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庫目録」掲載頁

K-2-1-1 領主 飛騨に於ける異民族系統の国司〈角竹写〉（百済氏・秦氏について） 上巻-P9
K-2-1-2 領主 大野郡史　戦史索引〈角竹写〉 上巻-P9
K-2-1-3 領主 応永18年の役（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P9
K-2-1-4 領主 飛騨の戦史角竹喜登 上巻-P9
K-2-1-5 領主 天正保木脇地震（天正年中11月白川大地震、内ケ嶋氏理家臣名他） 上巻-P9
K-2-1-6 領主 細江家秘蔵三木自綱感状写 上巻-P9
K-2-1-7 領主 石山軍記全 （天明6年2月26日足立忠治右衛門茂喬写） 上巻-P9
K-2-1-8 領主 濃陽諸士傳記（写） 上巻-P9
K-2-1-9 領主 治乱記（天保8年8月上旬熊崎忠治郎写） 上巻-P9
K-2-1-10 領主 近江国名物伊吹蓬艾 上巻-P9
K-2-1-11 領主 諸大名居所石高略表（写） 上巻-P9
K-2-1-12 領主 飛騨治乱記全附古城記（皆山義彦写） 上巻-P9
K-2-1-13 領主 飛騨略記全朝比奈定味著（杏堂安江唯写） 上巻-P9
K-2-1-14 領主 三木家系（原本）桐山玄豹 上巻-P9

K-2-1-15 領主
山下大和守氏勝（特に諸侯との関係について）花見朔己著（歴史地理第24
巻掲載）

上巻-P9

K-2-1-16 領主
戦国秘話“鬼面の画師”（飛騨杉崎城主小島時光愛娘妙姫）大倉桃郎作
（キング第二巻第六号掲載）

上巻-P9

K-2-1-17 領主 哀話“辨の君”（宮村山下城主一宮国綱入道三沢娘）勇伊助作 上巻-P9
K-2-1-18 領主 三木自綱ニ関スル調査（三木三沢の殿屋敷附近調書） 上巻-P9
K-2-1-19 領主 松倉城の落城（編年史要の誤を正す）岡村利平（飛騨史壇掲載） 上巻-P9
K-2-1-20 領主 三木自休ニ関スル事ドモ（牧野彦太郎御報）牧野彦太郎から住廣造宛 上巻-P9
K-2-1-21 領主 姉小路家の墳墓　小野正昭から角竹喜登宛 上巻-P9
K-2-1-22 領主 宮川是心坊（姉小路尹綱卿家臣宮川是重）遠忌〔新聞切抜〕 上巻-P9
K-2-1-23 領主 山下大和守氏勝のこと後藤秋五郎著（郷土掲載） 上巻-P10
K-2-1-24 領主 三木氏に滅ぼされた高原江馬氏角竹喜登 上巻-P10
K-2-1-25 領主 佐々木氏系図（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-26 領主 三国司地図（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-27 領主 飛騨治乱記（写） 上巻-P10
K-2-1-28 領主 江馬史料（遺乗合府）〈角竹写〉 上巻-P10
K-2-1-29 領主 山下氏勝と名古屋城〔新聞記事、墨絵〕 上巻-P10
K-2-1-30 領主 三木三澤の位牌写真、拓本（宮村大幢寺蔵） 上巻-P10
K-2-1-31 領主 三木三沢（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-32 領主 三木良頼・自綱索引角竹喜登 上巻-P10
K-2-1-33 領主 三木自綱像〔写真、絵〕（原本丹生川村千光寺永井如雲縮模） 上巻-P10
K-2-1-34 領主 諸家系図纂第13ニ所出三木系図 上巻-P10
K-2-1-35 領主 三木家系図 上巻-P10
K-2-1-36 領主 三木氏と社寺（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-37 領主 江馬侯入国700年記念慰霊祭〔新聞切抜〕 上巻-P10
K-2-1-38 領主 江馬輝経肖像画写真 上巻-P10
K-2-1-39 領主 内ケ島氏系図（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-40 領主 江馬氏略歴角竹喜登 上巻-P10
K-2-1-41 領主 飛騨山路接の一位草稿（飛騨治乱記姉小路基綱について）角竹喜登 上巻-P10
K-2-1-42 領主 古川盆地の城（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-43 領主 千光寺焼討武田源晴信像（武田信玄像、高野山成慶院蔵） 上巻-P10
K-2-1-44 領主 三木自綱墓拓本 上巻-P10
K-2-1-45 領主 支那民族系の飛騨国司（秦氏・百済氏について）角竹喜登 上巻-P10
K-2-1-46 領主 江馬輝盛書状写真 上巻-P10
K-2-1-47 領主 河上縫殿介（飛騨史人物録掲載）〈角竹写〉 上巻-P10
K-2-1-48 領主 源頼朝卿像肖像画（神護寺蔵） 上巻-P10
K-2-1-49 領主 山下大和守氏勝肖像画写真 上巻-P10
K-2-1-50 領主 戦国時代指導法（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P10
K-2-1-51 領主 姉小路基綱和歌（桜の歌）〈角竹写〉 上巻-P10
K-2-2-1 城郭－高山城 旧高山城郭図〈角竹写〉（飛騨支庁所蔵図写） 上巻-P11
K-2-2-2 城郭－高山城 城山字絵図 上巻-P11
K-2-2-3 城郭－高山城 高山城模疑天守閣設計図 上巻-P11
K-2-2-4 城郭－高山城 高山城下町絵図（家中屋敷書入） 上巻-P11
K-2-2-5 城郭－高山城 天神山城絵図・高山城絵図（飛州志のもの） 上巻-P11
K-2-2-6 城郭－高山城 高山城絵図（写）（主図合結記中のもの） 上巻-P11
K-2-2-7 城郭－高山城 高山城絵図〈角竹写〉 上巻-P11
K-2-2-8 城郭－高山城 高山城絵図 上巻-P11
K-2-2-9 城郭－高山城 高山城二之丸図 上巻-P11
K-2-2-10 城郭－高山城 高山城本丸図 上巻-P11
K-2-2-11 城郭－高山城 高山城全図 上巻-P11
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K-2-2-12 城郭－高山城 飛州大野郡高山城絵図〈角竹写〉（清見村牧ケ洞了徳寺蔵写） 上巻-P11
K-2-2-13 城郭－高山城 高山城二之丸之内庭樹院殿屋敷絵図面 上巻-P11
K-2-2-14 城郭－高山城 高山城絵図〈角竹写〉（延宝4年3月14日金森左京印判） 上巻-P11
K-2-2-15 城郭－高山城 高山城下町と家中屋敷絵図〈角竹写〉 上巻-P11
K-2-2-16 城郭－高山城 高山町並絵図 上巻-P11
K-2-2-17 城郭－高山城 高山城下図 上巻-P11
K-2-2-18 城郭－高山城 高山城下図（大野郡清見村了徳寺蔵写） 上巻-P11
K-2-2-19 城郭－高山城 金森左京邸附近絵図〈角竹写〉 上巻-P11
K-2-2-20 城郭－高山城 飛州大野郡高山城絵図写真板 上巻-P11
K-2-2-21 城郭－高山城 高山城下図（印刷） 上巻-P11
K-2-2-22 城郭－高山城 高山城下図 上巻-P11
K-2-2-23 城郭－高山城 高山町並絵図（町の長さ書き入れあり） 上巻-P11
K-2-2-24 城郭－高山城 高山城跡本丸地域礎石及端取石列図 上巻-P11
K-2-2-25 城郭－高山城 高山城跡・十三間屋倉・天守台礎石発見追加図  高山第二中学校岩畑修 上巻-P11
K-2-2-137 城郭－高山城 高山城下絵図〈角竹写〉 上巻-P11
K-2-2-138 城郭－高山城 高山城下割地絵図 上巻-P11
K-2-2-139 城郭－高山城 高山町並并ニ社寺絵図面（天明四辰年焼失以前）寺島善平写 上巻-P12
K-2-2-26 城郭－高山城 高山城下町絵図写真 上巻-P12
K-2-2-27 城郭－高山城 高山城図写真（高山市役所蔵） 上巻-P12
K-2-2-28 城郭－高山城 高山城絵図写真 上巻-P12
K-2-2-29 城郭－高山城 飛州高山金森家古城絵図写真（大八賀村岩井滝平氏蔵） 上巻-P12
K-2-2-30 城郭－高山城 高山城跡及び公園内写真、フィルム 上巻-P12
K-2-2-31 城郭－高山城 城山礎石拓本 上巻-P12
K-2-2-32 城郭－高山城 高山城址碑文拓本 上巻-P12
K-2-2-33 城郭－高山城 高山城郭の構え（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P12
K-2-2-34 城郭－高山城 高山城下図（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P12
K-2-2-35 城郭－高山城 高山城破却金沢藩（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P12
K-2-2-36 城郭－高山城 高山城の古図を発見〔新聞切抜〕 上巻-P12
K-2-2-37 城郭－高山城 飛騨国高山城図について（写）（前田侯爵家尊経閣蔵書）森田良見誌 上巻-P12
K-2-2-38 城郭－高山城 高山城図に関する史料〈角竹写〉 上巻-P12
K-2-2-39 城郭－高山城 高山城址調査角竹喜登調（石の配置図、地積地目関係図、城の規模他） 上巻-P12
K-2-2-40 城郭－高山城 高山城の規模角竹喜登調 上巻-P12
K-2-2-41 城郭－高山城 郷土国史第5号（高山城の物語、附金森氏） 吉城郡上広瀬小学校発行 上巻-P12
K-2-2-42 城郭－高山城 高山城について（講話資料） 角竹喜登（富山連隊区将校団にて講話する） 上巻-P12
K-2-2-43 城郭－高山城 高山城跡と公園の説明案（講話資料） 角竹喜登（慶応幼稚舎児童に講話 上巻-P12
K-2-2-44 城郭－高山城 飛騨鑑一部（写）（高山城関係） 上巻-P12
K-2-2-45 城郭－高山城 書簡（高山城阯旗立石は搦手の高麗門礎石なりと観る） 富田令禾から角竹 上巻-P12
K-2-2-46 城郭－高山城 高山城の城壁発見（保寿寺境内畑地にて） 〔新聞切抜〕 上巻-P12
K-2-2-47 城郭－高山城 高山城調査記録〈角竹記録〉 上巻-P12
K-2-2-48 城郭－高山城 随想録高山城趾梅村左吉 上巻-P12
K-2-2-49 城郭－高山城 高山城の規模調査案角竹喜登調 上巻-P13
K-2-2-50 城郭－高山城 高山城跡本丸地域礎石発見報告書 高山第二中学校岩畑修 上巻-P13
K-2-2-51 城郭－高山城 飛騨在番記（一部） 上巻-P13
K-2-2-52 城郭－高山城 加賀藩飛騨史料一（写） 高山在番之儀ニ付御親翰御加筆等留 上巻-P13
K-2-2-53 城郭－高山城 加賀藩飛騨史料二（写） 飛州高山在番記自1～至5 上巻-P13
K-2-2-54 城郭－高山城 加賀藩飛騨史料三（写） 飛州高山在番記上下全 上巻-P13
K-2-2-55 城郭－高山城 加賀藩飛騨史料四（写） 飛州高山城在番始終の覚 上巻-P13
K-2-2-56 城郭－高山城 城山公園の沿革角竹喜登 上巻-P13
K-2-2-57 城郭－高山城 古城跡公園文書（写）（古城跡公園設置願他） 上巻-P13
K-2-2-58 城郭－高山城 高山市の発祥と三城下町 上巻-P13
K-2-2-59 城郭－高山城 高山の公園〈角竹写〉 （高山城跡／紙魚のやとり他より） 上巻-P13
K-2-2-60 城郭－高山城 飛州志第六巻古城部目録（写） 上巻-P13
K-2-2-61 城郭－高山城 松平宰相様御家中飛州高山御城御在番覚 上巻-P13
K-2-2-62 城郭－諸城 大野郡大名田町松倉城址調査（松倉城構築概要図他） 角竹喜登調 上巻-P13
K-2-2-63 城郭－諸城 松倉城調査角竹喜登 上巻-P13
K-2-2-64 城郭－諸城 松倉城址測量図角竹喜登 上巻-P13
K-2-2-65 城郭－諸城 松倉城絵図角竹喜登 上巻-P13
K-2-2-66 城郭－諸城 松倉城址郷土研究クラブ 上巻-P13
K-2-2-67 城郭－諸城 松倉城（飛州志第六巻古城部より）〈角竹写〉 上巻-P13
K-2-2-68 城郭－諸城 松倉城の文献（飛州志第六巻古城部より）〈角竹写〉 上巻-P13
K-2-2-69 城郭－諸城 松倉城趾写真8枚松倉城趾調査新聞切抜1枚 上巻-P13
K-2-2-70 城郭－諸城 飛騨松倉城址に就て角竹喜登 上巻-P13
K-2-2-71 城郭－諸城 史蹟松倉城址、身売りか、大名田町が買収の意向  〔新聞切抜〕 上巻-P13
K-2-2-72 城郭－諸城 松倉城阯第二回調査図角竹喜登 上巻-P13
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K-2-2-73 城郭－諸城 飛騨の城跡〔新聞切抜〕 上巻-P13
K-2-2-74 城郭－諸城 鍋山城址調査の件  史蹟調査会委員角竹喜登から学務部長宛 上巻-P14
K-2-2-75 城郭－諸城 大野郡大八賀村鍋山城址調査案角竹喜登 上巻-P14
K-2-2-76 城郭－諸城 鍋山城調査角竹喜登 上巻-P14
K-2-2-77 城郭－諸城 鍋山城関係写真 上巻-P14
K-2-2-78 城郭－諸城 飛州志所載鍋山城図（写） 上巻-P14
K-2-2-79 城郭－諸城 大八賀鍋山城本丸址石垣ノ石拓本 上巻-P14
K-2-2-80 城郭－諸城 鍋山安室位牌拓本 上巻-P14
K-2-2-81 城郭－諸城 梨打城阯角竹喜登 上巻-P14
K-2-2-82 城郭－諸城 梨打城址見取図 上巻-P14
K-2-2-83 城郭－諸城 古川城（飛州志より）〈角竹写〉 上巻-P14
K-2-2-84 城郭－諸城 古河城阯調査角竹喜登 上巻-P14
K-2-2-85 城郭－諸城 古河城位置 上巻-P14
K-2-2-86 城郭－諸城 古河城址図 上巻-P14
K-2-2-87 城郭－諸城 古河城址拓本 上巻-P14
K-2-2-88 城郭－諸城 古河城の蛤石写真 上巻-P14
K-2-2-89 城郭－諸城 小島故城墟山略図 上巻-P14
K-2-2-90 城郭－諸城 飛州志所載小島城図 上巻-P14
K-2-2-91 城郭－諸城 小島城址測量図 上巻-P14
K-2-2-92 城郭－諸城 小島城址拓本 上巻-P14
K-2-2-93 城郭－諸城 小島城位置図 上巻-P14
K-2-2-94 城郭－諸城 小鷹利城趾など史蹟に指定〔新聞切抜〕 上巻-P14
K-2-2-95 城郭－諸城 小鷹利村信包城阯全景写真 上巻-P14
K-2-2-96 城郭－諸城 小鷹利城址絵図（写） （斐太後風土記所載黒内古城址絵図他） 上巻-P14
K-2-2-97 城郭－諸城 黒内城址測量図角竹喜登 上巻-P14
K-2-2-98 城郭－諸城 向小島城址位置図他角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-99 城郭－諸城 向小島城趾史蹟地調査報告  吉城郡小鷹利村長布施孫二郎 上巻-P15
K-2-2-100 城郭－諸城 向小島城調査要図角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-101 城郭－諸城 萩原諏訪城址写真、ネガ 上巻-P15
K-2-2-102 城郭－諸城 桜洞・諏訪城阯図  （飛州志・斐太後風土記所載桜洞・諏訪城址図） 上巻-P15

K-2-2-103 城郭－諸城
益田郡萩原町諏訪城阯・桜洞城阯調査報告  （所在地、地目地積、現状図
等）角竹喜登

上巻-P15

K-2-2-104 城郭－諸城 書簡（萩原諏訪城と佐藤秀方） 富田令禾から角竹喜登宛 上巻-P15
K-2-2-105 城郭－諸城 桜洞城址図角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-106 城郭－諸城 宮村山下城址（写真、位置図） 上巻-P15
K-2-2-107 城郭－諸城 丹生川村森ケ城跡実測粗図、位置図 上巻-P15
K-2-2-108 城郭－諸城 書簡（高原江馬城、山の巨松について）  林下安一から角竹喜登宛 上巻-P15
K-2-2-109 城郭－諸城 野口城址調査資料角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-110 城郭－諸城 高原諏訪城址見取図 上巻-P15
K-2-2-111 城郭－諸城 三佛寺城址資料（三佛寺城址図他）角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-112 城郭－諸城 久々野村臥牛山の城址図角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-113 城郭－諸城 史蹟金山城阯兼山町史蹟保存会 上巻-P15
K-2-2-114 城郭－諸城 尾崎城阯について角竹喜登 上巻-P15
K-2-2-115 城郭－諸城 書簡（廣瀬城・高堂城に関して関係図、写真他） 上巻-P15
K-2-2-116 城郭－諸城 岐阜県史蹟名勝天然記念物目録 上巻-P15

K-2-2-117 城郭－諸城
史蹟名勝天然記念物調査会開催ノ件  岐阜県史蹟名勝天然記念物調査会
長から角竹喜登宛

上巻-P15

K-2-2-118 城郭－諸城 畑佐城址案内札上枝村青年団新宮分団〈角竹写〉 上巻-P15
K-2-2-119 城郭－諸城 三枝城遺物図 上巻-P15
K-2-2-120 城郭－諸城 矢倉の図（鉄砲狭間） 上巻-P15
K-2-2-121 城郭－諸城 城郭繩張図 上巻-P15
K-2-2-122 城郭－諸城 安土城巴瓦拓本 上巻-P15
K-2-2-123 城郭－諸城 松本城写真 上巻-P16
K-2-2-124 城郭－諸城 城址写真 上巻-P16
K-2-2-125 城郭－諸城 松倉城よりの眺望写真 上巻-P16
K-2-2-126 城郭－諸城 旧犬山城郭図（犬山城絵図及び沿革）近藤良敬 上巻-P16
K-2-2-127 城郭－諸城 金森時代の三城（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P16
K-2-2-128 城郭－諸城 長野県飯田市城下町絵図（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P16
K-2-2-129 城郭－諸城 松本城パンフレット  （国宝松本城、天守ものがたり、英文パンフレット） 上巻-P16
K-2-2-130 城郭－諸城 ポスター“花の小倉公園へ”美濃観光協会・美濃町 上巻-P16
K-2-2-131 城郭－諸城 新潟県高田市城下町絵図（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P16
K-2-2-132 城郭－諸城 城名他（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P16
K-2-2-133 城郭－諸城 主図合結図巻1～巻6（全国城郭略絵図） 上巻-P16
K-2-2-134 城郭－諸城 主図合結記巻7，8（全国城郭略絵図） 上巻-P16
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K-2-2-135 城郭－諸城 城の絵 上巻-P16
K-2-2-136 城郭－諸城 戦国時代要図（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P16

