
■ はっぴぃ さんぽう－和算の世界へようこそ！-　展示資料リスト
著者 書名 巻冊 版元 刊行年・書写年 刊・写 所蔵先

第一部　といてみよう！　和算の問題

いそむらきちとく さんぽうけつぎしょう

○ 磯村吉徳 算法闕疑抄 刊本 東北

2巻　1冊 天和3年（1683）刊

さかべこうはん さんぽうてんざんしなんろく

○ 坂部広胖 算法点竄指南録 名古屋　片野東四郎（など） 刊本 東北

15巻　5冊 文化7年（1810）自序

よしだみつよし しんぺんじんこうき

○ 吉田光由 新編塵劫記 刊本 東北

3巻　1冊 貞享2年（1685）刊

といたやすすけ せきりゅうさんじゅつこうりょうでん

○ 戸板保佑 関流算術綱領伝 写本 東北

4巻　1冊 江戸時代写

かんちゅうせん わこくちえくらべ

○ 環中仙 和国智恵較 刊本 東北

2巻　1冊 享保12年（1727）刊

なかねげんじゅん かんじゃおとぎぞうし

○ 中根彦循 勘者御伽双紙 京都　天王寺屋市郎兵衛 刊本 東北

3巻　3冊 寛保3年（1743）刊

やまだまさしげ かいさんき

○ 山田正重 改算記 京都　武村新兵衛（改板） 刊本 東北

3巻　1冊 天和3年（1683）刊

はやわりでんさんぽうはやがてん

○ 早割伝算法早合点 大坂　中島徳兵衛（など） 刊本 東北

1冊 弘化3年（1846）刊

むらいちゅうぜん さんぽうどうじもん

○ 村井中漸 算法童子問 京都　天王寺屋市郎兵衛 刊本 東北

6巻　6冊 天明4年（1784）刊

ふなやますけゆき えほんくふうのにしき

○ 船山輔之 絵本工夫之錦 江戸　須原屋市兵衛（など） 刊本 宮城

前編2巻後編1巻　3冊 寛政10年（1798）刊

たけだゆきさね かいていさんぽう

○ 武田之孚編 階梯算法 京都　天王寺屋市郎兵衛（など） 刊本 東北

3巻　3冊 文政3年（1820）刊

第二部　のぞいてみよう！　塵劫記の世界

きよはらのなつの りょうのぎげ

○ 清原夏野等奉敕撰 令義解 京都　吉田四郎右衛門 刊本 宮城

10巻　11冊 慶安3年（1650）跋

なかのとうわ しんかんあずまかがみ

○ 中野等和編 新刊吾妻鑑 刊本 宮城

52巻　51冊 寛文8年（1668）刊

いざわながひで こんじゃくものがたり

○ 井沢長秀校 今昔物語 京都　柳枝軒茨城多左衛門 刊本 宮城

前15巻後15巻　30冊 享保5年（1864）～享保18年（1773）刊

いはらさいかく にほんえいだいぐら

○ 井原西鶴 日本永代蔵 大坂　森田庄太郎 刊本 東北

6巻　6冊 貞享5年（1688）刊

ていだいい げんぽんじきしさんぽうとうそう

○ (明) 程大位 原本直指算法統宗 刊本 東北

6巻　6冊 万暦20年（1592）刊
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きんそうばびんらん

