Y78-862 刊本 昭和44 ⑲ Ⅰ- 62

将棋を愛した文豪たち 春原千秋 詰図 KD953-E264 刊本 平成6.3 Ⅰ-176

勝負師 金川太郎 詰図 Y81-7179 刊本 昭和46 Ⅰ- 69

諸芸独案内 片岡賢三編 詰図解 特64-4 刊本 明治20.2 Ⅰ- 37c

女流棋士の本 日本将棋連盟女流棋士会編 詰図解 KD953-H33 刊本 平成15.3 (OP) Ⅰ-222

女流棋士石橋幸緒物語 石橋幸緒他 詰図解 Y12-N08-J100 刊本 平成20.4 (OP) 国際子ども図書館 Ⅰ-233

新･受験数学勉強法 根岸世雄 詰図解 Y88-3224 刊本 昭和57.1 Ⅰ-116

人生一手の違い 米長邦雄 詰図解 KD953-E126 刊本 平成1.12 四六判 ○21 [2185] Ⅰ-160
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人生一手の違い 米長邦雄 詰図解 KD953-E254 刊本 平成6.2 文庫判 ○22 Ⅰ-175

推理小説年鑑 1977年度版 推理小説代表選集 日本推理作家協会編 詰図解 KH6-13 刊本 昭和52.4 Ⅰ- 89

推理パズル 藤村幸三郎 詰図解 410.79-H938s2 刊本 昭和30 Ⅰ- 50d

頭脳勝負 渡辺明 詰図解 KD953-J1 刊本 平成19.11 (OP) Ⅰ-231

スリランカ殺人旅行 斎藤栄 詰図解 KH519-E865 刊本 平成7.3 Ⅰ-185

節用集大系 第31巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.4 中に｢永代節用大全無尽蔵｣ Ⅰ-177

節用集大系 第33巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.4 中に｢万世節用集広益大成｣ Ⅰ-178

節用集大系 第37巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.4 中に｢文翰節用通寶藏｣｢満字節用錦字選｣ Ⅰ-178a

節用集大系 第40巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.4 中に｢万代節用字林蔵｣ Ⅰ-179

節用集大系 第50巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.10 中に｢倭漢節用無双嚢｣ Ⅰ-181

節用集大系 第51巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.10 中に｢万宝節用富貴蔵｣ Ⅰ-182

節用集大系 第59巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成6.10 中に｢文会節用集大成｣ Ⅰ-183

節用集大系 第63巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成7.4 中に｢倭節用集悉皆大全｣ Ⅰ-187

節用集大系 第75巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成7.4 中に｢大日本永代節用無尽蔵｣ Ⅰ-188

節用集大系 第97巻 詰図解 KF3-E82 刊本 平成7.10 中に｢いろは數引節用集｣ Ⅰ-188a

前進できぬ駒はない！ 奥山紅樹 詰図解 KD953-51 刊本 昭和53.11 ⑳ Ⅰ- 97

大海節用和国宝蔵 詰図解 813-Se216-1693 M 刊本 宝永7までの記事あり ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 4

大新増節用無量藏 木村市郎兵衛他 詰図解 813-Se216-1773 M 刊本 安永2 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 17h

大新増節用無量藏 詰図解 W58-14 刊本 昭和59.10 安永2刊の複製版 Ⅰ-123a

大大節用集万字海 玉葉軒七友 詰図解 813-Se216-1754-4 M 刊本 明和5 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 17b

大日本国民宝鑑 松本商会編 詰図解 347-47 刊本 大正6 Ⅰ- 41c

大日本永代節用無尽蔵 河辺桑楊編 詰図解 813-Se216-1831 M 刊本 嘉永2 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 35