K-2-3-1
金森史料－金
森歴代

金森法印茶会日記〈角竹写〉  （・洋園文庫本、高山茶会日記） 上巻-P17

K-2-3-2
金森史料－金
森歴代

濃州上有知領の変遷編年大略 上巻-P17

K-2-3-3
金森史料－金
森歴代

飛騨国惣高（写）金森出雲守から永井信濃守宛 上巻-P17

K-2-3-4
金森史料－金
森歴代

松亭に阿そぶ時の言葉 上巻-P17

K-2-3-5
金森史料－金
森歴代

金森重頼御墨附（写）受取人原田与助 上巻-P17

K-2-3-6
金森史料－金
森歴代

遺乗合府九（原本）（金森家関係記事が多い） 上巻-P17

K-2-3-7
金森史料－金
森歴代

金森出雲守上知飛騨国村々私領引付諸伺元添御証文  〈角竹写〉 上巻-P17

K-2-3-8
金森史料－金
森歴代

美濃に於ける徳川幕府の御用紙森蘇軒  （上有知御役所、金森市之進宛
文書あり）

上巻-P17

K-2-3-9
金森史料－金
森歴代

金森家分限帳〈角竹写〉  （益田郡萩原郷上村、岡崎久左衛門写） 上巻-P17

K-2-3-10
金森史料－金
森歴代

金森侯御在城ノ節御目見仕候者ノ覚（森宗弘筆写） 上巻-P17

K-2-3-11
金森史料－金
森歴代

金森長近様弐百五拾回忌御法会に付京都金龍院勧化帳  飛州高山町 上巻-P17

K-2-3-12
金森史料－金
森歴代

京都金龍院奉加覚  井桁屋林右衛門・大坪屋清四郎から町会所宛 上巻-P17

K-2-3-13
金森史料－金
森歴代

加藤豊後守（光正）具足、鉄砲所持届法華寺 上巻-P17

K-2-3-14
金森史料－金
森歴代

金森家騒動と馬場文耕（博聞雑誌第30号掲載） 上巻-P17

K-2-3-15
金森史料－金
森歴代

加藤光廣岡村利平〔高山新報切抜〕 上巻-P17

K-2-3-16
金森史料－金
森歴代

寄付金募集許可申請  法華寺住職吉田完明他3人から岐阜県知事薄定吉
宛

上巻-P17

K-2-3-17
金森史料－金
森歴代

金森長近公三百二十年祭記念絵はがき素玄寺蔵 上巻-P17

K-2-3-18
金森史料－金
森歴代

金森長近朝臣慰霊祭と金森時代史料展覧会  （献詠及び出品目録）真木半
一郎

上巻-P17

K-2-3-19
金森史料－金
森歴代

金森氏雑考押上森蔵  （金森氏出自と苗字の他、金森氏諸肖像と墳墓その
他）

上巻-P17

K-2-3-20
金森史料－金
森歴代

飛騨国へ流された人々橋東子〔新聞切抜〕 上巻-P17

K-2-3-21
金森史料－金
森歴代

郡上郷土史年表八幡高女研究部太田成和 上巻-P17

K-2-3-22
金森史料－金
森歴代

八幡城と郡上の歴史郡上八幡太田成和 上巻-P17

K-2-3-23
金森史料－金
森歴代

戦国時代の甲冑と判明（法華寺、屋貝家所持品）  〔飛騨毎日新聞切抜〕 上巻-P18

K-2-3-24
金森史料－金
森歴代

加藤忠廣公彌冨破摩雄 上巻-P18

K-2-3-25
金森史料－金
森歴代

加藤忠廣公及び御関係御廟墓参拝一行 上巻-P18

K-2-3-26
金森史料－金
森歴代

加藤忠廣公顕彰について  監出孝潤（永運掲載） 上巻-P18

K-2-3-27
金森史料－金
森歴代

清正公御遠忌報恩記念事業寄附芳名  永運講本社（永運掲載） 上巻-P18

K-2-3-28
金森史料－金
森歴代

高山市の発祥と三城下町  角竹喜登〔飛騨毎日新聞切抜〕 上巻-P18

K-2-3-29
金森史料－金
森歴代

雑誌“郷土”  1北飛騨阿曽布村の金森左京館跡（角竹喜登）  2飛騨史を織
る女性（後藤秋五郎）

上巻-P18

K-2-3-30
金森史料－金
森歴代

藤瀬新蔵家の歴史に関すること〔書簡〕    1藤瀬幸造から了因寺宛  2角竹
喜登から藤瀬幸造宛

上巻-P18

K-2-3-31
金森史料－金
森歴代

金森頼錦法名及卒去年月日を刻する鰐口  戸谷貞吉〔書簡、新聞切抜〕 上巻-P18



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-3-32
金森史料－金
森歴代

上馬瀬中切百姓年貢受取書（写）（頼・時代のもの）  林四郎作から角竹喜
登宛〔書簡〕

上巻-P18

K-2-3-33
金森史料－金
森歴代

金森重頼公の彰徳追弔会〔新聞切抜〕 上巻-P18

K-2-3-34
金森史料－金
森歴代

金森重頼公（金森重頼公略歴及び殉死忠勇四烈士）  角竹喜登 上巻-P18

K-2-3-35
金森史料－金
森歴代

金森氏血裔の人の開基と伝うる伊勢楽円寺文書写  金森祐園・金森重三郎
から角竹喜登宛〔書簡〕

上巻-P18

K-2-3-36
金森史料－金
森歴代

金森氏に関する新史料  （寛文印知集（写）、廃絶録（写）他）〈角竹写〉 上巻-P18

K-2-3-37
金森史料－金
森歴代

金森氏史料・高山城史料目録（角竹文庫史料より） 上巻-P18

K-2-3-38
金森史料－金
森歴代

金龍神社再建祭典の案内状  金龍神社々務所から八軒町三丁目町内会長
宛

上巻-P18

K-2-3-39
金森史料－金
森歴代

金龍神社再建に当り金森氏の功績を顧う  角竹喜登（講演資料） 上巻-P18

K-2-3-40
金森史料－金
森歴代

金森長近公顕彰祭執行案内（秘蔵品貸出願い）  金龍神社奉賛会長森彦
兵衛から角竹喜登宛

上巻-P18

K-2-3-41
金森史料－金
森歴代

金森時代文化展覧会、出品物説明箋 上巻-P18

K-2-3-42
金森史料－金
森歴代

金森時代文化展覧会（飛騨文化の概観及び目録）  高山市文化協会から角
竹喜登宛

上巻-P19

K-2-3-43
金森史料－金
森歴代

金森長近公遺徳顕彰会趣旨書  福井県大野町役場内金森長近公遺徳顕
彰会

上巻-P19

K-2-3-44
金森史料－金
森歴代

金森重頼の話（案）三百年忌にあたって角竹喜登 上巻-P19

K-2-3-45
金森史料－金
森歴代

金森家に関係の多い高山市内の寺々角竹喜登 上巻-P19

K-2-3-46
金森史料－金
森歴代

高山に於ける加藤清正家の哀史〔放送原稿〕  角竹如山（月刊飛騨掲載） 上巻-P19

K-2-3-47
金森史料－金
森歴代

飛騨高山に於ける加藤清正家の歴史  角竹如山（月刊飛騨掲載） 上巻-P19

K-2-3-48
金森史料－金
森歴代

金森展出品予定角竹喜登 上巻-P19

K-2-3-49
金森史料－金
森歴代

金森長近公三百五十年祭展覧会案内状資料  高山市郷土館 上巻-P19

K-2-3-50
金森史料－金
森歴代

金森長近と安楽庵策伝北条秀雄（新飛騨掲載） 上巻-P19

K-2-3-51
金森史料－金
森歴代

金森公大法要案内・金森氏史料展案内他 上巻-P19

K-2-3-52
金森史料－金
森歴代

雲山肩衝茶入（城主金森家旧蔵）  花林尚雄〔岐阜タイムス切抜〕 上巻-P19

K-2-3-53
金森史料－金
森歴代

長近・策伝・宗和について  関山和夫（新飛騨掲載） 上巻-P19

K-2-3-54
金森史料－金
森歴代

安楽庵策傅（誓願寺三十九世）は金森長近の弟 上巻-P19

K-2-3-55
金森史料－金
森歴代

美濃郡上郡の城址調角竹喜登 上巻-P19

K-2-3-56
金森史料－金
森歴代

藤瀬新蔵、納上馬瀬御年貢米の事〈角竹写〉 上巻-P19

K-2-3-57
金森史料－金
森歴代

金森由緒の者名前書 上巻-P19

K-2-3-58
金森史料－金
森歴代

永代四知倉（中興国主治国の事）〈角竹写〉 上巻-P19

K-2-3-59
金森史料－金
森歴代

飛騨国高山町武家方過去霊簿（写）不動院 上巻-P19

K-2-3-60
金森史料－金
森歴代

金森家臣、清見村藤瀬新蔵家に関する文献 上巻-P19

K-2-3-61
金森史料－金
森歴代

美濃武儀郡上有知清泰寺過去帳写 上巻-P19

K-2-3-62
金森史料－金
森歴代

郡上八幡城主金森家改易仰付 上巻-P19

K-2-3-63
金森史料－金
森歴代

痛文全  （金森重頼卒去の時、家士4名平岡、遠藤、大野、西塚殉死の痛
文）

上巻-P19
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K-2-3-64
金森史料－金
森歴代

金森重頼公三回忌、昌悦様御手向俳句木村昌悦 上巻-P19

K-2-3-65
金森史料－金
森歴代

郡上金森氏の末路と金城嵐実記角竹喜登 上巻-P19

K-2-3-66
金森史料－金
森歴代

郡上金森氏改易の歴史〈角竹写〉 上巻-P19

K-2-3-67
金森史料－金
森歴代

台徳院君御筆和歌（写） 上巻-P19

K-2-3-68
金森史料－金
森歴代

金森家家臣水野嘉右衛門・堀左明（竹明）関係文書調 上巻-P20

K-2-3-69
金森史料－金
森歴代

山形県地図（金森移封の地、出羽上ノ山の位置） 上巻-P20

K-2-3-70
金森史料－金
森歴代

元禄年間、生類憐みに関する三枝郷文書角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-71
金森史料－金
森歴代

「上の山」の一日東遊記（九）  徳富蘇峰〔新聞切抜〕 上巻-P20

K-2-3-72
金森史料－金
森歴代

郡上郡に於ける関ケ原戦関係史蹟  （金森可重軍戦死者の碑）角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-73
金森史料－金
森歴代

郡上に於ける金森可重軍戦死者の碑角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-74
金森史料－金
森歴代

金森氏領国三百五十周年に当り其功績を顧ふ  角竹喜登（講話資料） 上巻-P20

K-2-3-75
金森史料－金
森歴代

金森氏領国三百五十年に当り其功績を顧う  角竹喜登（研究及び講話資
料）

上巻-P20

K-2-3-76
金森史料－金
森歴代

藩翰譜に見ゆる金森氏〈角竹写〉 上巻-P20

K-2-3-77
金森史料－金
森歴代

日本紋章学の内金森家「梅鉢」紋関係〈角竹写〉 上巻-P20

K-2-3-78
金森史料－金
森歴代

金森家累代過去牒全  （郡上郡八幡町慈恩寺蔵本） 上巻-P20

K-2-3-79
金森史料－金
森歴代

金森家「日根野家」過去帳抜書  古川町日根野吉左衛門から角竹喜登宛
〔書簡〕

上巻-P20

K-2-3-80
金森史料－金
森歴代

高山にいた加藤清正公の後裔〔新聞切抜〕 上巻-P20

K-2-3-81
金森史料－金
森歴代

法華寺加藤清正銅像米英撃滅に出陣〔新聞切抜〕 上巻-P20

K-2-3-82
金森史料－金
森歴代

法華寺木村昌悦過去帳〈角竹写〉 上巻-P20

K-2-3-83
金森史料－金
森歴代

法華寺加藤光正（説明資料）吉田完明・佐古哲随 上巻-P20

K-2-3-84
金森史料－金
森歴代

法華寺の光正甲冑山下八郎氏談 上巻-P20

K-2-3-85
金森史料－金
森歴代

加藤光正に関する調角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-86
金森史料－金
森歴代

加藤光広と飛騨 上巻-P20

K-2-3-87
金森史料－金
森歴代

金森氏領国時代の益田郡角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-88
金森史料－金
森歴代

金森氏領国時代の飛騨の林政  （山の区別、商人請負木他）角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-89
金森史料－金
森歴代

諏訪に於ける松平忠輝〈角竹写〉 上巻-P20

K-2-3-90
金森史料－金
森歴代

金森時代飛騨民政資料〈角竹写〉  （年貢定納、国米他、附「山口村与四郎」
資料）

上巻-P20

K-2-3-91
金森史料－金
森歴代

高山市の発生史  （高山の名の起こり、安河村の事他）角竹喜登 上巻-P20

K-2-3-92
金森史料－金
森歴代

飛州志（写）（三木自綱他感状、書状） 上巻-P20

K-2-3-93
金森史料－金
森歴代

高山市市制施行祝賀余興（仮装行列役割表） 上巻-P20

K-2-3-94
金森史料－金
森歴代

高山城并侍屋敷破却跡三町割合地反歩帳〈角竹写〉 上巻-P20

K-2-3-95
金森史料－金
森歴代

高山市の発祥と三城下町（松倉城、鍋山城、高山城他）  角竹喜登〔新聞切
抜〕

上巻-P21
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-3-96
金森史料－金
森歴代

金森家関係の事ども田中大秀記 上巻-P21

K-2-3-97
金森史料－金
森歴代

「上野」の開拓史角竹喜登 上巻-P21

K-2-3-98
金森史料－金
森歴代

金森時代の飛騨文化〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-99
金森史料－金
森歴代

東照宮修復再建許可状  金森・之進から松帯寺兼帯長久寺宛 上巻-P21

K-2-3-100
金森史料－金
森歴代

金森左兵衛先祖書〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-101
金森史料－金
森歴代

屋貝氏由緒書・錦戦袍記（抜書）〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-102
金森史料－金
森歴代

金森様由緒の者名前書〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-103
金森史料－金
森歴代

金森重勝〈角竹写〉  （金森左京重勝墓銘、金森左京屋敷破却） 上巻-P21

K-2-3-104
金森史料－金
森歴代

金森家士の帰農願書（萩原、田口半三郎） 上巻-P21

K-2-3-105
金森史料－金
森歴代

野史・武臣列伝内金森長近〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-106
金森史料－金
森歴代

金森長近・金森頼錦略歴〔雑誌切抜〕 上巻-P21

K-2-3-107
金森史料－金
森歴代

真龍院殿・大隆院殿・照見院殿肖像画讚 上巻-P21

K-2-3-108
金森史料－金
森歴代

金森氏移封の理由白川継紹 上巻-P21

K-2-3-109
金森史料－金
森歴代

金森時代史の考察角竹喜登〔講話原稿〕 上巻-P21

K-2-3-110
金森史料－金
森歴代

気多若宮神と金森頼直〈角竹写〉  （金森重頼娘高顕院殿寄附） 上巻-P21

K-2-3-111
金森史料－金
森歴代

金森長近、可重記録系図（写） 上巻-P21

K-2-3-112
金森史料－金
森歴代

「松雲公御夜話」の松平忠輝〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-113
金森史料－金
森歴代

市史原稿“近世金森時代”〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-114
金森史料－金
森歴代

金森出雲守家来付帳（写） 上巻-P21

K-2-3-115
金森史料－金
森歴代

趣意書、金龍神社奉賛会規約 上巻-P21

K-2-3-116
金森史料－金
森歴代

金森家過去帖〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-117
金森史料－金
森歴代

年貢研究の一史料（吉城郡上広瀬村）  （金森時代と徳川直轄当初の比較）
角竹喜登

上巻-P21

K-2-3-118
金森史料－金
森歴代

乍恐講御役之覚 上巻-P21

K-2-3-119
金森史料－金
森歴代

飛騨鑑 上巻-P21

K-2-3-120
金森史料－金
森歴代

金森出雲守殿上知飛騨国村々私領引付諸伺元済御証文写  〈角竹写〉 上巻-P21

K-2-3-121
金森史料－金
森歴代

郡上八幡城主金森改易仰付 上巻-P21

K-2-3-122
金森史料－金
森歴代

越後少将忠輝卿飛騨国配流 上巻-P21

K-2-3-123
金森史料－金
森歴代

京都金龍院奉加上納帳 上巻-P21

K-2-3-124
金森史料－金
森歴代

年中殿様御勤之節御着服留書三浦氏 上巻-P21

K-2-3-125
金森史料－金
森歴代

金森子孫金森頼武のこと  北海道名寄高等学校森英策から角竹喜登宛 上巻-P22

K-2-3-126
金森史料－金
森歴代

金森子孫からの書簡、電報   工藤コウから角竹喜登宛 上巻-P22

K-2-3-127
金森史料－金
森歴代

金森子孫からの書簡  武生市金森穣から角竹喜登宛 上巻-P22
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K-2-3-128
金森史料－金
森歴代

金森子孫からの書簡  高岡市工藤コウから角竹喜登宛 上巻-P22

K-2-3-129
金森史料－金
森歴代

金森長近公三百五十年祭遺品展出品依頼   美濃市清泰寺から角竹喜登
宛

上巻-P22

K-2-3-130
金森史料－金
森歴代

金森長近公三百五十年祭案内状   美濃市教育長中島明男から角竹喜登
宛

上巻-P22

K-2-3-131
金森史料－金
森歴代

金森長門守頼直書状（写）  金森長門守から村岡浅右衛門宛 上巻-P22

K-2-3-132
金森史料－金
森歴代

金森氏書状（原本）金森から大坪庄左衛門宛 上巻-P22

K-2-3-133
金森史料－金
森歴代

徳川秀忠書状（台徳公金森法印殿江被下候御書写）  徳川秀忠から金森長
近宛

上巻-P22

K-2-3-134
金森史料－金
森歴代

金森氏子孫に関する問合わせ  福井県大野市斉藤秀助から角竹喜登宛
〔書簡〕

上巻-P22

K-2-3-135
金森史料－金
森歴代

本願寺書状  京七条本願寺から金森出雲守宛（写真あり） 上巻-P22

K-2-3-136
金森史料－金
森歴代

金龍神社例祭展覧会案内状  高山市長森彦兵衛差出〔ハガキ〕 上巻-P22

K-2-3-137
金森史料－金
森歴代

金龍神社再建についての礼状  金龍神社々司熊崎善太郎差出 上巻-P22

K-2-3-138
金森史料－金
森歴代

徳川家康書状（写）徳川家康から金森出雲守宛 上巻-P22

K-2-3-139
金森史料－金
森歴代

金森重頼公三百年忌追悼会案内  愛宕青年団から角竹喜登宛 上巻-P22

K-2-3-140
金森史料－金
森歴代

金森長近書状（写）（知行状）金森素玄差出 上巻-P22

K-2-3-141
金森史料－金
森歴代

金森徳之助家来差立礼状  安井次郎兵衛、伊藤貢から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P22

K-2-3-142
金森史料－金
森歴代

法要日程美濃市清泰寺から角竹喜登宛 上巻-P22

K-2-3-143
金森史料－金
森歴代

尾張亜相書翰（写）尾張大納言から金森出雲守宛 上巻-P22

K-2-3-144
金森史料－金
森歴代

金森左京家血統ノ者ニ関スル書翰  福井県青木掃部・京都市鈴木弥七郎
から角竹喜登宛

上巻-P22

K-2-3-145
金森史料－金
森歴代

金森左京宛金森可寛書状 上巻-P22

K-2-3-146
金森史料－金
森歴代

武家除邑録 上巻-P23

K-2-3-147
金森史料－金
森歴代

金森太平記全本郷村萬馬善三郎 上巻-P23

K-2-3-148
金森史料－金
森歴代

飛騨記（金森家歴代戒名）（森宗弘筆写） 上巻-P23

K-2-3-149
金森史料－金
森歴代

金森家中御扶持方帳田近 上巻-P23

K-2-3-150
金森史料－金
森歴代

閑公様飛騨国御討入之帳御代々善悪書付 上巻-P23

K-2-3-151
金森史料－金
森歴代

飛騨国在々御法度書一（写） 上巻-P23

K-2-3-152
金森史料－金
森歴代

飛騨国在々御法度書二（写） 上巻-P23

K-2-3-153
金森史料－金
森歴代

痛文全（金森重頼と殉死家臣の追悼のための文） 上巻-P23

K-2-3-154
金森史料－金
森歴代

老人雑話全（金森藩蔵書印あり） 上巻-P23

K-2-3-155
金森史料－金
森歴代

金森可重書状（知行判物）（写）金森可重 上巻-P23

K-2-3-156
金森史料－金
森歴代

金森重頼書状（庄屋任命状）（写）  金森重頼から松本五郎左衛門宛 上巻-P23

K-2-3-157
金森史料－金
森歴代

金森頼錦書状（知行状）（写）金森頼錦 上巻-P23

K-2-3-158
金森史料－金
森歴代

加藤光正に関する放送についての来信他  法華寺・鬼頭素朗・下田一喜か
ら角竹喜登宛

上巻-P23

K-2-3-159
金森史料－金
森歴代

金森家の歴史に関する回答  （富山県水橋町某氏から照会）角竹喜登 上巻-P23
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K-2-3-160
金森史料－金
森歴代