金相場便覧 京都　川上氏藏板 刊本 東北

1巻　1冊 天保8年（1837）刊

ばんかにちようえいだいちょうほうき

万家日用永代調法記 刊本 東北

1巻　1冊 江戸時代刊

ちのあきひろ しょうけいさんぽう

千野乾弘 捷徑算法 京都　風月堂荘左衛門 刊本 東北

1巻　1冊 明和7年（1770）刊

せんだいごよみ

○ 仙台暦 仙台　平野伊勢（開板所）　伊勢屋半右衛門 刊本 宮城

13冊 安政3年（1856）～明治3年（1870）刊

りょうちずせつ

量地図説 江戸　文会堂山田佐助　山静堂山崎屋清七 刊本 宮城

2巻　2冊 嘉永5年（1852）刊

よしだみつよし じんこうき

○  吉田光由 塵劫記 刊本 東北

3巻　3冊（存巻上・中） 寛永4年（1627）序

やまだまさしげ かいさんき

○ 山田正重 改算記 京都　武村新兵衛 刊本 東北

3巻　1冊 天和3年（1683）刊

かいさんじんこうき

○ 改算塵劫記 菊屋七郎兵衛 刊本 東北

1巻　1冊 寛政4年（1792）刊

だいぞうほじんこうき

○ 大増補塵劫記 仙台　池田屋源蔵 刊本 宮城

1冊 文化元年（1804）刊

だいぞうほじんこうき

大増補塵劫記 仙台　伊勢屋半右衛門 刊本 宮城

1冊 文化14年（1817）刊

だいぞうほじんこうき

大増補塵劫記 仙台　白木裳華房伊勢屋半右衛門 刊本 宮城

1冊 文久4年（1864）刊

はやわりにちようさんぽうき

○ 早割日用算灋記 仙台　裳華房 伊勢屋半右衛門（後印） 刊本 宮城

1冊 文化2年（1805）刊

はやわりさんぽうちょうほうき

早割算法重宝記 仙台　金華房 柳川屋庄兵衛 刊本 宮城

1冊 明和2年（1765）刊

にしかわすけのぶ くちあいそろばんちんこうき

○ 西川祐信画 口合算盤珍口記 刊本 東北

1巻　1冊 安永4年（1775）刊

さんとうきょうでん つきじのぜんこうき

○ 山東京伝 通気智之銭光記 江戸　鶴屋喜右衛門 刊本 東北

1巻　1冊 享和2年（1802）刊

もちまろ だいつうじんこうき

○ 持麿 大通人好記 江戸　蔦屋重三郎 刊本 東北

1巻　1冊 江戸時代刊
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よしだみつよし しんぺんじんこうき

