
資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S002-1 一般図書 総記<000>研究一般 フランス科学 上巻 昭和4 日佛会館編 日佛会館 22.6ｃｍ

K-3-S029-2 一般図書 総記<020>図書　書誌学 富山市立図書館和漢図書分類目録 大正3
富山市立図書
館編

22.3ｃｍ

K-3-S049-3 一般図書 総記<040>論文　講演集 琴棋書画 昭和33 青木正児 春秋社 18.6ｃｍ
K-3-S049-4 一般図書 総記<040>論文　講演集 愛妻物語 昭和37 秋山安三郎 有紀書房 19.4ｃｍ
K-3-S049-5 一般図書 総記<040>論文　講演集 世相の四季 朝日新聞天声人語より 昭和32 荒垣秀雄 春陽堂 18.6ｃｍ
K-3-S049-6 一般図書 総記<040>論文　講演集 はだか人生 昭和33 佐藤弘人 新潮社 17.3ｃｍ
K-3-S049-7 一般図書 総記<040>論文　講演集 雑誌記者 昭和33 池島信平 中央公論社 19.4ｃｍ
K-3-S049-8 一般図書 総記<040>論文　講演集 人間尊重五十年 昭和37 出光佐三 春秋社 18.9ｃｍ
K-3-S049-9 一般図書 総記<040>論文　講演集 社長のくり言 第二集　男の世界と女の世界 昭和33 原田常冶 同志社 18.9ｃｍ
K-3-S049-10 一般図書 総記<040>論文　講演集 炉辺夜話 昭和34 加藤恭太郎 紀伊国屋書 19.4ｃｍ
K-3-S049-11 一般図書 総記<040>論文　講演集 かみなり談義 昭和34 松永安左ェ門 実業之日本 18.6ｃｍ
K-3-S049-12 一般図書 総記<040>論文　講演集 世渡り太閤記 昭和33 松永安左ェ門 実業之日本 18.6ｃｍ

K-3-S049-13 一般図書 総記<040>論文　講演集 一日一話 昭和37 森徳一郎
一宮市青年
史談会

17.7ｃｍ

K-3-S049-14 一般図書 総記<040>論文　講演集 観音のヘソ 昭和30 森徳一郎 浅野若人会 18.4ｃｍ
K-3-S049-15 一般図書 総記<040>論文　講演集 観音のヘソ 昭和30 森徳一郎 浅野若人会 18.4ｃｍ
K-3-S049-16 一般図書 総記<040>論文　講演集 南方随筆 大正15 南方熊楠 岡書院 19.4ｃｍ
K-3-S049-17 一般図書 総記<040>論文　講演集 我・人・本 昭和34 大内兵衛 岩波書店 19.3ｃｍ
K-3-S049-18 一般図書 総記<040>論文　講演集 記憶の蜃気楼 昭和36 鈴木信太郎 文芸春秋新 19.3ｃｍ
K-3-S049-19 一般図書 総記<040>論文　講演集 祭魚洞雑考 昭和29 渋澤敬三 岡書院 18.5ｃｍ
K-3-S049-20 一般図書 総記<040>論文　講演集 財界世渡り説法 昭和34 住田正一 実業之日本 18.6ｃｍ
K-3-S049-21 一般図書 総記<040>論文　講演集 時雨西行 昭和39 千田金二編 日本甲子会 17.5ｃｍ

K-3-S049-22 一般図書 総記<040>論文　講演集 みちづれ 昭和34 高原佐吉
みちぐさ頒布
会

21.3ｃｍ

K-3-S049-23 一般図書 総記<040>論文　講演集 調和の感覚 昭和33 谷川徹三 中央公論社 19.7ｃｍ
K-3-S049-24 一般図書 総記<040>論文　講演集 人間・技術・経営 昭和38 富方力松 創元社 18.6ｃｍ
K-3-S049-25 一般図書 総記<040>論文　講演集 うかれ蚤と十三人の女 昭和33 梁取三義 彩光新社 18.6ｃｍ
K-3-S049-26 一般図書 総記<040>論文　講演集 頭の洗濯 昭和35 吉田健一 文芸春秋新 19.4ｃｍ
K-3-S049-27 一般図書 総記<040>論文　講演集 老人雑話 全 享保19写 記述無 23.4ｃｍ
K-3-S059-29 一般図書 総記<050>遂次刊行物 1960年版　東海大観 昭和35 朝日新聞社編 29.8ｃｍ
K-3-S059-30 一般図書 総記<050>遂次刊行物 新日本大観 （昭和11年版） 昭和11 大道弘雄編 朝日新聞社 26.3ｃｍ
K-3-S070-31 一般図書 総記<070>新聞 朝日新聞社の自画像 昭和30 荒垣秀雄 鱒書房 19.4ｃｍ
K-3-S080-32 一般図書 総記<080>叢書　全集 現代の発見 第1巻　私と戦争 昭和34 五味川純平他 春秋社 18.0ｃｍ
K-3-S080-32-2 一般図書 総記<080>叢書　全集 現代の発見 第2巻　戦争体験の意味 昭和34 橋川文三他 春秋社 18.0ｃｍ
K-3-S081-33 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第1巻　十二支考 昭和26 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-34 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第2巻　十二支考2 昭和26 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-35 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第3巻　論考1 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-36 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第4巻　論考2 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-37 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第5巻　文集1 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-38 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第6巻　文集2 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-39 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第7巻　文集3 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-40 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第8巻　書簡1 昭和26 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-41 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第9巻　書簡2 昭和26 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S081-42 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第10巻　書簡3 昭和26 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-43 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第11巻　書簡4 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-44 一般図書 総記<080>叢書　全集 南方熊楠全集 第12巻　書簡5 昭和27 渋沢敬三編 乾元社 18.4ｃｍ
K-3-S081-45 一般図書 総記<080>叢書　全集 新群書類従 第1巻　演劇 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-46 一般図書 総記<080>叢書　全集 新群書類従 第2巻　演劇 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-47 一般図書 総記<080>叢書　全集 新群書類従 第5巻　歌曲 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-48 一般図書 総記<080>叢書　全集 新群書類従 第7巻　書目 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-49 一般図書 総記<080>叢書　全集 新群書類従 第8巻　舞曲 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-50 一般図書 総記<080>叢書　全集 新群書類従 第9巻　歌曲 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-51 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第2巻　史伝部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-52 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第4巻　史伝部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-53 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第6巻　法制部 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-54 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第7巻　法制部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-55 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第8巻　地理部 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-56 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第9巻　地理部 明治39 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-57 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第10巻　教育部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-58 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第11巻　宗教部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-59 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第14巻　歌文部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S081-60 一般図書 総記<080>叢書　全集 続々新群書類従 第15巻　歌文部 明治40 市島謙吉編 国史刊行会 22.6ｃｍ
K-3-S102-1 一般図書 哲学<100>哲学 思想の流れ 昭和34 荒正人 毎日新聞社 18.8ｃｍ
K-3-S102-2 一般図書 哲学<100>哲学 明治的思想家像の形成 昭和35 宮島肇 未来社 21.4ｃｍ

K-3-S114-3 一般図書 哲学<110>哲学各論 教養と人生 (現代教養文庫) 昭和28 安田彦三郎
社会思想研
究会出版部

14.9ｃｍ

K-3-S114-4 一般図書 哲学<110>哲学各論 人生論 (岩波新書) 昭和39 武者小路実篤 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S121-5 一般図書 哲学<120>東洋思想 河上肇随想録 (河出新書) 昭和31 天野敬太郎編 河出書房 17.3ｃｍ
K-3-S121-6 一般図書 哲学<120>東洋思想 哲学入門 (岩波新書) 昭和33 三木清 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S121-7 一般図書 哲学<120>東洋思想 論語簡抄 昭和37 水野勝太郎編 ジャーナル 15.3ｃｍ
K-3-S121-8 一般図書 哲学<120>東洋思想 西田哲学 (角川文庫) 昭和26 高山岩男 角川書店 14.8ｃｍ
K-3-S121-9 一般図書 哲学<120>東洋思想 日本学序説 昭和17 寺田弥吉 富山房 18.6ｃｍ
K-3-S121-10 一般図書 哲学<120>東洋思想 和辻哲郎全集 第6巻 昭和37 和辻哲郎 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S123-75 一般図書 哲学<120>東洋思想 論語私感 (新潮文庫) 昭和29 武者小路実篤 新潮社 15.2ｃｍ
K-3-S143-11 一般図書 哲学<140>心理学 愛すること愛されること 昭和34 三宅艶子 実業之日本 17.8ｃｍ
K-3-S143-12 一般図書 哲学<140>心理学 裸の日本人 判官びいきの民族心理 昭和33 佐藤忠男 光文社 17.3ｃｍ

K-3-S150-13 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 駿台雑話 全 明治39 室鳩巣
小川尚栄堂・
辻本尚古堂

22.3ｃｍ

K-3-S150-14 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 梧窓漫筆 明治39
大田錦城　小
川寅松

21.8ｃｍ

K-3-S150-15 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 自省録 明治39 村上専精 大日本図書 22.3ｃｍ

K-3-S150-16 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 六根清浄 学問・作法・道 昭和31
及川古志郎述
千田金二編

日本甲子会 17.2ｃｍ

K-3-S150-17 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 講座　現代倫理12 現代に生きることば 昭和34 筑摩書房 21.5ｃｍ
K-3-S150-18 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 一事貫行 大正8 山下信義 興文社 18.9ｃｍ

K-3-S156-19 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 武家時代少年士道の訓 明治38
久保天随編
森山章之進

22ｃｍ
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K-3-S159-21 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 ことばの手帖 昭和33 堀秀彦 春陽堂 18.4ｃｍ
K-3-S159-22 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 日本のことわざ(1) 評釈 昭和36 金子武雄 大修館 18.4ｃｍ
K-3-S159-23 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 日本のことわざ 評釈 昭和33 金子武雄 大修館 18.4ｃｍ
K-3-S159-24 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 人格修養処世要訣　新菜根譚論解 昭和3 倉田留吉 文陽堂 15.1ｃｍ
K-3-S159-25 一般図書 哲学<150>倫理学　道徳 菜根譚詳解 昭和6 佐藤黄楊 興文書院 19.1ｃｍ
K-3-S163-26 一般図書 哲学<160>宗教 白山信仰の南進 昭和39 小林鈔次 一宮史談会 18.3ｃｍ
K-3-S170-27 一般図書 哲学<170>神道 伴信友全集 第1巻 明治40 市島謙吉編 22.7ｃｍ
K-3-S170-28 一般図書 哲学<170>神道 伴信友全集 第4巻 明治40 市島謙吉編 22.7ｃｍ
K-3-S170-29 一般図書 哲学<170>神道 神社本義 昭和19 神祇院編 神祇院 21ｃｍ
K-3-S170-30 一般図書 哲学<170>神道 神まうで 昭和5 鉄道省編 博文館 17.2ｃｍ
K-3-S170-31 一般図書 哲学<170>神道 神まうで 昭和8 鉄道省編 博文館 18.9ｃｍ
K-3-S175-32 一般図書 哲学<170>神道 真清田神社江戸時代の神宝と流失 昭和39 森徳一郎 一宮史談会 18.2ｃｍ

K-3-S175-33 一般図書 哲学<170>神道 塩竈さま 昭和34
志波彦神社社
務所

20.8ｃｍ

K-3-S175-34 一般図書 哲学<170>神道 球磨叢書 第1巻　球磨郡神社記(全) 大正8 土肥賢一郎編 同刊行会 23.4ｃｍ
K-3-S178-35 一般図書 哲学<170>神道 邪教立川流の研究 昭和6 水原堯栄 進文堂 19.1ｃｍ
K-3-S178-36 一般図書 哲学<170>神道 新興宗教 昭和35 佐々木秋夫 青木書店 18.6ｃｍ
K-3-S180-37 一般図書 哲学<180>仏教 法隆寺再建非再建論争史 昭和16 足立康編 龍吟社 21.6ｃｍ
K-3-S180-38 一般図書 哲学<180>仏教 新仏教辞典 昭和37 石田瑞磨他著 誠信書房 18.6ｃｍ
K-3-S180-39 一般図書 哲学<180>仏教 釈迦 戯曲・仏教とは何か 昭和37 石丸梧平 人生創造社 17.6ｃｍ
K-3-S180-40 一般図書 哲学<180>仏教 文化理念に生きる仏教百話 日本庶民文化と仮時性 昭和38 増谷文雄 筑摩書房 17.3ｃｍ
K-3-S180-41 一般図書 哲学<180>仏教 仏教の新研究 昭和34 中島睦玄 刀江書院 18.5ｃｍ

K-3-S180-42 一般図書 哲学<180>仏教 仏教読本 巻1 昭和4
大谷派高山教
区布教団編

22.2ｃｍ

K-3-S180-43 一般図書 哲学<180>仏教 世間虚仮 昭和34 友松圓諦 誠信書房 18.5ｃｍ
K-3-S180-44 一般図書 哲学<180>仏教 仏の微笑・人間の微笑 昭和34 若杉慧 光書房 19.5ｃｍ
K-3-S180-45 一般図書 哲学<180>仏教 日本の仏教 (岩波新書) 昭和33 渡辺照宏 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S180-46 一般図書 哲学<180>仏教 科学と宗教は融合する　一切皆空 昭和34 山本洋一 東洋文化協 18.4ｃｍ
K-3-S183-47 一般図書 哲学<180>仏教 毒語注心経 大正3 松浦義一 21.8ｃｍ
K-3-S183-48 一般図書 哲学<180>仏教 般若心経金剛般若経 (岩波文庫) 昭和35 中村元他訳注 岩波書店 14.8ｃｍ
K-3-S184-49 一般図書 哲学<180>仏教 仏心 昭和34 朝比奈宗源 春秋社 17.3ｃｍ
K-3-S185-50 一般図書 哲学<180>仏教 善光寺名所図絵 明治36 石倉重継 博文館 22.5ｃｍ
K-3-S185-51 一般図書 哲学<180>仏教 はつ勢 第1年第1号 昭和2 塚本賢暁編 長谷寺 22.2ｃｍ
K-3-S188-52 一般図書 哲学<180>仏教 ポケット碧巌録 第2集 昭和33 村瀬玄妙 潮音社 18.2ｃｍ
K-3-S188-53 一般図書 哲学<180>仏教 ポケット碧巌録 第3集 昭和35 村瀬玄妙 潮音社 18.2ｃｍ
K-3-S188-54 一般図書 哲学<180>仏教 歎異鈔 (角川文庫) 昭和31 梅原真隆訳註 角川書店 14.9ｃｍ
K-3-S188-55 一般図書 哲学<180>仏教 鑑真 昭和33 安藤更正 美術出版社 18.6ｃｍ
K-3-S188-56 一般図書 哲学<180>仏教 出家と魔性 魔性編1 昭和32 寺田弥吉 誠信書房 18.5ｃｍ
K-3-S188-57 一般図書 哲学<180>仏教 碧巌録　禅のすゝめ 昭和39 村瀬玄妙 浪速社 18.5ｃｍ
K-3-S188-58 一般図書 哲学<180>仏教 禅の道をたどり来て 昭和33 辻　雙明 春秋社 18.6ｃｍ
K-3-S188-59 一般図書 哲学<180>仏教 禅の精神分析 昭和35 鈴木大拙他著 創元社 18.2ｃｍ
K-3-S188-60 一般図書 哲学<180>仏教 禅の茶・禅の書 昭和34 吉田紹欽 春秋社 18.6ｃｍ
K-3-S188-61 一般図書 哲学<180>仏教 禅の茶・禅の書 昭和34 吉田紹欽 春秋社 18.6ｃｍ
K-3-S188-62 一般図書 哲学<180>仏教 親鸞聖語録 昭和36 寺田弥吉 雪華社 18.6ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S188-63 一般図書 哲学<180>仏教 親鸞 (現代伝記全集11) 昭和34 増谷文雄 日本書房 19.3ｃｍ
K-3-S188-65 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第2巻　書簡 昭和33 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-66 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第3巻　語録 昭和33 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-67 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第4巻　讃歌 昭和33 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-68 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第5巻　小部 昭和33 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-69 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第6巻　教行信証 昭和34 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-70 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第7巻　教行信証 昭和34 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-71 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第8巻　教行信証 昭和34 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-72 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第9巻　先学 昭和33 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-73 一般図書 哲学<180>仏教 現代語訳　しんらん全集 第10巻　研究 昭和33 八重樫昊編 普通社 18.3ｃｍ
K-3-S188-76 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和32年11月－33年5月分） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ
K-3-S188-77 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和33年6月－12月分） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ
K-3-S188-78 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和34年分） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ
K-3-S188-79 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和35年分） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ
K-3-S188-80 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和36年分） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ
K-3-S188-81 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和37年分） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ
K-3-S188-82 一般図書 哲学<180>仏教 雑誌　禅 （昭和38年1月－40年1月） 村瀬玄妙 潮音舎 20.2ｃｍ

K-3-S190-74 一般図書 哲学<190>キリスト教 生きのこる人々 昭和30
イ－ジ－・ホワ
イト

福音社 21.6ｃｍ

K-3-S201-1 一般図書 歴史<200>歴史 歴史学序説 昭和33 上原專禄 大明堂 21.6ｃｍ
K-3-S202-2 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第1巻　日本1 昭和34 八幡一郎編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-3 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第2巻　日本2 昭和35 杉原荘介編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-4 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第3巻　日本3 昭和34 小林行雄編 平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-5 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第4巻　日本4 昭和36
浅野清・小林
行雄編

平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-6 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第5巻　東アジア1 昭和35 関野雄編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-8 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第7巻　東アジア3 昭和34 駒井和愛編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-9 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第8巻　南アジア 昭和36 水野清一編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-10 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第9巻　北方ユ－ラシア・中央アジア 昭和37 角田文衛編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-11 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第10巻　西アジア1 昭和34 江上波夫編 平凡社 26.4ｃｍ
K-3-S202-12 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第11巻　西アジア2 昭和37 江上波夫編 平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-13 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第12巻　ヨーロッパ・アフリカ1 昭和36
江上波夫・樋
口隆康編

平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-14 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第13巻　ヨーロッパ・アフリカ2 昭和35
新規矩男・村
田数之亮編

平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-15 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第14巻　ヨーロッパ・アフリカ3 昭和35 角田文衛編 平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-16 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第15巻　アメリカ・オセアニア 昭和34
石田英一郎・
泉靖一編

平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-17 一般図書 歴史<200>歴史 世界考古学体系 第16巻　研究法・索引 昭和37
江上波夫・小
林行雄編

平凡社 26.4ｃｍ

K-3-S202-18 一般図書 歴史<200>歴史 考古学会会員名簿 全 大正10 考古学会編 考古学会 22.3ｃｍ

K-3-S203-19 一般図書 歴史<200>歴史 図解　考古学辞典 昭和34
水野清一・小
林行雄編

創元社 18.6ｃｍ

K-3-S204-20 一般図書 歴史<200>歴史 敦煌学五十年 昭和35 神田喜一郎 二元社 21.5ｃｍ
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K-3-S204-21 一般図書 歴史<200>歴史 一日一史 明治37 中野好夫編 筑摩書房 17.3ｃｍ
K-3-S210-22 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第1巻　日本書紀 昭和37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-23 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第2巻　続日本紀 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-24 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第3巻　日本後紀 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-25 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第4巻　日本三代実録 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-26 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第5巻　日本紀略 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-27 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第6巻　日本逸史 昭和37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-28 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第7巻　古事記 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-29 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第8巻　本朝世紀 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-30 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第9巻　公卿補任前篇 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-31 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第10巻　公卿補任中篇 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-32 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第11巻　公卿補任後篇 昭和37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-33 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第12巻　令義解 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-34 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第13巻　交替式・延喜式 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ
K-3-S210-35 一般図書 歴史<210>日本史 国史大系 第14巻　百錬抄・愚管抄・元亨釈書 明治37 経済雑誌社 19.5ｃｍ

K-3-S210-36 一般図書 歴史<210>日本史 日本考古学辞典 昭和38
日本考古学会
編

東京堂 26.5ｃｍ

K-3-S210-37 一般図書 歴史<210>日本史 日本全史 第1巻　原始 昭和33 斎藤忠
東京大学出
版会

21.5ｃｍ

K-3-S210-38 一般図書 歴史<210>日本史 日本全史 第2巻　古代1 昭和35 坂本太郎
東京大学出
版会

21.5ｃｍ

K-3-S210-39 一般図書 歴史<210>日本史 日本全史 第3巻　古代2 昭和34 藤木邦彦
東京大学出
版会

21.5ｃｍ

K-3-S210-40 一般図書 歴史<210>日本史 日本全史 第4巻　中世1 昭和33 安田元久
東京大学出
版会

21.5ｃｍ

K-3-S210-43 一般図書 歴史<210>日本史 日本全史 第7巻　近世2 昭和37 沼田次郎
東京大学出
版会

21.5ｃｍ

K-3-S210-44 一般図書 歴史<210>日本史 日本全史 第8巻　近代1 昭和37 小西四郎
東京大学出
版会

21.5ｃｍ

K-3-S210-45 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第1巻　日本のはじまり 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-46 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第2巻　飛鳥と奈良 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-47 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第3巻　平安貴族 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-48 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第4巻　鎌倉武士 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-49 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第5巻　北朝と南朝 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-50 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第6巻　群雄の争い 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-51 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第7巻　天下統一 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-52 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第8巻　士・農・工・商 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-53 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第9巻　ゆらぐ封建制 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-54 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第10巻　明治維新 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-55 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第11巻　明治の日本 昭和34 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-56 一般図書 歴史<210>日本史 日本の歴史 第12巻　世界と日本 昭和35 岡田章雄他編 読売新聞社 22.6ｃｍ
K-3-S210-57 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第1巻　原始および古代1 昭和37 石母田正他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-58 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第2巻　古代2 昭和37 上田正昭他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-59 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第3巻　古代3 昭和37 井上光貞他著 岩波書店 21.5ｃｍ
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K-3-S210-60 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第4巻　古代4 昭和37 北山茂夫他著 岩波書店 21.5ｃｍ

K-3-S210-61 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第5巻　中世1 昭和37
林屋辰三郎他
著

岩波書店 21.5ｃｍ

K-3-S210-62 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第6巻　中世2 昭和38 中村栄孝他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-63 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第7巻　中世3 昭和38 佐藤進一他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-64 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第8巻　中世4 昭和38 鈴木良一他著 岩波書店 21.5ｃｍ

K-3-S210-65 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第9巻　近世1 昭和38
奈良本辰也他
著

岩波書店 21.5ｃｍ

K-3-S210-66 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第10巻　近世2 昭和38 藤野保他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-67 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第11巻　近世3 昭和38 辻達也他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-68 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第12巻　近世4 昭和38 阿部真琴他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-69 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第13巻　近世5 昭和39 矢木明夫他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-70 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第14巻　近代1 昭和37 遠山茂樹他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-71 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第15巻　近代2 昭和37 原口清他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-72 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第16巻　近代3 昭和37 楫西光速他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-73 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第17巻　近代4 昭和37 大島太郎他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-74 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第18巻　現代1 昭和38 井上清他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-75 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第19巻　現代2 昭和38 江口朴郎他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-76 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第20巻　現代3 昭和38 江口圭一他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-77 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第21巻　現代4 昭和38 島恭彦他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-78 一般図書 歴史<210>日本史 岩波講座　日本歴史 第22巻　別巻1 昭和38 尾藤正英他著 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-79 一般図書 歴史<210>日本史 邪馬台国 （日本歴史新書） 昭和35 榎一雄 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-80 一般図書 歴史<210>日本史 東大寺と国分寺 （日本歴史新書） 昭和34 石田茂作 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-81 一般図書 歴史<210>日本史 社寺と交通 （日本歴史新書） 昭和35 新城常三 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-82 一般図書 歴史<210>日本史 米の歴史 （日本歴史新書） 昭和34 永井威三郎 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-83 一般図書 歴史<210>日本史 飛鳥・白鳳・天平の美術 （日本歴史新書） 昭和33 野間清六 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-84 一般図書 歴史<210>日本史 神社 民俗学の立場から（日本歴史新書） 昭和36 原田敏明 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-85 一般図書 歴史<210>日本史 日本の貨幣 （日本歴史新書） 昭和33 小葉田淳 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-86 一般図書 歴史<210>日本史 銅山の歴史 （日本歴史新書） 昭和32 小葉田淳 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-87 一般図書 歴史<210>日本史 日本の仏教 （日本歴史新書） 昭和36 大野達之助 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-88 一般図書 歴史<210>日本史 東大寺の歴史 （日本歴史新書） 昭和36 平岡定海 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-89 一般図書 歴史<210>日本史 登呂の遺跡 弥生式時代の生活（日本歴史新書） 昭和30 駒井和愛 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-90 一般図書 歴史<210>日本史 江戸時代の芸能 （日本歴史新書） 昭和35 池田弥三郎 至文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-91 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第1巻　九州・沖縄篇 昭和32 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-92 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第2巻　中国・四国篇 昭和32 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-93 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第3巻　近畿篇 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-94 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第4巻　関東・中部篇 昭和32 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-95 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第5巻　東北・北陸篇 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-96 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第6巻　北海道篇 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-97 一般図書 歴史<210>日本史 風土記日本 第7巻　総記・索引 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 21.6ｃｍ
K-3-S210-98 一般図書 歴史<210>日本史 現代人の日本史 第1巻　日本の誕生 昭和33 佐藤春夫 河出書房新 19.2ｃｍ
K-3-S210-99 一般図書 歴史<210>日本史 現代人の日本史 第16巻　元禄の哀歓 昭和37 今東光 河出書房新 19.2ｃｍ
K-3-S210-100 一般図書 歴史<210>日本史 現代人の日本史 第18巻　明治維新 昭和38 榊山潤 河出書房新 19.2ｃｍ
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K-3-S210-101 一般図書 歴史<210>日本史 訳文大日本史 第1巻 大正3
山路弥吉訳・
西田敬止校正

国民文庫刊
行会

22.4ｃｍ

K-3-S210-102 一般図書 歴史<210>日本史 訳文大日本史 第2巻 大正3
山路弥吉訳・
西田敬止校正

国民文庫刊
行会

22.4ｃｍ

K-3-S210-103 一般図書 歴史<210>日本史 訳文大日本史 第3巻 大正3
山路弥吉訳・
西田敬止校正

国民文庫刊
行会

22.4ｃｍ

K-3-S210-104 一般図書 歴史<210>日本史 訳文大日本史 第5巻 大正3
山路弥吉訳・
西田敬止校正

国民文庫刊
行会

22.4ｃｍ

K-3-S210-105 一般図書 歴史<210>日本史 西南記伝 上巻1 明治41 黒龍会本部編 22.4ｃｍ
K-3-S210-106 一般図書 歴史<210>日本史 西南記伝 上巻2 明治41 黒龍会本部編 22.4ｃｍ
K-3-S210-107 一般図書 歴史<210>日本史 西南記伝 中巻1 明治42 黒龍会本部編 22.4ｃｍ
K-3-S210-108 一般図書 歴史<210>日本史 西南記伝 中巻2 明治42 黒龍会本部編 22.4ｃｍ
K-3-S210-109 一般図書 歴史<210>日本史 西南記伝 下巻1 明治44 黒龍会本部編 22.4ｃｍ
K-3-S210-110 一般図書 歴史<210>日本史 西南記伝 下巻2 明治44 黒龍会本部編 22.4ｃｍ

K-3-S210-111 一般図書 歴史<210>日本史 日本歴史大辞典 別巻日本歴史年表 昭和35
奈良本辰也他
編

河出書房新
社

26ｃｍ

K-3-S210-112 一般図書 歴史<210>日本史 先史考古図譜 明治37 大野延太郎 崇山房 29.4ｃｍ
K-3-S210-113 一般図書 歴史<210>日本史 図説　日本文化史体系1 昭和31 児玉幸多他編 小学館 26.2ｃｍ
K-3-S210-114 一般図書 歴史<210>日本史 図説　日本歴史1 日本文化のあけぼの 昭和35 和歌森太郎 中央公論社 26.4ｃｍ
K-3-S210-115 一般図書 歴史<210>日本史 日本文化史1 上古－奈良時代 昭和34 辻善之助 春秋社 21.4ｃｍ
K-3-S210-116 一般図書 歴史<210>日本史 日本の百年 写真でみる風俗文化史 昭和34 毎日新聞社編 30.4ｃｍ

K-3-S210-117 一般図書 歴史<210>日本史 絵でみる日本史 昭和24
東大史料編纂
所

養徳社 21.3ｃｍ

K-3-S210-118 一般図書 歴史<210>日本史 日本歴史談 （上） 昭和33 和歌森太郎 毎日新聞社 18.2ｃｍ
K-3-S210-119 一般図書 歴史<210>日本史 日本歴史談 （下） 昭和33 和歌森太郎 毎日新聞社 18.2ｃｍ

K-3-S210-120 一般図書 歴史<210>日本史 国体の本義解説叢書 (上） 昭和19
文部省教学局
編

20.6ｃｍ

K-3-S210-121 一般図書 歴史<210>日本史 国体の本義解説叢書 (下） 昭和19
文部省教学局
編

20.6ｃｍ

K-3-S210-122 一般図書 歴史<210>日本史 大日本史料 第12編之16　後水尾天皇 大正15
東大史料編纂
掛編

22.9ｃｍ

K-3-S210-123 一般図書 歴史<210>日本史 日本古代政治史の研究 昭和34 北山茂夫 岩波書店 21.6ｃｍ
K-3-S210-124 一般図書 歴史<210>日本史 民と神の住まい 大いなる古代日本 昭和35 川添登 光文社 17.2ｃｍ
K-3-S210-125 一般図書 歴史<210>日本史 はにわ誕生 日本古代史の周辺 昭和37 金谷克己 講談社 17.3ｃｍ
K-3-S210-126 一般図書 歴史<210>日本史 埴輪 （創元選書） 昭和33 松原正業 創元社 18.8ｃｍ
K-3-S210-127 一般図書 歴史<210>日本史 骨 日本人の祖先はよみがえる 昭和35 鈴木尚 学生社 18.4ｃｍ
K-3-S210-128 一般図書 歴史<210>日本史 日本の誕生 原始カオス期の歴史 昭和35 直良信夫 光文社 17.3ｃｍ
K-3-S210-129 一般図書 歴史<210>日本史 日本国家の起源 （岩波新書） 昭和35 井上光貞 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S210-130 一般図書 歴史<210>日本史 古墳の話 （岩波新書） 昭和34 小林行雄 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S210-131 一般図書 歴史<210>日本史 万葉集の謎 （日本人の歴史1） 昭和30 安田徳太郎 光文社 17.3ｃｍ
K-3-S210-132 一般図書 歴史<210>日本史 源頼朝 （岩波新書） 昭和33 永原慶二 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S210-133 一般図書 歴史<210>日本史 宗良親王 御遺跡の研究 昭和18 市村咸人 八木書店 21.5ｃｍ
K-3-S210-134 一般図書 歴史<210>日本史 光厳天皇と常念寺 昭和39 森徳一郎 一宮史談会 18.2ｃｍ
K-3-S210-135 一般図書 歴史<210>日本史 奥州藤原氏四代 （人物叢書） 昭和33 高橋富雄 吉川弘文館 17.8ｃｍ
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K-3-S210-136 一般図書 歴史<210>日本史
生野銀山と生野代官 生野代官より勘定奉行に対する禀
伺とその回答

昭和34 石川準吉
日本工業新
聞社

21.4ｃｍ

K-3-S210-137 一般図書 歴史<210>日本史 信濃荘園の研究 （稿本） 昭和10 栗岩英治 22.1ｃｍ
K-3-S210-139 一般図書 歴史<210>日本史 江戸時代漫筆 江戸の町奉行その他 昭和34 石井良助 井上書店 18.8ｃｍ
K-3-S210-140 一般図書 歴史<210>日本史 戦国戦記　賎ヶ岳之戦 昭和33 高柳光寿 春秋社 18.6ｃｍ
K-3-S210-141 一般図書 歴史<210>日本史 幕末小史 第1巻 明治31 戸川残花 春陽堂 22.5ｃｍ
K-3-S210-142 一般図書 歴史<210>日本史 幕末小史 第2巻 明治31 戸川安宅 春陽堂 22.5ｃｍ
K-3-S210-143 一般図書 歴史<210>日本史 幕末小史 第3巻 明治32 戸川安宅 春陽堂 22.5ｃｍ

K-3-S210-144 一般図書 歴史<210>日本史 写真図説　日本百年の記録 (近代の開幕) 昭和35
大久保利謙他
編

講談社 30.3ｃｍ

K-3-S210-145 一般図書 歴史<210>日本史 明治新刻　国史略字引 明治20 綾部乙松 東生書館 15.1ｃｍ

K-3-S210-146 一般図書 歴史<210>日本史 万延元年遣米使節史料集成 第3巻 昭和35
日本修好通商
百年記念行事
運営会編

風間書房 21.6ｃｍ

K-3-S210-147 一般図書 歴史<210>日本史 明治文化の話　まわり燈 昭和34 木村毅 井上書店 19.1ｃｍ
K-3-S210-148 一般図書 歴史<210>日本史 明治大正文化の話　続まわり燈 昭和34 木村毅 井上書店 19.1ｃｍ
K-3-S210-149 一般図書 歴史<210>日本史 悪政・銃声・乱世 風雲40年の記録 昭和36 児玉誉士夫 弘文堂 18.7ｃｍ
K-3-S210-150 一般図書 歴史<210>日本史 昭和史 （岩波新書） 昭和32 遠山茂樹他 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S210-151 一般図書 歴史<210>日本史 私の昭和史 昭和33 津久井龍雄 創元社 18.9ｃｍ
K-3-S210-152 一般図書 歴史<210>日本史 写真　昭和30年史 1926-1955 昭和30 毎日新聞社編 30.3ｃｍ

K-3-S210-153 一般図書 歴史<210>日本史 戦後日本小史 （上） 昭和33 矢内原忠雄編
東京大学出
版会

20.9ｃｍ

K-3-S210-154 一般図書 歴史<210>日本史 日本の将来 昭和27 Ｃ・Ｓ・バビア 日本甲子会 18.6ｃｍ

K-3-S210-295 一般図書 歴史<210>日本史 絵で見る日本史 昭和24
東京大学史料
編纂所

養徳社 21.5ｃｍ

K-3-S210-297 一般図書 歴史<210>日本史 源　頼朝 昭和33 安田元久 弘文堂 18.5ｃｍ
K-3-S215-155 一般図書 歴史<210>日本史 伊那史綱 昭和18 市村咸人 山村書院 18.1ｃｍ
K-3-S215-156 一般図書 歴史<210>日本史 信濃の歴史 昭和17 澤村武夫 山村書院 18.3ｃｍ

K-3-S215-157 一般図書 歴史<210>日本史 信陽城主得替記 昭和8
伊那史料叢書
刊行会編

山村書院 22.5ｃｍ

K-3-S215-158-1 一般図書 歴史<210>日本史 一宮市史 上巻 昭和14 一宮市役所編 22.4ｃｍ
K-3-S215-158-2 一般図書 歴史<210>日本史 一宮市史 下巻 昭和14 一宮市役所編 22.4ｃｍ
K-3-S215-158-3 一般図書 歴史<210>日本史 一宮市史 西成編 昭和28 一宮市役所編 22.4ｃｍ
K-3-S215-159 一般図書 歴史<210>日本史 馬津新溝駅の解決 昭和27 森徳一郎編 尾張文化会 18.6ｃｍ

K-3-S215-160 一般図書 歴史<210>日本史 尾張史料の新研究 昭和12
森徳一郎著兼
発行

19.3ｃｍ

K-3-S215-162 一般図書 歴史<210>日本史 図説　蓬左風土記 名古屋350年のあゆみ 昭和33
蓬左風土記編
纂委員会編

中部日本新
聞社

30.3ｃｍ

K-3-S218-163 一般図書 歴史<210>日本史 土佐史談 第30号 昭和5 武市佐一郎編 土佐史談会 22.8ｃｍ
K-3-S220-164 一般図書 歴史<220>東洋史 古代殷帝国 昭和33 貝塚茂樹 みすず書房 18.8ｃｍ

K-3-S222-165 一般図書 歴史<220>東洋史 世界史上の圓仁 唐代中国への旅 昭和38
Ｅ・Ｏ・ライシャ
ワー

実業之日本
社

21.3ｃｍ

K-3-S281-166 一般図書 歴史<280>伝記 会員名簿 1960 昭和35 日本山岳会 21ｃｍ
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K-3-S281-167 一般図書 歴史<280>伝記 日本国勢調査記念録 第3巻　愛知県 大正11 垣次九水編
日本国勢調
査記念出版

18.7×
25.8ｃｍ

K-3-S281-168 一般図書 歴史<280>伝記 職員録 （大正15年1月1日現在） 大正15 内閣印刷局 26ｃｍ

K-3-S281-169 一般図書 歴史<280>伝記 大衆人事録 第20版 昭和12 猪野三郎編
帝国秘密探
偵社国勢協

25.7ｃｍ

K-3-S281-170 一般図書 歴史<280>伝記 郷土史研究者名簿 （昭和3年11月現在） 昭和3

京都帝国大学
農学部農林経
済学科農史研
究室

20.5ｃｍ

K-3-S281-171 一般図書 歴史<280>伝記 婦人社交名簿 昭和7 佐藤順造
日本婦女通
信

12.9×
19ｃｍ

K-3-S281-173 一般図書 歴史<280>伝記 典型的日本人 昭和34
古川哲史・古
田紹欽編

誠信書房 18.3ｃｍ

K-3-S281-174 一般図書 歴史<280>伝記 私の履歴書6 昭和33
日本経済新聞
社編

18.6ｃｍ

K-3-S281-175 一般図書 歴史<280>伝記 私の履歴書18 昭和38
日本経済新聞
社編

18.6ｃｍ

K-3-S281-176 一般図書 歴史<280>伝記 熊谷家伝記 第1篇 昭和8
伊那史料叢書
刊行会編

山村書院 22.8ｃｍ

K-3-S281-177 一般図書 歴史<280>伝記 熊谷家伝記 第2篇 昭和9
伊那史料叢書
刊行会編

山村書院 22.8ｃｍ

K-3-S281-178 一般図書 歴史<280>伝記 熊谷家伝記 第3篇 昭和9
伊那史料叢書
刊行会編

山村書院 22.8ｃｍ

K-3-S281-179 一般図書 歴史<280>伝記 武将列伝 昭和34 海音寺潮五郎 文芸春秋新 19.4ｃｍ
K-3-S288-180 一般図書 歴史<280>伝記 宮中儀式略　 全 明治37 平田久 民友社 22ｃｍ
K-3-S288-181 一般図書 歴史<280>伝記 宮中紅葉山御養蚕所観記 昭和14 本田秋憲 22.9ｃｍ

K-3-S288-182 一般図書 歴史<280>伝記 天業奉頌 紀元二千六百年奉祝会 昭和18
紀元二千六百
年奉祝会編

21.6ｃｍ

K-3-S288-183 一般図書 歴史<280>伝記 昭和大礼要録 昭和6
内閣大礼記録
編纂委員会

内閣印刷局 29.7ｃｍ

K-3-S288-184 一般図書 歴史<280>伝記 皇城 昭和34 中島卯三郎編 雄山閣 22.7ｃｍ
K-3-S289-185 一般図書 歴史<280>伝記 明智光秀 （人物叢書） 昭和33 高柳光寿 吉川弘文館 17.6ｃｍ
K-3-S289-186 一般図書 歴史<280>伝記 思い出 昭和37 阿久津昌子 18.8ｃｍ
K-3-S289-188 一般図書 歴史<280>伝記 安楽庵策伝 咄の系譜 昭和36 関山和夫 青蛙房 19.5ｃｍ
K-3-S289-189 一般図書 歴史<280>伝記 大工一代 昭和36 平田雅哉 池田書店 18.5ｃｍ
K-3-S289-190 一般図書 歴史<280>伝記 石川丈山 石川丈山二百五十年祭尚古記念号 大正10 広島尚古会 22.6ｃｍ
K-3-S289-191 一般図書 歴史<280>伝記 葵の女 川田順自叙伝 昭和34 川田順 講談社 19.2ｃｍ

K-3-S289-192 一般図書 歴史<280>伝記 私の歩んできた道 昭和33 矢内原忠雄
東京大学出
版会

18.5ｃｍ

K-3-S289-193 一般図書 歴史<280>伝記 軍事小説　戦塵 昭和35
尾上新兵衛著
久留島秀三郎
編

文武堂 18.6ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S289-194 一般図書 歴史<280>伝記 偲ぶ草 昭和35
尾上新兵衛著
久留島秀三郎
編

文武堂 18.6ｃｍ

K-3-S289-195 一般図書 歴史<280>伝記 河上肇 （人物叢書） 昭和37 住谷悦冶 吉川弘文館 17.8ｃｍ
K-3-S289-196 一般図書 歴史<280>伝記 大将乃木 昭和10 横山達三 日本兵事学 22.5ｃｍ

K-3-S289-197 一般図書 歴史<280>伝記 小木曽旭晃自叙伝 逆境に苦闘して 昭和7 小木曽修三
旭晃自叙伝
刊行会

19.5ｃｍ

K-3-S289-198 一般図書 歴史<280>伝記 良寛 （創元選書） 昭和33 東郷豊冶 創元社 18.7ｃｍ
K-3-S289-199 一般図書 歴史<280>伝記 父渋澤栄一 （上） 昭和34 渋澤秀雄 実業之日本 19.3ｃｍ
K-3-S289-200 一般図書 歴史<280>伝記 創意の人正力松太郎 昭和36 片柳忠雄 オリオン社 21.6ｃｍ
K-3-S289-201 一般図書 歴史<280>伝記 写真版・改訂版　聖徳太子 （創元選書） 昭和34 亀井勝一郎 創元社 18.8ｃｍ

K-3-S289-202 一般図書 歴史<280>伝記 天満宮御伝記略 （下） 嘉永4
勝村治右衛門
他

気吹舎 23.4ｃｍ

K-3-S289-203 一般図書 歴史<280>伝記 二宮尊徳の高弟富田高慶 昭和28
広瀬豊・敏子
共著

日本甲子会 18.5ｃｍ

K-3-S289-204 一般図書 歴史<280>伝記 海軍の父山本五十六元帥 昭和18 白神鉱一 矢貴書店 21ｃｍ
K-3-S289-242 一般図書 歴史<280>伝記 信濃宮宗良親王 昭和18 市村咸人著 山村書院 18.2ｃｍ
K-3-S289-294 一般図書 歴史<280>伝記 香華 昭和12 平山荘太郎 非凡閣 20ｃｍ

K-3-S289-296 一般図書 歴史<280>伝記 匹田鋭吉氏の足跡 昭和18
匹田鋭吉君功
績顕彰会

18.8ｃｍ

K-3-S290-205 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

大日本地名辞書 第1冊上畿内 明治33 吉田東伍 冨山房 25.9ｃｍ

K-3-S290-206 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

訂正増補　日本全国名所葉書目録 大正2 小竹忠三郎 22.4ｃｍ

K-3-S290-207 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

世界写真作家シリーズ　山 昭和33 田淵行男 平凡社 24.8ｃｍ

K-3-S290-208 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本山岳写真年鑑 昭和33 日本山岳会編 三笠書房 26ｃｍ

K-3-S290-209 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

ツーリスト 6年4号 大正7
ジャパン・ツー
リストビュー

22.5ｃｍ

K-3-S290-210 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

ツーリスト 6年6号 大正7
ジャパン・ツー
リストビュー

22.5ｃｍ

K-3-S290-211 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

ツーリスト 7年1号 大正8
ジャパン・ツー
リストビュー

22.5ｃｍ

K-3-S290-212 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

山と書物 昭和32 小林義正 荒地書館 21.5ｃｍ

K-3-S290-213 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

山　特集高原 第1巻10号 昭和9 梓書房 22.3ｃｍ

K-3-S290-214 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

氷河と万年雪の山 昭和7 小島烏水 梓書房 19.2ｃｍ

K-3-S290-215 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

文化地理体系1 日本シリーズ　北海道・東北 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 26ｃｍ

K-3-S290-216 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

文化地理体系2 日本シリーズ　関東 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 26ｃｍ
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K-3-S290-217 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

文化地理体系3 日本シリーズ　中部 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 26ｃｍ

K-3-S290-218 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

文化地理体系4 日本シリーズ　近畿 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 26ｃｍ

K-3-S290-219 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

文化地理体系5 日本シリーズ　中国・四国・九州 昭和33 下中弥三郎編 平凡社 26ｃｍ

K-3-S290-220 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本の地理4 中部編 昭和36 岩波書店編 26.4ｃｍ

K-3-S290-221 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

忘れえぬ山1 昭和34 串田孫一編 筑摩書房 19.4ｃｍ

K-3-S290-222 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

忘れえぬ山2 昭和34 串田孫一編 筑摩書房 19.4ｃｍ

K-3-S290-223 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

忘れえぬ山3 昭和34 串田孫一編 筑摩書房 19.4ｃｍ

K-3-S291-224 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

新日本図帖 昭和9 藤田久春 刀江書院 26.7ｃｍ

K-3-S291-225 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本地理風俗体系6 中央・北陸（上） 昭和5 仲摩照久 新光社 26.6ｃｍ

K-3-S291-226 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本地理風俗体系6 中央・北陸（上） 昭和5 仲摩照久 新光社 26.6ｃｍ

K-3-S291-227 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本地理風俗体系7 中央・北陸（下） 昭和5 仲摩照久 新光社 26.6ｃｍ

K-3-S291-228 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

跡 続・カメラ京ある記 昭和36
朝日新聞社京
都支局編

淡交新社 21.4ｃｍ

K-3-S291-229 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

奈良大和路の魅力 昭和34
中村直勝・カメ
ラ葛西宗誠

淡交新社 21.4ｃｍ

K-3-S291-230 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

カメラ京ある記 昭和36
朝日新聞社京
都支局編

淡交新社 21.4ｃｍ

K-3-S291-231 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

朝来村史跡写真帖 大正4
朝来村郷土研
究会編

15.2×
22.8ｃｍ

K-3-S291-232 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

房総叢書 第2巻 大正3
房総叢書刊行
会編

22.7ｃｍ

K-3-S291-233 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

上高地 昭和33
深田久弥・長
尾宏也編

修道社 21.6ｃｍ

K-3-S291-234 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

雪線 昭和33 船越好文 白水社 28.5ｃｍ

K-3-S291-235 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

写真集　空から見た日本 昭和35 樋口進
文芸春秋新
社

30.6ｃｍ

K-3-S291-236 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

写真集　空から見た日本 昭和35 樋口進
文芸春秋新
社

30.6ｃｍ

K-3-S291-237 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

木曽・信濃路の魅力 昭和36
原田伴彦著・カ
メラ葛西宗誠

淡交新社 21.4ｃｍ

K-3-S291-239 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

松本と安曇 大正4 胡桃沢勘内 鶴林堂書店 16.4ｃｍ
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K-3-S291-240 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

下伊那案内 昭和11 岩崎清美 山村書院 19ｃｍ

K-3-S291-241 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

下伊那案内 大正1
下伊那教育品
研究所編

文星堂書店 15.2ｃｍ

K-3-S291-244 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

［岩波写真文庫］岩手県 新風土記 昭和33 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S291-245 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

［岩波写真文庫］栃木県 新風土記 昭和33 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S291-246 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

［岩波写真文庫］日本 1958年正月 昭和33 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S291-247 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

［岩波写真文庫］屋久島・種子島 昭和33 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S291-248 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

［岩波写真文庫］能登路 昭和30 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S291-249 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

［岩波写真文庫］白山 昭和32 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S291-250 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

黒部 昭和34 冠松次郎 修道社 21.5ｃｍ

K-3-S291-251 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

渓 昭和37 冠松次郎 筑摩書房 20.9ｃｍ

K-3-S291-252 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本の断面　東海道の旅 昭和34 幸田清喜 恒春閣 18.5ｃｍ

K-3-S291-253 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

鎌倉考 昭和34 呉文炳 理想社 21.5ｃｍ

K-3-S291-254 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

京都 昭和36 京都市編 淡交新社 28.9ｃｍ

K-3-S291-255 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

温泉案内 昭和2 鉄道省編 日本旅行社 17.4ｃｍ

K-3-S291-256 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日和下駄 昭和32 永井荷風 東都書房 19.5ｃｍ

K-3-S291-257 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

写真集　瀬戸内海 昭和34
中村由信カメ
ラ

角川書店 26.4ｃｍ

K-3-S291-258 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

瀬戸内海の魅力 昭和35
奈良本辰也
著・名執剛輔カ

淡交新社 21.5ｃｍ

K-3-S291-259 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

旅程と費用 昭和35年版 昭和35 矢吹勝二
日本交通公
社

18.5ｃｍ

K-3-S291-260 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本の秘境 昭和35 岡田喜秋 創元社 19.1ｃｍ

K-3-S291-261 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

隠岐の家苞 （完） 大正5 隠岐島庁編 22.3ｃｍ

K-3-S291-262 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

富士 昭和34 岡田紅陽 朋文堂 30.3ｃｍ

K-3-S291-263 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

写真　跡 街道風物誌（現代教養文庫） 昭和34 大竹新助
社会思想研
究会出版部

15ｃｍ
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K-3-S291-264 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

新東海風土記 昭和36 尾崎久弥 東海出版社 18.2ｃｍ

K-3-S291-265 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

東京 その経済と社会（岩波新書） 昭和34 柴田徳衛 岩波書店 17.3ｃｍ

K-3-S291-266 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本拝見 昭和32
週刊朝日編集
部編

角川書店 25.8ｃｍ

K-3-S291-267 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

槍・穂高・上高地 （現代登山全集2） 昭和36
諏訪多栄蔵他
編

創元社 21.4ｃｍ

K-3-S291-268 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

北陸 風土経済史 昭和34 佐藤元重 弘文堂 18.8ｃｍ

K-3-S291-269 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本風景論 （岩波文庫） 昭和38
志賀重昂著小
島烏水解説

岩波書店 14.8ｃｍ

K-3-S291-270 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

伊豆めぐり 昭和17 芦澤項策
伊豆温泉名
所案内所

18.3ｃｍ

K-3-S291-272 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

鉄道旅行案内 大正4 鉄道省編 鉄道省
11.2×
19.4ｃｍ

K-3-S291-273 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

観光地と温泉優秀旅館料亭名鑑 昭和9 時任為文
郷土史料調
査会

18.8ｃｍ

K-3-S291-274 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本の山水 昭和33 辻村太郎 宝文館 18.4ｃｍ

K-3-S291-275 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

新選京都名所図絵1 昭和33 竹村俊則 白川書院 21.6ｃｍ

K-3-S291-276 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

新選京都名所図絵2 昭和34 竹村俊則 白川書院 21.6ｃｍ

K-3-S291-277 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

若き日の旅 昭和33 戸塚文子
実業之日本
社

18.6ｃｍ

K-3-S291-278 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

須磨・明石・六甲の旅 昭和36 若杉慧 秋元書房 17.6ｃｍ

K-3-S291-279 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

遠野物語 明治43 柳田国男 聚精堂 23.6ｃｍ

K-3-S291-280 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

高山渓谷5 大正3 高野鷹蔵 日本山岳会 30.3ｃｍ

K-3-S291-281 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

高山渓谷6 大正4 高野鷹蔵 日本山岳会 31ｃｍ

K-3-S291-282 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本アルプスアルバム 大正9 小松甲太郎編 鶴林堂書店
13.2×
19.5ｃｍ

K-3-S291-283 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本アルプス百景 大正13 鈴木兼吉編
大阪朝日新
聞社

38ｃｍ

K-3-S291-292 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

駿河舞 大正6 河合省斎 22.1ｃｍ

K-3-S291-293 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

日本山岳風土記1 北アルプス 昭和34 長尾宏也他編 宝文館 19.2ｃｍ

K-3-S291-298 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

京の魅力 昭和36 中村直勝 淡交新社 21.4ｃｍ
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K-3-S291-299 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

続　京の魅力 昭和36 中村直勝 淡交新社 21.4ｃｍ

K-3-S292-284 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

乾燥の国 イラン・イラクの旅 昭和32 三笠宮崇仁 平凡社 30.4ｃｍ

K-3-S292-286 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

1957　私の見た新中国の横顔 （上巻） 昭和32 村瀬玄妙 潮音社 17.8ｃｍ

K-3-S292-287 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

秘境ヒマラヤ 昭和35 大森栄 二見書房 18.8ｃｍ

K-3-S292-288 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

台湾名所旧跡記 大正5 杉山靖憲 台湾総督府 22.6ｃｍ

K-3-S292-289 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

露西亜時代の大連 大正13 上田恭輔
大坂屋号書
店

18.5ｃｍ

K-3-S292-285 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

アルプス スイスの山と人 昭和30 岩波書店編 18.2ｃｍ

K-3-S293-290 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

パリの女 昭和34
アンドレ・モロ
ア著　ニコ・
ジェスカメラ

紀伊国屋書
店

21.4ｃｍ

K-3-S296-291 一般図書
歴史<290>地理　地誌　紀
行

インカ帝国 砂漠と高原の文明（岩波新書） 昭和34 泉靖一 岩波書店 17.3ｃｍ

K-3-S302-1 一般図書 社会科学<300>社会科学 日本文化探検 昭和36 川喜田二郎 講談社 19.4ｃｍ
K-3-S304-2 一般図書 社会科学<300>社会科学 第15回帝国議会議会雄弁集 大正15 深澤豊太郎 主張社 18.6ｃｍ
K-3-S304-3 一般図書 社会科学<300>社会科学 日本人について （金子光晴評論集1） 昭和34 金子光晴 春秋社 18.6ｃｍ

K-3-S304-4 一般図書 社会科学<300>社会科学 新日本建設の道 昭和23
社会教育連合
会編

18.2ｃｍ

K-3-S310-5 一般図書 社会科学<310>政治 鳩山一郎回顧録 昭和32 鳩山一郎 文芸春秋新 19.4ｃｍ
K-3-S310-6 一般図書 社会科学<310>政治 ライト特集号 この一年評論集 昭和38 武藤貞一 動向社 21ｃｍ
K-3-S310-7 一般図書 社会科学<310>政治 回想十年 第1巻 昭和32 吉田茂 新潮社 19.6ｃｍ
K-3-S310-8 一般図書 社会科学<310>政治 回想十年 第2巻 昭和32 吉田茂 新潮社 19.6ｃｍ
K-3-S310-9 一般図書 社会科学<310>政治 回想十年 第3巻 昭和32 吉田茂 新潮社 19.6ｃｍ
K-3-S310-10 一般図書 社会科学<310>政治 回想十年 第4巻 昭和33 吉田茂 新潮社 19.6ｃｍ

K-3-S310-19 一般図書 社会科学<310>政治 日本政治年鑑 明治42
同文館編集部
編

同文館 26.3ｃｍ

K-3-S311-11 一般図書 社会科学<310>政治 自由の問題 （岩波新書） 昭和34 岡本清一 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S314-12 一般図書 社会科学<310>政治 投票用紙事件の表裏 大正6 牧野良三編 22.4ｃｍ

K-3-S316-13 一般図書 社会科学<310>政治 融和促進 （融和資料第1集） 大正15
喜田貞吉述
中央融和事業
協会

18.4ｃｍ

K-3-S316-14 一般図書 社会科学<310>政治 夜と霧 (現代科学叢書)ドイツ強制収容所の体験記録 昭和32 フランクル みすず書房 18.8ｃｍ
K-3-S320-16 一般図書 社会科学<320>法律 民法の五十年　刑法の五十年 昭和24 牧野英一 中央公論社 18.6ｃｍ
K-3-S320-17 一般図書 社会科学<320>法律 法というものゝ考え方 （岩波新書） 昭和34 渡辺洋三 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S324-18 一般図書 社会科学<320>法律 実用身分登記二関スル届書文例 明治43 富田豊彦 22.2ｃｍ

K-3-S325-20 一般図書 社会科学<320>法律 中小企業団体関係法律集 昭和32
岐阜県中小企
業等協同組合
中央会

飛騨戸籍吏
会

18.3ｃｍ
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K-3-S330-21 一般図書 社会科学<330>経済 抜討ち財界 昭和34 三鬼陽之助 財界研究所 18.6ｃｍ
K-3-S330-22 一般図書 社会科学<330>経済 浮世絵と経済学 昭和36 高橋清一郎 毎日新聞社 19.3ｃｍ
K-3-S330-23 一般図書 社会科学<330>経済 経済を動かすもの （岩波新書） 昭和34 都留重人 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S331-24 一般図書 社会科学<330>経済 第二貧乏物語 (角川文庫) 昭和33 河上肇 角川書店 14.9ｃｍ

K-3-S331-25 一般図書 社会科学<330>経済 雇傭利子および貨幣一般理論 昭和32
Ｊ・Ｍ・ケインズ
著　塩野谷九
十九訳

東洋経済新
報社

21.5ｃｍ

K-3-S331-26 一般図書 社会科学<330>経済 改訂増補版　　やさしい資本論 昭和34 越村信三郎 春秋社 20.9ｃｍ

K-3-S331-27 一般図書 社会科学<330>経済 日本経済の説明 昭和34 中山伊知郎編
東洋経済新
報社

18.7ｃｍ

K-3-S331-45 一般図書 社会科学<330>経済 国民経済学 国民経済学に対するエンゲルスの攻撃 ヒルデブランド 謄写 17.9ｃｍ
K-3-S332-28 一般図書 社会科学<330>経済 日本経済入門 世界一の成長のもたらすもの 昭和35 長洲一二 光文社 17.3ｃｍ
K-3-S333-29 一般図書 社会科学<330>経済 非鉄金属統制 重要物資統制読本 昭和15 久保喜六 商工行政社 19.1ｃｍ
K-3-S335-30 一般図書 社会科学<330>経済 アイデア時代 昭和33 藤本倫夫 オリオン社 21.5ｃｍ
K-3-S335-31 一般図書 社会科学<330>経済 転換期に立つ企業経営管理 昭和17 藤川洋 冨山房 21.5ｃｍ
K-3-S335-32 一般図書 社会科学<330>経済 職場の女性 その心理と管理 昭和34 伊藤喜四郎 日本能率協 17.3ｃｍ
K-3-S335-33 一般図書 社会科学<330>経済 工業組合解説 昭和13 小池金之助 昭和図書 19.3ｃｍ
K-3-S335-34 一般図書 社会科学<330>経済 工業組合解説 （新制版） 昭和15 小池金之助 昭和図書 19ｃｍ
K-3-S335-35 一般図書 社会科学<330>経済 商工部門の諸組合 昭和15 小池金之助 杉田書店 27ｃｍ
K-3-S335-36 一般図書 社会科学<330>経済 株式会社物語 財閥の誕生 昭和37 小島直記 河出書房新 17.3ｃｍ
K-3-S335-37 一般図書 社会科学<330>経済 時に習う 昭和26 中西武五郎編 日本甲子会 18.2ｃｍ
K-3-S335-38 一般図書 社会科学<330>経済 三井人物史 附・三井財閥小史　不死鳥の道 昭和32 村田弘 工業通信社 17.7ｃｍ