藤瀬弥平左衛門尉後裔に関する藤瀬幸造氏の来状  藤瀬幸造から角竹喜
登宛

上巻-P23

K-2-3-161
金森史料－金
森歴代

金森左京家の末裔工藤香様から来状  高岡市工藤香から角竹喜登宛〔新
聞切抜、書簡〕

上巻-P23

K-2-3-162
金森史料－金
森歴代

金森氏末裔という金森祐園氏からの来状  金森祐園から角竹喜登宛（金森
城址の詩あり）

上巻-P23

K-2-3-163
金森史料－金
森歴代

金森長近末裔という東京市在住金森政重氏の書翰  1金森政重から余川貞
秋宛  2余川貞秋から高山市長森彦兵衛宛

上巻-P23

K-2-3-164
金森史料－金
森歴代

金森氏の裔東京在住金森威徳氏の事  （金森威徳自書ハガキ他） 上巻-P23

K-2-3-165
金森史料－金
森歴代

金森長近三百五十回忌、金森重頼三百回忌案内状  素玄寺から角竹喜登
宛

上巻-P23

K-2-3-166
金森史料－金
森歴代

金森家家臣山田小十郎の事  神岡町林下安一から角竹喜登宛 上巻-P23

K-2-3-167
金森史料－金
森歴代

金森太平記についての来信  上宝村萬葉友吉から角竹喜登宛 上巻-P23

K-2-3-168
金森史料－金
森歴代

金森重頼書状（写） 上巻-P24

K-2-3-169
金森史料－金
森歴代

飛騨志金森家譜并系桐山玄豹撰 上巻-P24

K-2-3-170
金森史料－金
森歴代

金森家譜（写）  桐山玄豹校（明治36年3月古瀬鶴之助謄写） 上巻-P24

K-2-3-171
金森史料－金
森歴代

美濃明細記所載金森家系 上巻-P24

K-2-3-172
金森史料－金
森歴代

金森出雲守家臣柚原為右衛門系図 上巻-P24

K-2-3-173
金森史料－金
森歴代

金森出雲守足軽坂田長蔵系図 上巻-P24

K-2-3-174
金森史料－金
森歴代

金森家臣田口半三郎家系図〈角竹写〉 上巻-P24

K-2-3-175
金森史料－金
森歴代

金森可重・金森重頼室系譜 上巻-P24

K-2-3-176
金森史料－金
森歴代

金森系譜 上巻-P24

K-2-3-177
金森史料－金
森歴代

加藤家系図〈角竹写〉（神通寺蔵） 上巻-P24

K-2-3-178
金森史料－金
森歴代

金森長近の禁制（金森可近氏所蔵） 上巻-P24

K-2-3-179
金森史料－金
森歴代

金森可重の敷地寄進状（日下部九兵衛氏所蔵） 上巻-P24

K-2-3-180
金森史料－金
森歴代

四代金森頼直七回忌懐旧之連歌 上巻-P24

K-2-3-181
金森史料－金
森歴代

金森長近尺牘、金森重頼尺牘金森重頼から素玄寺宛  （西部金一郎・川上
哲太郎氏所蔵）

上巻-P24

K-2-3-182
金森史料－金
森歴代

金森藩家士頼母子講定証文 上巻-P24

K-2-3-183
金森史料－金
森歴代

金森左京氏の後裔、越前大野城 上巻-P24

K-2-3-184
金森史料－金
森歴代

金森家殉死者の墓（素玄寺） 上巻-P24

K-2-3-185
金森史料－金
森歴代

四代金森頼直夫妻の墓（江戸時代の五輪塔） 上巻-P24

K-2-3-186
金森史料－金
森歴代

金森重頼三百年忌追悼会記念写真主催愛宕青年団 上巻-P24

K-2-3-187
金森史料－金
森歴代

金森可重家臣戦死の墓 上巻-P24

K-2-3-188
金森史料－金
森歴代

加藤光正墓 上巻-P24

K-2-3-189
金森史料－金
森歴代

遠藤軍戦歿士の碑（関ケ原戦に関係ある地方の戦争） 上巻-P24

K-2-3-190
金森史料－金
森歴代

肥後本妙寺絵はがき 上巻-P24

K-2-3-191
金森史料－金
森歴代

伝金森長近着用戦袍（屋貝権四郎氏蔵） 上巻-P24



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-3-192
金森史料－金
森歴代

金森長近着用鶴毛陣羽織（素玄寺蔵） 上巻-P24

K-2-3-193
金森史料－金
森歴代

伝金森長近着用緋羅紗陣羽織（日枝神社蔵） 上巻-P24

K-2-3-194
金森史料－金
森歴代

遺乗合府 上巻-P24

K-2-3-195
金森史料－金
森歴代

金森可重の敷地寄進状、金森長近の禁制、金森重頼の尺牘 上巻-P24

K-2-3-196
金森史料－金
森歴代

金龍神社（祭神金森長近）  （高山市西之一色町東照宮境内） 上巻-P25

K-2-3-197
金森史料－金
森歴代

頭布 上巻-P25

K-2-3-198
金森史料－金
森歴代

鎧櫃（屋貝権四郎氏蔵） 上巻-P25

K-2-3-199
金森史料－金
森歴代

七本菖蒲 上巻-P25

K-2-3-200
金森史料－金
森歴代

川上代官、益田代官、藤瀬新蔵之墓  （清見村大字藤瀬） 上巻-P25

K-2-3-201
金森史料－金
森歴代

金森左京の墓（宗猷寺） 上巻-P25

K-2-3-202
金森史料－金
森歴代

雲山肩衝 上巻-P25

K-2-3-203
金森史料－金
森歴代

金森頼業禅昌寺の鐘拓本 上巻-P25

K-2-3-204
金森史料－金
森歴代

金森宗和の娘墓碑銘拓本（益田郡玉龍寺） 上巻-P25

K-2-3-205
金森史料－金
森歴代

金森法印素玄奉鋳鐘拓本（濃州武芸郡小倉庄館置之） 上巻-P25

K-2-3-206
金森史料－金
森歴代

義民碑拓本（宇津江村川原治右エ門碑） 上巻-P25

K-2-3-207
金森史料－金
森歴代

関ケ原戦金森氏戦死者の碑銘拓本  （郡上郡明方村滝山） 上巻-P25

K-2-3-208
金森史料－金
森歴代

遠藤慶勝墓碑銘拓本（郡上郡八幡町慈恩寺） 上巻-P25

K-2-3-209
金森史料－金
森歴代

今井対馬守の墓拓本 上巻-P25

K-2-3-210
金森史料－金
森歴代

金森長近公の妻久昌院位牌拓本 上巻-P25

K-2-3-211
金森史料－金
森歴代

金森頼・の母庭樹院殿位牌拓本 上巻-P25

K-2-3-212
金森史料－金
森歴代

金森長門守頼直入道立軒の墓・金森頼直の室法雲院の墓  写真及び墓碑
銘拓本（大隆寺）

上巻-P25

K-2-3-213
金森史料－金
森歴代

滑川屋墓碑銘拓本（金森家臣）（別院裏手） 上巻-P25

K-2-3-214
金森史料－金
森歴代

金森家の刀鍛冶拓本  美濃関藤原家久（於飛州高山作之） 上巻-P25

K-2-3-215
金森史料－金
森歴代

金森長近位牌拓本（素玄寺） 上巻-P25

K-2-3-216
金森史料－金
森歴代

前飛州大守照見院殿覚峰宗圓大居士墓碑銘拓本  （金森飛騨之守頼業）
（下原村中切玉龍寺）

上巻-P25

K-2-3-217
金森史料－金
森歴代

加藤光正墓碑銘拓本 上巻-P25

K-2-3-218
金森史料－金
森歴代

金森重勝墓碑銘拓本（宗猷寺） 上巻-P25

K-2-3-219
金森史料－金
森歴代

金森頼錦墓碑銘、金森可重軍郡上八幡城攻戦死者墓碑銘  拓本（郡上郡
八幡町慈恩寺）

上巻-P25

K-2-3-220
金森史料－金
森歴代

三木自綱位牌・金森頼業位牌・庭樹院・久昌院位牌拓本  （大名田町大字
千島霊泉寺）

上巻-P25

K-2-3-221
金森史料－金
森歴代

山下氏政室金森氏墓碑銘、山下市助氏意墓碑銘拓本  （益田郡下原村玉
龍寺）

上巻-P26

K-2-3-222
金森史料－金
森歴代

金森重頼・頼直・頼業墓碑銘拓本 上巻-P26

K-2-3-223
金森史料－金
森歴代

初代金森長近肖像画〔印刷〕永井如雲縮模 上巻-P26



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-3-224
金森史料－金
森歴代

初代金森長近肖像画写真永井如雲縮模 上巻-P26

K-2-3-225
金森史料－金
森歴代

二代金森可重像写真 上巻-P26

K-2-3-226
金森史料－金
森歴代

三代金森重頼肖像画写真 上巻-P26

K-2-3-227
金森史料－金
森歴代

四代金森頼直肖像画写真 上巻-P26

K-2-3-228
金森史料－金
森歴代

五代金森頼業肖像画写真 上巻-P26

K-2-3-229
金森史料－金
森歴代

六代金森頼・肖像画写真 上巻-P26

K-2-3-230
金森史料－金
森歴代

藤原（加藤）清正朝臣像（尾張国中村明行寺蔵） 上巻-P26

K-2-3-231
金森史料－金
森歴代

金龍神社例祭遺品遺墨展ポスタ－ 上巻-P26

K-2-3-232
金森史料－金
森歴代

金森氏史料展ポスタ－ 上巻-P26

K-2-3-233
金森史料－金
森歴代

金森家系図〈角竹作製〉 上巻-P26

K-2-3-234
金森史料－金
森歴代

金森氏領地の変遷 上巻-P26

K-2-3-235
金森史料－金
森歴代

関ケ原戦の形勢図及び説明〈角竹作製〉 上巻-P26

K-2-3-236
金森史料－金
森歴代

金森家系図〈角竹作製〉 上巻-P26

K-2-3-237
金森史料－金
森歴代

金森長近公三百五十年祭金森氏史料展説明札 上巻-P26

K-2-3-238
金森史料－金
森歴代

侍屋敷の処分、割地畑 上巻-P26

K-2-3-239
金森史料－金
森歴代

金森氏・城下町関係資料〈角竹作製〉 上巻-P26

K-2-3-240
金森史料－金
森歴代

金森時代飛騨文化の概略 上巻-P26

K-2-3-241
金森史料－金
森歴代

二の丸文化 上巻-P26

K-2-3-242
金森史料－金
森宗和

金森宗和流茶道について森本栄樹〔新聞切抜〕 上巻-P26

K-2-3-243
金森史料－金
森宗和

金森宗和公茶道之碑建立願書茶道之碑写真   有志者総代阪田長五郎他6
人から高山警察署長柿崎千城宛

上巻-P26

K-2-3-244
金森史料－金
森宗和

飛騨国金森宗和流婚礼作法完  （附、真行草及定式茶庭全図）中田二右衛
門編輯

上巻-P26

K-2-3-245
金森史料－金
森宗和

有明の御会〈角竹写〉  （三代将軍家光公と金森宗和の茶会） 上巻-P27

K-2-3-246
金森史料－金
森宗和

飛騨に伝はる宗和流茶道  （初習・中習・後習の部別茶道の教え）　森本宗
樹

上巻-P27

K-2-3-247
金森史料－金
森宗和

宗和流茶道研究会趣意書宗和流茶道研究同人 上巻-P27

K-2-3-248
金森史料－金
森宗和

日本茶道史桑田忠親〈角竹写〉 上巻-P27

K-2-3-249
金森史料－金
森宗和

伊勢茶道史佐藤虎雄 上巻-P27

K-2-3-250
金森史料－金
森宗和

「疑問の人」金森宗和と其の周囲の人々  橋東子（勇伊助）〔新聞切抜〕 上巻-P27

K-2-3-251
金森史料－金
森宗和

金森宗和と位山の笏木（写）岡村利平研究 上巻-P27

K-2-3-252
金森史料－金
森宗和

金沢に於ける金森宗和の遺跡〈角竹写〉  尾佐竹猛 （飛騨詩壇掲載） 上巻-P27

K-2-3-253
金森史料－金
森宗和

金森宗和に関する書状坂田小湖宛 上巻-P27

K-2-3-254
金森史料－金
森宗和

宗和忌案内状 上巻-P27

K-2-3-255
金森史料－金
森宗和

金森宗和三百回忌案内状〔ハガキ〕  森本宗樹から角竹喜登宛 上巻-P27
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-3-256
金森史料－金
森宗和

金森宗和流茶道系譜森本栄樹 上巻-P27

K-2-3-257
金森史料－金
森宗和

金森宗和築松林寺庭、宗和流茶式秘書 上巻-P27

K-2-3-258
金森史料－金
森宗和

宗和流茶道清風社碑（大隆寺） 上巻-P27

K-2-3-259
金森史料－金
森宗和

金森宗和茶道碑（大隆寺） 上巻-P27

K-2-3-260
金森史料－金
森宗和

金森宗和像 上巻-P27

K-2-3-261
金森史料－金
森宗和

金森家系図（宗和流あり） 上巻-P27

K-2-3-262
金森史料－金
森宗和

金森宗和流系図 上巻-P27

K-2-4-1
幕政天領－高
山陣屋

飛騨地方御尋答書（雑誌所載） 上巻-P28

K-2-4-2
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋敷地内御蔵史料（高山城内三之丸より移す） 上巻-P28

K-2-4-3
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋図（写）（宝暦6年子10月修営後） 上巻-P28

K-2-4-4
幕政天領－高
山陣屋

被仰渡書付写上野屋組 上巻-P28

K-2-4-5
幕政天領－高
山陣屋

元禄證文御印状類写三  （飯塚常之丞殿支配飛州御改正伺） 上巻-P28

K-2-4-6
幕政天領－高
山陣屋

見聞録田宮盛右衛門写 上巻-P28

K-2-4-7
幕政天領－高
山陣屋

高山御蔵納米民間ノ記録〈角竹写〉  （大萓村・山口村ノ例） 上巻-P28

K-2-4-8
幕政天領－高
山陣屋

高山御役所文書留 上巻-P28

K-2-4-9
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋図〔印刷〕（文化13年改築後） 上巻-P28

K-2-4-10
幕政天領－高
山陣屋

高山御蔵絵図角竹喜登 上巻-P28

K-2-4-11
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋門建替の記録角竹喜登 上巻-P28

K-2-4-12
幕政天領－高
山陣屋

国中余荷御普請金、御陣屋御門御普請金高山町 上巻-P28

K-2-4-13
幕政天領－高
山陣屋

御料所御改革に付飛騨国附御用留書抜〈角竹写〉  高山御役所 上巻-P28

K-2-4-14
幕政天領－高
山陣屋

八賀寿仁・茂晨の記録  （高山市世相史料の一部）角竹喜登 上巻-P28

K-2-4-15
幕政天領－高
山陣屋

当分御預所（美濃国郡上郡18ケ村）〈角竹写〉 上巻-P28

K-2-4-16
幕政天領－高
山陣屋

高山御役所文書留 上巻-P28

K-2-4-17
幕政天領－高
山陣屋

陣屋絵図（郡代芝与市右衛門の文政年間のもの） 上巻-P28

K-2-4-18
幕政天領－高
山陣屋

高山御蔵史料（引渡目録） 上巻-P28

K-2-4-19
幕政天領－高
山陣屋

旧高山支庁敷地坪数（内訳）（郡役所調書より写） 上巻-P28

K-2-4-20
幕政天領－高
山陣屋

高山御蔵（収納米蔵）ニ関する研究  調査委員角竹喜登から岐阜県史蹟名
勝天然記念物調  査会長宛

上巻-P28

K-2-4-21
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋・高山御蔵に関する研究   （高山陣屋の民政一斑）角竹喜登 上巻-P28

K-2-4-22
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋の民政一斑角竹喜登 上巻-P28

K-2-4-23
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋絵図青木良之写（川上哲太郎所蔵） 上巻-P28

K-2-4-24
幕政天領－高
山陣屋

書簡  （旧幕時代高山陣屋にて高札揮亳用の大硯を珍重保存す）  揖斐郡
長瀬村光雲寺鈴木道圓から角竹喜登宛

上巻-P29

K-2-4-25
幕政天領－高
山陣屋

飛騨地方事務所発足（史蹟の代官屋敷）  〔新聞切抜〕 上巻-P29
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-4-26
幕政天領－高
山陣屋

文部省史蹟指定高山陣屋趾角竹喜登 上巻-P29

K-2-4-27
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋の民政一班（社会科懇談会研究題）  角竹喜登 上巻-P29

K-2-4-28
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋表門改修（屋根板の内から貴重な記録）  〔新聞切抜〕 上巻-P29

K-2-4-29
幕政天領－高
山陣屋

書状（一日御郡代様と日を立て申候）  香石（谷屋長兵衛） 上巻-P29

K-2-4-30
幕政天領－高
山陣屋

書状（御陣屋内へ内々御菓子料）  大雄寺から日下部平兵衛宛 上巻-P29

K-2-4-31
幕政天領－高
山陣屋

史蹟高山陣屋飛騨地方事務所教育課編 上巻-P29

K-2-4-32
幕政天領－高
山陣屋

陣屋絵図（真木蔵） 上巻-P29

K-2-4-33
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋図角竹喜登 上巻-P29

K-2-4-34
幕政天領－高
山陣屋

飛騨郡代役所記憶図 上巻-P29

K-2-4-35
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋玄関青海波の壁〔写真、新聞切抜他〕 上巻-P29

K-2-4-36
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋址〔写真他〕 上巻-P29

K-2-4-37
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋玄関〔写真他〕 上巻-P29

K-2-4-38
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋米蔵〔写真〕 上巻-P29

K-2-4-39
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋庭〔写真〕 上巻-P29

K-2-4-40
幕政天領－高
山陣屋

役所絵図角竹喜登 上巻-P29

K-2-4-41
幕政天領－高
山陣屋

尾州白鳥御用場絵図 上巻-P29

K-2-4-42
幕政天領－高
山陣屋

覚（村役人より高山陣屋への贈物定例） 上巻-P29

K-2-4-43
幕政天領－高
山陣屋

近世飛騨林業史14（天領行政）菱村正文 上巻-P29

K-2-4-44
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋左義長の餘風向陽生〔新聞切抜〕 上巻-P29

K-2-4-45
幕政天領－高
山陣屋

御陣内御年玉・御暑中・御年末  （高山及茂住から高山御役所への儀礼） 上巻-P29

K-2-4-46
幕政天領－高
山陣屋

御陣内御歳暮 上巻-P29

K-2-4-47
幕政天領－高
山陣屋

時の郡代と同名に付改名した例 上巻-P29

K-2-4-48
幕政天領－高
山陣屋

飛騨国私領分、御料所ニ相成候ニ付諸伺并御証文写 上巻-P29

K-2-4-49
幕政天領－高
山陣屋

徳川直轄地史料（政治に関する文書） 上巻-P29

K-2-4-50
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋図（足軽・蔵番・番所・物見間取図）  角竹喜登（川上哲太郎蔵） 上巻-P29

K-2-4-51
幕政天領－高
山陣屋

拓本（史蹟高山陣屋趾） 上巻-P30

K-2-4-52
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋図 上巻-P30

K-2-4-111
幕政天領－高
山陣屋

高山陣屋御蔵の建築年代〔新聞切抜〕 上巻-P30

K-2-4-53 幕政天領－施 御巡見様諸事留帳 上巻-P30
K-2-4-54 幕政天領－施 御料所迄御巡見御通行村々村高、家数、御林ケ所覚書 上巻-P30
K-2-4-55 幕政天領－施 先觸 上巻-P30
K-2-4-56 幕政天領－施 江戸御役人・御巡見飛州諸々出口御番所 上巻-P30
K-2-4-57 幕政天領－施 御料所御巡見様三御本陣日記〈角竹写〉 上巻-P30
K-2-4-58 幕政天領－施 国廻り巡見使土屋一左衛門一行の一宮参拝模様書 上巻-P30
K-2-4-59 幕政天領－施 差上申御請證文之事  （御国廻り御巡見様通行ニ付、御召乗物御陸尺被仰 上巻-P30
K-2-4-60 幕政天領－施 御巡見様案内人馬諸入用覚帳作次控 上巻-P30
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K-2-4-61 幕政天領－施 御料所御巡見様御逗留中諸日記本椙甚 上巻-P30
K-2-4-62 幕政天領－施 覚（御巡見奉行中川、阿久沢両人位山の歌） 上巻-P30
K-2-4-63 幕政天領－施 書状（巡見使富山より入国）  桑田貢二から菊田親父宛 上巻-P30
K-2-4-64 幕政天領－施 書状（御領所廻り御巡見様高山着）  平兵衛から平次郎宛 上巻-P30
K-2-4-65 幕政天領－施 先觸（御国廻御巡見御先觸写）関根長次郎他2人 上巻-P30
K-2-4-66 幕政天領－施 覚書（御巡見様御入高につき） 上巻-P30
K-2-4-67 幕政天領－施 書状（御巡見様御懸り被仰付）  村瀬屋孫兵衛から谷屋平次郎宛 上巻-P30
K-2-4-68 幕政天領－施 本目様御荷物留書（御巡見荷物留書） 上巻-P30
K-2-4-69 幕政天領－施 御巡見到着役割 上巻-P30
K-2-4-70 幕政天領－施 御巡見一行人数書 上巻-P30
K-2-4-71 幕政天領－施 海岸御順見 上巻-P30
K-2-4-72 幕政天領－施 御巡見様入用拂銭控 上巻-P30
K-2-4-73 幕政天領－施 御巡見割覚 上巻-P30
K-2-4-74 幕政天領－施 覚（御巡見小坂宮脇泊） 上巻-P30
K-2-4-75 幕政天領－施 御巡見史料まとめ袋 上巻-P30
K-2-4-112 幕政天領－施 中川様御本陣諸入用帳 上巻-P31
K-2-4-113 幕政天領－施 御順見様御肴入用帳  甚甫屋源右衛門から杉崎甚右衛門宛 上巻-P31
K-2-4-114 幕政天領－施 御巡見様御逗留中御献立帳 上巻-P31
K-2-4-115 幕政天領－施 御巡見様御本陣諸入用書上帳  杉崎屋甚右衛門・荒木屋兵助・村瀬屋孫 上巻-P31
K-2-4-116 幕政天領－施 尾州熱田御巡見様御泊り聞書 上巻-P31
K-2-4-117 幕政天領－施 御料所御巡見様三御本陣日記 上巻-P31
K-2-4-118 幕政天領－施 御巡見通行ニ付村々心得書 上巻-P31
K-2-4-76 幕政天領－施 幕末海外防備の飛騨への影響角竹喜登 上巻-P31
K-2-4-77 幕政天領－施 諳厄利亜國莫利宋（イギリス国モリソンか） 上巻-P31
K-2-4-78 幕政天領－施 書状（異国船渡来模様報告）  渡辺敬造から加納大先生宛 上巻-P31
K-2-4-79 幕政天領－施 書状（異国船渡来模様）  富山から高山日下部平兵衛他宛 上巻-P31
K-2-4-80 幕政天領－施 書状（異国船渡来ニ付町会所より上納金仰渡割附案）  母から平兵衛宛 上巻-P31
K-2-4-81 幕政天領－施 異国船渡来御見舞金（小八賀郷大谷村他五ケ村）  〈角竹記録〉 上巻-P31
K-2-4-82 幕政天領－施 米艦渡来品川臺場取建献金〈角竹写〉  （異国船御備ニ付御冥加金書上帳 上巻-P31
K-2-4-83 幕政天領－施 砲台建築資金献納ニ付苗字御免ノ者  （掲示説明用資料） 上巻-P31
K-2-4-84 幕政天領－施 亜墨利加ヨリ渡来書翰和解 上巻-P31
K-2-4-85 幕政天領－施 通行一覧（写）大学頭林・〈角竹写〉 上巻-P31

K-2-4-86
幕政天領－施
政

上ケ金七十五両上納請取書（砲台建築資金）  手代内藤宗左衛門から高山
弐之町桐山屋源兵衛宛

上巻-P31

K-2-4-87 幕政天領－施 覚（異国船渡来寄附金）  手代内藤宗左衛門から高山三之町杉崎屋甚右衛 上巻-P31
K-2-4-88 幕政天領－施 覚（砲台建築資金上納請取書）  手代内藤宗左衛門から大野郡山梨村小前 上巻-P31

