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概要
榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録 （東洋文庫）/榎本 弥左衛門/大野 瑞男（新書・選
書・ブックレット：東洋文庫）の最

歴史・地理>> 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録 / 榎本弥左衛門の通販なら通販ショッ
プの駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品
揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
2012年5月13日 . 榎本弥左衛門は江戸時代前期に活躍した川越商人で. す。寛永 2 年（1625）
に生まれ、貞享 3 年（1686）に. 数え年 62 歳で没しましたが、当時の商人としては珍. しく、『三子
よりの覚』と『万の覚』という 2 冊の記. 録を書き残しました。これらの記録は、近世町人の記 . 榎本

弥左衛門覚書」の内『三子よりの覚』（榎本寿々子氏蔵）.
2014年1月9日 . 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録」 榎本弥左衛門著 大野瑞男校注
平凡社東洋文庫695 2001年: 17世紀、男伊達を競っていた川越の少年が塩・米を扱う一流商人
に成長、細密な覚書を残した。商売はもとより暮しぶりから政治まで近世前期の種々相を伝える無
類の史料を綿密な注釈で。（帯のコピー）. ・「堀田家三代.
Enomoto Yazaemon oboegaki: Kinseishokishônin no kiroku 榎本弥左衛門覚書:近世初期商
人の記録(The diary of Enomoto Yazaemon: An early modern period merchant's record). Tôyô
Bunko 695. Heibonsha. Ôno Sachiku 大野酒竹. 1898. Genroku meika kushû: Fujoryû
haikushû 元禄名家句集附女流俳句集(Haiku by famous.
児玉, 作左衛門, 小川, 鼎三(1901-1984). 日本醫書出版. 5 図書 構造式手帳. 伊藤, 喬(1955). 京都廣川書店. 11 図書 近松門左衛門. 宇野, 信夫(1904-1991), 近松, 門左衛門. 河出書
房新社. 6 図書 日本文化の起源. 有賀, 喜左衛門(1897-1979). 野村書店. 12 図書 榎本弥左
衛門覚書 : 近世初期商人の記録. 榎本, 弥左衛門, 大野, 瑞男(1931-).
榎本弥左衛門覚書詳細をご覧いただけます。 . 榎本弥左衛門覚書. 近世初期商人の記録 . 17
世紀前半，男伊達を張り合っていた武州川越の少年が，やがて塩・米を商うメモ魔の一流商人に
成長，その生涯と商売にわたる詳細な覚書を残した。綿密な注釈をそえておくる類例のない近世
史料。 詳細検索 · 新刊一覧; これから出る本; 電子書籍; オン.
安松 金右衛門（やすまつ きんえもん、慶長16年（1611年） - 貞享3年（1686年）10月24日）は、玉
川上水・野火止用水の開削で知られる武蔵川越藩士、後に郡代。本国は河内国、生国は播磨
国。安松九左衛門の子。旧姓を神吉（かんき）と称し，名は吉美（よしざね）、金右衛門は通称。
なお分限帳等の古文書には「安松金右衛門吉實」との記録が.
榎本弥左衛門覚書_近世初期商人の記録 (東洋文庫) on Amazon.com. *FREE* shipping on

qualifying offers.
榎本弥左衛門覚書―近世初期商人の記録(東洋文庫) [文庫]の通販ならヨドバシカメラの公式
サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今な
ら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
2011年11月10日 . 美濃国関に生まれ、上洛して西の洞院夷川に移住した後、越中守受領した。
作柄としては地鉄は板目、刃文は直乱れ、のたれ乱れなどを焼く。 榎本忠重【えのもとただしげ
（1625～15??）】 武蔵国川越の商人。通称弥左衛門。松平忠勝が烏帽子親となって元服した。
著書に『榎本弥左衛門覚書』。 遠藤清吉【えんどういわみ(15??
. 雑兵物語 岩波文庫名将言行録 岩波文庫榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録 大野
瑞男・校注 平凡社・東洋文庫 (2001) 徳川十五代史 内藤耻叟 新人物往来社 (1985) ※旧水
戸藩士による書藩翰譜 新井白石・著 人物往来社当代記・駿府記 続群書類従完成会・刊御
当家紀年録東武実録江戸幕府日記 姫路酒井家本 藤井讓治・監修 ゆまに.
2015年10月22日 . 日本・中国・インド・イスラム圏を含む広大な土地で生まれたアジアの古典を記
録した750巻からなる『東洋文庫』を毎週1巻ずつご紹介。今週は『榎本弥左衛門覚書 近世初期
商人の記録』（榎本弥左衛門著、大野瑞男校注）を取り上げます。
向した聖護院門跡道興准后が步蔵国において十玉坊に逗留し、新座の近辺を遊覧した際に記
録し. た紀行文『廻国雑記』の中 .. 図 2-5 野火止用水等の流路と近世村落図 .. 川越の商人で
あった. 榎本弥左衛門『萬之覚』によると、堀の長さは野火止まで 4 里、水底の堀幅は 3 尺であ
り、分水口より. 野火止までの高低は約 30 間（54ｍ）とあります。
編著校注. 『榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録』校注 平凡社 東洋文庫 2001; 『史料が
語る日本の近世』編 吉川弘文館 2002; 『江戸幕府財政史料集成』編 吉川弘文館 2008. 関連
リンク・検索・共有; リンクスコア 50.
9件の「弥左衛門」で探した商品があります。 【送料無料】本/榎本弥左衛門覚書 近世初期商人
の記録/榎本弥左衛門/大野瑞男 【新品. 3,240円. 3%90ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/破
落戸（ごろつき）/諸田玲子 【新品／103509】. 745円. 3%20ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/
再会/諸田玲子 【新品／103509】. 745円. 3%20ポイント.