K-3-S335-39 一般図書 社会科学<330>経済 松坂屋五十年史 昭和35
松坂屋五十年
史編集委員会
編

25.8ｃｍ

K-3-S335-40 一般図書 社会科学<330>経済 随筆　考えぬく経営 昭和33 新田豊造 創元社 18.7ｃｍ
K-3-S335-41 一般図書 社会科学<330>経済 経営随筆　生きぬく中小企業 昭和34 新田豊造 創元社 18.5ｃｍ
K-3-S335-42 一般図書 社会科学<330>経済 新しい経営者　新しい労働者 昭和33 中山伊知郎 有紀書房 19ｃｍ
K-3-S335-43 一般図書 社会科学<330>経済 経営者物語 昭和33 大川次郎 日本能率協 18.6ｃｍ

K-3-S335-44 一般図書 社会科学<330>経済 創立25年（大同コンクリート） 昭和33
大同コンク
リート工業Ｋ

30.3ｃｍ

K-3-S335-46 一般図書 社会科学<330>経済 日本の会社 伸びる企業をズバリと予言する 昭和36 坂本藤良 光文社 17.3ｃｍ
K-3-S335-47 一般図書 社会科学<330>経済 現代の兵法 ビジネスマンの先見力養成法 昭和37 高島陽 論争社 17.3ｃｍ
K-3-S335-48 一般図書 社会科学<330>経済 人を生かす事業 昭和33 堤康次郎 有紀書房 19ｃｍ
K-3-S335-49 一般図書 社会科学<330>経済 中教出版十年史 昭和28 中教出版社 21.6ｃｍ
K-3-S335-50 一般図書 社会科学<330>経済 人と人 経済を支えるもの 昭和33 山田宏 日本能率協 17.3ｃｍ
K-3-S336-51 一般図書 社会科学<330>経済 新しい商人 昭和33 小坂武雄 有紀書房 18.7ｃｍ

K-3-S336-198 一般図書 社会科学<330>経済 産業経済大観 第四版 昭和24 庄司一夫
国際総合通
信社

25.6ｃｍ

K-3-S345-52 一般図書 社会科学<340>財政 節税 納税者のための税金説法 昭和35 谷山治雄
東洋経済新
報社

18.2ｃｍ

K-3-S351-53 一般図書 社会科学<350>統計 日本人の国民性 昭和36
統計数理研究
所・国民性調
査委員会編

至誠堂 21.7ｃｍ
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K-3-S361-54 一般図書 社会科学<360>社会 日本における大家族制の研究 昭和34 玉城肇 刀江書院 21.4ｃｍ

K-3-S366-55 一般図書 社会科学<360>社会 中小企業団体組織法の解説 昭和33 川上為治
日本経済新
聞社

18.3ｃｍ

K-3-S366-56 一般図書 社会科学<360>社会 日本の賃金 （岩波新書） 昭和35 小島健司 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S367-57 一般図書 社会科学<360>社会 今日の女性たち 昭和34 石垣綾子 人文書院 18.7ｃｍ
K-3-S367-58 一般図書 社会科学<360>社会 日本の底辺 山陰農村婦人の生活 昭和33 溝上泰子 未来社 18.5ｃｍ
K-3-S368-59 一般図書 社会科学<360>社会 やくざ覚え書 昭和33 井出英雄 東都書房 18.7ｃｍ
K-3-S368-60 一般図書 社会科学<360>社会 賭 さいころからトトカルチョまで 昭和34 倉茂貞助 菊池出版 19.4ｃｍ
K-3-S372-61 一般図書 社会科学<370>教育 白石・諭吉 昭和34 羽仁五郎 岩波書店 18.2ｃｍ
K-3-S375-62 一般図書 社会科学<370>教育 小学国語読本と教壇 巻12 昭和13 芦田恵之助 同志同行社 21.8ｃｍ

K-3-S375-63 一般図書 社会科学<370>教育 教科書懇話会の歴史 戦後の教科書事情 昭和36 水谷三郎編
教科書懇話
会清算人

21.3ｃｍ

K-3-S375-64 一般図書 社会科学<370>教育 日本の教科書 （三一新書)） 昭和33 小田次郎 三一書房 17.4ｃｍ
K-3-S375-196 一般図書 社会科学<370>教育 錦宝庭訓往来 全 江府錦耕堂 25.4ｃｍ
K-3-S375-65 一般図書 社会科学<370>教育 母親の道徳 昭和34 古谷綱武 牧書店 18.7ｃｍ
K-3-S375-66 一般図書 社会科学<370>教育 日本人の社会形成 社会教育改造計画 昭和36 田代元弥 誠信書房 21.5ｃｍ

K-3-S380-67 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

風俗辞典 昭和33
森末義彰・日
野西資孝編

東京堂 18.6ｃｍ

K-3-S380-68 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学辞典 昭和8 中山太郎編 昭和書房 19.4ｃｍ

K-3-S380-69 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第1巻　悪の話題 昭和36 古川哲史編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-70 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第2巻　犠牲のひとびと 昭和37 和歌森太郎編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-71 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第3巻　漂泊の人生 昭和36 山本健吉編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-72 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第3巻　漂泊の人生 昭和36 山本健吉編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-73 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第4巻　愛情の周辺 昭和36 大間知篤三編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-74 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第4巻　愛情の周辺 昭和36 大間知篤三編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-75 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語 第5巻　秘められた世界 昭和37 関敬吾編 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S380-76 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 第1部　貧しき人々のむれ 昭和34 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ

K-3-S380-77 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 第2部　忘れられた土地 昭和35 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ

K-3-S380-78 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 第3部　鎖国の悲劇 昭和35 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ

K-3-S380-79 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 第4部　保障なき社会 昭和35 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ

K-3-S380-80 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 第5部　近代の暗黒 昭和35 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S380-81 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 現代篇1　引き裂かれた時代 昭和35 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ

K-3-S380-82 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本残酷物語 現代篇2　不幸な若者たち 昭和36 下中邦彦編 平凡社 19.3ｃｍ

K-3-S380-83 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第1巻 昭和33 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-84 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第2巻 昭和33 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-85 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第3巻 昭和33 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-86 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第4巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-87 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第5巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-88 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第6巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-89 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第7巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-90 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第8巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-91 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第9巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-92 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第10巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-93 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第11巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-94 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 第12巻 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-95 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 別巻第1巻　性風俗1総括篇 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-96 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 別巻第2巻　性風俗2生活篇 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-97 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 別巻第4巻　旅風俗1総合篇 昭和34 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-98 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

講座　日本風俗史 別巻第8巻　商業風俗 昭和35 雄山閣編 21.5ｃｍ

K-3-S380-99 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第1巻　神話伝説篇 昭和35 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-100 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第2巻　伝承説話篇 昭和33 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-101 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第3巻 昭和33 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-102 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第4巻 昭和34 平凡社編 21.5ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S380-103 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第5巻 昭和34 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-104 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第6巻 昭和33 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-105 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第7巻 昭和34 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-106 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第8巻 昭和34 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-107 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第9巻 昭和33 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-108 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第10巻 昭和34 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-109 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第11巻 昭和33 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-110 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第12巻 昭和34 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-111 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗学大系 第13巻 昭和35 平凡社編 21.5ｃｍ

K-3-S380-112 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第1巻 昭和34 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-113 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第2巻 昭和35 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-114 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第3巻 昭和35 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-115 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第4巻 昭和35 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-116 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第5巻 昭和35 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-117 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第6巻 昭和35 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-118 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第7巻 昭和36 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-119 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

図説　日本民俗学全集 第8巻 昭和36 藤沢衛彦著 あかね書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-120 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

総合日本民俗学語彙 第1巻 昭和30
民俗学研究所
編

平凡社 25.8ｃｍ

K-3-S380-121 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

総合日本民俗学語彙 第2巻 昭和30
民俗学研究所
編

平凡社 25.8ｃｍ

K-3-S380-122 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

総合日本民俗学語彙 第3巻 昭和30
民俗学研究所
編

平凡社 25.8ｃｍ

K-3-S380-123 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

総合日本民俗学語彙 第4巻 昭和31
民俗学研究所
編

平凡社 25.8ｃｍ

K-3-S380-124 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

総合日本民俗学語彙 第5巻 昭和31
民俗学研究所
編

平凡社 25.8ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S380-125 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

江戸の風俗 武家篇 昭和35 田村栄太郎 雄山閣 18.4ｃｍ

K-3-S380-126 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

江戸の風俗 町人篇 昭和35 田村栄太郎 雄山閣 18.4ｃｍ

K-3-S380-127 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

江戸の風俗 世直し 昭和35 田村栄太郎 雄山閣 18.4ｃｍ

K-3-S380-128 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第1巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-129 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第2巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-130 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第3巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-131 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第4巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-132 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第5巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-133 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第6巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-134 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第7巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-135 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第8巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-136 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第9巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-137 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第10巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-138 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第11巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-139 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第12巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-140 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第13巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-141 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第14巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-142 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第15巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-143 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第16巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-144 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第17巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-145 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第18巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-146 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第19巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S380-147 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第20巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-148 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第21巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-149 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第22巻 昭和37 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-150 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第23巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-151 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第24巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-152 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第25巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-153 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第26巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-154 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第27巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-155 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第28巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-156 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第29巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-157 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第30巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-158 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 第31巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-159 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 別巻第1巻 昭和38 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-160 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 別巻第2巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-161 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 別巻第3巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-162 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

定本　柳田国男集 別巻第4巻 昭和39 柳田国男 筑摩書房 22.3ｃｍ

K-3-S380-163 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

田の神 日本の稲作儀礼 昭和34 芳賀日出男 平凡社 25.2ｃｍ

K-3-S380-164 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

民俗 第3年第1集 大正4 郷土研究社編
15×
22.4ｃｍ

K-3-S380-165 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

民俗故事物語 昭和34 池田弥三郎
河出書房新
社

18.8ｃｍ

K-3-S380-166 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

京おんな 昭和34
京都新聞編集
局編

18.6ｃｍ

K-3-S380-167 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗図録 昭和30
民俗学研究所
編

朝日新聞社 25.8ｃｍ

K-3-S380-168 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

世界教養全集 第21巻 昭和36 柳田国男他編 平凡社 18.2ｃｍ
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K-3-S380-169 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

民俗民芸叢書1 風土と言葉 昭和33 宮良当壮 岩崎書店 18.7ｃｍ

K-3-S380-170 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

民俗民芸叢書2 昔話と笑話 昭和32 関敬吾 岩崎書店 18.7ｃｍ

K-3-S380-171 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人（毎日ライブラリー） 昭和32 柳田国男編 毎日新聞社 18.8ｃｍ

K-3-S380-172 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

海上の道 昭和36 柳田国男編 筑摩書房 22.4ｃｍ

K-3-S380-173 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

信州随筆 昭和11 柳田国男編 山村書院 19ｃｍ

K-3-S380-174 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

後狩詞記 明治42 柳田国男編 21.3ｃｍ

K-3-S380-197 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人物語5 秘められた世界 昭和37 関敬吾編 毎日新聞社 18.4ｃｍ

K-3-S382-175 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

山村小記 昭和17 向山雅重 山村書院 18ｃｍ

K-3-S382-176 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

大和の民俗 昭和34
近畿民俗学会
編

大和タイムス
社

20.9ｃｍ

K-3-S383-177 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本の民具 昭和33
日本常民文化
研究所編

角川書店 18.8ｃｍ

K-3-S383-178 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

風俗おんな往来 昭和35 太田三郎 新紀元社 21.5ｃｍ

K-3-S383-179 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本人のたべもの 昭和36 小幡弥太郎著
河出書房新
社

18.5ｃｍ

K-3-S383-180 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

食物食事史 昭和35 大塚力著 雄山閣 21.4ｃｍ

K-3-S384-181 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

南国のエロス 昭和33 原田種夫著 新潮社 17.2ｃｍ

K-3-S386-182 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

都市の祭と民俗 昭和36 宮本常一 慶友社 18.7ｃｍ

K-3-S387-183 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

尾西七福神めぐり 昭和33
森徳一郎　ＭＡ
ＩＲＯ会

18.3ｃｍ

K-3-S387-184 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本の憑きもの 俗信は今も生きている 昭和34 石塚尊俊 未来社 18.6ｃｍ

K-3-S387-185 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

現代の迷信 （現代教養文庫） 昭和36 今野圓輔
社会思潮研
究会出版部

15ｃｍ

K-3-S388-186 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

ことわざの研究 昭和7 藤井乙男 京都更正閣 19.3ｃｍ

K-3-S388-187 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

新説　ことわざ辞典 昭和34 大後美保 東京堂 18.6ｃｍ

K-3-S388-188 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

妖怪画談全集 日本篇（上） 昭和4 藤沢衛彦 中央美術社 19.1ｃｍ

K-3-S388-189 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本の民話 （毎日ライブラリー） 昭和35 木下順二編 毎日新聞社 18.8ｃｍ
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K-3-S388-190 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

信濃の民話 昭和33
信濃の民話編
集委員会編

未来社 21.5ｃｍ

K-3-S388-191 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

信濃伝説集 昭和18 村沢武夫 山村書院 18.4ｃｍ

K-3-S388-192 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本伝説の旅 （下）近畿・中国・四国・九州 昭和37 武田静澄
社会思潮研
究会

15ｃｍ

K-3-S388-193 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

伝説　老狐小牧山吉五郎 昭和6 津田応助 18.7ｃｍ

K-3-S389-194 一般図書
社会科学<380>風俗習慣
民俗学

日本民俗の源流 昭和35 水野祐 雄山閣 21.5ｃｍ

K-3-S391-195 一般図書 社会科学<390>国防　軍 泥と血の中 昭和34 赤尾純蔵 人文書院 18.8ｃｍ

K-3-S404-1 一般図書 自然科学<400>自然科学 21世紀からの報告 ソ連の科学は予言する 昭和34
Ｍ・ワシリエフ
金光不二夫訳

光文社 17.3ｃｍ

K-3-S450-2 一般図書
自然科学<450>地学　地
質学

鉱物和名辞典 昭和34
岡本要八郎・
木下亀城共著

風間書房 18.5ｃｍ

K-3-S454-3 一般図書
自然科学<450>地学　地
質学

木曽図幅地質説明書 明治45 農商務省編 東陽堂 22.4ｃｍ

K-3-S456-4 一般図書
自然科学<450>地学　地
質学

日本列島 （岩波新書） 昭和33
湊正雄・井尻
正二共著

岩波書店 17.3ｃｍ

K-3-S470-5 一般図書 自然科学<470>植物学 那須の植物 昭和37
生物学御研究
所編

三省堂 21.5ｃｍ

K-3-S480-6 一般図書 自然科学<480>動物学 原色日本野鳥生態図鑑 Ｖoｌ．1 昭和34 清棲幸保 保育社 26.1ｃｍ
K-3-S480-7 一般図書 自然科学<480>動物学 原色日本鳥類図鑑 昭和34 小林佳助 保育社 21.5ｃｍ
K-3-S482-8 一般図書 自然科学<480>動物学 天然記念物　鳥類篇 昭和35 内田清之助 創元社 18.7ｃｍ
K-3-S487-9 一般図書 自然科学<480>動物学 アユの話 （岩波新書） 昭和35 宮地伝三郎 岩波書店 17.3ｃｍ
K-3-S488-10 一般図書 自然科学<480>動物学 定本野鳥記1 野鳥と共に 昭和37 中西悟堂 春秋社 19.6ｃｍ
K-3-S488-11 一般図書 自然科学<480>動物学 定本野鳥記2 野鳥のすみか 昭和38 中西悟堂 春秋社 19.6ｃｍ
K-3-S488-12 一般図書 自然科学<480>動物学 定本野鳥記3 鳥を語る 昭和38 中西悟堂 春秋社 19.6ｃｍ
K-3-S488-13 一般図書 自然科学<480>動物学 定本野鳥記4 鳥山河 昭和38 中西悟堂 春秋社 19.6ｃｍ
K-3-S488-14 一般図書 自然科学<480>動物学 定本野鳥記5 人と鳥 昭和39 中西悟堂 春秋社 19.6ｃｍ
K-3-S488-15 一般図書 自然科学<480>動物学 定本野鳥記6 雲表 昭和39 中西悟堂 春秋社 19.6ｃｍ
K-3-S488-16 一般図書 自然科学<480>動物学 比律賓産鳥類 昭和4 蜂須賀正氏 日本鳥学会 22.1ｃｍ
K-3-S488-17 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　12・13 大正11 木下憲編 日本鳥学会 22.7ｃｍ
K-3-S488-18 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　16・17 大正13 木下憲編 日本鳥学会 22.4ｃｍ
K-3-S488-19 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　18 大正13 木下憲編 日本鳥学会 22.4ｃｍ
K-3-S488-20 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　19 大正14 木下憲編 日本鳥学会 22.7ｃｍ
K-3-S488-21 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　20 大正14 木下憲編 日本鳥学会 22.7ｃｍ
K-3-S488-22 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　21 大正15 木下憲編 日本鳥学会 22.5ｃｍ
K-3-S488-23 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　22 大正15 木下憲編 日本鳥学会 22.5ｃｍ
K-3-S488-24 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　26 昭和3 木下憲編 日本鳥学会 22.4ｃｍ
K-3-S488-25 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　27 昭和4 木下憲編 日本鳥学会 22.7ｃｍ
K-3-S488-26 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　28 昭和4 木下憲編 日本鳥学会 22.7ｃｍ
K-3-S488-27 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　29 昭和4 木下憲編 日本鳥学会 22.5ｃｍ
K-3-S488-28 一般図書 自然科学<480>動物学 雑誌　鳥　44 昭和12 木下憲編 日本鳥学会 22.5ｃｍ
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K-3-S488-39 一般図書 自然科学<480>動物学 日本鳥類生態学資料 昭和12 川口孫次郎 巣村書房 22.7ｃｍ

K-3-S490-29 一般図書 自然科学<490>医学 医学大辞書 （上） 明治41
医学大辞書編
集局編

同文館 26.3ｃｍ

K-3-S490-30 一般図書 自然科学<490>医学 医学大辞書 （下） 明治41
医学大辞書編
集局編

同文館 26.3ｃｍ

K-3-S490-31 一般図書 自然科学<490>医学 医学禅 肚と健康の原理 昭和33 長谷川卯三郎 創元社 18.8ｃｍ
K-3-S490-34 一般図書 自然科学<490>医学 寿命をのばす 美と健康の科学 昭和34 久茲直太郎 毎日新聞社 18.5ｃｍ
K-3-S498-32 一般図書 自然科学<490>医学 あなたも酒がやめられる 昭和34 徳川夢声 文芸春秋新 19.1ｃｍ
K-3-S498-35 一般図書 自然科学<490>医学 いつまでも若く 昭和37 緒方知三郎 毎日新聞社 18.3ｃｍ
K-3-S498-36 一般図書 自然科学<490>医学 酒を診断する 健康生活と酒 昭和33 田多井吉之介 創元社 17.3ｃｍ
K-3-S499-33 一般図書 自然科学<490>医学 タコの効用 昭和38 主婦の友社 17.3ｃｍ
K-3-S499-37 一般図書 自然科学<490>医学 新薬千一夜 昭和32 宮木高明 毎日新聞社 18.6ｃｍ
K-3-S499-40 一般図書 自然科学<490>医学 薬用植物の新療法 昭和7 薬草研究会 近代文芸社 19ｃｍ
K-3-S521-1 一般図書 工学<520>建築学 日本の民家 高山・白川 昭和33 ニ川幸夫カメラ 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S521-2 一般図書 工学<520>建築学 日本の民家 大和・河内 昭和32 ニ川幸夫カメラ 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S521-12 一般図書 工学<520>建築学 民家図集 第1集(山梨県) 昭和5 緑草会編 大塚工芸社 31.1ｃｍ
K-3-S528-3 一般図書 工学<520>建築学 我家の煖房 大正14 柳町政之助 大倉書店 19.3ｃｍ
K-3-S540-4 一般図書 工学<540>電気工学 電力の鬼 松永安左衛門喧嘩控 昭和33 宇佐美省吾 青蛙房 18.5ｃｍ
K-3-S575-5 一般図書 工学<570>科学工業 人造石油と原料石炭 昭和13 渡辺四郎 丸善 22.3ｃｍ
K-3-S576-6 一般図書 工学<570>科学工業 暮しの中のにおい 昭和34 小幡弥太郎 毎日新聞社 19.3ｃｍ

K-3-S596-7 一般図書
工学<590>家政学　生活
科学

酒のさかな 昭和33 林逸郎 東都書房 17.5ｃｍ

K-3-S596-8 一般図書
工学<590>家政学　生活
科学

舌の散歩 昭和35 小島政二郎 毎日新聞社 19.2ｃｍ

K-3-S596-9 一般図書
工学<590>家政学　生活
科学

酒の古典語典 昭和36 坂倉又吉 東峰書院 18.8ｃｍ

K-3-S596-10 一般図書
工学<590>家政学　生活
科学

食味 昭和33 多田鉄之助 東都書房 17.5ｃｍ

K-3-S598-11 一般図書
工学<590>家政学　生活
科学

家庭における実際的看護の秘訣 昭和4 築田多吉 南江堂書店 18.9ｃｍ

K-3-S602-1 一般図書 産業<600>産業 粉食文化のパイオニア (企業の現代史46) 昭和39
日本製粉福本
邦雄編

ﾌｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮ
ﾅﾙ･ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄ出版部

17.3ｃｍ

K-3-S602-2 一般図書 産業<600>産業 日本産業史大系6 (近畿地方) 昭和35
地方史研究協
議会編

東京大学出
版会

21.4ｃｍ

K-3-S608-3 一般図書 産業<600>産業 現代日本産業講座1 (近代産業の発達) 昭和34 有沢広巳編 岩波書店 21.5ｃｍ
K-3-S613-4 一般図書 産業<610>農業 土壌学 大正11 川瀬惣次郎 明文堂 22.9ｃｍ
K-3-S620-5 一般図書 産業<620>園芸 桜 第1号 大正7 桜の会編 22.7ｃｍ

K-3-S629-6 一般図書 産業<620>園芸 国立公園写真集 昭和11
岡田紅葉・山
田応水著

国立公園協
会

26.1ｃｍ

K-3-S650-7 一般図書 産業<650>林業 木曽式伐木運材法 昭和3 帝室林野局 21.3ｃｍ
K-3-S650-8 一般図書 産業<650>林業 木曽式伐木運材法 附図 昭和3 帝室林野局 21.3ｃｍ

K-3-S659-9 一般図書 産業<650>林業 狩猟地案内 大正14
日本旅行文化
協会編

鉄道省 14.7ｃｍ
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K-3-S670-10 一般図書 産業<670>商業 北浜盛衰記 昭和34 松永定一
東洋経済新
報社

18.9ｃｍ

K-3-S676-11 一般図書 産業<670>商業 木場の歴史 昭和34 古田好彰編
森林資源総
合対策協議

18.2ｃｍ

K-3-S702-1 一般図書 芸術<700>芸術美術 天平の地宝 昭和36 朝日新聞社編 30.2ｃｍ
K-3-S702-2 一般図書 芸術<700>芸術美術 中尊寺 昭和34 朝日新聞社編 30.3ｃｍ
K-3-S702-3 一般図書 芸術<700>芸術美術 禅と美術 昭和33 久松真一 墨美社 30.3ｃｍ

K-3-S702-4 一般図書 芸術<700>芸術美術 はにわ 昭和38 滝口宏
日本経済新
聞社

32ｃｍ

K-3-S702-5 一般図書 芸術<700>芸術美術 法隆寺 昭和35
村上治郎・上
野照夫

毎日新聞社 28.2ｃｍ

K-3-S702-6 一般図書 芸術<700>芸術美術 薬師寺 昭和35
坂本万七・町
田甲一

事業之日本
社

28.8ｃｍ

K-3-S702-7 一般図書 芸術<700>芸術美術 桂離宮 昭和34 島田貫一郎 岩崎書店 34.5ｃｍ
K-3-S702-8 一般図書 芸術<700>芸術美術 修学院離宮 昭和31 谷口吉郎 毎日新聞社 29.2ｃｍ
K-3-S702-9 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本の土偶 昭和34 竹内博 紀伊国屋書 28ｃｍ
K-3-S702-10 一般図書 芸術<700>芸術美術 図説　日本美術史 昭和32 田沢坦・大岡 岩波書店 28.4ｃｍ
K-3-S702-11 一般図書 芸術<700>芸術美術 南蛮美術 昭和33 西村貞 講談社 34.5ｃｍ
K-3-S702-12 一般図書 芸術<700>芸術美術 浄瑠璃寺 (日本の寺) 昭和34 大下正男 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S702-13 一般図書 芸術<700>芸術美術 薬師寺 (日本の寺) 昭和34 大下正男 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S702-14 一般図書 芸術<700>芸術美術 神護寺・高山寺 (日本の寺) 昭和33 大下正男 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S702-15 一般図書 芸術<700>芸術美術 東大寺 (日本の寺) 昭和33 大下正男 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S702-16 一般図書 芸術<700>芸術美術 中尊寺 (日本の寺) 昭和34 大下正男 美術出版社 35.4ｃｍ
K-3-S702-17 一般図書 芸術<700>芸術美術 本朝画人伝 二巻 昭和16 松村梢風 中央公論社 21.6ｃｍ
K-3-S702-18 一般図書 芸術<700>芸術美術 本朝画人伝 三巻 昭和16 松村梢風 中央公論社 21.6ｃｍ
K-3-S702-19 一般図書 芸術<700>芸術美術 本朝画人伝 四巻 昭和17 松村梢風 中央公論社 21.6ｃｍ
K-3-S702-20 一般図書 芸術<700>芸術美術 本朝画人伝 六巻 昭和18 松村梢風 中央公論社 21.6ｃｍ
K-3-S702-21 一般図書 芸術<700>芸術美術 渡辺崋山 昭和36 森銑三 創元社 18.8ｃｍ

K-3-S702-22 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本の芸術 伝統と近代 昭和33 南博
東洋経済新
聞社

18.8ｃｍ

K-3-S702-23 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術の恩人たち 昭和36 矢代幸雄 文芸春秋新 21ｃｍ
K-3-S702-24 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本の文様 昭和34 守田公夫 創元社 18.8ｃｍ

K-3-S702-25 一般図書 芸術<700>芸術美術 洞窟の美術 昭和35 木村重信
社会思想研
究会

15ｃｍ

K-3-S702-26 一般図書 芸術<700>芸術美術 関東古寺 昭和32 井上政治 角川書店 14.8ｃｍ
K-3-S702-27 一般図書 芸術<700>芸術美術 西本願寺 昭和36 納屋嘉治 淡交新社 21.5ｃｍ
K-3-S702-28 一般図書 芸術<700>芸術美術 古都の尼寺 昭和36 今東光 淡交新社 21.5ｃｍ
K-3-S702-29 一般図書 芸術<700>芸術美術 美の脇役 昭和36 産経新聞社編 淡交新社 21.5ｃｍ
K-3-S702-30 一般図書 芸術<700>芸術美術 東の大寺 昭和35 納屋嘉治 淡交新社 21.5ｃｍ

K-3-S702-31 一般図書 芸術<700>芸術美術 殷周青銅器と玉 昭和34 水野清一
日本経済新
聞社

32.4ｃｍ

K-3-S702-38 一般図書 芸術<700>芸術美術 美術館散歩 昭和35 村松寛 河原書店 18.6ｃｍ

K-3-S702-96 一般図書 芸術<700>芸術美術 室生寺 昭和30
土門拳写真・
北川桃雄文

美術出版社 35.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S703-32 一般図書 芸術<700>芸術美術 国立西洋美術館 (松方コレクション) 昭和34 土屋実 社会思想社 15ｃｍ
K-3-S703-33 一般図書 芸術<700>芸術美術 35　美術家名簿 昭和35 清水不濁 美術倶楽部 18.2ｃｍ
K-3-S703-34 一般図書 芸術<700>芸術美術 現代美術家名鑑 昭和28 清水不濁 美術倶楽部 18.2ｃｍ
K-3-S703-35 一般図書 芸術<700>芸術美術 本朝画家人名辞書 明治26 狩野寿信 朝日新聞社 23ｃｍ
K-3-S703-36 一般図書 芸術<700>芸術美術 エジプト美術5千年展 昭和38 新規矩男他編 朝日新聞社 22.7ｃｍ
K-3-S704-37 一般図書 芸術<700>芸術美術 にせものほんもの 昭和36 野間清六 朝日新聞社 18ｃｍ

K-3-S708-39 一般図書 芸術<700>芸術美術 平安鎌倉美術図録 昭和31
中部日本新聞
社編

26.2ｃｍ

K-3-S708-40 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第1巻 昭和35
谷口吉郎・服
部勝吉

講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-41 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第2巻 昭和34 野間清六 講談社 34.6ｃｍ
K-3-S708-42 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第3巻 昭和35 田中一松 講談社 34.6ｃｍ
K-3-S708-43 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第4巻 昭和35 谷信一 講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-44 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第5巻 昭和34
楢崎宗重・水
尾博

講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-45 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第6巻 昭和35 小山富士夫 講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-46 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第7巻 昭和36
岡田譲・溝口
三郎

講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-47 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第8巻 昭和35 山辺知行 講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-48 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第9巻 昭和36
蔵田蔵・前田
泰次

講談社 34.6ｃｍ

K-3-S708-49 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第10巻 昭和35 富永惣一 講談社 34.6ｃｍ
K-3-S708-50 一般図書 芸術<700>芸術美術 日本美術大系 第11巻 昭和36 矢代幸雄 講談社 34.6ｃｍ
K-3-S709-281 一般図書 芸術<700>芸術美術 正倉院宝物　中倉 昭和35 正倉院事務所 朝日新聞社 40.1ｃｍ

K-3-S710-51 一般図書 芸術<710>彫刻 中国の彫刻 昭和35 水野清一
日本経済新
聞社

32.5ｃｍ

K-3-S710-52 一般図書 芸術<710>彫刻 日本の彫刻 昭和35 今泉篤男 美術出版社 34ｃｍ
K-3-S714-53 一般図書 芸術<710>彫刻 石にたずねる 昭和33 沢野井信夫 創元社 21.4ｃｍ
K-3-S718-273 一般図書 芸術<710>彫刻 円空の彫刻 昭和36 滝口修造他 紀伊国屋書 30.4ｃｍ
K-3-S720-54 一般図書 芸術<720>絵画 画集　杉山寧 昭和34 藤本韶三 三彩社 35.2ｃｍ
K-3-S720-55 一般図書 芸術<720>絵画 墨絵奈良 昭和35 杉本健吉 角川書店 31.1ｃｍ
K-3-S720-274 一般図書 芸術<720>絵画 世界名画全集 別巻　広重東海道五十三次 昭和35 下中邦彦 平凡社 26ｃｍ
K-3-S720-275 一般図書 芸術<720>絵画 世界名画全集 別巻　北斎富嶽三十六景 昭和35 下中邦彦 平凡社 26ｃｍ
K-3-S720-276 一般図書 芸術<720>絵画 世界名画全集 別巻　木曽海道六十九次 昭和36 下中邦彦 平凡社 26ｃｍ
K-3-S720-277 一般図書 芸術<720>絵画 世界名画全集 別巻　歌麿の美人画 昭和35 下中邦彦 平凡社 26ｃｍ

K-3-S721-56 一般図書 芸術<720>絵画 蕪村 昭和33 鈴木進
日本経済新
聞社

32.5ｃｍ

K-3-S721-57 一般図書 芸術<720>絵画 光琳 昭和34 田中一松
日本経済新
聞社

32.5ｃｍ

K-3-S721-58 一般図書 芸術<720>絵画 宗達 昭和37 山根有三
日本経済新
聞社

32.5ｃｍ

K-3-S721-59 一般図書 芸術<720>絵画 放庵画集 昭和35 藤本韶三編 三彩社 30.4ｃｍ

K-3-S721-60 一般図書 芸術<720>絵画 江南画冊 昭和37 小杉放庵
中央公論美
術出版

28.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S721-61 一般図書 芸術<720>絵画 華山 昭和37 菅沼貞三編 東京中日新 30.3ｃｍ
K-3-S721-62 一般図書 芸術<720>絵画 墨絵の美 昭和34 中村渓男 明治書房 37.1ｃｍ

K-3-S721-63 一般図書 芸術<720>絵画 芋銭 昭和38 鈴木進編
日本経済新
聞社

32.3ｃｍ

K-3-S721-64 一般図書 芸術<720>絵画 鉄斎 昭和32 古田晁 筑摩書房 37ｃｍ

K-3-S721-278 一般図書 芸術<720>絵画 東海道分間絵図 上 昭和35 栗本和夫
中央公論美
術出版

36.9ｃｍ

K-3-S721-279 一般図書 芸術<720>絵画 大津絵図録 昭和35 田中豊太郎 三彩社 30.4ｃｍ
K-3-S721-66 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集1 源氏物語絵巻 昭和33 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-67 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集2 信貴山縁起絵巻 昭和33 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-68 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集3 鳥獣戯画 昭和34 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-69 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集4 伴大納言絵詞 昭和36 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-70 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集5 粉河寺縁起・吉備大臣入唐絵詞 昭和37 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-71 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集6 地獄草子・餓鬼草子・病草子 昭和35 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-72 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集7 華厳縁起 昭和34 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-73 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集8 北野天神縁起 昭和34 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-74 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集9 平冶物語絵巻・蒙古襲来絵巻 昭和39 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-75 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集10 一遍上人絵伝 昭和35 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-76 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集11 西行物語絵巻・当麻曼荼羅縁起 昭和33 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-77 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集12 紫式部日記絵巻・枕草子絵巻 昭和36 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-78 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集13 法然上人絵伝 昭和36 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-79 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集14 玄奘三蔵絵 昭和37 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-80 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集15 春日権現験記絵 昭和38 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-81 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集16 絵因果経 昭和39 角川書店編 37.3ｃｍ
K-3-S721-82 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵巻物全集17 附録　日本常民生活絵引き 昭和39 渋沢敬三編著 角川書店 25.7ｃｍ
K-3-S721-83 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵大家集成1 大蘇芳年 昭和8 城戸弥一郎篇 大鳳閣 26.8ｃｍ
K-3-S721-84 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵大家集成2 暁斎・貞秀 昭和8 城戸弥一郎篇 大鳳閣 26.8ｃｍ
K-3-S721-85 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵大家集成3 懐月堂派・宮川長春 昭和6 城戸弥一郎篇 大鳳閣 26.8ｃｍ
K-3-S721-86 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵大家集成7 一筆斎文調 昭和6 城戸弥一郎篇 大鳳閣 26.8ｃｍ
K-3-S721-87 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵大家集成18 廣重・清親 昭和6 城戸弥一郎篇 大鳳閣 26.8ｃｍ
K-3-S721-88 一般図書 芸術<720>絵画 絵巻の世界 奥平英男 昭和34 創元社 18.9ｃｍ
K-3-S721-89 一般図書 芸術<720>絵画 雪舟 (角川文庫) 昭和31 角川書店編 18.2ｃｍ
K-3-S721-90 一般図書 芸術<720>絵画 横山大観の芸術 昭和33 吉沢正 美術出版社 21.5ｃｍ
K-3-S721-91 一般図書 芸術<720>絵画 雪舟等楊論 昭和36 蓮実重康 筑摩書房 21.6ｃｍ
K-3-S721-92 一般図書 芸術<720>絵画 日本絵画史の展望 昭和33 田中一松 美術出版社 21.6ｃｍ

K-3-S721-282 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画1 歌麿 昭和38
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ

K-3-S721-283 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画2 北斎 昭和38
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ

K-3-S721-284 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画3 春信 昭和38
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ

K-3-S721-285 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画4 廣重 昭和39
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S721-286 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画5 清長 昭和39
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ

K-3-S721-287 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画6 写楽 昭和39
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ

K-3-S721-288 一般図書 芸術<720>絵画 浮世絵版画7 杉村 昭和39
渋井清・菊池
貞夫

集英社 46.5ｃｍ

K-3-S721-289 一般図書 芸術<720>絵画 廣重東海道五十三次 (49枚) 無記載
高見沢忠雄浮
世絵研究所

中央公論美
術出版

33×
47ｃｍ

K-3-S721-290 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜1 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-291 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜2 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-292 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜3 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-293 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜4 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-294 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜5 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-295 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜6 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-296 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜7 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-297 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜8 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-298 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜9 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-299 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜10 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-300 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜11 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-301 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜12 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-302 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜13 昭和32 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-303 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜14 昭和33 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-304 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜15 昭和33 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-305 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜16 昭和33 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-306 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜17 昭和33 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-307 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜18 昭和33 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S721-308 一般図書 芸術<720>絵画 池大雅畫譜19 昭和33 小杉放庵他
中央公論美
術出版

45ｃｍ

K-3-S721-309 一般図書 芸術<720>絵画 雑誌　南畫研究　 池大雅特集 昭和32 栗本和夫
中央公論美
術出版

25.7ｃｍ

K-3-S723-93 一般図書 芸術<720>絵画 MUSEE DU LOUVRE (画集) 無記載
HENRI VERNE
LOVIS

24.8ｃｍ

K-3-S723-65 一般図書 芸術<720>絵画 大東亜戦争画 昭和17 堂本印象 東丘社
29.2×
42.1ｃｍ

K-3-S723-95 一般図書 芸術<720>絵画 東京繁昌記 昭和34 木村荘八 演劇出版社 32.6ｃｍ

K-3-S723-97 一般図書 芸術<720>絵画 雙軒庵美術集成図録 昭和8 外狩素心庵編
九州電気軌
道KK

31ｃｍ

K-3-S723-98 一般図書 芸術<720>絵画 雙軒庵美術集成図録   続 昭和8 外狩素心庵編
九州電気軌
道KK

31ｃｍ

K-3-S724-94 一般図書 芸術<720>絵画 則正洋画講義 (雑誌) 大正1 田口鏡次郎 日本美術学 21.8ｃｍ
K-3-S727-99 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集1 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-100 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集2 昭和3 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-101 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集3 昭和5 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-102 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集4 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-103 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集5 昭和3 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-104 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集6 昭和3 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-105 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集7 昭和5 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-106 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集8 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-107 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集9 昭和3 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-108 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集10 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-109 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集11 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-110 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集12 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-111 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集13 昭和3 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-112 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集14 昭和5 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-113 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集15 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-114 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集16 昭和3 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-115 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集17 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-116 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集18 昭和5 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-117 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集19 昭和4 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-118 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集20 昭和5 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S727-119 一般図書 芸術<720>絵画 現代商業美術全集21 昭和5 北原義男 アルス 26.3ｃｍ
K-3-S728-120 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 倭漢朗詠集1 昭和33 尾上柴舟 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-121 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 倭漢朗詠集2 昭和33 尾上柴舟 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-122 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 倭漢朗詠集3 昭和33 尾上柴舟 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-123 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 万葉古筆集 昭和33 佐々木信綱 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-124 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 書状集 昭和33 岩橋小弥太 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-125 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 続書状集 昭和33 岩橋小弥太 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-126 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 古文書集 昭和33 伊木寿一 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-127 一般図書 芸術<720>絵画 日本名筆全集 短冊集 昭和34 佐々木信綱 雄山閣 29.7ｃｍ
K-3-S728-128 一般図書 芸術<720>絵画 孔子廟堂碑 昭和34 虞世南 二玄社 35.3ｃｍ
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K-3-S728-129 一般図書 芸術<720>絵画 日本の書 昭和36 飯島春敬 書芸文化院 26.4ｃｍ
K-3-S728-130 一般図書 芸術<720>絵画 読画4000年 支那象形文字の美 昭和34 菊池貞二 創元社 21.5ｃｍ
K-3-S728-131 一般図書 芸術<720>絵画 支那の書道 昭和16 西川寧 興文社 18.7ｃｍ
K-3-S728-133 一般図書 芸術<720>絵画 書道美学 (書教育の原理) 昭和33 佐々木雄渾 有明書房 18.5ｃｍ
K-3-S728-134 一般図書 芸術<720>絵画 臨書研究 (上) 昭和17 上田桑鳩 興文社 18.7ｃｍ
K-3-S728-135 一般図書 芸術<720>絵画 臨書研究 (下) 昭和17 上田桑鳩 興文社 18.7ｃｍ
K-3-S728-136 一般図書 芸術<720>絵画 良寛 昭和35 安田靭彦監修 筑摩書房 37.1ｃｍ

K-3-S728-137 一般図書 芸術<720>絵画 高村光太郎書 昭和34
奥平英雄・北
川太一編

二玄社 38.3ｃｍ

K-3-S728-138 一般図書 芸術<720>絵画 三十六人集 昭和35 田中親美
日本経済新
聞社

32.5ｃｍ

K-3-S728-147 一般図書 芸術<720>絵画 聖碑教育勅語法帖 昭和13 秋山白厳 秋山書塾 42.3ｃｍ

K-3-S730-139 一般図書 芸術<730>版画 北斎　富嶽三十六景 昭和34
チャールス・
テーリ著

文元社 22.8ｃｍ

K-3-S730-140 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第1巻　古代版画 昭和36 石田守作 講談社 34.7ｃｍ
K-3-S730-141 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第2巻　浮世絵1 昭和36 林家辰三郎 講談社 34.7ｃｍ
K-3-S730-142 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第7巻　現代版画1 昭和37 小野忠重 講談社 34.7ｃｍ
K-3-S730-143 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第4巻　浮世絵3 昭和35 渋井清 講談社 34.7ｃｍ
K-3-S730-144 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第5巻　浮世絵4 昭和35 楢崎宗重 講談社 34.7ｃｍ

K-3-S730-145 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第6巻　民俗版画 昭和36
西村貞・藤沢
衛彦

講談社 34.7ｃｍ

K-3-S730-146 一般図書 芸術<730>版画 日本版画美術全集 第8巻　現代版画 昭和35 河北倫明 講談社 34.7ｃｍ
K-3-S730-264 一般図書 芸術<730>版画 棟方志功板画 昭和33 柳宗悦編 筑摩書房 30.5ｃｍ
K-3-S730-265 一般図書 芸術<730>版画 日本版画便覧 (日本版画美術全集別巻) 昭和37 鈴木重三 講談社 29.6ｃｍ
K-3-S748-132 一般図書 芸術<740>写真 ´59アサヒカメラ年鑑 昭和34 伴俊彦編 朝日新聞社 28.3ｃｍ
K-3-S748-148 一般図書 芸術<740>写真 ´61アサヒカメラ年鑑 昭和36 朝日新聞社編 28.7ｃｍ
K-3-S748-149 一般図書 芸術<740>写真 白サギ 昭和36 田中徳太郎 東京中日新 26.3ｃｍ
K-3-S748-150 一般図書 芸術<740>写真 写真集　詩のふるさと 昭和33 浜谷浩 中央公論社 30.5ｃｍ
K-3-S748-151 一般図書 芸術<740>写真 ある日ある所 昭和33 石本泰博 朋文堂 28.6ｃｍ
K-3-S748-280 一般図書 芸術<740>写真 動物家族 昭和34 渡辺四郎 創元社 25.1ｃｍ

K-3-S749-152 一般図書 芸術<740>写真 印刷の技術 大正10
印刷文化展覧
会協賛会編

印刷局内朝
陽会

22.7ｃｍ

K-3-S749-153 一般図書 芸術<740>写真 本邦活版開拓者の苦心 昭和9 津田伊三郎編 津田三省堂 18.8ｃｍ
K-3-S750-154 一般図書 芸術<750>工芸 新編　日本人形史 昭和36 山田徳兵衛 角川書店 21.5ｃｍ
K-3-S750-155 一般図書 芸術<750>工芸 現代日本民芸展覧会 昭和10 日本民芸協会 角川書店 21.7ｃｍ

K-3-S751-156 一般図書 芸術<750>工芸 中国名陶百選 昭和35 小山冨士夫編
日本経済新
聞社

32.4ｃｍ

K-3-S751-157 一般図書 芸術<750>工芸 常滑陶器誌 明治45 瀧田貞一 常滑町青年 22ｃｍ

K-3-S757-158 一般図書 芸術<750>工芸 カット図案集 昭和7
創作図案刊行
会編

太陽社 27ｃｍ

K-3-S760-159 一般図書 芸術<760>音楽 さくそほーぬ実科大全書 不明 不明 23.4ｃｍ
K-3-S768-160 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本精解 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-161 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 西王母・道明寺・経政・箙・巴 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-162 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 寝覚・江野島・代主・久世戸・逆矛 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
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K-3-S768-163 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 嵐山・正尊・巻絹・花月・鍾馗 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-164 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 難波・兼平・千手・卒都婆小町・紅葉狩 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-165 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 高砂・田村・江口・班女・鵜飼 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-166 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 項羽・橋弁慶・熊坂・小督・野守 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-167 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 白楽天・実盛・楊貴妃・玉葛・融 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-168 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 老松・頼政・井筒・三井寺・天鼓 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-169 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 住吉詣・谷行・半蔀・禅師曽我・車僧 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-170 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 張良・羅生門・鉄輪・藍染川・雲雀山 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-171 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 養老・清経・采女・通小町・小袖曽我 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-172 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 竹生島・朝長・姨捨・柏崎・阿漕 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-173 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 鶴亀・和布刈・大社・東方朔・春栄 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-174 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 志賀・鵺・大原御幸・梅枝・誓願寺 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ

K-3-S768-175 一般図書 芸術<760>音楽
観世流謡曲正本 吉野天人・大仏供養・忠信・烏帽子折・
大瓶猩々

昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ

K-3-S768-176 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 蟻通・忠度・熊野・遊行柳・藤戸 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-177 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 第六天・土蜘蛛・舎利・小鍛冶・石橋 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-178 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 合浦・生田敦盛・草紙洗小町・六浦・松 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-179 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 玉井・景清・杜若・二人静・安達原 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-180 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 賀茂・俊寛・松風・西行桜・浮舟 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-181 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 海士・鞍馬天狗・定家・咸陽宮・東岸居 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-182 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 金札・大江山・岩舟・知章・俊成忠度 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-183 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 戀重荷・碪・鷺・望月 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-184 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 呉服・八島・鸚鵡小町・葛城・當麻 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-185 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 七騎落・弱法師・絃上 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-186 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 淡路・放下僧・吉野静・籠太鼓・錦戸 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-187 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 春日龍神・船橋・源氏供養・花筐・富士 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-188 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 龍田・夜討曽我・夕顔・隅田川・雲林院 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-189 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 室君・碇潜・身延・枕慈童・飛雲 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-190 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 皇帝・通盛・檜垣・桜川・山姥 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-191 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 放生川・須磨源氏・胡蝶・松虫・一角仙 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-192 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 氷室・善界・芭蕉・百萬・舟弁慶 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-193 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 雨月・土車・摂待・国栖・雷電 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-194 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 三笑・鳥追舟・藤・水無月祓・歌占 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-195 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 白髭・盛久・佛原・善知鳥・小塩 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-196 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 三輪・安宅・東北・蝉丸・猩々 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-197 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 右近・女郎花・関寺小町・自然居士・大 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-198 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 弓八幡・鉢木・羽衣・道成寺・龍虎 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ

K-3-S768-199 一般図書 芸術<760>音楽
観世流謡曲正本 神歌・楠露・笛之巻・木曽・梅・仲光・高
野・物狂・菊慈童・大典

昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ

K-3-S768-200 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 邯鄲・殺生石・野宮・錦木・唐船 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-201 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 芦刈・敦盛・木賊・葵上・輪蔵 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-202 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲正本 絵馬・現在七面・昭君 昭和5 24世観世元滋 桧書店 23.3ｃｍ
K-3-S768-203 一般図書 芸術<760>音楽 観世流謡曲 観世織部 明治41 吉川弘文館 15.7ｃｍ
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K-3-S768-204 一般図書 芸術<760>音楽 壱越調 不明
13.5×
19.8ｃｍ

K-3-S770-205 一般図書 芸術<770>演劇 異国遍路旅芸人始末書 昭和34 宮岡謙二 修道社 19ｃｍ
K-3-S786-206 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 登山者畑野進作品集 昭和34 畑野進 ニ玄社 26.3ｃｍ
K-3-S786-207 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山のＡＢＣ 昭和34 尾崎喜八他編 創文社 26.3ｃｍ
K-3-S786-208 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山狂 昭和34 春日俊吉 池田書店 17.9ｃｍ
K-3-S786-209 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座1 昭和10 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-210 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座2 昭和10 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-211 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座3 昭和11 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-212 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座4 昭和11 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-213 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座5 昭和11 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-214 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座6 昭和11 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-215 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座7 昭和11 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-216 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 山岳講座8 昭和11 高橋健治他編 共立社 22.3ｃｍ
K-3-S786-217 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第8年第2号） 大正2 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.2ｃｍ
K-3-S786-218 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第11年第3号） 大正6 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.3ｃｍ
K-3-S786-219 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第13年第2号） 大正8 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24ｃｍ
K-3-S786-220 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第16年第1号） 大正10 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.8ｃｍ
K-3-S786-221 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第16年第2号） 大正10 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.6ｃｍ
K-3-S786-222 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第16年第3号） 大正12 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.3ｃｍ
K-3-S786-223 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第17年第2号） 大正13 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24ｃｍ
K-3-S786-224 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第18年第3号） 大正14 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.7ｃｍ
K-3-S786-225 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第19年第1号） 大正14 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.4ｃｍ
K-3-S786-226 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第19年第2号） 大正14 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.3ｃｍ
K-3-S786-227 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第20年第1号） 大正15 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.4ｃｍ
K-3-S786-228 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第20年第2号） 大正15 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.9ｃｍ
K-3-S786-229 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第20年第3号） 昭和2 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.1ｃｍ
K-3-S786-230 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第21年第1号） 昭和2 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.1ｃｍ
K-3-S786-231 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第21年第2号） 昭和2 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.6ｃｍ
K-3-S786-232 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第21年第3号） 昭和2 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.5ｃｍ
K-3-S786-233 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第22年第1号） 昭和2 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24ｃｍ
K-3-S786-234 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第22年第2号） 昭和3 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.5ｃｍ
K-3-S786-235 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第22年第3号） 昭和3 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.7ｃｍ
K-3-S786-236 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第23年第1号） 昭和3 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.1ｃｍ
K-3-S786-237 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第23年第2号） 昭和4 高頭仁兵衛編 日本山岳会 24.2ｃｍ
K-3-S786-238 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第24年第1号） 昭和4 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.3ｃｍ
K-3-S786-239 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第24年第2号） 昭和4 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.2ｃｍ
K-3-S786-240 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第24年第3号） 昭和4 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.2ｃｍ
K-3-S786-241 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第26年第3号） 昭和6 高頭仁兵衛編 日本山岳会 23.1ｃｍ
K-3-S786-242 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第28年第1号） 昭和8 黒田孝雄編 日本山岳会 23.5ｃｍ
K-3-S786-243 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第31年第2号） 昭和11 松方三郎編 日本山岳会 23ｃｍ
K-3-S786-244 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第32年第1号） 昭和12 黒田孝雄編 日本山岳会 23.4ｃｍ
K-3-S786-245 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第44年第1号） 小島烏水記念号 昭和24 望月達夫編 日本山岳会 21.8ｃｍ
K-3-S786-246 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第45年） 昭和25 望月達夫編 日本山岳会 20.9ｃｍ
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K-3-S786-247 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第48年） 昭和28 望月達夫編 日本山岳会 21.6ｃｍ
K-3-S786-248 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第49年） 昭和29 交野武一編 日本山岳会 21.6ｃｍ
K-3-S786-249 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第50年） 昭和32 交野武一編 日本山岳会 21.6ｃｍ
K-3-S786-250 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第51年） 昭和33 山崎安治編 日本山岳会 21.7ｃｍ
K-3-S786-251 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第52年） 昭和33 山崎安治編 日本山岳会 21.5ｃｍ
K-3-S786-252 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第53年） 昭和34 望月達夫編 日本山岳会 21.6ｃｍ
K-3-S786-253 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第54年） 昭和34 望月達夫編 日本山岳会 21.7ｃｍ
K-3-S786-254 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第55年） 昭和35 望月達夫編 日本山岳会 21.8ｃｍ
K-3-S786-255 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第56年） 昭和36 望月達夫編 日本山岳会 21.7ｃｍ
K-3-S786-256 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第57年） 昭和37 望月達夫編 日本山岳会 21.7ｃｍ
K-3-S786-257 一般図書 芸術<780>スポ―ツ　体育 雑誌　山岳（第58年） 昭和38 望月達夫編 日本山岳会 21.8ｃｍ
K-3-S791-258 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 茶室 設計詳図とその実際 昭和34 千宗室他編著 淡交新社 30.1ｃｍ
K-3-S791-259 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 私のお茶 昭和33 藤原銀次郎 講談社 21.6ｃｍ
K-3-S791-260 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 茶道太平記 昭和34 原田伴彦 淡交新社 18.8ｃｍ
K-3-S791-261 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 茶と美 （柳宗悦選集第6巻） 昭和30 柳宗悦 春秋社 18.7ｃｍ
K-3-S791-262 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 茶の改革 昭和33 柳宗悦 春秋社 18.6ｃｍ

K-3-S791-266 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 図説　茶道大系1 茶の美学 昭和38
谷川徹三・古
田紹欽

角川書店 30.5ｃｍ

K-3-S791-267 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 図説　茶道大系2 茶の文化史 昭和37
芳賀幸四郎・
西川松之助

角川書店 30.5ｃｍ

K-3-S791-268 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 図説　茶道大系3 茶会と点前 昭和39
林屋辰三郎・
永島福太郎

角川書店 30.5ｃｍ

K-3-S791-269 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 図説　茶道大系4 茶の建築と庭 昭和37
堀口捨己・稲
葉栄三

角川書店 30.5ｃｍ

K-3-S791-270 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 図説　茶道大系5 茶の美術と工芸 昭和39
野間清六・小
山冨士夫

角川書店 30.5ｃｍ

K-3-S791-271 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 図説　茶道大系6 茶に生きた人（上） 昭和38 桑田忠親 角川書店 30.5ｃｍ
K-3-S791-272 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 表千家　茶の湯 昭和37 千宗左 主婦の友社 21.3ｃｍ
K-3-S793-263 一般図書 芸術<790>諸芸　娯楽 華道桐山全集 第一部 昭和11 桐山明光 桐山会 23.6ｃｍ
K-3-S801-1 一般図書 言語<800>言語 標準語引分類方言辞典 昭和34 東條操編 東京堂 18.7ｃｍ
K-3-S801-2 一般図書 言語<800>言語 方言学辞典 第1巻　概説 昭和36 遠藤嘉基他編 東京堂 18.6ｃｍ
K-3-S810-3 一般図書 言語<8１0>日本語 生きたコトバ・街の言語学 昭和33 大久保忠利 春秋社 18.7ｃｍ
K-3-S810-4 一般図書 言語<8１0>日本語 日本の敬語 昭和34 金田一京助 角川書店 17.3ｃｍ

K-3-S813-5 一般図書 言語<810>日本語 類語辞典 昭和32
広田栄四郎・
鈴木棠三編

東京堂 18.9ｃｍ

K-3-S813-6 一般図書 言語<810>日本語 広辞苑 昭和30 新村出 岩波書店 21.5ｃｍ

K-3-S813-7 一般図書 言語<810>日本語 大日本国語辞典 あーき 大正10
上田万年・松
井簡冶共著

冨山房 26.4ｃｍ

K-3-S813-8 一般図書 言語<810>日本語 大日本国語辞典 くーし 大正10
上田万年・松
井簡冶共著

冨山房 26.4ｃｍ

K-3-S813-9 一般図書 言語<810>日本語 大日本国語辞典 すーな 大正10
上田万年・松
井簡冶共著

冨山房 26.4ｃｍ

K-3-S813-10 一般図書 言語<810>日本語 大日本国語辞典 にーん 大正9
上田万年・松
井簡冶共著

冨山房 26.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S813-12 一般図書 言語<810>日本語 大日本辞典　言泉 大正11 落合直文 大倉書店 27.1ｃｍ
K-3-S813-13 一般図書 言語<810>日本語 新訂　大言海　 全 昭和31 大槻文彦 冨山房 26.9ｃｍ
K-3-S813-14 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典1 昭和30 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-15 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典2 昭和31 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-16 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典3 昭和31 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-17 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典4 昭和32 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-18 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典5 昭和32 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-19 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典6 昭和32 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-20 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典7 昭和33 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-21 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典8 昭和33 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-22 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典9 昭和33 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-23 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典10 昭和34 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-24 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典11 昭和34 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-25 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典12 昭和34 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-26 一般図書 言語<810>日本語 大漢和辞典 索引 昭和35 諸橋轍次著 大修館 26.4ｃｍ
K-3-S813-27 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第1巻 昭和9 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-28 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第2巻 昭和9 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-29 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第3巻 昭和9 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-30 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第4巻 昭和9 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-31 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第5巻 昭和9 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-32 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第6巻 昭和9 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-33 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第7巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-34 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第8巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-35 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第9巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-36 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第10巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-37 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第11巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-38 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第12巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-39 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第13巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-40 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第14巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-41 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第15巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-42 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第16巻 昭和10 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-43 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第17巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-44 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第18巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-45 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第19巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-46 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第20巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-47 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第26巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-48 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第22巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-49 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第23巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-50 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第24巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S813-51 一般図書 言語<810>日本語 大辞典 第25巻 昭和11 下中邦彦編 平凡社 26.7ｃｍ
K-3-S814-52 一般図書 言語<810>日本語 日本故事物語1 昭和36 池田弥三郎 河出書房新 18.8ｃｍ
K-3-S814-53 一般図書 言語<810>日本語 日本故事物語2 昭和34 池田弥三郎 河出書房新 18.8ｃｍ
K-3-S818-54 一般図書 言語<810>日本語 方言学の話 昭和32 東條操 明治書院 21.5ｃｍ
K-3-S818-55 一般図書 言語<810>日本語 方言学の旅 昭和35 柴田武編 筑摩書房 23.3ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S818-57 一般図書 言語<810>日本語 英文法概要 昭和31 河合茂 開隆堂 21.5ｃｍ
K-3-S818-58 一般図書 言語<810>日本語 実用英文典 昭和30 斎藤秀三郎 開隆堂 18ｃｍ