大日本永代節用無尽蔵 河辺桑楊子 詰図解 W57-13 M 刊本 文久4 古典籍資料室 Ⅰ- 36

大日本永代節用無尽蔵 河辺桑楊編 詰図解 W58-11 刊本 昭和58.9 文久4刊の複製版 ⑳ Ⅰ-121

大日本百科事典 12巻 詰図解 031-D17 刊本 昭和45 Ⅰ- 65

大日本百科全書 大日本出版協会編 詰図解 特233-526 刊本 昭和10 Ⅰ- 42c

大日本百科全書 大日本百科全書刊行会編 詰図解 特223-614 刊本 昭和10 Ⅰ- 42d

大福節用無尽蔵 詰図解 813-Se216-1861 M 刊本 万延2序 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 35a

谷川浩司 雨宮良夫 詰図解 Y84-6309 刊本 昭和59.2 (OP) Ⅰ-124

タレント将棋熱戦譜 詰図解 Y78-5585 刊本 昭和56.7 ⑳ Ⅰ-113

強くなる将棋クイズ 鈴木竜馬 詰図解 Y78-555 刊本 昭和43 ⑱[1151] Ⅰ- 58

都会節用百家通 高蘆屋 詰図解 813-Se216-1801 M 刊本 文化8 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 29

都会節用百家通 高蘆屋 詰図解 813-Se216-1801-2 M 刊本 文政13以降 文政13までの記事あり ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 33

都会節用百家通雅俗類字両点 高安芦屋 詰図解 124-42 刊本 寛政年間 古典籍資料室 Ⅰ- 27

なぜか将棋人生 湯川博士 詰図解 KD953-118 刊本 昭和61.7 ○21 [2029] Ⅰ-137

日本国民大鑑 中外書院編 詰図解 YD5-H-347-1 刊本 大正1 Ⅰ- 41

日本の娯楽･遊戯大事典 中山由五郎 詰図解 KD2-L33,34 刊本 平成26.12 (OP) 下巻の中に節用集(Ⅰ-41d)あり Ⅰ-251a

果たし合い 団鬼六 詰図解 KH88-E53 刊本 平成1.9 Ⅰ-157

81枡物語 鈴木宏彦 詰図解 KD953-G157 刊本 平成11.3 (OP) Ⅰ-203a

羽生善治挑戦する勇気 羽生善治 詰図 KD953-H5 刊本 平成14.12 (OP) Ⅰ-218

早引大節用集 詰図解 YD-古-6693 刊本 Ⅰ-17L

盤上のパラダイス 若島正 詰図解 KD953-E77 刊本 昭和63.12 ○21 [2152] Ⅰ-155

万芸独稽古 名倉亀楠編 詰図解 特63-729 刊本 明治23.12 Ⅰ- 38b

万世節用集広益大成 詰図解 813-Se216-1706-2 M 刊本 江戸中期 宝永3までの記事あり ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 2

万世節用集広益大成 詰図解 813-Se216-1706-3 M 刊本 江戸時代 ⑱ 江戸時代→宝暦6 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 16

万世節用集広益大成二行両点 詰図解 わ370.9-114 M 刊本 享保8 古典籍資料室 Ⅰ- 7

万代節用字林宝蔵 詰図解 813-Se216-1782-3 M 刊本 寛政7 天明2版の再刻 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 24

万物独稽古 佐藤爲三郎編 詰図解 特65-581 刊本 明治18 Ⅰ- 37a

万宝節用富貴蔵 下河辺拾水子 詰図解 813-Se216-1788 M 刊本 享和2 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 28

万民実益現今活用全書 伴源平編 詰図解 特66-328 刊本 明治18 Ⅰ- 37d



- 37 -

万民必携懐中日用便利 大館利一編 詰図解 特58-507 刊本 明治12 Ⅰ- 36e

ピンの一 伊集院静 詰図 KH231-G457 刊本 平成10.12 (OP) Ⅰ-202

プロ棋士、その強さの秘密 奥山紅樹 詰図解 KD953-53 刊本 昭和53.12 ⑱ Ⅰ- 98

文会節用集大成 高田政度 詰図解 813-Se216-1819 M 刊本 文政2 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 31