K-2-4-89
幕政天領－施
政

覚（砲台建築資金上納請取書）  手代内藤宗左衛門から肴屋惣代庄兵衛・
料理屋惣代

上巻-P31

K-2-4-90 幕政天領－施 覚（砲台建築資金上納請取書）  手代内藤宗左衛門から高山町方彦兵衛宛 上巻-P32
K-2-4-91 幕政天領－施 覚（品川砲台建築資金上納請取書）  手代内藤宗左衛門から大野郡坊方村 上巻-P32
K-2-4-92 幕政天領－施 安政元年日露修好条約地図（掲示用地図） 上巻-P32
K-2-4-93 幕政天領－施 書状（長崎表ニテ英吉利船渡来の事あり）  近藤秀六から森佐兵衛宛 上巻-P32
K-2-4-94 幕政天領－施 （開港）御觸書之写（五ケ国御貿易場） 上巻-P32
K-2-4-95 幕政天領－施 書状（異国船渡来模様）  越中古川屋吉兵衛から平田彦六宛 上巻-P32
K-2-4-96 幕政天領－施 書状（異国船渡来に付諏訪社へ御祈願）  毛利神宮から森佐兵衛（森宗弘） 上巻-P32
K-2-4-97 幕政天領－施 異国船渡来防備仰渡（写） 上巻-P32
K-2-4-98 幕政天領－施 嘉永6年異国船渡来に関する郷土史料まとめ袋 上巻-P32
K-2-4-99 幕政天領－施 書簡（異国船渡来記について）  永森直次郎から角竹喜登宛 上巻-P32
K-2-4-100 幕政天領－施 “黒船渡来”の古文書高山に〔新聞切抜〕 上巻-P32
K-2-4-101 幕政天領－施 公事出入吟味筋取計方之儀ニ付伺書写大池 上巻-P32
K-2-4-102 幕政天領－施 御公儀様御用金 上巻-P32
K-2-4-103 幕政天領－施 御本丸御用金割付覚 上巻-P32
K-2-4-104 幕政天領－施 諸御大名参勤年割附東海道御道替之図 上巻-P32
K-2-4-105 幕政天領－施 東都日本橋諷・状写千葉氏秘蔵 上巻-P32
K-2-4-106 幕政天領－施 江戸幕府の三奨励事項角竹喜登 上巻-P32
K-2-4-107 幕政天領－施 御所より被仰出将軍様（家茂）より御請書（写） 上巻-P32
K-2-4-108 幕政天領－施 徳川盛世録角竹喜登（一部写） 上巻-P32
K-2-4-109 幕政天領－施 高山陣屋役人執務参考書 上巻-P32
K-2-4-110 幕政天領－施 地方落穂集 上巻-P32
K-2-4-119 幕政天領－施 飛州三郡郷村書抜帳 上巻-P32
K-2-4-120 幕政天領－施 飛州地方御尋答書 上巻-P32
K-2-4-121 幕政天領－施 義公黄門仁徳録下（江戸時代飛騨人の読んだ書物） 上巻-P32
K-2-4-122 幕政天領－施 奉差上御請証文之事  三之町村組頭滑川屋善助他から高山御役所宛 上巻-P32
K-2-5-1 陣屋役人－武 延享武鑑御大名衆巻之一 上巻-P33
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K-2-5-2 陣屋役人－武 新刊雲上明鑑 上巻-P33
K-2-5-3 陣屋役人－武 天明武鑑御大名衆巻之一 上巻-P33
K-2-5-4 陣屋役人－武 天明武鑑御大名衆巻之二 上巻-P33
K-2-5-5 陣屋役人－武 武鑑 上巻-P33
K-2-5-6 陣屋役人－武 武鑑 上巻-P33
K-2-5-7 陣屋役人－武 京羽二重大全 上巻-P33
K-2-5-8 陣屋役人－武 文政武鑑御大名衆巻之一 上巻-P33
K-2-5-9 陣屋役人－武 天保武鑑御大名衆巻之一 上巻-P33
K-2-5-10 陣屋役人－武 天保武鑑御役人衆巻之三 上巻-P33
K-2-5-11 陣屋役人－武 天保武鑑西御丸附巻之四 上巻-P33
K-2-5-12 陣屋役人－武 武鑑（飛騨郡代大井帯刀あり） 上巻-P33
K-2-5-13 陣屋役人－武 袖玉武鑑全 上巻-P33
K-2-5-14 陣屋役人－武 袖玉武鑑全 上巻-P33
K-2-5-15 陣屋役人－武 袖玉武鑑全 上巻-P33
K-2-5-16 陣屋役人－武 嘉永武鑑西御丸附　巻之四 上巻-P33
K-2-5-17 陣屋役人－武 袖玉武鑑全（飛騨郡代小野朝右衛門あり） 上巻-P33
K-2-5-18 陣屋役人－武 有司武鑑（飛騨郡代福王三郎兵衛あり） 上巻-P33
K-2-5-19 陣屋役人－武 袖玉武鑑全（飛騨郡代福王三郎兵衛あり） 上巻-P33
K-2-5-20 陣屋役人－武 会計便覧（飛騨郡代福王三郎兵衛あり） 上巻-P33
K-2-5-21 陣屋役人－武 袖玉武鑑全（飛騨郡代増田作右衛門あり） 上巻-P33
K-2-5-22 陣屋役人－武 武鑑（飛騨郡代増田作右衛門あり） 上巻-P33
K-2-5-23 陣屋役人－武 文久武鑑西御丸附巻之四 上巻-P33
K-2-5-24 陣屋役人－武 武鑑 上巻-P33
K-2-5-25 陣屋役人－武 袖玉武鑑 上巻-P33
K-2-5-26 陣屋役人－武 縣令集覧全 上巻-P33
K-2-5-27 陣屋役人－武 武鑑 上巻-P33
K-2-5-28 陣屋役人－武 大成武鑑西御丸御役人衆巻之四 上巻-P33
K-2-5-29 陣屋役人－武 雲上明覧大全 上巻-P33
K-2-5-30 陣屋役人－武 武鑑 上巻-P33
K-2-5-31 陣屋役人－武 列藩一覧 上巻-P33
K-2-5-32 陣屋役人－武 藩銘録全 上巻-P33
K-2-5-33 陣屋役人－武 武鑑 上巻-P34

K-2-5-34-1
陣屋役人－郡
代・代官

代官長谷川忠国への飛州地方御尋答書〈角竹写〉 上巻-P34

K-2-5-34-2
陣屋役人－郡
代・代官

飛州代官長谷川忠国寄進の石燈籠写真 上巻-P34

K-2-5-35-1
陣屋役人－郡
代・代官

長谷川忠崇説明書〈角竹写〉 上巻-P34

K-2-5-35-2
陣屋役人－郡
代・代官

長谷川忠崇肖像画 上巻-P34

K-2-5-35-3
陣屋役人－郡
代・代官

長谷川忠崇位牌拓本（宗猷寺） 上巻-P34

K-2-5-35-4
陣屋役人－郡
代・代官

長谷川忠崇肖像画写真 上巻-P34

K-2-5-35-5
陣屋役人－郡
代・代官

写真 上巻-P34

K-2-5-35-6
陣屋役人－郡
代・代官

長谷川忠崇の細江の碑拓本 上巻-P34

K-2-5-36-1
陣屋役人－郡
代・代官

薯代官幸田善太夫高成略伝他〈角竹写〉 上巻-P34

K-2-5-36-2
陣屋役人－郡
代・代官

薯代官幸田善太夫高成略伝、幸田善太夫慰霊祭案内  西之一色農生会か
ら角竹喜登宛

上巻-P34

K-2-5-36-3
陣屋役人－郡
代・代官

幸田善太夫百回忌供物式 上巻-P34

K-2-5-36-4
陣屋役人－郡
代・代官

幸田善太夫百回忌供物之式覚 上巻-P34

K-2-5-36-5
陣屋役人－郡
代・代官

御書付写廻状（幸田善太夫代巡見）  幸田善太夫 上巻-P34

K-2-5-36-6
陣屋役人－郡
代・代官

中井清太夫の研究〈角竹写〉 上巻-P34

K-2-5-36-7
陣屋役人－郡
代・代官

幸田善太夫墓写真1枚・拓本5枚 上巻-P34

K-2-5-36-8
陣屋役人－郡
代・代官

幸田善太夫墓拓本 上巻-P34
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K-2-5-37-1
陣屋役人－郡
代・代官

上倉彦左衛門墓拓本 上巻-P34

K-2-5-37-2
陣屋役人－郡
代・代官

上倉老梅書状 上巻-P34

K-2-5-37-3
陣屋役人－郡
代・代官

眠呼宛書状 上巻-P34

K-2-5-38-1
陣屋役人－郡
代・代官

江戸表ニ而当月十二日被仰渡候趣  飯塚伊兵衛御納戸頭御役替  小出大
助飛騨御支配御役

上巻-P34

K-2-5-38-2
陣屋役人－郡
代・代官

御公儀より被仰渡候書付写〈角竹写〉  飯塚常之丞 上巻-P34

K-2-5-38-3
陣屋役人－郡
代・代官

手代地役人へ音信音物堅不可用他〈角竹写〉  飯塚常之丞 上巻-P35

K-2-5-38-4
陣屋役人－郡
代・代官

飯塚伊兵衛室の墓拓本 上巻-P35

K-2-5-39-1
陣屋役人－郡
代・代官

「飛騨郡代小出大助夫妻の事蹟」に関し愛媛県下小学校  より照会 上巻-P35

K-2-5-39-2
陣屋役人－郡
代・代官

出世水鉢の話角竹如山〔新聞切抜〕 上巻-P35

K-2-5-39-3
陣屋役人－郡
代・代官

陣屋稲荷と出世水鉢の略由緒、出世水鉢の写真 上巻-P35

K-2-5-39-4
陣屋役人－郡
代・代官

大日本人名辞書に見ゆる小出大助〈角竹写〉 上巻-P35

K-2-5-39-5
陣屋役人－郡
代・代官

小出郡代の着任道（地図） 上巻-P35

K-2-5-39-6
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代小出大助寄進石燈籠写真（大隆寺） 上巻-P35

K-2-5-39-7
陣屋役人－郡
代・代官

郡代小出大助先觸状写真 上巻-P35

K-2-5-39-8
陣屋役人－郡
代・代官

拓本（小出郡代寄進の石盥にある郡代名） 上巻-P35

K-2-5-40-1
陣屋役人－郡
代・代官

田口五郎左衛門墓拓本（大雄寺） 上巻-P35

K-2-5-41-1
陣屋役人－郡
代・代官

榊原小兵衛長義葬式行列記（於不遠寺）  （高山の町人も行列に加わる） 上巻-P35

K-2-5-41-2
陣屋役人－郡
代・代官

榊原小兵衛墓拓本 上巻-P35

K-2-5-42-1
陣屋役人－郡
代・代官

書状芝与市右衛門から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P35

K-2-5-42-2
陣屋役人－郡
代・代官

賀状水野出羽守から芝与市右衛門宛 上巻-P35

K-2-5-42-3
陣屋役人－郡
代・代官

陣屋稲荷の初午に飾物〈角竹写〉 上巻-P35

K-2-5-42-4
陣屋役人－郡
代・代官

寿塔拓本（上宝本郷本覚寺） 上巻-P35

K-2-5-42-5
陣屋役人－郡
代・代官

荏名神社標石 上巻-P35

K-2-5-43-1
陣屋役人－郡
代・代官

書状（大井郡代提普請の仰を蒙る）  谷屋平兵衛から平次郎宛 上巻-P35

K-2-5-43-2
陣屋役人－郡
代・代官

奇特人永続方御申立書付写  （宮村はち同娘よ祢狼仕留一件）大井帯刀 上巻-P35

K-2-5-43-3
陣屋役人－郡
代・代官

天保大饑饉と大井郡代の政治角竹喜登 上巻-P35

K-2-5-43-4
陣屋役人－郡
代・代官

越前に於ける飛騨郡代大井永昌報恩碑、天保救荒碑に就  て書簡福井市
山本博輔から角竹喜登宛

上巻-P35

K-2-5-43-5
陣屋役人－郡
代・代官

本保陣屋郡代大井永昌記  斉藤槻堂執筆丹生郡吉野村誌刊行会編輯 上巻-P35

K-2-5-43-6
陣屋役人－郡
代・代官

大井郡代について書簡  福井県斉藤槻堂から角竹喜登宛 上巻-P36

K-2-5-43-7
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代大井帯刀永昌（大井永昌の善政他） 上巻-P36

K-2-5-43-8
陣屋役人－郡
代・代官

大井帯刀寿墓拓本 上巻-P36

K-2-5-44-1
陣屋役人－郡
代・代官

書状（嘉永四年郡代の越前行）  安兵衛から父宛 上巻-P36
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K-2-5-44-2
陣屋役人－郡
代・代官

長寿者から豊田郡代への贈物 上巻-P36

K-2-5-44-3
陣屋役人－郡
代・代官

書状（豊田郡代二之丸留守居役転勤を批評） 上巻-P36

K-2-5-44-4
陣屋役人－郡
代・代官

豊田藤之進引継演説書〈角竹写〉 上巻-P36

K-2-5-44-5
陣屋役人－郡
代・代官

御料所改革被仰出候書附（写）  豊田藤之進から村々名主他宛 上巻-P36

K-2-5-44-6
陣屋役人－郡
代・代官

御觸書豊藤之進花里村名主庄兵衛写 上巻-P36

K-2-5-45-1
陣屋役人－郡
代・代官

小野郡代に関する記録〈角竹写〉 上巻-P36

K-2-5-45-2
陣屋役人－郡
代・代官

小野家御系譜 上巻-P36

K-2-5-45-3
陣屋役人－郡
代・代官

喬松院様御葬式御行列  （飛騨郡代小野朝右衛門室磯女） 上巻-P36

K-2-5-45-4
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代小野高福敬神尊皇事歴角竹喜登 上巻-P36

K-2-5-45-5
陣屋役人－郡
代・代官

書状（上野にて西洋流調練） 上巻-P36

K-2-5-45-6
陣屋役人－郡
代・代官

小野朝右衛門署名印 上巻-P36

K-2-5-45-7
陣屋役人－郡
代・代官

高山陣屋着陣模様〈角竹写〉  （町年寄日記より） 上巻-P36

K-2-5-45-8
陣屋役人－郡
代・代官

飛州高山陣屋着任候段御届書〈角竹写〉 上巻-P36

K-2-5-45-9
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨美濃国郷村請取候御届書〈角竹写〉 上巻-P36

K-2-5-45-10
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代小野朝右衛門高福墓写真 上巻-P36

K-2-5-45-11
陣屋役人－郡
代・代官

小野郡代葬式記事〈角竹写〉  （町年寄日記より） 上巻-P36

K-2-5-45-12
陣屋役人－郡
代・代官

八十歳以上のもの名前書 上巻-P36

K-2-5-45-13
陣屋役人－郡
代・代官

山岡鉄舟父飛騨郡代小野高福敬神尊王事歴 上巻-P36

K-2-5-46-1
陣屋役人－郡
代・代官

差上申一札之事〈角竹写〉  （高山町住居の者御用向ニ付袴着用） 上巻-P36

K-2-5-46-2
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代福王三郎兵衛着陣模様〈角竹写〉  （町年寄日記より） 上巻-P36

K-2-5-46-3
陣屋役人－郡
代・代官

覚（大野郡細越村小前上ケ金上納請取）  福三郎兵衛手代内藤宗左衛門 上巻-P37

K-2-5-46-4
陣屋役人－郡
代・代官

覚（宮田村小前上ケ金）  福三郎兵衛手代内藤宗左衛門 上巻-P37

K-2-5-47-1
陣屋役人－郡
代・代官

御郡代増田様御出府に付御賄諸書物入〈角竹写〉 上巻-P37

K-2-5-47-2
陣屋役人－郡
代・代官

矢嶋取替会（増田郡代献上白紬） 上巻-P37

K-2-5-47-3
陣屋役人－郡
代・代官

増田作右衛門室の墓拓本 上巻-P37

K-2-5-47-4
陣屋役人－郡
代・代官

増田頼興禅昌寺碑拓本 上巻-P37

K-2-5-47-5
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代増田氏の墓拓本 上巻-P37

K-2-5-48-1
陣屋役人－郡
代・代官

慶応二年正月改正縣令集覧〈角竹写〉  （飛騨御郡代高柳小三郎布衣躑躅
之間四百俵高）

上巻-P37

K-2-5-48-2
陣屋役人－郡
代・代官

御郡代高柳小三郎様御着陣諸書物及び諸事留  〈角竹写〉 上巻-P37

K-2-5-48-3
陣屋役人－郡
代・代官

御郡代高柳小三郎着陣買物帳 上巻-P37

K-2-5-48-4
陣屋役人－郡
代・代官

非常の節日常高山詰21人名 上巻-P37

K-2-5-49-1
陣屋役人－郡
代・代官

新見郡代注文着物柄絵 上巻-P37
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K-2-5-49-2
陣屋役人－郡
代・代官

新見郡代入部覚書 上巻-P37

K-2-5-49-3
陣屋役人－郡
代・代官

新見郡代奥方一行道中日記森本一雄 上巻-P37

K-2-5-50
陣屋役人－郡
代・代官

代官遺墨の数々（飛騨郡代遺品、遺墨展）  〔写真、新聞切抜〕 上巻-P37

K-2-5-51
陣屋役人－郡
代・代官

小出ゑち女の婦徳〔写真、新聞切抜〕 上巻-P37

K-2-5-52
陣屋役人－郡
代・代官

代官・郡代〈角竹写〉 上巻-P37

K-2-5-53
陣屋役人－郡
代・代官

越前本保出張（東京及大阪近傍地図）  （人馬問屋書込あり） 上巻-P37

K-2-5-54
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代所管越前との交通研究地図他 上巻-P37

K-2-5-55
陣屋役人－郡
代・代官

高等小学修身書巻二  （飛騨郡代小出大助と同妻の記事がある） 上巻-P37

K-2-5-56
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨国御郡代記福蕨控 上巻-P37

K-2-5-57
陣屋役人－郡
代・代官

越前国　越前加賀白山麓子皆済目録集 上巻-P37

K-2-5-58
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨代官・郡代氏名（弘化2年6月小野郡代迄） 上巻-P37

K-2-5-59
陣屋役人－郡
代・代官

政治史の内〈角竹写〉  （郡代の着陣模様、巡見使派遣、高札） 上巻-P37

K-2-5-60
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨代官郡代墓所順拝要項  （飛騨支庁開設記念日に当って）角竹喜登案 上巻-P38

K-2-5-61
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨代官・郡代氏名 上巻-P38

K-2-5-62
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨郡代管下海岸英吉利船打拂方文書  角竹如山〔新聞切抜〕 上巻-P38

K-2-5-63
陣屋役人－郡
代・代官

文格摘要（全） 上巻-P38

K-2-5-64
陣屋役人－郡
代・代官

代官・郡代の政治（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P38

K-2-5-65
陣屋役人－郡
代・代官

飛騨代官・郡代氏名黒印集 上巻-P38

K-2-5-179
陣屋役人－郡
代・代官

布衣雛形 上巻-P38

K-2-5-180
陣屋役人－郡
代・代官

郡代の社参・墓参〈角竹作製〉 上巻-P38

K-2-5-181
陣屋役人－郡
代・代官

江戸時代飛騨史上の女性研究資料〈角竹記録〉  （小野磯女小出恵知女大
原彦四郎の妻）

上巻-P38

K-2-5-66
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

飛騨高山地役人帳江黒村平沢権之助 上巻-P38

K-2-5-67-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚・親類書野瀬源十郎から柴村藤右衛門宛 上巻-P38

K-2-5-67-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

差上ケ申證文之事善右衛門から長谷川庄五郎宛 上巻-P38

K-2-5-67-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

宗旨證文之事元興寺から長谷川庄五郎宛 上巻-P38

K-2-5-67-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

由緒書写野瀬源十郎 上巻-P38

K-2-5-67-5
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚・親類書野瀬源十郎から小林右八宛 上巻-P38

K-2-5-68
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

一札之事 上巻-P38
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K-2-5-69
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人軒数（宗門帳より）〈角竹写〉 上巻-P38

K-2-5-70
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚（地役人存続願）  長瀬磯右衛門から大原彦四郎御手代茂木沢右衛門宛 上巻-P38

K-2-5-71
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

文化元年年行事（地役人願他）〈角竹写〉 上巻-P38

K-2-5-72
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

元地役人先年浪人となった跡式名前書 上巻-P38

K-2-5-73
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

益田廻村手帳大池 上巻-P38

K-2-5-74
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

諸出役名前帳（馬場牛小屋の名あり） 上巻-P38

K-2-5-75
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人刀質入借用証文（金子借用申證文之事）  上邑森助から小嶋屋忠五
郎宛

上巻-P38

K-2-5-76
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

親類書（地役人大池平八累類書）大池平八 上巻-P38

K-2-5-77-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人姓名席順 上巻-P38

K-2-5-77-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人の姓連記 上巻-P38

K-2-5-77-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

御地役人衆連名〈角竹写〉  （中津原村庄六控「覚書」より） 上巻-P39

K-2-5-77-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人名前大池 上巻-P39

K-2-5-77-5
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

幕末高山地役人の住所調〈角竹記録〉  （大坪宗一郎氏より聞書） 上巻-P39

K-2-5-78
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

金子借用證文之事（地役人扶持米引当借用証文）  田中利一郎から大坂屋
四郎右衛門宛

上巻-P39

K-2-5-79
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

雑記大池 上巻-P39

K-2-5-80
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

金子借用證文之事（地役人切米引当借用証文）  松村正三郎から大坂屋七
左衛門宛

上巻-P39

K-2-5-81
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

羽根口御用留記〈角竹写〉 上巻-P39

K-2-5-82
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

元地役人受領屋敷地返上願高山県貫属惣代 上巻-P39

K-2-5-83
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

家禄奉還ニ付地所拂下願  筑摩県貫属士族上村一平から筑摩県権参事高
木惟矩宛

上巻-P39

K-2-5-84
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

御願書（元地役人家禄返還に関する願） 上巻-P39

K-2-5-85
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

（口留役）勤書（写）  口留番役惣代田中十兵衛から上倉彦左衛門宛 上巻-P39
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K-2-5-86
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