K-3-S818-60 一般図書 言語<810>日本語 方言採集簿 明治37 文部省 日本書籍
10.9×
14.9ｃｍ

K-3-S833-59 一般図書 言語<830>英語 ENGLISH AND JAPANESE DICTIONARY 明治5 小林新兵衛
15×
21.5ｃｍ

K-3-S901-1 一般図書 文学<900>文学 アイヌ叙事詩 ユーカラ集1 昭和34
金城まつ筆録
金田一京助訳
注

三省堂 21.5cm

K-3-S901-2 一般図書 文学<900>文学 アイヌ叙事詩 ユーカラ集2 昭和36
金城まつ筆録
金田一京助訳
注

三省堂 21.5cm

K-3-S901-3 一般図書 文学<900>文学 アイヌ叙事詩 ユーカラ集3 昭和38
金城まつ筆録
金田一京助訳
注

三省堂 21.5cm

K-3-S901-4 一般図書 文学<900>文学 はだか源氏 昭和34 池田弥三郎 講談社 17.2cm
K-3-S910-5 一般図書 文学<9１0>日本文学 木曽馬籠 昭和33 菊池重三郎 小山書店新 18.8cm
K-3-S910-6 一般図書 文学<9１0>日本文学 仏教文学集 (古典日本文学全集） 昭和36 筑摩書房編 22.4cm
K-3-S910-7 一般図書 文学<910>日本文学 東光金蘭帖 昭和34 今東光 中央公論社 19.7cm
K-3-S910-8 一般図書 文学<910>日本文学 与謝蕪村集 (日本古典全書） 昭和32 頴原退蔵校注 朝日新聞社 18.6cm
K-3-S910-10 一般図書 文学<910>日本文学 芭蕉句集 (日本古典全書） 昭和33 頴原退蔵校注 朝日新聞社 18.6cm
K-3-S910-11 一般図書 文学<910>日本文学 小林一茶集 (日本古典全書） 昭和33 伊藤正雄校注 朝日新聞社 18.6cm
K-3-S911-12 一般図書 文学<910>日本文学 明治天皇御集 (全) 大正11 宮内省編 文部省 21.8cm

K-3-S911-13 一般図書 文学<910>日本文学 万葉集代匠記 明治36 木村正辞校訂
早稲田大学
出版部

22.3cm

K-3-S911-14 一般図書 文学<910>日本文学 幕末勤皇歌人集 昭和19 文部省教学局 14.6cm

K-3-S911-15 一般図書 文学<910>日本文学 一宮初期切支丹文献　森吐句集 昭和33 森徳一郎
一宮市青年
史談会

13.4×
18.2ｃｍ

K-3-S911-17 一般図書 文学<910>日本文学 続椿華集 大正6
中尾充夫編
中尾肇

23.4ｃｍ

K-3-S911-18 一般図書 文学<910>日本文学 蕪村句集講義　 冬の部 明治38 高浜清編著 18.7ｃｍ
K-3-S911-19 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第1巻 明治37 塩井正男 明治書院 22.5ｃｍ
K-3-S911-20 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第2巻 明治40 塩井正男 明治書院 22.4cm
K-3-S911-21 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第3巻 明治41 塩井正男 明治書院 22.4cm
K-3-S911-22 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第4巻 明治37 塩井正男 明治書院 22.4cm
K-3-S911-231 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第5巻 明治40 塩井正男 明治書院 22.4cm
K-3-S911-23 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第6巻 明治40 塩井正男 明治書院 22.4cm
K-3-S911-24 一般図書 文学<910>日本文学 新古今集詳解 第7巻 明治41 塩井正男 明治書院 22.4cm
K-3-S911-25 一般図書 文学<910>日本文学 良寛全集 （上） 昭和34 東郷豊治編著 創元社 21.5cm
K-3-S911-26 一般図書 文学<910>日本文学 良寛全集 （下） 昭和34 東郷豊治編著 創元社 21.5cm
K-3-S911-27 一般図書 文学<910>日本文学 狂歌早案集 昭和11 富田新之助編 24.5ｃｍ
K-3-S913-28 一般図書 文学<910>日本文学 美貌の歴史 昭和34 有馬頼義 光文社 19.4ｃｍ
K-3-S913-29 一般図書 文学<910>日本文学 裏通り紳士 昭和33 江崎誠致 筑摩書房 18.6cm
K-3-S913-30 一般図書 文学<910>日本文学 東京の土 昭和34 円地文子 文芸春秋新 19.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S913-31 一般図書 文学<910>日本文学 秋のめざめ 昭和33 円地文子 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-32 一般図書 文学<910>日本文学 薄明のひと 昭和34 円地文子 角川書店 19.5ｃｍ
K-3-S913-33 一般図書 文学<910>日本文学 楢山節考 昭和32 深沢七郎 中央公論社 19.4ｃｍ
K-3-S913-34 一般図書 文学<910>日本文学 三日三月三年 昭和34 源氏鶏太 光文社 19.5ｃｍ
K-3-S913-35 一般図書 文学<910>日本文学 新・三等重役 昭和34 源氏鶏太 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-36 一般図書 文学<910>日本文学 万年太郎 昭和34 源氏鶏太 講談社 19.4ｃｍ
K-3-S913-37 一般図書 文学<910>日本文学 非常の庭 昭和32 樋口茂子 三一書房 18.5ｃｍ
K-3-S913-38 一般図書 文学<910>日本文学 挽歌 昭和32 原田康子 東都書房 17.2cm
K-3-S913-39 一般図書 文学<910>日本文学 変身 昭和34 伊神照 第九書房 18.4ｃｍ
K-3-S913-40 一般図書 文学<910>日本文学 敦煌 昭和35 井上靖 講談社 19.3ｃｍ
K-3-S913-41 一般図書 文学<910>日本文学 男の掟 昭和34 石原慎太郎 角川書店 19.5ｃｍ
K-3-S913-42 一般図書 文学<910>日本文学 太陽の季節 昭和32 石原慎太郎 新潮社 19.6ｃｍ

K-3-S913-43 一般図書 文学<910>日本文学 御伽草子・仮名草子 昭和38
古市貞次・野
間光辰編

角川書店 19.5ｃｍ

K-3-S913-44 一般図書 文学<910>日本文学 火のごとく風のこ゛とく 解放への道 昭和33 鹿地亘 講談社 19.4ｃｍ
K-3-S913-45 一般図書 文学<910>日本文学 平將門 上巻 昭和35 海音寺潮五郎 弥生書房 22.5ｃｍ
K-3-S913-46 一般図書 文学<910>日本文学 平將門 中巻 昭和35 海音寺潮五郎 弥生書房 22.5ｃｍ
K-3-S913-47 一般図書 文学<910>日本文学 平將門 下巻 昭和35 海音寺潮五郎 弥生書房 22.5ｃｍ
K-3-S913-48 一般図書 文学<910>日本文学 入社試験 (河出新書) 昭和30 上林暁 河出書房 17.3ｃｍ
K-3-S913-49 一般図書 文学<910>日本文学 火の祈り 昭和34 北原武夫 講談社 19.5ｃｍ
K-3-S913-50 一般図書 文学<910>日本文学 幸田文集 (新選現代日本文学全集) 昭和35 幸田文 筑摩書房 22.4cm
K-3-S913-51 一般図書 文学<910>日本文学 悪妻 昭和33 今東光 中央公論社 19.4ｃｍ
K-3-S913-52 一般図書 文学<910>日本文学 悪名 昭和36 今東光 新潮社 21ｃｍ
K-3-S913-53 一般図書 文学<910>日本文学 こつまなんきん 昭和35 今東光 講談社 19.3ｃｍ
K-3-S913-54 一般図書 文学<910>日本文学 河内風土記 昭和35 今東光 新潮社 19.7cm
K-3-S913-55 一般図書 文学<910>日本文学 今東光集 (現代長編小説全集) 昭和34 今東光 講談社 18.8cm
K-3-S913-56 一般図書 文学<910>日本文学 春泥尼抄 昭和33 今東光 講談社 21.5cm
K-3-S913-57 一般図書 文学<910>日本文学 雪の喪章 昭和34 水戸光子 東都書房 19.2ｃｍ
K-3-S913-58 一般図書 文学<910>日本文学 中山七里 昭和35 中山義秀 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-59 一般図書 文学<910>日本文学 夏すがた (永井荷風選集第1巻) 昭和31 永井荷風 東都書房 19.4ｃｍ
K-3-S913-60 一般図書 文学<910>日本文学 ?東綺譚 (永井荷風選集第2巻) 昭和31 永井荷風 東都書房 19.4ｃｍ
K-3-S913-61 一般図書 文学<910>日本文学 歓楽 (永井荷風選集第3巻) 昭和33 永井荷風 東都書房 19.4ｃｍ
K-3-S913-62 一般図書 文学<910>日本文学 腕くらべ (永井荷風選集第4巻) 昭和31 永井荷風 東都書房 19.4ｃｍ
K-3-S913-63 一般図書 文学<910>日本文学 幸吉八方ころがし 昭和38 永井龍男 筑摩書房 18.4ｃｍ
K-3-S913-64 一般図書 文学<910>日本文学 残酷物語 昭和34 南條範夫 中央公論社 19.6ｃｍ
K-3-S913-65 一般図書 文学<910>日本文学 保元物語講義 明治41 三木五百枝 誠文堂 22.2ｃｍ

K-3-S913-66 一般図書 文学<910>日本文学 童話放送局 昭和9
日本童話協会
編

太陽社 18.9ｃｍ

K-3-S913-67 一般図書 文学<910>日本文学 朱乙家の人々 (ロマンブックス) 昭和34 丹羽文雄 講談社 17.3ｃｍ
K-3-S913-68 一般図書 文学<910>日本文学 さいころの空 昭和35 野間宏 文芸春秋新 19.5ｃｍ
K-3-S913-69 一般図書 文学<910>日本文学 眠れないの眠らないの 昭和35 西村みゆき 荒地出版 19.3ｃｍ
K-3-S913-70 一般図書 文学<910>日本文学 婉という名の女 昭和35 大原富枝 講談社 19.3ｃｍ
K-3-S913-71 一般図書 文学<910>日本文学 谷崎潤一郎全集　 24巻　細雪　上 昭和33 谷崎潤一郎 中央公論社 17.6ｃｍ
K-3-S913-72 一般図書 文学<910>日本文学 谷崎潤一郎全集　 25巻　細雪　中 昭和34 谷崎潤一郎 中央公論社 17.6ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S913-73 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語1 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-74 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語2 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-75 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語3 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-76 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語4 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-77 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語5 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-78 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語6 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-79 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語7 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-80 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語8 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-81 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語9 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-82 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語10 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-83 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語11 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-84 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語12 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-85 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語13 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-86 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語14 昭和14 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-87 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語15 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-88 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語16 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-89 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語17 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-90 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語18 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-91 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語19 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-92 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語20 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-93 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語21 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-94 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語22 昭和15 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-95 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語23 昭和16 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-96 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語24 昭和16 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-97 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語25 昭和16 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-98 一般図書 文学<910>日本文学 潤一郎訳　源氏物語26 昭和16 谷崎潤一郎 中央公論社 22.5ｃｍ
K-3-S913-99 一般図書 文学<910>日本文学 瘋癲老人日記 昭和37 谷崎潤一郎 中央公論社 22.7ｃｍ
K-3-S913-100 一般図書 文学<910>日本文学 夢の浮橋 昭和35 谷崎潤一郎 中央公論社 22.7ｃｍ
K-3-S913-101 一般図書 文学<910>日本文学 少將滋幹の母 昭和35 谷崎潤一郎 毎日新聞社 27.2ｃｍ
K-3-S913-102 一般図書 文学<910>日本文学 火の踊り 昭和34 沢野久雄 光文社 19.4ｃｍ
K-3-S913-103 一般図書 文学<910>日本文学 黄金峡 昭和35 城山三郎 中央公論社 19.8ｃｍ
K-3-S913-104 一般図書 文学<910>日本文学 すれちがい夫婦 昭和34 獅子文六 新潮社 19.7cm
K-3-S913-105 一般図書 文学<910>日本文学 大義の末 昭和34 城山三郎 五月書房 18.6cm
K-3-S913-106 一般図書 文学<910>日本文学 夜明け前1 (新潮文庫) 昭和33 島崎藤村 新潮社 15.2ｃｍ
K-3-S913-107 一般図書 文学<910>日本文学 夜明け前2 (新潮文庫) 昭和34 島崎藤村 新潮社 15.2ｃｍ
K-3-S913-108 一般図書 文学<910>日本文学 夜明け前3 (新潮文庫) 昭和32 島崎藤村 新潮社 15.2ｃｍ
K-3-S913-109 一般図書 文学<910>日本文学 夜明け前4 (新潮文庫) 昭和34 島崎藤村 新潮社 15.2ｃｍ
K-3-S913-110 一般図書 文学<910>日本文学 華山と長英 昭和35 山手樹一郎 講談社 19.7cm
K-3-S913-111 一般図書 文学<910>日本文学 悲田院 昭和35 梁雅子 三一書房 18.5ｃｍ
K-3-S913-112 一般図書 文学<910>日本文学 流れる性 昭和35 梁取三義 東京信友社 18.9ｃｍ
K-3-S913-113 一般図書 文学<910>日本文学 馬淵川 昭和34 渡辺喜恵子 光風社 19.1ｃｍ
K-3-S913-114 一般図書 文学<910>日本文学 契約結婚 昭和35 由起しげる 新潮社 19.7cm
K-3-S913-115 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第1巻 昭和34 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-116 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第2巻 昭和34 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S913-117 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第3巻 昭和34 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-118 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第4巻 昭和34 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-119 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第5巻 昭和35 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-120 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第6巻 昭和35 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-121 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第7巻 昭和35 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-122 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第8巻 昭和36 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-123 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第9巻 昭和36 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-124 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第10巻 昭和36 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-125 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第11巻 昭和36 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-126 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第12巻 昭和37 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-127 一般図書 文学<910>日本文学 私本　太平記 第13巻 昭和37 吉川英冶 毎日新聞社 19.4ｃｍ
K-3-S913-128 一般図書 文学<910>日本文学 鰯雲 (角川文庫) 昭和33 和田伝 角川書店 14.8ｃｍ
K-3-S913-239 一般図書 文学<910>日本文学 写真でみる源氏物語 昭和35 朝日新聞社編 30.1ｃｍ
K-3-S913-129 一般図書 文学<910>日本文学 男というもの 昭和35 円地文子 講談社 19.2ｃｍ
K-3-S914-130 一般図書 文学<910>日本文学 泥棒さん　こんにちは 昭和34 福島慶子 みかも書房 17.3ｃｍ
K-3-S914-138 一般図書 文学<910>日本文学 山の画帖 昭和34 茨木猪之吉 朋文堂 18.6cm
K-3-S914-139 一般図書 文学<910>日本文学 北方の四季 風土と文学 昭和35 柏倉俊三 春秋社 18.6cm
K-3-S914-140 一般図書 文学<910>日本文学 無用者の系譜 昭和35 唐木順三 筑摩書房 19.3ｃｍ
K-3-S914-141 一般図書 文学<910>日本文学 徒然草読本 全 明治42 金子元臣編著 明治書院 22.5ｃｍ
K-3-S914-142 一般図書 文学<910>日本文学 私は街を歩いた 昭和34 串田孫一 実業之日本 17.4ｃｍ
K-3-S914-143 一般図書 文学<910>日本文学 江戸随想集 (日本古典文学全集) 昭和36 筑摩書房編 22.5ｃｍ
K-3-S914-144 一般図書 文学<910>日本文学 猿のこしかけ 昭和33 幸田文 新潮社 19.6ｃｍ
K-3-S914-145 一般図書 文学<910>日本文学 番茶菓子 昭和33 幸田文 創元社 19.4ｃｍ

K-3-S914-146 一般図書 文学<910>日本文学 土佐日記講義 全 明治39
館林鴻編述
小川寅松

22.3cm

K-3-S914-147 一般図書 文学<910>日本文学 感想 昭和34 小林秀雄 創元社 18.8cm
K-3-S914-148 一般図書 文学<910>日本文学 感想 昭和34 小林秀雄 創元社 18.8cm
K-3-S914-149 一般図書 文学<910>日本文学 百日説法 昭和33 今東光 角川書店 18.7ｃｍ

K-3-S914-150 一般図書 文学<910>日本文学 一日一話 昭和37 森徳一郎
一宮市青年
史談会

17.7ｃｍ

K-3-S914-151 一般図書 文学<910>日本文学 わが心の遍歴 昭和34 長与善郎 筑摩書房 19.4ｃｍ
K-3-S914-152 一般図書 文学<910>日本文学 随筆　二つの生涯 昭和35 中山義秀 新潮社 19.7cm
K-3-S914-153 一般図書 文学<910>日本文学 海のほゝづき 昭和35 瀧井孝作 桜井書店 20ｃｍ
K-3-S914-154 一般図書 文学<910>日本文学 生のまゝ素のまゝ 昭和34 瀧井孝作 桜井書店 20.3ｃｍ
K-3-S914-155 一般図書 文学<910>日本文学 この日この時 昭和34 高橋義孝 新潮社 17.4ｃｍ
K-3-S914-156 一般図書 文学<910>日本文学 東京の三十年 (市民文庫) 昭和27 田山花袋 河出書房 14.7ｃｍ
K-3-S914-157 一般図書 文学<910>日本文学 目前心後 昭和38 土岐善麿 東峰出版 19ｃｍ

K-3-S915-131 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (中部日本篇) 昭和34
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ

K-3-S915-132 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (西日本篇) 昭和34
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ

K-3-S915-133 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (東日本篇) 昭和34
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ
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K-3-S915-134 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (北日本篇) 昭和33
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ

K-3-S915-135 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (詩歌篇) 昭和34
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ

K-3-S915-136 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (山岳篇上) 昭和34
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ

K-3-S915-137 一般図書 文学<910>日本文学 現代紀行文学全集 (山岳篇下) 昭和34
志賀直哉他監
修

修道社 19.4ｃｍ

K-3-S915-158 一般図書 文学<910>日本文学 旅路 昭和34 井上靖 人文書院
17.7×
19.2ｃｍ

K-3-S915-159 一般図書 文学<910>日本文学 お嬢さん放浪記 昭和33 犬養道子 文芸春秋新 19.2ｃｍ
K-3-S915-160 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 甲斐路 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-161 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 湘南・箱根 昭和35 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-162 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 水郷・房総 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-163 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 志摩・熊野路 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-164 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 武蔵野 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-165 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 伊豆 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-166 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 北海道 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-167 一般図書 文学<910>日本文学 日本の風土記 信濃・木曽路 昭和34 宝文館編 19.4ｃｍ
K-3-S915-168 一般図書 文学<910>日本文学 私は宿命に唾をかけたい 昭和34 関根庸子 光文社 19.4ｃｍ
K-3-S915-169 一般図書 文学<910>日本文学 標注東西遊記 西遊記・続西遊記 明治35 平出鏗ニ郎 南江堂 22.4cm
K-3-S915-170 一般図書 文学<910>日本文学 標注東西遊記 東遊記・続東遊記 明治35 平出鏗ニ郎 南江堂 22.4cm
K-3-S915-171 一般図書 文学<910>日本文学 にあんちゃん 十才の少女の日記 昭和34 安本末子 光文社 17.3ｃｍ
K-3-S915-172 一般図書 文学<910>日本文学 カメラ紀行　奥の細道 昭和38 今東光 淡光新社 21.5cm
K-3-S916-173 一般図書 文学<910>日本文学 大陸の土をふんで 昭和14 野坂寅次郎 丸物 19.1ｃｍ
K-3-S916-174 一般図書 文学<910>日本文学 日本脱出記 大正12 大杉栄 アルス社 19.1ｃｍ
K-3-S916-175 一般図書 文学<910>日本文学 ツンドラの女 昭和33 紫野敏江 日本週報社 18.6cm
K-3-S916-176 一般図書 文学<910>日本文学 炭坑夫と私 昭和35 富山妙子 毎日新聞社 18.6cm
K-3-S916-177 一般図書 文学<910>日本文学 三役女房 私の夫婦心理学 昭和34 波多野勤子 中央公論社 19.4ｃｍ
K-3-S916-238 一般図書 文学<910>日本文学 敗戦日記 昭和34 高見順 文芸春秋社 19.3ｃｍ
K-3-S917-178 一般図書 文学<910>日本文学 静脈動脈 昭和33 野田照夫 北書房 18.3ｃｍ

K-3-S918-179 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第1巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-180 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第2巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-181 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第3巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-182 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第4巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-183 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第5巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-184 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第6巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-S918-185 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第7巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-186 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第8巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-187 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第9巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-188 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第10巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-189 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第11巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-190 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第12巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-191 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第13巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-192 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第14巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-193 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第15巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-194 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第16巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-195 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第17巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-196 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第18巻 昭和3
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-197 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第19巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-198 一般図書 文学<910>日本文学 漱石全集 第20巻 昭和4
漱石全集刊行
会編

岩波書店 19.4ｃｍ

K-3-S918-199 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集2 昭和3 江見水蔭 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-200 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集4 昭和2 正木不如丘 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-201 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集7 昭和3 小酒井不木 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-202 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集8 昭和3 長谷川伸 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-203 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集10 昭和3 矢田挿雲 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-204 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集12 昭和4 甲賀三郎 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-205 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集13 昭和3 松田竹の嶋人 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-206 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集15 昭和3 松本泰 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-207 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集16 昭和4 下村悦夫 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-208 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集17 昭和4 本山荻舟 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-209 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集20 昭和4 白柳秀湖 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-210 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集21 昭和2 沢田撫松 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-211 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集22 昭和3 平山蘆江 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-212 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集25 昭和4 伊原青々園 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-213 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集31 昭和2 直木三十五 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-214 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集32 昭和2 三上於莵吉 平凡社 19ｃｍ



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-S918-215 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集33 昭和2 国枝史郎 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-216 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集35 昭和3 新進作家集 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-217 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集38 昭和3 土師清二 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-218 一般図書 文学<910>日本文学 現代大衆文学全集39 昭和3 大仏次郎 平凡社 19ｃｍ
K-3-S918-240 一般図書 文学<910>日本文学 永井荷風選集 第5巻　問はずがたり 昭和31 永井荘吉 東都書房 19.3ｃｍ
K-3-S919-219 一般図書 文学<910>日本文学 謝選拾遺講義 (上) 明治26 頼山陽編 明善堂 22.4cm
K-3-S919-220 一般図書 文学<910>日本文学 謝選拾遺講義 (下) 明治36 頼山陽編 明善堂 22.5ｃｍ
K-3-S919-221 一般図書 文学<910>日本文学 校注　言志四録 (合巻) 明治31 遠山景福校注 東京図書出 21.7ｃｍ
K-3-S919-222 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要1 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-223 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要2 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-224 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要2 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-225 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要3 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-226 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要3 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-227 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要4 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-228 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要5 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-229 一般図書 文学<910>日本文学 陳龍川集要6 万延1 陳龍川 22.1ｃｍ
K-3-S919-237 一般図書 文学<910>日本文学 華渓詩集 昭和4 高木正謙 掃花書店 15.1ｃｍ
K-3-S943-230 一般図書 文学<940>ドイツ文学 Ｇeschichte von Ａlt-heidelberg 昭和13 和田洋一編 白水社 19.2ｃｍ
K-3-3･00-1 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨遺乗合府校正刷 大正3 桐山力所編 半半1冊
K-3-3･00-2 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨遺乗合府 大正3・9 桐山力所編 住広造 菊1冊
K-3-3･00-3 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨古今随想　  喜寿記念 昭和23・6 上木清根著 四六1冊

K-3-3･00-4 郷土資料 総記3・00　総記 きょうの飛騨史 昭和33・9 角竹喜登著
高山市教育
研究所・高山
市郷土館

Ａ5 1冊

K-3-3･00-5 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第1巻 大正3・8－4・9 小峰邦寿編 飛騨史談会 菊1冊

K-3-3･00-6 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第2巻 大正4・10－6・3
小峰邦寿編
(第3号欠)

菊1冊

K-3-3･00-7 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第3巻 大正6・4－7・4 小峰邦寿編 菊1冊
K-3-3･00-8 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第4巻 大正7・6－8・6 小峰邦寿編 菊1冊
K-3-3･00-9 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第5巻 大正8・8－9・12 小峰邦寿編 菊1冊
K-3-3･00-10 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第6巻 大正１0・1－11・1 小峰邦寿編 菊1冊
K-3-3･00-11 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第7巻 大正11・2－12・5 小峰邦寿編 菊1冊

K-3-3･00-12 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第8巻
大正12・7－昭和
4・6

小峰邦寿編(第
8号まで)角竹
喜登編

菊1冊

K-3-3･00-13 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第9巻 昭和4・7－6・7 角竹喜登編 菊1冊

K-3-3･00-14 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第10巻 昭和5・8－7・1

角竹喜登編(第
1号まで)大石
島太郎編(第11
号欠)

菊1冊

K-3-3･00-15 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨史壇  第11巻 昭和7・2－8・2
大石島太郎編
(第8号まで4

菊1冊

K-3-3･00-16 郷土資料 総記3・00　総記 新飛騨  第12巻4号、新年特別号 昭和32・10、33・1 白木三郎編 新飛騨社 Ａ5 2冊
K-3-3･00-17 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (2・7－10) 昭和32 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 4冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･00-18 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (3・1－10) 昭和33 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 10冊
K-3-3･00-19 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (4・9－10) 昭和34 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 2冊
K-3-3･00-20 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (5・2－9) 昭和35 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 8冊
K-3-3･00-21 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (6・1－10) 昭和36 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 10冊
K-3-3･00-22 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (7・3－5) 昭和37 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 3冊
K-3-3･00-23 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (8・1－6) 昭和38 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 6冊
K-3-3･00-24 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (9・4－6、8、9) 昭和39 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 5冊
K-3-3･00-25 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨春秋  (10・1－2) 昭和40 桑谷正道編 飛騨郷土学 Ａ5 2冊

K-3-3･00-26 郷土資料 総記3・00　総記 飛騨郡代高山陣屋文書目録 昭和37・3
岐阜県立図書
館編

Ｂ5 1冊

K-3-3･01-1 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨編年史要 大正10・11 岡村利平著 住広造 菊1冊
K-3-3･01-2　1 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨国大野郡史  上 大正14・1 田中貢太郎編 升重書店 菊1冊
K-3-3･01-2　2 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨国大野郡史  中 大正14・6 田中貢太郎編 升重書店 菊1冊
K-3-3･01-2　3 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨国大野郡史  下 大正14・7 田中貢太郎編 升重書店 菊1冊
K-3-3･01-3 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本壱 明治1・8－ 岡村利平編 複製横3冊
K-3-3･01-4 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本弐 明治1・11－ 岡村利平編 複製横3冊
K-3-3･01-5 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本参 明治2・1－ 岡村利平編 複製横2冊
K-3-3･01-6 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本四 明治2・2－ 岡村利平編 複製横4冊
K-3-3･01-7 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本五 明治2・3－ 岡村利平編 複製横3冊
K-3-3･01-8 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本六 明治2・4－ 岡村利平編 複製横4冊
K-3-3･01-9 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  稿本七 明治3・1－12 岡村利平編 複製横3冊
K-3-3･01-10 郷土資料 総記3・01　通史 飛騨史料  維新前後之一 昭和2・2 岡村利平編 飛騨史談会 菊1冊
K-3-3･01-11 郷土資料 総記3・01　通史 高原郷土史 昭和12・10 柴田忠太郎編 住広造 菊和1冊
K-3-3･01-12 郷土資料 総記3・01　通史 岐阜県の歴史  近世 昭和31・10 吉岡勲著 大衆書房 Ｂ6 1冊

K-3-3･02-1 郷土資料 総記3・02　地誌 飛州志
長谷川忠崇編
上野氏旧蔵写
本

美半10冊

K-3-3･02-2 郷土資料 総記3・02　地誌 飛州志

長谷川家旧蔵
押上本より昭
和23年8月松
井徴転写

菊2冊

K-3-3･02-3 郷土資料 総記3・02　地誌 飛州志印刷原稿 岡村利平筆写 半半1冊
K-3-3･02-4 郷土資料 総記3・02　地誌 飛州志拾遺 天保元 桐山力所編 半半1冊
K-3-3･02-5 郷土資料 総記3・02　地誌 飛州志備考　  原稿 岡村利平稿 美半1冊
K-3-3･02-6 郷土資料 総記3・02　地誌 飛州志 明治42・6 岡村利平校 住広造 菊1冊
K-3-3･02-7 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨山川 明治44・11 岡村利平編 住広造 四六1冊
K-3-3･02-8　1 郷土資料 総記3・02　地誌 斐太後風土記　  上 大正4・11 富田礼彦著 住広造 菊1冊
K-3-3･02-8　2 郷土資料 総記3・02　地誌 斐太後風土記　  下 大正5・7 富田礼彦著 住広造 菊1冊

K-3-3･02-9　1 郷土資料 総記3・02　地誌 斐太後風土記　  上 大正4・11
芦田伊人編
大日本地誌大
系刊行会

菊1冊

K-3-3･02-9　2 郷土資料 総記3・02　地誌 斐太後風土記　  下 大正5・7
芦田伊人編
大日本地誌大
系刊行会

菊1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･02-10 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨国中案内印刷原稿
上村木曽右衛
門著

半半1冊

K-3-3･02-11 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨国中案内 大正6・8
上村木曽右衛
門著　岡村利
平校訂

住伊書店 菊1冊

K-3-3･02-12 郷土資料 総記3・02　地誌 改版　飛騨山川印刷原稿 岡村利平稿 半半1冊
K-3-3･02-13 郷土資料 総記3・02　地誌 改版　飛騨山川  3版 昭和3・4 岡村利平著 住広造 三六1冊

K-3-3･02-14 郷土資料 総記3・02　地誌 改訂新版　飛騨風物記 昭和10・3 上島禅逸著
飛騨毎日新
聞社

四六1冊

K-3-3･02-15 郷土資料 総記3・02　地誌 神秘郷飛騨を語る  高山本線全通記念放送集 昭和10・4 時任為文編
郷土資料調
査会

菊1冊

K-3-3･02-16 郷土資料 総記3・02　地誌 犬塚行蔵飛騨考古学遺稿 昭和14・1 犬塚みつ編 菊1冊
K-3-3･02-17 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨を語る 昭和14・9 滝多賀男著 水明館 四六1冊

K-3-3･02-18 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨風土と民俗 昭和39・10
文・荒垣秀雄
写真・　細江光
洋

朝日新聞社 Ａ5 1冊

K-3-3･02-19 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨案内  第一・第二・第三稿 大正2・8 美半1綴
K-3-3･02-20 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨案内 大正2・9 富田秢彦編 住広造 三五1冊
K-3-3･02-21 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨案内 大正14・10 富田秢彦編 住広造 三五1冊
K-3-3･02-22 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨案内 昭和3・3 富田秢彦編 住広造 三五1冊

K-3-3･02-23 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨案内 昭和7・1 富田秢彦編
斐太中央印
刷所

菊半1冊

K-3-3･02-24 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨 昭和9・10 富田秢彦編 直井佐兵衛 三五1冊
K-3-3･02-25 郷土資料 総記3・02　地誌 観光の飛騨路 昭和30・7 白木紫峰編 新飛騨社 四六1冊
K-3-3･02-26 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨之高山 大正6・10 高山町編 住広造 三五1冊
K-3-3･02-27 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨之高山 大正14・9 高山町編 住広造 三五1冊
K-3-3･02-28 郷土資料 総記3・02　地誌 三訂飛騨の高山原稿 大正14 菊1冊
K-3-3･02-29 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨之高山 昭和3・9 高山町編 住広造 三五1冊
K-3-3･02-30 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨之高山 昭和8・11 高山町編 住広造 菊半1冊

K-3-3･02-31 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨之高山  再改版 昭和11・11
富田秢彦著
高山市編

菊半1冊

K-3-3･02-32 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨高山案内 大正14・8 真木半一郎編 長尾新六
（18.6×10.6）
1冊

K-3-3･02-33 郷土資料 総記3・02　地誌 袖川村誌  御大典記念 大正6・3
吉城郡袖川村
教育会編

菊1冊

K-3-3･02-34 郷土資料 総記3・02　地誌 上宝村誌 昭和18・12 吉城郡上宝村 菊1冊

K-3-3･02-35 郷土資料 総記3・02　地誌 朝日村誌 昭和31・2
大野郡朝日村
誌編纂委員会
編

菊1冊

K-3-3･02-36 郷土資料 総記3・02　地誌 国府村誌 昭和34・9
国府村誌編纂
委員会編

Ａ5 1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･02-37 郷土資料 総記3・02　地誌 宮村紀要 昭和10・11

大野郡宮尋常
高等小学校編
大野郡宮村教
育会

菊 1冊

K-3-3･02-38 郷土資料 総記3・02　地誌 丹生川村史 昭和37・1
大野郡丹生川
村史編纂委員
会編

Ａ5 1冊

K-3-3･02-39 郷土資料 総記3・02　地誌 萩原町誌 昭和37・11
益田郡萩原町
誌編纂委員会

Ａ5 1冊

K-3-3･02-40 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨の大白川郷 昭和9・8 山本節編 三五1冊
K-3-3･02-41 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨の白川村 昭和9・10 川口孫治郎著 住広造 四六1冊

K-3-3･02-42 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨の国府 昭和9・2
吉城郡国府村
編

三五1冊

K-3-3･02-43 郷土資料 総記3・02　地誌 国府村紀要 昭和9・2
吉城郡国府村
編

三五1冊

K-3-3･02-44 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨古川 昭和9・10
吉城郡古川町
編

菊半1冊

K-3-3･02-45 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨古川 昭和18・3
吉城郡古川町
編

菊半1冊

K-3-3･02-46 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨之船津 大正11・9
宮津吉治郎他
編　船津町教
育会

（18.7×10.4）
1冊

K-3-3･02-47 郷土資料 総記3・02　地誌 国立公園と飛騨高原峡 昭和8・8
中野善太郎編
飛騨高原峡保
勝会

三五1冊

K-3-3･02-48 郷土資料 総記3・02　地誌 大字森茂誌稿  大正三年現在 大正3 清水石之助編 半半1冊

K-3-3･02-49 郷土資料 総記3・02　地誌 村山遺跡 昭和35・11
塩屋雅夫・大
野政雄著

斐太中央印
刷

Ｂ5 1冊

K-3-3･02-50 郷土資料 総記3・02　地誌 撲渓探勝 昭和8・10 杉下守中著 菊和1冊

K-3-3･02-51 郷土資料 総記3・02　地誌 秩父宮殿下奉迎記念 昭和3・5
上野清一郎編
上宝村

横1冊

K-3-3･02-52 郷土資料 総記3・02　地誌 岐阜県益田郡誌 大正5・12 益田郡役所編 菊1冊

K-3-3･02-53 郷土資料 総記3・02　地誌 美濃明細記　美濃雑事紀 昭和7・9
伊東実臣、間
宮宗好著

一信社出版
部

菊1冊

K-3-3･02-54 郷土資料 総記3・02　地誌 郡上の八幡 昭和4・1 八幡町編
（18.7×10.4）
1冊

K-3-3･02-55 郷土資料 総記3・02　地誌 古墳琴塚考 大正12・10 畠太助重信著 四六1冊
K-3-3･02-56 郷土資料 総記3・02　地誌 養老 昭和8・8 岐阜県編 四六1冊
K-3-3･02-57 郷土資料 総記3・02　地誌 稲葉山城史 昭和12・4 村瀬茂七著 博文堂 菊1冊

K-3-3･02-58 郷土資料 総記3・02　地誌 飛騨国上宝村地名考査  「国語と民俗思想」第四輯抜刷
湘南国語研究
会編

菊1冊

K-3-3･02-59 郷土資料 総記3・02　地誌 松亭題詠 文化10・5
赤田章斎筆
静修館旧蔵

半半1冊

K-3-3･02-60 郷土資料 総記3・02　地誌 藤橋図誌他 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･02-61 郷土資料 総記3・02　地誌 墨水遊覧誌
花屋敷花頭陀
菊塢編

木版美半1冊

K-3-3･02-62 郷土資料 総記3・02　地誌
孔方私記  文化8年八尾寛満述　津国伊丹郷古銭出土
記録

切紙（16.0×
213.0）

K-3-3･03-1 郷土資料 総記3・03　紀行 淡路話 文化12・4 中村通平記
半半二ッ折1
冊

K-3-3･04-1 郷土資料 総記3・04　地図 官許飛騨国中全図
松村梅宰著
木版18折

（59×80）1舗

K-3-3･04-2 郷土資料 総記3・04　地図 飛騨国地図  訂正四版 大正10・9 住広造編 住伊書店 （54×39）1舗

K-3-3･04-3 郷土資料 総記3・04　地図 飛騨国全図 安政3秋 ニ木氏写
（55.0×78.5）
1舗

K-3-3･05-1 郷土資料 総記3・05　伝記 田中大秀翁 大正5・5

椎野誠一著
仁科貞人・小
峰邦寿編　飛
騨史談会

菊1冊

K-3-3･05-2 郷土資料 総記3・05　伝記 濃飛人物と事業 大正5・3 大橋弥市編 菊1冊
K-3-3･05-3 郷土資料 総記3・05　伝記 斐太人名辞書草稿 美半1冊

K-3-3･05-4 郷土資料 総記3・05　伝記 飛騨人名辞書下調人名一覧
住伊書店編輯
部

菊1冊

K-3-3･05-5 郷土資料 総記3・05　伝記 池之端惣助翁伝 大正12・3

岐阜県大野郡
大八賀村教育
会編　岐阜県
地方改良協会
大野郡支会

四六1冊

K-3-3･05-6 郷土資料 総記3・05　伝記 蘭亭加藤歩簫功績調査書 昭和3・5
加藤専一編
高山町役場

美半1冊

K-3-3･05-7 郷土資料 総記3・05　伝記 蘭亭歩簫 昭和4・4
岡村利平編
加藤専一

菊1冊

K-3-3･05-8 郷土資料 総記3・05　伝記 独来独去  古稀記念　乾坤 昭和11・9 杉下守中著 友雲堂 菊和帙入2冊
K-3-3･05-9 郷土資料 総記3・05　伝記 大楠公と恩師瀧覚坊 昭和18・11 久留島武彦著 日向書房 四六1冊
K-3-3･05-10 郷土資料 総記3・05　伝記 田中大秀 昭和29・6 松室会編 住広造 Ａ5 1冊

K-3-3･05-11 郷土資料 総記3・05　伝記 飛騨と無然 昭和31・10
今田勝躬編
平湯篠原会

菊1冊

K-3-3･05-12 郷土資料 総記3・05　伝記 君則　  巻四、五

岡山儒臣近藤
六之允著　文
政6年今井源
保写　静修館

半半1冊

K-3-3･06-1 郷土資料 総記3・06　博物　医療 ビッテルン? 大正6・8

川口孫次郎論
考　飛騨史壇
第3巻第5号附
録別刷

菊1冊

K-3-3･06-2 郷土資料 総記3・06　博物　医療 自明治33年至大正13年高山測候所気象二十五年報 大正15・10 高山測候所編 美半1冊

K-3-3･06-3 郷土資料 総記3・06　博物　医療 豆麻論
秦鼎撰　享和3
年平淡斎写

半半1綴



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･07-1 郷土資料 総記3・07　美術　芸能 上宝村と円空 昭和37・7 上田豊蔵著 飛騨郷土学 Ａ5 1冊

K-3-3･07-2 郷土資料 総記3・07　美術　芸能 隷書法要
土陽仕士馬場
氏信雲山

横1葉

K-3-3･07-3 郷土資料 総記3・07　美術　芸能 紋様集 美5葉
K-3-3･07-4 郷土資料 総記3・07　美術　芸能 高砂謡本  付・伝授ノ謡様 半半1綴
K-3-3･07-5 郷土資料 総記3・07　美術　芸能 飯山千山一行書 軸装1軸
K-3-3･07-6 郷土資料 総記3・07　美術　芸能 岩佐一亭一行書 半切1紙

K-3-3･08-1 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 をぐらの山ぶみ
本居春庭序中
津元義著　弘
化2年野村千

美半1冊

K-3-3･08-2 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 小鷹利村教育沿革誌  学校制度五十年記念 大正13・11
小鷹利村教育
会編

菊1冊

K-3-3･08-3 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 久々野村教育五十年史 大正15・3
大野郡久々野
村役場編

菊1冊

K-3-3･08-4 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 改訂　処女のかがみ  参之巻 昭和5・1
吉城郡教育会
編

吉城郡女工
組合聯合会

菊1冊

K-3-3･08-5 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 郷土古川 昭和8・10 川上末之助編 古川小学校 菊1冊

K-3-3･08-6 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 斐太の細江 昭和11・4
野村太郎左衛
門編

細江村教育
会

菊1冊

K-3-3･08-7 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 狭陰のたわ言 昭和36 小林幹著 謄写　Ｂ6 1
K-3-3･08-8 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 随筆　山羊の髭 昭和37・11 藤下理周著 Ａ5 1冊

K-3-3･08-9 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 飛騨叢書他書評切抜  スクラップ帳
（30.0×23.0）
1冊

K-3-3･08-10 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 賤ヶ嶽古戦場之図 文政10春 中村宜写
（34.5×46.5）
1舗

K-3-3･08-11 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 春秋伝  巻廿三、廿四
主柚元写本
静修館旧蔵

美半1綴

K-3-3･08-12 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 後漢書馮伝
赤田臥牛筆写
本　静修館旧

美半1綴

K-3-3･08-13 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 尚書注疏  巻二

漢孔氏伝　唐
孔頴達疏　赤
田章斎筆　静
修館旧蔵

半半1綴

K-3-3･08-14 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 易経　  雑卦 文政5・11
赤田章斎著
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-15 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 曲礼　  上下　檀弓　上 天明3・12
孔頴達註疏正
義　赤田章斎
抄書　静修館

半半1冊

K-3-3･08-16 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 周礼
司服　赤田章
斎筆　静修館

美半1綴

K-3-3･08-17 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 老子経
王弼注　赤田
章斎筆　静修
館旧蔵

美半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･08-18 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 老子経備検

浄土真宗沙門
霊潭撰　赤田
章斎筆写本
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-19 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 (国語注)　第一、第二
赤田章斎筆写
本　静修館旧

美半1冊

K-3-3･08-20 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 戦国策校注

西周安王・東
周恵公　赤田
章斎筆写本
静修館旧蔵

半半1冊

K-3-3･08-21 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 断片
老子不匱、大
学中庸　赤田
章斎筆　静修

美半2葉

K-3-3･08-22 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 詩経(明徴)  巻一、巻二(重複)、三、九、十二、十八 慶応2・4
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半5冊2綴

K-3-3･08-23 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 尚書義考  静修書院祭酒伊達商衡誌
文久3年巻十
脱稿　静修館

美半6冊

K-3-3･08-24 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 周易  巻十一説掛伝第十二、巻　繋辞上伝
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半2綴

K-3-3･08-25 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 周礼　  巻二－七
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半2綴

K-3-3･08-26 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 儀礼  巻　士喪礼
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半1綴

K-3-3･08-27 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 春秋左氏伝義考
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半19冊

K-3-3･08-28 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 左氏伝図解  巻一－七残欠
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半1綴

K-3-3･08-29 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 中庸明徴
赤田誠軒著
明治5年11月
自序　静修館

美半1冊

K-3-3･08-30 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 論語(明徴) 明治2・5
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半4冊

K-3-3･08-31 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 孝経明徴 明治2・5

赤田誠軒　明
治5年11月于
七尾寓舎自序
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-32 郷土資料 総記3・08　学芸　教育
皇鑑翼経録  巻一－十九(十三・十四欠、一・五重複）
宋5冊、南宋・元6冊・明1冊

赤田誠軒著
慶応3年1月自
序　静修館旧

美半29冊

K-3-3･08-33 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 皇正翼経録  巻一
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半1綴

K-3-3･08-34 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 正鑑参衡録  巻下欠
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半2冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･08-35 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 三元略記 文久
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-36 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 中極大紀  完　　巻二書入多し
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-37 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 皇極紀略  上古
赤田誠軒筆
静修館旧蔵

半半1綴

K-3-3･08-38 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 太平策  全
赤田誠軒著
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-39 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 蕪渓録
赤田誠軒著
明治4年ニ木
繁松写　静修

美半1冊

K-3-3･08-40 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 雑講草稿 明治1

赤田誠軒述
5・6夜、5・16
夜、5・26、8・16
の日付あり
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-41 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 星宿東海 明治3・6
於古川寓舎赤
田誠軒著　静
修館旧蔵

美半2冊

K-3-3･08-42 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 文戒

荻生徂徠口述
門人吉有隣録
写本　静修館
旧蔵

美半1冊

K-3-3･08-43 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 兵要録  巻一、二、三、六、九、十二、十三
澹斎長沼広敬
著写本　静修
館旧蔵

美半7冊

K-3-3･08-44 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 残欠断片

赤田誠軒筆
皇鑑翼経録巻
之三草稿の一
部か　静修館

美1葉

K-3-3･08-45 郷土資料 総記3・08　学芸　教育 師範学校編輯　小学校読本  巻一 明治7・8
愛知県下学校
用翻刻

美半二ッ折1
冊

K-3-3･09-1 郷土資料 総記3・09　文芸作品 野調　  四 文久2夏 梧山香蘭詩稿 横1冊

K-3-3･09-2 郷土資料 総記3・09　文芸作品 歌撰式 明治11
(野村健平稿)
撰者本居豊頴

横1綴

K-3-3･09-3 郷土資料 総記3・09　文芸作品 泰邦  和歌小短冊 9葉

K-3-3･09-4 郷土資料 総記3・09　文芸作品 反故
野村健平詩稿
他

美9枚

K-3-3･09-5 郷土資料 総記3・09　文芸作品 倭文能屋集 明治27・12
上木清成著
上木清根編

半半和1冊

K-3-3･09-6 郷土資料 総記3・09　文芸作品 菫菜園集　  四 明治42・5
佐藤泰郷著
佐藤彦太郎

半半和1冊

K-3-3･09-7 郷土資料 総記3・09　文芸作品 蝙蝠  第三編　雅俗文庫 大正2・8 福田東作編
半半二ッ折
和1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･09-8 郷土資料 総記3・09　文芸作品 荏埜集・同拾遺原稿 大正5・9 田島春園編 半半1冊
K-3-3･09-9 郷土資料 総記3・09　文芸作品 真洞居中集原稿 田島春園筆 半半1冊

K-3-3･09-10 郷土資料 総記3・09　文芸作品 真洞居中集    上下 大正12・1
岡村御蔭著
岡村俊一編

四六和2冊

K-3-3･09-11 郷土資料 総記3・09　文芸作品 恵之若艸句集 大正12・5 日比野章著 小倉吟社 半半1冊

K-3-3･09-12　1 郷土資料 総記3・09　文芸作品 蘭亭遺稿　  百年忌記念 前編 大正15・3
小峰大羽編
加藤専一

菊1冊

K-3-3･09-12　2 郷土資料 総記3・09　文芸作品 蘭亭遺稿　  百年忌記念 後編 大正14・12
小峰大羽編
加藤専一

菊1冊

K-3-3･09-13 郷土資料 総記3・09　文芸作品 香衣遺稿 昭和2・10
平田幸一著
平田万造

四六1冊

K-3-3･09-14 郷土資料 総記3・09　文芸作品 和歌墨縄集 昭和7・4
檀園社中編
川上哲太郎他

四六和1冊

K-3-3･09-15 郷土資料 総記3・09　文芸作品 緋牡丹  歌集 昭和9・8 芳田寿子著 四六1冊

K-3-3･09-16 郷土資料 総記3・09　文芸作品 掃月集  句集 昭和13・6
吉島掃月著
吉島新六

四六和1冊

K-3-3･09-17 郷土資料 総記3・09　文芸作品 大羽楼句集 昭和14・5
織田善雄編
大羽先生画賛
展覧会事務所

（19.5×8.5）1
冊

K-3-3･09-18 郷土資料 総記3・09　文芸作品 こがねぐさ  第9号 昭和15・3
宮津吉次郎編
栃洞尋常高等
小学校

四六1冊

K-3-3･09-19 郷土資料 総記3・09　文芸作品 天手抉詠集  上下 昭和16・7
吉島新六編
吉島休兵衛

四六和2冊

K-3-3･09-20 郷土資料 総記3・09　文芸作品 五月山 昭和21・8
長瀬茂八郎・
大野政雄編

謄写横和1冊

K-3-3･09-21 郷土資料 総記3・09　文芸作品 人生の旅　銀婚記念  句集 昭和26・2 保谷正葉著
美半二ッ折1
冊

K-3-3･09-22 郷土資料 総記3・09　文芸作品 濃飛文学読本 昭和7・3
岐阜県教育会
編

創生社 菊1冊

K-3-3･09-23 郷土資料 総記3・09　文芸作品 禁猟区にて  詩集 昭和33・4 和仁市太郎著 詩宴社 Ｂ6 1冊

K-3-3･09-24 郷土資料 総記3・09　文芸作品 一位の実  句集 昭和34・9
小鷹奇竜子・
ふさ子著

飛鳥書林
（19.3×17.5）
1冊

K-3-3･09-25 郷土資料 総記3・09　文芸作品 気多若宮神社奉額柳風引札 明治30 催主真絮 1紙

K-3-3･09-26 郷土資料 総記3・09　文芸作品

中村信夫草稿  秋郷批対岳詩稿聴鵑、詩稿城中何学、
浪華のすさび丗句(堂太狂句)、竹屋翁古稀賀宴序、栗
原神社奉灯会二十章(堂太)、堂太宛旭勘定書、増田貢
批祭岡田呉陽先生文并詩稿二

明治19 1袋

K-3-3･09-27 郷土資料 総記3・09　文芸作品 辻朴斎七絶懐紙 1枚
K-3-3･09-28 郷土資料 総記3・09　文芸作品 山崎弘泰賛菊花画扇面 1面
K-3-3･09-29 郷土資料 総記3・09　文芸作品 横山元親和歌短冊 3枚
K-3-3･09-30　1 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 明和8 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　2 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永3 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　3 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永5 静修館旧蔵 美半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･09-30　4 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永5 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　5 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永7 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　6 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永8 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　7 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永9 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　8 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永9 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　9 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永9 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　10 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永9 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　11 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 安永9 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　12 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明1 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　13 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明1 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　14 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明2 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　15 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明2 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　16 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明3 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　17 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明3 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　18 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明4 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　19 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明4 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　20 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明6 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　21 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明6 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　22 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 天明8 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　23 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永1 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　24 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永4 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　25 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永7 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　26 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永8 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　27 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永8 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　28 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永8 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　29 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永9 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　30 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永10－11 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　31 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永11 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　32 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛永12 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　33 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 享和2 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　34 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 享和2 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　35 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 享和3 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　36 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化1 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　37 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化1 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　38 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化2 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　39 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化5 静修館旧蔵 半半1綴
K-3-3･09-30　40 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化5 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　41 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化6 静修館旧蔵 美半1綴
K-3-3･09-30　42 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化8 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　43 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化8 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　44 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化9 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　45 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化12 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　46 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿  (臥牛山人集巻三上下七言律) 文化12 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　47 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿  (臥牛山人集七言律) 文化12 静修館旧蔵 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･09-30　48 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文化12－13 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　49 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿  (臥牛山人集五言古) 文政1 静修館旧蔵 美半1綴
K-3-3･09-30　50 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文政1 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　51 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文政1－2 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-30　52 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文政3 静修館旧蔵 美半1綴
K-3-3･09-30　53 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文政3－5 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-30　54 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 文政5 静修館旧蔵 美半1綴
K-3-3･09-30　55 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿 寛政11 静修館旧蔵 美半1綴
K-3-3･09-30　56 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿  蒿目云々 文化5 静修館旧蔵 美1葉
K-3-3･09-30　57 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿  席上云々 静修館旧蔵 美1葉
K-3-3･09-30　58 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩文稿  郡丞云々 文化1 静修館旧蔵 美1葉

K-3-3･09-30　59 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田臥牛詩稿断片 安永9春
夜過伯瑜他
静修館旧蔵

1葉

K-3-3･09-30　60 郷土資料 総記3・09　文芸作品 伝秀翁墓誌銘 寛政6

伝秀俗称田中
屋半十郎　赤
田臥牛撰　静
修館旧蔵

半半1冊

K-3-3･09-30　61 郷土資料 総記3・09　文芸作品 両岐麦記 享和3・5
赤田臥牛撰
静修館旧蔵

美半1綴

K-3-3･09-30　62 郷土資料 総記3・09　文芸作品 贈北水氏序 文化5・6
赤田臥牛撰
静修館旧蔵

半半1綴

K-3-3･09-30　63 郷土資料 総記3・09　文芸作品 金陵志
赤田臥牛撰
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･09-30　64 郷土資料 総記3・09　文芸作品 臥牛山人集草稿  刊本と内容に差あり (文化12） 静修館旧蔵 14綴

K-3-3･09-31 郷土資料 総記3・09　文芸作品 臥牛集初編 文政10・11
赤田臥牛著
静修館蔵版

美半5冊

K-3-3･09-32 郷土資料 総記3・09　文芸作品 小杏園集 慶応2
赤田章斎著
詩文集版下稿
静修館旧蔵

半半2冊

K-3-3･09-33　1 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 享和2 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　2 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 享和3 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　3 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 欠年 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　4 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文化13 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-33　5 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文化15－文政3 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　6 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 (文政7) 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　7 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文政3 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　8 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文政4 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　9 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文政7 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　10 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文政8－11 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　11 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文政7－天保8 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　12 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 天保4 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　13 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 天保5・7 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　14 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 天保14－弘化2 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　15 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 天保15 静修館旧蔵 美半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･09-33　16 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 弘化2 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　17 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 欠年 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-33　18 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿  教諭書 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　19 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿  享和2年臥牛撰詩学教の写 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-33　20 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 文化12－13 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-33　21 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田章斎詩文稿 天保4 静修館旧蔵 美半1冊

K-3-3･09-34 郷土資料 総記3・09　文芸作品 円円伝 文化3秋
赤田章斎誌
静修館旧蔵

半半1冊

K-3-3･09-35 郷土資料 総記3・09　文芸作品 澄江亭記 文政11
章斎塾生写
原文臥牛撰
静修館旧蔵

美半1冊

K-3-3･09-36　1 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 天保13 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-36　2 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 天保14 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-36　3 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 安政2 静修館旧蔵 美半1葉
K-3-3･09-36　4 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 安政5 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-36　5 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 安政5 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-36　6 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 安政6 静修館旧蔵 美半1冊
K-3-3･09-36　7 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 文久2 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-36　8 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 元治1 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-36　9 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 元治1 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-36　10 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 明治3 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-36　11 郷土資料 総記3・09　文芸作品 赤田誠軒詩文稿 明治4 静修館旧蔵 美半1葉

K-3-3･09-37 郷土資料 総記3・09　文芸作品 菊池愿明詩稿
大原亀五郎元
〆　臥牛門　静
修館旧蔵

半半1冊

K-3-3･39-38 郷土資料 総記3・09　文芸作品 上田済世詩稿
臥牛門　静修
館旧蔵

半半1冊

K-3-3･09-39 郷土資料 総記3・09　文芸作品 清水惟瑾詩稿
臥牛門　静修
館旧蔵

半半1冊

K-3-3･09-40 郷土資料 総記3・09　文芸作品 木蘭詩抄
臥牛社中詩稿
静修館旧蔵

半半1冊

K-3-3･09-41 郷土資料 総記3・09　文芸作品 僧梅渓詩稿 静修館旧蔵 半半1冊
K-3-3･09-42 郷土資料 総記3・09　文芸作品 某詩稿 静修館旧蔵 半半1冊

K-3-3･09-43 郷土資料 総記3・09　文芸作品 安政三十二家絶句 安政4・6
少納言兼侍従
大内記菅夏長
撰　静修館旧

半半1綴

K-3-3･09-44 郷土資料 総記3・09　文芸作品 某詩稿 静修館旧蔵
美半二ッ折1
冊

K-3-3･09-45 郷土資料 総記3・09　文芸作品 某詩稿 静修館旧蔵 半2葉
K-3-3･09-46 郷土資料 総記3・09　文芸作品 曽雀居士追慕会  催主葭汀　狂句 半半1冊
K-3-3･09-47 郷土資料 総記3・09　文芸作品 詠草 安政3 義邦　中光 横8綴

K-3-3･09-48 郷土資料 総記3・09　文芸作品 (寄春日大明神勧請) 延宝8写
角田幽庵・享
庵・木村昌悦・
稲垣慶利

美1葉



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･09-49 郷土資料 総記3・09　文芸作品 野村なみ草稿  漢詩　和歌 嘉永5・7、安政5
美半二ッ折5
冊

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配 （高山御役所御証文留写） 寛政2－9 半半1冊

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州永続御取締之儀被仰
渡取計方伺書

寛政2・8

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州高山陣屋其外取計方
申上候書付

寛政2・10

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州新規御抱入地役人居
屋敷被下地之儀ニ付伺書

寛政3・4

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配 （高山御役所御証文留写）  飛州一国急難御手当御囲 寛政3・8