安松 金右衛門（やすまつ きんえもん、慶長16年（1611年） - 貞享3年（1686年）10月24日）は、玉
川上水・野火止用水の開削で知られる武蔵川越藩士、後に郡代。本国は河内国、生国は播磨
国。安松九左衛門の子。旧姓を神吉（かんき）と称し，名は吉美（よしざね）、金右衛門は通称。
なお分限帳等の古文書には「安松金右衛門吉實」との記録が.
榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録 （東洋文庫） · 古書ワルツ 東京都青梅市成木.
￥1,900. 榎本弥左衛門/大野瑞男（校注）、平凡社、2001、1. 函入。経年良好。初版。定価
3000円+税。 送料は1キロ未満 ゆうメール300円 / 1キロ以上はレターパック510(510円) / またはゆう
パック (650円):北海道、四国、九州は1080円です。 かごに入れる.
榎本弥左衛門覚書 - 近世初期商人の記録 - 榎本弥左衛門 - 本の購入は楽天ブックスで。全
品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
史料が語る日本の近世/大野 瑞男（歴史・地理・民俗） - 全国各地に残された様々な文書や記
録類。第一線の歴史学者が、これらの史料をもとに、戦国期から明治初期までを対象とし、政治・
経済・社会・外交など.紙の本の購入はhontoで。 . 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録
(東洋文庫). 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録.
16,200円. 史料纂集古記録編 大野 瑞男 八木書店エドバクフオオサカカネグラカンジョウチョウ オオ
ノ ミズオ 発行年月：2017年06月20日 予約締切日：2017年06月19日 ページ数：376p サイズ：全
集・双書 ISBN：9784840651912… .. 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録／榎本弥左衛
門／大野瑞男【1000円以上送料無料】. 3,240円.
本/雑誌. 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録 (東洋文庫). 榎本弥左衛門 大野瑞男.
3240円. ポイント, 1% (32p). 発売日, 2001/10/28 発売. 出荷目安, メーカー在庫あり:2-4日 ※出
荷目安について. レビューを書く. ゆうメール 送料無料; あと5000円以上で200円分のボーナスポイン
ト. カートに入れる. ブックマークする. メール登録. 仕様.
江戸参府紀行江戸参府随行記江戸参府旅行日記江戸川柳で知る故事・伝説江戸女人絵巻
江戸繁昌記榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録エベレストを越えて絵本江戸風俗往来Ｍ
燕京歳時記 北京年中行事記園主が教える 図解 洋ランつくりコツのコツ-上手な買い方援助交際
塩鉄論漢代の経済論争役の行者オアシスの魔法鴎外随筆集王家.
. キンセイ ショキ ショウニン ノ キロク. 榎本弥左衛門覚書 : 近世初期商人の記録 / 榎本弥左衛門
著 ; 大野瑞男校注. (東洋文庫;695) . 一般注記, 榎本弥左衛門忠重が書き残した二冊の記録
「三子より之覚」「万之覚」を『榎本弥左衛門覚書』と題し翻刻したもの著者の肖像あり参考文献:
p374-375. 著者標目, 榎本, 弥左衛門 <エノモト, ヤザエモン>
備前・福岡の豪商、阿部定善ともいう、宇喜多能家に仕えていたが商人となった、宇喜多直家の
幼少の頃に庇護した . 武蔵・川越の豪商、松平八右衛門忠勝が烏帽子親となって元服、『榎本
弥左衛門覚書』を書いた ... 江戸時代初期の歌舞伎女、三河刈屋城主・水野勝成に見受けさ
れた.
タイトル, 榎本弥左衛門覚書 : 近世初期商人の記録. 著者, 榎本弥左衛門 著. 著者, 大野瑞
男 校注. 著者標目, 榎本, 弥左衛門, 1626-1686. 著者標目, 大野, 瑞男, 1931-. シリーズ名, 東
洋文庫. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 平凡社. 出版年, 2001. 大きさ、容量
等, 377p ; 18cm. 注記, 文献あり. ISBN, 4582806953. 価格, 3000円.
世初期の商人の生涯の記録である。輪読を通じ「覚書」に描かれた時代や城下町・商人の姿・当
時の諸. 事件について歴史的な理解力をつける。 教科書： 東洋文庫６９５「榎本弥左衛門覚書
―近世初期商人の記録―」平凡社. 参考図書：. 評価法： 演習を通じての報告・討論・レポート
の内容によって評価する. 具体的評価方法等： 同上. 【授業計画】.
書評と紹介 大野瑞男校注『榎本弥左衛門覚書--近世初期商人の記録』. 及川 亘. この論文を
さがす. NDL-OPAC · CiNii Books. 著者. 及川 亘. 収録刊行物. 古文書研究. 古文書研究
(57), 116-118, 2003-05. 日本古文書学会. Tweet. 各種コード. NII論文ID(NAID):
40005824658. NII書誌ID(NCID): AN00094045. 本文言語コード: JPN. 資料種別.
1 件 ((著者名に左の語を含む: #榎本 弥左衛門)). 一覧表示; 絞り込み. 並び順: 関連度, 書 名
(昇順) · 書 名(降順) · 著者名(昇順) · 著者名(降順) · 出版年(昇順) · 出版年(降順) · 榎本