富田禮彦公私事日記（一部）〈角竹写〉  （慶応、安政、万延） 上巻-P39

K-2-5-87
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚（地役人書籍購入）升屋重兵衛から大池宛 上巻-P39

K-2-5-88
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（金子借用願）  直井勘右衛門から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P39

K-2-5-89
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（生鰤進上）  地役人田近孫蔵から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P39

K-2-5-90
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

手附・手代・地役人に関する調〈角竹写〉 上巻-P39

K-2-5-91
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚（地役人下原口詰役人雑用勘定書）上村 上巻-P39

K-2-5-92
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（切米引当借金依頼）  吉住礼助から谷屋平兵衛宛 上巻-P39

K-2-5-93
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

酔石亭成斉秘稿（地役人の執務便覧）大池 上巻-P39

K-2-5-94
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人飯山家系図 上巻-P39

K-2-5-95
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（田宮一件事済早川一件事済）  （大池）織右衛門から父宛 上巻-P39

K-2-5-96
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

御扶持人名 上巻-P39

K-2-5-97
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人の生活資料  （御番所詰の子息へ母より家庭の状況を知らせる） 上巻-P40

K-2-5-98
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人の生活考察資料  （大池平八母から平八夫婦宛書状） 上巻-P40

K-2-5-99
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（川島奥六甲州支配へ勤務）  川島奥六から（大池）織右衛門宛 上巻-P40

K-2-5-100
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

吉住家の墓、石黒家の墓〈角竹記録〉 上巻-P40

K-2-5-101
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年行略記（地役人関係） 上巻-P40

K-2-5-102
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（役人の件他） 上巻-P40

K-2-5-103
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

弘化年中の地役人〈角竹記録〉 上巻-P40

K-2-5-104
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人頭取申渡状（二人扶持）大池織右衛門 上巻-P40

K-2-5-105
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

拓本（田近権助翁記念碑） 上巻-P40

K-2-5-106
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

勝手方示合心得之事 上巻-P40
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K-2-5-107
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

加藤素毛写真（小野郡代の公用人） 上巻-P40

K-2-5-108
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

高山陣屋役人へ献上物覚書（新見郡代時代） 上巻-P40

K-2-5-109
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

在所給人、江戸交代、在所扶持人、寛府 上巻-P40

K-2-5-110
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚（眞綿代取替他） 上巻-P40

K-2-5-111
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

加藤素毛亜行航海日記の研究角竹喜登 上巻-P40

K-2-5-112
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

手附のもの貰請掛合承知の旨及挨拶候趣御届書〈角竹写〉 上巻-P40

K-2-5-113
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

貝塚文次右衛門署名（田口五郎左衛門代官の元締手代） 上巻-P40

K-2-5-114
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

御勘定奉行頭取他氏名 上巻-P40

K-2-5-115
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

榊原郡代役人氏名（元〆以下） 上巻-P40

K-2-5-116
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

伊奈半左衛門手附手代名前書 上巻-P40

K-2-5-117
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚（御侍敷村左之助・松浦倍之助餞別） 上巻-P40

K-2-5-118
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

榊原郡代の手附手代 上巻-P40

K-2-5-119-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

貝塚素牛墓拓本（大雄寺） 上巻-P40

K-2-5-119-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

貝塚素牛墓拓本（大雄寺） 上巻-P40

K-2-5-119-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

貝塚素牛墓拓本（大雄寺） 上巻-P40

K-2-5-119-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

高山公園功労者貝塚素牛の墓（掲示教育資料）  〈角竹作製〉 上巻-P40

K-2-5-119-5
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

素牛句（掲示教育資料）〈角竹作製〉 上巻-P40

K-2-5-119-6
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

田口五郎左衛門・貝塚素牛について〈角竹記録〉 上巻-P40

K-2-5-119-7
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

桜模様紙 上巻-P40

K-2-5-119-8
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（自筆）貝塚文次右衛門から大坂屋彦兵衛宛 上巻-P41

K-2-5-119-9
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

写真（貝塚素牛墓、城山公園二ノ丸の桜） 上巻-P41
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K-2-5-119-10
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

白雲山桜花の碑について 上巻-P41

K-2-5-119-11
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

俳諧結社別俳句集（素牛他） 上巻-P41

K-2-5-120-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

高山陣屋役人先觸状石井嘉助 上巻-P41

K-2-5-120-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

菊田泰蔵自筆集 上巻-P41

K-2-5-120-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

新見様御手代衆他 上巻-P41

K-2-5-120-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

地役人屋敷写真 上巻-P41

K-2-5-120-5
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

第二十三代郡代手附漉銅木札写真他 上巻-P41

K-2-5-121
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

六代長谷川庄五郎手代の名がある文書の写真 上巻-P41

K-2-5-122
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

弘化年中高山陣屋地役人の住所〈角竹記録〉 上巻-P41

K-2-5-123
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

江戸御役人高山着の記録〈角竹記録〉 上巻-P41

K-2-5-124
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

伊奈半左衛門ヨリ次手附赤木信左衛門より高山詰安西惣助行（署名） 上巻-P41

K-2-5-125
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状菊田秋宜から大秀宛 上巻-P41

K-2-5-126-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

1菊田泰蔵から杉咲甚右衛門宛 上巻-P41

K-2-5-126-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

2菊田泰蔵から大池宛 上巻-P41

K-2-5-127
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（天保改革ノ政治ノ様子など）  菊田良静から杉甚宛 上巻-P41

K-2-5-128
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（良静ノ人物ヲ誌す狂歌あり）  指田から日比野曽政宛 上巻-P41

K-2-5-129-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

1菊田志保地から提宛 上巻-P41

K-2-5-129-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

2菊田志保地から田中織部他1人宛 上巻-P41

K-2-5-130
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状越福七左衛門から菊田宛 上巻-P41

K-2-5-131
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状矢嶋茂右衛門から菊田宛 上巻-P41

K-2-5-132
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状田中大秀から菊田宛 上巻-P41
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K-2-5-133
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状杉甚から菊田宛 上巻-P41

K-2-5-134
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

つくし名所歌会愚題 上巻-P41

K-2-5-135
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

拓本（菊田泰蔵の寿墓江名子） 上巻-P41

K-2-5-136
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

拓本（菊田良静墓法華寺墓地内） 上巻-P41

K-2-5-137
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

拓本（菊田泰蔵妻逸之墓大雄寺） 上巻-P41

K-2-5-138
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

拓本（城山桜の俳句） 上巻-P41

K-2-5-139
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

写真・拓本（江名子荏野神社前道分け灯籠） 上巻-P41

K-2-5-140
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

写真（高山歌匠連狂歌） 上巻-P42

K-2-5-141
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

写真（大井帯刀菊田泰蔵寿墓） 上巻-P42

K-2-5-142
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

菊田泰蔵ニ関スル記〈角竹記録〉 上巻-P42

K-2-5-143
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

菊田秋宜の狂歌（掲示教育資料）〈角竹作製〉 上巻-P42

K-2-5-144
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

菊田秋宜の狂歌 上巻-P42

K-2-5-145
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

由緒書（下書）御用木改役大池園右衛門差出 上巻-P42

K-2-5-146
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

親類書（控）  大池園右衛門から上倉彦左衛門様御手代山本左七宛 上巻-P42

K-2-5-147
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

親類書（下書）  大池園右衛門から上倉彦左衛門様御手代山本左七宛 上巻-P42

K-2-5-148
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

由緒書・親類書（下書）  大池善助から布施弥市郎様御手代坂田伴右衛門
宛

上巻-P42

K-2-5-149-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

宗旨証文之事（寺請証文）  飛州高山法花寺から布施弥市郎殿高山御役所
宛

上巻-P42

K-2-5-149-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

宗旨証文之事（寺請証文）  了泉寺から布施弥市郎殿高山御役所宛 上巻-P42

K-2-5-149-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

差上ケ申証文之事（町請証文）  飛州高山東川原町沖野屋与八組山田屋
喜助から布施弥市郎様高山御役所宛

上巻-P42

K-2-5-149-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

由緒書・親類書  大池善助から大原彦四郎様御手代小林右八宛 上巻-P42

K-2-5-150-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

由緒書・親類書（控）  大池善助から布施弥市郎様御手代坂田伴右衛門宛 上巻-P42
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K-2-5-150-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

宗旨証文之事（寺請証文控）  飛州高山法花寺から高山御役所宛 上巻-P42

K-2-5-150-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

宗旨証文之事（寺請証文控）  了泉寺から高山御役所宛 上巻-P42

K-2-5-150-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

差上ケ申証文之事（町請証文控）  飛州高山東川原町沖野屋与八組山田
屋喜助から布施   弥市郎様高山御役所宛

上巻-P42

K-2-5-151-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

定証文之事（古田久三郎番代の一件）  古田久三郎他2人から大池園右衛
門他2人宛

上巻-P42

K-2-5-151-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

定証文之事（下書）（古田久三郎番代の一件）  大池園右衛門他2人から古
田弾四郎他2人宛

上巻-P43

K-2-5-151-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

口上之覚（病気ニ付き御用役勤め難く番台の儀）  願人大池久三郎他1人か
ら御槫木方御用役中宛

上巻-P43

K-2-5-151-4
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

一札之事（家出仕り候件及び役儀勤まり難き候件）  大池善助大池園右衛
門宛

上巻-P43

K-2-5-151-5
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

以書付奉願上候事（御榑木改役出勤の件）  大池善助から茂木沢右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-152-1
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（給扶持のこと）  大池善助から岩水友右衛門他4人宛 上巻-P43

K-2-5-152-2
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（大池善助のこと）  大池園右衛門から岩水友右衛門他4人宛 上巻-P43

K-2-5-152-3
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（善助給扶持のこと） 上巻-P43

K-2-5-153
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

実方親類書当主大池善助 上巻-P43

K-2-5-154
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

由緒書・先祖書下書（断簡） 上巻-P43

K-2-5-155
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

一札之事（古田久三郎番代御願の件）  大池園右衛門から御用役衆宛 上巻-P43

K-2-5-156
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

覚（下書）（久三郎養子ニ相極候節持参金証文） 上巻-P43

K-2-5-157
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

大池家系図下書 上巻-P43

K-2-5-158
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

諸拂覚 上巻-P43

K-2-5-159
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書付（断簡）（大池関係） 上巻-P43

K-2-5-160
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

大池真澄筆跡 上巻-P43

K-2-5-161
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（位山一位の木のこと他）  佐野信平から大池織右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-162
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状（口役便のこと他）平八から岩水宛 上巻-P43
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K-2-5-163
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

書状川島奥六から大池織右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-164
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状菊地七左衛門から大池織右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-165
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状松野喜之助から大池織右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-166
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状石川段右衛門から大池織右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-167
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

口上之覚鈴木幸三郎から大池織右衛門宛 上巻-P43

K-2-5-168
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状直井正左衛門から大池平八宛 上巻-P43

K-2-5-169
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状田宮金四郎から大池平八宛 上巻-P43

K-2-5-170
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状沢田孫之丞から大池平八宛 上巻-P43

K-2-5-171
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状沢田平五郎・沢田孫之丞から大池平八宛 上巻-P43

K-2-5-172
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状庄村為助から大池平八宛 上巻-P44

K-2-5-173
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状土屋勘左衛門から大池平八宛 上巻-P44

K-2-5-174
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状田中満三郎・岩水武蔵から大池平八宛 上巻-P44

K-2-5-175
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状田中満三郎・田中利郎から大池平八宛 上巻-P44

K-2-5-176
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状足立猪三郎から大池平八宛 上巻-P44

K-2-5-177
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状足立伊三郎・足立要蔵から大池平八宛 上巻-P44

K-2-5-178
陣屋役人－元
締・手附・手代・
地役人

年賀状長瀬喜六郎・長瀬治右衛門から大池平八・大  池斧太郎宛 上巻-P44

K-2-6-1
明治維新・高山
県

筏の夢 上巻-P45

K-2-6-2
明治維新・高山
県

子供の調練流行〈角竹写〉 上巻-P45

K-2-6-3
明治維新・高山
県

太政官高札写真 上巻-P45

K-2-6-4
明治維新・高山
県

京家御役人様御着一件他〈角竹写〉 上巻-P45

K-2-6-5
明治維新・高山
県

維新関係（道中記他）〈角竹写〉 上巻-P45

K-2-6-6
明治維新・高山
県

維新関係〈角竹写〉 上巻-P45

K-2-6-7
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候（天朝御料所に相成献上願）  日比野甚右衛門から判
事御役所宛

上巻-P45

K-2-6-8
明治維新・高山
県

御觸書写（東山道鎮撫総督御觸書）  東山道鎮撫総督 上巻-P45
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K-2-6-9
明治維新・高山
県

書状山田訥斉から寺田潤之介宛 上巻-P45

K-2-6-10
明治維新・高山
県

朝廷御献米志受取書宇野相馬 上巻-P45

K-2-6-11
明治維新・高山
県

御制札（徳川慶喜大政返上将軍職辞退）  東山道鎮撫総督執事から東山道
諸国宿々村々役人共宛

上巻-P45

K-2-6-12
明治維新・高山
県

覚（弐拾壱両御一新入用受取）  郡中詰合から細越村宛 上巻-P45

K-2-6-13
明治維新・高山
県

申渡（写）（御一新ニ付献金の金子の儀は差戻しの事） 上巻-P45

K-2-6-14
明治維新・高山
県

日記阪田 上巻-P45

K-2-6-15
明治維新・高山
県

政治日記〈角竹写〉  （竹沢寛三郎高山陣屋到着より） 上巻-P45

K-2-6-16
明治維新・高山
県

滑川屋記録 上巻-P45

K-2-6-17
明治維新・高山
県

奉差上御請證文之事（養老御扶持米被下置候）  吉城郡高根村助左衛門
他から高山御役所宛

上巻-P45

K-2-6-18
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉申上候（新見内膳荷物売払いの件）  壱之町和田屋平六他
から上宛

上巻-P45

K-2-6-19
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候  （民部官へ訴訟人の内百姓藤吉帰村願） 上巻-P45

K-2-6-20
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉申上候（写）  （郡中治り方の義に付民部官へ奉申上候書付） 上巻-P45

K-2-6-21
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候（渡世願他） 上巻-P45

K-2-6-22
明治維新・高山
県

乍恐以書付御届奉申上候（盗難届他） 上巻-P46

K-2-6-23
明治維新・高山
県

乍恐以書付御届奉申上候（養老手当者死亡届） 上巻-P46

K-2-6-24
明治維新・高山
県

御回状写名主惣兵衛 上巻-P46

K-2-6-25
明治維新・高山
県

飛騨国御維新觸書写（明治二年分） 上巻-P46

K-2-6-26
明治維新・高山
県

飛騨国御維新觸書写（明治三年分） 上巻-P46

K-2-6-27
明治維新・高山
県

諸事記（1）（有家市介氏記録）〈角竹写〉 上巻-P46

K-2-6-28
明治維新・高山
県

諸事記（2）（有家市介氏記録）〈角竹写〉 上巻-P46

K-2-6-29
明治維新・高山
県

申渡（上納金関係文書控） 上巻-P46

K-2-6-30
明治維新・高山
県

奉差上御請證文之事（出牢の上組合預ケの者請状他） 上巻-P46

K-2-6-31
明治維新・高山
県

御回状写 上巻-P46

K-2-6-32
明治維新・高山
県

雑書 上巻-P46

K-2-6-33
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候（御用向辞退の件）  日比野甚右衛門他1人から高山
御役所宛

上巻-P46

K-2-6-34
明治維新・高山
県

高山県庁御用状（高山県庁印あり） 上巻-P46

K-2-6-35
明治維新・高山
県

諸寺院帰農勧諭之儀について太政官から松本藩宛 上巻-P46

K-2-6-36
明治維新・高山
県

里正組頭并古老エ知事から御教諭〈角竹写〉 上巻-P46

K-2-6-37
明治維新・高山
県

一人にて数名を称すること禁止の件高山県庁 上巻-P46

K-2-6-38
明治維新・高山
県

会議宿題 上巻-P46

K-2-6-39
明治維新・高山
県

高山県庁日記 上巻-P46

K-2-6-40
明治維新・高山
県

六月廿六日宿題（高山県知事から高山庁有力者へ対  し、政治上の諮問に
対する答申）

上巻-P46
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K-2-6-41
明治維新・高山
県

明治四年県名 上巻-P46

K-2-6-42
明治維新・高山
県

明治維新関係文書 上巻-P46

K-2-6-43
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉歎願候（青山峯之助排きの歎願） 上巻-P46

K-2-6-44
明治維新・高山
県

青山峯之助飛騨国取締御免 上巻-P46

K-2-6-45
明治維新・高山
県

高山県名入罫紙 上巻-P46

K-2-6-46
明治維新・高山
県

書状（藩知事御免県知事に相成）  岩村にて柿下清六から日下部平兵衛宛 上巻-P46

K-2-6-47
明治維新・高山
県

明治維新を中心とする岐阜県の郷土史蹟  岐阜県知事吉田勝太郎〔教育
新聞〕

上巻-P46

K-2-6-48
明治維新・高山
県

楠社エ献金正ニ受取候也高山県庶務方 上巻-P46

K-2-6-49
明治維新・高山
県

明治維新関係文書（月給規則）辨事から笠松県宛 上巻-P46

K-2-6-50
明治維新・高山
県

御請書（民部官へ訴訟ニ罷出ノ者帰村可致請書） 上巻-P46

K-2-6-51
明治維新・高山
県

明治維新（一部）〈角竹写〉  （高山町会所記録他より） 上巻-P46

K-2-6-52
明治維新・高山
県

明治見聞記（写）大坪二市著 上巻-P47

K-2-6-53
明治維新・高山
県

傳奏衆觸達（蛤御門ノ戦） 上巻-P47

K-2-6-54
明治維新・高山
県

宮原城興の墓しらべ（宮原積知事長男） 上巻-P47

K-2-6-55
明治維新・高山
県

迴章（宮原知事福島県権令御拝之件）  嶋倉新五郎から岡村利右エ門他宛 上巻-P47

K-2-6-56
明治維新・高山
県

飛騨の明治維新史講話案角竹喜登 上巻-P47

K-2-6-57
明治維新・高山
県

明治初期に於ける高山県の政治学的研究志見正次著 上巻-P47

K-2-6-87
明治維新・高山
県

笠松表御支配請ケ御礼覚  高山町町役人惣代壱之町与頭舟坂屋半右衛
門から町年寄宛

上巻-P47

K-2-6-88
明治維新・高山
県

書付（銅鉄売買の件）京都府から飛騨県宛 上巻-P47

K-2-6-89
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候（名字返納願書）（下書・控有） 上巻-P47

K-2-6-90
明治維新・高山
県

願書之写弐通（控）  （山方米拝借できず難渋に候、山方米永続の嘆願） 上巻-P47

K-2-6-91
明治維新・高山
県

明治二年巳春国中騒乱ニ付御入用割合帳  小八賀郷年番大谷村名主庄
兵衛・瓜田村名主惣右衛門

上巻-P47

K-2-6-92
明治維新・高山
県

勤農下役分郷 上巻-P47

K-2-6-93
明治維新・高山
県

商法局書付 上巻-P47

K-2-6-94
明治維新・高山
県

高山県分担書写 上巻-P47

K-2-6-95
明治維新・高山
県

書状（荒銅一件）  福井藩鈴木拾五郎から高山県庶務方宛 上巻-P47

K-2-6-96
明治維新・高山
県

急廻文（諸色高値ニ付人心鎮静方） 上巻-P47

K-2-6-97
明治維新・高山
県

書状（塩差送り一件）  山本少参事から高木大参事・飯田少参事宛 上巻-P47

K-2-6-98
明治維新・高山
県

弘道館記述義上，下藤田彪謹述 上巻-P47

K-2-6-58
明治維新・高山
県

長州征伐御見舞金大八賀郷大萱村〈角竹写〉 上巻-P47

K-2-6-59
明治維新・高山
県

御役所於大広間御郡代様御申渡し（長州征伐献金記録） 上巻-P47

K-2-6-60
明治維新・高山
県

覚（長州征伐軍費上納請取書）  二之町村桐山源兵衛 上巻-P47
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K-2-6-61
明治維新・高山
県

覚（長州征伐献金受取書）山梨村百姓 上巻-P47

K-2-6-62
明治維新・高山
県

覚（上納金請取書）益田郡小坂町村彦左衛門 上巻-P47

K-2-6-63
明治維新・高山
県

差上御請證文之事（写）  （長州征伐献金者へ褒美銀被下置文書） 上巻-P48

K-2-6-64
明治維新・高山
県

申渡（写）（長州征伐献金者苗字御免文書） 上巻-P48

K-2-6-65
明治維新・高山
県

長州征伐献金（御軍費献金小前帳他）〈角竹写〉 上巻-P48

K-2-6-66
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候（軍費献納）  三之町村坂田長五郎から上宛 上巻-P48