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州大野郡渚村往還刎橋
懸替普請遣方木品根伐之儀伺書

寛政4・2

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州益田郡・大野郡村々山
稼空地芝永上納之儀ニ付伺書

寛政4・2

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州口留番人苗字帯刀之
儀ニ付伺書

寛政5・1

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州地役人壱人新規御抱
入居屋敷被下地伺書

寛政5・1

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州地役人屋敷上り地之分
草永取立伺書

寛政3・4

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州地役人屋敷上り地之分
草永引分取立継添伺書

寛政5・3

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州大野郡・吉城郡・益田
郡村々往還道橋筧井堰川除普請箇所伺書

寛政7・2

K-3-3･10-1 郷土資料 支配3・10　支配
（高山御役所御証文留写）  飛州益田郡小坂町村山稼
空地新開場之内開発難相成反別開発御免芝地永定納

寛政9・1

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配 (高山御役所御証文留写) 文化12－天保5 半半1冊

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛騨郡代被仰付候ニ付引越
御入用立方伺書

文化12・10

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州吉城郡半田村より上北
村迄猟師鉄砲譲渡候御届書

文化13・6

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州石浦村鋳物師冥加永免
除御届書

文化14・2

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州益田郡小坂町より萩原
町村え酒造株譲渡御勘定組伺書

文化14・3

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡花里村之内町方
分新規挽臼車稼御勘定組伺書

文化14・7

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡花里村之内町方
分新規水車稼御勘定組伺書

文化14・12

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州吉城郡杉原村鱒川運上
年季切替伺書

文政1・9

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡町方村より宮村
え紺屋冥加永譲渡伺書

文政4



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州湯之島村外弐ヶ村温泉
運上年季切替伺書

文政4・10

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州村々貯夫食貸渡年賦詰
戻之儀伺書

天保5・4

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配 (高山御役所御証文留写)  諸入用立方其外取計之儀伺 文政12・9

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡宮村百姓彦助・
母より・女房はち・娘よね儀狼仕留侯儀ニ付申上候書付

天保4・3

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配 (高山御役所御証文留写)  差上申御請証文之事 天保4・10

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  奇特人御褒美御扶持被下候
段申渡御届書

天保4・10

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡宮村百姓彦助母
より老養扶持御勘定組伺書

天保4・11

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡宮村百姓彦助母
より致病死候段御届書

天保4・11

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州山之口村銅山問堀場所
為引払候御届書

天保5・9

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州高山弐之町村酒造株譲
渡御届書

文政13・5

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州大野郡高山壱之町村油
〆木譲渡御届書

天保1・12

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州黒石村外壱ヶ村鉛山問
堀場所引渡候趣御届書

天保2・5

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  飛州益田郡中切村鉛山問堀
場所為引払候御届書

天保4・12

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配 (高山御役所御証文留写)  飛州壱之町村水車譲渡御届 天保3・5

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  (江戸御役所大田浦太右衛門
より検見掛御手当廃止の件照会書状)

文政12・3

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  越前国最寄於国々御廻米難
破船有之砌見分出役中御入用立方左ニ申上候

文政13・3

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  (大井郡代より松山伝蔵宛飛
州南方山内伐出御材木・榑木等積立のため尾州白鳥湊
へ手附・地役人頭取差出し通達書状)

(文政12)

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配

(高山御役所御証文留写)  飛州吉城郡中北村無民家ニ
候処高四百三拾五石余之村方ニ付、前々より近村持添
等ニ而も有之間敷哉相糺、其訳村鑑帳え可書載旨御談
ニ付、相糺可申進旨御申越ニ付、持添古川町方村呼出

天保1・7

K-3-3･10-2 郷土資料 支配3・10　支配
(高山御役所御証文留写)  此度水　出羽守殿被仰渡候
御年貢米金・諸拝借年賦返納物納方其外前々被仰渡上
納物期日・諸伺并帳面類差出方等之儀左之通被仰渡候

K-3-3･10-3 郷土資料 支配3・10　支配 申渡  天保元年苗木員数の成木状況に付申渡 天保4・6 高山御役所 1通

K-3-3･10-4 郷土資料 支配3・10　支配
廻状  滝村より三福寺迄　　御林山内ヶ所附帳并絵図面
等取調方に付

天保15・2 1通

K-3-3･10-5 郷土資料 支配3・10　支配 弘化二年国政引継演説書写 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･10-6 郷土資料 支配3・10　支配
(慶喜上奏文他)　  薩藩奸党のもの罪状之事口達之覚、
申合書他、新見印あり

半半1冊

K-3-3･10-7 郷土資料 支配3・10　支配 檀鵠　  明治36年・6写 半半和1冊

K-3-3･10-8 郷土資料 支配3・10　支配 衆議院議員一覧表 (明治23)
（15.5×7.5）
折本

K-3-3･10-9 郷土資料 支配3・10　支配 貴衆両院議席番号一覧表　　　  吉永卯八発行 明治24・2 1枚
K-3-3･10-10 郷土資料 支配3・10　支配 選挙有権者名簿　　　  岐阜県吉城郡2,735名 大正9・3 半半1冊

K-3-3･10-11 郷土資料 支配3・10　支配 益田郡制志 大正13・8
岐阜県益田郡
役所編

菊1冊

K-3-3･10-12　1 郷土資料 支配3・10　支配 岐阜県会沿革誌　　  続編の六 大正13・9 岐阜県会 菊和1冊
K-3-3･10-12　2 郷土資料 支配3・10　支配 岐阜県会沿革誌　　  続編の七 昭和4・5 岐阜県会 菊和1冊
K-3-3･10-13 郷土資料 支配3・10　支配 飛騨国私領より御領所成候ニ付諸伺并御証文写　　抄 元禄5 半半1冊
K-3-3･10-14 郷土資料 支配3・10　支配 衆議院議員之証 明治23・7 岐阜県知事 1枚

K-3-3･10-15 郷土資料 支配3・10　支配
代官大原彦四郎書状　  大河内与一兵衛・成瀬達右衛
門宛　鉱山開発の件他

明和5・6 切紙1通

K-3-3･10-16 郷土資料 支配3・10　支配
水野越前守失政記事　  落首の数々　瞽女口説地震の
身の上合綴

天保14・9 半半1綴

K-3-3･10-17 郷土資料 支配3・10　支配
見聞書留　  島田佐兵衛(九条家侍)　梟首、家茂再度上
京勅諭を賜る他

文久2－ 美半1綴

K-3-3･10-18 郷土資料 支配3・10　支配 御倹約御触請印帳写　  二木家扣 文化9・2 美半1冊
K-3-3･10-19 郷土資料 支配3・10　支配 (御倹約御触写)　　  二木家扣 文政12・2 美半1冊
K-3-3･10-20 郷土資料 支配3・10　支配 御教諭書写　  二木家扣 天保11・5 美半1冊
K-3-3･10-21 郷土資料 支配3・10　支配 御倹約御触書写　　  二木家扣 天保12・6 美半1冊
K-3-3･10-22 郷土資料 支配3・10　支配 被仰渡　私用ニ付礼服着用規定書写  二木家扣 嘉永7・3 美半1冊

K-3-3･11-1 郷土資料 支配3・11　領主 江間物語
田中大秀書入
館柳湾跋　稲
田元浩旧蔵

桐箱入半半1
冊

K-3-3･12-1 郷土資料 支配3・12　藩士 高山城下町図  明治2年写
（170.0×
181.3）1軸

K-3-3･18-1 郷土資料 支配3・18　軍事 高山城図写 延宝4・3
（131.2×
74.0）1軸

K-3-3･20-1 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷新田村田畑屋舗御検地水帳 元禄7・6 大1冊

K-3-3･20-2 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷上灘村田畑屋舗御検地水帳 元禄7・6 大1冊

K-3-3･20-3 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷一重ヶ根村屋舗御検地水帳　  三
冊之内

元禄7・8 大1冊

K-3-3･20-4 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷蓼俣村田畑屋舗御検地水帳 元禄7・8 大1冊

K-3-3･20-5 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷岩井戸村田畑屋舗御検地水帳 元禄7・8 大1冊

K-3-3･20-6 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷長倉村田畑屋舗御検地水帳 元禄7・9 大1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･20-7 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷吉野村田畑屋舗御検地水帳写 元禄7・9 美半1冊

K-3-3･20-8 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

(吉城郡)中山村御検地日切御竿請帳 元禄7・8 美半1冊

K-3-3･20-9 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

仕上ル証文之事　  吉城郡宮原村草野林御竿請証文 元禄7・7 1通

K-3-3･20-10 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

仕上ル一札之事　  吉城郡長倉村河原御竿請証文 元禄7・9 1通

K-3-3･20-11 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

仕上ル証文之事　  吉城郡吉野村中之野新開御竿請証
文　郷中抱、三年後迄年貢諸役延期願

元禄7・9 1通

K-3-3･20-12 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

仕上ル一札之事　  吉城郡吉野村中之野新開御竿請証
文、郷中抱願

元禄7・9 1通

K-3-3･20-13 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

指上申手形之事　  吉城郡中山村山役古来無役の事 元禄7・9 1通

K-3-3･20-14 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

指上申手形之事　  吉城郡双六村山役・川役古来無役
の事

元禄7・8 1通

K-3-3･20-15 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

指上ゲ申手形之事　  御検地ニ付阿曽保村、吉野村村
境榜示建立合

元禄7・8 1通

K-3-3･20-16 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

書違申証文之事　  吉城郡小無雁村、谷村境論済口 元禄7・8 1通

K-3-3･20-17 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷一重ヶ根村地改帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-18 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷岩井戸村地改帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-19 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷新田村新田検地帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-20 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷上灘村地改帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-21 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷吉野村新田検地帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-22 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷上灘村新田検地帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-23 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷宮原村地改帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-24 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷宮原村新田検地帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-25 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷在家村古田地改新田検地御(水
帳)

安永7・5 美半1冊

K-3-3･20-26 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国大野郡小八賀郷殿垣内村新田検地帳 安永3・9 大1冊

K-3-3･20-27 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷鼠餅村新田検地帳 文化11・6 大1冊

K-3-3･20-28 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷新田村新田検地帳 文化11・6 大1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･20-29 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡高原郷吉野村新田検地帳 天保6・12 大1冊

K-3-3･20-30 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

(吉城郡)吉野村新田畑御水帳写 天保11・4 美半1冊

K-3-3･20-31 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国吉城郡上高原郷新田村新田検地帳 弘化1・4 大1冊

K-3-3･20-32 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

飛騨国大野郡白川郷六厩村田畑屋舗御検地水帳写 元禄7・閏5 美半1冊

K-3-3･20-33 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

白川郷中野村照蓮寺境内田畑御検地御竿請帳　後写 元禄7・閏5 半半1冊

K-3-3･20-34 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

村々榜示手形之扣帳　後写　  中野村杉野堂扣帳 元禄7・閏5 5通

K-3-3･20-35 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

新田・古田・焼畑入作御水帳写  白川御坊杉野堂、中野
村扣

天保14・9 半半1冊

K-3-3･20-36 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

改正地引帳　扣　  大野郡白川村鳩谷組 明治9・5 美半1冊

K-3-3･20-37 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

改正地引帳　扣　  大野郡白川村尾神 明治9・8 美半1冊

K-3-3･20-38 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

改正地引帳　扣　  大野郡白川村長瀬 明治9・8 美半1冊

K-3-3･20-39 郷土資料
土地　租税3・20　土地
租税

(美濃)地主同盟会仮則 活版1紙

K-3-3･21-1 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳 (吉城郡)蔵柱村中組高帳 明治1・12 美半1冊

K-3-3･21-2 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳
字名誤謬一筆限取調帳　  吉城郡国府村金桶組、宮地
組、東門前組 地租改正の際帳簿図面等の誤謬調査、

明治21 美半1綴

K-3-3･21-3 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳 (絵図の面高、百姓数[図略])　後写　  大野郡山口村・町 元禄8・8 半半1葉
K-3-3･21-4 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳 (大野郡)根方村田地銘々仕分ヶ覚帳　抄　後写 元禄14・12 横1冊
K-3-3･21-5 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳 豊田藤之進御代官所　飛騨国大野郡森茂村高反別小 天保14・9 横1冊

K-3-3･21-6 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳 大野郡森茂村御田畑屋舗高反別御年貢小前帳 文久3・3
地主森茂村弥
作

美半1冊

K-3-3･21-7 郷土資料 土地　租税3・21　石高帳
田畑・宅地・焼畑代価名々所持分取調書上帳　抄　後写
大野郡丹生川村折敷地

明治9・6 横1冊

K-3-3･22-1 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

定申一札証文之事　  大野郡折敷地村山畑替地証文 天明9・2 1通

K-3-3･22-2 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

屋舗替地証文之事　  古川弐之町3丁目にて加賀屋源
兵衛、中村屋善右衛門替地、絵図面付

文政8・5 1通

K-3-3･22-3 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

御畑地替地為取替証文之事　  吉城郡麻生野村にて畑
地、草山替地

安政3・11 1通

K-3-3･22-4 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差違申一札之事　  吉城郡上灘村祐吉より鼠餅村へ、焼
畑、山替地

明治3・2 1通

K-3-3･22-5 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

蝗喰水入ニ付村々田畑見分帳  吉城郡下北・中北・行
真・沖之町・沼町・杉崎・袈裟丸・上野・大村・是重田畑、
中村屋善右衛門扣

嘉永4 横1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･22-6 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(大野郡)白川郷森茂村流地御田地高反別改帳  森茂村
名主より池本村長九郎宛　扣

文政3・10 横1冊

K-3-3･22-7 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

飛騨高山御城並侍屋敷破却跡三町割合地反歩帳　後
写  弐之町村川上屋孫左衛門

享保9・4 半半1冊

K-3-3･22-8 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

公有地ヶ所反別取調書　　  吉城郡上宝村 半半1綴

K-3-3･22-9 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷岩瀬村新焼畑御高入小前帳　写 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-10 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷赤谷村新焼(畑)御高入小前帳　写　寺領 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-11 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷中野村未年辰年焼畑御高入小前帳　写
寺領

安永3・8 横1冊

K-3-3･22-12 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷海上村古来焼新焼御高入小前帳　写　寺
領

安永3・8 横1冊

K-3-3･22-13 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷尾神郷村未年辰年新焼畑御高入小前帳
写　寺領

安永3・8 横1冊

K-3-3･22-14 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡尾神未年古来新規焼畑御改出小前帳　写 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-15 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡尾神未年古来新規焼畑御改出小前帳　写 安永3・8 半半1冊

K-3-3･22-16 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷福島村未焼畑新焼畑御高入小前帳　写 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-17 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷牧村未焼畑新焼畑御高入小前帳　写 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-18 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷御母衣村未焼畑新焼畑御高入小前帳
写　寺領

安永3・8 横1冊

K-3-3･22-19 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷木谷村未年焼新焼畑御高入小前帳　写 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-20 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷荻町村新焼畑御高入小前帳　写　寺領 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-21 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷椿原村新焼畑御高入小前帳　写　寺領 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-22 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷有家ヶ原村新焼畑御高入小前帳　写　寺
領

安永3・8 横1冊

K-3-3･22-23 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷芦倉村新焼畑御高入小前帳　写 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-24 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

大野郡白川郷小白川村新焼畑御高入小前帳　写　寺領 安永3・8 横1冊

K-3-3･22-25 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

益田郡見座村にて焼畑作り年数書付差上申証文之事 元禄7・8 1通

K-3-3･22-26 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(焼畑借受)証文之事　  蓼俣村小谷にて柏当村次郎兵
衛が薪木もらい伐り跡を焼畑に借受ける

享保7・1 1通

K-3-3･22-27 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

乍恐奉願上口上書之御事　  吉城郡吉野村山焼き願 享保8・4 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･22-28 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差上ゲ申一札之事　扣　  吉野村山内にて無断山焼きの
詫、高山御役所宛

享保8・4 1通

K-3-3･22-29 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(焼畑借作)一札　  吉城郡蓼俣村山内にて田比家村彦
助他借受

享保11・3 1通

K-3-3･22-30 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(焼畑借請)証文之事　  吉城郡蓼俣村山内にて田比家
村清三郎借受

寛延3・11 1通

K-3-3･22-31 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(焼畑借請)証文之事　  蓼俣村山内にて田比家村太郎
作借受

明和1・12 1通

K-3-3･22-32 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(焼畑借請)証文之事　  蓼俣村山内にて田比家村孫助
借受

亥4月 1通

K-3-3･22-33 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

山内焼なぎ場所譲証文之事　  吉城郡新田村より宮原・
上灘両村宛

文化1・3 1通

K-3-3･22-34 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

山内為替証文之事　  吉城郡新田村山内焼なぎ場所１ヶ
所、宮原村より新田村へ渡す

文化1・3 1通

K-3-3･22-35 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　後写　  吉城郡折敷地村山内字しし山
借なぎ作りに付、作主3人より村方中宛

嘉永1・12 1通

K-3-3･22-36 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　　  なめり谷の内借りなぎ作りに付、借
主より当村方中宛

文久3・4 1通

K-3-3･22-37 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　　  焼なぎ借請証文、吉城郡折敷地村 慶応4春 1通

K-3-3･22-38 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　　  吉城郡折敷地村山内字いゑの山
にて焼畑当年一作切り借受、差入主法力村長五郎

慶応4・4 1通

K-3-3･22-39 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　後写　　  吉城郡折敷地村横尾谷障
子平にて焼畑5ヶ年借受、借受人大谷村五郎兵衛

明治3・10 1通

K-3-3･22-40 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

焼畑山買請差入一札之事　後写　  吉城郡折敷地村字
上ノ山二洞にて5ヶ年買請に付､買主小野村市三郎他よ
り折敷地村宛

明治4・3 1通

K-3-3･22-41 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　  吉城郡折敷地村横尾谷の内にて5ヶ
年季焼畑作り買受に付、山買受入根方村大屋久治他よ
り折敷地村宛

明治4・12 1通

K-3-3･22-42 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　  吉城郡折敷地村字上之山他１ヶ所
にて5ヶ年季新山なぎ作りに付、根方村吉田四良三郎よ

明治5・12 1通

K-3-3･22-43 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申規定証書之事　後写　  大野郡折敷地村庄司ヶ
谷にて作付11ヶ年、買請人日面村太郎作他より折敷地

明治7・5 1通

K-3-3･22-44 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

焼畑山買請規定一札之事　後写　  吉城郡折敷地村山
内字賀太より後てんやくにて5ヶ年季入作買受人下小野
中禿市三郎より折敷地村役前宛

明治7 1通

K-3-3･22-45 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一札之事　  吉城郡折敷地組字ねんと芋畑にて
山借請け6ヶ年作付に付、小野組岩腰善兵衛他より折敷

明治10・10 1通

K-3-3･22-46 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

差入申一(札)之事　後写　　  吉城郡折敷地村字たるミ
谷滝上にて山借請けなぎ作りに付、借主五味原作兵衛

1通

K-3-3･22-47 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

乍恐以書付奉願上候　  吉城郡森部村・大沼村秣場焼
払願、免状裏書

文政5・2 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･22-48 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

地価修正材料取調表　  国府・川西・丹生川・上枝・大名
田・古川・阿曽布・下呂村

(明治23) 美半1綴

K-3-3･22-49 郷土資料
土地　租税3・22　田畑
屋舗

(吉城郡鶴巣村空地新開場地引麁絵図)　　  鶴巣村三
役・隣地山本村組頭より高山御役所宛

文久2・3 （27×39）1通

K-3-3･23-1 郷土資料 土地　租税3・23　林野
仕上ル一札之事　  吉城郡吉野村竿請地以外に百姓林
はなく、惣村平幅并川向の山に至る迄郷中抱山である、
地引百姓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・惣小百姓よ

元禄7・9 1通

K-3-3･23-2 郷土資料 土地　租税3・23　林野 仕上ル証文之事  吉城郡吉野村惣村抱草野証文 元禄7・9 1通

K-3-3･23-3 郷土資料 土地　租税3・23　林野
吉城郡山本村・鶴巣村・木曽垣内村・三日町村・半田村・
桐谷村六ヶ村山帳  文政2年改

享保12・閏1 美半1冊

K-3-3･23-4 郷土資料 土地　租税3・23　林野 飛州吉城郡高原郷鼠餅村雑木山・草山御改帳　扣 享保12・1 美半1冊

K-3-3･23-5 郷土資料 土地　租税3・23　林野
飛州吉城郡高原郷雑木山草山御改帳　  吉城郡本郷・
在家・吉野・新田・岩井戸・鼠餅村

享保12・1 美半1冊

K-3-3･23-6 郷土資料 土地　租税3・23　林野
乍恐奉願(上候)　  村普請入用木を願い上げた今村山内
小字のたヶ洞は御役所帳面には東門前村とある由、今
村分に相違ない、東門前村連印、御役所宛

寛政4・7 扣共2通

K-3-3･23-7 郷土資料 土地　租税3・23　林野
飛騨国吉城郡高原郷苧生茂村・葛山村・下佐谷村・長倉
村・鼠餅村・上灘村・見座村・岩井戸村山舗帳　写

文政10・1 美半1冊

K-3-3･23-8 郷土資料 土地　租税3・23　林野
長谷川庄五郎様御支配之節御改有之候山帳写　  吉城
郡塩屋・山之山・中沢上・洞・祢宜ヶ沢上・加賀沢村

文化6・4 半半1冊

K-3-3･23-9 郷土資料 土地　租税3・23　林野
乍恐奉願上候御事　扣  字のとヶ洞を先年山帳に東門
前村御留山と書き上げたが、今村御留山の間違で、東
門前村は岩ヶ平を山帳に書き漏らした

延享3・3 1通

K-3-3･23-10 郷土資料 土地　租税3・23　林野 前平沢山覚帳  吉城郡在家村組頭源七 天明1・10 半半1通
K-3-3･23-11 郷土資料 土地　租税3・23　林野 飛騨国吉城郡西門前村山間改帳 天明5・10 扣共美半2冊

K-3-3･23-12 郷土資料 土地　租税3・23　林野
樹林草山改帳  寛政9－安政6春木伐覚、吉城郡山本・
下北・沼町・沖ノ町・杉崎・袈裟丸・野口・岩丸・戸市・高
野・畦畑・平岩・大村・上野・太江村

享和3・11 横1冊

K-3-3･23-13 郷土資料 土地　租税3・23　林野
御林山箇所取調帳　後写  吉城郡村上・糠塚・宇津江・
広瀬町・蓑輪・今・鶴巣・山本村

天保15 半半1綴

K-3-3･23-14 郷土資料 土地　租税3・23　林野
御山内取調箇所附帳  吉城郡三川・上広瀬・金桶・瓜
巣・名張・三日町・東門前・西門前・八日町・漆垣内・桐
谷・半田・木曽垣内村

天保15 半半1綴

K-3-3･23-15 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡大沼村御林山内箇所附帳 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-16 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山取調箇所附帳　扣  吉城郡畦畑村 天保15・4 美半1冊

K-3-3･23-17 郷土資料 土地　租税3・23　林野
御林山内取調箇所附仕上帳  吉城郡平岩村、入会古川
町方村扣分

天保15・4 美半1冊

K-3-3･23-18 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　扣  吉城郡保村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-19 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　扣  吉城郡三川原村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-20 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山取調箇所附帳  吉城郡小豆沢村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-21 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山取調箇所附帳　扣  吉城郡宮原村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-22 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内箇所附帳　抄書　後写  吉城郡蓼俣村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-23 郷土資料 土地　租税3・23　林野 官林山林箇所取調書上帳　抄書  吉城郡下佐谷村、絵 明治7・4 美半1冊
K-3-3･23-24 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山林代価小前帳  吉城郡袖川村山田組組長 明治10・9 横1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･23-25 郷土資料 土地　租税3・23　林野
大野郡白川郷拾六ヶ村雑木立付上帳  雑木山付上げの
御廻状写付載

享保12・2 横1冊

K-3-3･23-26 郷土資料 土地　租税3・23　林野 (雑木山草山并焼畑付上帳)  大野郡白川郷18ヶ村 享保12 美半1冊
K-3-3･23-27 郷土資料 土地　租税3・23　林野 官林反別取調帳　写  大野郡白川村 明治9・5 半半1冊
K-3-3･23-28 郷土資料 土地　租税3・23　林野 草山柴山反歩銘々持高帳  大野郡瓜田村 享保12・2 横1冊
K-3-3･23-29 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡宮村山内有木反別大積帳  宮村山見新八 延享4・2 美半1冊

K-3-3･23-30 郷土資料 土地　租税3・23　林野
官林山林箇所取調書上  大野郡下切・赤保木・下林村
大野郡清見村上切・山田・八日町

明治7
明治9・1

半半6冊1綴

K-3-3･23-31 郷土資料 土地　租税3・23　林野 草山割帳  吉城郡小萱村中 正徳5・4 横1冊
K-3-3･23-32 郷土資料 土地　租税3・23　林野 拾四ヶ所山分ヶ連判帳  吉城郡小萱村 寛保2・9 横1冊
K-3-3･23-33 郷土資料 土地　租税3・23　林野 小萱村山分ヶ帳 天明2・11 美半2冊
K-3-3･23-34 郷土資料 土地　租税3・23　林野 草山高反別割合帳  吉城郡在家村奥山帳 天明1・10 半半1冊

K-3-3･23-35 郷土資料 土地　租税3・23　林野
山分定証文之事　後写  大野郡殿垣内村、前々より村中
入会場所高割3分、平割7分、算定中田屋吉兵衛

寛永7・2 1通

K-3-3･23-36 郷土資料 土地　租税3・23　林野
仕分定証文之事  吉城郡吉田村字塩野谷の内足谷にて
上木伐取りに付、塩野・下吉田両組規定

天保6・12 1通

K-3-3･23-37 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調ヶ所附帳　扣  大野郡三福寺村 天保15・9 半半1冊
K-3-3･23-38 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　扣  大野郡五名村・漆垣内村 天保15・6 半半1冊

K-3-3･23-39 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　扣  大野郡塩屋村 天保15・5
後写共半半2
冊

K-3-3･23-40 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　  大野郡大島村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-41 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　  大野郡岩井村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-42 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　扣  大野郡滝村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-43 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　扣  大野郡瓜田村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-44 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内箇所附帳　抄書　後写  大野郡殿垣内村 天保15・7 半半1冊
K-3-3･23-45 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　扣  大野郡小坊村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-46 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　写  大野郡渚村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-47 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　写  大野郡阿多粕村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-48 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　扣  大野郡下林村 天保15・5 半半1冊

K-3-3･23-49 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山箇所附帳  大野郡下本村 天保15・6
後写共半半2
冊

K-3-3･23-50 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山箇所付帳  大野郡坂村 天保15・6
後写共半半2
冊

K-3-3･23-51 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山箇所付帳　後写  大野郡白川村分 天保15 半半1綴
K-3-3･23-52 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　抄書　後写  大野郡町屋村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-53 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　抄書　後写  大野郡新淵村 天保15・4 半半1冊
K-3-3･23-54 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所付帳　抄書　後写  大野郡野々俣村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-55 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　  大野郡森茂村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-56　1 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　抄書　後写  大野郡町方村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-56　2 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　抄書　後写  大野郡大谷村 天保15・6 半半1冊
K-3-3･23-56　3 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御林山内取調箇所附帳　抄書　後写  大野郡殿垣内村 天保15・7 半半1冊
K-3-3･23-57 郷土資料 土地　租税3・23　林野 草山出入高反別割帳　写  吉城郡在家村 安政3・8 美半1冊
K-3-3･23-58 郷土資料 土地　租税3・23　林野 草高山屋札山帳  吉城郡西門前村 天明6・8 美半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･23-59 郷土資料 土地　租税3・23　林野
吉城郡大沼村山敷銘々割合小前帳  文政3、天保11年
追記あり

文政2・4 横1冊

K-3-3･23-60 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡長倉村山新分小前帳  長倉村組頭弥右エ門 慶応3・6 美半1冊
K-3-3･23-61 郷土資料 土地　租税3・23　林野 東中山割之帳写他  大野郡上枝村下林区 延享2・8－ 1袋

K-3-3･23-62 郷土資料 土地　租税3・23　林野
山分証文之事　後写  大野郡殿垣内村字すす畑なぎより
助左エ門なぎまで6ヶ所入会山分割、算者高山平瀬屋惣

明和6・4 1通

K-3-3･23-63 郷土資料 土地　租税3・23　林野
字小屋ヶ野山・字深ヶ洞草山平割分ヶ山帳　後写  大野
郡殿垣内村名主平四郎

文政1・11 半半1冊

K-3-3･23-64 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳  益田郡久須母村 天保15・4 半半1冊
K-3-3･23-65 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　抄書　後写  益田郡大西村 天保15・5 半半1冊
K-3-3･23-66 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　抄書　後写  益田郡柳島村 天保15・4 半半1冊
K-3-3･23-67 郷土資料 土地　租税3・23　林野 御山内取調箇所附帳　抄書　後写  益田郡小屋名村 天保15・5 半半1冊

K-3-3･23-68 郷土資料 土地　租税3・23　林野
御林山内取調箇所附帳　抄書　後写  益田郡日和田
村、小日和田村との入会場出入のため再提出分

元治2・4 半半1冊

K-3-3･23-69 郷土資料 土地　租税3・23　林野
御林山内取調箇所附帳　後写  益田郡小日和田村、元
治2年再提出

元治2・4 半半1冊

K-3-3･23-70 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡八日町村、みだれ橋あり 文政13・2 （41×54）1舗
K-3-3･23-71 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡森部村 （41×57）1舗

K-3-3･23-72 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡野口、戸市、末真村 享和1・4
（27×38）3舗
1袋

K-3-3･23-73 郷土資料 土地　租税3・23　林野
祢宜ヶ沢上山地見取図　後写  吉城郡祢宜ヶ沢上村、縮
尺千分一

（40×35）1舗

K-3-3･23-74　1 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡小野村・桑ヶ谷村山絵図 （36×53）1舗
K-3-3･23-74　2 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡杉原村山絵図 （40×55）1舗
K-3-3･23-74　3 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡鮎飛村山絵図 （40×55）1舗
K-3-3･23-75 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡保村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-76 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡小豆沢村・久婦須万浪山絵図 天保15・5 （39×54）1舗
K-3-3･23-77 郷土資料 土地　租税3・23　林野 飛騨国吉城郡久婦須万浪山絵図面 明治初 （27×39）1舗

K-3-3･23-78 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡坂下村大字万波略図　1万分1縮図
（123×168）1
舗

K-3-3･23-79 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡久婦須万波絵図 （39×76）1舗

K-3-3･23-80 郷土資料 土地　租税3・23　林野 天保度御林山内箇所附帳付属図  吉城郡上宝村分 天保15
（40×55）25
舗綴

K-3-3･23-81 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡新田村山絵図 （38×53）1舗
K-3-3･23-82 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡上灘村山絵図 （38×53）1舗
K-3-3･23-83 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡吉野村山絵図 （42×58）1舗

K-3-3･23-84 郷土資料 土地　租税3・23　林野 飛騨国吉城郡蔵柱村山内絵図 明治7・7
（77×170）1
舗

K-3-3･23-85 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図  吉城郡吉田村 明治8・10 （27×38）1舗
K-3-3･23-86 郷土資料 土地　租税3・23　林野 吉城郡割石村山絵図 （55×41）1舗

K-3-3･23-87 郷土資料 土地　租税3・23　林野 山絵図　後写  大野郡松本村、小坊村、岩井村
（39×55）3舗
1袋

K-3-3･23-88 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡小坊村山絵図 （37×51）2舗
K-3-3･23-89 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡久々野村山絵図 （40×55）1舗



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･23-90 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡無数河村山絵図 （40×55）1舗
K-3-3･23-91 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡阿多粕村山絵図 （39×53）2舗
K-3-3･23-92 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡木賊洞村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-93 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡長淀村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-94 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡有道村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-95 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡引下村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-96 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡渚村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-97 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山梨村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-98 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡前原村山絵図 （42×61）1舗
K-3-3･23-99 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡新宮村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-100 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡八日町村山絵図 （43×59）1舗
K-3-3･23-101 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡中切村・上切村山絵図 （39×67）1舗
K-3-3･23-102 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡中切村山絵図 （38×54）1舗
K-3-3･23-103 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡赤保木村山絵図 （42×59）1舗
K-3-3･23-104 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡下林村山絵図  付・延享3年書違証文写 （40×54）1舗
K-3-3･23-105 郷土資料 土地　租税3・23　林野 飛騨国大野郡大原村山絵図 明治7 （40×34）1舗
K-3-3･23-106 郷土資料 土地　租税3・23　林野 官林調絵図  大野郡大名田村千島・花里・西之一色 （27×40）1舗
K-3-3･23-107 郷土資料 土地　租税3・23　林野 天保年中山林図面　写  白川村(旧23ヶ村)分 明治18・6 （38×54）1綴
K-3-3･23-108　1 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  大窪村 （39×54）1舗
K-3-3･23-108　2 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  平瀬村 （39×54）1舗
K-3-3･23-108　3 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  牧村 （39×54）1舗
K-3-3･23-108　4 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  椿原村 （39×54）1舗
K-3-3･23-108　5 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  有家ヶ原村 （39×54）1舗
K-3-3･23-108　6 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  御母衣村 （39×54）1舗
K-3-3･23-108　7 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  馬狩村 （39×54）1舗
K-3-3･23-109　1 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  椿原村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　2 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  有家ヶ原村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　3 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  芦倉村 （40×55）2舗
K-3-3･23-109　4 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  野谷村 （40×55）2舗
K-3-3･23-109　5 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  牧村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　6 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  御母衣村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　7 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  大窪村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　8 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  馬狩村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　9 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  加須良村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　10 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  内ヶ戸村 （40×55）1舗
K-3-3･23-109　11 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  保木脇村 （40×55）2舗
K-3-3･23-109　12 郷土資料 土地　租税3・23　林野 大野郡山絵図　後写  尾上郷村 （40×55）1舗
K-3-3･23-110 郷土資料 土地　租税3・23　林野 益田郡久須母村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-111 郷土資料 土地　租税3・23　林野 益田郡大西村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-112 郷土資料 土地　租税3・23　林野 益田郡小屋名村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-113 郷土資料 土地　租税3・23　林野 益田郡柳島村山絵図 （39×54）1舗
K-3-3･23-114 郷土資料 土地　租税3・23　林野 益田郡辻村山絵図 （39×54）1舗

K-3-3･23-115 郷土資料 土地　租税3・23　林野 (吉城郡神岡村和佐保組山絵図) 明治初
（80×111）1
舗



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･24-1 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

覚(去午新田当未御取調仮免定)  大野郡牧村、御母衣
村

安永4・11 2通

K-3-3･24-2 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

覚(去午新田当未御取調仮免定)後写  大野郡御母衣
村・牧村

安永4・11 半半1冊

K-3-3･24-3 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

御年貢可納割付之事  大野郡三ッ谷村 元禄10・11 1通

K-3-3.・24-4 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

辰年御年貢銀納割付帳  大野郡中切組(尾神・福島・御
母衣・牧・平瀬・木谷村)

宝暦10・10 横1冊

K-3-3･24-5 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

御年貢可納割付之事　後写  御母衣村(安永7)・尾神村
(文化14)福島村（安永6、寛政1)・牧村(安永7)・木谷村未
新田(寛政10、文化2)

半半1冊

K-3-3･24-6 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

御年貢可納割付之事　  大野郡町方村 嘉永5・10 1通

K-3-3･24-7 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

未年御年貢銀小前取立帳  大野郡白川郷上切組5ヶ村
(赤谷・海上・中野・岩瀬・御境内)、定免7分増共、仮値段
米1俵に付銀18匁8分

安永4・11 美半1冊

K-3-3･24-8 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

寅年御年貢取立帳　後写  白川郷上切組、仮値段米1俵
に付銀18匁6分

天明2・11 半半1冊

K-3-3･24-9 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

御年貢皆済目録  吉城郡祢宜ヶ沢上村 文久2・4 1通

K-3-3･24-10 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

丑之年御年貢皆済帳  大野郡尾神・福島・御母衣・牧・
平瀬・木谷村

享保18・10 美半1冊

K-3-3･24-11 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

亥御年貢米金皆済目録  大野郡楢谷村 延享1・4 1通

K-3-3･24-12 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

覚(年貢石代金請取)  照蓮寺領中切組29通、牧組6ヶ村
1通

文化14－嘉永4 1綴

K-3-3･24-13 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

皆済目録　後写  寺領中切組2通、牧組1通 文化14－天保11 半半1冊

K-3-3･24-14 郷土資料
土地　租税3・24　割付
取立

御年貢皆済目録  大野郡楢谷村 元治2・4 1通

K-3-3･25-1 郷土資料 土地　租税3・25　上　納
御年貢米之事(皆済覚)  沼町・下北・下町・袈裟丸村分、
名主発行

正徳4－寛延1 31葉1袋

K-3-3･25-2 郷土資料 土地　租税3・25　上　納 白川郷拾六ヶ村寅御年貢御収納目録　後写 享保7・10 半半1冊

K-3-3･25-3 郷土資料 土地　租税3・25　上　納
御寺領五ヶ村御年貢上納帳　後写  赤谷・岩瀬・海上・中
野・尾神郷村

天保13・10 半半1冊

K-3-3･25-4 郷土資料 土地　租税3・25　上　納 御蔵米之事 美半1綴

K-3-3･25-5 郷土資料 土地　租税3・25　上　納
江戸城本丸御普請に付中村屋善右衛門上納金請取  川
島奥六・進野礼太郎

文久1・8
（15.5×13.1）
1紙

K-3-3･25-6 郷土資料 土地　租税3・25　上　納
日清戦争軍資の内へ献納に付(知事感状)  飯沼嘉平、
飯沼正太郎

明治30・6 美堅2通

K-3-3･30-1 郷土資料 町村制3・30　町村制 村差出　写  吉城郡西門前村 正徳5・9 美半1冊
K-3-3･30-2 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡高原郷蔵柱村差出帳 正徳5・9 美半1冊
K-3-3･30-3 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡吉城郷蓑輪村指出帳 正徳6・9 美半1冊
K-3-3･30-4 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡大沼組五ヶ村差出帳　抄書　後写 延享2・10 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･30-5 郷土資料 町村制3・30　町村制
差出明細帳  吉城郡宮原村(明和3・5、明治2・12写)、上
灘村(明治2・12扣)

美半3冊1綴

K-3-3･30-6 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国大野郡小八賀郷殿垣内村差出帳雛形　扣 正徳5・8 美半1冊
K-3-3･30-7 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国大野郡小八賀郷殿垣内村指出帳　扣 正徳5・9 美半1冊
K-3-3･30-8 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国大野郡小八賀郷殿垣内村指出シ帳　抄書　後写 正徳5・9 半半1冊
K-3-3･30-9 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国大野郡小八賀郷下坪村指出帳　抄書　後写 正徳5・9 半半1冊
K-3-3･30-10 郷土資料 町村制3・30　町村制 村差出帳　写  大野郡尾神・福島・牧・御母衣・平瀬・木 （正徳5） 美半1綴

K-3-3･30-11 郷土資料 町村制3・30　町村制

飛騨国大野郡岩瀬村・有家ヶ原村・赤谷村・小白川村・
中野村・御母衣村・ (海上村)・平瀬村・尾神村・木谷村・
(尾神郷村)・荻町村・福島村・椿原村・牧村・芦倉村差出
明細帳  (　)内の村は表紙のみ、文化11写

宝暦8 美半1冊

K-3-3･30-12 郷土資料 町村制3・30　町村制
飛騨国大野郡白川郷尾神村・福島村・牧村・御母衣村・
平瀬村・木谷村差出明細帳　後写

宝暦8 半半1冊

K-3-3･30-13 郷土資料 町村制3・30　町村制 (大野郡瓜田村差出明細帳) 明和3・5 美半1冊

K-3-3･30-14 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡本郷村地境絵図  天保13年2月付紙あり 安永2・3
（197×215）1
舗

K-3-3･30-15　1 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡蔵柱村境絵図 元禄7
（54.3×161）
1舗

K-3-3･30-15　2 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡蔵柱村境絵図 安永3・3
変形（45.5×
225）1舗

K-3-3･30-16 郷土資料 町村制3・30　町村制
飛騨国吉城郡上宝村雙六組実地詳細地図  2通の内第
2、図工高山町桐山喜助

明治11・1
（79×211）1
舗

K-3-3･30-17 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡吉野村耕地巨細仕訳絵図  豊田藤之進 （39×78）1舗
K-3-3･30-18 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡保村麁絵図  稲越村かぶせ絵図、薪伐場所記入 文政13・2 （68×82）1舗
K-3-3･30-19 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡坂下村大字祢宜ヶ沢上字大平部分図 大正8・10 （55×39）1舗
K-3-3･30-20 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡坂下村大字洞字原野附近略図 大正8・10 （74×80）1舗

K-3-3･30-21 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村平湯組地引絵図面 明治初
（141×95）1
舗

K-3-3･30-22 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村中尾組地引絵図 明治初
（156×110）1
舗

K-3-3･30-23 郷土資料 町村制3・30　町村制 吉城郡上宝村岩井戸組地引絵図 明治初
（65×170）1
舗

K-3-3･30-24 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村鼠餅地引絵図 明治初
（150×227）1
舗

K-3-3･30-25 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村新田組地引絵図 明治初
（81×114）1
舗

K-3-3･30-26 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村宮原組地引絵図面 明治初
（83×139）1
舗

K-3-3･30-27 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村在家組地引絵図面 明治初
（116×158）1
舗

K-3-3･30-28 郷土資料 町村制3・30　町村制 飛騨国吉城郡上宝村吉野地引絵図 明治初
（182×218）1
舗

K-3-3･30-29 郷土資料 町村制3・30　町村制 大野郡白井村絵図　後写 正徳5・9 （44×24）1舗



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･30-30 郷土資料 町村制3・30　町村制
(丹生川村各組全図)　後写  瓜田・法力・白井・小木曽・
殿垣内・日面・桐山・坊方

（27×40）1綴

K-3-3･30-31 郷土資料 町村制3・30　町村制 大野郡丹生川村大谷組略図 （27×40）1舗

K-3-3･30-32 郷土資料 町村制3・30　町村制
大野郡大名田村略絵図  塩屋組・岩井組字カウラ・同組
字細洞・山口組字美女峠・石浦組樅の木(20.0×27.5)

（40×45）1舗

K-3-3･30-33 郷土資料 町村制3・30　町村制 大野郡河内村小坊組略図 （49×80）1舗
K-3-3･30-34 郷土資料 町村制3・30　町村制 墨絵図  大野郡上切村・中切村 （54×41）1舗

K-3-3･30-35 郷土資料 町村制3・30　町村制
大野郡白川村各組略図  平瀬・椿原・御母衣・芦原・保
木脇・野谷・島・牧・大窪・馬狩・内ヶ戸・加須良・有家ヶ原

（40×49）1舗

K-3-3･30-36 郷土資料 町村制3・30　町村制
吉城郡古川町方村之内旅館分明細絵図  中村屋善右エ
門写

天保7
（79×127）1
舗

K-3-3･31-1 郷土資料 町村制3・3１　町村役人 両組人足諸日記 安政2・1－6・1 大野郡荻町組 横1冊

K-3-3･31-2 郷土資料 町村制3・31　町村役人 両組人足諸日記弐番帳
安政7・1－文久
3・12

大野郡荻町組 横1冊

K-3-3･31-3 郷土資料 町村制3・31　町村役人 両組人足諸日記三番帳
文久3・12－慶応
2・7

大野郡荻町組 横1冊

K-3-3･31-4 郷土資料 町村制3・31　町村役人 諸役人足覚帳 明治5・1
大野郡清見村
名主吉兵衛

横1冊

K-3-3･31-5 郷土資料 町村制3・31　町村役人 役覚帳 明治5・1
大野郡清見村
名主吉兵衛

横1冊

K-3-3･31-6 郷土資料 町村制3・31　町村役人 諸役人足帳  (大野郡清見村) 明治7・1 横1冊
K-3-3･31-7 郷土資料 町村制3・31　町村役人 古川町長当選通知書　同許可通知書 明治31・7 2通
K-3-3･32-1 郷土資料 町村制3・32　町村政 諸事覚扣之帳　抄書　後写  吉城郡折敷地村 元禄7・9 半半1冊

K-3-3･32-2 郷土資料 町村制3・32　町村政
諸国御料諸百姓え被仰渡候御書付写  一村限の名主を
立てよ

正徳3・4 美半1冊

K-3-3･32-3 郷土資料 町村制3・32　町村政 卯年より萬御触留書帳　抄書　後写 享保8・1 渡部久左衛門 半半1冊
K-3-3･33-1 郷土資料 町村制3・33　町村規定 村堅メ連判証文之事  吉城郡長倉村 文化2・11 1通
K-3-3･33-2 郷土資料 町村制3・33　町村規定 一札定証文事  東門前村御留山荒れに付締り方規定 文化3・2 1通

K-3-3･33-3 郷土資料 町村制3・33　町村規定
書違証文之事　後写  大野郡小野村上17人より下7人へ
御用持送り人足立合銭一貫200文を7月、12月両度に渡
し、御普請小役は惣百姓割にする

享保10・2 1通

K-3-3･33-4 郷土資料 町村制3・33　町村規定
為取替一札之事  大野郡江黒村・大谷村の御水帳・御
高帳を名主方に一括保管する

文化7・1 1通

K-3-3･33-5 郷土資料 町村制3・33　町村規定 居処定引請証文之事  大野郡森茂村 享和1・9 1通
K-3-3･33-6 郷土資料 町村制3・33　町村規定 出入済口納得証文之事  大野郡森茂村名主と惣村方出 文化8・2 1通
K-3-3･33-7 郷土資料 町村制3・33　町村規定 取究申規定証文之事  大野郡森茂村、諸割合規定 弘化2・2 1通
K-3-3･33-8 郷土資料 町村制3・33　町村規定 規定証文之事  大野郡清見村森茂組 明治10・5 1通

K-3-3･33-9 郷土資料 町村制3・33　町村規定
乍恐以書付御歎奉願上候　写  大野郡長瀬村先規の仕
来りを崩すに付、平瀬村等寺領所6ヶ村より歎願

文政13・8 1通

K-3-3･33-10 郷土資料 町村制3・33　町村規定
乍恐以書付御歎奉願上候　後写  大野郡長瀬村往古の
仕来りを崩すに付、平瀬村等6ヶ村より歎願、33-9同文

文政13・8 半半1通

K-3-3･33-11 郷土資料 町村制3・33　町村規定
乍恐以書付御吟味下ゲ奉願上候  大野郡長瀬村相手寺
領6ヶ村よりの出入内済に付吟味下げ願

文政13・9 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･33-12 郷土資料 町村制3・33　町村規定
乍恐以書付御吟味下ゲ奉願上候　後写  大野郡平瀬村
等6ヶ村より長瀬村相手出入内済に付吟味下げ願

文政13・9 半半1冊

K-3-3･33-13 郷土資料 町村制3・33　町村規定
売渡シ申百姓名代之事  吉城郡在家村百姓株　代金壱
両ト銀10匁

寛政6・3 1通

K-3-3･33-14 郷土資料 町村制3・33　町村規定
百姓壱株譲渡差入証　後写  大野郡中野組百姓株　代
金不明

明治16・9 半半1通

K-3-3･33-15 郷土資料 町村制3・33　町村規定
(古川・国府有志)盟約証  政治或は社交上利害を共にす
る、国府村井上利右衛門以下8人署名

明治27・3 1通

K-3-3･33-16 郷土資料 町村制3・33　町村規定 古川町農会費収支予算案 明治36年度 謄写半半1冊
K-3-3･35-1 郷土資料 町村制3・35　五人組 五人組帳条々 宝暦2・2 美半1冊
K-3-3･35-2 郷土資料 町村制3・35　五人組 五人組帳抜書 半半1冊

K-3-3･41-1 郷土資料
治安　救恤3・41　騒擾
犯罪

飛州出帳記　後写  飛州騒動鎮定のため人数差遣しの
件

安永2 半半1冊

K-3-3･41-2 郷土資料
治安　救恤3・41　騒擾
犯罪

飛高随筆　後写  廨舎粘壁散人蝸涎記、大原騒動聞書 安永2・12 半半1冊

K-3-3･41-3 郷土資料
治安　救恤3・41　騒擾
犯罪

大阪大変略書  大塩平八郎乱に付報知 天保8・2 切紙1通

K-3-3･44-1 郷土資料 治安　救恤3・44　災害 玉屋伊兵衛宛書状  若松屋より安政江戸大地震等に付 安政2 1通
K-3-3･44-2 郷土資料 治安　救恤3・44　災害 大正元年六月二十八日洪水報告 大正10・3 高山測候所 菊1冊
K-3-3･44-3 郷土資料 治安　救恤3・44　災害 高山消防 大正15・4 山田松吉編 高山消防組 （19×11）1冊

K-3-3･44-4 郷土資料 治安　救恤3・44　災害 桑樹凍害ノ?末竝ニ試験調査報告 昭和4・3
岐阜県内務部
蚕糸課

四六倍1冊

K-3-3･44-5 郷土資料 治安　救恤3・44　災害 岐阜・愛知両県震災事件ニ関スル参考書 明治24・11 四六1冊

K-3-3･44-6 郷土資料 治安　救恤3・44　災害 岐阜県下震災景況 明治24
蒟蒻版美半1
綴

K-3-3･44-7 郷土資料 治安　救恤3・44　災害
災害記録  文化8・8白川大洪水、寛政11・11大新町下出
火の際の働

美半1冊

K-3-3･44-8 郷土資料 治安　救恤3・44　災害
御代官川上金五郎陣屋よりの書状写  弘化4・3信州大
地震、天明3・7信州浅間嶽噴火の有様(農諭抄書)

弘化4 美半1冊

K-3-3･45-1 郷土資料 治安　救恤3・45　救恤 賞状  高山町火災救恤金寄付に付、中村信夫宛、岐阜 明治32・6 1通

K-3-3･50-1 郷土資料
農林　水産3・50　農林
水産

飛騨地方産業誌 昭和27・2
高山市教育
研究所

Ａ5 1冊

K-3-3･50-2 郷土資料
農林　水産3・50　農林
水産

益田之産業 昭和9・11 小沢秀夫編
岐阜県益田
郡団体事務

（17×10）1冊

K-3-3･51-1 郷土資料 農林　水産3・51　農民 流田地書留帳 宝暦6・12
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･51-2 郷土資料 農林　水産3・51　農民 田畑山流請取扣 文化2・12
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･51-3 郷土資料 農林　水産3・51　農民
卯年酒造仕入普請并ニ雑用〆高帳　卯年五・六日・八日
霖雨ニ付凶作年貢引方・未進改書出シ帳  文化4年霖雨
不作、中村屋善右衛門元方

文化5・1 横1冊

K-3-3･51-4 郷土資料 農林　水産3・51　農民 吉城郡太江村御田地扣帳 文化11・10
地主中村屋善
右衛門

横1冊

K-3-3･51-5 郷土資料 農林　水産3・51　農民 沼町・行実・沖之町高反別取米調理書出留改 慶応4・5 中村屋 横1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･51-6 郷土資料 農林　水産3・51　農民 吉城郡下気多村新・古高反別預ヶ米取調小前帳 明治6・11 中村善右衛門 横1冊
K-3-3･51-7 郷土資料 農林　水産3・51　農民 吉城郡古川町分是重村御田地取調小前帳 明治7・10 中村善右衛門 半半1冊
K-3-3･51-8 郷土資料 農林　水産3・51　農民 吉城郡小鷹利郷千代田村之内上野分御田地取調小前 明治7・10 中村善右衛門 半半1冊
K-3-3･51-9 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (中村屋善右衛門作人覚)  杉崎村、沖之町村(1葉） 横1冊1葉

K-3-3･51-10 郷土資料 農林　水産3・51　農民 沼町村田畑反別高納預ヶ田数稲刈作人改識 文化2・10
古川二ノ町中
村屋善右衛門

横1冊

K-3-3･51-11 郷土資料 農林　水産3・51　農民 沼町分反別預改帳 文政5・12
(中村屋善右衛
門)

横1冊

K-3-3･51-12 郷土資料 農林　水産3・51　農民 小島郷沼町分田畑調書 文政5・12
(中村屋善右衛
門)

横1冊

K-3-3･51-13 郷土資料 農林　水産3・51　農民 沼町分利兵衛請ニ長田扣 文政5・12
(中村屋善右衛
門)

横1冊

K-3-3･51-14 郷土資料 農林　水産3・51　農民
沼町村田地預ヶ改写  中村屋善右エ門より沖之町村太
郎右エ門宛

文化4・1 横1冊

K-3-3･51-15 郷土資料 農林　水産3・51　農民 杉崎村分高反別納預ヶ調覚 文化6・3 (中村屋) 横1冊

K-3-3･51-16 郷土資料 農林　水産3・51　農民
覚  (元禄8年)御年貢米定、元禄13年大村上野分長四郎
畑引分け覚他、中村屋善吉

元禄8－ 4葉

K-3-3･51-17 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)高野村御年貢米之事 享保8－11 4通
K-3-3･51-18 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)是重村御年貢上納之事  中村屋善吉分 元禄9－寛保3 10通
K-3-3･51-19 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)中北村御年貢米事  中村屋善六分 享保12、14 2通

K-3-3･51-20 郷土資料 農林　水産3・51　農民
御年貢米之事  享保14年下北村、享保15年杉崎村、中
村屋善六分

享保14、15 2通

K-3-3･51-21 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)沼町村御年貢米之事  中村屋善六分 享保7－9 3通
K-3-3･51-22 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)袈裟丸村御年貢米之事  中村屋善吉分 正徳3－享保14 11通

K-3-3･51-23 郷土資料 農林　水産3・51　農民
古川町地所代価地租帳  中村善右衛門、是重・上気多・
下気多・沼町

明治9・10 半半1冊

K-3-3･51-24 郷土資料 農林　水産3・51　農民
(畑図)  高野畑図、高野畑図(安永3年地改絵図)、仲之
溜嶋尻畑、仲之溜畑ノ図、譜代長吉へ譲る起方分、文化
15年改太江村畑山図(阿弥陀堂旧跡、基綱墓所含む)

6舗

K-3-3･51-25 郷土資料 農林　水産3・51　農民 吉城郡小島郷沖之町分畑図  持主中村屋善右衛門 寛政9・5 （26×75）1舗

K-3-3･51-26 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (古川町方ノ内仲ノ溜分畑図)  中村屋善右衛門
寛政10・3改
寛政15・4改

（27×75）25
舗

K-3-3･51-27 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)沖之町分地絵図改  天保年中石灰がまあり 文化4・2 （24×37）1舗

K-3-3･51-28 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)沼町村田畑図  中村屋善右衛門慶房 寛政12・9
（109×52）1
舗

K-3-3･51-29 郷土資料 農林　水産3・51　農民
(吉城郡沼町立合改絵図)  中村屋より忠次郎へ屋敷貸、
孫右衛門へ屋敷貸

天保9・3 美2舗

K-3-3･51-30 郷土資料 農林　水産3・51　農民
(吉城郡小島郷野口・山本村田畑図)  野口村7舗、山本
村3舗、中村屋譲り田地、塚記入あり

享和1－2
（27×38）10
舗

K-3-3･51-31 郷土資料 農林　水産3・51　農民
(吉城郡)是重村川西九字独案内田畑明細絵図  中村屋
善右衛門、字塚腰あり、塚あり

文政9・8 横1冊

K-3-3･51-32 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (小島郷杉崎村分田畑図)  中村屋善右衛門持 （91×95）1舗
K-3-3･51-33 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡種村清蔵へ譲り畑改絵図)  中村家、塚あり 天保2・8 半1舗
K-3-3･51-34 郷土資料 農林　水産3・51　農民 (吉城郡)梨ヶ根村持田地図  図7枚の内、庵屋七兵衛 美1舗



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･52-1 郷土資料 農林　水産３・５２　耕作 農業の操要ニ付被仰渡請書  検地御見分殿様宛 寛政1・10 美半1冊
K-3-3･54-1 郷土資料 農林　水産３・５４　水利 表功彰徳  付知川堰水功労者田口慶郷、付知町用水事 大正5・4 半半和1冊

K-3-3･54-2 郷土資料 農林　水産３・５４　水利 高原用水史 昭和33・8 野村武夫編
高原土地改
良区

Ａ5 1冊

K-3-3･55-1 郷土資料
農林　水産３・５５　畜産
養蚕

蚕糸業組合員証  中村平蔵分 欠年 1枚

K-3-3･55-2 郷土資料
農林　水産３・５５　畜産
養蚕

飛騨国畜産史 大正3・9 岡村利平著
飛騨大野郡
協賛会

四六1冊

K-3-3･55-3 郷土資料
農林　水産３・５５　畜産
養蚕

蚕業試験報告　　第7号 昭和5・3
岐阜蚕業試験
場

四六倍1冊

K-3-3･55-4　1 郷土資料
農林　水産３・５５　畜産
養蚕

養豚
戸塚鐐之助・
佐藤勝徳著

郡上養豚社 菊半1冊

K-3-3･55-4　2 郷土資料
農林　水産３・５５　畜産
養蚕

養豚適用
佐藤勝徳・戸
塚鐐之助口述

郡上郡川合
村初音養豚

美八ッ折1紙

K-3-3･56-1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 山方御買請米割合帳　後写  益田郡大西村(35株) 嘉永7・4 半半1冊

K-3-3･56-2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 木山金割付帳 文政5・12
吉城郡黒内村
組頭新助

横1冊

K-3-3･56-3 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 木地山金割合帳 文政12・12
吉城郡黒内組
頭弥蔵

横1冊

K-3-3･56-4 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
連判を以堅メ申証文之事  吉城郡吉野村入会場分割後
に関する規定

明和7・3 1通

K-3-3･56-5 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 見坂山内〆リ方証文之事  吉城郡蔵柱村 文政11・2 1通
K-3-3･56-6 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 連判定証文之事  吉城郡長倉村惣百姓草野場所改に付 文政11・6 1通
K-3-3･56-7 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 西谷大雨見谷・小雨見谷栗之木立木締方一札之事 文政13・1 1通
K-3-3･56-8 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 村方納得一札之事  吉城郡大村植木場大洞山新山に付 天保3・3 1通