○ 吉田光由 新編塵劫記 安田十兵衛 刊本 東北

2巻　2冊 寛永18年（1641）刊

いそむらきちとく さんぽうけつぎしょう

○ 磯村吉徳 算法闕疑抄 山本理兵衛 刊本 東北

5巻　5冊 延宝2年（1674）刊

いそむらきちとく ぞうほさんぽうけつぎしょう

磯村吉徳 増補算法闕疑抄 京都　中村五兵衛 刊本 東北

5巻　5冊 貞享元年（1685）刊

せきたかかず けつぎしょういっぴゃくもんとうじゅつ

○ 関孝和 闕疑抄一百問答術 写本 東北

1巻　1冊 明治42年（1909）写

ふじたさだすけ しんぺきさんぽう

○ 神壁算法 京都　天王寺屋市郎兵工（増刻） 刊本 東北

2巻2冊 寛政8年（1797）刊

第三部　ふれてみよう！　和算家の人生

せきたかかず はつびさんぽう

○ 関孝和 発微算法 写本 東北

1巻　1冊 江戸時代写

せきたかかず かいけんだいのほう

○ 関孝和編 解見題之法 写本 東北

1冊 江戸時代写

せきたかかず かいいんだいのほう

○ 関孝和編 解隠題之法 写本 東北

1冊 江戸時代写

せきたかかず かいふくだいのほう

○ 関孝和編 解伏題之法 写本 東北

1冊 江戸時代写

せきたかかず ほうじんのほう

関孝和撰 方陣之法 写本 東北

1冊 文政12年（1829）

せきたかかず さんだつのほう　けんぷのほう

関孝和編 算脱之法・験符之法 写本 東北

1冊 江戸時代写

たいせいさんきょう

大成算経
写本 東北

20巻　10冊 江戸時代写

かつようさんぽう

括要算法
刊本 宮城

4巻　4冊 正徳2年（1712）刊

たけべかたひろ はつびさんぽうえんだんげんかい

○ 建部賢弘 発微算法演段諺解 京都　菱屋 刊本 東北

4巻　4冊 貞享3年（1685）刊

たけべかたひろ さんがくけいもげんかいたいせい

建部賢弘 算学啓蒙諺解大成 京都　茨城多左衛門 刊本 東北

4巻　7冊 元禄3年（1690）刊

たけべかたひろ けんきさんぽう

建部賢弘 研幾算法 京都　林伝左衛門尉 刊本 東北

1巻　1冊 天和3年（1683）刊

○
江戸　升屋五郎右衛門（など）　京都　水玉
堂天王寺屋市郎兵衛重印

藤田貞資閲

せきたかかず

関孝和
たけべかたひろ

建部賢弘
たけべかたあき

建部賢明

せきたかかず

関孝和
あらきむらひで

荒木村英閲
おおたかよしまさ

大高由昌校
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たけべかたひろ てつじゅつさんけい

建部賢弘 綴術算経 写本 東北

1巻　1冊 江戸時代写

とよたぶんけい（ありまよりゆき）しゅうきさんぽう

○  豊田文景（有馬頼徸) 拾璣算法 江戸　千鐘房須原屋茂兵衛（など） 刊本 宮城

5巻　5冊 明和6年（1769）刊

あじまなおのぶ ふきゅうさんぽう

安島直円 不朽算法 写本 東北

2巻　2冊 寛政11年（1799）写

ふじたさだすけ せいようさんぽう

○ 藤田貞資 精要算法 京都　天王寺屋市郎兵衛（など） 刊本 東北

3巻　3冊 天明元年（1781）刊

かわきたちょうりん せきりゅうわさんめんきょじょう

○ 川北朝鄰筆 関流和算免許状（川北朝鄰授・林鶴一宛） 稿本 東北

3巻 明治43年（1910）　大正2年（1913）　大正5年（1916

といたやすすけ せきさんしでんしょ

○ 戸板保佑編 関算四伝書 写本 宮城

511冊（存507冊、要伝80～83安永9年（1780）写

といたやすすけ せきりゅうさんじゅつこうりょうでん

○ 戸板保佑 関流算術綱領伝 写本 宮城

4巻　4冊 江戸時代写

なかにしりゅうめんきょじょう

○ 中西流免許状 稿本 東北

1巻 享保11年（1726）

といいたやすすけ たしょくもばんいちだいき

○ 戸板保佑 多植茂蕃一代記 写本 東北

1冊 昭和10年（1935）写

あいだやすあき じざいものがたり

○ 会田安明 自在物語 写本 東北

3巻　3冊 嘉永3年（1850）写

わたなべかず すうがくたいげん

○ 渡辺一 数学大原 写本 東北

1冊 江戸時代写

あいだやすあき さいじょうりゅうさんぽうてんのうほうしなん

会田安明編 最上流算法天生法指南 刊本 東北

5冊 文化7年（1810）刊

あいだやすあき ぞうほとうせいじんこうき

会田安明 増補当世塵劫記 刊本 東北

1巻 文化14年（1817）刊

あいだやすあき さんぽうでんしょさくいん

会田安明編 算法伝書索引 写本 東北

1冊（存巻5） 江戸時代写

あいだやすあき おらんださんぽう

会田安明 阿蘭陀算法 写本 東北

1冊 江戸時代写

あいだやすあき かいせいさんぽう

○ 会田安明 改精算法 江戸　須原屋市兵衛 刊本 東北

3巻　1冊 天明5年（1785）刊

かみやていれい ひかいせいさんぽう

○ 神谷定令 非改精算法 京都　天王寺屋市郎兵衛 刊本 東北

1巻　1冊 天明7年（1787）刊
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あいだやすあき かいわくさんぽう

会田安明 解惑算法 江戸　須原屋市兵衛 刊本 東北

1巻　1冊 天明8年（1788）自序

かみやていれい かいわくべんご

神谷定令 解惑弁誤 京都　丁字屋嘉助（など） 刊本 東北

1巻　1冊 寛政2年（1790）刊

ようけんどうぞうしょもくろく

○ 養賢堂蔵書目録 写本 宮城

1冊 [江戸時代写]