K-2-6-67
明治維新・高山
県

乍恐以書付奉願上候（長州征伐軍費上納願書）  三之町村日比野甚右衛
門から上宛

上巻-P48

K-2-6-68
明治維新・高山
県

飛騨越前国村々のもの共、御軍費上納金の儀に付申上候書付 上巻-P48

K-2-6-69
明治維新・高山
県

覚（長州征伐軍費上納請取書）  浅井豊助他2人から三之町村日比野甚右
衛門宛

上巻-P48

K-2-6-70
明治維新・高山
県

覚（軍費の内へ上納金請取書）  浅井豊助他2人から二之町村桐山源兵衛
宛

上巻-P48

K-2-6-71
明治維新・高山
県

覚（軍費の内へ上納金請取書）  浅井豊助他2人から坊方村又太郎宛 上巻-P48

K-2-6-72
明治維新・高山
県

嘉永七年以来四回の献金覚書桐山勘兵衛 上巻-P48

K-2-6-73
明治維新・高山
県

書状（長州征伐の事あり）  内田三郎兵衛から川島新太郎宛 上巻-P48

K-2-6-74
明治維新・高山
県

廻状（長州征伐御進発ニ付御冥加献金の件）  川上斉右衛門・屋貝文次右
衛門・矢嶋善左衛門から宇津江村太郎右衛門他6人宛

上巻-P48

K-2-6-75
明治維新・高山
県

奉差上御請證文之事  （竹沢様御在陣中御勝手賄方入用金） 上巻-P48

K-2-6-76
明治維新・高山
県

竹沢様御通行諸入用帳他  山之口村清六 上巻-P48

K-2-6-77
明治維新・高山
県

御勅使様御出立通達書  萩原宿から小坂宿詰合衆中宛 上巻-P48

K-2-6-78
明治維新・高山
県

陣屋門前ニ天朝御用所高札相立 上巻-P48

K-2-6-79
明治維新・高山
県

竹沢寛三郎取締被仰付（梅村交代） 上巻-P48

K-2-6-80
明治維新・高山
県

竹沢・梅村交代につき挨拶状 上巻-P48

K-2-6-81
明治維新・高山
県

献立（竹沢寛三郎位山越ニ付弁当献立） 上巻-P48

K-2-6-82
明治維新・高山
県

竹沢寛三郎位山越出発の関する文書  （山之口村にて昼食） 上巻-P49

K-2-6-83
明治維新・高山
県

謹而奉願上誓詞之事  飛騨国三郡村々名主から竹沢寛三郎宛 上巻-P49

K-2-6-84
明治維新・高山
県

今は大切な「天朝御用所」の大高札〔新聞切抜他〕 上巻-P49

K-2-6-85
明治維新・高山
県

竹沢寛三郎について位山神社の御神体に就て  角竹喜登 上巻-P49

K-2-6-86
明治維新・高山
県

新田邦光（竹沢寛三郎伝記）岩村武勇著 上巻-P49

K-2-7-1 筑摩県 回達（飛騨国一円筑摩県管轄ニ被仰付候事）（写） 上巻-P50
K-2-7-2 筑摩県 元伊那郡大参事永山盛輝被任筑摩県参事県印之件  元伊那県から元高山 上巻-P50
K-2-7-3 筑摩県 田方為検見官員令廻成条愛知県庁 上巻-P50
K-2-7-4 筑摩県 諸願・届・差出候様可相心得事  筑摩県高山出張所差出 上巻-P50
K-2-7-5 筑摩県 達（管内三十大区に分立）筑摩県権令永山盛輝 上巻-P50
K-2-7-6 筑摩県 御願申上候書付（改印届）  青木庄兵衛他1人から戸長宛 上巻-P50
K-2-7-7 筑摩県 以口上書御届申上候（屋敷内の樹木薪木に切取仕度願） 上巻-P50

K-2-7-8 筑摩県
御届奉申上候（稲小屋へ書面の品物入置届）  古川伊助他2人から筑摩県
権令永山盛輝宛

上巻-P50

K-2-7-9 筑摩県 達（名主組頭から戸長への事務引継について）  高山出張所差出 上巻-P50

K-2-7-10 筑摩県
達（戸籍除籍、鉄砲免許鑑札について）  第二十九大区区長から角川戸長
柏木酒宛  （筑摩県第29大区印あり）

上巻-P50
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K-2-7-11 筑摩県 乍恐以書付奉願上候（田畑屋敷質入借金証文他）  角竹市蔵他から高山御 上巻-P50
K-2-7-12 筑摩県 達（支庁会議問題）高山支庁差出 上巻-P50
K-2-7-13 筑摩県 達第二十五号（管内三十大区に分立）  筑摩県権令永山盛輝差出 上巻-P50

K-2-7-14 筑摩県
乍恐以書付奉願上候（止宿致させ者悪事を働き、以後  決して旅人等相留
申さず件）  戸長吉島清一から筑摩県権令永山盛輝宛

上巻-P50

K-2-7-15 筑摩県 説諭之仰渡請印状 上巻-P50
K-2-7-15 筑摩県 戸長・副戸長から筑摩県権参事高木惟矩宛 上巻-P50
K-2-7-16-1 筑摩県 筑摩県日誌明治六年第二号，三号  （第二号，第三号ともに2冊あり写真3 上巻-P50

K-2-7-16-2 筑摩県
筑摩県日誌明治六年第四号，明治七年第一号，二号  （明治六年第四号は
2冊あり）

上巻-P50

K-2-7-16-3 筑摩県 筑摩県日誌明治七年第三号，五号 上巻-P51

K-2-7-17 筑摩県
御願書（吉城郡大無雁村、落合村）  吉城郡大無雁村惣代若田与右衛門他
4人から筑摩県  権令永山盛輝宛

上巻-P51

K-2-7-18 筑摩県
御願書（小無雁村小村ニ付、角川組合エ被仰付度願）  小無雁村惣代渡辺
源四郎他2人から筑摩県権令永山  盛輝宛

上巻-P51

K-2-7-19 筑摩県
御願書（吉城郡高牧村、森安村）  森安村惣代桜井甚三郎他3人から筑摩
県権令永山盛  輝宛

上巻-P51

K-2-7-20 筑摩県 達（下問会議に必らず出席のこと）  高山出張所差出 上巻-P51

K-2-7-21 筑摩県
御願書（角川組合エ被仰付度願）  小無雁村惣代渡辺源四郎他2人から筑
摩県権令永山  盛輝宛

上巻-P51

K-2-7-22 筑摩県 達118号（毎月16日下問会議）  筑摩県権令永山盛輝から大区長・正副戸長 上巻-P51
K-2-7-23 筑摩県 明治7年布告〈角竹写〉 上巻-P51
K-2-7-24 筑摩県 筑摩県庁下問会議出席報告区長船坂雅平 上巻-P51
K-2-7-25 筑摩県 申書例則一筑摩県 上巻-P51
K-2-7-26 筑摩県 官有・公有・私有地検査に付私有地持参者より願出文書 上巻-P51
K-2-7-27 筑摩県 記（七年五月七日取立高）高山区会所 上巻-P51

K-2-7-28 筑摩県
達第廿二号，第廿三号二小区戸長から副戸長宛  1高山町及び大名田村
に合併改称の件  2徴兵についての布達

上巻-P51

K-2-7-29 筑摩県 證（宇津江耕地控）国府村正副戸長宛 上巻-P51
K-2-7-30 筑摩県 通達（高山町正副戸長一同御差免に相成候事）  高山町事務扱所 上巻-P51
K-2-7-31-1 筑摩県 筑摩県庁下問会議日誌〔信飛新聞第80号附録〕 上巻-P51
K-2-7-31-2 筑摩県 筑摩県庁下問会議日誌〔信飛新聞第127号附録〕 上巻-P51
K-2-7-32 筑摩県 高山事務扱所日記〈角竹写〉  （水無神社例祭、永山権令参詣） 上巻-P51
K-2-7-33 筑摩県 達（区会所改め何村或は何小区事務扱所他）  戸長から副戸長宛 上巻-P51
K-2-7-34 筑摩県 御布告留  大名田村山口耕地 上巻-P51
K-2-7-35 筑摩県 達甲第74号～甲第78号  筑摩県参事高木惟矩から大区長・正副戸長宛 上巻-P52
K-2-7-36 筑摩県 回章高山支庁高山支庁から小谷村始メ各村々宛 上巻-P52
K-2-7-37 筑摩県 菊の御紋使用禁止觸示注意書 上巻-P52
K-2-7-38 筑摩県 筑摩県高山出張所名入十行罫紙 上巻-P52

K-2-7-39 筑摩県
達（藩札、判取帳について）  区長後藤重泰から戸長柏木酒宛  （筑摩県第
29大区印あり）

上巻-P52

K-2-7-40 筑摩県 明治8年日記 上巻-P52
K-2-7-41 筑摩県 達（飛騨国区別表）高山出張所 上巻-P52
K-2-7-42 筑摩県 信飛新聞掲載筑摩県下明治文化研究資料〈角竹写〉 上巻-P52
K-2-7-43 筑摩県 長野県沿革図譜（明治元年～明治9年のもの）  東京知新社発行 上巻-P52
K-2-7-44 筑摩県 太政官布告の廻状（平民相互金穀借貸の件）  高山出張所 上巻-P52
K-2-7-45 筑摩県 筑摩県一覧表 上巻-P52
K-2-7-46 筑摩県 達（六月十一日壱之町勝久寺ニおいて区内会議ニ付出頭致すこと） 上巻-P52
K-2-8-1 近代政治 太政官日誌第七表紙写真 上巻-P53
K-2-8-2 近代政治 假分職（假役職氏名） 上巻-P53
K-2-8-3 近代政治 高山県庁職員氏名 上巻-P53
K-2-8-4 近代政治 明治元年10月5日改官員録〈角竹写〉 上巻-P53
K-2-8-5 近代政治 権大属・少属他（高山御役所役人名） 上巻-P53
K-2-8-6 近代政治 京都府下人民告諭大意初編 上巻-P53
K-2-8-7 近代政治 各県貫属御扶持給与御布告居合附属富田浅治郎他 上巻-P53
K-2-8-8 近代政治 各県貫属之者扶持米給与之件太政官 上巻-P53
K-2-8-9 近代政治 奉歎願候書付（貫属不出仕に付、出仕方被仰付願） 上巻-P53
K-2-8-10 近代政治 太政官達（写） 上巻-P53
K-2-8-11 近代政治 旧諸藩エ金穀調達者調太政官 上巻-P53
K-2-8-12 近代政治 筑摩県高山出張所詰官員 上巻-P53
K-2-8-13 近代政治 布告全書外史局編纂 上巻-P53
K-2-8-14 近代政治 布告全書外史局編纂 上巻-P53
K-2-8-15 近代政治 御誓文大意全 上巻-P53
K-2-8-16 近代政治 太政官布告回覧高山出張所 上巻-P53
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K-2-8-17 近代政治 御布告1太政官 上巻-P53
K-2-8-18 近代政治 御布告2太政官 上巻-P53
K-2-8-19 近代政治 御布告太政官 上巻-P53
K-2-8-20 近代政治 五位之法則 上巻-P53
K-2-8-21 近代政治 布告太政大臣三条実美他 上巻-P53
K-2-8-22 近代政治 民権大意上竹中邦香著 上巻-P53
K-2-8-23 近代政治 新律綱領改定律例合巻註釋首巻巻一 上巻-P53
K-2-8-24 近代政治 布告太政大臣三条実美 上巻-P53
K-2-8-25 近代政治 御布告太政大臣三条実美他 上巻-P53
K-2-8-26 近代政治 政体諭国井清廉著〈角竹写〉 上巻-P53
K-2-8-27 近代政治 御布告綴込太政大臣三条実美他 上巻-P53
K-2-8-28 近代政治 掌中官員録全（正院、外務省等及び各県別官員名）  北畠茂兵衛他 上巻-P53
K-2-8-29 近代政治 御布告太政大臣三条実美他 上巻-P53
K-2-8-30 近代政治 布告（写真条例）太政大臣三条実美 上巻-P53
K-2-8-31 近代政治 御布告（筑摩県廃止、飛騨国を岐阜県に合併）  右大臣岩倉具視 上巻-P53
K-2-8-32 近代政治 布告（郵便はがき半銭を五厘と改正他）  右大臣岩倉具視 上巻-P54
K-2-8-33 近代政治 岐阜県管轄により高山町を大野郡高山町とする  高山町扱所から各組伍長 上巻-P54
K-2-8-34 近代政治 達（副戸長石川勘蔵高山町戸長拝命）  高山町事務扱所 上巻-P54
K-2-8-35 近代政治 官員名鑑神崎正誼編輯 上巻-P54
K-2-8-36 近代政治 官員名鑑神崎正誼編輯 上巻-P54
K-2-8-37 近代政治 税則提要全租税局 上巻-P54
K-2-8-38 近代政治 新律早見知飯尾次郎編 上巻-P54
K-2-8-39 近代政治 布達（郡役所位置）岐阜県令小崎利準 上巻-P54
K-2-8-40 近代政治 達（大小区廃止、郡役所開庁迄事務其儘取扱）  岐阜県令小崎利準 上巻-P54
K-2-8-41 近代政治 布達（高山支庁廃止）岐阜県令小崎利準 上巻-P54
K-2-8-42 近代政治 府県長官銘々傳全伊東専三編輯 上巻-P54
K-2-8-43 近代政治 刑法早わかり全清水嘉兵衛傍訓 上巻-P54
K-2-8-44 近代政治 県会議員選挙（池之端惣助辞職他）  岐阜県知事小崎利準他 上巻-P54
K-2-8-45 近代政治 諭達（名勝古跡古墳の保存）岐阜県令小崎利準 上巻-P54
K-2-8-46 近代政治 岐阜県会議員第二期選挙（写） （高山町平民上木甚兵衛当選） 上巻-P54
K-2-8-47 近代政治 改正官員録全彦根正三編輯 上巻-P54
K-2-8-48 近代政治 達（縣令を知事と改称）  旧高山町戸長役場から各組々長宛 上巻-P54
K-2-8-49 近代政治 日本現在国家哲論有賀長雄著 上巻-P54
K-2-8-50 近代政治 簿記独案内全附例題吉村一郎編輯 上巻-P54
K-2-8-51 近代政治 帝国憲法・皇室典範義解  枢密院議長伊東伯著国家学会蔵版 上巻-P54
K-2-8-52 近代政治 帝国衆議院議員実伝関谷男也編纂 上巻-P54
K-2-8-53 近代政治 日本帝国国会議員正伝  木戸・之助編纂田中宋栄堂蔵 上巻-P54
K-2-8-54 近代政治 書状（条約改正奏案の件）  安部井磐根他から船阪与兵衛宛 上巻-P54
K-2-8-55 近代政治 帝国代議士姓名録全大日本書籍行商社 上巻-P54
K-2-8-56 近代政治 樺山知事の人となり（高山町役場日記より）〈角竹写〉 上巻-P54
K-2-8-57 近代政治 府縣制全岐阜日々新聞社発行 上巻-P54
K-2-8-58 近代政治 内訓13号，14号（日清戦争以後の経済界の変動）  大野郡役所から高山町 上巻-P55
K-2-8-59 近代政治 第十四議会報告書（大帝国号外）平田勝馬編輯 上巻-P55
K-2-8-60 近代政治 第十六議会報告書  岐阜県第七区選出衆議院議員杉下太郎右衛門著 上巻-P55
K-2-8-61 近代政治 飛騨国管轄替問題〔高山タイムス〕 上巻-P55
K-2-8-62 近代政治 支払猶豫緊急勅令案〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-63 近代政治 日本最初の普通選挙〔大阪毎日・飛騨毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-64 近代政治 陪審法実施〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-65 近代政治 衆議院本会議〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-66 近代政治 第二回普通選挙〔衆議院議員選挙〕〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-67 近代政治 第六十議会（衆議院解散）〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-68 近代政治 「大阪毎日新聞号外」（袋） 上巻-P55
K-2-8-68-1 近代政治 大阪貯蓄野田支店怪事件 上巻-P55
K-2-8-68-2 近代政治 井上前蔵相暗殺事件 上巻-P55
K-2-8-68-3 近代政治 総選挙開票 上巻-P55
K-2-8-68-4 近代政治 第18回総選挙衆議院議員一覧 上巻-P55
K-2-8-68-5 近代政治 西園寺公後継内閣の首班に斉藤実子を奏薦 上巻-P55
K-2-8-68-6 近代政治 明治製糖の大脱税 上巻-P55
K-2-8-69 近代政治 政民両党の政策比較牧野良三著 上巻-P55
K-2-8-70 近代政治 東郷元師薨去〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-71 近代政治 飛騨支庁開設十周年記念式〔新聞切抜〕 上巻-P55
K-2-8-72 近代政治 岐阜県の社会事業岐阜県社会事業協会発行 上巻-P55
K-2-8-73 近代政治 第20回衆議院議員総選挙〔大阪毎日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-74 近代政治 岐阜県会議員選挙〔飛騨毎日・大阪毎日新聞他〕 上巻-P55
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K-2-8-75 近代政治 岐阜県常会時報大政翼賛会岐阜県支部事務局編輯 上巻-P55
K-2-8-76 近代政治 憲法改正関係新聞〔朝日・毎日・中日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-77 近代政治 公職追放の範囲更に拡大〔中部日本新聞〕 上巻-P55
K-2-8-78 近代政治 生活保護法と同胞援護同胞援護会編纂 上巻-P55
K-2-8-79 近代政治 官報索引第1号〈角竹写〉 上巻-P55
K-2-8-80 近代政治 憲法施行二周年〔朝日新聞〕 上巻-P55
K-2-8-81 近代政治 新しいお役所〔毎日小学生新聞切抜〕 上巻-P55
K-2-8-82 近代政治 日本政府の機構〔毎日小学生新聞〕 上巻-P55
K-2-8-83 近代政治 飛騨地方事務所要覧岐阜県飛騨地方事務所総務課編纂 上巻-P55
K-2-8-84 近代政治 明治初年愛媛県戸籍法令集「家」制度研究会 上巻-P55
K-2-8-85 近代政治 新律綱領、改定律例合巻註釈巻2（名例律） 上巻-P56
K-2-8-86 近代政治 新律綱領、改定律例合巻註釈巻3（職制律） 上巻-P56
K-2-8-87 近代政治 新律綱領、改定律例合巻註釈巻4（人命律） 上巻-P56
K-2-8-88 近代政治 新律綱領、改定律例合巻註釈巻5（詐偽律） 上巻-P56
K-2-8-89 近代政治 牧野良三候補選挙演説会案内状他  牧野良三選挙事務所から角竹喜登宛 上巻-P56
K-2-8-90 近代政治 奥田金馬太郎採用に関する書状  宮内省から高山県庁宛  宮内省から高 上巻-P56
K-2-8-91 近代政治 御届書（等外三等昇進届　岡田勝良）  岡田清兵衛から正副戸長宛 上巻-P56
K-2-8-92 近代政治 高山県役人名（高山県附属） 上巻-P56
K-2-8-93 近代政治 筑摩県官員名 上巻-P56
K-2-8-94 近代政治 新憲法の歌拓本 上巻-P56
K-2-8-95 近代政治 乗馬差免（太政官布告） 上巻-P56
K-2-8-96 近代政治 桜山会議細則 上巻-P56
K-2-8-97 近代政治 新憲法公布ポスター 上巻-P56
K-2-8-98 近代政治 世界人権宣言六周年記念 上巻-P56
K-2-8-99 近代政治 明治以後政治関係写〈角竹写〉 上巻-P56
K-2-8-100 近代政治 明治時代の政治（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P56
K-2-8-101 近代政治 「衆議院議員選挙・帝国議会開院式関係」（袋） 上巻-P56
K-2-8-101-1 近代政治 帝国議会開院式〈角竹記録〉 上巻-P56
K-2-8-101-2 近代政治 衆議院議員選挙関係 上巻-P56
K-2-8-101-3 近代政治 永田吉右衛門衆議院議員当選 上巻-P56
K-2-8-101-4 近代政治 牧野彦太郎衆議院議員候補者 上巻-P56
K-2-8-101-5 近代政治 第二回衆議院議員選挙  池之端惣助から上枝村衆議院議員選挙人宛 上巻-P56
K-2-8-101-6 近代政治 参議院議員地方区当選者一覧 上巻-P56
K-2-8-101-7 近代政治 参議院岐阜県区当選古池信三 上巻-P56
K-2-8-101-8 近代政治 国会議員選挙に就て希望  飛騨国塵民自唱総代奥田重章 上巻-P56
K-2-8-101-9 近代政治 公明選挙推進運動協力方依頼   高山市選挙管理委員会 上巻-P56
K-2-8-101-10 近代政治 日下部平兵衛宛議員候補推撰の依頼 上巻-P56
K-2-8-102 近代政治 太政官日誌第四十 上巻-P56
K-2-8-103 近代政治 太政官日誌第三十七号 上巻-P56
K-2-8-104 近代政治 太政官日誌一第一 上巻-P57
K-2-8-105 近代政治 太政官日誌二第七 上巻-P57
K-2-8-106 近代政治 太政官日誌三第十三 上巻-P57
K-2-8-107 近代政治 太政官日誌四第十六 上巻-P57
K-2-8-108 近代政治 太政官日誌五第廿 上巻-P57
K-2-8-109 近代政治 太政官日誌六第廿四 上巻-P57
K-2-8-110 近代政治 太政官日誌七第廿九 上巻-P57
K-2-8-111 近代政治 太政官日誌八第丗五 上巻-P57
K-2-8-112 近代政治 諸雑鈔録三 上巻-P57
K-2-8-113 近代政治 立会畧則大蔵省 上巻-P57
K-2-8-114 近代政治 三氏意見書 上巻-P57
K-2-8-115 近代政治 弘化度飛騨國政引継演説書森環 上巻-P57
K-2-8-116 近代政治 脱籍徳川家臣布告書徳川家臣同盟中 上巻-P57
K-2-8-117 近代政治 諭告ノ分總野屯集義士中 上巻-P57
K-2-8-118 近代政治 二六新聞附録徳川十五代記 上巻-P57
K-2-8-119 近代政治 政談演説会弁士中村啓二郎・秋山眞澄  主催立憲民政党飛騨連合会 上巻-P57
K-2-8-120 近代政治 第1回衆議院選挙〈角竹記録〉 上巻-P57
K-2-8-121 近代政治 衆議院議員選挙岐阜県開票〔岐阜タイムス号外〕 上巻-P57
K-2-8-122 近代政治 高山市長・市議選関係記事  〔高山市民時報・岐阜日日・中部日本・飛騨新 上巻-P57
K-2-8-123 近代政治 政治史の内地役人資料（金森家関係）〈角竹記録〉 上巻-P57
K-2-8-124 近代政治 政治関係（明治以後一部）〈角竹記録〉 上巻-P57
K-2-8-125 近代政治 政治関係（江戸時代一部）〈角竹記録〉 上巻-P57
K-2-9-1 軍事 英国歩兵操練図解上，下 上巻-P58
K-2-9-2 軍事 明治初年徴兵〈角竹写〉 上巻-P58
K-2-9-3 軍事 覚（ピストル筒、火薬など請取書）  浅草御蔵前通り鉄砲師小倉勝蔵から上 上巻-P58
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K-2-9-4 軍事 海軍兵学寮生徒募集について兵部省 上巻-P58
K-2-9-5 軍事 徴兵調諸事記第二十五大区七小区 上巻-P58
K-2-9-6 軍事 鎮台召集兵卒検査概則司法卿江藤新平 上巻-P58
K-2-9-7 軍事 明治7年飛騨国徴兵費額惣計他御届書（徴兵御採用） 上巻-P58
K-2-9-8 軍事 前原嘉六 #REF!
K-2-9-9 軍事 前原嘉六の文献（徴兵関係）〈角竹写〉 上巻-P58
K-2-9-10 軍事 台湾軍記田代幹夫 上巻-P58
K-2-9-11 軍事 教導団入学願書生井順造から筑摩県権令永山盛輝宛 上巻-P58
K-2-9-12 軍事 改訂徴兵令太政大臣三条実美 上巻-P58
K-2-9-13 軍事 鹿児嶋記聞（第二号～第五号）大多・著 上巻-P58
K-2-9-14 軍事 徴兵事務條例 上巻-P58
K-2-9-15 軍事 日清貫珍下（新聞記事日清間の外交）  佐田白茅著 上巻-P58
K-2-9-16 軍事 鹿児島征討日記黒石組牧戸勝次郎〈角竹写〉 上巻-P58
K-2-9-17 軍事 勅諭の写 上巻-P58