K-3-3･56-9 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替証文之事  吉城郡吉田村、天明年中山の口明け
済口証文の通り守る

天保12・3 1通

K-3-3･56-10 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
取締規定証文之事  吉城郡東門前・西門前・漆垣内・蓑
輪・今村・半田・木曽垣内・三日町村より宮地村宛、普請
木伐取りに付山元の印形を頼む、戻り証文付

天保15・10 1通

K-3-3･56-11 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
取締義定証文之事　後写  石ヶ谷内小字長尾村留山荒
しに付、名主九郎右衛門宛

嘉永4・8 1通

K-3-3･56-12 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札之事  大鷹山内伐木に付、山口村、町方村50人方、
同30人方規定

寛政9・2 1通

K-3-3･56-13 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
(誤り)証文之事  吉城郡上灘村内古橋惣百姓、鼠餅村
山内にて無木印白木取立の詫

享保19・12 1通

K-3-3･56-14 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
(誤り)証文之事  上灘村の内古橋の惣百姓、鼠餅山内
白水谷筋の内にて御免外の白木盗伐に付詫状、鼠餅村
宛、　56-13同文

享保19・12 半半1通

K-3-3･56-15 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
伐越之儀壱札断証文之事  吉城郡麻生野村喜三郎他よ
り金木戸村宛

延享4・3 1通

K-3-3･56-16 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
断申一札之事  森茂村山内字金山谷にて、高山長瀬小
兵衛引合山の杣荷附出し売払の詫状

天明6・10 1通

K-3-3･56-17 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 なとく証文之事  吉城郡今村留山にての不埒詫状 文化2・4 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-18 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
(山伐荒)誤証文之事  吉城郡金木戸村山内字松ヶ谷・笹
めき谷等20ヶ所へ伐越し、上木御停止の黒部多く伐荒ら
したに付詫状、誤主森茂村

文化12・3 1通

K-3-3･56-19 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付奉申上候　下書  吉城郡長倉村にて高山松
木屋六兵衛挽立の御本丸御用檜板板屑・打割他盗売り

弘化2･6 1通

K-3-3･56-20 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差出し申山内取縮り証文之事  大野郡白川郷他軽岡山
にて御停止木差障り、三尾河村より六厩村宛

文政11・4 1通

K-3-3･56-21 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐書付を以奉願上候　  益田郡山方上切・中切・下切
組、都合18ヶ村元伐稼場所字九蔵谷の内御囲山願

文化3・2 1通

K-3-3･56-22 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
吉城郡堀之内村山内字反別木数植木普請扣手帳  殿
村山見作兵衛手帳写　文化13・3写

寛延1･9 美半1通

K-3-3･56-23 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 覚(杉・松・栗植付)  吉城郡稲越・大木・芦谷村より御役 明和7･7 1通
K-3-3･56-24 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 御植木稲越村・大木村・芦谷村改覚帳 寛永4･3 山見清右ェ門 横1冊

K-3-3･56-25 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
吉城郡今村・宮地村・東門前村・西門前村・八日町村・蓑
輪村・漆垣内村植木書上帳扣  兼帯山見今村佐助、文
化4年書入あり

文化3･1 美半1冊

K-3-3･56-26 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木根附帳  3ヶ年(安政5－万廷1)之内改日記、今村
他12ヶ村山見役蓑輪村仁助

安政5･3 横1冊

K-3-3･56-27 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木山御改書上帳  吉城郡信包・谷・宮地・笹ヶ洞・黒
内村、山見伝助扣

文政13･8 横1冊

K-3-3･56-28 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木場所取調扣帳  吉城郡黒内・笹ヶ洞・寺地・信包・
谷5ヶ村兼帯黒内村山見与十郎

天保15－明治3 横1冊

K-3-3･56-29 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差入申納得証文之事  吉城郡山本村地敷入会場にて、
鶴巣・山本両村新植木場所見立

天保2・3 1通

K-3-3･56-30 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
杉林御植木場ニ永代売渡申証文之事　後写  吉城郡
（河合村）字とす沢

元禄14・8 1通

K-3-3･56-31 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 吉城郡吉野村御植木場員数書上帳  名主扣 天保15・3 美半1冊
K-3-3･56-32 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 植木場所替地証文之事　後写  吉城郡杉原村 安政1・3 2通
K-3-3･56-33 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 新植木地所替証文之事  吉城郡瓜巣村権三郎宛 安政3・4 1通
K-3-3･56-34 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 新植木地所替証文之事  吉城郡瓜巣村作五郎宛 安政3・4 1通

K-3-3･56-35 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差入申為取替証文之事  植木場替地に付、吉城郡大村
ノ内下野村より信包村宛

文久2・7 1通

K-3-3･56-36 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
古植新植御植木相改帳  吉城郡上山田・下山田・西・伏
方・大笠・柏原・巣山村、山見大笠村与助

慶応3・3 横1冊

K-3-3･56-37 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 覚(植木山替地書違証文)後写  大野郡下林村、絵図付 延享3・6 美半1綴

K-3-3･56-38 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
大野郡花里村・千島村・西之一色村・町方植木社木書上
帳扣  松倉山内字そうと洞、兼帯山見西之一色村小笠
原喜兵衛、同花里村弥平次

文化13・4 同文美半2冊

K-3-3･56-39 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 御植木場所木数取調帳  （松倉山内） 天保15・6 半半1冊

K-3-3･56-40 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木場所植増根附留帳  大野郡冬頭・下岡本・上岡
本村、兼帯山見西之一色村小笠原喜兵衛

弘化3・9 横1冊

K-3-3･56-41 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木植増根附附留帳  冬頭・下岡本・上岡本・春国
組・千島・花里・西之一色村・町方、兼帯山見西之一色

弘化5・1 横1冊
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K-3-3･56-42 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
新植木場植増根附留帳  大野郡千島・花里・西之一色・
高山町方・上岡本・春国組・下岡本・冬頭、西之一色村、

嘉永3－5 横1冊

K-3-3･56-43 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木山植増根附覚帳  冬頭・千島・下岡本・春国・上
岡本・花里・西之一色・高山町方、兼帯山見西之一色村

嘉永6－8 横1冊

K-3-3･56-44 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
新規御植木覚帳  千島・花里・高山町方・西之一色・上
岡本・春国組・下岡本・冬頭村、西之一色村山見長兵衛

安政2 横1冊

K-3-3･56-45 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木山植増根附覚帳  千島・花里・西之一色・高山町
方・上岡本・春国組・下岡本・冬頭村、兼帯山見西之一

安政3 横1冊

K-3-3･56-46 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
兼帯場所御植木植増根附取調書上帳  西之一色他2ヶ
村・上岡本・春国組・下岡本・冬頭村・山見西之一色村彦

文久1－2 横1冊

K-3-3･56-47 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御植木場書上ゲ帳写　御植木場植増根附扣帳竝ニ普請
木渡場所覚扣  大野郡千島・花里・西之一色村、兼帯山
見花里村勘兵衛

慶応3・1 美半1冊

K-3-3･56-48 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
兼帯場所御植木根附植増帳  冬頭・本母・千島・花里・
西之一色・春国・上岡本・下岡本・七日町村、西之一色

明治2－3 横1冊

K-3-3･56-49 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
植木官林木数取調書　後写  大野郡大名田村大字西之
一色区、区長より村長宛

明治33・2 半半1冊

K-3-3･56-50 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
当辰年古来より山内植木相改書出小前帳  大野郡無数
河・久々野・山梨村、廻村出役宛

天保15・8 横1冊

K-3-3･56-51 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
取替相対証文之事  大野郡日面村新規御植木場所規
定証文、文久1・12改

嘉永2 1通

K-3-3･56-52 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 植木山渡シ一札之事  大野郡根方村与右衛門、同村孫 安政2・7 2通
K-3-3･56-53 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 新植木植付方手間賃受納割渡覚帳  大野郡久々野村 安政2・12 横1冊

K-3-3･56-54 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
大野郡苗木割合覚　後写  大野郡久々野・山梨・無数河
村、益田郡大西村、御役所宛

寅2月 半半1冊

K-3-3･56-55 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御願書（官林へ御組替願）  大野郡位山村渚耕地、阿多
粕耕地

2通

K-3-3･56-56 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 (苗木植増、木立養方に付申渡）  益田郡見座村名主扣 巳6月 1通
K-3-3･56-57 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 字植木山木数取調帳  字赤土、字小丸山、区長井ノ口 明治33・2 横2冊

K-3-3･56-58 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申御請書之事　後写  御植木申渡請印帳抄書、大
野郡飯島村分

安政2・3 半1葉

K-3-3･56-59 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
覚（家作木川下げ）  吉城郡古川町善右衛門家作木、家
作木願主・川下げ請負人・折敷地村役前より大沼村名主

享保21・5 1通

K-3-3･56-60 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札之事　扣  万波山川流木呂渡し証文、惣代名主飛
州戸谷村七郎左衛門より越中富山本〆衆中宛

寛政12・12 1通

K-3-3･56-61 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
覚（御運上木川下げに付川触願)  大野郡滝村山内稼木
数川下げに付、仲買人林屋九兵衛願書、添書付

弘化3・3 1通

K-3-3･56-62 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札  葛山向・ふか谷両山はおいも・葛山両村の家道具
山、下佐谷・日面ヶ谷等6ヶ所はおいも・葛山・下佐谷3ヶ
村の諸白木山とする、葛山・下佐谷・おいも3ヶ村より葛

元禄7・5 1通

K-3-3･56-63 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札　写  家道具山、諸白木山取極に付、葛山・下佐谷・
おいも3ヶ村より葛山肝煎宛、56ｰ62同文

元禄7・5 1通

K-3-3･56-64 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 相極申山証文之事  吉城郡伏方村中入会定 享保11・2 1通
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K-3-3･56-65 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
山御改帳面付上ゲ申ニ付、黒内村・笹ヶ洞村木草入合
山双方得心証文之事  もし山論に及べば、両村の山林
残らず入会にする

享保12・2 1通

K-3-3･56-66 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

山付上ゲ之帳面ニ付入合場所黒内村・信包村得心之上
相極申証文之事  吉城郡信包村山舗上野筋と同村塩屋
の内大洞の2ヶ所以外へは黒内村より入込まない、黒内
村より信包村宛

享保12・2 1通

K-3-3･56-67 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
立木売渡証文之事  吉城郡鼠餅村山内入会木代金請
取覚、鼠餅村より上灘村枝郷孫作他宛

寛政8・1－ 5通

K-3-3･56-68 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
立木売渡証文之事　後写  吉城郡上灘村百姓4軒へ鼠
餅村山内永代入会料を1ヶ年金壱両弐分にて売渡す

寛政8・12 1通

K-3-3･56-69 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
相渡申一札  吉城郡新田村山敷へ以来は上灘・宮原両
村のみ入会木地稼する、宮原・上灘両村より新田村宛

寛政12・12 1通

K-3-3･56-70 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
相渡申一札  吉城郡新田村山内宮原・上灘・新田3ヶ村
入会場所を宮原・上灘両村へ渡す、新田村より宮原・上

寛政12・12 1通

K-3-3･56-71 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
規定証文之事  吉城郡宮谷筋小字のとヶ洞は宮地、東
門前、いずれの村敷に決着しても、今村進退の山である

天保15・4 1通

K-3-3･56-72 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替規定証文之事　扣　  吉城郡東門前村山内小字
谷通孫字ひゑたを、西門前限り進退の山と定める、絵図

天保15・8 1通

K-3-3･56-73 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
山内御取調ニ付規定証文之事  吉城郡巣納谷村山敷字
そんぼうは巣納谷・鮎飛・祢宜ヶ沢上・洞4ヶ村の入会山
であることを確認、山稼株式金は4ヶ村一様に割合定め

天保15・8 1通

K-3-3･56-74 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

一札差入申納得証文之事　後写  文化年中以来小木
曽・下坪2ヶ村より山手米差入れ、大萱村山内字下中根
にて馬草刈取って来た場所の内小木曽村分は、大萱村
と納得の上馬草見立木成木させ人々の持内に囲う、大
野郡小木曽村次郎兵衛他より大萱村宛

元治2・3 1通

K-3-3･56-75 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
三ヶ村守山内規定証文之事  吉城郡荒原村敷大坂ヶ原
の内は、八日町・西門前両村と入会、3ヶ村相談の上薪

慶応1・12 1通

K-3-3･56-76 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 三ヶ村守山内約定証文之事  2通とも65-75と同文 慶応1・12 2通

K-3-3･56-77 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

為取替規定証文之事  吉城郡森安・高牧・西忍3ヶ村山
内は地元村役人へ示談の上いずれの所にても薪秣伐刈
る、木の実は自他前後の差別なく同日に拾い取る、森
安・高牧両村より西忍村宛、御役所奥書付あり

明治3・12 1通

K-3-3･56-78 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
納得証文之事  吉城郡新田村山敷、新田・上灘・宮原3ヶ
村入会山を上灘・宮原持分に改める

明治7・3 1通

K-3-3･56-79 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
三ッ谷村より差上候証文写  大野郡宮村山内入会に関
する証文4通写、宮村扣

天保15・8 美半1冊

K-3-3･56-80 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御訴訟申上候事  訴方吉城郡小豆沢・桑ヶ
谷・三川原・角川・二ッ屋村、相手越中国桐谷村

寛文12・8 1通

K-3-3･56-81 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐返答書之事　写  訴方越中野積谷の内布谷・荒屋・
次郷・桐谷村、相手飛騨国二ッ屋・角川・三川原・杉ノ木・
桑ヶ谷・小豆沢村

寛文13・7 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-82　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（麻から山山論一件）  ・新名村百姓口上之覚　扣　麻か
ら山へ有家村の者は入れない

1通

K-3-3･56-82　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（麻から山山論一件）  ・乍恐奉願上候御事、付・新名村
宛差紙　扣　先規並に下麻から山にて楢・栃拾い取れる
よう有家村より訴える

元禄9・9 1通

K-3-3･56-82　3 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（麻から山山論一件）  ・乍恐以返答書申上候御事　扣
下麻から山へ有家村の者を入込ませてきたが、近年わ
が山のように大勢入込み焼畑など荒らすので差留めた

元禄9・9 1通

K-3-3･56-82　4 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （麻から山山論一件）  ・新名村御林山絵図 （40×54）1舗

K-3-3･56-82　5 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（麻から山山論一件）  ・覚　山論の村は惣山、居林まで
残らず取上げるとの申渡に対し、新名村他5ヶ村の請証

享保4・6 1通

K-3-3･56-83 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山論裁許書）　　扣  吉城郡糠塚村山内三枝郷三切入
会場を糠塚村差障り1件の裁許

元禄10・6 1通

K-3-3･56-84 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　後写  吉城郡打保・和佐保・瀬
戸・下之本・岩井谷・森茂6ヶ村の北之俣山小字あし谷白
木稼を金木戸村差障りの件

宝永4・3 半半1冊

K-3-3･56-85 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉差上ゲ候御事　写  吉城郡田頃家村、蓼俣村山
境論済口

宝永4・10 1通

K-3-3･56-86 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

高原郷福地村并村上下栃尾分百姓ト一重ヶ根村ト山論
出入裁許申渡ス覚　扣  かい塩山は一重ヶ根持分と裁
定し、一重ヶ根村が大分過反歩作して来たのは不届とし
て、名主手錠、組頭籠舎

宝永5・3 後写共5通

K-3-3･56-87 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
済口証文之事  高原郷栃尾村青木平山に付、今見・栃
尾村、神坂村の内蒲田の3ヶ村山論

宝永5・3 1通

K-3-3･56-88 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 誤証文之事  糠塚村山内へ下切村伐越しの詫 宝永5・6 1通

K-3-3･56-89 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐口上書を以申上候御事　  吉城郡半田・三日町・木
曽垣内・桐谷村より鶴巣村へ山論仕かけ、鶴巣村より5ヶ
村惣山持林入会を願い出る

宝永5・7 1通

K-3-3･56-90 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （吉城郡山本村、鶴巣村山論文書）扣 大本1冊

K-3-3･56-90　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（吉城郡山本村、鶴巣村山論文書）扣  ・従山本村指上
候訴状之写

宝永5・9

K-3-3･56-90　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （吉城郡山本村、鶴巣村山論文書）扣  ・相手鶴巣村返 宝永5・9
K-3-3･56-90　3 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （吉城郡山本村、鶴巣村山論文書）扣  ・御裁許請状 宝永5・12
K-3-3･56-91 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （山論裁許書）　写  訴方吉城郡山本村、相手同郡鶴巣 宝永5・12 1通

K-3-3･56-92 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山論裁許請状）　後写  訴方吉城郡鶴巣村、相手同郡
半田・木曽垣内・三日町・桐谷村

宝永5・12 半半1冊

K-3-3･56-93 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以口上書奉願御事、付・御差紙　扣　  吉城郡本郷
村敷田形山で伐取った薪を吉野村に持ち去られた

宝永7・2 1通

K-3-3･56-94 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
書違証文之事  吉城郡本郷村、吉野村山論内済証文、
享保12年扱済口書為替証文之事継添

宝永7・4 1通

K-3-3･56-95 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事　扣  訴方吉城郡鶴巣村、相手山本
村山論

正徳3・2 1通

K-3-3･56-96 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事　  山論に付吉城郡鶴巣村持山の大
洞東洞への山入差留を歎く

正徳3・3 1通
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K-3-3･56-97 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事　  吉城郡鶴巣村持山に付山本村と
山論、江戸行を決意し、山本村も同行するよう差図を願

正徳3・10 1通

K-3-3･56-98 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事  吉城郡鶴巣村、山本村と持山に付
山論、山本村江戸行不参ならば仰せ付けられたいと願う

正徳3・11 1通

K-3-3･56-99 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以返答書申上候御事  吉城郡吉野村の訴に対し、
数河村の答弁書

正徳4・2 1通

K-3-3･56-100 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
山論裁許書写  吉城郡宮地村宮谷山内3ヶ所出入、訴方
蓑輪・半田・木曽垣内村、相手方宮地・今村・漆垣内・東

正徳6・4 1通

K-3-3･56-101 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事  吉城郡鶴巣村持山大洞東洞にて
15ヶ所の起し田畠に付出入、相手山本村

享保3・7 1通

K-3-3･56-102 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
飛州吉城郡広瀬町村より名張村山論裁許之覚　写  広
瀬町村は山手米を出し、名張村敷大平山にて草を刈取

享保6・10 1通

K-3-3･56-103 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐差上申口上書之御事　扣  吉城郡吉野村、草たた
かれ・わらび場を焼き、数河村に訴えられ、数河村に薪
を取らせてきたのを断る

享保8 1通

K-3-3･56-104 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　後写  吉城郡小無雁村山内字扇
平の村境に付谷村と出入、高山御役所宛

享保10・3 半半1通

K-3-3･56-105 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
飛騨国吉城郡畦畑村・平岩村、高野村之内稲葉と同国
同郡古川町村・同下町・是重村・中北村山論裁許之事
後写  畦畑村山内見取畑へ牛5頭引き入れた

享保16・6 美半1通

K-3-3･56-106 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐返答書を以申上候御事　後写  吉城郡割石村より
寺林・梨ケ根・堀内3ヶ村にかかる、割石村山敷きり茂谷
山内山論返答書

元文3・2 半半1通

K-3-3･56-107 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
相究申連判証文之事  吉城郡阿曽保村より山論仕掛け
られた諸入用の割合等申合せ

享保3 1通

K-3-3･56-108 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

乍恐口上書を以奉願上候御事　下書  去年裁許の吉城
郡阿曽保、吉野両村山論場所（字橋西詰）にて当春荒畑
打起し、草を刈取ったと阿曽保村より訴え、地押仰せつ
けられ、地押御免願

延享1・6 1通

K-3-3･56-109 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐口上書を以奉願上候事　下書  吉城郡稲越村より
保村相手山境出入、保村百姓しんの谷草場へ押込み蕎
麦なぎを伐った

延享2・7 1通

K-3-3･56-110 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事  吉城郡羽根村、新名村と村境・入会場
に付山論の済口証文

延享3・8 写共2通

K-3-3･56-111 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上ゲ申一札之事　扣  吉城郡稲越村、保村山境真之
谷草場にて、保村蕎麦なぎ伐りの出入（56-109参照）

延享4・3 1通

K-3-3･56-112 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事  吉城郡折敷地村山内字14ヶ所の内
11ヶ所を小八賀8ヶ村稼山に御渡しの御裁許は承引でき

延享4・12 1通

K-3-3･56-113 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替証文之事　後写  大野郡小八賀郷8ヶ村との吉城
郡折敷地村山内出入内済証文、宝暦7年取次3人扱内

寛延4・閏6 半半1冊

K-3-3･56-114 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事　後写  吉城郡黒内村山内入会に付信
包村より訴え出た山論の裁許請状

寛延4・7 半半1冊

K-3-3･56-115 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事　扣  吉城郡稲越村、保村山境真の谷
草場にて保村焼畑作りの訴、訴方稲越村

寛延4・8 1通
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K-3-3･56-116 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事　後写  吉城郡塩屋・山之山・中沢上村
と種蔵・菅沼・巣之内・丸山村との入会山出入、後者勝

宝暦4・4 半半1冊

K-3-3･56-117 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　後写  吉城郡数河村枝村浅井田
百姓並びに石神村甚助他5人、浅井田平にて居宅葺替
の萱を刈取り出入、相手数河本村

宝暦6・8 半半1冊

K-3-3･56-118 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
済口証文之事  吉城郡見座村下之谷山内にて足駄稼の
杣追払いの詫、双六村より見座村宛

宝暦7・4 写共2通

K-3-3･56-119 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐返答書を以申上候御事　  吉城郡双六村返答書、
見座村に杣小屋を掛けたと訴方のいう場所は双六村分

宝暦7・4 後写共2通

K-3-3･56-120 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐奉願上候御事　後写  吉城郡折敷地村願書、相手
森部村へも論外の地まで書記するよう仰せ渡されたい

宝暦9・7 1通

K-3-3･56-121 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　扣  吉城郡高牧・西忍村より訴、
三川原村木地挽伐越しによる山論

宝暦12・4 1通

K-3-3･56-122 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　後写  吉城郡一重ヶ根村山内か
いしほ山木地稼は本村だけの助成とし、他の2ヶ所並び
に枝村附の焼畑場所は、芝代助成金を本村、枝村5分に

明和2・2 半半1冊

K-3-3･56-123 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山論済口証文）  吉城郡一重ヶ根村山内木地稼に付、
一重ヶ根枝村上地ヶ根・古屋ヶ根より本村相手の出入済
口、56-122と同文の本紙

明和2・10 後写共2通

K-3-3･56-124 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申一札之事　後写  吉城郡田頃家村字岩はな山に
て蓼俣村、相手田頃家村山論の内済請証文

明和6・8 1通

K-3-3･56-125 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

乍恐書付を以奉願上候御事  願人吉城郡小豆沢村、相
手同郡杉原村、小豆沢村付字くぶす山ノ内小字二之谷
で拾って置いた栃がない、二之谷、三之谷に杉原村が入
込むのは不届である

明和7・8 1通

K-3-3･56-126 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差出シ申済口証文之事  くぶす山山論済口、吉城郡小
豆沢村より杉原村宛

明和7・8 1通

K-3-3･56-127 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐返答書を以奉申上候御事　  金木戸村返答書、吉
城郡打保村組合6ヶ村より白木願の場所は、山野村北之
俣嶽小字あし谷ではなく、金木戸村中之俣嶽の内である

明和9・7 後写共2通

K-3-3･56-128 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事  吉城郡神坂村山内字なべ谷は、
神坂村与茂助他8人、栃尾村甚五郎他3人の木地山助
成とする、2通共破印

安永4・2 2通

K-3-3･56-129 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事  吉城郡打保・和佐府・瀬戸・下之
本・岩井谷・森茂〆6ヶ村の白木稼場所は、北之俣山内
小字あし谷とする

安永4・3 1通

K-3-3･56-130 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以返答書奉願上候　  吉城郡蓑輪村返答書、三日
町村より訴え出ている蓑輪村山内字大洞山へ入会の証

安永5・5 1通

K-3-3･56-131 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
秣場入合山論内（済）証文之事　写  秣場内済、吉城郡
三日町村より山元蓑輪村宛、享和1・7写

安永5・9 1通

K-3-3･56-132 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札之事　写  吉城郡稲越村植木場所へ信包村6人の
者差障りの詫

安永9・4 1通

K-3-3･56-133 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 吉城郡山本村植木場出入済口一札 天明6・7
山本村組頭与
重郎

美半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-134 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申出入済口証文之事　後写  吉城郡吉田村の内塩
屋組より下林組を相手、塩野山たたかれ場所刈荒しに

天明6・8 半半1冊

K-3-3･56-135 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐返答書を以奉願上候　　後写  吉城郡本郷村返答
書、蔵柱村11軒の者より本郷村相手、山内入会に付出

寛政2・2 半半1冊

K-3-3･56-136 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
指上申一札之事  吉城郡梨ヶ根村持山字大谷山内に
て、割石・舟津町・寺林村と山境出入済口

寛政7・2 1通

K-3-3･56-137 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
山境為取替証文之事　後写  吉城郡西漆山村と割石村
山境論済口

寛政8・8 1通

K-3-3･56-138 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御訴訟奉申上候　　扣  願人吉城郡三日町
村、蓑輪村山敷大洞の内にて秣刈取り出入

寛政11・8 1通

K-3-3･56-139 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申出入済口証文之事　  吉城郡三日町村より蓑輪
村へかかる秣刈取り出入済口

寛政11・10 1通

K-3-3･56-140 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事  吉城郡蓑輪村より三日町村へか
かる蓑輪村山内大洞の内にて秣刈取り出入済口、入会
場所境絵図面付

享保1・7 1通

K-3-3･56-141 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
書違証文之事  吉城郡上灘村山内にて宮原村との焼畑
草野出入内済

享和2・4 1通

K-3-3･56-142 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山伐荒）誤証文之事　後写  吉城郡金木戸山内松ヶ谷
等4ヶ所へ伐越しの詫証文、詫主森茂村

文化12・3 半半1通

K-3-3･56-143 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御願下ゲ奉申上候　　扣  吉城郡鶴巣村より
相手桐谷・木曽垣内・半田・三日町4ヶ村にかかる山論内

文政2・2 1通

K-3-3･56-144 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事  吉城郡杉原村より小豆沢村にか
かる秣場出入済口、絵図付

文政2・9 1通

K-3-3･56-145 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御訴訟奉願上候　　  吉城郡稲越村より相手
信包村、山内伐荒し出入

文政7・9 1通

K-3-3･56-146 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 一境定壱札之事  吉城郡伏方村字杉沢奥林地所 文政9・4 1通

K-3-3･56-147 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
奉差上内済証文之事  吉城郡長倉村より鼠餅村へかか
る山論出入

文政10・5 後写共2通

K-3-3･56-148 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御訴奉申上候　　  吉城郡蔵柱組荒原村地
内字東原ノ内小字杉ヶ洞にて八日町・西門前の者、松・
姫子を伐払った

文政12・2 1通

K-3-3･56-149 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御吟味下ゲ奉願上候　　  吉城郡稲越村へ
保村のもの薪伐越し出入の済口証文、絵図付

文政13・4 1通

K-3-3･56-150 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申納得御吟味下証文之事  吉城郡荒原村山舗字
東原にて入会八日町・西門前両村の伐置いた自薪に、
荒原村作兵衛が邪魔を入れた出入の内済吟味下げ証

文政13・11 1通

K-3-3･56-151 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
奉差上内済証文之事  吉城郡荒原村舗字西原を荒原・
八日町・西門前3ヶ村の入会に決定

天保2・11 1通

K-3-3･56-152 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申一札之事　扣  吉城郡荒原村と八日町村・西門前
村との出入済口証文、場所4分1は御留山となる

天保3・4 1通

K-3-3･56-153 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申一札之事  吉城郡金木戸村山内字松ヶ谷等4ヶ
所にて上木伐荒しの訴訟日延証文、森茂村より金木戸

天保6・4 後写共2通

K-3-3･56-154 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
新田村山内え宮原・上灘両村入会之場所境論済口申渡
覚  吉城郡本郷村本覚寺椿宗裁定

天保9・11 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-155 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
書違一札之事  吉城郡神坂村蒲田字湯之高大小場通り
より西は青木峠尾通りまでの入会場所を、栃尾村より神
坂村・蒲田へ譲る

天保15・3 案文共2通

K-3-3･56-156 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御歎奉願上候　後写　　  吉城郡桐谷村より
半田・三日町・木曽垣内村相手、桐谷村山内字大丸山
御留山、八日町敷はいたか山内出入

天保15・6 1通

K-3-3･56-157 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御吟味御下ゲ奉願上候　後写  吉城郡桐谷
村より、半田・木曽垣内・三日町村にかかる山論済口

天保15・7 半半1冊

K-3-3･56-158 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付御吟味下奉願上候　  吉城郡笹島村より田
頃家村へかかる笹島山内字笠谷筋山論内済、絵図写付

弘化3・7 写共2通

K-3-3･56-159 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替規定証文之事  吉城郡西忍・森安・高牧3ヶ村入
会山論済口、3ヶ村は示談の上いずれの箇所にても薪秣
刈取り、木の実は前後の差別なく3ヶ村同日に拾い取る

明治3・2 1通

K-3-3･56-160 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
裁許状之事  吉城郡黒内古城跡を3ヶ村入会とし、本丸
跡は信包村敷と定める

明治3・5 1通

K-3-3･56-161 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
約定書  地租改正に付、吉城郡坂上村の内、西忍・高
牧・森安組入会場出入、西忍組より勧解願を提出し内済

明治10・6 美半1冊

K-3-3･56-162 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（草山出入）取替証文之事　後写  大野郡新宮村敷入会
に山田・下之切・上岡本・春国村のほか新宮村を加える

宝永3・11 1通

K-3-3･56-163 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
山論扱証文之事　後写  大野郡白井村、小野村日出谷
西平山論済口、1通は小野村より白井村宛、1通は両村

正徳3・6 2通

K-3-3･56-164 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
飛州大野郡灘郷高山町方百姓と大八賀郷塩屋村百姓と
馬草并焼畑畠場山論裁許　後写  高山町方（花里・西之
一色・上岡本・下岡本・七日町5ヶ村入石）塩屋村山内出

正徳4・6 1通

K-3-3･56-165 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
大野郡川上郷藤瀬村と同郡灘郷西之一色村・花里村・
千島村山論裁許書之写  藤瀬村山内字今谷にて薪・下
草・根松取り出入

正徳6・6 1通

K-3-3･56-166 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
大野郡小八賀郷坊方村と同郡同郷大谷村・小野村山論
裁許書写  山境出入

正徳6・7 2通

K-3-3･56-167 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 済口証文ノ事　後写  大野郡下切村にて入会場割合 享保4・6 半半1冊

K-3-3･56-168 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
双方書違仕定証文之事　後写  大野郡宮村山下山論場
所取定

享保7・2 1通

K-3-3･56-169 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
上野草場済口書違証文事　後写  大野郡新張村より町
方村へ山論仕掛け、御役所より、7ヶ年留山とする、江戸
表へ御裁許を願えといわれ内済

享保13・4 半半1冊

K-3-3･56-170 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐口上書を以申上候御事  大野郡瓜田村百姓が出入
御留山にてたたかれを取り、他村へ売払ったと根方村訴

享保17・5 1通

K-3-3･56-171 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事　後写  七日町・下岡本・桐生・冬頭・細
越5ヶ村より新張村相手、新張村上野入会場出入済口

享保19・11 1通

K-3-3･56-172 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事（裁許請状）  大野郡瓜田村より根方村
相手、瓜田村山内入込み出入

享保19・11 後写共2通

K-3-3･56-173 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事　後写  大野郡下坪村、小木曽村之内
下組より大沼村相手、大沼村山内荒城山出入済口

寛保2・4 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-174 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐返答書を以申上候御事　後写  大野郡小野村山鋪
の内水谷原伐替場・薪山出入、返答人小野村、相手大

寛保4・2 1通

K-3-3･56-175 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御差のべ証文之事　写  大野郡森茂山内へ大谷・江黒・
池本の者伐越し一件

寛保4・2 1通

K-3-3･56-176 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事　抄書　後写  大野郡久須母村、久々
野村山論裁許請状

延享1・12 1通

K-3-3･56-177 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐口上書を以奉願上候御事　  大野郡中切村植木場
所へ下切村入込み伐荒し出入

寛延3・6 1通

K-3-3･56-178 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
三枝郷中切村高祖洞・上切村みはか山、下切村と出入
之節諸願留帳  願人中切村・上切村、相手下切村

寛延3・6 美半1通

K-3-3･56-179 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事  大野郡上切・中切両村山内みはか
山・かうぞ洞出入御裁許状、訴方上切・中切、相手下
切、追訴方桐生・本母・下岡本村

寛延4・8 写共2通

K-3-3･56-180 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申証文之事  大野郡山田村・下林村より赤保木村
相手草山出入、前原村追訴済口

寛延4・9 1通

K-3-3･56-181 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　後写  白川郷猿丸村より新淵村
相手、猿丸滝にて鱒捕り出入済口、滝役銀30匁は残ら
ず猿丸村より上納し、うけ山は各半分持とする

安永3・7 半半1冊

K-3-3･56-182 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申済口証文之事　後写  地改に際し大野郡日面村
東百姓が大勢名目の焼畑を村抱とした、西百姓より均焼
畑割合持にしたいと申し立てたが不認可、枚数不足

安永9・4 半半2冊

K-3-3･56-183 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申山論出入取?済口証文之事  論所一山は水流れ
坂村へ落ちるから坂村敷とし、3ヶ村入会山とする、訴方
三ッ谷村、相手坂・下本村

天明7・8 1通

K-3-3･56-184 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申出入内済証文之事　後写  訴方大野郡新淵村、
相手同郡猿丸村

寛政6・12 1通

K-3-3･56-185 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
大野郡小八賀郷御山内御焼畑并切替場所下根方村扣
帳　　抄書　後写  村方中

文化5・3 半半1通

K-3-3･56-186 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差出申御詫一札之事  大野郡池本村敷立会山内にて江
黒村不調法の詫、江黒村・大谷村より池本村宛

文化12・3 1通

K-3-3･56-187 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申出入内済証文之事  大野郡小木曽・下坪両村よ
り大萱村相手、秣場再論御訴内済証文、絵図継添、両
村より大萱村宛

文化14・8 1通

K-3-3･56-188 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札之事  大野郡大原村山内さかさま谷宮村境にて、宮
村長兵衛他伐越し詫

文政4・3 1通

K-3-3･56-189 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 断申一札之事  大野郡大原村坂様谷山内字大さこ伐越 文政7・3 1通
K-3-3･56-190 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 御断一札之事　扣  大野郡椿原村 文政9・4 1通

K-3-3･56-191 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替内済証文之事　後写  大野郡法力村より殿垣内
村相手山論内済

文政12・4 1通

K-3-3･56-192 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差入申一札之事  宮村山内大原村境においての間違に
付詫、宮村より大原村治郎作宛

天保3・8 1通

K-3-3･56-193 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替証文之事　写  大野郡殿垣内村より小木曽村相
手の入会場境論済口

天保15・6 1通

K-3-3･56-194 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （大野郡日面村書類）　後写 半半1綴
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K-3-3･56-194　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（大野郡日面村書類）　後写  ・御歎書写　東組と上組・
西組入会出入

弘化2・12

K-3-3･56-194　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（大野郡日面村書類）　後写  ・規定納得連印証文之事
（土地）　地券に関し規定

明治5・10

K-3-3･56-194　3 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（大野郡日面村書類）　後写  ・為取替規定証文之事　小
かん曽谷山内小字小谷西平入会出入

明治7・4

K-3-3･56-194　4 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（大野郡日面村書類）　後写  ・為取替規定証文之事　上
組と東組・西組入会場出入

明治7・10

K-3-3･56-194　5 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（大野郡日面村書類）　後写  ・山内進退敷違約之訴状
東組より被告前戸長他

明治7・10

K-3-3･56-195 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
御詫申日延証文之事  大野郡久々野村作次、河内郷小
坊村山内へ入込の詫

安政3・6 1通

K-3-3･56-196 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差入申一札之事　後写  大野郡大萱村下中根にて小木
曽村方心得違に付詫

元治2・3 1通

K-3-3･56-197 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
奉差上内済証文之事  大野郡内ヶ戸村より飯島村宛、
山内境論済口、継絵図付

慶応2・11 後写共2通

K-3-3･56-198 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替申一札之事　後写  小木曽村、殿垣内村山境出
入済口

明治3・9 1通

K-3-3･56-199 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
一札　後写  吉城郡折敷地村山内字障子ヶ平にて焼畑
作り付の所を地引絵図に書入れた大野郡芦谷村の詫状

明治6・10 1通

K-3-3･56-200 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
大野郡小八賀郷坊方村と同郡同郷大谷村・小野村山論
裁許書写  56-166同文

正徳6・7 1通

K-3-3･56-201 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差出申候証文之事　後写  大野郡坂下・下本両村より三
谷村相手、字小井戸山論済口

天明1・閏5 半半1冊

K-3-3･56-202 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
益田郡萩原郷上村、同郷桜洞村百姓山論公事裁許覚
後写  論所4ヶ所へは双方互に入会、栃実は桜洞にて拾

元禄8・5 半半1冊

K-3-3･56-203 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
久須母村より出差上申証文之事　後写  大野郡久々野
村山境論争裁許請証文

延享1・12 半半1冊

K-3-3･56-204 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申御請証文之事  益田郡久須母村、柳島村山論裁
許請証文

明和6・1 1通

K-3-3･56-205 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
差上申出入済口証文之事　後写  益田郡浅井村より寺
沢村相手入会場出入

寛政9・4 半半1冊

K-3-3･56-206 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
済口証文之事　後写  益田郡大西村山敷にて片野村、
江名子村入会場所境論済口、後半欠文

半1葉

K-3-3･56-207 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （論所絵図）　  吉城郡蓼俣村岩はな山 亥（宝永4）10 （52×98）1舗

K-3-3･56-208 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （吉城郡一重ヶ根村山論裁許絵図面） 宝永5・3
（96×105）1
舗

K-3-3･56-209 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （吉城郡稲越村、同郡保村山論立会絵図面）下書 延享2 （28×62）1舗

K-3-3･56-210 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （吉城郡信包村・黒内村山内絵図）  明治3･5裏書 寛延3・5
（130×214）1
舗

K-3-3･56-211　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （山論麁絵図面）  ・訴方吉城郡長倉村、相手鼠餅村山 文政10・3 （28×41）1舗
K-3-3･56-211　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （山論麁絵図面）  ･同済口為取替絵図 文政10・4 （28×82）1舗
K-3-3･56-212 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （入会場立会絵図）  吉城郡吉田村塩屋組、下組入会場 天保12・3 （34×52）1舗
K-3-3･56-213 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （論所済口麁絵図面）  吉城郡桐谷村 天保15・7 （28×58）1舗



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･56-214 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 吉城郡笹島村、田頃家村山論内済立会絵図 弘化3・7 （39×54）1舗

K-3-3･56-215 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （大野郡小木曽村、殿垣内村山論所立会絵図）　後写 正徳6・4
（79×110）1
舗

K-3-3･56-216 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
立会山絵図　扣  大野郡大谷、坊方論所、坊方、町方、
山口論所絵図、文化13年御裁許絵図面写貼付あり

正徳3・5
（67×159）1
舗

K-3-3･56-217 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（立会山絵図）　後写  大野郡大谷、小野、坊方論所、坊
方、町方、山口論所絵図

正徳6・6
（79×165）1
舗

K-3-3･56-218 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（立会為取替山絵図）  大野郡森茂村山内池ヶ平尾通り
木地山境論ニ付為取替新規絵図面、長瀬村より森茂村

寛政6・9 1舗

K-3-3･56-219 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山論麁絵図）　後写  大野郡内ヶ戸村より飯島村相手、
山内敷境論所麁絵図面

慶応2・11 半3舗

K-3-3･56-220 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 広瀬郷糠塚村山敷定証文帳  付･入会山規定 享保12・閠1 美半1冊

K-3-3･56-221 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（元禄御検地水帳より村抱草野抄書） 後写　  吉城郡本
郷･岩井戸・中山・吉野・在家･上灘村

元禄7 半半1綴

K-3-3･56-222 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （元禄御検地水帳抄書） 後写　  吉城郡折鋪地村 元禄7・9 半半5葉

K-3-3･56-223 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （元禄御検地水帳抄書） 後写　  大野郡大谷村・新張村
元禄7・閠5
元禄8・3

半半2冊

K-3-3･56-224 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （新田御検地帳抄書） 後写　  吉城郡折敷地村 文化11・6 半半4葉
K-3-3･56-225 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （新田御検地帳抄書） 後写　  大野郡町方村 文化11 半半1冊

K-3-3･56-226 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（安永新田御検地帳抄書） 後写　  大野郡大谷・日面・法
力・小木曽・新張村

安永3・9 半半5冊

K-3-3･56-227 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （新田御検地帳抄書） 後写　  吉城郡小木曽村 文政12・7 半半1冊
K-3-3･56-228 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （新田御検地帳抄書） 後写　  吉城郡殿垣内村 弘化1・8 半半1冊
K-3-3･56-229 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （新田御検地帳抄書） 後写　  益田郡大西村、久須母村 安永3・9 半半2冊
K-3-3･56-230 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 下戻申請山林箇所付取調所  吉城郡国府村分 半半1冊

K-3-3･56-231 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（御林山内箇所附帳抄書）　後写  吉城郡上宝村分、下
戻申請中山林箇所付取調上宝村蔵柱分（１葉）

天保15年 半半1冊

K-3-3･56-232 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（御林山帳抄書）　後写  吉城郡蓼俣村・西忍村、益田郡
日和田村・小日和田村

享保12 半半1冊

K-3-3･56-233 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （御林山内箇所附帳抄書）　後写  大野郡大名田村分 天保15 半半1冊
K-3-3･56-234 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （御山内ヶ所附帳抄書）　後写  大野郡大八賀村分 天保15 半半1冊
K-3-3･56-235 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （御林山内箇所附帳抄書）　後写  大野郡上枝村分 天保15 半半1冊

K-3-3･56-236 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（御林山内ヶ所附帳抄書）　後写  大野郡白川郷照蓮寺
除地村々

天保15 半半1冊

K-3-3･56-237 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （御林山内箇所附帳抄書）　後写  大野郡久々野村分 天保15 半半1冊

K-3-3･56-238 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（御林山内箇所附帳抄書）　後写  益田郡久須母村、大
野郡内ヶ戸村

天保15・4 半半1綴

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写 半半1冊

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・諸白木稼方
之義ニ付差出候書付

寛政8・12

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・禁裏御所御
造営ニ付飛州材木伐出一件

嘉永7

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・飛騨・美濃・
越前御証文留、焼畑年貢

享保12・6



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・照蓮寺境外 元禄11・1

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・書付を以奉
歎願候（年貢金御下ゲ）

明治2・6

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・請証　御役
所宛照蓮寺領租税金請取

明治2・12

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・照蓮寺領御
林山帳

享保12・5

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・覚　増高七 末2月

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・御山内取調
箇所附帳　尾神村

天保15・7

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・公用地凡反
別木数取調帳　尾神村

明治7・10

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・未年（照蓮
寺領）焼畑御年貢米納通

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・差出申一札
之事（平瀬村より御母衣村地内へ入込み焼畑作に付）

明治2・8

K-3-3･56-239 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
照蓮寺領白川村・荘川村一部証拠　後写  ・御林山之締
向之儀ニ付申送書

弘化2・12

K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写 半半1冊
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・御山内取調ヶ所附帳　瓜巣村 天保15・5
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・御山内取調ヶ所附帳　村山村 天保15・7
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・小木曽、殿垣内山論御裁許書 正徳6・4
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・卯年日記－下坪村組下保村年 延享4
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・法力村御手当米下付願 明治3・9
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・定免切替－村限受印帳　三川村 弘化4
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・年貢割付書　一重ヶ根村 元文3・10
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・子日記－広瀬町村板橋普請 文化13
K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・西丸御普請御用板末木御払伺 天保12・10

K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅰ）　後写  ・余荷普請免状留－元田村字兵
良刎橋普請

申1

K-3-3･56-240 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅰ）　後写  ・同高山町中橋普請 申10
K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅱ）　後写 半半1冊

K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅱ）　後写  ・為取替証文之事　信濃国西野村
より益田郡日和田村・小日和田村宛

寛延4・5

K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅱ）　後写  ・差入申為取替一札之事　信濃国
西野村より益田郡日和田村・小日和田村宛

明治3・8

K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅱ）　後写  ・済口証文之事　吉城郡三川原村
字峠の平焼畑同郡打保村へ質流

安永3・6

K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅱ）　後写  ・奉差上内済証文之事　内ヶ戸村 慶応2・11

K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅱ）　後写  ・大野郡小木曽村と殿垣内村山論
裁許書

正徳6・4

K-3-3･56-241 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅱ）　後写  ・吉城郡蓑輪・半田・木曽垣内3ヶ
村と宮地・今・漆垣内・東門前4ヶ村の山論裁許書

正徳6

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅲ）　後写 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅲ）　後写  ・材木方日記 享保12
K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅲ）　後写  ・諸白木願留　大西・大島・渚・岩 午巳

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・免除　　大野郡三福寺・中切・江
名子村

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・山廻組御用日記－　代木苗木植
付、森部・三之瀬村

延享3

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・大野筋村々家木願場所取調帳
大野郡内ヶ戸村

天保11

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・植木并山内取調請書　大野郡八
日町村

文政13・8

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・新規植増植木場所請印帳　大
島・岩井・松之木・三福寺村

文化3・3

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・新規植増植木場所請印帳　　大
野郡掛鳩谷・内ヶ戸・中切・花里・千島・西之一色・高山

文化3・9

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・木苗植候証文　　三福寺・岩井・
片野・花里・千島・西一色村

享保6・9

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・凶備倉造木記　　阿曾保・江名
子・石浦・岩井・中切・松之木・渚村

明治1・7

K-3-3･56-242 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅲ）　後写  ・山林官民区分ニ付　　知事伺に
関する指令書の内植木場関係分

明治9・10

K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写 半半2冊

K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅳ）　後写  ・飛州御林山帳　　灘・大八賀・河
内・川上・白川郷

享保9・2

K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅳ）　後写  ・木苗植候証文　　岩井・片野・長
淀・渚村

享保6・9

K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅳ）　後写  ・新規植増植木場所請印帳　　岩
井・松之木・蓼俣・下佐谷村

文化3・3

K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（証拠書類Ⅳ）　後写  ・新規植増植木場所請印帳　　大
野郡掛

文化3・9

K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・植付場所改付　　大野郡 文化13春
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・植木并山内取調請書　大野筋 文政13・8
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・凶備倉造木記　吉城・大野・益田 明治1・7
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・植木員数調帳　　吉城筋 天保11・9
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・植木植増請印帳　　益田筋 安政6・3
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・白木元木渡請印帳　大西村 明治5･6
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・家木場所取調帳　　大野筋 天保11
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・免状留　　三福寺村 文久3
K-3-3･56-243 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （証拠書類Ⅳ）　後写  ・白川郷焼畑御高入請書 安永3

K-3-3･56-244 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
注意ノ点　後写  享保12年御林帳作成事情、地役人飯
山次右衞門他17人、編者注朱書

宝暦1･11 半半1冊

K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写 半半1冊
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・居宅材伐出願　　松本村山内 辰5月
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・庵屋大福町方帳抄書 元治2、慶応4
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・吉城郡高原郷御林山帳抄書 享保12･5



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・御榑木方御用留抄書 宝暦7
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・山廻り組覚書－　百姓薪山に付 宝暦1
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・飛州御林山帳抄書 享保9･2
K-3-3･56-245 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅰ）後写  ・金森氏上知諸伺 元禄6･4
K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写 半半1冊
K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写  ・飛州地役人勤方書付（榑木方御 宝暦7･5
K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写  ・飛州山内之儀ニ付申上候（山廻 宝暦11･9
K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写  ・御書付を以被仰渡候ニ付御答書 明和5

K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（諸書抜書Ⅱ）後写  ・日記－千光寺松木売払、門原村
山内椀木地稼

寛政10、文政4

K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（諸書抜書Ⅱ）後写  ・西丸御用板末木御払ニ付出役御
入用立方伺書

天保12・10

K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写  ・申渡－苗木植付・囲方に付 弘化2･6
K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写  ・南方御材木伐出方改正御用留 安政3
K-3-3･56-246 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅱ）後写  ・御用場日記－杉原村杉木免状之 安政5･7
K-3-3･56-247 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅲ）後写 半半1冊

K-3-3･56-247 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（諸書抜書Ⅲ）後写  ・元運上居置他国払為相稼候分三
拾弐口

K-3-3･56-247 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅲ）後写  ・子年御用留－榑木方御答書 明和5
K-3-3･56-247 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅲ）後写  ・飛騨・美濃国村々小物成吟味増 宝暦7･9
K-3-3･56-248 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅳ）後写 半半1冊

K-3-3･56-248 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（諸書抜書Ⅳ）後写  ・新規御留山請書　江名子・石浦・
片野・千島・花里・西之一色・下岡本・三川・下切・松之木

天明4･9

K-3-3･56-248 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（諸書抜書Ⅳ）後写  ・御林山内ヶ所附帳　石浦・片野・千
島・花里・西之一色・町方分抄書

天明4･9

K-3-3･56-248 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅳ）後写  ・草山流証文之事　片野村 寛政12･12
K-3-3･56-248 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （諸書抜書Ⅳ）後写  ・草木譲り証文之事　西之一色村 安政6･12
K-3-3･56-249 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 御用板取立免状抄書　後写  三郡内 天保9－10 半半1冊
K-3-3･56-250 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （従前公有地箇所取調）　後写 半半1綴

K-3-3･56-250 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（従前公有地箇所取調）　後写  ・山林箇所其外取調書
写　大野郡片野・江名子・塩屋村

天保15

K-3-3･56-250 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（従前公有地箇所取調）　後写  ・飛騨国村町従前公有
地箇所反別取調書　片野・塩屋・松之木村

天保15

K-3-3･56-251 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 和佐保村切山絵図 5舗
K-3-3･56-251　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 和佐保村切山絵図  庵屋持改図抄禄 （39×55.7）
K-3-3･56-251　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 和佐保村切山絵図  和佐保村全図 （27.8×39.5）
K-3-3･56-251　3 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 和佐保村切山絵図  和佐保村全図 （27.8×39.7）
K-3-3･56-251　4 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 和佐保村切山絵図  天保度御山内箇所附図絵 （27.9×39.6）
K-3-3･56-251　5 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 和佐保村切山絵図  明治8･9年改租当時ノ山林図 （27.9×39.7）
K-3-3･56-252 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 植木植増請印帳　後写  吉城筋抄書 弘化2 半半1冊

K-3-3･56-253 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 飛騨国吉城郡村々当未定免切替一村限受印帳　後写 弘化4
吉城郡三川
村、編者朱注

半半1冊

K-3-3･56-254 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （山方植木･山内取締請書等写）後写 1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-254 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山方植木･山内取締請書等写）後写  ・用木取立方仕様
帳抄　益田郡中洞村他

慶応2･11

K-3-3･56-254 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山方植木･山内取締請書等写）後写  ・乍恐以書付奉申
上候　山方25ヶ村にて5万本植増目当

天保12･9

K-3-3･56-254 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山方植木･山内取締請書等写）後写  ・乍恐以書付奉申
上候　山方家別1ヶ年15本ずつ植増

安政6･3

K-3-3･56-254 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山方植木･山内取締請書等写）後写  ・山内郷村取締方
請証文　益田筋、宮村

安政2･4

K-3-3･56-254 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（山方植木･山内取締請書等写）後写  ・焼畑取締申渡請
証文之事　益田郡

安政6･9

K-3-3･56-255 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乍恐以書付奉願上候　後写  法力村、大乘坊夫食御手
当米願

明治3･9 半半1通

K-3-3･56-256 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （壬申本県来状等抜書）　後写 半半1冊

K-3-3･56-256 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（壬申本県来状等抜書）　後写  ・壬申本県来状御留書
租税課・出納課より公私確証書提出に付

明治6･10

K-3-3･56-256 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（壬申本県来状等抜書）　後写  ・大蔵省第134号布達
存置払下げ官林箇所調査に付

明治6･9

K-3-3･56-256 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （壬申本県来状等抜書）　後写  ・村触案 明治6・10

K-3-3･56-257 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（壬申来県御用留等抜書）　後写  壬申本県来状御留書
租税課・出納課、壬申本県御留、官林公用地箇所取調
書、村触綴込

明治6・10－12 半半1綴

K-3-3･56-258 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
官林凡反別木数取調帳　抄書  吉城郡大無雁・落合・岸
奥・丸山・牧戸・巣之内・萱沼・種蔵・三川原・高牧村

明治7･10 半半1冊

K-3-3･56-259 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 官・民有地取調書　後写 半半1冊

K-3-3･56-259 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
官・民有地取調書　後写  ・私有地反別木数取調無証之
分書上帳　吉城郡神岡村数河耕地・石神耕地

明治9･1

K-3-3･56-259 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 官・民有地取調書　後写  ・官林取調書上帳文例

K-3-3･56-259 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
官・民有地取調書　後写  ・公有地反別確証取調緘込
吉城郡国府村山本耕地

明治8

K-3-3･56-259 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
官・民有地取調書　後写  ・留山ノ一部民有タル証拠ニ
付取調　神岡村大鳩ドヤ

K-3-3･56-260 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（官林字地番反別調）　後写  大野郡大八賀･大名田・丹
生川・宮・清見村　吉城郡国府・小鷹利・河合・坂上・坂

半半1冊

K-3-3･56-261 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （国有林面積立木調）  大野郡清見・上枝・久々野・大名 美半1冊
K-3-3･56-262 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 岐阜山林明細帳  吉城郡・大野郡　中村信夫蔵 美半1冊

K-3-3･56-263 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
中村信夫ノ－ト  正徳4･2勘定所伺、御蔵米買請米他、
国有林下戻請求事件関係

21冊

K-3-3･56-264 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
益田郡村々焼畑御高入請書他　後写  享保12年御林山
帳抄（焼畑切替有無）、天保15年御林山帳抄

半半1冊

K-3-3･56-265 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （山方新植木之事）　後写  三郡廻村出役書上 天保12－安政6 半半1綴

K-3-3･56-266 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
証拠書類索引  大野郡大名田・大八賀・上枝・久々野･白
川村、吉城郡上宝村

同文半半2冊

K-3-3･56-267 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 旧記書類目録  吉城郡国府村 半半1綴
K-3-3･56-268 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 国有森林下戻申請書  吉城郡国府村 明治33･6 美半1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･56-269 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （国有林取調書） 美半3冊

K-3-3･56-269　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（国有林取調書）  ・国有森林下戻申請地新旧対照表
吉城郡国府村

K-3-3･56-269　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（国有林取調書）  ・国有森林下戻申請地新旧対照表
吉城郡国府村

K-3-3･56-269　3 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （国有林取調書）  ・国有林取調表　　吉城郡国府村

K-3-3･56-270 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
民有林字分新旧対照表  吉城郡国府村大字村山、天保
度字名対比、絵図付

明治34･9 美半1冊

K-3-3･56-271 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国有林下戻申請書ト天保度箇所附帳ト字名相違箇所取
調書  出張官尋問の件、吉城郡国府村

明治34･11 美半1綴

K-3-3･56-272 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国府村会決議書写  吉城郡国府村下戻不当処分取消
請求行政訴訟提起

明治37･6 同文美半2冊

K-3-3･56-273 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
第6回村会議事録写  取替契約証書変更ノ件議案ノ件、
吉城郡国府村

明治37･8 美半1冊

K-3-3･56-274 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
為取替契約証書  委任者吉城郡国府村長代理、受任者
松川早太郎･中村信夫・駒田孫市代

明治37・8 美半1通

K-3-3･56-275 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国有林下戻申請書申請地字名新旧対照説明書  吉城
郡坂下村より農商務大臣宛

明治34・11 半半1冊

K-3-3･56-276 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国有林下戻申請申請地字新旧対照説明書  吉城郡袖
川村追申

明治34・9 美半1冊

K-3-3･56-277 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 官民有区別誤謬訂正出願地新旧対照表  吉城郡上宝 明治27･1 美半1冊
K-3-3･56-278 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 国有林下戻申請書　扣  戸籍抄本付、吉城郡上宝村蔵 明治33 3通

K-3-3･56-279 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国有森林下戻申請・下戻不当処分取消訴訟関係書類綴
地図27舗付、吉城郡上宝村

明治33－39 美半1綴

K-3-3･56-280 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 証拠目録  第1号－第33号証　吉城郡上宝村 明治34･5 美半1冊

K-3-3･56-281 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国有森林原野下戻申請ニ付証拠書追申  農商務大臣
宛、吉城郡上宝村

明治34･9 1通

K-3-3･56-282 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 国有林新旧対照表  農商務大臣宛、吉城郡上宝村蔵柱 明治34･10 1通
K-3-3･56-283 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 国有森林原野下戻申請に付証拠書追申書類  吉城郡上 明治35･1 美半1綴

K-3-3･56-284 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
国有林下戻ニ関スル追加契約書、同契約更正書　写
吉城郡上宝村

明治36･6 4通

K-3-3･56-285　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
承諾書・差入証　扣  ・中村信夫より上宝村長小池松太
郎宛承諾書

明治39・5 4通

K-3-3･56-285　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 承諾書・差入証　扣  ・川上清他より中村信夫宛差入証 明治39・5 2通

K-3-3･56-286　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
（差入証書・談判要件）  ・差入証書　川上清他より中村
信夫宛

明治40･1 1通

K-3-3･56-286　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （差入証書・談判要件）  ・談判要件 半3葉

K-3-3･56-287 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
決議書写  国有林に付下戻不当処分取消請求の行政訴
訟提起、大野郡大名田村

明治37･7 1通

K-3-3･56-288 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
官民有区別誤謬訂正之義ニ付請願　扣  益田郡川西村
副申書、毎大字一筆限新旧対照表（川西・丹生川村）、
官林下戻之義ニ付請願

明治28･2 美半1綴



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･56-289 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