弥左衛門覚書 : 近世初期商人の記録 / 榎本弥左衛門著 ; 大野瑞男校注. 東京 : 平凡社 ,
2001.10 . - (東洋文庫 ; 695). 図書, 所蔵件数: 1件. 巻 次, 所在, 請求記号.
注記: 榎本弥左衛門忠重が書き残した二冊の記録「三子より之覚」「万之覚」を『榎本弥左衛門
覚書』と題し翻刻したもの 底本: 埼玉県川越市脇田町榎本寿々子氏所蔵, 川越市立博物館
寄託 著者の肖像あり 参考文献: p374-375. タイトルのヨミ: エノモト ヤザエモン オボエガキ : キンセイ
ショキ ショウニン ノ キロク. 著者名ヨミ: エノモト, ヤザエモン.
17世紀、男伊達を競っていた川越の少年が塩・米を扱う一流商人に成長、細密な覚書を残した。
商売はもとより暮しぶりから政治まで近世前期の種々相を伝える無類の史料を綿密な注釈で。
榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・
そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブ
ン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
書籍: 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録 [東洋文庫 695],アニメ、ゲーム、アイドル関連
商品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で
会員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
2005年2月18日 . 榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録｜まんがをお得に買うなら、無料で
読むなら、品揃え世界最大級のまんが・電子書籍販売サイト「eBookJapan」！
2016年5月26日 . 17世紀、男伊達を競っていた川越の少年が塩・米を扱う一流商人に成長、細
密な覚書を残した。商売はもとより暮しぶりから政治まで近世前期の種々相を伝える無類の史料
を綿密な注釈で。 - 引用：版元ドットコム.
Amazonで榎本 弥左衛門, 大野 瑞男の榎本弥左衛門覚書―近世初期商人の記録 (東洋文
庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。榎本 弥左衛門, 大野 瑞男作品ほか、お急ぎ便対象商
品は当日お届けも可能。また榎本弥左衛門覚書―近世初期商人の記録 (東洋文庫)もアマゾン
配送商品なら通常配送無料。
書誌ID, 1000072064. 本文言語, 日本語. 内容注記, 三子より之覚万之覚. 一般注記, 榎本弥
左衛門忠重が書き残した二冊の記録「三子より之覚」「万之覚」を『榎本弥左衛門覚書』と題し
翻刻したもの底本: 埼玉県川越市脇田町榎本寿々子氏所蔵, 川越市立博物館寄託著者の肖
像あり参考文献: p374-375. 著者標目, 榎本, 弥左衛門 <エノモト,.
cover. ＜図書＞. タカムレ イツエ : ヒ ノ クニ ノ オンナ ノ ニッキ ショウ. 高群逸枝 : 火の国の女の日
記抄 / 高群逸枝著. (人間の記録;115) . 類似資料. 1 cover 丸山眞男とその時代 / 福田歓一
[著]; 2 cover 榎本弥左衛門覚書 : 近世初期商人の記録 / 榎本弥左衛門著 ; 大野瑞男校注;
3 cover 成瀬仁蔵 / 中嶌邦著; 4 cover 鷹見泉石日記 / [鷹見泉石.
武蔵国入間郡川越本町の名主榎本弥左衛門が万治三年. （一六六○）頃に記した覚書に、明
暦三年（一六五七）に. 定められた長吏の市商いに関する記録がある。（川）. 史料１. 止について
数カ条にわたって記しているが、その中に「仲. 間職分段々一ト品シシも少ク相成、百姓中着合不
相成、. 作馬之世話致候も不相成候様二成行候ハ、田舎二而手.
皆様の埼玉における郷土・文化・歴史を知る手がかりになることを願って開講しました。 今年度もま
た、盛りだくさんな内容を用意しておりますので、皆様のご参集を心から期待しています。 三上於菟
吉と長谷川時雨. 『小栗判官』と将門・義経伝説. 近世初期の川越商人の記録 榎本弥左衛門
覚書. 忍城と忍藩の歴史. 小説のなかのさきたま風景∼森鷗.
編著・校注. 『榎本弥左衛門覚書 近世初期商人の記録』校注 平凡社 東洋文庫 2001; 『史料
が語る日本の近世』編 吉川弘文館 2002; 『江戸幕府財政史料集成』編 吉川弘文館 2008.