K-2-9-18 軍事
觸状（宗猷寺例年之法務は本堂徴兵検査場に借受のため執行日延期の
件）高山町他一ケ村戸長役場

上巻-P58

K-2-9-19 軍事 徴兵検査場増置の件 上巻-P58
K-2-9-20 軍事 国防に関する勅内閣総理大臣伊藤博文 上巻-P58
K-2-9-21 軍事 明治十年西南の役戦死及病死ノ者取調書  高山神道事務分局 上巻-P58
K-2-9-22 軍事 桂中将談話概要 上巻-P58
K-2-9-23 軍事 日清戦役宣戦布告絵 上巻-P58
K-2-9-24 軍事 知事官房通報（日清の役） 上巻-P58
K-2-9-25 軍事 詔勅（清国に対する宣戦布告）  内閣総理大臣伊藤博文 上巻-P58
K-2-9-26 軍事 官報号外（彙報詔勅）　内閣官報局 上巻-P58

K-2-9-27 軍事
天皇陛下県下御通輦に付祝意の件  郡書記宮田正太郎から斐太中学校長
佐藤亀世宛

上巻-P58

K-2-9-28 軍事 高山監視所移転報告  高山監視区長澤本兎久太郎から町長永田吉右衛門 上巻-P59
K-2-9-29 軍事 献金書（皇軍戦争ニ付恤兵部帳）花里区 上巻-P59
K-2-9-30 軍事 征討軍歌西村寅次郎 上巻-P59
K-2-9-31 軍事 日清戦役双六絵袋 上巻-P59
K-2-9-32 軍事 明治27、8年戦役に際し忠死軍人高山町助役坂田秋一 上巻-P59
K-2-9-33 軍事 明治27、8年征清役従軍紀要（写） 上巻-P59

K-2-9-34 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-35 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-36 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-37 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-38 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-39 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-40 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-41 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-42 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-43 軍事
日清戦闘画報第一篇～第九篇  久保田米僊・久保田米斉・久保田金仙画
（第三篇は2冊ある）

上巻-P59

K-2-9-44 軍事 日清戦争軍資金募集廻状 上巻-P59
K-2-9-45 軍事 承認状（日清戦役軍資金献納承認状） 上巻-P59
K-2-9-46 軍事 回章写留帳（日清戦役と上枝村）山崎氏 上巻-P59
K-2-9-47 軍事 講話談判成立三郡々役場から高山町役場宛 上巻-P59
K-2-9-48 軍事 日清戦争大捷祝詞大捷祝賀会総裁永田吉右衛門 上巻-P59
K-2-9-49 軍事 戦捷祝賀文本願寺派教師総代朝戸善友 上巻-P59
K-2-9-50 軍事 大日本陸海軍将校一覧表（日清戦争当時）  発行者野登周吉 上巻-P59
K-2-9-51 軍事 書状（礼状）押上森蔵から高山町長永田吉右衛門宛 上巻-P59
K-2-9-52 軍事 記（招魂祭寄附受領証）平野平蔵 上巻-P59
K-2-9-53 軍事 明治28年臨時召募士官候補生志願者並採用者人員表 上巻-P59
K-2-9-54 軍事 実歴談話講演案内觸示（日清戦役）  高山役場から住民平宛 上巻-P59
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K-2-9-55 軍事
日清戦役軍資金献納に付木杯下賜候事  岐阜県知事湯本義憲から斐太尋
常中学校生徒70名宛

上巻-P59

K-2-9-56 軍事 陸軍将校生徒召募ニ関スル統計表 上巻-P59
K-2-9-57 軍事 西郷隆盛一代記完〔報知新聞附録〕 上巻-P59
K-2-9-58 軍事 日清戦役戦病死者合祀祭案内状 上巻-P59
K-2-9-59 軍事 高山町出身軍人調 上巻-P59
K-2-9-60 軍事 宣戦詔勅 上巻-P59
K-2-9-61 軍事 日露外交断絶等日記 上巻-P59
K-2-9-62 軍事 九連城、鳳凰城戦捷祝の件  高山町役場から高山町第五区長宛 上巻-P59
K-2-9-63 軍事 応召軍人見送りの件  高山町長代理助役西野米之助から高山町第五区長 上巻-P59
K-2-9-64 軍事 感状（日露戦役）〈角竹写〉  乃木希典から流田清一郎宛 上巻-P60
K-2-9-65 軍事 明治37、8年戦役恤兵関係〈角竹写〉 上巻-P60
K-2-9-66 軍事 高山町恤兵婦人会活動状況 上巻-P60
K-2-9-67 軍事 絵ハガキ（陸軍凱旋観兵式記念） 上巻-P60
K-2-9-68 軍事 旧灘村出征軍人経歴調（日露戦役） 上巻-P60
K-2-9-69 軍事 斐中出身戦病死者写真（日露戦争） 上巻-P60
K-2-9-70 軍事 日露戦病死者斐太追弔会弔詞菩提教会 上巻-P60
K-2-9-71 軍事 日本海大海戦絵 上巻-P60
K-2-9-72 軍事 祝詞（飛騨尚武会発会式）斐太中学校長依田喜一郎 上巻-P60
K-2-9-73 軍事 書簡（日露戦役軍事郵便）船坂虎次郎 上巻-P60
K-2-9-74 軍事 日露戦争戦利品と彼我の死傷見立 上巻-P60
K-2-9-75 軍事 軍隊手帳荒町徳次郎 上巻-P60
K-2-9-76 軍事 韓国併合・末書 上巻-P60
K-2-9-77 軍事 建碑式辞（日清日露忠死軍人） 上巻-P60
K-2-9-78 軍事 青島陥落祝賀会〔高山タイムス〕 上巻-P60
K-2-9-79 軍事 日露戦陸軍記念日鎮魂文  在郷軍人会丹生川分会長歩兵少尉角竹喜登 上巻-P60
K-2-9-80 軍事 日清、日露戦士弔辞村長牛丸源右衛門 上巻-P60
K-2-9-81 軍事 陸軍記念日丹生川分会総会祝辞  丹生川村青年会長田近慶英 上巻-P60
K-2-9-82 軍事 尼港事件慰霊祭誄詞高山町長福田吉郎兵衛 上巻-P60
K-2-9-83 軍事 西伯利事変写真帳第一篇，二篇 上巻-P60
K-2-9-84 軍事 朝日グラフィック（攝政宮殿下と一太郎やーい）  〔新聞附録〕 上巻-P60
K-2-9-85 軍事 西伯利派遣軍作戦経過概見図偕行社発行 上巻-P60
K-2-9-86 軍事 軍隊宿営に関する件高山町長直井佐兵衛 上巻-P60
K-2-9-87 軍事 旅順口外駆逐艦隊の接戦絵 上巻-P60
K-2-9-88 軍事 日清戦役恤兵部〈角竹写〉 上巻-P60
K-2-9-89 軍事 公報（旅順陥落他）東京帝国通信社電報部島木一夫 上巻-P60
K-2-9-90 軍事 祭辞（青島陥落） 上巻-P60
K-2-9-91 軍事 島木一夫氏の弔辞（案） 上巻-P60
K-2-9-92 軍事 戦況報告演劇脚本  松居松葉脚色川上音二郎一派本郷座 上巻-P60

K-2-9-93 軍事
歴史地理第弐拾四巻弐号  （長沼賢海君鉄砲伝来論の補説―押上森蔵
―）  日本歴史地理学会発行

上巻-P61

K-2-9-94 軍事 書簡・写真（済南事変）  山東省派遣吉川増蔵から角竹喜登宛 上巻-P61
K-2-9-95 軍事 嗚呼肉弾三勇士写真 上巻-P61
K-2-9-96 軍事 召集兵歓送計画見取図（上海事変）高山市 上巻-P61
K-2-9-97 軍事 谷本伍長戦死〔高山日々新聞〕 上巻-P61
K-2-9-98 軍事 空閑少佐を弔う〔大阪毎日新聞切抜〕 上巻-P61
K-2-9-99 軍事 岡田伍長岩水繁造 上巻-P61
K-2-9-100 軍事 満州事変戦死者氏名岐阜県佛教会大野郡支会 上巻-P61
K-2-9-101 軍事 父の話した西南之役従軍記空広造 上巻-P61
K-2-9-102 軍事 満州事変満五年陸軍省 上巻-P61
K-2-9-103 軍事 無駄なく使へ棄てるな廃品内閣・内務省・文部省 上巻-P61
K-2-9-104 軍事 南京陥落の際提灯行列等挙行の件高山市長 上巻-P61
K-2-9-105 軍事 感状（写）  上海派遣軍司令官鳩彦王から歩兵第35連隊宛 上巻-P61
K-2-9-106 軍事 皇軍慰問益田郡教育会発行〔新聞〕 上巻-P61
K-2-9-107 軍事 支那事変戦跡の栞上巻 上巻-P61
K-2-9-108 軍事 支那事変戦跡の栞中巻 上巻-P61
K-2-9-109 軍事 島田隊長散華（斐太中学校に在学せる事あり）  〔大阪朝日新聞〕 上巻-P61
K-2-9-110 軍事 戦歴概要他（ノモンハン事件戦死島田健二の資料） 上巻-P61
K-2-9-111 軍事 貯金関係書類綴白山町内会 上巻-P61
K-2-9-112 軍事 フィリッピン松下正寿著朝日新聞社発行 上巻-P61
K-2-9-113 軍事 ビルマ朝日新聞東亜部編 上巻-P61
K-2-9-114 軍事 滑空訓練関係書類（益田農林学校女子滑空部写真他）  益田農林学校 上巻-P61
K-2-9-115 軍事 岐阜県常会時報第39号（嗚呼壮烈！都竹兵曹長）  岐阜県 上巻-P61
K-2-9-116 軍事 大井政三曹長市葬執行の文書高山市長 上巻-P61
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K-2-9-117 軍事 北氷洋中村政雄著朝日新聞社発行 上巻-P61
K-2-9-118 軍事 第二次特別攻撃隊勇士都竹兵曹長岐阜県教育会発行 上巻-P61
K-2-9-119 軍事 都竹兵曹長大政翼賛会岐阜県支部編 上巻-P61
K-2-9-120 軍事 アリューシャン毛利秋俊著朝日新聞社発行 上巻-P61
K-2-9-121 軍事 太平洋諸島要図朝日新聞社編 上巻-P61
K-2-9-122 軍事 南ボルネオの現状 上巻-P62
K-2-9-123 軍事 賞状（皇軍慰問展佳作）  岐阜市長松尾国松から益田農林学校女子部宛 上巻-P62

K-2-9-124 軍事
タラワ・マキン両島玉砕の勇士の霊に応うる飛行機献納  資金取扱報告  高
山市八軒町南町内会長から大政翼賛会高山市支部長宛

上巻-P62

K-2-9-125 軍事 図説インド朝日新聞社編 上巻-P62
K-2-9-126 軍事 爆弾三勇士版画〔新聞切抜〕 上巻-P62
K-2-9-127 軍事 文学座「三勇士」の一場面〔新聞切抜〕 上巻-P62
K-2-9-128 軍事 兵事展覧会出品目録〈角竹写〉 上巻-P62
K-2-9-129 軍事 海戦写真 上巻-P62
K-2-9-130 軍事 ポスター（新しい道標）　岐阜県通貨安定推進委員会 上巻-P62
K-2-9-131 軍事 終戦に関し、八軒町南町内会常会に於ける講話集  角竹喜登 上巻-P62
K-2-9-132 軍事 至急確報（鴨縁江ヲ渡リ敵塁ヲ乗取り進入）  岐阜日日新聞社 上巻-P62
K-2-9-133 軍事 皇軍萬歳（生徒作文）高山市南小学校 上巻-P62
K-2-9-134 軍事 大阪北京間の最短経路〔新聞切抜〕 上巻-P62
K-2-9-135 軍事 肉弾散華噫荒木大尉関東軍司令官武藤信義 上巻-P62
K-2-9-136 軍事 海洋島附近海戦大勝利人見高山警察署長 上巻-P62
K-2-9-137 軍事 祭文（案）帝国―会長から陸軍歩兵少尉―宛 上巻-P62
K-2-9-138 軍事 高山公園据付火砲仕様書 上巻-P62
K-2-9-139 軍事 安心できる防空幼児服写真記事 上巻-P62
K-2-9-140 軍事 八軒町南町々内会常会関係書類 上巻-P62
K-2-9-141 軍事 在郷軍人写真（飛騨招魂社前） 上巻-P62
K-2-9-142 軍事 戦時下ポスター（民心興れば國難去る）文部省 上巻-P62
K-2-9-143 軍事 戦時色写真 上巻-P62
K-2-9-144 軍事 歴史的記録実写（第二次世界大戦） 上巻-P62
K-2-9-145 軍事 絵ハガキ（満州国皇帝陛下御来訪記念他） 上巻-P62
K-2-9-146-1 軍事 山口流張之目録 上巻-P62
K-2-9-146-2 軍事 神道流柔術 上巻-P62
K-2-9-146-3 軍事 小天狗流棒初段目録 上巻-P62
K-2-9-146-4 軍事 山口流極意巻 上巻-P62
K-2-9-146-5 軍事 神罪起請文之書 上巻-P63
K-2-9-146-6 軍事 神罪起請文之書 上巻-P63
K-2-9-147 軍事 数射中附桜矢場 上巻-P63
K-2-9-148 軍事 武門要鑑抄 上巻-P63
K-2-9-149 軍事 書状（刀の事他）森宗倫差出 上巻-P63
K-2-9-150 軍事 刀・脇差し等直し料受取覚  美濃屋甚左衛門から森道味宛他 上巻-P63
K-2-9-151 軍事 写真（第二小隊御調錬取締諸事記） 上巻-P63
K-2-9-152 軍事 調練場出役御免願（控）町年寄宛 上巻-P63
K-2-9-153-1 軍事 押上森蔵から永田吉右衛門宛書状 上巻-P63
K-2-9-153-2 軍事 下村熊次郎から永田吉右衛門宛書状 上巻-P63
K-2-9-153-3 軍事 高山公園戦利記念砲据付諸費調 上巻-P63
K-2-9-153-4 軍事 高山公園据付火砲用石材道工賃見積書 上巻-P63
K-2-9-153-5 軍事 工事請負誓約書 上巻-P63
K-2-9-153-6 軍事 速射砲据付ニ関スル文書 上巻-P63
K-2-9-153-7 軍事 下村熊次郎名刺 上巻-P63
K-2-9-154 軍事 行・抄の説明（飛騨の兵学者江馬代親著作の本） 上巻-P63
K-2-9-155 軍事 武器提出者（控） 上巻-P63
K-2-9-156 軍事 戦争中利用厚生方面の諸問題〈角竹記録〉 上巻-P63
K-2-9-157 軍事 柔道・剣道・砲術〈角竹記録〉 上巻-P63
K-2-9-158 軍事 鐡炮秘傳書 上巻-P63
K-2-9-159 軍事 ロシア兵肩章 上巻-P63
K-2-9-160 軍事 戦時中の高山市防避腕章 上巻-P63
K-2-9-161 軍事 高山町戦捷祝旅順占領記念メダル 上巻-P63
K-2-10-1 土地－検知 飛騨国検地條目写戸田妥女正内辻久蔵 上巻-P65
K-2-10-2 土地－検知 国中御検地反歩帳小八賀郷大萓村孫八 上巻-P65
K-2-10-3 土地－検知 元禄水帳町作分小検帳組頭与九良他1人 上巻-P65
K-2-10-4 土地－検知 益田郡西上田村御検地牒源六 上巻-P65

K-2-10-5 土地－検知
飛騨国大野郡八日町村吉城郡箕輪村田畑屋敷御検地水帳  写地主高山
弐之町七左衛門

上巻-P65

K-2-10-6 土地－検知 飛騨国大野郡大八賀郷御検地御竿請帳 上巻-P65
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K-2-10-7 土地－検知 屋舗御検地御竿請帳片原町谷屋平兵衛組 上巻-P65
K-2-10-8 土地－検知 大野郡灘郷花里村御検地御竿請帳久蔵 上巻-P65
K-2-10-9 土地－検知 御検地反畝歩野帳写大野郡灘郷下岡本村山四郎 上巻-P65

K-2-10-10 土地－検知
坊方村田方立毛内見帳  飛州大野郡小八賀郷坊方村名主長右衛門他6人
から高山御役所宛

上巻-P65

K-2-10-11 土地－検知 宝暦四年坊方村田方立毛内見帳写〈角竹記録〉 上巻-P65
K-2-10-12 土地－検知 明和5年糠塚村見取場検地  安永三年十二月御地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-13 土地－検知 安永三年九月三日町地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-14 土地－検知 安永三年九月金桶村地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-15 土地－検知 安永三年九月広瀬町地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-16 土地－検知 安永三年九月瓜巣村地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-17 土地－検知 安永三年九月八日町村地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-18 土地－検知 安永三年九月西門前村地改〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-19 土地－検知 安永三年九月桐谷村地改  文化十一年高入新田検地〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-20 土地－検知 安永三年九月木曽垣内村新田検地〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-21 土地－検知 安永三年九月三日町新田検地〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-22 土地－検知 安永三年九月東門前見取場新開場検地〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-23 土地－検知 安永三年九月八日町村見取場新開場検地〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-24 土地－検知 安永三年九月瓜巣村丑高入新田并見取場新開場検地  〔記録〕 上巻-P65
K-2-10-25 土地－検知 飛騨国大野郡大八賀郷松之木村新田検地帳（写） 上巻-P65
K-2-10-26 土地－検知 小八賀村坊方村地改帳〔記録〕 上巻-P66
K-2-10-27 土地－検知 元禄七歳・安永三歳御検地請 上巻-P66

K-2-10-28 土地－検知
大野郡灘郷花里村町方分御検地御水帳写  高山町方名主作蔵（検地帳の
個人別謄本）

上巻-P66

K-2-10-29 土地－検知 大野郡灘郷七日町町方分御検地御水帳写  高山町方名主作蔵 上巻-P66
K-2-10-30 土地－検知 吉城郡高原郷蔵柱村検地起返取下小前帳  名主治左衛門 上巻-P66
K-2-10-31 土地－検知 大野郡相生村御田地控帳高山三之町杉崎屋甚右衛門 上巻-P66
K-2-10-32 土地－検知 起証文前書之事（検地起証文）  瀧村名主久兵衛他連名差出 上巻-P66
K-2-10-33 土地－検知 弘化元年四月八日町新田検地〔記録〕 上巻-P66
K-2-10-34 土地－検知 弘化元年四月蓑輪村新田検地〔記録〕 上巻-P66

K-2-10-35 土地－検知
元禄八亥年御検地帳之通屋敷一筆限り持主名受取調帳  大野郡高山三之
町元組頭坂田藤三郎

上巻-P66

K-2-10-36 土地－検知
享保九辰年・文化三寅年・安永三午年・天保四巳年  御検地帳田畑屋敷成
一筆限持主取調帳

上巻-P66

K-2-10-37 土地－検知
飛騨国益田郡萩原郷西上田村新田検地帳〔記録〕  （元禄七年十一月西上
田村田畑屋敷御検地水帳抜萃もあり）

上巻-P66

K-2-10-38 土地－検知 飛州益田郡尾崎村奥組新田検地野帳  名主新右衛門他3人 上巻-P66

K-2-10-39 土地－検知
上岡本村元禄八年御検地水帳中、町屋敷ノ地  （松倉城下に町屋敷の地名
あり）〈角竹記録〉

上巻-P66

K-2-10-40 土地－検知 検地帳の写記録（山本・桐谷・半田・金桶・宮地  箕輪・東門前・八日町等） 上巻-P66
K-2-10-41 土地－検知 白川村検地水帳の調査〔記録〕 上巻-P66
K-2-10-42 土地－検知 上岡本村・春国村検地水帳の研究〈角竹記録〉 上巻-P66
K-2-10-43 土地－検知 元禄検地水帳の地名調〈角竹記録〉 上巻-P66