国有森林下戻申請書ニ対スル副申書　扣  農商務大臣
宛、大野郡丹生川村　享保19瓜田、根方山論済口、安
政5葺榑稼、文政5秣場焼払、明治5新山ナギ作り、天保
9持山流証文、文久1上木山渡シ、嘉永2植木場に付取
替相対証文、安政2植木山渡シ2通、文化14小木曽・下
坪より大萱相手山論済口、天保11薪山買請

明治33・4 美半1綴

K-3-3･56-290 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （国有林取調書）  大野郡丹生川村 半半1冊
K-3-3･56-291 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 大野郡久々野村証拠調 半半1冊

K-3-3･56-292 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
第七拾参回荘川村会議事録抄本  国有林野下戻申請
却下に付行政訴訟提起ノ件

明治37・7 半半1冊

K-3-3･56-293 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 契約書　写  大野郡荘川村長より岡田荘平宛 明治41・12 同文2通
K-3-3･56-294 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 飛騨国官林下渡上願事件書類　委負扣 明治22・9 美半1綴
K-3-3･56-295 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 民有山林不当処分訂正ノ義ニ付請願書 明治29 活版菊1冊
K-3-3･56-296 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 山林下戻関係会計書類 明治32－33 1袋

K-3-3･56-297 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
指令書交付通知書  証拠目録付、大阪大林区署より坂
下村長、国府村長、上宝村長、久々野村長、中村義右

明治37・5－6 5通

K-3-3･56-298 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
(証拠書類還付請求并回答)写  大阪大林区署宛、吉城
郡国府村宛

明治37・6 2通

K-3-3･56-299 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 行政訴訟関係往復文書 明治37・7－38・ 4通

K-3-3･56-300 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

為取替契約書  国有林下戻訴訟成功報酬を松川早太郎
100分20、中村信夫・駒田孫市100分15とする、契約者蔵
柱・阿曽布・船津・袖川・坂下・坂上・河合・小鷹利・古川・
国府各町村長

明治37・8 10袋32通

K-3-3･56-301 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 (送付書類目録)  久々野村長より松川早太郎宛、書簡付 明治37・8 2通
K-3-3･56-302 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 (訴訟成功報酬譲渡通知書)  松川国友より大八賀村長 明治39・6 1通

K-3-3･56-303 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
行政裁判所判決録第十七輯抜粋  茨城県新治郡小梅
村他、岩手、福島、鳥取、秋田、栃木各県判例

明治39・2－41・4 半1冊

K-3-3･56-304 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
行政裁判所判決録第十七輯抜粋  原告秋田県北秋田
郡早口村長

明治39・12 半半1冊

K-3-3･56-305 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
行政裁判所判決録抜粋  原告秋田県平鹿郡山内村・秋
田県山本郡上岩川村

明治41 半半1冊

K-3-3･56-306 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 委任状  池之端惣助、駒田孫一、川上清より中村信夫宛 明治39 4通

K-3-3･56-307 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

中村信夫信書扣  ・松川・砂沢対策　・駒田・池之端・岡
田宛、行政訴訟ニ付、弁護士及び出資者に対する一般
方略　・駒田・池之端・川上・岡田宛、中村報告書　・斯波
有造宛、依頼書・協議覚書　・野吹より中村宛電報　・松

明治39・5－9 7通

K-3-3･56-308 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
(訴訟委任契約)  ・協議要件　森田代、野吹秀太郎、中
村信夫協議書　・訴訟委任報酬契約証案文　岡崎正也
宛　・契約書　中村信夫、川上清

明治39 3通

K-3-3･56-309 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 契約書  吉城・大野郡内15町村長より太田資時宛、中村 明治40 15通

K-3-3･56-310 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 契約書  吉城郡上宝村長他より太田資時宛 明治40－41
本紙6通　扣
18通

K-3-3･56-311 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
答弁書  元伐賃トハ立木代ニ相当スルヤ否御推問ニ対
シ答弁

蒟蒻版半半1
冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･56-312 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 原告準備書面　写  21号証ニ対スル反駁並ビニ反証 半半1冊

K-3-3･56-313 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
原告準備書面第九　写  被告の答弁に対する反駁(原告
準備書面第五に答ふるもの)

半半1冊

K-3-3･56-314 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
原告準備書面第六及至第九ニ対スル答弁　写  明治37
年第842号事件、被告代理人浜地八郎

大正3・7 半半1冊

K-3-3･56-315 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乙第廿九号証及補充乙号証説明書  明治37年第842号
事件、被告代理人浜地八郎

大正3・9 美半1冊

K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写 半半1冊
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・御山内取調ケ所附帳証書　松之木村 天保15
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・御畑方山地敷流証文之事　松之木村 天保13
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・草山質流証文之事　松之木村 明治2
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・御山内取調ケ所附帳抄　江名子村他 天保15
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・免状願留　江名子村 慶応2
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・村触綴込 明治8・9
K-3-3･56-316 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 追補立証　後写  ・吉城郡田頃家村、蓼俣村山内出入 宝暦4・10

K-3-3･56-317 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
原告準備書面(第十一)(第十二)　写  付・証拠物写、牛
丸事件原告申立要領書(第二)に対する被告答弁、申立
を駁す、原告訴訟代理人太田資時

大正6・9 美半1冊

K-3-3･56-318 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
原告準備書面第十一第十二ニ対スル答弁　写  明治37
年第842号事件、被告代理人浜地八郎

大正6・10 美半1冊

K-3-3･56-319 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
原告準備書面(第十五 )　写  原告準備書面(第十一)に
対する被告答弁を駁す、原告代理人太田資時

大正6・10 美半1冊

K-3-3･56-320 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
飛騨国山林下戻事件訴訟判決録　写  昭和37年第765
－6号事件、大野郡清見村(訴訟代理人新井要太郎)、明
治37年第894－900号事件、山之口村(訴訟代理人佐々

大正6－7 半半1冊

K-3-3･56-321 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
飛騨国山林制度ニ関スル被告ノ申立要旨一覧、新甲号
証ニ対スル答弁書　写  新甲第6号証ニ対スル答弁追
加、明治37年第842号事件、被告代理人浜地八郎

大正7・1 半半1冊

K-3-3･56-322 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 申立書　扣  明治37年第850号事件、被告代理人浜地八 大正9・5 美半1冊

K-3-3･56-323 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
行政裁判宣告書　写  原告鹿児島県熊毛郡下屋久村大
字船行他

大正9・6 美半1冊

K-3-3･56-324 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
証拠説明書　扣  植木慣例追証、中村信夫より大阪大林
区署林務課矢木松蔵宛

大正10・5 半半1冊

K-3-3･56-325 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
陳情書　下書  荘川村電話架設のため行政訴訟中の国
有林の一部縁故特売上願

大正10 1通

K-3-3･56-326 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 飛騨国山林の性質　下書  中村信夫記報告書 大正10・12 美半1冊

K-3-3･56-327 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乙号証立証趣旨弁駁申立　写  第716号事件、原告代理
人清水市太郎

昭和4・12 美半1冊

K-3-3･56-328 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
乙号証立証趣旨弁駁　扣  明治37年第716号事件、原告
代理人清水市太郎

昭和5・6 美半1冊

K-3-3･56-329 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 明治8年改租以来行政訴訟提起ニ至ル迄ノ?末　下書 中村信夫記 半半1冊
K-3-3･56-330 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 明治37年以来行政訴訟ニ就キ係争ノ理由　下書 中村信夫記 半半1冊
K-3-3･56-331 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 飛騨振興組合趣意書並規約 大正8 謄写美半1冊
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K-3-3･56-332 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
不要存置林　写  大正5年2月調整不要存置林野境界図
にて謄写、船津・袖川・阿曽布・上宝・坂下村

半半1冊

K-3-3･56-333 郷土資料 農林　水産３・５６　林制

(飛州木材株式会社に関する)答弁書案他  不要存置林
特売について、大正8年本県・名古屋・富山の有志にて
飛騨振興会を起し、地元町村に諮り行政訴訟を取下げ、
特売を以て多少の利益を得、その内の幾分かを関係町

大正9－10 4通

K-3-3･56-334 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
飛州木材株式会社社則  給与規定、旅費規定、会計経
理規定、業務規定(本社・青島支社・高山出張所)

大正10・2 謄写半半1冊

K-3-3･56-335 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 安永新田検地帳抄書　後写  吉城郡在家村 安永3 半半1冊

K-3-3･56-336 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
元禄田畑屋敷御検地水帳抄書　後写  大野郡無数河・
久々野・有道・木賊洞村

元禄8・3 半半1冊

K-3-3･56-337 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
元禄田畑屋敷御検地水帳抄書　後写  益田郡久須母、
大西、柳島、小屋名村

元禄7・10 半半4冊

K-3-3･56-338 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 安永新田検地帳抄書　後写  益田郡柳島、小屋名村 安永3・9 半半2冊
K-3-3･56-339 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 運材図絵下絵 美半1冊
K-3-3･56-340 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 運材写真アルバム 2冊
K-3-3･56-340　1 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 運材写真アルバム （13×18.5）
K-3-3･56-340　2 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 運材写真アルバム （28×25）

K-3-3･56-341 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 運材図会 大正6・7
富田礼彦著、
松村梅宰画

住広造 美半1冊

K-3-3･56-342 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 御用板元木渡方請印帳抄書　後写  大野郡宮村 天保15・1 半半1冊
K-3-3･56-343 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 元禄田畑屋敷御検地水帳抄書　後写  吉城郡祢宜沢上 元禄7・8 半半1冊

K-3-3･56-344 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
内済為取替証文之事　後写  位山細谷黒洞より峠下の
塚まで両平は山之口村山敷とし、無数河組3ヶ村の入会

天保15・8 1通

K-3-3･56-345 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
山内相対証文之事　後写  大野郡山之口・久々野・山
梨・無数河4ヶ村入会　山之口村山敷、株伐代金20両に
て売渡す、青屋村茂兵衛宛

弘化4・9 1通

K-3-3･56-346 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 反故綴 1綴
K-3-3･56-347 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 （山林特売）契約書・金子借用書  高井兼之助より中村 明治42・6 2通

K-3-3･56-348 郷土資料 農林　水産３・５６　林制
岐阜県飛騨国丹生川村不要存置国有林  飛州木材株
式会社高山支店扣

半半1冊

K-3-3･56-349 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 第九期営業報告書 大正15・10
飛州木材株式
会社

菊1冊

K-3-3･56-350 郷土資料 農林　水産３・５６　林制 飛州木材株式会社役員名簿 半半1冊

K-3-3･57-1 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候御事  吉城郡見座村山内字下ノ谷
にて、姫子挽割天井板・栃ぶな椀木地稼願、仲買人矢島

寛政7・3 1通

K-3-3･57-2 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 覚（白木運上并口木代請取）  白木方より吉城郡下本組 寅12月 1通

K-3-3･57-3 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
御鷹部屋材木ノ覚  吉城郡荒城下組・中組にて元伐願、
裏書あり

貞享1・6 1通

K-3-3･57-4 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
相定申一札　後写  吉城郡折敷地村山内元伐出し賃
定、高山請負人谷本屋八郎右衞門より森部村・折敷地

享保9・10 1通

K-3-3･57-5 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
相対証文之事　後写  吉城郡折敷地村山内山稼諸駄賃
并株代金定、仲買人高山一ノ町川上屋助左衞門他

宝暦14・4 1通

K-3-3･57-6 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 山相対借用申証文之事  吉城郡森茂村金山谷山代借 天明5・12 1通
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K-3-3･57-7 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
山内相対仕証文之事  吉城郡下佐谷村上納石代金差
支のため同村山内けむたき山売渡し証文

天明6・12 後写共2通

K-3-3･57-8 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐奉願上候  吉城郡鼠餅村山内字白水にて鼠餅村・
上灘村白木稼願、裏書あり

寛政6－8 後写共6通

K-3-3･57-9　1 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
山稼相対定証文之事他  ・吉城郡笹ヶ洞・信包・黒内3ヶ
村入会黒内村山内字西山にて5ヶ年季願白木稼議定証
文　仲買人長瀬屋文右衛門より信包村宛

文化3・3 同文2通

K-3-3･57-9　2 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
山稼相対定証文之事他  ・山稼相対定証文之事　黒内
村役前より仲買人宛

文化3・3 1通

K-3-3･57-9　3 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
山稼相対定証文之事他  ・覚（金15両領収証）黒内村白
木稼山内柴代金

文化3・3 1通

K-3-3･57-10 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐奉願上候　扣  吉城郡黒内村山内字西山にて白木
稼願、仲買人古川町村文右衞門

文化3・3 1通

K-3-3･57-11 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  吉城郡金木戸村字平木屋山内に
て上木白木稼願、仲買人矢島茂右衞門

天保3・8 後写共2通

K-3-3･57-12 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差上申一札之事　後写  吉城郡折敷地村井之上山内材
木代金并右材木一件に付、材木稼人古川一ノ町北国屋

嘉永5・11 1通

K-3-3･57-13 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐奉願上候  大野郡白川郷惣則組6ヶ村より他国出・
国中払山稼願、裏書あり

寛政4・2 1通

K-3-3･57-14 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
断申延証文之事  大野郡六厩村山内字すみ川白木稼手
付金解約、六厩村より森茂村平四郎他宛

寛政4・12 1通

K-3-3･57-15 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐奉願上候  大野郡森茂村山内字ふどう沢山にて同
村百姓黒部葺榑稼願

寛政5・1 1通

K-3-3･57-16 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
山内相対仕定証文之事　写  大野郡尾神郷谷筋にて15
年間上木稼、雑木稼約定、同郡海上組5ヶ村、上組7ヶ村
より仲買人高山三ノ町三羽屋権三郎宛

文化13・3 1通

K-3-3･57-17 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
取替相対証文之事　後写  大坊山朴木山株代金手付金
差入、益田郡青屋村茂兵衞他より大野郡渚村名主他宛

元治1・8 1通

K-3-3･57-18 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 覚  大野郡楢谷村小白木稼免状、高山出張所土木掛 （明治6）2月 1通
K-3-3･57-19 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 公有地并私有地林伐木願  大野郡前原村 明治8・1 半半1冊

K-3-3･57-20 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候　扣  益田郡落合村・西洞村にて
白木稼願、図付、請書付、仲買人一之宿村中島清佐衞

安政2・3 1通

K-3-3･57-21 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札証文之事  吉城郡蔵柱村山内大あまみ山左り滝に
て1ヶ年季栃ぶな椀木地稼に付、同村百姓代他より同村

宝暦12・5 1通

K-3-3･57-22 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札之事  吉城郡鼠餅村木地挽引請証文、引請人田中
屋半十郎

明和1・6 1通

K-3-3･57-23 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
栃木地山相対証文之事　写  吉城郡長倉村より船津茂
住屋伝兵衞宛

文政10・7 同文2通

K-3-3･57-24 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
山（相）対証文之事  大野郡森茂村山内前山にて他国出
木地稼に付、同村役前より常右衞門宛

寛政6・4 1通

K-3-3･57-25 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
栃山相対証文之事  大野郡尾上郷村山内栃山13ヶ所、
木地師に売渡し証文

文政9・4 1通

K-3-3･57-26 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
覚（本伐御榑木并に米銀御前借願）  吉城郡見座・宮原・
上灘・双六・金木戸・中山各村役前より御役人衆中宛

享保3・5 1通
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K-3-3･57-27 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札証文之事  吉城郡蔵柱村山内2ヶ所にて黒部小板・
長榑合4、5だん（駄）伐出しに付、蔵柱村百姓中より仲買
人同村次左衛門宛

安永4・4 1通

K-3-3･57-28 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
板山相対定証文之事　後写  吉城郡折敷地村山内字ふ
か谷・でんがく谷杣山代金等の約定、高山三ノ町山下屋
七兵衛より折敷地村宛

天明6・3 1通

K-3-3･57-29 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  吉城郡広瀬村百姓家別洩榑伐
出し願、裏書あり

嘉永3・3 1通

K-3-3･57-30 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差入申一札之事　後写  吉城郡折敷地村鍋谷山内榑子
稼に付、古川向町狭間治八より折敷地村元名主宛

明治5・7 1通

K-3-3･57-31 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  大野郡大原村字さかさま谷山内
にて百姓家別洩榑伐出し願、裏書あり

弘化5・3 1通

K-3-3･57-32 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差出一札之事　  大野郡池俣村山内字池之原・かんば
尾にて樅葺榑稼に付、大名子又五郎他より山見宛

安政5・6 1通

K-3-3･57-33 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  大野郡瓜田村家別洩榑伐出し
願、裏書あり

安政7・1 1通

K-3-3･57-34 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 飛州南方山内当辰臨時元伐榑木伺書　後写 天明4・5 　大原亀五郎 半半1冊
K-3-3･57-35 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 乍恐以書付奉願上候  益田郡大西村洩榑伐出し願、裏 嘉永2・1 1通

K-3-3･57-36 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
仕上ル証文之事　扣  吉城郡宮原村惣百姓芝草刈取場
所に付、検地役人宛

元祿7・7 1通

K-3-3･57-37 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
仕上ル証文之事  吉城郡見座村惣百姓芝草刈取場所に
付、検地役人宛

元祿7・8 1通

K-3-3･57-38 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
（薪木もらい伐取り）証文之事  山借り主吉城郡蒲田村
市右衞門他より栃尾村山主宛

正徳2・2 1通

K-3-3･57-39 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
（薪貰）証文之事　後写  吉城郡折敷地村山内にて当年
春木薪伐出しに付、本郷村百姓19人より折敷地村山見・

享保2・1 1通

K-3-3･57-40 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
（薪木もらい伐取り）証文之事  吉城郡蓼俣村岩鼻山内
船左古にて当年春木もらい伐取りに付、田頃家村孫助
他より蓼俣村市助他宛

寛保3・3 1通

K-3-3･57-41 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
（山定）証文之事　後写  吉城郡折敷地村山内にて薪1ヶ
年切貰請証文、薪もらい主本郷村源五郎

享保17・2 1通

K-3-3･57-42 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札之事  吉城郡新名村下あさからはくどにて薪もらい
請証文、貰主大村

延享5他 4通

K-3-3･57-43　1 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
証文之事  ・吉城郡蓼俣村山内ねこりのさこにて薪もら
い伐り証文　赤桶村長蔵他

寛廷1・11 1通

K-3-3･57-43　2 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
証文之事  ・吉城郡蓼俣村山内ねこりのさこにて薪もら
い伐り証文　柏当村久三郎

寛廷1・11 1通

K-3-3･57-44 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札証文之事  吉城郡蓼俣村山内字とやの尾にて春木
貰伐り証文、柏当村彦作他より蓼俣村市助他宛

宝暦4・12 1通

K-3-3･57-45 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札証文之事  吉城郡栃尾村くりや谷にて春木貰伐り証
文、福地村村上久蔵他より栃尾村甚五郎他宛

宝暦4・12 1通

K-3-3･57-46 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札之事  吉城郡森部村山内薪買請伐越し詫、蓑輪村
百姓権助より森部村宛

宝暦12・11 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･57-47 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札証文之事　後写  吉城郡柏原村山内酉ヶ谷平にて、
鶴巣村利右衞門他2人薪買請伐取り証文

明和4・1 1通

K-3-3･57-48 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札証文之事　後写  吉城郡折敷地村山内から沢にて
薪もらい伐り証文、薪貰主蔵柱村金山長次郎

安永4・2 1通

K-3-3･57-49 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
（薪貰）証文之事　後写  吉城郡折敷地村内国見山にて
薪一ヶ年切貰請証文、薪貰主蔵柱村金山庄兵衞他

明和5・2 1通

K-3-3･57-50 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
（大根平）焚木貰証文之事  吉城郡一重ヶ根村長作他3
人より柏当村与頭宛

寛政1・3 1通

K-3-3･57-51 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
窪巣万波木呂山一札之事  越中八尾戸部屋嘉兵衞他よ
り飛州5ヶ村惣代戸谷村万重郎宛

寛政9・2 1通

K-3-3･57-52 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 字おとしケ洞城山草かり札入覚他 文化2－4 横1冊

K-3-3･57-53 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差入申一札之事  吉城郡蔵柱村山内大あまみ谷にて楢
之木雑木1ヶ年切買請証文、買主宮地村兵助

天保3・2 1通

K-3-3･57-54 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物 一札之事  牧場譲受証文、吉城郡大村役前より同村茂 天保3・3 1通

K-3-3･57-55 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
建木雑木薪木山買請規定証文之事　後写  吉城郡柏原
村山内字まし谷にて10ヶ年薪山買請規定証文、買請人
古川町方上町村清右衛門

天保4・10 1通

K-3-3･57-56 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
薪木山買請証文之事  吉城郡柏原村字松尾通りにて薪
山3ヶ年買請証文、買主古川郷上町村惣左衞門他2人よ

天保11・2 1通

K-3-3･57-57 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
立木山場所買請差入申一札之事  吉城郡森部村字木
合谷山内くだり谷にて薪山4ヶ年買請証文、買主今村長
左衞門他より森部村組頭宛

弘化4・12 1通

K-3-3･57-58 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
納得内済証文之事　後写  吉城郡折敷地村山内字上之
古滝にて薪山境争論、論所半分割にて納得内済、村方

文久1・4 1通

K-3-2・57-59 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差入申一札之事  吉城郡大沼村字樋ヶ谷西平にて薪山
買請、規定等閑に付詫状、下坪村七右衞門他より大沼

文久3・2 1通

K-3-3･57-60 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差入申一札之事　後写  吉城郡折敷地村山内字呂瀬山
にて薪木榾山立、10ヶ年買請証文、榾山買主宮地村四

明治1・8 1通

K-3-3･57-61 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差入申願之証文之事　後写  吉城郡森部村山内字丸山
の薪榾をそり挽して折敷地村山内へおとす、伐取主今村
長左衞門他3人より森部村名主宛

明治3・2 1通

K-3-3･57-62 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
一札之事　後写  吉城郡折敷地村山内にて7ヶ年榾稼に
付、稼人広瀬町村喜重郎他より折敷地村役前宛

明治3・2 1通

K-3-3･57-63 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差入申一札之事  吉城郡折敷地村呂瀬山にて薪買請証
文、薪山買主今村長左衞門より折敷地村名主宛

明治4・8 1通

K-3-3･57-64　1 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  大野郡瓜田村山内秣場にて雑
木・薪木呂稼願、裏書あり

天保14・1 1通

K-3-3･57-64　2 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付御届奉申上候  同村字洞山焼畑切替場にて
雑木・薪木呂稼願、裏書あり

明治4・1 1通

K-3-3･57-65 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
伐木御願書  公有地御改済の内にて大野郡楢谷村内小
前自用薪伐木願

明治8・2 1通

K-3-3･57-66 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  益田郡大西・柳島・久須母・辻村
山内雑木・薪木呂稼願、裏書あり

嘉永2・1 1通
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K-3-3･57-67 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
乍恐以書付奉願上候  益田郡大西村他3ヶ村山内にて、
雑木・薪木呂伐木願、裏書あり

嘉永4・1 1通

K-3-3･57-68 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
差出申取極一札之事　後写  組々にて御用炭を内改い
たしおき、御触着次第不足なく上納する、悪炭をまぜた
者は吟味世話入用を負担させ、山方諸稼一切停止する

文化9・2 1通

K-3-3･57-69 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物

差入申下済証文之事　扣  吉城郡8ヶ村炭竃24株の内西
門前・八日町村所持の3株を組合5ヶ村へ貸株しておきな
がら、荒原・蔵柱・柏原村山内へ出稼した詫、西門前他
5ヶ村より奥5ヶ村宛

文政6・12 1通

K-3-3･57-70 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
相詫申証文之事　後写  御用炭に悪炭を持参した詫、折
敷地村名主宛

天保6・3 1通

K-3-3･57-71 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
炭竃株年季借請証文之事  竃料金一ヶ所に付2朱増し年
2分ずつにて5ヶ年季借請証文、吉城郡吉城郷奥組5ヶ村
（折敷地・森部・大沼・柏原・三ノ瀬）より西門前村宛

万延1・8 1通

K-3-3･57-72 郷土資料 農林　水産３・５７　林産物
炭竃株年季借請証文之事  1株年2分ずつにて10ヶ年季
借請証文、吉城郡奥組5ヶ村より西門前村宛

慶応1・1 1通

K-3-3･61-1 郷土資料 土木　工業３・６１　治水
乍恐奉願上候  吉城郡蓑輪村字瀬の上井返し普請に
付、東門前村山内字のとヶ洞にて入用木伐木願、裏書

寛政4・閏2 1通

K-3-3･61-2 郷土資料 土木　工業３・６１　治水
乍恐奉願上候  吉城郡今村用水井堰自普請入用木、東
門前村山内字宮谷にて伐木願、裏書あり

寛政10・6 1通

K-3-3･61-3 郷土資料 土木　工業３・６１　治水 益田郡柳島村川除普請出来形帳  国中余荷普請、奥書 文化5・7 半半1冊

K-3-3･61-4 郷土資料 土木　工業３・６１　治水
乍恐以書付奉願上候  吉城郡今村地内御田地囲石腹
根枠流失に付、国中余荷割普請願

嘉永4・8 1通

K-3-3･61-5 郷土資料 土木　工業３・６１　治水 岐阜県治水史　上下 昭和28・3 岐阜県編 菊2冊

K-3-3･62-1 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
乍恐以書付奉願上候　後写  吉城郡鼠餅村引渡橋自普
請入用木、同村字白水谷にて伐木願、免状はさんサイ
ガ谷にて認可

文化11・7 2通

K-3-3･62-2 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
乍恐以書付奉願上候　  引渡橋普請木下付願、裏書あ
り、吉城郡鼠餅村

文化11・7 1通

K-3-3･62-3 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
吉城郡上高原郷中山村刎橋掛替御普請出来形帳  御
役所奥書あり

天保15・9 半半1冊

K-3-3･62-4 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
乍恐以書付奉願上候  吉城郡今村山内にて引渡橋普請
木下付願、裏書あり

嘉永1・6 1通

K-3-3･62-5 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
乍恐以書付奉願上候  大野郡三ッ谷村、福寄村地境引
渡橋敷板取繕入用元木、三ッ谷村山内にて取立願、裏

嘉永2・6 1通

K-3-3･62-6 郷土資料 土木　工業３・６２　土木 覚  引渡橋普請入用木渡、吉城郡鼠餅村、62-1免状写 寅1月 1通

K-3-3･62-7 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
覚  吉城郡八日町村地内板橋水切木流失に付、自普請
入用木取立免状

寅8月 1通

K-3-3･62-8 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
覚  吉城郡今村地内村方通用橋入用木字南ヶ洞耕地続
きにて取立免状

午11月 1通

K-3-3･62-9 郷土資料 土木　工業３・６２　土木
水理・堤防・道路・橋架・用悪水路等修繕入費明細取調
雛形　写  明治元年より5ヶ年分

明治6・9 美半1冊

K-3-3･62-10 郷土資料 土木　工業３・６２　土木 中橋・鍛冶橋普請心得書  町年寄より高山町組頭中宛 文化8・9 2通
K-3-3･63-1 郷土資料 土木　工業３・６３　建築 大野郡御母衣組囲穀蔵取建普請入用木仕用帳　後写 慶応4・9 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･63-2 郷土資料 土木　工業３・６３　建築 覚  益田郡柳島村凶備倉入用木取立免状 （明治1）12月 1通
K-3-3･63-3 郷土資料 土木　工業３・６３　建築 中村屋善右衞門宅之意匠図  加重火事後 元治2・2 1舗

K-3-3･63-4 郷土資料 土木　工業３・６３　建築
本邸新築見込書類  八代目中村信夫代、設計図面10
舗、本邸建築見込案横1冊、入用木覚2葉

明治22・9 1袋

K-3-3･63-5 郷土資料 土木　工業３・６３　建築 片野住宅改正案背面図　厨子図  中村信夫案 大正11・10 2舗
K-3-3･64-1 郷土資料 土木　工業３・６４　工業経 古川町の諸君へ  工女組合解散問題に付、篠原無然 大正12・2 1枚
K-3-3･66-1 郷土資料 土木　工業３・６６　食品工 造酒屋仲間懸調理帳  中村善右衞門扣 文化8・12 横1冊

K-3-3･67-1 郷土資料
土木　工業３・６７　雑工業
雑職

木樋之構造解析図 （55×79）1舗

K-3-3･67-2 郷土資料
土木　工業３・６７　雑工業
雑職

エニリン染法　写 半半1冊

K-3-3･68-1 郷土資料
土木　工業３・６８　鉱山経
営

一札之事  吉城郡大沼村山内字柞木洞にて雑木山譲り
受け石灰稼に付、八日町村雑木山買主和介より大沼村

文化10・1 1通

K-3-3･68-2 郷土資料
土木　工業３・６８　鉱山経
営

証文一札之事  吉城郡神坂村山内鉛■筋稼方に付同村
市右衞門他より信州安曇郡小室村覚蔵他宛

嘉永7・8 1通

K-3-3･68-3 郷土資料
土木　工業３・６８　鉱山経
営

入置申一札之事  吉城郡神坂村山内字小井戸谷鉛山
稼方に付、上州藤岡町甚右衞門代卯之助他より神坂村

安政3・6 1通

K-3-3･68-4 郷土資料
土木　工業３・６８　鉱山経
営

硫黄山相対証文之事  吉城郡中尾村山内字白水谷硫
黄山稼に付、同村役前より高山町新兵衞他宛

文久1・11 1通

K-3-3･68-5 郷土資料
土木　工業３・６８　鉱山経
営

金山相対并縮方為取替証文之事  白川郷森茂村山内
小沢山にて間歩・川浚稼いたすに付、地元森茂村と願人
萩原町熊崎宇左衛門代・四美村幸左衛門代との約定

安永7・4 1通

K-3-3･70-1 郷土資料
金融　商業３・７０　金融
商業

岐阜県経済史 昭和31・10 高木晃吉著 矢崎正治 Ｂ6 1冊

K-3-3･72-1 郷土資料 金融　商業３・７２　金融機 覚  庄村頼母子懸金帳 天保10 横2冊
K-3-3･72-2 郷土資料 金融　商業３・７２　金融機 開産社解散関係書類 明治35、36 1袋
K-3-3･72-3 郷土資料 金融　商業３・７２　金融機 創立記念拾年誌 昭和11・5 福寿滝蔵編 高山信用組 四六倍1冊

K-3-3･72-4 郷土資料
金融　商業３・７２　金融機
関

十六銀行のあゆみ 昭和34・10
十六銀行企画
調査部

Ｂ5 1冊

K-3-3･72-5 郷土資料 金融　商業３・７２　金融機 古川銀行監査役辞任通知 明治32 中村信夫 半1通

K-3-3･73-1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
質物を入金子預証文之事  質物立木山・焼畑・刀・脇
差、流し証文継添、野首屋与三右衞門宛

寛延1・12 1通

K-3-3･73-2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 預り申質入証文之事  質物吉城郡東雲村字高平山1ヶ 宝暦2・12 1通
K-3-3･73-3 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 質入草山流証文之事  吉城郡東雲村字松坂平草山1ヶ 享和2・3 1通

K-3-3･73-4 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
山定（上）木ば所流し証文之事  吉城郡東雲村字向下野
の内ひの木沢、村方9軒仲間山

寛政9 1通

K-3-3･73-5 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 木山流証文之事  吉城郡吉田村字洞山 明治3・11 1通

K-3-3･73-6 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
焼畑質物に入流証文之事  他に林1ヶ所、吉城郡小無雁
村介四郎より古川かがや与右衛門宛

宝暦9・11 1通

K-3-3･73-7 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
（畑山）質入証文之事  質物大野郡大萱村字下中田上
畑、字高岩す山1ヶ所

明和6・11 1通

K-3-3･73-8 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 （林）流し証文之事  吉城郡蓑輪村字場や孫助持林7ヶ 天明3 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･73-9 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
質流申山敷之事  吉城郡祢宜ヶ沢上村杉谷1ヶ所、切替
場所字土の谷、善吉・三右衛門より中沢上村五郎兵衛
宛、嘉永6年三右衛門宛流し証文継添

寛政3・12 1通

K-3-3･73-10 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
焼畑質流証文之事  吉城郡祢宜ヶ沢上村西之沢上、あ
らし切替場所１ヶ所、次郎兵衛より三右衛門宛

天保10・7 1通

K-3-3･73-11　1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
質入流証文之事  ・字丸山草山、吉城郡西門前村六蔵
より八日町村彦左衛門宛

文化4・12 1通

K-3-3･73-11　2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
質入流証文之事  ・字よこ平草山、同人より八日町村市
右衛門宛

文化4・12 1通

K-3-3･73-12 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
御林山譲り（質流）証文之事  吉城郡西門前村地内字又
七洞、譲り主・受け主共に八日町住人

天保10・12 1通

K-3-3･73-13 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 質入仕山流証文之事  吉城郡柏原村字南ヶ原 文化9・12 1通

K-3-3･73-14 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
木草山永代流証文之事  吉城郡梨ヶ根村方持山字惣名
大谷山の内5ヶ所、舟津町庵屋七兵衛宛、梨ヶ根村役前
より七兵衛宛山預り証文継添

文化14・7 1通

K-3-3･73-15 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
質入金借用証文  質物吉城郡梨ヶ根村字猪ノ谷口雑木
山1ヶ所、頼母子2口、庵屋七兵衛宛

文政10・12 1通

K-3-3･73-16 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
金子預り雑木山質入証文之事  吉城郡梨ヶ根村方立山
栗山林1ヶ所、雑木山1ヶ所、舟津町村加賀屋久左衛門

文政12・12 1通

K-3-3･73-17 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
質物之木山流し証文之事  吉城郡和佐保村字へん洞、
舟津町庵屋七兵衛宛、和佐保村長兵衛山預り加地子米
定証文継添

文政2・12 1通

K-3-3･73-18 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 御畑地流申証文之事  吉城郡長倉村字川向焼畑 文政12・7 1通

K-3-3･73-19 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
上木山渡し証文之事  吉城郡大沼村字下渚上木山1ヶ
所、字樋ヶ谷上木山1ヶ所、6ヶ年山色渡し、大沼村久助
より森部村七蔵宛

文久1・8 1通

K-3-3･73-20 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
御田地質入年賦金預り質地流預渡証文之事  年賦講金
質物吉城郡古川町方村の内旅館分野首屋信輔持畑并

文久3・11 1通

K-3-3･73-21 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
御田地質入金子借用引受証文之事  吉城郡古川町方
村仲之溜分田畑、野首屋左久良より指田隠居宛、破印

明治3・6 1通

K-3-3･73-22 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
田地質入金子借用申証文之事  吉城郡古川郷町方村
仲之溜分田畑、野首屋左久良より打江村太郎右衛門

明治3・7 1通

K-3-3･73-23 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
金子借用質入証文之事　後写  質物山・小麦・田、借用
主折敷地村藤四郎他2人より名主宛

明治3・3 1通

K-3-3･73-24　1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 (質入流証文)  ・林山質入仕流証文之事　益田郡大西村 宝暦6・12 1通

K-3-3･73-24　2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
(質入流証文)  ・山質入ニ仕証文之事　元稗5俵、質物益
田郡大西村山4ヶ所

天明4・3 1通

K-3-3･73-24　3 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
(質入流証文)  ・金子預質入ニ仕御田地永代流証文之
事　益田郡大西村田・草山

寛政10・8 1通

K-3-3･73-24　4 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
(質入流証文)  ・金子預り置質入之山流証文之事　益田
郡大西村山2ヶ所

寛政11・7 1通

K-3-3･73-25　1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
(質入流証文)  ・御田地質入流証文之事　益田郡大西村
下畑・山

文化3・12 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･73-25　2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
(質入流証文)  ・金子借用山質入流証文之事　益田郡大
西村木山1ヶ所

文化14・4 1通

K-3-3･73-26　1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
金子預り質入流証文之事  ・益田郡大西村山2ヶ所、質
入主治郎七

文化6・7 1通

K-3-3･73-26　2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
金子預り質入流証文之事  ・益田郡大西村山1ヶ所、質
入主彦左衛門

文化6・7 1通

K-3-3･73-27　1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 (草山流証文)  ・草山流証文之事　大野郡藤瀬村草山 宝暦12・12 1通
K-3-3･73-27　2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 (草山流証文)  ・流証文之事　同村草山2ヶ所 天明6・1 1通
K-3-3･73-27　3 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 (草山流証文)  ・草山流証文之事　同村草山1ヶ所 天保巳(4)・11 1通
K-3-3･73-27　4 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 (草山流証文)  ・草山質入流証文之事　同村草山3ヶ所 天保5・7 1通

K-3-3･73-28 郷土資料 金融　商業３・７３　質物
御田地草山流証文之事  大野郡藤瀬村田畑合8反3畝
26.5、山14ヶ所、中流し

天保10・12 1通

K-3-3･73-29 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 質入之草山流証文之事  大野郡三枝郷下切村草山1ヶ 宝暦12・1 1通
K-3-3･73-30 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 山荒シ流証文之事  字尾原焼畑 宝暦12・11 1通
K-3-3･73-31 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 質入証文之事  大野郡藤瀬村草山2平、天明5年流証文 天明4・12 1通
K-3-3･73-32　1 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 持山流証文之事  ・大野郡大谷村久五郎持山字小洞山 文化4・12 1通
K-3-3･73-32　2 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 持山流証文之事  ・同村孫作持山字一之谷口 天保9・3 1通
K-3-3･73-33 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 林山流し申証文之事  吉城郡小萱村木山2ヶ所 文政2・12 1通
K-3-3･73-34 郷土資料 金融　商業３・７３　質物 年賦金借用証文之事  質物大野郡大八賀郷山口村草 文政8・7 1通

K-3-3･74-1 郷土資料 金融　商業３・７４　貸借
(米年季手形)証文之事  年賦済金23両の質物に毎年加
地子米70俵ずつ当てる、加藤茂右衛門より後藤彦兵衛

宝暦1・11 1通

K-3-3･74-2　1 郷土資料 金融　商業３・７４　貸借 米代金預り証文之事  中村善吉より野首屋与三右衛門 明和5・11 1通
K-3-3･74-2　2 郷土資料 金融　商業３・７４　貸借 延米代金延引断り状  中村善吉より野村与三右衛門宛 癸巳（天保4） 1通

K-3-3･74-3 郷土資料 金融　商業３・７４　貸借
延米預り手形之事  預り米百俵の代金支払は来酉7月
限とする、徳兵衛

文化9・10 1通

K-3-3･74-4 郷土資料 金融　商業３・７４　貸借
屋敷借用仕証文之事  加賀屋源兵衛より中村屋善右衛
門宛、絵図面付

天保8・9 1通

K-3-3･75-1 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 永代売渡シ申山証文之事  吉城郡吉田村松子山の内大 元禄15・12 1通

K-3-3･75-2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
永代売渡申証文之事  吉城郡天生金山御拝借金返弁
のため田畑屋敷・たたかれ山売渡し、売主吉田村甚右
衛門より平七宛

宝暦6・11 1通

K-3-3･75-3 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 永代売渡シ申林之事  吉城郡角川村宮ヶ洞林、又右衛 享保16・12 1通
K-3-3･75-4 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 永代売渡申林之事  吉城郡角川村ぶどう沢林、又右衛 享保17・12 1通

K-3-3･75-5 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
永代ニ売渡シ申山証文之事  吉城郡吉田村字しんが洞
木山、同村吉兵衛宛、継添流証文3通、宝暦8年東雲村
重兵衛宛、明和7年新田村彦作宛、寛政10年吉田村兵

元文5・2 1通

K-3-3･75-6 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
永代ニ売渡シ申草山証文之事  吉城郡吉田村字しんが
洞之尾尻草山、兵作宛、天保10年同村平右衛門宛添証

寛保2・12 1通

K-3-3･75-7　1 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
売渡申木山草山之事  吉城郡宮原村草山木山4ヶ所、同
苗衆中宛

文化8・7 1通

K-3-3･75-7　2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 売渡申木山草山之事  同村草山木山4ヶ所、同苗衆中宛 文化8・7 1通
K-3-3･75-7　3 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 売渡申木山之事  同村木山3ヶ所、同苗衆中宛 文化8・7 1通

K-3-3･75-8 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
山内譲渡申証文之事　扣  吉城郡和佐保村字ふか谷雑
木山、殿村宛、絵図付

天保3・1 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･75-9 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 草山売渡証文之事  吉城郡吉田村字中田洞草山、村方 文久2・7 1通
K-3-3･75-10 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 証  吉城郡吉田組字トコナベ雑木山売渡し証文 明治10・9 1通
K-3-3･75-11 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 証  吉城郡吉田組字宮ヶ洞雑木山売渡し証文 明治12・1 1通

K-3-3･75-12 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
売渡申川之事  売券証文、吉城郡吉野村おわち川原の
内、同村百姓32人宛

宝永4・12 1通

K-3-3･75-13 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 譲渡証文之事  真名畑村田畑山林共 宝永4・12 1通
K-3-3･75-13　2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 相渡申譲田地証文之事  同村田畑山林共 享保12・2 1通
K-3-3･75-13　3 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 永代譲渡申畑方証文之事  同村畑山林共 宝暦10・12 1通
K-3-3･75-13　4 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 質地証文之事  同村田畑山林共 宝暦10・12 1通

K-3-3･75-14 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
売渡シ申林之事  吉城郡西村字外蔵坪の内林１ヶ所、
宝暦5年大国寺宛添証文付

延享4・12 1通

K-3-3･75-15 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
永代売渡申中間林証文之事  吉城郡小無雁村字洞仲
間林半分売渡す

宝暦8・1 1通

K-3-3･75-16 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
草山売渡し証文之事  吉城郡伏方村杉ヶ沢草山、嘉永7
年村方宛添証文付

明和6・12 1通

K-3-3･75-17　1 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
畑山永代売渡証文之事  吉城郡梨ヶ根村与兵衛より朝
浦村源助宛、天明4年添証文付

安永6・3 1通

K-3-3･75-17　2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
売渡申草山之事  梨ヶ根村草山、朝浦村源助宛、元治
元年添証文付

天明4・7 1通

K-3-3･75-18 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
御田畑地草山分目証文之事  吉城郡梨ヶ根村田畑草
山、高山辻屋又兵衛宛、同年12月添証文付

嘉永5・3 1通

K-3-3･75-19 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
永代売渡建山之事  吉城郡岩井戸村切屋ヶ洞建木山、
稗20貫目代、同村喜重郎より下之本村新蔵宛

天明4・12 1通

K-3-3･75-20 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 草山譲り証文之事  吉城郡小萱村草山2ヶ所 文化10・7 1通
K-3-3･75-21 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 畑永代売渡証文之事  吉城郡有家村焼畑、羽根村方宛 文政2・11 1通

K-3-3･75-22 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
草山譲り証文之事  吉城郡今村字まがり谷草山2ヶ所、
同村孫次郎より西門前村市左衛門宛

天保2・7 1通

K-3-3･75-23 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 牧場譲渡証文之事  吉城郡大村分大洞平牧場1ヶ所、村 天保3・3 1通

K-3-3･75-24　1 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
御山地譲り証文之事  吉城郡殿村字あがさこ山1ヶ所流
し、同村長蔵宛

天保10・3 1通

K-3-3･75-24　2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 木山譲り渡申証文之事  殿村字あがさこ山1ヶ所、同村 明治1・11 1通

K-3-3･75-25　1 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
御畑地売渡シ証文之事  吉城郡麻生野村字岩ヶ平道下
未新田、村方中宛

安政3・6 1通

K-3-3･75-25　2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
御畑地売渡シ証文之事  同村字岩ヶ平道上下々畑、村
方中宛

安政3・6 1通

K-3-3･75-26 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 山譲証文之事  吉城郡東雲村字川原林 明治1・12 1通

K-3-3･75-27 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
草山譲り証文之事　扣  吉城郡西門前村字まがり谷、御
一新新田開発のため、西門前村方中宛

明治2・2 1通

K-3-3･75-28 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
譲り渡証文之事  質物如来様懸け物并かんと平草山、
西門前村六蔵より八日町村五兵衛宛

寛政13・1 1通

K-3-3･75-29 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
差入申買請証文之事　後写  吉城郡折敷地村字しょじ谷
ノ内左俣焼なぎ、買請人法力村孫兵衛他

明治5・10 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･75-30 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
連判を以仕証文之事  吉城郡蔵柱村あみ谷山内西谷原
にぎりだ木之原ノ内ブナの木木地屋に売渡し、山入組百
姓・家抱代金分配

宝暦12・4 1通

K-3-3･75-31 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
栃木売渡申証文之事  吉城郡保村山内字栗屋谷栃木
残らず売渡す、同村より一之宿村長左衛門宛

享保3・3 1通

K-3-3･75-32 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
金子借用取究証文之事  家普請槻挽割代金前借請取、
吉城郡鼠餅村より川上斎右衛門他宛

天保4・6 1通

K-3-3･75-33　1 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 (益田郡大西村山売渡証文）  ・永代（山）売渡申証文之 寛政11・2 1通
K-3-3･75-33　2 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 (益田郡大西村山売渡証文）  ・永代（山）売渡申証文之 寛政11・2 1通
K-3-3･75-33　3 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 (益田郡大西村山売渡証文）  ・草山売渡シ申証文之事 天保7・12 1通
K-3-3･75-33　4 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 (益田郡大西村山売渡証文）  ・永代（草山）売渡申証文 安政6・8 1通
K-3-3･75-33　5 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 (益田郡大西村山売渡証文）  ・永代（木山）売渡申証文 明治4・1 1通
K-3-3･75-34 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 山譲り証文之事  大野郡大原村字はんノ木原 文化6・7 写共2通
K-3-3･75-35 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 山譲り証文之事  大野郡大原村字馬道中ノ平草場 文政11・3 後写共2通
K-3-3･75-36 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 山譲り証文之事  大野郡大原村午道奥ノ平 文政11・3 後写共2通
K-3-3･75-37 郷土資料 金融　商業３・７５　売買 永代ニ山売渡申請（証）文之事  益田郡小屋名村字ほら 文政2・7 1通

K-3-3･75-38 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
御山改差入仕証文之事  大原村方山榾木、売（買）主宮
村与七他より大原村山見宛

天保5・2 1通

K-3-3･75-39 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
草場譲り証文之事  大野郡大原村字下中井ノ内小字日
影山草場、村方より１ヶ年分利稗代として同村二村次郎
左衛門へ譲る

安政2・10 後写共2通

K-3-3･75-40 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
上木山買請証文之事  大野郡池之俣村池平、山買受人
坊方村助宗より池之俣村方宛

元治2・1 1通

K-3-3･75-41 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
(立木買請証文）  大野郡字くるひ谷ノ内小字さか谷にて
木山1ヶ所、山買受人江名子村孫作より益田郡大西村久

文政4・2 1通

K-3-3･75-42 郷土資料 金融　商業３・７５　売買
地所受渡証書  吉城郡古川町是重組字まきう畑、中村
信夫より三塚弥市宛

明治23・2 1通

K-3-3･77-1 郷土資料 金融　商業３・７７　商人 岐阜県商工人名録 昭和6・11 藤井順太郎編
岐阜県商工
団体聯合会

四六1冊

K-3-3･80-1 郷土資料 社寺３・８０　社寺 宗祖大師六百五十回大遠忌記念帖 大正4・3 住広造編
大谷派高山
別院

横1冊

K-3-3･80-2 郷土資料 社寺３・８０　社寺 飛騨国分寺現塔由来其他 大正15・11 押上森蔵著 国分寺 菊1冊
K-3-3･80-3 郷土資料 社寺３・８０　社寺 （観世音）夢物語 美半1冊
K-3-3･80-4 郷土資料 社寺３・８０　社寺 光明真言金壷集  河南九華山六隠乞士蓮体述 美半1冊
K-3-3･80-5 郷土資料 社寺３・８０　社寺 八万ノ法蔵 半半1冊
K-3-3･80-6 郷土資料 社寺３・８０　社寺 般若心経影写 木版美1紙
K-3-3･80-7 郷土資料 社寺３・８０　社寺 血盆経 半1紙
K-3-3･81-1 郷土資料 社寺３・８１　神官　僧侶 抱行書  慈上寺会下勢竜子 嘉永1・7 堅紙1紙

K-3-3･82-1 郷土資料 社寺３・８２　社寺史 岷江記 昭和10・9
飛騨真宗史編
纂会編

住広造 菊1冊

K-3-3･82-2 郷土資料 社寺３・８２　社寺史 飛騨国式内八社考  注大秀按 幕末頃
（15.3×31）1
枚

K-3-3･84-1 郷土資料 社寺３・８４　社寺経済 本山天井券  飯沼嘉平持 明治24・1
（17.3×11）1
枚
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K-3-3･86-1 郷土資料 社寺３・８６　祭器 釈奠祭具  ?17、木豆10、磁豆1、壷尊2 30個

K-3-3･87-1 郷土資料 社寺３・８７　宝物
国分寺平鞘太刀之図  文化3年大秀写、同6年長嘯再写
着色

（27.4×
130.7）巻子1
巻

K-3-3･87-2 郷土資料 社寺３・８７　宝物 飛騨国国分寺宝刀小烏丸 大正2・10 押上森蔵著 飛騨史談会 菊1冊

K-3-3･87-3 郷土資料 社寺３・８７　宝物
江戸より国分寺へ奉納の物写  松平冠山末女つゆ（6
才）遺書写

文政3
（16.3×220）
切継

K-3-3･88-1 郷土資料 社寺３・８８　造営 神道小教院開院式祝辞 明治12・3
渡辺章代　渡
辺常三

（31.0×104）
継紙

K-3-3･91-1 郷土資料 家制　民俗３・９１　家系 （中村家）家格帖 慶応4・1 横1冊

K-3-3･91-2 郷土資料 家制　民俗３・９１　家系
ゆいのこしがき  中村六代の妻ます（70才）記、相続人・
親類中宛

慶応3 1通

K-3-3･91-3 郷土資料 家制　民俗３・９１　家系 中村信夫戸籍謄本 美半2通

K-3-3･92-1 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫日記  艶出し工所萬控簿 明治23－24 横6冊

K-3-3･92-2　1 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫手帖  出納扣、狂句記載あり 明治23－26 （8×14）1冊

K-3-3･92-2　2 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫手帖  日記 大正10－11
（9.5×14.8）1
冊

K-3-3･92-3 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

日記 文化11－13 二木長嘯記 美半1冊

K-3-3･92-4 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

条約証  両親離縁に伴なう中村健に関する約定 明治9・10 1通

K-3-3･92-5 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状 明治31－33 13通

K-3-3･92-5　1 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治31年日本赤十字社締盟状2
通（内1通あさ宛）

K-3-3･92-5　2 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治31年同古川分区委員嘱託

K-3-3･92-5　3 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治31年神武天皇御降誕大祭会
地方委員嘱託

K-3-3･92-5　4 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治31年第１回飛騨国物産共進
会会場部長

K-3-3･92-5　5 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・同年同町村委員

K-3-3･92-5　6 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・同年同事務員

K-3-3･92-5　7 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治32年同謝状

K-3-3･92-5　8 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治32年憲政本党党務拡張委員

K-3-3･92-5　9 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治32年神苑会吉城郡委員
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K-3-3･92-5　10 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治33年第2回飛騨国物産共進
会事務長

K-3-3･92-5　11 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・明治33年小松宮殿下台臨に付委
員

K-3-3･92-5　12 郷土資料
家制　民俗３・９２　家族
相続

中村信夫宛委嘱状  ・同年同庶務・御休泊・御迎送係

K-3-3･93-1 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

広瀬屋忠右衛門古証文調  天和2・12－文化6・7、115本
目録

嘉永1・9改 横1冊

K-3-3･93-2　1 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

御田地譲相渡申証券之事  吉城郡千代田村ノ内上野
分、中村善右衛門より中村さだ宛

明治17・10 1通

K-3-3･93-3　2 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

御田地譲り渡証券之事  古川町分是重村分、同上 明治17・10 1通

K-3-3･93-3 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

上面土蔵・正面物置諸道具調理帳  古川町方二之町中
村家

弘化4・8 横1冊

K-3-3･93-4 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

明治21年度後半期所得税領収書  納入中村信夫 1通

K-3-3･93-5 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

所得金高届  郡長宛、中村信夫 明治22・4 1通

K-3-3･93-6 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

払物〆出帳  中村信夫家具、長谷川勇・高田菊松立会 大正8・1 横1通

K-3-3･93-7 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

中村屋切手 癸亥（文久3） 180枚

K-3-3･93-8 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

（東京代々幡火葬場弘善社関係書類） 明治20－25 1袋

K-3-3･93-9 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

東京代々幡火葬場訴訟用一件書類并ニ示談壱件書類
中村信夫対本多円随

明治20－27 1袋

K-3-3･93-10 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

（東京代々幡火葬場江本関係証書）  ハガキ11通、手紙
4通

明治25－33 1袋

K-3-3･93-11 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

麗沢社関係書類 1袋

K-3-3･93-11　1 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

麗沢社関係書類  ・光沢器機製造費并ニ工場新築費ノ
内領収之証

明治22－23

K-3-3･93-11　2 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

麗沢社関係書類  ・払込金請取証類 明治22・12改査

K-3-3･93-11　3 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

麗沢社関係書類  ・契約証 明治21・6 美半1冊

K-3-3･93-11　4 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

麗沢社関係書類  ・契約書　出金者の1人死亡による改
訂

明治22・11 半半1冊

K-3-3･93-11　5 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

麗沢社関係書類  ・光沢附機械明細書 美半1冊

K-3-3･93-12 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

飛州国光社関係書類  経木製造 明治24－27 1袋

K-3-3･93-13　1 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

木管製造工場関係書類  ・粗製木管製造工場成立沿革
誌　畦畑の極西イブシ谷に工場設立、小鳥山池本区より

半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･93-13　2 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

木管製造工場関係書類  ・職員給与覚 明治32・6－ 1綴

K-3-3･93-14 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

延柄その他物貨送券 明治35 1袋

K-3-3･93-15 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

覚  中村善右衛門宜文出養生諸入用 嘉永4・5 横1冊

K-3-3･93-16 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銭出入帳 安政2・11
中村7世善吉
良直路代

横1冊

K-3-3･93-17 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銭出入記 安政5・1
中村善右衛門
直路代

横1冊

K-3-3･93-18 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銀諸出入帳 慶応2・1 中村舎内扣 横1冊

K-3-3･93-19 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

出納年々取調帳 明治1
中村屋三樹三
代

横1冊

K-3-3･93-20 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治5・1
中村善右衛門
代

横1冊

K-3-3･93-21 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治10・2 中村幹代 横1冊

K-3-3･93-22 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治12・2
中村善右衛門
代

横1冊

K-3-3･93-23 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治16・1
中村善右衛門
代

横1冊

K-3-3･93-24 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治20・2
中村信夫代中
村平蔵

横1冊

K-3-3･93-25 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治22・2
中村信夫代中
村平蔵

横1冊

K-3-3･93-26 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治25・2
中村信夫総理
代人中村平蔵

横1冊

K-3-3･93-27 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治26・1
中村信夫惣理
代人中村平蔵

横1冊

K-3-3･93-28 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万覚帳 明治31・2 中村信夫 横1冊

K-3-3･93-29 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

万事出納留ル諸記 明治6・5 中村酒 横1冊

K-3-3･93-30 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

野村家関係証書類 明治13－20 35通

K-3-3･93-31 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

雑費帳 明治15・1 中村勝手 横1冊

K-3-3･93-32 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

雑費帳 明治15・10
中村勝手、越
中富山清水小

横1冊

K-3-3･93-33 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

借用金証書類 明治23－30 中村信夫 1綴

K-3-3･93-34 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金借用簿  和気与一より中村光之輔借用 明治24・1 横1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･93-35 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

借用金証書并ニ副証  中村信夫代中村平蔵より古川銀
行宛

明治26－27 2通

K-3-3･93-36 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

石炭ノ通  小萱浅治郎より中村宛 明治26・2 横1冊

K-3-3･93-37 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銭出入帳  中村会計方 明治32・9 横1冊

K-3-3･93-38 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

反故  万扣帳・半取帳 明治35－ 1束

K-3-3･93-39 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銭出入帳  中村幹扣 明治40・1 横1冊

K-3-3･93-40 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銭出納簿 明治44・1 ノート1冊

K-3-3･93-41 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

金銭出納簿 大正6・8 ノート1冊

K-3-3･93-42 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

稟採記  証顕、後藤橘郎 明治9・1 横　1冊

K-3-3･93-43 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

（四反田家財産保護に関する）契約書・差入証 明治35 2通

K-3-3･93-44 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（1）
文化13、天保5－
7

1袋

K-3-3･93-45 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（2）
文化8、12、天保5
明治11、14、23

1袋

K-3-3･93-46 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（3） 文政10 1袋

K-3-3･93-47 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（4） 文政10、11 1袋

K-3-3･93-48 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（5） 文政12 1袋

K-3-3･93-49 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（6） 天保1 1袋

K-3-3･93-50 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（7） 天保2 1袋

K-3-3･93-51 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（8） 天保3 1袋

K-3-3･93-52 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（9） 天保4 1袋

K-3-3･93-53 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（10） 天保5 1袋

K-3-3･93-54 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（11） 天保7 1袋

K-3-3･93-55 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（12） 天保8 1袋

K-3-3･93-56 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（13） 天保9 1袋



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･93-57 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（14） 天保6－10 1袋

K-3-3･93-58 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（15） 天保10、11 1袋

K-3-3･93-59 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（16） 天保12、13 1袋

K-3-3･93-60 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（17） 天保13 1袋

K-3-3･93-61 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（18） 天保14 1袋

K-3-3･93-62 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（19） 天保15 1袋

K-3-3･93-63 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（20） 天保15、弘化2 1袋

K-3-3･93-64 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（21） 弘化2 1袋

K-3-3･93-65 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（22） 明治1 1袋

K-3-3･93-66 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（23） 明治1 1袋

K-3-3･93-67 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（24） 明治1－5 1袋

K-3-3･93-68 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（25） 明治1－9 1袋

K-3-3･93-69 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（26） 明治初年 1袋

K-3-3･93-70 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（27）
明治11、13、14、
17、18、21、22