こいけゆうさい ようけんどうしょせいかがみ

○ 小池裕斎 養賢堂諸生鑑 稿本 宮城

1冊 明治5年（1872）序

といたやすすけ かいあわせへんすうでん

○ 戸板保佑注 買合変数伝 写本 宮城

1冊 江戸時代写

といたやすすけ せいこくいんほうのでん

○ 戸板保佑 生剋因法之伝 写本 宮城

1冊 江戸時代写

といたやすすけ そくえんでん

○ 戸板保佑 側円伝 写本 宮城

1冊 江戸時代写

さいとうしょうちゅう さんぽうしょがくるいだい

○ 斎藤尚仲 算法初学類題 写本 宮城

12冊 江戸時代写

[しらいしながただ] ここんめいじんさんじゃかがみ

○ [白石長忠撰] 古今名人算者鑑 写本 東北

1枚 [江戸時代写]

わたなべかず きんすいさんぽう

渡辺一 謹薦算法 写本 東北

1冊 文政2年（1819）尾崎研斎写

くるしまよしひろ きゅうしいこう

○ 久留島義太 久氏遺稿 東京　沢村寛 謄写 東北

2巻　2冊 昭和9年（1934）刊

くるしまきないつめてひゃくばん

久留嶌喜内詰手百番 写本 東北

1冊 江戸時代写

やまぐちかず やまぐちしかいこくさんぽうみちゆき

○ 山口和 山口氏廻国算法道行 写本 東北

1冊 [江戸時代写]

さくまつづき とうようさんぽう

○ 佐久間纘 当用算法 江戸　岡田屋嘉七 刊本 東北

1冊 嘉永6年（1853）刊

たむらきょういくぶかい すうがくしさくまようけんせんせいりゃくでん

田村教育部会編 数学師佐久間庸軒先生略伝 活版 東北

1冊 昭和9年（1934）刊

さいじょうりゅうさんかしょうぞう（じざい・とうごく・ようけんせんせい）

最上流算家肖像（自在・東嶽・庸軒先生） 刊本 東北

1枚 明治時代刊
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ほうどうじよし かんしんこうさんぺん

○ 法道寺善 観新考算変 写本 東北

1冊 江戸時代写

ほうどうじよし さんぽうそくへん

法道寺善 算法即編 写本 東北

1冊 慶応3年（1867）写

ほうどうじよし ほうしてんきぐさ

法道寺善 法氏転規草 写本 東北

1冊 昭和16年（1941）写

けんもちあきゆき さんぽうかいうん

○ 算法開蘊 江戸　岡田屋嘉七（など） 刊本 東北

5巻　4冊 嘉永2年（1849）刊

わだやすし えんり・きゅうせき

和田寧 円理・求積 写本 東北

2冊 江戸時代写

わだやすし そうせいかつじゅつにゅうもんき

○ 和田寧 創製豁術入門記 稿本 東北

1冊 江戸時代

こいでかねまさ えんりさんけい

○ 小出兼政編 円理算経 写本 東北

3巻　3冊 江戸時代写

くまがいとうきち わさんかいしきほう

○ 熊谷藤吉 和算開式法 活版 東北

1冊 昭和21年（1946）刊

こちゅうのいんじゃ（ちばとうぞうさんぽうしょうじょ

○ 壷中隠者（千葉桃三）算法少女 江戸　山崎金兵衛 刊本 東北

3巻　1冊 安永4年（1775）刊

ふじたさだすけ さんぽうしょうじょのひょう

○ 藤田貞資 算法少女之評 写本 東北

1冊 江戸時代写

えんどうひろこ さんぽうしょうじょ

遠藤寛子 算法少女 東京　岩崎書店 活版 宮城

1冊 昭和49年（1974）刊

・「解説」欄に○印のある資料は、展示会図録「はっぴぃ さんぽう－和算の世界へようこそ-」に図版および解説が掲載されていることをあらわします。

・「所蔵先」欄の「東北」は東北大学附属図書館所蔵、「宮城」は宮城県図書館所蔵であることをあらわします。

・ [ ]は推定をあらわします。

・展示替えなどにより、本リスト収載の資料と、実際に展示される資料とが、一致しない場合があります。またリストの順番は、展示の順番と一致するとは限りません

剣持章行
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