文翰節用通宝蔵 詰図解 813-Se216-1770-2 M 刊本 明和7 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 17c

｢北京の龍王｣殺人事件 吉村達也 詰図 KH747-G531 刊本 平成13.8 (OP) Ⅰ-213

宝暦節用字海蔵 林掞庭編 詰図解 813-Se216-1757-3 M 刊本 宝暦年間 ⑱ 字海蔵→通宝蔵 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 15

満字節用錦字選 中村三近子 詰図解 813-Se216-1771 M 刊本 明和8 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 17d

萬徳節用集 詰図解 813-Se216-1782-2 M 刊本 天明2までの記事あり ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 23a

名棋士名勝負 天狗太郎 詰図解 Y81-2015 刊本 昭和40 文芸春秋新社刊 ⑱ Ⅰ- 53

名棋士名勝負 天狗太郎 詰図解 Y78-2312 刊本 昭和49 光風社書店刊 ⑲ Ⅰ- 78

名局紀行 週刊将棋 詰図解 KD953-G18 刊本 平成8.1 (OP)[2430] Ⅰ-191

名駒大鑑 熊沢良尊 詰図 KD953-24 刊本 昭和56.1 ⑳[1741] Ⅰ-110

明治節用無尽蔵 風月庄左衛門編 字典 特57-55 刊本 明治16.2 ――

名匠の棋跡 大内延介･天狗太郎 詰図解 KD953-70 刊本 昭和55.8 ⑳ Ⅰ-106

物識天狗 僧正坊他 詰図解 YDM204362 D 刊本 明治26.8 Ⅰ- 39a

問題をどう解くか W.A.ウィケルグレン 詰図 MA29-39 刊本 昭和55.7 Ⅰ-105a

問題をどう解くか W.A.ウィケルグレン 詰図 MA29-L10 刊本 平成26.8 (OP) Ⅰ-250

倭節用集悉皆嚢 詰図解 813-Se216-1744 M 刊本 宝暦4 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 14

倭節用集悉皆嚢音訓両点 俣野通尚 詰図解 わ370.9-112 M 刊本 文政1 ⑱ 俣野通尚→俟野通尚 古典籍資料室 Ⅰ- 30

倭節用集悉皆嚢音訓両点 俟野通尚 詰図解 813-Se216-1826 M 刊本 文政9 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 32

倭節用集悉皆嚢二行両点 風之子 詰図解 210-78 刊本 宝暦12 古典籍資料室 Ⅰ- 17

遊芸師の誕生 増川宏一 詰図解 KD949-E7 刊本 昭和62.9 ○21 [2082] Ⅰ-148

四人の名人を破った少年 飛矢正順 詰図解 KD953-E144 刊本 平成2.2 ○22 [2198] Ⅰ-158

立新節用和国宝蔵 詰図解 813-Se216-1710-2 M 刊本 宝永7 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 3

ロジカルな将棋入門 野崎昭弘 詰図解 KD953-E136 刊本 平成2.5 ○21 [2203] Ⅰ-163

露伴叢書 幸田露伴 詰図解 73-195 D 刊本 明治35.6 Ⅰ- 40

露伴叢書 幸田露伴 詰図解 93-334 D 刊本 明治42 Ⅰ- 40(重)

倭漢節用無双嚢 中西敬房編 詰図解 813-Se216-1752-3 M 刊本 天明4 宝暦2初印本の増補 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 22

倭漢節用無双嚢 中西敬房編 詰図解 813-Se216-1752-2 M 刊本 寛政11 宝暦2初印天明4増補本の再増補 ⑱ 【亀田文庫】古典籍資料室 Ⅰ- 26

われ敗れたり 米長邦雄 詰図解 KD953-J58 刊本 平成24.2 (OP) Ⅰ-236a