1袋

K-3-3･93-71 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

書出し・受取書（28）  家普請 明治24 1袋

K-3-3･93-72 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

天明六年午八月留  隣家上木家と壁塗り等出入り一件、
二木長嘯記

美半1冊

K-3-3･93-73 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

高山酒造冥加上納令書 安永2・5 美1葉

K-3-3･93-74 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

酒造米高十分一御役米御免願  関東・大坂他・三州赤
坂御陣屋付、名古屋

享和3・1 美半1綴

K-3-3･93-75 郷土資料
家制　民俗３・９３　家産
生業

酒造締方御請印帳  二木扣、嘉永6・4写 嘉永5・12 美半1冊

K-3-3･95-1 郷土資料
家制　民俗３・９５　礼儀
作法

飛騨国金森宗和流婚礼作法 明治37・1
中田二右衛門
編

菊1冊

K-3-3･95-2 郷土資料
家制　民俗３・９５　礼儀
作法

飛騨会会報　第19、20号 明治43・6 飛騨会 菊1冊

K-3-3･95-3 郷土資料
家制　民俗３・９５　礼儀
作法

飛騨会員住所姓名録 半半1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･95-4 郷土資料
家制　民俗３・９５　礼儀
作法

運材図会・国中案内届先扣 大正6・6 住伊書店 半半1冊

K-3-3･95-5 郷土資料
家制　民俗３・９５　礼儀
作法

悌治君の面影 大正14・4
小木曽修二編
安藤太郎

（19.3×11.8）
1冊

K-3-3･95-6 郷土資料
家制　民俗３・９５　礼儀
作法

上京手土産物扣 文化3・5 二木長嘯記 美半1冊

K-3-3･96-1 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

釈尼妙信七回忌法会呼客・御報謝・献立・御布施留　釈
尼妙信七回忌法会要用記

文政10・10
中村善右衛門
通平

横2冊

K-3-3･96-2 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 御祝義衆中謝礼帳 嘉永2 中村善右衛門 横2冊
K-3-3･96-3 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 於十重初生産諸事録 嘉永4・1 中村善右衛門 横1冊
K-3-3･96-4 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 於京師中村六代善右衛門往生ニ付諸事録 嘉永6・6 七代胤善吉郎 横1冊

K-3-3･96-5 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

釈円乗御香典受納記 嘉永6・9
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･96-6 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

釈円乗御弔衆中簿 嘉永6・9
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･96-7 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

返礼帳 嘉永6・9
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･96-8 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

釈円乗諸事録 嘉永6・9
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･96-9 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

釈円乗御取持衆中録　改葬 嘉永6・9
中村屋善右衛
門

横1冊

K-3-3･96-10 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 御見舞御衆中録 （嘉永6） 中村屋 横1冊
K-3-3･96-11 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 廿一日野拵人足衆 （嘉永6） 中村屋 横1冊
K-3-3･96-12 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 父上遺物配 （嘉永6） 中村屋 横1冊
K-3-3･96-13 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 改葬下書 （嘉永6） 中村屋 横1綴
K-3-3･96-14 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 反故（葬式関係） （嘉永6） 中村屋 横9葉

K-3-3･96-15 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

五代目釈円證十七回忌正当諸屋配物録 安政4・2
中村7代嗣子
善吉郎橘直路

横1冊

K-3-3･96-16　1 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 流産諸家受納録  高山桐山氏へ出養生、稲県主人扣 万延1・10 横1冊
K-3-3･96-16　2 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 十徳子漆かむれ見舞記 文久1・5 　中村家 横1葉
K-3-3･96-17 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 荒城屋謝礼献立録  渡辺久右衛門令息元服、中村屋扣 文久1・11 横1冊
K-3-3･96-18 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録 明治1・12 中村三喜三
K-3-3･96-18　1 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・婚礼ニ付万調もの扣 横1冊
K-3-3･96-18　2 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・結納打揚兼祝儀受納帳 横1冊
K-3-3･96-18　3 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・乙愛婚礼御酒飯献立 横1冊
K-3-3･96-18　4 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・慶事覚書 横1冊
K-3-3･96-18　5 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・大呂九日御客様留 横1冊
K-3-3･96-18　6 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・（荷物覚） 横1冊
K-3-3･96-18　7 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 婚礼中諸事録　  ・（配物覚） 横1葉
K-3-3･96-19 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 慶事中調もの通 明治1・12 中村屋 横1冊

K-3-3･96-20 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

中村六代裔亡父十七回忌正当諸家配物留記 明治2・7
7代中村善右
衛門

横1冊

K-3-3･96-21 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

諸事録 明治15・2
荒城学校他、
後藤直路蔵

横1冊



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3･96-22 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 釈西安童子死亡諸事帳 明治19・1 中村信夫 横1冊
K-3-3･96-23 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 国夫出産祝牒 明治20・9 中村信夫 横1冊
K-3-3･96-24 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 阿順葬式諸入費記入簿 明治21・7 中村 横1冊
K-3-3･96-25 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 お順葬式諸事録 明治21・7 中村 横1冊
K-3-3･96-26 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 祝宴記録  於江東中村楼飛騨会招待答礼旁病気快復 明治23・11 横1冊

K-3-3･96-27 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

調物通 癸丑(大正2)・9
中村屋善右衛
門

横2冊

K-3-3･96-28 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 (諸事覚) 中村屋 横1冊
K-3-3･96-29 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 御布施覚 中村屋 横1冊
K-3-3･96-30 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 遠方御悔衆中書出留 中村屋 横1冊
K-3-3･96-31 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 結婚披露経費并受納覚 (明治2・1) 横1冊
K-3-3･96-32 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 代官屋屏風 昭和32・11 柿下友平編 四六1冊

K-3-3･96-33 郷土資料
家制　民俗３・９６　冠婚葬
祭

釈尼栄善御取持・御香奠・御家来・年回配物・御寺え志
諸帳入　  釈尼栄善は赤田臥牛継母、袋のみ

寛政10・10

K-3-3･96-34 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 赤田誠軒名付 天保2・7 名富貴之介 折紙1紙
K-3-3･96-35 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 先妣不幸諸記  赤田誠軒母、袋のみ 明治2・10
K-3-3･96-36 郷土資料 家制　民俗３・９６　冠婚葬 請祭先霊文 寛政7、文化1 二木家 美堅2紙

K-3-3･97-1 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)
六代目中村屋
善右衛門

K-3-3･97-1　1 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・嘉永6年釈円乗永代経志真徳寺請
券

K-3-3･97-1　2 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・同年三十五日志真徳寺請券

K-3-3･97-1　3 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・嘉永6年釈円乗永代経志竜谷山御
印書

K-3-3･97-1　4 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・同年宣勝講上納御印書

K-3-3･97-1　5 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・安政2年釈円乗大谷本廟永代経上
納箱料書

K-3-3･97-1　6 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・同年大谷永代祥月経に付下間少進
他請書

K-3-3･97-1　7 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・安政6年釈円乗永代経真宗寺請券

K-3-3･97-1　8 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

(釈円乗供養志)　  ・元治1年釈円証・釈円乗霊牌善光寺
吉祥院安置証書

K-3-3･97-2 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

大経感銘の二三 昭和4・3 平田志つ著
高山別院内
幼稚園母の

菊1冊

K-3-3･97-3 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

飛騨一宮御祭礼記 昭和5・2 川西一二良編
水無神社社
務所

謄写菊1冊

K-3-3･97-4 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

飛騨の大まつり 昭和5・4 桜井稲麿編
住敏三　県
社飛騨総社
式年大祭奉

（18.8×10）1
冊

K-3-3･97-5 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

着色松倉絵馬
（51×69.5）3
枚



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･97-6 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

敬神講金請取帳 明治15・11
中村平蔵宛、
周旋人豊原治

横1冊

K-3-3･97-7 郷土資料
家制　民俗３・９７　祭礼
信仰

高山二之町五台山組々図 明治6・6
（70×75.5）1
舗

K-3-3･98-1 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

新嘗祭献穀田奉耕記録 昭和14
吉城郡国府村
編

謄写菊1冊

K-3-3･98-2 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

鉱都神岡の年中行事　上卷 昭和36・3
和仁義雄・大
庭利夫編

Ｂ5 1冊

K-3-3･98-3 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

茶囲式他  中村宜文覚、・滕正敏書状2、道具覚他 天保2・3 1袋

K-3-3･98-4 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

古川博覧会費領収証  博覧会社より中村善右衛門宛 明治7・9 1通

K-3-3･98-5 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

熱田神宮踏歌  文永7年権宮司尾張宿祢員継書写　名
古屋史談会影写

昭和2・8
（19×112）巻
子1巻

K-3-3･98-6 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

新狂言仁和歌連評判記 嘉永2・8 二木維之助持 横三ッ折1紙

K-3-3･98-7 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

斐太狐拳相撲(番付)  勧進元東遊楼松風女 嘉永7・3
（26.7×20）1
枚

K-3-3･98-8 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

村芝居一件  古川増島天満宮祭礼花王狂言箱根霊験
仕組之覚、隅取絵、狂詩、松斎書状

文化11秋 1袋

K-3-3･98-9 郷土資料
家制　民俗３・９８　年中行
事　娯楽

新智恵海 享保9・5序 美半1冊

K-3-3･99-1 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

郷土口碑伝説集
高山西尋常高
等小学校郷土
教育研究部編

謄写半半1冊

K-3-3･99-2 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

飛騨の伝説と民謡 昭和8・7
高山西小学校
研究部編

四六1冊

K-3-3･99-3 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

飛騨の伝説 昭和26・12 富田令禾著 飛騨新聞社 Ｂ6 1冊

K-3-3･99-4 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

岐阜県の伝説 昭和30・11
吉岡勲著　矢
崎正治

Ｂ6 1冊

K-3-3･99-5 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

相法撮要抄  富山楠埜玄亨撰、元治元年森旭泉堂写 文化7 美半1綴

K-3-3･99-6 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

気色顕し様之秘伝　写  楠野玄亨誌 文政5・11 横1綴

K-3-3･99-7 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

相法真訣秘流之巻  楠野玄亨誌 半半1綴

K-3-3･99-8 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

家相図説解　写 美半2綴

K-3-3･99-9 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

家相略記　写 美半1綴

K-3-3･99-10 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

家相略記図説　写  旭泉堂主人誌 元治1 半半1綴



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ

K-3-3･99-11 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

範囲図秘鑰  羅州松井輝星解故、元治元年森旭泉写 美半4綴

K-3-3･99-12 郷土資料
家制　民俗３・９９　方言
伝説

筑前僊女記  越中聞名寺役僧法林寺恵閑写、松石亭蔵 寛政12 半半1冊

K-3-3・92-6 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛 53通
K-3-3・92-6 音信 　　竹内善六 天保14 8通
K-3-3・92-6 音信 　　戸谷屋弥兵衛 天保14 1通
K-3-3・92-6 音信 　　葺師平蔵 天保14 1通
K-3-3・92-6 音信 　　後藤彦二郎 天保14 4通
K-3-3・92-6 音信 　　弟　彦三郎（姉宛） 天保14 1通
K-3-3・92-6 音信 　　杉崎屋彦三郎 天保14 1通
K-3-3・92-6 音信 　　加賀屋源兵衛 天保14 4通
K-3-3・92-6 音信 　　加賀屋与左衛門 天保14 2通
K-3-3・92-6 音信 　　加賀屋要次郎 天保14 2通
K-3-3・92-6 音信 　　杉崎屋八郎助 天保14 2通
K-3-3・92-6 音信 　　庄村岡右衛門 天保14 9通
K-3-3・92-6 音信 　　庄村翁助 天保14 4通
K-3-3・92-6 音信 　　後藤重彝 天保14 4通
K-3-3・92-6 音信 　　鈴木正圭 天保14 2通
K-3-3・92-6 音信 　　溝尾屋六兵衛 天保14 2通
K-3-3・92-6 音信 　　栃尾屋忠次郎 天保14 2通
K-3-3・92-6 音信 　　大坪与七郎 天保14 3通
K-3-3・92-6 音信 　　組頭多助 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛他 45通
K-3-3・92-7 音信 　　和田屋忠右衛門 天保14 21通
K-3-3・92-7 音信 　　同　隠居 天保14 2通
K-3-3・92-7 音信 　　野村与三右衛門 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　蒲八十村 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　円山東巒 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　願教寺 天保14 2通
K-3-3・92-7 音信 　　大国寺 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　中垣利右衛門 天保14 折紙1通
K-3-3・92-7 音信 　　是重隠居 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　青山屋小右衛門 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　野村屋文七 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　今谷屋藤七 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　加藤周右衛門 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　かわせ 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　下北村新重郎 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　まる寿 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　打江にて足立や 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　無署名（和田忠か） 天保14 2通
K-3-3・92-7 音信 　土橋鉞四郎他宛
K-3-3・92-7 音信 　　奥田金馬太郎他 天保14 折紙1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-7 音信 　中村屋善右衛門差出
K-3-3・92-7 音信 　　鈴木正圭宛 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　中村屋留主店宛 天保14 1通
K-3-3・92-7 音信 　　回章 天保14 2通
K-3-3・92-8 音信 中村屋ます宛 29通
K-3-3・92-8 音信 　　十代の 天保14 5通
K-3-3・92-8 音信 　　とふ 天保14 4通
K-3-3・92-8 音信 　　八重 天保14 3通
K-3-3・92-8 音信 　　藤子 天保14 1通
K-3-3・92-8 音信 　　はつ 天保14 1通
K-3-3・92-8 音信 　　みと 天保14 1通
K-3-3・92-8 音信 　　ゆき 天保14 1通
K-3-3・92-8 音信 　　後藤うの 天保14 11通
K-3-3・92-8 音信 　　うの母 天保14 1通
K-3-3・92-8 音信 　　かがやけい 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 中村屋ます宛 12通
K-3-3・92-9 音信 　　中村や母 天保14 4通
K-3-3・92-9 音信 　　中村や 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　　うの母 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　　宜文 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　　杉崎屋彦三郎 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　　彦二郎 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　　本光寺内 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　　円光寺内 天保14 1通
K-3-3・92-9 音信 　野村屋利右衛門宛
K-3-3・92-9 音信 　　ます 天保14 1通
K-3-3・92-10 音信 後藤みの宛 2通
K-3-3・92-10 音信 　　かずへ 天保14 折紙1通
K-3-3・92-10 音信 　　平塚代登 天保14 1通
K-3-3・92-11 音信 中村屋善右衛門宛他 6通
K-3-3・92-11 音信 　　市村近右衛門 1通
K-3-3・92-11 音信 　　真宗寺奉加金受納証 明治17 1通
K-3-3・92-11 音信 　　了心寺 1通
K-3-3・92-11 音信 　　岩田彦右衛門 1通
K-3-3・92-11 音信 　中村屋善右衛門他差出
K-3-3・92-11 音信 　　野村与右衛門宛 申年 1通
K-3-3・92-11 音信 　恕柳宛（差出北宇） 1通
K-3-3・92-12 音信 中村幹宛 12通
K-3-3・92-12 音信 　　赤座好義 明治16 2通
K-3-3・92-12 音信 　　大村孝男 明治16 1通
K-3-3・92-12 音信 　　永井信義 1通
K-3-3・92-12 音信 　　生田嘉 1通
K-3-3・92-12 音信 　　小西有英 1通
K-3-3・92-12 音信 　　池内信家・大石秀季 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-12 音信 　　岡田正之（栗堂） 1通
K-3-3・92-12 音信 　　岡田信之 1通
K-3-3・92-12 音信 　　増田貢 1通
K-3-3・92-12 音信 　　塩谷時敏 1通
K-3-3・92-12 音信 　　小タカリ、フルカワイイシード（有志一同） 1通
K-3-3・92-13 音信 母より信夫宛 明治25 14通
K-3-3・92-14 音信 母より信夫宛 明治30 10通
K-3-3・92-15 音信 母より信夫他宛 明治31、32 15通
K-3-3・92-16 音信 しほ書状下書 明治4 横1冊
K-3-3・92-17 音信 中村しほ宛他 4通
K-3-3・92-17 音信 　　野村隠居 2通
K-3-3・92-17 音信 　幹より母宛 1通
K-3-3・92-17 音信 　幹より父宛 1通
K-3-3・92-18 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-18 音信 　　中村平蔵 明治29 3通
K-3-3・92-18 音信 　　中村平蔵 明治30 1通
K-3-3・92-18 音信 　　中村平蔵 明治32 1通
K-3-3・92-18 音信 　　中村平蔵 明治44 1通
K-3-3・92-19 音信 中村平蔵宛 6（2）通
K-3-3・92-19 音信   中村幹 明治18 6通
K-3-3・92-19 音信   中村幹 明治18 （2）通
K-3-3・92-20 音信 中村平蔵宛 31通
K-3-3・92-20 音信 　　中村信夫 明治21
K-3-3・92-21 音信 中村平蔵宛 10（2）通
K-3-3・92-21 音信 　　中村信夫 明治25 4通
K-3-3・92-21 音信 　　中村信夫 明治26 4通
K-3-3・92-21 音信 　　中村信夫 明治26 （1）通
K-3-3・92-21 音信 　　中村信夫 明治27 1通
K-3-3・92-21 音信 　　中村信夫 明治30 （1）通
K-3-3・92-21 音信 　　不明 1通
K-3-3・92-22 音信 中村平造宛 12通
K-3-3・92-22 音信 　　中村朝 明治26 1通
K-3-3・92-22 音信 　　中村朝 9通
K-3-3・92-22 音信 　　中村隠居 明治25 1通
K-3-3・92-22 音信 　　中村隠居 1通
K-3-3・92-23 音信 中村平造宛 5（1）通
K-3-3・92-23 音信 　　木村猛夫 5通
K-3-3・92-23 音信 　　木村猛夫 明治30 （1）通
K-3-3・92-24 音信 中村平蔵宛 11（1）通
K-3-3・92-24 音信 　　飯山保敬 明治19 1通
K-3-3・92-24 音信 　　飯山保敬 明治27 （1）通
K-3-3・92-24 音信 　　飯山保敬 明治28 2通
K-3-3・92-24 音信 　　飯山保敬 明治29 3通
K-3-3・92-24 音信 　　飯山保敬 明治30 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-24 音信 　　飯山保敬 4通
K-3-3・92-25 音信 中村平造宛他 3通
K-3-3・92-25 音信 　　中村光之輔 2通
K-3-3・92-25 音信 　越中宗四郎宛
K-3-3・92-25 音信 　　中村光之輔 1通
K-3-3・92-26 音信 中村平造宛 2通
K-3-3・92-26 音信 　　後藤関三 1通
K-3-3・92-26 音信 　　荒木秋崖 1通
K-3-3・92-27 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-27 音信 　　中村伊太郎 明治43 1通
K-3-3・92-27 音信 　　中村伊太郎 明治44 （1）通
K-3-3・92-28 音信 中村信夫宛 11（1）通
K-3-3・92-28 音信 　　吉村平造 明治25 6通
K-3-3・92-28 音信 　　東京中村留守宅（母・吉村） 5通
K-3-3・92-28 音信 　　吉村 （1）通
K-3-3・92-29 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-29 音信 　　吉村平造 明治32 1通
K-3-3・92-29 音信 　　吉村平造 明治39 1通
K-3-3・92-29 音信 　　吉村平造 明治42 3通
K-3-3・92-30 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正3 2通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正7 1通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正9 1通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正11 1通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正12 1通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正13 2通
K-3-3・92-30 音信 　　吉村平造 大正14 2通
K-3-3・92-31 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-31 音信 　　吉村平造 大正15 4通
K-3-3・92-31 音信 　　吉村平造 昭和2 1通
K-3-3・92-31 音信 　　吉村平造 昭和3 2通
K-3-3・92-32 音信 中村信夫宛 7（1）通
K-3-3・92-32 音信 　　木村猛夫 明治31 1通
K-3-3・92-32 音信 　　木村猛夫 明治42 5通
K-3-3・92-32 音信 　　木村猛夫 （1）通
K-3-3・92-32 音信 　　木村猛夫 1通
K-3-3・92-33 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-33 音信 　　木村猛夫 明治43 5通
K-3-3・92-33 音信 　　木村猛夫 明治44 1通
K-3-3・92-34 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-34 音信 　　木村猛夫 大正2
K-3-3・92-35 音信 中村信夫宛他 8（2）通
K-3-3・92-35 音信 　　木村猛夫 大正3 7通
K-3-3・92-35 音信 　　木村猛夫 大正3 （2）通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-35 音信 　内田仲子宛
K-3-3・92-35 音信 　　木村猛夫 大正3 1通
K-3-3・92-36 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-36 音信 　　木村猛夫 大正4 3通
K-3-3・92-36 音信 　信夫草稿 大正4 1通
K-3-3・92-37 音信 中村信夫宛 11（3）通
K-3-3・92-37 音信 　　（幸田鬼外） 大正5 （1）通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 大正4 （1）通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 大正5 1通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 大正10 1通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 大正11 1通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 大正12 （1）通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 大正12 1通
K-3-3・92-37 音信 　　木村猛夫 3通
K-3-3・92-37 音信 　　健（活仏） 大正9 1通
K-3-3・92-37 音信 　　健（活仏） 大正12 2通
K-3-3・92-37 音信 　　健（活仏） 1通
K-3-3・92-38 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-38 音信 　　木村猛夫内小泉美人 明治35
K-3-3・92-39 音信 中村信夫宛他 15通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治25 1通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治31 2通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治32 1通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治35 1通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治42 1通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治43 1通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 明治44 2通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 大正2 2通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 大正3 1通
K-3-3・92-39 音信 　　中村貞 2通
K-3-3・92-39 音信 　姉宛
K-3-3・92-39 音信 　　中村三喜造 1通
K-3-3・92-40 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-40 音信 　　木村卿 明治41 1通
K-3-3・92-40 音信 　　木村卿 明治43 1通
K-3-3・92-40 音信 　　木村卿 明治44 1通
K-3-3・92-40 音信 　　野村君子 大正4 2通
K-3-3・92-41 音信 中村国夫宛他 2通
K-3-3・92-41 音信 　　野村忠成 大正3 1通
K-3-3・92-41 音信 　中村信夫宛
K-3-3・92-41 音信 　　中村国夫 大正4 1通
K-3-3・92-42 音信 中村信夫宛 11（4）通
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 大正10 2通
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 大正11 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 大正13 1通
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 大正14 1通
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 大正15 4通
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 大正15 （2）通
K-3-3・92-42 音信 　　中村光之輔 昭和3 （2）通
K-3-3・92-42 音信 　　中村民 大正12 1通
K-3-3・92-43 音信 中村信夫宛 1（12）通
K-3-3・92-43 音信 　　中村義雄 大正15 （2）通
K-3-3・92-43 音信 　　中村義雄 昭和2 （4）通
K-3-3・92-43 音信 　　中村義雄 昭和3 1通
K-3-3・92-43 音信 　　中村義雄 昭和3 （6）通
K-3-3・92-44 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-44 音信 　　中村あさ 明治30 6通
K-3-3・92-44 音信 　　中村あさ 明治32 4通
K-3-3・92-45 音信 中村信夫宛 11通
K-3-3・92-45 音信 　　中村朝 明治39 2通
K-3-3・92-45 音信 　　中村朝 明治43 9通
K-3-3・92-46 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-46 音信 　　中村朝 明治44
K-3-3・92-47 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-47 音信 　　中村朝 明治2 3通
K-3-3・92-47 音信 　　中村朝 明治45 4通
K-3-3・92-48 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-48 音信 　　中村朝 大正3 5通
K-3-3・92-48 音信 　　中村朝 大正4 2通
K-3-3・92-49 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-49 音信 　　中村朝 大正9
K-3-3・92-50 音信 中村国夫宛他 4通
K-3-3・92-50 音信 　中村国夫宛
K-3-3・92-50 音信 　　母 明治24 1通
K-3-3・92-50 音信 　中村平三宛
K-3-3・92-50 音信 　　信夫･母 明治24 1通
K-3-3・92-50 音信 　中村朝･国夫・中平宛
K-3-3・92-50 音信 　　母 明治24 1通
K-3-3・92-50 音信 　中村朝・平三宛
K-3-3・92-50 音信 　　母 明治25 1通
K-3-3・92-51 音信 中村朝宛 4通
K-3-3・92-51 音信 　　飯山保敬 明治30 1通
K-3-3・92-51 音信 　　飯山保敬 明治41 1通
K-3-3・92-51 音信 　　飯山康雄 明治30 2通
K-3-3・92-52 音信 中村朝宛 3通
K-3-3・92-52 音信 　　吉村とも 大正5 1通
K-3-3・92-52 音信 　　吉村とも 大正9 1通
K-3-3・92-52 音信 　　吉村とも 大正15 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-53 音信 中村朝宛他 6（2）通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 大正5 1通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 大正9 1通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 大正10 1通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 大正11 1通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 大正15 （1）通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 昭和3 （1）通
K-3-3・92-53 音信 　　田中三保 1通
K-3-3・92-53 音信 　中村耕堂宛
K-3-3・92-53 音信 　　中村三保 大正5 1通
K-3-3・92-54 音信 中村信夫・母宛 12通
K-3-3・92-54 音信 　　中村芳子 大正6 1通
K-3-3・92-54 音信 　　中村芳子 大正9 2通
K-3-3・92-54 音信 　　中村芳子 大正10 9通
K-3-3・92-55 音信 中村信夫・母宛 12通
K-3-3・92-55 音信 　　中村芳子 大正11 10通
K-3-3・92-55 音信 　　中村芳子 大正11？ 2通
K-3-3・92-56 音信 中村信夫･母宛 3（10）通
K-3-3・92-56 音信 　　中村よし子 大正14 1通
K-3-3・92-56 音信 　　中村よし子 大正15 2通
K-3-3・92-56 音信 　　中村よし子 大正15 （10）通
K-3-3・92-57 音信 中村信夫・母宛 16（11）通
K-3-3・92-57 音信 　　中村よし子 昭和2 4通
K-3-3・92-57 音信 　　中村よし子 昭和2 （1）通
K-3-3・92-57 音信 　　中村よし子 昭和3 （9）通
K-3-3・92-57 音信 　　中村よし子 昭和3 6通
K-3-3・92-57 音信 　中村信夫宛 昭和2 （1）通
K-3-3・92-57 音信 　　中村よし子 昭和3 6通
K-3-3・92-58 音信 中村朝宛 2（1）通
K-3-3・92-58 音信 　　信夫 大正9 2通
K-3-3・92-58 音信 　　信夫 大正9 （1）通
K-3-3・92-59 音信 中村朝宛 6通
K-3-3・92-59 音信 　　中村和子 大正9 1通
K-3-3・92-59 音信 　　中村和子 大正10 4通
K-3-3・92-59 音信 　　斉藤きさ 大正9 1通
K-3-3・92-60 音信 中村あさ宛 4通
K-3-3・92-60 音信 　　飯山よし 大正12 1通
K-3-3・92-60 音信 　　飯山よし 昭和3 1通
K-3-3・92-60 音信 　　飯山よし 昭和3 2通
K-3-3・92-61 音信 中村朝宛 1（2）通
K-3-3・92-61 音信 　　田中みす 大正15 （1）通
K-3-3・92-61 音信 　　田中みす 昭和3 （1）通
K-3-3・92-61 音信 　　田中とみ 昭和3 1通
K-3-3・92-62 音信 中村信夫宛他 6（2）通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-62 音信 　　飯山保敬 明治30 1通
K-3-3・92-62 音信 　　飯山保敬 明治30 （1）通
K-3-3・92-62 音信 　　飯山保敬 明治32 1通
K-3-3・92-62 音信 　　飯山保敬 明治43 （1）通
K-3-3・92-62 音信 　飯山宛
K-3-3・92-62 音信 　　高陽会社配当金通知 明治19 2通
K-3-3・92-62 音信 　　配当金送金並びに株券書替の件 1通
K-3-3・92-62 音信 　中村善右衛門宛
K-3-3・92-62 音信 　　高陽会社配当金通知 1通
K-3-3・92-63 音信 中村信夫宛 11（3）通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 明治30 4通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 明治31 1通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 明治43 1通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 大正5 1通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 大正14 （1）通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 昭和2 2通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏雄 昭和3 （1）通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山はま 昭和2 （1）通
K-3-3・92-63 音信 　　飯山敏春 昭和2 2通
K-3-3・92-64 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-64 音信 　　日比野春章 明治31 3通
K-3-3・92-64 音信 　　日比野浪子 1通
K-3-3・92-64 音信 　　野村浪子 大正2 1通
K-3-3・92-64 音信 　　野村浪子 1通
K-3-3・92-65 音信 中村信夫宛 15（2）通
K-3-3・92-65 音信 　　野村浪子 明治32 （1）通
K-3-3・92-65 音信 　　野村浪子 明治39 1通
K-3-3・92-65 音信 　　野村浪子 明治41 14通
K-3-3・92-65 音信 　　野村浪子 （1）通
K-3-3・92-66 音信 中村信夫宛 14（1）通
K-3-3・92-66 音信 　　田中栄蔵 明治42 14通
K-3-3・92-66 音信 　　田中栄蔵 明治42 （1）通
K-3-3・92-67 音信 中村信夫宛 16通
K-3-3・92-67 音信 　　田中栄蔵 明治43
K-3-3・92-68 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-68 音信 　　田中栄蔵 明治44
K-3-3・92-69 音信 中村信夫宛 11通
K-3-3・92-69 音信 　　田中栄蔵 明治45
K-3-3・92-70 音信 中村信夫宛 9通
K-3-3・92-70 音信 　　田中栄蔵 大正2
K-3-3・92-71 音信 中村信夫宛 19通
K-3-3・92-71 音信 　　田中栄蔵 大正3
K-3-3・92-72 音信 中村信夫宛 3［2］通
K-3-3・92-72 音信 　　田中栄蔵 大正5 3通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-72 音信 　　田中栄蔵 大正6 ［2］通
K-3-3・92-73 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-73 音信 　　田中栄蔵 大正7 3通
K-3-3・92-73 音信 　　田中栄蔵 大正8 4通
K-3-3・92-74 音信 中村信夫宛 12（4）通
K-3-3・92-74 音信 　　田中栄蔵 大正9 12通
K-3-3・92-74 音信 　　田中栄蔵 大正9 （4）通
K-3-3・92-75 音信 中村信夫宛 8（2）通
K-3-3・92-75 音信 　　田中栄蔵 大正10 3通
K-3-3・92-75 音信 　　田中栄蔵 大正11 3通
K-3-3・92-75 音信 　　田中栄蔵 大正11 （2）通
K-3-3・92-75 音信 　　田中栄蔵 大正12 2通
K-3-3・92-76 音信 中村信夫宛 （6）通
K-3-3・92-76 音信 　　田中栄蔵 大正15 （3）通
K-3-3・92-76 音信 　　田中栄蔵 昭和2 （1）通
K-3-3・92-76 音信 　　田中栄蔵 昭和3 （2）通
K-3-3・92-77 音信 中村信夫宛他 6（1）通
K-3-3・92-77 音信 　　田中みつ子 大正9 1通
K-3-3・92-77 音信 　　田中滋子 大正6 1通
K-3-3・92-77 音信 　　田中滋子 大正9 （1）通
K-3-3・92-77 音信 　　田中滋子 大正9 2通
K-3-3・92-77 音信 　中村朝子宛
K-3-3・92-77 音信 　　田中滋子 大正9 1通
K-3-3・92-77 音信 　田中栄蔵宛
K-3-3・92-77 音信 　　田中光 大正5 1通
K-3-3・92-78 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-78 音信 　　森屋錠之輔 大正10 2通
K-3-3・92-78 音信 　　田中仙之助 大正13 1通
K-3-3・92-78 音信 　　田中仙之助 1通
K-3-3・92-79 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-79 音信 　　中村国夫 明治39
K-3-3・92-80 音信 中村信夫宛 3（1）通
K-3-3・92-80 音信 　　中村国夫 明治42 3通
K-3-3・92-80 音信 　　中村国夫 （1）通
K-3-3・92-81 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-81 音信 　　中村国夫 明治43
K-3-3・92-82 音信 中村信夫宛 6（3）通
K-3-3・92-82 音信 　　中村国夫 大正1 6通
K-3-3・92-82 音信 　　中村国夫 大正1 （3）通
K-3-3・92-83 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-83 音信 　　中村国夫 大正2
K-3-3・92-84 音信 中村信夫宛 7（1）通
K-3-3・92-84 音信 　　中村国夫 大正3 7通
K-3-3・92-84 音信 　　中村国夫 大正3 （1）通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-85 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-85 音信 　　中村国夫 大正4 5通
K-3-3・92-85 音信 　　中村国夫 大正5 １通
K-3-3・92-86 音信 中村信夫宛 18通
K-3-3・92-86 音信 　　中村国夫 大正8 1通
K-3-3・92-86 音信 　　中村国夫 大正9 14通
K-3-3・92-86 音信 　中村あさ宛
K-3-3・92-86 音信 　　中村国夫 大正9 2通
K-3-3・92-86 音信 　阿蘇に遊ぶ記　中村国夫誌 大正9 （15枚）
K-3-3・92-87 音信 中村信夫宛他 18通
K-3-3・92-87 音信 　　中村国夫 大正10 9通
K-3-3・92-87 音信 　　中村国夫 大正10 8通
K-3-3・92-87 音信 　母宛
K-3-3・92-87 音信 　　中村国夫 大正10 1通
K-3-3・92-88 音信 中村信夫宛 27（1）通
K-3-3・92-88 音信 　　中村国夫 大正11 27通
K-3-3・92-88 音信 　　中村国夫 大正11 （1）通
K-3-3・92-89 音信 中村信夫宛 14通
K-3-3・92-89 音信 　　中村国夫 大正12
K-3-3・92-90 音信 中村信夫宛 16通
K-3-3・92-90 音信 　　中村国夫 大正13
K-3-3・92-91 音信 中村信夫宛 9（2）通
K-3-3・92-91 音信 　　中村国夫 大正14 9通
K-3-3・92-91 音信 　　中村国夫 大正14 （2）通
K-3-3・92-92 音信 中村信夫宛 25（3）通
K-3-3・92-92 音信 　　中村国夫 大正15 25通
K-3-3・92-92 音信 　　中村国夫 大正15 （3）通
K-3-3・92-93 音信 中村信夫宛 5（2）通
K-3-3・92-93 音信 　　中村国夫 昭和2 5通
K-3-3・92-93 音信 　　中村国夫 昭和2 （2）通
K-3-3・92-94 音信 中村信夫宛 22（12）通
K-3-3・92-94 音信 　　中村国夫 昭和3 22通
K-3-3・92-94 音信 　　中村国夫 昭和3 （12）通
K-3-3・92-95 音信 中村国夫宛他 15通
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 明治39 1通
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 明治43 1通
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 大正1 1通
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 大正2 1通
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 大正3 7通
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 3通
K-3-3・92-95 音信 　武内道締宛
K-3-3・92-95 音信 　　中村信夫 1通
K-3-3・92-96 音信 中村国夫宛 6通
K-3-3・92-96 音信 　　中村しほ 明治37 3通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-96 音信 　　中村しほ 3通
K-3-3・92-97 音信 中村国夫宛 18通
K-3-3・92-97 音信 　　あさ（内明治40　1通）
K-3-3・92-98 音信 中村国夫宛 15通
K-3-3・92-98 音信 　　恩田総太郎他 明治33 1通
K-3-3・92-98 音信 　　恩田総太郎他 明治35 1通
K-3-3・92-98 音信 　　恩田総太郎他 明治36 2通
K-3-3・92-98 音信 　　恩田総太郎他 明治37 11通
K-3-3・92-99 音信 中村国夫宛他 12通
K-3-3・92-99 音信 　　飯山松子他 明治38 10通
K-3-3・92-99 音信 　政井藤三郎他宛
K-3-3・92-99 音信 　　中村国夫 明治38 2通
K-3-3・92-100 音信 中村信夫宛 11（1）通
K-3-3・92-100 音信 　　野村譲 明治42 4通
K-3-3・92-100 音信 　　野村譲 明治43 4通
K-3-3・92-100 音信 　　野村譲 明治45 1通
K-3-3・92-100 音信 　　野村譲 大正1 （1）通
K-3-3・92-100 音信 　　野村譲 大正2 1通
K-3-3・92-100 音信 　　野村譲 大正3 １通
K-3-3・92-101 音信 中村信夫宛 2（6）通
K-3-3・92-101 音信 　　斐太中学校舎監 明治40 （1）通
K-3-3・92-101 音信 　　斐太中学校舎監 明治41 2通
K-3-3・92-101 音信 　　斐太中学校舎監 明治41 （3）通
K-3-3・92-101 音信 　　斐太中学校舎監 明治42 （2）通
K-3-3・92-102 音信 野村譲宛 9通
K-3-3・92-102 音信 　　中村国夫 明治39 1通
K-3-3・92-102 音信 　　中村国夫 明治40 8通
K-3-3・92-103 音信 野村譲宛 14通
K-3-3・92-103 音信 　　中村信夫 明治41 10通
K-3-3・92-103 音信 　　中村信夫 明治42 4通
K-3-3・92-104 音信 野村譲宛 11通
K-3-3・92-104 音信 　　中村朝 明治40 5通
K-3-3・92-104 音信 　　中村朝 明治41 6通
K-3-3・92-105 音信 野村譲宛 14（1）通
K-3-3・92-105 音信 　　中村信夫 明治42 4通
K-3-3・92-105 音信 　　中村信夫 明治43 2通
K-3-3・92-105 音信 　　中村信夫 明治43 （1）通
K-3-3・92-105 音信 　　中村信夫 8通
K-3-3・92-106 音信 野村譲宛 12通
K-3-3・92-106 音信 　　中村朝 明治42 4通
K-3-3・92-106 音信 　　中村朝 明治43 2通
K-3-3・92-106 音信 　　中村朝 6通
K-3-3・92-107 音信 野村譲宛他 7通
K-3-3・92-107 音信 　　中村健 4通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-107 音信 　　　さと 1通
K-3-3・92-107 音信 　　　おばなみ 1通
K-3-3・92-107 音信 　　舎監八角新吉宛
K-3-3・92-107 音信 　　　中村健 明治42 1通
K-3-3・92-108 音信 野村譲宛 14通
K-3-3・92-108 音信 　　　升正之助他 明治39 4通
K-3-3・92-108 音信 　　　升正之助他 明治40 1通
K-3-3・92-108 音信 　　　升正之助他 明治41 9通
K-3-3・92-109 音信 野村譲宛 15通
K-3-3・92-109 音信 　　　神山大蔵他 明治42 4通
K-3-3・92-109 音信 　　　神山大蔵他 大正9 1通
K-3-3・92-109 音信 　　　神山大蔵他 10通
K-3-3・92-110 音信 中村信夫宛 14（14）通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 明治40 1通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 明治42 3通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 明治43 1通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 明治44 1通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 大正2 1通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 大正3 1通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 大正15 3通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 大正15 （4）通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 昭和3 3通
K-3-3・92-110 音信 　　　小北老松 昭和3 （10）通
K-3-3・92-111 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-111 音信 　　　長瀬漣二 明治42 1通
K-3-3・92-111 音信 　　　長瀬漣二 大正4 1通
K-3-3・92-111 音信 　　　長瀬漣二 1通
K-3-3・92-111 音信 　　　大萱寿二郎 明治43 1通
K-3-3・92-112 音信 中村信夫宛 3（1）通
K-3-3・92-112 音信 　　　永沼キノ 明治33 1通
K-3-3・92-112 音信 　　　永沼勝太郎 明治42 1通
K-3-3・92-112 音信 　　　永沼勝太郎 大正15 1通
K-3-3・92-112 音信 　　　永沼勝太郎 大正15 （1）通
K-3-3・92-113 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-113 音信 　　　長谷川勇 明治44 2通
K-3-3・92-113 音信 　　　長谷川勇 大正5 1通
K-3-3・92-113 音信 　　　長谷川勇 昭和3 1通
K-3-3・92-114 音信 中村信夫宛 10（22）通
K-3-3・92-114 音信 　　　内田なか 大正2 3通
K-3-3・92-114 音信 　　　内田なか 大正2 （7）通
K-3-3・92-114 音信 　　　内田なか 大正3 7通
K-3-3・92-114 音信 　　　内田なか 大正3 （15）通
K-3-3・92-115 音信 中村信夫宛 9（5）通
K-3-3・92-115 音信 　　　内田なか 大正4 5通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-115 音信 　　　内田なか 大正4 （5）通
K-3-3・92-115 音信 　　　内田なか 4通
K-3-3・92-116 音信 荒井梅子宛 6（8）通
K-3-3・92-116 音信 　　　内田なか 大正5 6通
K-3-3・92-116 音信 　　　内田なか 大正5 （8）通
K-3-3・92-117 音信 内田仲子宛 2（1）通
K-3-3・92-117 音信 　　　白井要作 大正3 1通
K-3-3・92-117 音信 　　　白井要作 大正3 （1）通
K-3-3・92-117 音信 　　　白井要作 大正4 1通
K-3-3・92-118 音信 中村信夫宛 2（1）通
K-3-3・92-118 音信 　　　武藤荘蔵 大正2 （1）通
K-3-3・92-118 音信 　　　武藤荘蔵 大正3 1通
K-3-3・92-118 音信 　　　武藤荘蔵 大正4 1通
K-3-3・92-119 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-119 音信 　　　荒井梅子 大正5
K-3-3・92-120 音信 中村信夫宛 2（1）通
K-3-3・92-120 音信 　　　牛丸八郎 大正11 1通
K-3-3・92-120 音信 　　　牛丸八郎 大正14 1通
K-3-3・92-120 音信 　　　牛丸八郎 昭和2 （1）通
K-3-3・92-121 音信 中村信夫宛 1（6）通
K-3-3・92-121 音信 　　　沢惣吉 大正14 （2）通
K-3-3・92-121 音信 　　　沢惣吉 大正15 1通
K-3-3・92-121 音信 　　　沢惣吉 大正15 （1）通
K-3-3・92-121 音信 　　　沢惣吉 昭和2 （1）通
K-3-3・92-121 音信 　　　沢惣吉 昭和3 （2）通
K-3-3・92-122 音信 中村信夫宛 9（3）通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国敢 大正14 1通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国敢 大正15 1通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国敢 大正15 （1）通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国敢 （1）通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国敢 昭和3 （1）通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国豊子（朝宛） 大正10 1通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国豊子（朝宛） 大正13 1通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国豊子（1通は朝宛） 大正15 2通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国豊子 昭和3 1通
K-3-3・92-122 音信 　　　春国豊子（1通は朝宛） 昭和3 2通
K-3-3・92-123 音信 中村信夫宛 2（2）通
K-3-3・92-123 音信 　　　長谷川敏正 大正15 1通
K-3-3・92-123 音信 　　　（叔母連名） 大正15 （1）通
K-3-3・92-123 音信 　　　野村愛子 昭和3 1通
K-3-3・92-123 音信 　　　（叔母連名） 昭和3 （1）通
K-3-3・92-124 音信 中村あさ宛 5（4）通
K-3-3・92-124 音信 　　　永沼まつ 大正9 1通
K-3-3・92-124 音信 　　　永沼まつ 大正12 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-124 音信 　　　永沼まつ 大正15 （2）通
K-3-3・92-124 音信 　　　永沼まつ 昭和2 （1）通
K-3-3・92-124 音信 　　　永沼まつ 昭和3 （1）通
K-3-3・92-124 音信 　　　永沼まつ 2通
K-3-3・92-125 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-125 音信 　　　書換地券下渡通知 明治19 1通
K-3-3・92-125 音信 　　　戸数割領収書 明治20 1通
K-3-3・92-125 音信 　　　試掘廃業指令送付通知 明治23 1通
K-3-3・92-126 音信 代々幡火葬場関係 10（1）通
K-3-3・92-126 音信 　　越岡俊岡宛
K-3-3・92-126 音信 　　　松井高快 1通
K-3-3・92-126 音信 　　　柴田与市 明治23 1通
K-3-3・92-126 音信 　　柴田与市宛
K-3-3・92-126 音信 　　　吉川文次郎 1通
K-3-3・92-126 音信 　　藤岡武房宛
K-3-3・92-126 音信 　　　横溝忠恒 1通
K-3-3・92-126 音信 　　中村宛
K-3-3・92-126 音信 　　　弘善社事務所 明治23 4通
K-3-3・92-126 音信 　　　熊田勘太郎 1通
K-3-3・92-126 音信 　　　長谷川正衡 明治22 1通
K-3-3・92-126 音信 　　　足羽与三平 明治24 （1）通
K-3-3・92-127 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-127 音信 　　帝国議会祝賀名誉表彰煙火会事務所 明治23 1通
K-3-3・92-127 音信 　　　黒岩鉄之助 1通
K-3-3・92-127 音信 　　　西村捨三 1通
K-3-3・92-127 音信 　　　阪本則美 1通
K-3-3・92-127 音信 　　　慶応義塾卒業生留送別大宴会案内 1通
K-3-3・92-128 音信 中村信夫宛案内状 5通
K-3-3・92-128 音信 　　　園遊会案内　山縣有朋 明治24 1通
K-3-3・92-128 音信 　　　茶会案内　大隈重信 明治24 1通
K-3-3・92-128 音信 　　　国家学会講談案内　加藤弘三 明治23 1通
K-3-3・92-128 音信 　　　天長節夜会案内
K-3-3・92-128 音信 　　　　外務大臣　青木周蔵 明治23 1通
K-3-3・92-128 音信 　　　　外務大臣　榎本武揚 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 中村信夫宛 13（1）通
K-3-3・92-129 音信 　　　議員集会所 明治24 （1）通
K-3-3・92-129 音信 　　　増田繁幸 明治24 2通
K-3-3・92-129 音信 　　　紫藤寛治 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　丸山重俊 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　小坂善之助 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　宮城浩蔵 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　西穀一 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　白井遠平 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　帝国協和会 明治24 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-129 音信 　　　手塚猛昌 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　内藤魯一 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　対馬健の助 明治24 1通
K-3-3・92-129 音信 　　　丸山孝一郎 明治24 1通
K-3-3・92-130 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-130 音信 　　　末松謙澄 明治24 2通
K-3-3・92-130 音信 　　　末松謙澄 明治25 1通
K-3-3・92-130 音信 　　　福沢諭吉 明治24 1通
K-3-3・92-131 音信 中村信夫宛 14（5）通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 明治25 1通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 明治43 3通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 大正3 1通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 大正9 3通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 大正14 2通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 大正15 1通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 大正15 （3）通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 昭和3 1通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 昭和3 （2）通
K-3-3・92-131 音信 　　　真宗寺（三浦堅隆） 1通
K-3-3・92-131 音信 　　　三浦ちか 昭和3 1通
K-3-3・92-132 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-132 音信 　　　小崎利準 明治25 1通
K-3-3・92-132 音信 　　　鳥沢吾市 明治25 1通
K-3-3・92-132 音信 　　　田近弟 明治25 1通
K-3-3・92-132 音信 　　　浄覚寺 明治25 1通
K-3-3・92-132 音信 　　　岩垣助十郎 明治25 1通
K-3-3・92-133 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-133 音信 　　　交信会 明治25
K-3-3・92-134 音信 中村信夫宛 9（1）通
K-3-3・92-134 音信 　　　天野若円 明治25 5通
K-3-3・92-134 音信 　　　清水粲蔵 明治25 1通
K-3-3・92-134 音信 　　　横山刀右太郎 明治25 1通
K-3-3・92-134 音信 　　　田近 明治25 1通
K-3-3・92-134 音信 　　　鳥羽了映 明治25 （1）通
K-3-3・92-134 音信 　　　船坂 明治25 1通
K-3-3・92-135 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-135 音信 　　　佐々友房 明治25 1通
K-3-3・92-135 音信 　　　佐々友房 明治32 1通
K-3-3・92-136 音信 中村信夫宛 2（1）通
K-3-3・92-136 音信 　　　荒木秋崖 明治27 （1）通
K-3-3・92-136 音信 　　　荒木秋崖 大正14 1通
K-3-3・92-136 音信 　　　日赤岐阜県委員総長（入社勧誘） 明治27 1通
K-3-3・92-137 音信 中村信夫宛 13通
K-3-3・92-137 音信 　　　菊田双竜（福松、翁草） 明治29 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-137 音信 　　　菊田双竜（福松、翁草） 明治30 6通
K-3-3・92-137 音信 　　　菊田双竜（福松、翁草） 明治31 3通
K-3-3・92-137 音信 　　　菊田双竜（福松、翁草） 明治32 1通
K-3-3・92-137 音信 　　　菊田双竜（福松、翁草） 1通
K-3-3・92-138 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-138 音信 　　　金尾稜蔵 明治29 2通
K-3-3・92-138 音信 　　　金尾稜蔵 明治30 6通
K-3-3・92-138 音信 　　　金尾稜蔵 明治32 1通
K-3-3・92-138 音信 　　　金尾稜蔵 明治33 1通
K-3-3・92-139 音信 中村信夫宛 3（1）通
K-3-3・92-139 音信 　　　本所区懇親会発起人 明治29 （1）通
K-3-3・92-139 音信 　　　尾沢福太郎 明治29 1通
K-3-3・92-139 音信 　　　坂井重四郎 明治29 1通
K-3-3・92-139 音信 　　　坂井卓三 明治29 1通
K-3-3・92-140 音信 中村信夫宛 4（1）通
K-3-3・92-140 音信 　　　古荘嘉門 明治30 1通
K-3-3・92-140 音信 　　　本所区江東会 明治30 1通
K-3-3・92-140 音信 　　　近藤伍市 明治30 1通
K-3-3・92-140 音信 　　　近藤伍市 明治30 （1）通
K-3-3・92-140 音信 　　　近藤市右衛門他 明治30 1通
K-3-3・92-141 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-141 音信 　　　犬養毅 明治30 3通
K-3-3・92-141 音信 　　　憲政本党本部 明治32 1通
K-3-3・92-142 音信 中村信夫宛 12（11）通
K-3-3・92-142 音信 　　　山大製管場 明治30 6通
K-3-3・92-142 音信 　　　山大製管場 明治30 （9）通
K-3-3・92-142 音信 　　　山大製管場 明治31 6通
K-3-3・92-142 音信 　　　山大製管場 明治31 （2）通
K-3-3・92-143 音信 中村信夫宛 22（6）［1］通
K-3-3・92-143 音信 　　　東京木管製造所 明治30 1通
K-3-3・92-143 音信 　　　東京木管製造所 明治31 17通
K-3-3・92-143 音信 　　　東京木管製造所 明治31 （6）通
K-3-3・92-143 音信 　　　東京木管製造所 明治32 1通
K-3-3・92-143 音信 　　　岩垣清十郎 明治31 1通
K-3-3・92-143 音信 　　　岩垣清十郎 明治31 ［1］通
K-3-3・92-143 音信 　　　渡辺房吉 1通
K-3-3・92-143 音信 　　信夫草稿 1部
K-3-3・92-144 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-144 音信 　　　小菅浅治郎 明治30 1通
K-3-3・92-144 音信 　　　小菅浅治郎 明治31 2通
K-3-3・92-145 音信 代々幡火葬場関係 4（11）通
K-3-3・92-145 音信 　　　江本治子 明治31 2通
K-3-3・92-145 音信 　　　江本治子 明治31 （2）通
K-3-3・92-145 音信 　　　江本治子 明治32 （2）通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-145 音信 　　　江本治子 明治33 （1）通
K-3-3・92-145 音信 　　　江本直郎 明治30 （2）通
K-3-3・92-145 音信 　　　斉藤雄治 明治31 1通
K-3-3・92-145 音信 　　　斉藤雄治 明治31 （2）通
K-3-3・92-145 音信 　　　斉藤雄治 明治33 1通
K-3-3・92-145 音信 　　　斉藤雄治 明治33 （2）通
K-3-3・92-146 音信 東洋製管合資会社関係 2（3）通
K-3-3・92-146 音信 　　　神代延吉 明治31 1通
K-3-3・92-146 音信 　　　沢田他 明治32 1通
K-3-3・92-146 音信 　　　沢田竹松 明治32 （1）通
K-3-3・92-146 音信 　　　大阪盛行舎 明治34 （2）通
K-3-3・92-147 音信 中村信夫宛 5（2）通
K-3-3・92-147 音信 　　　大原伝兵衛 明治31 1通
K-3-3・92-147 音信 　　　大里市兵衛 明治31 1通
K-3-3・92-147 音信 　　　大里市兵衛 明治31 （1）通
K-3-3・92-147 音信 　　　佐藤彦太郎 明治31 1通
K-3-3・92-147 音信 　　　藤岡千香 明治31 1通
K-3-3・92-147 音信 　　　美浜商店 明治31 （1）通
K-3-3・92-147 音信 　　　井端庄太郎 明治31 1通
K-3-3・92-148 音信 中村信夫宛（古川銀行関係） 18（3）通
K-3-3・92-148 音信 　　　蒲彦七他 明治31 4通
K-3-3・92-148 音信 　　　佐藤泰郷 明治31、32 3通
K-3-3・92-148 音信 　　　田近基徳 明治31 3通
K-3-3・92-148 音信 　　　栗原平太郎 明治32 1通
K-3-3・92-148 音信 　　　倉手利八 明治31 2通
K-3-3・92-148 音信 　　　大石七三郎 明治31 2通
K-3-3・92-148 音信 　　　大石七三郎 明治32 （2）通
K-3-3・92-148 音信 　　　倉田甚左 明治31 1通
K-3-3・92-148 音信 　　　柴田知平 明治31 1通
K-3-3・92-148 音信 　　　岡村利右衛門（蒲宛） 明治31 1通
K-3-3・92-148 音信 　　　田口可也 明治31 （1）通
K-3-3・92-149 音信 中村信夫宛 12通
K-3-3・92-149 音信 　　　古川銀行 明治31、32 3通
K-3-3・92-149 音信 　　　関道造 明治31、32 5通
K-3-3・92-149 音信 　　　渡辺次三郎 明治32 1通
K-3-3・92-149 音信 　　　神山民助 明治32 1通
K-3-3・92-149 音信 　　　玉舎与吉 明治32 2通
K-3-3・92-150 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-150 音信 　　　後藤重平 明治32 1通
K-3-3・92-150 音信 　　　後藤重平 明治41 2通
K-3-3・92-150 音信 　　　後藤重平 明治42 2通
K-3-3・92-150 音信 　　　後藤重平 明治45 1通
K-3-3・92-150 音信 　　　後藤重平 大正6 1通
K-3-3・92-151 音信 中村信夫宛 1（2）通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-151 音信 　　　内木茂造 明治32 1通
K-3-3・92-151 音信 　　　八ッ三内 明治32 （1）通
K-3-3・92-151 音信 　　　武藤理次郎 明治32 （1）通
K-3-3・92-152 音信 中村信夫宛（井上静雄一件） 8通
K-3-3・92-152 音信 　　　井上静雄 明治32 3通
K-3-3・92-152 音信 　　　田中栄蔵 明治32 3通
K-3-3・92-152 音信 　　　田中栄蔵 明治33 2通
K-3-3・92-153 音信 中村信夫宛 4（2）通
K-3-3・92-153 音信 　　　大阪山下鉄工場来状 明治33 2通
K-3-3・92-153 音信 　　　大阪山下鉄工場来状 明治33 （2）通
K-3-3・92-153 音信 　　　大阪山下鉄工場見積書 明治33 1通
K-3-3・92-153 音信 　　　大阪山下鉄工場重要品調 明治33 1通
K-3-3・92-154 音信 中村信夫宛他 9通
K-3-3・92-154 音信 　　　奥野松太郎 明治33 1通
K-3-3・92-154 音信 　　　前田則邦 明治33 1通
K-3-3・92-154 音信 　　　田中貴道（日赤岐阜支部長） 明治33 1通
K-3-3・92-154 音信 　　　日赤岐阜支部長（内朝宛1通） 明治33 2通
K-3-3・92-154 音信 　　　日赤飛騨国三郡聯合委員長 明治33 2通
K-3-3・92-154 音信 　　　第二回飛騨国物産共進会事務所 明治33 1通
K-3-3・92-154 音信 　　柴垣国造宛
K-3-3・92-154 音信 　　　神田孝平 明治33 1通
K-3-3・92-155 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-155 音信 　　　上木甚四郎 明治35 2通
K-3-3・92-155 音信 　　　上木甚四郎 大正8 1通
K-3-3・92-156 音信 中村信夫宛 11（14）通
K-3-3・92-156 音信 　　　上谷久三郎 明治38 1通
K-3-3・92-156 音信 　　　上谷久三郎 明治38 （2）通
K-3-3・92-156 音信 　　　上谷久三郎 明治39 4通
K-3-3・92-156 音信 　　　上谷久三郎 明治39 （7）通
K-3-3・92-156 音信 　　　上谷久三郎 明治40 1通
K-3-3・92-156 音信 　　　上谷久三郎 明治42 1通
K-3-3・92-156 音信 　　　森下清治郎 明治38 1通
K-3-3・92-156 音信 　　　加藤徳太郎 明治39 1通
K-3-3・92-156 音信 　　　日本木管製造所（大阪） 明治38 2通
K-3-3・92-156 音信 　　　日本木管製造所（大阪） 明治39 （1）通
K-3-3・92-156 音信 　　　前田運送合資会社 明治39 （1）通
K-3-3・92-156 音信 　　　守山弥兵衛 明治38 （1）通
K-3-3・92-156 音信 　　　筑紫正太郎 明治39 （1）通
K-3-3・92-156 音信 　　　杉下太郎右衛門 明治39 （1）通
K-3-3・92-157 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-157 音信 　　　飛騨銀行古川支店 明治40 1通
K-3-3・92-157 音信 　　　近藤五三郎 明治40 （1）通
K-3-3・92-158 音信 中村信夫宛 4（2）通
K-3-3・92-158 音信 　　　宇都宮きと 明治40 （2）通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-158 音信 　　　宇都宮きと 明治41 1通
K-3-3・92-158 音信 　　　宇都宮きと 明治42 2通
K-3-3・92-158 音信 　　　宇都宮きと 大正3 1通
K-3-3・92-159 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-159 音信 　　　鴨宮治一郎 明治41 2通
K-3-3・92-159 音信 　　　鴨宮治一郎 大正7 1通
K-3-3・92-159 音信 　　　鴨宮治一郎 2通
K-3-3・92-160 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-160 音信 　　　白川安兵衛 明治41 3通
K-3-3・92-160 音信 　　　白川安兵衛 明治42 1通
K-3-3・92-160 音信 　　　白川安兵衛 明治43 1通
K-3-3・92-160 音信 　　　白川安兵衛 大正1 1通
K-3-3・92-160 音信 　　　白川安兵衛 大正3 1通
K-3-3・92-161 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-161 音信 　　　野村忠次郎 明治42 1通
K-3-3・92-161 音信 　　　野村忠次郎 大正3 1通
K-3-3・92-161 音信 　　　岩垣清十郎 明治42 1通
K-3-3・92-161 音信 　　　岩垣清十郎 大正2 1通
K-3-3・92-162 音信 中村信夫宛他 7通
K-3-3・92-162 音信 　　　柚村安之助 大正3 1通
K-3-3・92-162 音信 　　　柚村安之助 大正4 1通
K-3-3・92-162 音信 　　　柚村安之助（内1通は柚村与助より） 大正5 2通
K-3-3・92-162 音信 　　　後藤勝平 大正5 2通
K-3-3・92-162 音信 　　佐藤彦左衛門宛
K-3-3・92-162 音信 　　　中村畑売渡証 大正5 1通
K-3-3・92-163 音信 中村信夫宛 8通
K-3-3・92-163 音信 　　　蔵坪喜十次 明治43 1通
K-3-3・92-163 音信 　　　蔵坪喜十次 大正9 7通
K-3-3・92-164 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-164 音信 　　杉下合名会社 明治42 1通
K-3-3・92-164 音信 　　杉下合名会社 明治43 1通
K-3-3・92-165 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-165 音信 　　　船坂与平衛 明治44 1通
K-3-3・92-165 音信 　　　武内久子 明治45 1通
K-3-3・92-165 音信 　　　東京市電気局敏中 明治45 1通
K-3-3・92-166 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-166 音信 　　　若山健次郎 大正2 1通
K-3-3・92-166 音信 　　　斐太中央印刷所 大正2 1通
K-3-3・92-167 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-167 音信 　　　荒垣彦兵衛 大正3 1通
K-3-3・92-167 音信 　　　石井善太郎 大正3 1通
K-3-3・92-167 音信 　　　小出たか 大正3 1通
K-3-3・92-167 音信 　　　牛丸源左衛門 大正3 1通
K-3-3・92-168 音信 中村信夫宛 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-168 音信 　　　荒井卯一郎 大正4 1通
K-3-3・92-168 音信 　　　荒井卯一郎 大正12 1通
K-3-3・92-169 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-169 音信 　　　高田菊松 大正4 （1）通
K-3-3・92-169 音信 　　　田丸宇之吉 大正4 1通
K-3-3・92-170 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-170 音信 　　　三田光 大正5 1通
K-3-3・92-170 音信 　　　三田光 大正12 1通
K-3-3・92-170 音信 　　　三田光 大正13 1通
K-3-3・92-170 音信 　　　三田光 大正15 1通
K-3-3・92-171 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-171 音信 　　　富村ゆか 大正5 1通
K-3-3・92-171 音信 　　　野村錠 大正5 1通
K-3-3・92-171 音信 　　　永元金蔵 大正5 1通
K-3-3・92-172 音信 中村信夫宛（家財売立一件） 16（1）［2］通
K-3-3・92-172 音信 　　　布施恭亮 大正8 4通
K-3-3・92-172 音信 　　　布施恭亮 大正8 （1）通
K-3-3・92-172 音信 　　　荒木秋崖 大正8 2通
K-3-3・92-172 音信 　　　三浦堅隆 大正8 3通
K-3-3・92-172 音信       長谷川勇 大正8 2通
K-3-3・92-172 音信 　　　高田菊松 大正8 4通
K-3-3・92-172 音信 　　　長谷川 大正8 ［2］通
K-3-3・92-172 音信 　　高田菊松宛信夫稿 大正8 1通
K-3-3・92-173 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-173 音信 　　　田中豊作 大正9 1通
K-3-3・92-173 音信 　　　野中伴作 大正9 1通
K-3-3・92-173 音信 　　　今里遊玄（本願寺） 大正9 2通
K-3-3・92-174 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-174 音信 　　　岡田正三 大正10 1通
K-3-3・92-174 音信 　　　小西有英 大正10 1通
K-3-3・92-174 音信 　　　得能文 大正10 1通
K-3-3・92-174 音信 　　　布施又一郎他 大正10 1通
K-3-3・92-175 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-175 音信 　　　近藤不二三 大正11 1通
K-3-3・92-175 音信 　　　松浦羊言 大正11 1通
K-3-3・92-176 音信 中村信夫宛 4（6）通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田豊吉 大正12 （1）通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田豊吉 大正12 1通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田豊吉 大正14 （3）通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田豊吉 大正15 （2）通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田政子 大正12 1通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田政子 大正13 1通
K-3-3・92-176 音信 　　　菊田政子 昭和3 1通
K-3-3・92-177 音信 中村信夫宛 3（1）通
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K-3-3・92-177 音信 　　　飛騨銀行 大正12 1通
K-3-3・92-177 音信 　　　近藤笛堂 大正12 （1）通
K-3-3・92-177 音信 　　　小森春雄 大正12 1通
K-3-3・92-177 音信 　　　中田医院 大正12 1通
K-3-3・92-178 音信 中村信夫宛 3（2）通
K-3-3・92-178 音信 　　　大坪仁助 大正13 1通
K-3-3・92-178 音信 　　　大坪仁助 大正14 1通
K-3-3・92-178 音信 　　　大坪仁助 大正14 （1）通
K-3-3・92-178 音信 　　　大坪仁助 大正15 （1）通
K-3-3・92-178 音信 　　　大坪仁助 大正15 1通
K-3-3・92-179 音信 中村信夫宛 1（2）通
K-3-3・92-179 音信 　　　石工砂原泰一 大正14 （1）通
K-3-3・92-179 音信 　　　石工砂原泰一 昭和3 1通
K-3-3・92-179 音信 　　　石工砂原泰一 昭和3 （1）通
K-3-3・92-180 音信 中村信夫宛 （3）通
K-3-3・92-180 音信 　　　長谷川甚兵衛 大正14 （1）通
K-3-3・92-180 音信 　　　田中成厳 大正14 （1）通
K-3-3・92-180 音信 　　　丹後長二郎他 大正14 （1）通
K-3-3・92-181 音信 中村信夫宛 7（3）通
K-3-3・92-181 音信 　　　岩渕博 大正15 2通
K-3-3・92-181 音信 　　　岩渕博 大正15 （3）通
K-3-3・92-181 音信 　　　岩渕博 昭和2 1通
K-3-3・92-181 音信 　　　岩渕博 昭和3 4通
K-3-3・92-182 音信 中村信夫宛 14（6）通
K-3-3・92-182 音信 　　　戸谷恒喜 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　中舎専太郎 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　富山銀行高山支店 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　平野新六 大正15 2通
K-3-3・92-182 音信 　　　堤文七 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　小西正之 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　松之木惣左衛門他 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　常蓮寺 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　林芳郎 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　坂田末之助 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　加藤蘭亭 大正15 1通
K-3-3・92-182 音信 　　　野村桂三 大正15 2通
K-3-3・92-182 音信 　　　中村粂蔵 大正15 （1）通
K-3-3・92-182 音信 　　　田中喜兵衛 大正15 （1）通
K-3-3・92-182 音信 　　　幸田 大正15 （1）通
K-3-3・92-182 音信 　　　佐藤石蔵 大正15 （1）通
K-3-3・92-182 音信 　　　宮信用購買販売組合 大正15 （1）通
K-3-3・92-182 音信 　　　野村桂三 大正15 （1）通
K-3-3・92-183 音信 中村信夫宛 2（5）通
K-3-3・92-183 音信 　　　日枝神社社務所 昭和2 2通
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K-3-3・92-183 音信 　　　橋本久一 昭和2 （2）通
K-3-3・92-183 音信 　　　水口周平 昭和2 （1）通
K-3-3・92-183 音信 　　　岡本小太郎 昭和2 （1）通
K-3-3・92-183 音信 　　　橋本徳平 昭和2 （1）通
K-3-3・92-184 音信 中村信夫宛（選挙） 4（2）通
K-3-3・92-184 音信 　　　平井信次郎 昭和3 1通
K-3-3・92-184 音信 　　　佐々木文一 昭和3 1通
K-3-3・92-184 音信 　　　古屋慶隆 昭和3 1通
K-3-3・92-184 音信 　　　田中義一（牧野良三推薦） 昭和3 1通
K-3-3・92-184 音信 　　　小川久三他 昭和3 （1）通
K-3-3・92-184 音信 　　　ミノワ 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 中村信夫宛 2（15）通
K-3-3・92-185 音信 　　　本覚寺 昭和3 2通
K-3-3・92-185 音信 　　　藍水同声吟社 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　渕上苗吉 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　伊藤広七 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　神原萬?（寿楽寺住） 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　さえ 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　清水実 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　北村忠五郎 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　荒木栄之助 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　大村亮二郎 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　高原国吉 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　三田真佐子 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　阪本由之助 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　畠中五郎 昭和3 （1）通
K-3-3・92-185 音信 　　　武川三郎 昭和3 （2）通
K-3-3・92-186 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-186 音信 　　　国井清廉 1通
K-3-3・92-186 音信 　　信夫返事 1通
K-3-3・92-186 音信 　　　休兵衛 1通
K-3-3・92-186 音信 　　　熊崎安美 1通
K-3-3・92-186 音信 　　　熊崎喜三二 1通
K-3-3・92-186 音信 　　　熊崎長之助（朝宛） 1通
K-3-3・92-187 音信 中村信夫宛 1（4）通
K-3-3・92-187 音信 　　　松川国友 明治38 （1）通
K-3-3・92-187 音信 　　　松川国友 明治39 （3）通
K-3-3・92-187 音信 　　　松川鉄雄 明治40 1通
K-3-3・92-188 音信 池之端惣助宛 6（3）通
K-3-3・92-188 音信 　　　砂沢則親 明治38 5通
K-3-3・92-188 音信 　　　砂沢則親 明治38 （3）通
K-3-3・92-188 音信 　　　郡司亦三 明治38 1通
K-3-3・92-189 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-189 音信 　　　森田斐雄 明治39 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-189 音信 　　　大久保生 明治39 （1）通
K-3-3・92-190 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-190 音信 　　　清水市太郎 大正9 （1）通
K-3-3・92-190 音信 　　　清水市太郎 昭和3 1通
K-3-3・92-191 音信 中村信夫宛他 3（7）通
K-3-3・92-191 音信 　　　斯波有造 明治39 1通
K-3-3・92-191 音信 　　　斯波有造 明治39 （2）通
K-3-3・92-191 音信 　　　斯波有造 明治40 （5）通
K-3-3・92-191 音信 　　　斯波旅費領収書 明治39 1通
K-3-3・92-191 音信 　　駒田孫市宛（斯波有造） 明治39 1通
K-3-3・92-192 音信 中村信夫宛 3（6）通
K-3-3・92-192 音信 　　　野吹秀太郎 明治39 1通
K-3-3・92-192 音信 　　　野吹秀太郎 明治40 2通
K-3-3・92-192 音信 　　　野吹秀太郎 明治40 （6）通
K-3-3・92-193 音信 中村信夫宛 7（2）通
K-3-3・92-193 音信 　　　町長天木安之 明治39 4通
K-3-3・92-193 音信 　　　町長天木安之 明治40 1通
K-3-3・92-193 音信 　　　町長天木安之 明治40 （2）通
K-3-3・92-193 音信 　　　（足立市兵衛） 明治41 1通
K-3-3・92-193 音信 　　　（古川役場） 大正14 1通
K-3-3・92-194 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-194 音信 　　　大坪仁助 （明治39）
K-3-3・92-195 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-195 音信 　　　丹生川村役場（上堤栄造） 1通
K-3-3・92-195 音信 　　　荘川村役場 明治39 1通
K-3-3・92-195 音信 　　　朝日村役場 大正12 1通
K-3-3・92-196 音信 中村信夫宛 12通
K-3-3・92-196 音信 　　　阿曽布村役場 明治39 1通
K-3-3・92-196 音信 　　　阿曽布村役場 明治40 4通
K-3-3・92-196 音信 　　　阿曽布村役場 明治41 4通
K-3-3・92-196 音信 　　　川上忠右衛門 明治41 1通
K-3-3・92-196 音信 　　　古宿岩之助（役場内） 大正3 1通
K-3-3・92-196 音信 　　　阿曽布村役場 大正3 1通
K-3-3・92-197 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-197 音信 　　　松本善右衛門他 明治40 1通
K-3-3・92-197 音信 　　　松本善右衛門他 明治41 1通
K-3-3・92-198 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-198 音信 　　　船津町役場 明治41 1通
K-3-3・92-198 音信 　　　船津町役場 明治43 1通
K-3-3・92-199 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-199 音信 　　　尾家安之助（袖川村長） 明治41 1通
K-3-3・92-199 音信 　　　尾家安之助（袖川村長） 明治44 1通
K-3-3・92-199 音信 　　　尾家安之助（袖川村長） 大正6 1通
K-3-3・92-200 音信 中村信夫宛 2通
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K-3-3・92-200 音信 　　　杉原秀之助（上枝村下林区長） 明治41 1通
K-3-3・92-200 音信 　　　上枝村役場 明治44 1通
K-3-3・92-201 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-201 音信 　　　鈴木弥七郎（河合村） 明治42 1通
K-3-3・92-201 音信 　　　鈴木弥七郎（河合村） 明治44 4通
K-3-3・92-201 音信 　　　鈴木弥七郎（河合村） 大正1 1通
K-3-3・92-202 音信 中村信夫宛 3（2）通
K-3-3・92-202 音信 　　　山本直吉（坂上役場） 明治42 1通
K-3-3・92-202 音信 　　　山本直吉（坂上役場） 大正3 2通
K-3-3・92-202 音信 　　　山本直吉（坂上役場） 大正14 （1）通
K-3-3・92-202 音信 　　　山本直吉（坂上役場） 昭和3 （1）通
K-3-3・92-203 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-203 音信 　　　山下佐太郎（小鷹利役場） 明治45
K-3-3・92-204 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-204 音信 　　　高桑正茂（白川村村長） 明治45 1通
K-3-3・92-204 音信 　　　高桑正茂（白川村村長） 大正1 1通
K-3-3・92-205 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-205 音信 　　　松村豊次郎 明治45 1通
K-3-3・92-205 音信 　　　松村豊次郎 大正2 1通
K-3-3・92-205 音信 　　　松村豊次郎 大正3 3通
K-3-3・92-206 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-206 音信 　　　大戸肥太盛 明治45 1通
K-3-3・92-206 音信 　　　大戸肥太盛 大正12 1通
K-3-3・92-207 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-207 音信 　　　横山元親 大正5 1通
K-3-3・92-207 音信 　　　横山元親 大正6 2通
K-3-3・92-208 音信 中村信夫宛 5（1）通
K-3-3・92-208 音信 　　　尾崎咲良（久々野役場） 大正7 2通
K-3-3・92-208 音信 　　　尾崎咲良（久々野役場） 大正7 （1）通
K-3-3・92-208 音信 　　　尾崎咲良（久々野役場） 大正10 1通
K-3-3・92-208 音信 　　　尾崎咲良（久々野役場） 大正12 1通
K-3-3・92-208 音信 　　　尾崎咲良（久々野役場） 1通
K-3-3・92-209 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-209 音信 　　　前田豊吉 大正10 1通
K-3-3・92-209 音信 　　　大名田村役場 大正10 1通
K-3-3・92-210 音信 中村信夫宛 5（1）通
K-3-3・92-210 音信 　　　太田資時 明治40 1通
K-3-3・92-210 音信 　　　太田資時 大正1 2通
K-3-3・92-210 音信 　　　太田資時 大正1 （1）通
K-3-3・92-210 音信 　　　太田資時 大正3 2通
K-3-3・92-211 音信 中村信夫宛 12通
K-3-3・92-211 音信 　　　太田資時 大正4 11通
K-3-3・92-211 音信 　　太田宛中村草稿 大正4 1通
K-3-3・92-212 音信 中村信夫宛 10通
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K-3-3・92-212 音信 　　　太田資時 大正5 10通
K-3-3・92-213 音信 中村信夫宛 9（1）通
K-3-3・92-213 音信 　　　太田資時 大正5 9通
K-3-3・92-213 音信 　　　太田資時 大正5 （1）通
K-3-3・92-214 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-214 音信 　　　高木秀臣 大正6
K-3-3・92-215 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-215 音信 　　　太田資時事務所 大正7
K-3-3・92-216 音信 中村信夫宛 9通
K-3-3・92-216 音信 　　　太田資時事務所高木秀臣 大正8 8通
K-3-3・92-216 音信 　　中村草稿 1通
K-3-3・92-217 音信 中村信夫宛 6（2）通
K-3-3・92-217 音信 　　　太田資時事務所 大正9 3通
K-3-3・92-217 音信 　　　太田資時事務所 大正9 （1）通
K-3-3・92-217 音信 　　中村返書草稿 大正9 1通
K-3-3・92-217 音信 　　　太田資時事務所 1通
K-3-3・92-217 音信 　　　太田資時事務所 大正10 1通
K-3-3・92-217 音信 　　　（高木私信） 大正14 （1）通
K-3-3・92-218 音信 中村信夫宛 12（9）通
K-3-3・92-218 音信 　　　川上清 明治39 12通
K-3-3・92-218 音信 　　　川上清 明治39 （9）通
K-3-3・92-219 音信 中村信夫宛 11［6］通
K-3-3・92-219 音信 　　　川上清 明治39 11通
K-3-3・92-219 音信 　　　川上清 明治39 ［6］通
K-3-3・92-220 音信 中村信夫宛 16通
K-3-3・92-220 音信 　　　川上清 明治40
K-3-3・92-221 音信 中村信夫宛 15通
K-3-3・92-221 音信 　　　川上清 1通
K-3-3・92-221 音信 　　　川上清 明治41 2通
K-3-3・92-221 音信 　　　川上清 明治45 1通
K-3-3・92-221 音信 　　　川上清 大正2 1通
K-3-3・92-221 音信 　　　川上清 大正3 10通
K-3-3・92-222 音信 中村信夫宛 9通
K-3-3・92-222 音信 　　　川上清 大正4
K-3-3・92-223 音信 中村信夫宛 7［1］通
K-3-3・92-223 音信 　　　川上清 大正5 7通
K-3-3・92-223 音信 　　　川上清 大正5 ［1］通
K-3-3・92-224 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-224 音信 　　　川上清 大正5
K-3-3・92-225 音信 中村信夫宛 8［1］通
K-3-3・92-225 音信 　　　川上清 大正6 8通
K-3-3・92-225 音信 　　　川上清 大正6 ［1］通
K-3-3・92-226 音信 中村信夫宛 10［1］通
K-3-3・92-226 音信 　　　川上清 大正7 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-226 音信 　　　川上清 大正8 5通
K-3-3・92-226 音信 　　　川上清 ［1］通
K-3-3・92-226 音信 　　　川上清 3通
K-3-3・92-227 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-227 音信 　　　大宅勘一郎 明治40
K-3-3・92-228 音信 中村信夫宛 9通
K-3-3・92-228 音信 　　　池之端惣助 明治39 4通
K-3-3・92-228 音信 　　　池之端惣助 2通
K-3-3・92-228 音信 　　中村草稿 3通
K-3-3・92-229 音信 中村信夫宛他 10（8）通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 明治40 3通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 明治40 （4）通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助（岡田荘平宛） 明治40 （1）通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 明治41 2通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 明治41 （2）通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 明治42 （1）通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 大正1 1通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 大正2 2通
K-3-3・92-229 音信 　　　池之端惣助 1通
K-3-3・92-229 音信 　　　福田政夫・田中栄蔵宛契約証下書 1通
K-3-3・92-230 音信 中村信夫宛 4（3）通
K-3-3・92-230 音信 　　　池之端惣助 明治44 3通
K-3-3・92-230 音信 　　　池之端惣助 明治44 （3）通
K-3-3・92-230 音信 　　池之端惣助宛
K-3-3・92-230 音信 　　　中村草稿 1通
K-3-3・92-231 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-231 音信 　　　駒田孫市 明治39
K-3-3・92-232 音信 中村信夫宛 9通（2）［2］通
K-3-3・92-232 音信 　　　駒田孫市 明治39 8通
K-3-3・92-232 音信 　　　駒田孫市 明治39 （2）通
K-3-3・92-232 音信 　　　駒田孫市 明治39 ［2］通
K-3-3・92-232 音信 　　駒田宛中村草稿 1通
K-3-3・92-233 音信 中村信夫宛 11通
K-3-3・92-233 音信 　　　駒田孫市 明治40
K-3-3・92-234 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-234 音信 　　　駒田孫市 明治40
K-3-3・92-235 音信 中村信夫宛 11通
K-3-3・92-235 音信 　　　駒田孫市 明治41
K-3-3・92-236 音信 中村信夫宛 11通
K-3-3・92-236 音信 　　　駒田孫市 明治41
K-3-3・92-237 音信 中村信夫宛 8通
K-3-3・92-237 音信 　　　駒田孫市 明治42 7通
K-3-3・92-237 音信 　　　駒田孫市 明治43 1通
K-3-3・92-238 音信 中村信夫宛 10通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-238 音信 　　　岡田荘平 明治39 1通
K-3-3・92-238 音信 　　　岡田荘平 明治40 9通
K-3-3・92-239 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-239 音信 　　　岡田荘平 明治41 9通
K-3-3・92-239 音信 　　　岡田荘平 明治42 1通
K-3-3・92-240 音信 中村信夫宛 11通
K-3-3・92-240 音信 　　　岡田荘平 明治43 5通
K-3-3・92-240 音信 　　　岡田荘平 明治44 6通
K-3-3・92-241 音信 中村信夫宛 14通
K-3-3・92-241 音信 　　　岡田荘平 明治45 12通
K-3-3・92-241 音信 　　　岡田荘平 大正2 2通
K-3-3・92-242 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-242 音信 　　　岡田広吉 大正8
K-3-3・92-243 音信 中村信夫宛 9通
K-3-3・92-243 音信 　　　三川治助 大正2
K-3-3・92-244 音信 中村信夫宛 5（5）通
K-3-3・92-244 音信 　　　三川治助 大正3 5通
K-3-3・92-244 音信 　　　三川治助 大正3 （5）通
K-3-3・92-245 音信 中村信夫宛 11（1）通
K-3-3・92-245 音信 　　　三川治助 大正4 11通
K-3-3・92-245 音信 　　　三川治助 大正4 （1）通
K-3-3・92-246 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-246 音信 　　　三川治助 大正5
K-3-3・92-247 音信 中村信夫宛 5（1）通
K-3-3・92-247 音信 　　　三川治助 大正6 4通
K-3-3・92-247 音信 　　　三川治助 大正6 （1）通
K-3-3・92-247 音信 　　三川治助宛中村草稿 大正6 1通
K-3-3・92-248 音信 中村信夫宛 4（1）通
K-3-3・92-248 音信 　　　三川治助 大正７ 3通
K-3-3・92-248 音信 　　　三川治助 大正9 1通
K-3-3・92-248 音信 　　　三川治助 大正15 （1）通
K-3-3・92-249 音信 中村信夫宛 5通
K-3-3・92-249 音信 　　　上野清一郎 明治37 1通
K-3-3・92-249 音信 　　　上野清一郎 明治40 2通
K-3-3・92-249 音信 　　　上野清一郎 明治41 1通
K-3-3・92-249 音信 　　　上野清一郎 明治42 1通
K-3-3・92-250 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-250 音信 　　　中村丞蔵 明治39 1通
K-3-3・92-250 音信 　　　中村丞蔵 明治40 （1）通
K-3-3・92-251 音信 河野通成宛他 2通
K-3-3・92-251 音信 　　　玉園秋応 明治40 1通
K-3-3・92-251 音信 　　池之端惣助他宛
K-3-3・92-251 音信 　　　河野通成 明治40 1通
K-3-3・92-252 音信 中村信夫宛 10通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-252 音信 　　　南部助之丞 明治41 2通
K-3-3・92-252 音信 　　　南部助之丞 明治42 1通
K-3-3・92-252 音信 　　　南部助之丞 明治44 2通
K-3-3・92-252 音信 　　　南部助之丞 明治45 1通
K-3-3・92-252 音信 　　　南部助之丞 大正１ 1通
K-3-3・92-252 音信 　　　南部助之丞 大正2 3通
K-3-3・92-253 音信 中村信夫宛 9通
K-3-3・92-253 音信 　　　南部助之丞 大正5 1通
K-3-3・92-253 音信 　　　南部助之丞 大正6 1通
K-3-3・92-253 音信 　　　南部助之丞 大正9 3通
K-3-3・92-253 音信 　　　南部助之丞 大正10 4通
K-3-3・92-254 音信 中村信夫宛 14通
K-3-3・92-254 音信 　　　南部助之丞（内朝子宛1通） 大正11
K-3-3・92-255 音信 中村信夫宛 7通
K-3-3・92-255 音信 　　　南部助之丞（内朝子宛1通） 大正13
K-3-3・92-256 音信 中村信夫宛他 21（4）通
K-3-3・92-256 音信 　　　南部助之丞 大正14 10通
K-3-3・92-256 音信 　　　南部助之丞 大正14 （4）通
K-3-3・92-256 音信 　　　南部助之丞 大正15 4通
K-3-3・92-256 音信 　　　南部助之丞 昭和2 1通
K-3-3・92-256 音信 　　　南部助之丞 昭和3 2通
K-3-3・92-256 音信 　　　南部助之丞 1通
K-3-3・92-256 音信 　　南部太郎宛（助之丞） 大正12 1通
K-3-3・92-256 音信 　　南部はつより朝子宛 大正12、15 2通
K-3-3・92-257 音信 中村信夫宛 6（1）通
K-3-3・92-257 音信 　　　南部太郎 大正12 1通
K-3-3・92-257 音信 　　　南部太郎 大正14 1通
K-3-3・92-257 音信 　　　南部太郎 大正15 2通
K-3-3・92-257 音信 　　　南部太郎 大正15 （1）通
K-3-3・92-257 音信 　　　南部太郎 昭和3 2通
K-3-3・92-258 音信 中村信夫宛他 12通
K-3-3・92-258 音信 　　　牛丸延太郎 明治41 1通
K-3-3・92-258 音信 　　　牛丸延太郎 明治43 2通
K-3-3・92-258 音信 　　　牛丸延太郎 大正2 1通
K-3-3・92-258 音信 　　　牛丸延太郎 大正3 7通
K-3-3・92-258 音信 　　南部助之丞宛
K-3-3・92-258 音信 　　　高山長幸 明治42 1通
K-3-3・92-259 音信 中村信夫宛 10（1）通
K-3-3・92-259 音信 　　　牛丸延太郎 大正4 2通
K-3-3・92-259 音信 　　　牛丸延太郎 大正6 4通
K-3-3・92-259 音信 　　牛丸宛中村返書 大正6 1通
K-3-3・92-259 音信 　　　太田資時事務所 大正6 （1）通
K-3-3・92-259 音信 　　　太田資時事務所 大正9 1通
K-3-3・92-259 音信 　　　太田資時事務所 大正10 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-260 音信 中村信夫宛 9（2）通
K-3-3・92-260 音信 　　　福田政吉 明治41 9通
K-3-3・92-260 音信 　　　福田政吉 明治41 （2）通
K-3-3・92-261 音信 中村信夫宛 5（1）通
K-3-3・92-261 音信 　　　福田政吉 明治42 1通
K-3-3・92-261 音信 　　　福田政吉 明治44 1通
K-3-3・92-261 音信 　　　福田政吉 大正2 1通
K-3-3・92-261 音信 　　　福田政吉 大正3 1通
K-3-3・92-261 音信 　　　福田政吉 大正9 1通
K-3-3・92-261 音信 　　　福田政吉 昭和2 （1）通
K-3-3・92-262 音信 中村信夫宛 （4）通
K-3-3・92-262 音信 　　　佐伯鶴三郎 明治41 （4）通
K-3-3・92-263 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-263 音信 　　　山田伊之助 明治43 4通
K-3-3・92-263 音信 　　　山田伊之助 明治44 2通
K-3-3・92-264 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-264 音信 　　　高井兼之助 明治43 1通
K-3-3・92-264 音信 　　　高井庄太郎 明治44 1通
K-3-3・92-265 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-265 音信 　　　荒川真澄 明治45 1通
K-3-3・92-265 音信 　　　松島草太郎 明治45 1通
K-3-3・92-265 音信 　　　山形文助 明治45 1通
K-3-3・92-266 音信 中村信夫宛 1（6）通
K-3-3・92-266 音信 　　　若山作右衛門 明治45 （1）通
K-3-3・92-266 音信 　　　若山作右衛門 大正2 1通
K-3-3・92-266 音信 　　　若山作右衛門 大正3 （1）通
K-3-3・92-266 音信 　　　若山作右衛門 大正6 （3）通
K-3-3・92-266 音信 　　　若山作右衛門 大正7 （1）通
K-3-3・92-267 音信 中村信夫宛 9［1］通
K-3-3・92-267 音信 　　　平野増吉 大正１ 2通
K-3-3・92-267 音信 　　　飛騨振興組合 大正8 1通
K-3-3・92-267 音信 　　　平野増吉 大正9 3通
K-3-3・92-267 音信 　　　飛州木材株式会社 大正9 2通
K-3-3・92-267 音信 　　　飛州木材株式会社 大正9 ［1］通
K-3-3・92-267 音信 　　　川瀬栄太郎 大正9 1通
K-3-3・92-268 音信 中村信夫宛 13通
K-3-3・92-268 音信 　　　平野増吉 大正10 8通
K-3-3・92-268 音信 　　　飛州木材 大正10 3通
K-3-3・92-268 音信 　　　広瀬政安 大正10 1通
K-3-3・92-268 音信 　　　山田麟介 大正10 1通
K-3-3・92-269 音信 中村信夫宛 12通
K-3-3・92-269 音信 　　　平野増吉 大正10 9通
K-3-3・92-269 音信 　　　飛州木材 大正10 2通
K-3-3・92-269 音信 　　　長谷川糾七 大正10 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-270 音信 中村信夫宛 10（3）通
K-3-3・92-270 音信 　　　飛州木材 大正11 2通
K-3-3・92-270 音信 　　　平野増吉 大正11 2通
K-3-3・92-270 音信 　　　田原則久 大正11 1通
K-3-3・92-270 音信 　　　重原正重 大正11 1通
K-3-3・92-270 音信 　　　田原則久 大正13 1通
K-3-3・92-270 音信 　　　小原謙三 大正14 1通
K-3-3・92-270 音信 　　　飛州木材（内中村朝宛1通） 大正14 2通
K-3-3・92-270 音信 　　　田原則久 大正14 （1）通
K-3-3・92-270 音信 　　　社長小野義一（内朝宛1通） 大正14 （2）通
K-3-3・92-271 音信 中村信夫宛 9（13）通
K-3-3・92-271 音信 　　　飛州木材 大正15 3通
K-3-3・92-271 音信 　　　田原則久 大正15 1通
K-3-3・92-271 音信 　　　田原則久 昭和3 1通
K-3-3・92-271 音信 　　　吉木邦平 昭和3 3通
K-3-3・92-271 音信 　　　広瀬政安 昭和3 1通

K-3-3・92-271 音信
　　　飛州木材（内中村朝宛4、
　　　　　　　　飛州木材高山支店宛1）

昭和3 （13）通

K-3-3・92-272 音信 中村信夫宛 14通
K-3-3・92-272 音信 　　　　飛州木材荘川支店　山下筆次郎 大正2 7通
K-3-3・92-272 音信 　　　　飛州木材荘川支店　山下筆次郎 大正3 5通
K-3-3・92-272 音信 　　　　飛州木材荘川支店　山下筆次郎 大正4 1通
K-3-3・92-272 音信 　　　　飛州木材荘川支店　山下筆次郎 1通
K-3-3・92-273 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-273 音信 　　　綿貫栄 大正3 1通
K-3-3・92-273 音信 　　　綿貫栄 大正7 1通
K-3-3・92-273 音信 　　　綿貫栄 大正10 1通
K-3-3・92-274 音信 中村信夫宛 6通
K-3-3・92-274 音信 　　　野村安太郎（飛越木材） 大正4 1通
K-3-3・92-274 音信 　　　野村安太郎（飛越木材） 大正5 1通
K-3-3・92-274 音信 　　　野村安太郎（飛越木材） 大正6 4通
K-3-3・92-275 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-275 音信 　　　福田正義 大正5 1通
K-3-3・92-275 音信 　　　福田正義 大正10 1通

K-3-3・92-276 音信
中村信夫宛（荘川尾神郷からす谷国有林内尾神鉱山用
材払下の件）

10（3）［3］通

K-3-3・92-276 音信 　　　秋山修 大正5 6通
K-3-3・92-276 音信 　　　秋山修 大正5 （1）通
K-3-3・92-276 音信 　　　山下真弘 大正5 2通
K-3-3・92-276 音信 　　　若山作右衛門 大正5 1通
K-3-3・92-276 音信 　　　太田資時 大正5 1通
K-3-3・92-276 音信 　　　太田資時 大正6 （1）通
K-3-3・92-276 音信 　　　森田貞輔 大正5 （1）通
K-3-3・92-276 音信 　　　森田貞輔 大正5 ［1］通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-276 音信 　　中村頼信紙 大正5 ［1］通
K-3-3・92-276 音信 　　中村頼信紙 大正6 ［1］通
K-3-3・92-277 音信 中村信夫宛 7（1）通
K-3-3・92-277 音信 　　　山下真弘 大正5 7通
K-3-3・92-277 音信 　　　山下真弘 大正5 （1）通
K-3-3・92-278 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-278 音信 　　　県庁高橋与三郎 大正5
K-3-3・92-279 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-279 音信 　　　沢田穂束 大正9 2通
K-3-3・92-279 音信 　　　片岡辰次郎 大正13 1通
K-3-3・92-280 音信 中村信夫宛 2（3）通
K-3-3・92-280 音信 　　　友田芳太郎 大正9 1通
K-3-3・92-280 音信 　　　友田芳太郎 大正14 （1）通
K-3-3・92-280 音信 　　　友田芳太郎 大正15 1通
K-3-3・92-280 音信 　　　友田芳太郎 大正15 （2）通
K-3-3・92-281 音信 中村信夫宛（株売買） 1（14）通
K-3-3・92-281 音信 　　　徳田商会（内中村朝宛2通） 大正15 （4）通
K-3-3・92-281 音信 　　　徳田商会（内朝宛1通） 昭和3 （2）通
K-3-3・92-281 音信 　　　松田楠之助 大正15 （1）通
K-3-3・92-281 音信 　　　松田楠之助（内朝宛1通） 昭和2 （2）通
K-3-3・92-281 音信 　　　山田穣 昭和2 （2）通
K-3-3・92-281 音信 　　　山田穣（内朝宛1通） 昭和3 （3）通
K-3-3・92-281 音信 　　　山田穣 昭和3 1通
K-3-3・92-282 音信 中村信夫宛 3（1）通
K-3-3・92-282 音信 　　　仁科保夫 大正15 1通
K-3-3・92-282 音信 　　　仁科寿子 大正15 1通
K-3-3・92-282 音信 　　　仁科寿子 大正15 （1）通
K-3-3・92-282 音信 　　　仁科寿子 昭和3 1通
K-3-3・92-283 音信 中村信夫宛 2（2）通
K-3-3・92-283 音信 　　　山田麟介 昭和3 1通
K-3-3・92-283 音信 　　　山田秀三 昭和3 （2）通
K-3-3・92-283 音信 　　　山田秀三 昭和3 1通
K-3-3・92-284 音信 中村信夫宛 8通
K-3-3・92-284 音信 　　　高崎正風 明治25-27
K-3-3・92-285 音信 中村信夫宛 （2）通
K-3-3・92-285 音信 　　　富田豊彦 明治25 （1）通
K-3-3・92-285 音信 　　　富田豊彦 昭和3 （1）通
K-3-3・92-286 音信 中村信夫宛 2（1）通
K-3-3・92-286 音信 　　　川上哲太郎 明治31 1通
K-3-3・92-286 音信 　　　川上哲太郎 昭和3 1通
K-3-3・92-286 音信 　　　川上哲太郎 昭和3 （1）通
K-3-3・92-287 音信 中村信夫宛 6（1）通
K-3-3・92-287 音信 　　　柴田袖水 明治39 1通
K-3-3・92-287 音信 　　　柴田袖水 大正15 5通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-287 音信 　　　柴田袖水 大正15 （1）通
K-3-3・92-288 音信 中村信夫宛 6（1）通
K-3-3・92-288 音信 　　　杉下顕 明治41 1通
K-3-3・92-288 音信 　　　杉下顕 大正13 1通
K-3-3・92-288 音信 　　　杉下顕 大正14 1通
K-3-3・92-288 音信 　　　杉下顕 大正15 2通
K-3-3・92-288 音信 　　　杉下顕 昭和2 1通
K-3-3・92-288 音信 　　　杉下顕 昭和2 （1）通
K-3-3・92-289 音信 中村信夫宛 3（1）通
K-3-3・92-289 音信 　　　杉下たか子 昭和3 2通
K-3-3・92-289 音信 　　　杉下たか子 昭和3 （1）通
K-3-3・92-289 音信 　　　杉下八重子 昭和3 1通
K-3-3・92-290 音信 中村信夫宛 5（5）通
K-3-3・92-290 音信 　　　四谷寅次郎 大正6 2通
K-3-3・92-290 音信 　　　四谷寅次郎 大正15 1通
K-3-3・92-290 音信 　　　四谷寅次郎 昭和3 （5）通
K-3-3・92-290 音信 　　　四谷寅次郎 昭和3 2通
K-3-3・92-291 音信 中村信夫宛 2通
K-3-3・92-291 音信 　　　大日本歌道奨励会 大正7
K-3-3・92-292 音信 中村信夫宛 1（1）通
K-3-3・92-292 音信 　　　坂東吟社 大正10 1通
K-3-3・92-292 音信 　　　坂東吟社 大正10 （1）通
K-3-3・92-293 音信 中村信夫宛 3通
K-3-3・92-293 音信 　　　大矢要蔵 大正10 1通
K-3-3・92-293 音信 　　　大矢要蔵 大正11 2通
K-3-3・92-294 音信 中村信夫宛 5（1）通
K-3-3・92-294 音信 　　　杉浦重剛 明治33 1通
K-3-3・92-294 音信 　　　杉浦重剛 大正10 2通
K-3-3・92-294 音信 　　　杉浦重剛 大正12 2通
K-3-3・92-294 音信 　　　祝賀記念絵葉書 大正10 （1）通
K-3-3・92-295 音信 中村信夫宛 9（3）通
K-3-3・92-295 音信 　　　松村芳太郎 大正10 9通
K-3-3・92-295 音信 　　　松村芳太郎 大正10 （3）通
K-3-3・92-296 音信 中村信夫宛 10通
K-3-3・92-296 音信 　　　松村芳太郎 大正11 10通
K-3-3・92-297 音信 中村信夫宛 3（2）通
K-3-3・92-297 音信 　　　津田千里 大正12 1通
K-3-3・92-297 音信 　　　津田千里 大正13 1通
K-3-3・92-297 音信 　　　津田千里 大正14 （1）通
K-3-3・92-297 音信 　　　津田千里 大正15 （1）通
K-3-3・92-297 音信 　　　津田千里 大正15 1通
K-3-3・92-298 音信 中村信夫宛 4（1）通
K-3-3・92-298 音信 　　　渡辺一郎 大正12 1通
K-3-3・92-298 音信 　　　渡辺一郎 大正14 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-298 音信 　　　渡辺一郎 大正15 （1）通
K-3-3・92-298 音信 　　　渡辺一郎 大正15 1通
K-3-3・92-299 音信 中村信夫宛他 6（10）通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 大正12 2通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 大正14 （1）通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 大正15 1通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 大正15 （2）通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 大正15？ 1通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 昭和2 （1）通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 昭和3？ 1通
K-3-3・92-299 音信 　　　大野赴夫 昭和3 （6）通
K-3-3・92-299 音信 　　大野赴夫宛
K-3-3・92-299 音信 　　　江木衷 大正11 1通
K-3-3・92-300 音信 中村信夫宛 2（13）通
K-3-3・92-300 音信 　　　福田吉郎兵衛 大正13 （1）通
K-3-3・92-300 音信 　　　福田吉郎兵衛 大正15 1通
K-3-3・92-300 音信 　　　福田吉郎兵衛 大正15 （1）通
K-3-3・92-300 音信 　　　福田吉郎兵衛 昭和2 （1）通
K-3-3・92-300 音信 　　　福田吉郎兵衛 昭和3 1通
K-3-3・92-300 音信 　　　福田吉郎兵衛 昭和3 （10）通
K-3-3・92-301 音信 中村信夫宛 4（6）通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 大正14 （1）通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 大正15 2通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 大正15 （2）通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 昭和2 1通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 昭和2 （1）通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 昭和3 1通
K-3-3・92-301 音信 　　　瀬木昱太郎 昭和3 （2）通
K-3-3・92-302 音信 中村信夫宛 3（1）通
K-3-3・92-302 音信 　　　雅声社 大正15 3通
K-3-3・92-302 音信 　　　雅声社 大正15 （1）通
K-3-3・92-303 音信 中村信夫宛 3（5）通
K-3-3・92-303 音信 　　　押上森蔵 大正15 1通
K-3-3・92-303 音信 　　　押上森蔵 大正15 （4）通
K-3-3・92-303 音信 　　　押上森蔵 昭和2 1通
K-3-3・92-303 音信 　　　赤田氏修墓発起者 大正15 1通
K-3-3・92-303 音信 　　　赤田氏修墓寄付受領証 大正15 （1）通
K-3-3・92-304 音信 中村信夫宛 4通
K-3-3・92-304 音信 　　　杉下守中 昭和3 2通
K-3-3・92-304 音信 　　　柿下清六 2通
K-3-3・92-305 音信 中村信夫書状案 15通
K-3-3・92-305 音信 　　　古荘嘉門宛 明治30 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　駒田他宛 明治39 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　筑紫正太郎宛（木柄契約） 明治39 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-305 音信 　　　飯山保敬宛 明治39 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　長谷川勇宛 明治44 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　内田仲子宛 大正4 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　木村猛夫宛 大正4 3通
K-3-3・92-305 音信 　　　野村安太郎宛 （大正5？） 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　永元宛 （大正5？） 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　高木秀臣宛 （大正5？） 2通
K-3-3・92-305 音信 　　　活仏宛 （大正5？） 1通
K-3-3・92-305 音信 　　　譲宛 1通
K-3-3・92-306 音信 中村信夫書状案 18通
K-3-3・92-306 音信 　　　荒井聖昇宛 大正7 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　清水市太郎宛 大正9 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　綿貫栄宛（清算勘定書付） 大正11 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　飛州木材株式会社宛 大正12 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　沢田穂束宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　野吹秀太郎宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　上宝村長小池松太郎他宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　高井宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　佐藤捨蔵宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　田中宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　井東師宛 1通
K-3-3・92-306 音信 　　　米田清左衛門宛 1通

K-3-3・92-306 音信
　　　他（高岡勘定、父病気ノ安危、
          地所建物売渡清算書等）

6通

K-3-3・92-307 音信 中村信夫書簡稿 大正10 横1冊
K-3-3・92-307 音信 　　　平野専務宛
K-3-3・92-307 音信 　　　沢田穂束宛
K-3-3・92-307 音信 　　　福田正義宛
K-3-3・92-308 音信 狂句関係他 8通
K-3-3・92-308 音信 　　　美都良宛ごまめ 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　同人宛永楽 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　同人宛桃里 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　翁斎宛松の葉 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　半酔宛隆五 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　温軒宛十水 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　王山宛のぶよし 1通
K-3-3・92-308 音信 　　　未詳 1通
K-3-3・92-309 音信 中村屋通平宛他 6通
K-3-3・92-309 音信 　　　?芻達雄誓紙 文政1 1通
K-3-3・92-309 音信 　　中村屋善右衛門宛
K-3-3・92-309 音信 　　　願教寺 1通
K-3-3・92-309 音信 　　中村屋宜文（善兵衛）宛
K-3-3・92-309 音信 　　　後藤重郷 1通
K-3-3・92-309 音信 　　　太江屋卯兵衛 寅（天保1？） 2通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-309 音信 　　　坂井屋茂助 寅（天保1？） 1通
K-3-3・92-310 音信 中村屋善兵衛宛 9通
K-3-3・92-310 音信 　　　了心寺 天保9 6通
K-3-3・92-310 音信 　　了心寺宛 天保9 1通
K-3-3・92-310 音信 　　　中村屋善兵衛
K-3-3・92-310 音信 　　　真宗寺 天保9 1通
K-3-3・92-310 音信 　　　和田屋忠右衛門 天保9 1通
K-3-3・92-311 音信 中村屋善兵衛宛 17通
K-3-3・92-311 音信 　　　和田屋隠居（通平宛1通） 天保10 6通
K-3-3・92-311 音信 　　　和田屋忠右衛門 天保10 11通
K-3-3・92-312 音信 中村屋善兵衛宛他 20通
K-3-3・92-312 音信 　　　後藤要次郎 天保11-12 5通
K-3-3・92-312 音信 　　　後藤与三郎 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　杉崎屋彦右衛門 天保11-12 2通
K-3-3・92-312 音信 　　　杉崎屋彦三郎 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　加与 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　加賀屋源七郎 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　利兵衛 天保10 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　長谷川伊兵衛 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　円山東巒他（善右衛門宛） 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　小与 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　溝六兵衛 天保11-12 2通
K-3-3・92-312 音信 　　　岩下屋宇兵衛 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　　庵屋七兵衛 天保11-12 1通
K-3-3・92-312 音信 　　源兵衛他宛
K-3-3・92-312 音信 　　　酒屋年番 天保11-12 1通
K-3-3・92-313 音信 中村屋善右衛門宛 5通
K-3-3・92-313 音信 　　　赤田臥牛
K-3-3・92-314 音信 中村屋善右衛門宛 13通
K-3-3・92-314 音信 　　　和田隠居 天保11 3通
K-3-3・92-314 音信 　　　和田屋忠右衛門 天保11 9通
K-3-3・92-314 音信 　　　和田橘南 天保11 1通
K-3-3・92-315 音信 中村屋善右衛門宛 30通
K-3-3・92-315 音信 　　　和田屋隠居 天保11-15 7通
K-3-3・92-315 音信 　　　和田屋忠右衛門 天保11-15 23通
K-3-3・92-316 音信 中村屋善右衛門、善兵衛宛他 14通
K-3-3・92-316 音信 　　　庄村翁助 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　　円山東逸 天保11-15 2通
K-3-3・92-316 音信 　　　善六 天保11-15 2通
K-3-3・92-316 音信 　　　蒲清海 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　　後藤基弘 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　　川上吉五郎 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　　中野三郎 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　　弄化 天保11-15 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-316 音信 　　　下北名主他 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　　横田海直 天保11-15 1通
K-3-3・92-316 音信 　　和歌草稿（通平文化12、宜文弘化1） 天保11-15 2紙
K-3-3・92-317 音信 中村屋善右衛門、善兵衛宛 25通
K-3-3・92-317 音信 　　　庄村翁助 天保12-15 4通（折1）
K-3-3・92-317 音信 　　　名主加藤 天保12-15 1通
K-3-3・92-317 音信 　　　下北村 天保12-15 3通
K-3-3・92-317 音信 　　　加源 天保12-15 1通
K-3-3・92-317 音信 　　　後藤彦二郎 天保12-15 4通
K-3-3・92-317 音信 　　　後藤 天保12-15 1通
K-3-3・92-317 音信 　　　加彦三郎 天保12-15 1通
K-3-3・92-317 音信 　　　加賀屋与三郎 天保12-15 4通
K-3-3・92-317 音信 　　　加賀屋要次郎 天保12-15 6通
K-3-3・92-318 音信 中村屋善右衛門、善兵衛宛 23通
K-3-3・92-318 音信 　　　加賀屋要次郎 天保12-15 6通
K-3-3・92-318 音信 　　　蒲八十村 天保12-15 2通
K-3-3・92-318 音信 　　　玉屋伊兵衛 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　円山東逸 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　竹善 天保12-15 3通
K-3-3・92-318 音信 　　　河合清音 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　栃尾屋忠次郎 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　高治 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　平松屋長兵衛 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　ぬし源 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　大坪与七郎 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　棠棣 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　久保倉 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　覚誠 天保12-15 1通
K-3-3・92-318 音信 　　　本光寺 天保12-15 1通
K-3-3・92-319 音信 三後藤宛他 4通
K-3-3・92-319 音信 　　三後藤宛
K-3-3・92-319 音信 　　　中村屋善右衛門 天保12-15 1通
K-3-3・92-319 音信 　　中村宅宛
K-3-3・92-319 音信 　　　中村屋善右衛門 天保12-15 1通
K-3-3・92-319 音信 　　中村父宛
K-3-3・92-319 音信 　　　中村屋善吉郎 天保12-15 1通
K-3-3・92-319 音信 　　和忠宛
K-3-3・92-319 音信 　　　杉彦 天保12-15 1通
K-3-3・92-320 音信 中村屋善右衛門宛他 16通
K-3-3・92-320 音信 　　　和田屋忠右衛門 弘化4 15通
K-3-3・92-320 音信 　　中村屋善吉郎宛
K-3-3・92-320 音信 　　　和田隠居 弘化4 1通
K-3-3・92-321 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛 20通
K-3-3・92-321 音信 　　　後藤要次郎 弘化4 6通
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K-3-3・92-321 音信 　　　加源 弘化4 4通
K-3-3・92-321 音信 　　　南かがや 弘化4 1通
K-3-3・92-321 音信 　　　加与 弘化4 3通
K-3-3・92-321 音信 　　　杉彦（下向宛1） 弘化4 3通
K-3-3・92-321 音信 　　　杉崎屋甚三郎 弘化4 1通
K-3-3・92-321 音信 　　　加賀屋十兵衛 弘化4 1通
K-3-3・92-321 音信 　　　鈴木正庵 弘化4 1通
K-3-3・92-322 音信 中村屋善右衛門宛 17通
K-3-3・92-322 音信 　　　庄村翁助 弘化4 4通
K-3-3・92-322 音信 　　　花伝 弘化4 1通
K-3-3・92-322 音信 　　　竹善 弘化4 6通
K-3-3・92-322 音信 　　　広善 弘化4 1通
K-3-3・92-322 音信 　　　善六 弘化4 2通
K-3-3・92-322 音信 　　　角竹屋庄兵衛 弘化4 2通
K-3-3・92-322 音信 　　　下北六兵衛 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛他 20通
K-3-3・92-323 音信 　　　泉園清音 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　棠棣園 弘化4 3通
K-3-3・92-323 音信 　　　錦園 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　大坪与七郎 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　岩下屋卯兵衛 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　垣東 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　正坂 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　彦六 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　越中猶?母 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　今谷屋弥蔵 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　稲葉屋金六 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　善壱郎 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　茂右衛門 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　助次郎 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　中北村組頭 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　中村屋善吉郎宛
K-3-3・92-323 音信 　　　蒲与三兵衛他 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　　田文 弘化4 1通
K-3-3・92-323 音信 　　中村内方宛
K-3-3・92-323 音信 　　　山口寺政野 弘化4 1通
K-3-3・92-324 音信 中村屋善右衛門差出他 5通
K-3-3・92-324 音信 　　白川森茂村宛
K-3-3・92-324 音信 　　　中村屋善右衛門 弘化4 1通
K-3-3・92-324 音信 　　上而後藤宛
K-3-3・92-324 音信 　　　中村屋善右衛門 弘化4 1通
K-3-3・92-324 音信 　　久右衛門他宛
K-3-3・92-324 音信 　　　中村屋善右衛門他 弘化4 1通
K-3-3・92-324 音信 　　講中宛
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K-3-3・92-324 音信 　　　円光坊 弘化4 1通
K-3-3・92-324 音信 　　三ノ平兵衛宛
K-3-3・92-324 音信 　　　長兵衛 弘化4 1通
K-3-3・92-325 音信 中村屋善右衛門宛 24通
K-3-3・92-325 音信 　　　和田屋忠右衛門 嘉永2 16通
K-3-3・92-325 音信 　　　庄村翁助 嘉永2 4通
K-3-3・92-325 音信 　　　後藤基弘 嘉永2 4通
K-3-3・92-326 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛他 10通
K-3-3・92-326 音信 　　　庄村翁助 嘉永2 4通
K-3-3・92-326 音信 　　　後藤基弘（善吉郎連名2通） 嘉永2 4通
K-3-3・92-326 音信 　　東後藤他宛
K-3-3・92-326 音信 　　　中村屋善右衛門 嘉永2 1通
K-3-3・92-326 音信 　　清九郎宛
K-3-3・92-326 音信 　　　東雲屋七三郎 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛 23通
K-3-3・92-327 音信 　　　加与 嘉永2 2通
K-3-3・92-327 音信 　　　杉彦 嘉永2 5通
K-3-3・92-327 音信 　　　後藤彦二郎 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　彦一郎 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　杉利 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　加源 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　かゞや十兵衛 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　南かゞや 嘉永2 2通
K-3-3・92-327 音信 　　　善吉郎 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　広善 嘉永2 4通
K-3-3・92-327 音信 　　　忍喜右衛門 嘉永2 1通
K-3-3・92-327 音信 　　　泉園 嘉永2 3通
K-3-3・92-328 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛 14通
K-3-3・92-328 音信 　　　打保屋平右衛門 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　福田屋吉蔵 嘉永2 2通
K-3-3・92-328 音信 　　　杉下太郎右衛門 嘉永2 2通
K-3-3・92-328 音信 　　　大壺与七郎 嘉永2 2通
K-3-3・92-328 音信 　　　高野村源七 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　野村屋庄助 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　飾屋吉兵衛 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　多郎作 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　三弥 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　中北村 嘉永2 1通
K-3-3・92-328 音信 　　　越中猶? 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛他 23通
K-3-3・92-329 音信 　　　池坊流義社中 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　池坊会元中 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　越中森田幸作（入歯等外科引札） 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　鈴木正庵 嘉永2 2通
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K-3-3・92-329 音信 　　　畦畑屋伊兵衛 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　今谷屋藤七 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　吉島屋休兵衛 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　追分宇右衛門 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　太も 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　連中 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　棠棣園 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　加重屋代 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　25ヶ村新籾納 嘉永2 1通
K-3-3・92-329 音信 　　　領収書等 嘉永1-2 6通
K-3-3・92-329 音信 　　　　上野村方宛（1通は善兵衛宛）
K-3-3・92-329 音信 　　　荻町屋伝兵衛 嘉永2 2通
K-3-3・92-329 音信 　　弥兵衛宛
K-3-3・92-329 音信 　　　上町武八 嘉永2 1通
K-3-3・92-330 音信 中村屋善右衛門、善吉郎宛 26通
K-3-3・92-330 音信 　　　和田屋忠右衛門 嘉永4 21通
K-3-3・92-330 音信 　　中村屋善吉郎宛
K-3-3・92-330 音信 　　　和田屋忠右衛門 嘉永4 5通
K-3-3・92-331 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛 20通
K-3-3・92-331 音信 　　　庄村翁助 嘉永4 5通
K-3-3・92-331 音信 　　　後藤基広 嘉永4 3通
K-3-3・92-331 音信 　　　加源 嘉永4 2通
K-3-3・92-331 音信 　　　南かがや 嘉永4 1通
K-3-3・92-331 音信 　　　同苗善吉郎 嘉永4 1通
K-3-3・92-331 音信 　　　杉彦 嘉永4 4通
K-3-3・92-331 音信 　　　杉利兵衛 嘉永4 1通
K-3-3・92-331 音信 　　　杉又右衛門 嘉永4 1通
K-3-3・92-331 音信 　　　杉八 嘉永4 1通
K-3-3・92-331 音信 　　　かゞや十兵衛 1通
K-3-3・92-332 音信 中村屋善右衛門宛他 11通
K-3-3・92-332 音信 　　　了心寺 嘉永4 6通
K-3-3・92-332 音信 　　　円光寺 嘉永4 1通
K-3-3・92-332 音信 　　　真宗寺 嘉永4 1通
K-3-3・92-332 音信 　　　信行寺 嘉永4 1通
K-3-3・92-332 音信 　　政野宛
K-3-3・92-332 音信 　　　了心寺 嘉永4 1通
K-3-3・92-332 音信 　　　彦八 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛他 13通
K-3-3・92-333 音信 　　　田中屋弥兵衛 嘉永4 2通
K-3-3・92-333 音信 　　　大与 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　　今谷屋藤七 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　　多郎作（内方宛1通） 嘉永4 2通
K-3-3・92-333 音信 　　　善吉郎 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　　三弥 嘉永4 1通



資料番号 箱番号 参考大項目 資料名 資料年代 著者・作者 発行者 数量 大きさ
K-3-3・92-333 音信 　　　越藤 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　　棠棣園 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　中村屋善吉郎宛
K-3-3・92-333 音信 　　　加藤 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　　玉腰喜重郎 嘉永4 1通
K-3-3・92-333 音信 　　　ひだやいと 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 中村屋善兵衛、善右衛門宛他 18通
K-3-3・92-334 音信 　　　武内善六 嘉永4 5通
K-3-3・92-334 音信 　　　田近屋徳右衛門 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　小与 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　杉本神役人 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　坂井屋茂十郎 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　細江屋権次郎 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　萩垣内（稲園宛） 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　はちやりゑ 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　扇本屋勘兵衛 嘉永4 2通
K-3-3・92-334 音信 　　　中北村 嘉永4 2通
K-3-3・92-334 音信 　　　大村与頭（上野名主宛） 嘉永4 1通
K-3-3・92-334 音信 　　　松山屋 嘉永4 1通
K-3-3・92-335 音信 中村三喜蔵他宛 1通
K-3-3・92-335 音信 　　　吉住頼武 明治4
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