K-2-10-44 土地－検知
元禄田畑屋敷御検地水帳記載字名調  （名張・木曽垣内・山本・桐谷・上広
瀬・半田・瓜巣・漆垣内・糠塚・三川）〔記録〕

上巻-P66

K-2-10-45 土地－検知 元禄検地高山町屋敷表〈角竹記録〉 上巻-P66
K-2-10-46 土地－検知 書付（隠地御制禁之件） 上巻-P66
K-2-10-47 土地－検知 検地関係資料〈角竹記録〉 上巻-P66
K-2-10-48 土地－検知 徳川直轄地史料検地ニ関スル文書（小八賀郷村々）  〈角竹記録〉 上巻-P67
K-2-10-158 土地－検知 飛騨国大野郡花里村・灘郷同町方御検地御水帳写 上巻-P67
K-2-10-159 土地－検知 元禄・安永検地帳石高〔記録〕 上巻-P67
K-2-10-49 土地－石高帳 大野郡花里村御田地小拾イ帳  質入主花里村権七から大坂屋七左衛門宛 上巻-P67
K-2-10-50 土地－石高帳 石高書上 上巻-P67

K-2-10-51 土地－石高帳
大野郡下切村高反別御年貢字番附小前帳  御田地主大坂屋七左衛門他4
人から田近屋六助宛

上巻-P67

K-2-10-52 土地－石高帳 飛騨国大野郡灘郷高山町方新古田畑高反別扣帳  滑川屋長三郎 上巻-P67
K-2-10-53 土地－石高帳 大野郡宮村御取米帳 上巻-P67
K-2-10-54 土地－石高帳 御取米目安福蕨清七 上巻-P67
K-2-10-55-1 土地－石高帳 未新田字番附畝歩附帳花里村 上巻-P67
K-2-10-55-2 土地－石高帳 御改革ニ付立毛御検見此度田畑取調手間人足附帳  花里村 上巻-P67
K-2-10-55-3 土地－石高帳 大野郡花里村田畑字順番帳 上巻-P67
K-2-10-56 土地－石高帳 飛騨国石高調〔記録〕 上巻-P67

K-2-10-57 土地－石高帳
飛騨国大野郡小八賀郷殿垣内村差出明細帳（控）  殿垣内村百姓代長次
郎他2人から高山御役所宛

上巻-P67
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K-2-10-58 土地－石高帳 御草高并無反別高小前帳鳩谷耕地扣 上巻-P67
K-2-10-59 土地－石高帳 田畑収穫取調帳  高山町戸長石川勘蔵から岐阜県権令小崎利準宛 上巻-P67
K-2-10-60 土地－石高帳 田畑収穫取調帳〈角竹記録〉 上巻-P67
K-2-10-61 土地－石高帳 高山町名家持高〈角竹記録〉 上巻-P67
K-2-10-62 土地－石高帳 文久二年一之町村二之町村持高十石以上の者調  〈角竹記録〉 上巻-P67
K-2-10-63 土地－石高帳 元禄八年三月水帳による検地当時の村高（場所不明） 上巻-P67
K-2-10-64 土地－石高帳 飛騨国村別金高書 上巻-P67
K-2-10-65 土地－石高帳 四十一ケ村村別永高書 上巻-P67
K-2-10-66 土地－石高帳 飛騨国中案内より石高・反別・田畑・石盛納租率他調  〈角竹記録〉 上巻-P68
K-2-10-67 土地－石高帳 町人の経済史料（宗門人別帳の研究、持高の研究）  〈角竹記録〉 上巻-P68
K-2-10-160 土地－石高帳 写真（竹原郷田畑高帳）  則正村肝煎五兵衛・御厩野村肝煎弥左衛門 上巻-P68
K-2-10-161 土地－石高帳 飛騨国各村元禄・安永石高帳〔記録〕 上巻-P68
K-2-10-162 土地－石高帳 飛騨国三郡草高寄帳 上巻-P68
K-2-10-163 土地－石高帳 飛州三郡村高留森氏書蔵（森宗弘記録） 上巻-P68
K-2-10-68 土地－田畑屋 小帳（田畑山林書上）  上呂村又兵衛他4人から大坂屋彦兵衛宛 上巻-P68
K-2-10-69 土地－田畑屋 高山片原町御地改組分帳町年寄屋貝権四郎 上巻-P68
K-2-10-70 土地－田畑屋 三福寺村起方持分田地改帳清水屋利助 上巻-P68
K-2-10-71 土地－田畑屋 飛騨国大野郡松之木村田帳持主弥藤次  （「捌山之覚」の記録あり） 上巻-P68
K-2-10-72 土地－田畑屋 覚帳（差出明細帳扣） 上巻-P68

K-2-10-73
土地－田畑屋
敷

図面印形（田地改候処相違御座無候ニ付）  上川原町おけ屋彦右衛門他2
人から花里村名主孫右衛門宛

上巻-P68

K-2-10-74 土地－田畑屋 松之木村起方分田畑請取書 上巻-P68

K-2-10-75
土地－田畑屋
敷

乍恐以書付奉願上候（番所建置候処除地願）  高山三之町村之内上向町
小前惣代四郎八他4人から高山御役所宛

上巻-P68

K-2-10-76 土地－田畑屋 小八賀郷町方村政蔵流絵図面  草場流渡主政蔵他4人から大坂屋佐兵衛 上巻-P68
K-2-10-77 土地－田畑屋 花里村田畑荒地場処麁絵図〔印刷物〕 上巻-P68
K-2-10-78 土地－田畑屋 花里村田畑荒地場所麁絵図（写） 上巻-P68
K-2-10-79 土地－田畑屋 屋敷割地畑御田地畑山并持高取米金納株扣帳  杉崎屋甚右衛門 上巻-P68
K-2-10-80 土地－田畑屋 松之木起方田畑持主名前帳 上巻-P68
K-2-10-81 土地－田畑屋 畑田成取調書上帳  大野郡萩原町百姓代孫右衛門他2人から御出役宛 上巻-P68
K-2-10-82 土地－田畑屋 内済証文（控）（家・屋敷・土蔵売買一件）  御願人弐之町村弥三郎他1人差 上巻-P69
K-2-10-83 土地－田畑屋 屋敷田畑反別代価書上帳拾六番組谷口作右衛門 上巻-P69
K-2-10-84 土地－田畑屋 田畑屋敷貢米書上大野郡高山町 上巻-P69
K-2-10-85 土地－田畑屋 田畑書上 上巻-P69
K-2-10-86 土地－田畑屋 田畑の品位〈角竹記録〉 上巻-P69
K-2-10-87 土地－田畑屋 田畑屋敷代価表（江名子村・新張村・大島村） 上巻-P69

K-2-10-88
土地－田畑屋
敷

飛騨国大野郡宮村田畑屋舗野山林水帳  大垣様御改御水帳ニ五郎助ト申
者黒木助右衛門控   （元禄検地の水帳写）

上巻-P69

K-2-10-89 土地－田畑屋 享保九年高山町割持田畑屋舗御地改帳写〈角竹写〉 上巻-P69
K-2-10-90 土地－田畑屋 屋敷地引絵図（矢島一郎屋敷図面） 上巻-P69
K-2-10-91 土地－田畑屋 赤保木村屋敷の調査〈角竹記録〉 上巻-P69
K-2-10-92 土地－田畑屋 元禄水帳記載による屋敷戸数〔記録〕  （広瀬町・山本・名張村・桐谷・半田） 上巻-P69
K-2-10-93 土地－田畑屋 屋舗調（宇津江・東門前・漆垣内・宮地・八日町・  瓜巣・糠塚・鶴巣）〔記録〕 上巻-P69
K-2-10-94 土地－田畑屋 写真（検地帳及び田畑屋敷関係史料） 上巻-P69

K-2-10-164
土地－田畑屋
敷

為取替証文之事（花里村片野村境杭の件）  片野村百姓代吉右衛門他5人
から花里村名主作右衛門他1人宛

上巻-P69

K-2-10-165 土地－田畑屋 畑屋敷一筆限持主取調帳飛騨国大野郡高山上川原町 上巻-P69
K-2-10-166 土地－田畑屋 農地改革経過高山市民時報 上巻-P69

K-2-10-95
土地－新田開
発

大野郡無数河村新開場地引絵図  無数河村百姓代清三郎他2人から高山
御役所宛

上巻-P69

K-2-10-96 土地－新田開 書状（川西村羽根新田一件）  羽根新開会所から田中耕成宛 上巻-P69
K-2-10-97 土地－新田開 益田郡羽根村新田仕法書一件留（抜書）〈角竹記録〉 上巻-P69

K-2-10-98
土地－新田開
発

一札之事（下書）  （名張村地内宮川筋川縁ニ新田開発ニ付）  名張村組頭
五良左衛門から広瀬町村名主清九郎・御村方衆中宛

上巻-P69

K-2-10-99
土地－新田開
発

乗政村、川上・不動ケ平開墾一件  中切村、地蔵堂新田開墾一件  （都筑
九郎四郎日誌より）〈角竹写〉

上巻-P70

K-2-10-100-1
土地－新田開
発

仮規定一札（新田開発願上御高之儀ニ付）  西之一色村・千嶋村・花里村、
各百姓代・五人頭・名主差出

上巻-P70

K-2-10-100-2
土地－新田開
発

乍恐以書付奉願上候（いちご谷筋新田開拓願）  花里村・千嶋村・西之一色
村名主から高山御役所宛

上巻-P70

K-2-10-100-3
土地－新田開
発

奉差上御請証文之事（開拓地高入ニ付）  千嶋村・西之一色村・花里村、各
百姓代・五人頭・名主から高山御役所宛

上巻-P70

K-2-10-100-4
土地－新田開
発

奉差上御請証文之事（いちご山内新開場為取替証文）  千嶋村・西之一色
村・花里村、各百姓代・五人頭・名主から高山御役所宛

上巻-P70
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K-2-10-100-5 土地－新田開 明治元辰年御高入新田 上巻-P70

K-2-10-100-6
土地－新田開
発

為取替申一札之事  （字いちご谷筋大休場開拓ニ付争論無之済口取替証
文）  西之一色村・千嶋村・花里村、各名主・五人頭・百姓

上巻-P70

K-2-10-100-7
土地－新田開
発

乍恐以書付奉願上候（開拓地皆出来迄高入延期願）  千嶋村・西之一色
村・花里村、各百姓代五人頭・名主から高山御役所宛

上巻-P70

K-2-10-100-8
土地－新田開
発

御願書（開拓地高入之儀ニ付願）  花里村小前惣代野川庄兵衛他4人から
高山御役所宛

上巻-P70

K-2-10-100-9 土地－新田開 大野郡花里村・千嶋村・西之一色村新開場絵図 上巻-P70
K-2-10-100-10 土地－新田開 乍恐以書付奉願上候（開拓地高入ニ付願） 上巻-P70
K-2-10-101 土地－新田開 手帳（飛騨国三郡各町村新開場反別） 上巻-P70
K-2-10-102 土地－新田開 書状（田中半十郎家に関する事柄）  今井峯三郎から角竹喜登宛 上巻-P70
K-2-10-103 土地－新田開 益田郡川西村羽根新田と田中家  （田中家についての考証）朝日校今井峯 上巻-P70
K-2-10-104 土地－新田開 覚（開墾完成報告祭）若林〔記録〕 上巻-P70
K-2-10-105 土地－新田開 書状（上野平の開墾に就て）  岐阜大学農学部矢島良太から角竹喜登宛 上巻-P70
K-2-10-106 土地－新田開 上野平開墾事業起行式〔新聞切抜〕 上巻-P70
K-2-10-107 土地－新田開 上野その他の新開に関する開墾史料〈角竹記録〉 上巻-P71
K-2-10-108 土地－新田開 書状（羽根新田開発文書） 上巻-P71
K-2-10-109 土地－新田開 飛州益田郡羽根村外壱ケ村新開場見分取調候伺書  〈角竹記録〉 上巻-P71
K-2-10-110 土地－新田開 益田郡川西村羽根新田に就て〈角竹記録〉 上巻-P71
K-2-10-111 土地－新田開 益田郡川西村羽根新田史料 上巻-P71
K-2-10-112 土地－新田開 川西村羽根新田開発文書（写）  （今井峯三郎氏より寄贈） 上巻-P71
K-2-10-113 土地－新田開 益田郡川西村羽根新田に関する開墾史料〈角竹記録〉 上巻-P71
K-2-10-114 土地－新田開 益田郡史料（開墾文書等）〔記録〕 上巻-P71
K-2-10-115 土地－新田開 高山開墾史料〈角竹記録〉 上巻-P71
K-2-10-116 土地－新田開 吉城郡万波山久婦須山開墾見積表 上巻-P71
K-2-10-117 土地－新田開 梅村知縣事〔拓本〕 上巻-P71
K-2-10-118 土地－新田開 川西村羽根新田田中耕成翁碑〔拓本〕 上巻-P71
K-2-10-119 土地－新田開 都筑與七郎氏ノ功績碑〔拓本〕 上巻-P71
K-2-10-120 土地－新田開 文政年間深谷開墾功労者碑〔拓本〕 上巻-P71
K-2-10-121 土地－新田開 羽根新田開墾功労者都竹九郎四郎碑〔拓本〕 上巻-P71

K-2-10-167
土地－新田開
発

乍恐御願ニ付奉申上候（上野開墾ノ件）  小野村百姓代万九郎他6人から
高山御役所宛

上巻-P71

K-2-10-168 土地－新田開 羽根新田文書（抜書）〈角竹記録〉 上巻-P71

K-2-10-122
土地－地引帳・
地券他

乍恐以書付奉願上候（秣場焼払願）  百姓代喜右衛門他2人から高山御役
所宛

上巻-P71

K-2-10-123
土地－地引帳・
地券他

奉願上候書付（地引帳調方延期願）  惣代矢島礼次郎他4人から筑摩県高
山御出張所宛

上巻-P71

K-2-10-124
土地－地引帳・
地券他

御願書（家禄奉還ニ付地所払下げ願）  1雲龍寺住職瓶山祖仙他1人から筑
摩県権令永山盛輝宛  2大隆寺住職吉園得成他1人から筑摩県権令永山盛
輝宛  3大雄寺住職信源譲泰他1人から筑摩県権令永山盛輝宛

上巻-P71

K-2-10-125
土地－地引帳・
地券他

改正地引帳高山町三拾四番組 上巻-P71

K-2-10-126
土地－地引帳・
地券他

御願書（旧芝地取調について除地願）  惣代都竹清六他1人から筑摩権参
事高木惟矩宛

上巻-P71

K-2-10-127
土地－地引帳・
地券他

除地帳写（高山市関係分）〈角竹記録〉 上巻-P71

K-2-10-128
土地－地引帳・
地券他

地券雑記録山梨村福蕨清九郎 上巻-P71

K-2-10-129
土地－地引帳・
地券他

地券願出并御規則写大蔵省 上巻-P72

K-2-10-130
土地－地引帳・
地券他

達状（地券取調ノ件）筑摩県参事永山盛輝 上巻-P72

K-2-10-131
土地－地引帳・
地券他

地券取調ニ付注意書  戸長田近盛域から下坪惣右衛門他5人宛 上巻-P72

K-2-10-132
土地－地引帳・
地券他

明治八歳地券諸日記山梨村簿 上巻-P72

K-2-10-133
土地－地引帳・
地券他

地券取調方高山支庁から大区長正副戸長宛 上巻-P72

K-2-10-134
土地－地引帳・
地券他

達（地券取調ニ付地所検査之節実地再調査の件）  高山支庁から大区長・
正副戸長宛

上巻-P72

K-2-10-135
土地－地引帳・
地券他

布達（野焼取締の件）  筑摩県参事高木惟矩から大区長・正副戸長宛 上巻-P72

K-2-10-136
土地－地引帳・
地券他

明治九年九月ヨリ同十二月迄四ケ月分地券黄紙割帳  国府村事務扱所 上巻-P72
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K-2-10-137
土地－地引帳・
地券他

記（所有地券枚数届）  吉城郡国府村岡村利右衛門から高山警察署長石川
才  足宛

上巻-P72

K-2-10-138
土地－地引帳・
地券他

地券高山町巣ノ内伊助 上巻-P72

K-2-10-139
土地－地引帳・
地券他

地券高山町紙谷喜兵衛 上巻-P72

K-2-10-140
土地－地引帳・
地券他

地券高山町桂川重兵衛 上巻-P72

K-2-10-141
土地－地引帳・
地券他

地券高山町田近盛域 上巻-P72

K-2-10-142
土地－地引帳・
地券他

地券高山町桐山和吉 上巻-P72

K-2-10-143
土地－地引帳・
地券他

地券高山町日下部市兵衛 上巻-P72

K-2-10-144
土地－地引帳・
地券他

地券高山町石川勘蔵 上巻-P72

K-2-10-145
土地－地引帳・
地券他

地券高山町瓜田彌助 上巻-P72

K-2-10-146
土地－地引帳・
地券他

地券近江国神崎郡林田村大田安之助 上巻-P72

K-2-10-147
土地－地引帳・
地券他

地券大名田村田邊半三郎 上巻-P72

K-2-10-148
土地－地引帳・
地券他

地券古川町森下茂右衛門 上巻-P72

K-2-10-149
土地－地引帳・
地券他

地券森下町稲荷社 上巻-P72

K-2-10-150
土地－地引帳・
地券他

地券大名田村田邊半三郎 上巻-P72

K-2-10-151
土地－地引帳・
地券他

戸毎建物図小野組扣 上巻-P72

K-2-10-152
土地－地引帳・
地券他

土地台帳等編製之儀ニ付伺  飛騨国各町村總代から岐阜県令小崎利準宛 上巻-P72

K-2-10-153
土地－地引帳・
地券他

地引帳大名田村へ引渡分〈角竹記録〉 上巻-P72

K-2-10-154
土地－地引帳・
地券他

公有地取調書上帳（公有地面積）大野郡新宮村 上巻-P72

K-2-10-155
土地－地引帳・
地券他

部落有土地調（東川原町、上川原町等） 上巻-P72

K-2-10-156
土地－地引帳・
地券他

城山公園の私有地調〔記録〕 上巻-P72

K-2-10-157
土地－地引帳・
地券他

支庁敷地〈角竹記録〉 上巻-P73

K-2-10-169
土地－地引帳・
地券他

拂下ケ之分公有地反別書上（反古） 上巻-P73

K-2-10-170
土地－地引帳・
地券他

三角測量図持主西野久右衛門 上巻-P73

K-2-10-171
土地－地引帳・
地券他

達（何々耕地と唱へ候条御注意御報告の事）  区長船坂雅平 上巻-P73

K-2-11-1
貢租・税－年貢
割付・皆済

納松本村御年貢米事〔写真〕  馬渕宗兵衛・牛丸又左衛門からきもいり七兵
衛・く  みがしら茂介宛

上巻-P74

K-2-11-2
貢租・税－年貢
割付・皆済

納大谷村御年貢米之事（皆済）  広瀬又十郎・渡部忠兵衛（10通1綴になっ
ている）

上巻-P74

K-2-11-3
貢租・税－年貢
割付・皆済

山口村萬定納帳〈角竹記録〉 上巻-P74

K-2-11-4
貢租・税－年貢
割付・皆済

大八賀郷山口村定納帳〈角竹記録〉 上巻-P74

K-2-11-5
貢租・税－年貢
割付・皆済

納柏原村御年貢米之事（皆済）  山内長兵衛・近藤新三郎・国分又左衛門
差出  （3通1綴となっている）

上巻-P74

K-2-11-6
貢租・税－年貢
割付・皆済

申歳御年貢可納割付事　　伊奈半十郎から小八賀郷之内坊方村肝煎百姓
宛  （裏面に元禄六年四月村中請取連印あり）

上巻-P74

K-2-11-7
貢租・税－年貢
割付・皆済

申歳小八賀郷坊方村御年貢請取事（皆済）  伊奈半十郎内石母才兵衛・富
田佐五右衛門・都竹孫  兵衛から肝煎百姓中宛

上巻-P74

K-2-11-8
貢租・税－年貢
割付・皆済

御年貢可納割付（大萓村）〈角竹記録〉 上巻-P74
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K-2-11-9
貢租・税－年貢
割付・皆済

柏原村御年貢米之事  1肝煎与四郎  2肝煎用介 上巻-P74

K-2-11-10
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から小八賀郷坊方村肝煎百姓宛
（村中請取連印状添付）

上巻-P74

K-2-11-11
貢租・税－年貢
割付・皆済

子歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村肝煎百姓宛 上巻-P74

K-2-11-12
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑年御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村肝煎百姓宛 上巻-P74

K-2-11-13
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑之御年貢之覚（皆済）  成瀬六郎右衛門・大塚金五右衛門・都竹権四郎
から  久々野郷山梨村肝煎百姓中宛

上巻-P74

K-2-11-14
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅年御年貢可納割付事  伊奈半左衛門から大野郡灘郷花里村名主・百姓
宛

上巻-P75

K-2-11-15
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P75

K-2-11-16
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅年御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に都筑権左衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P75

K-2-11-17
貢租・税－年貢
割付・皆済

御年貢割付村中請連印状  久々野郷山梨村長三郎他13人 上巻-P75

K-2-11-18
貢租・税－年貢
割付・皆済

卯年御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に都筑権左衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P75

K-2-11-19
貢租・税－年貢
割付・皆済

御年貢割付村中請連印状  久々野郷山梨村長三郎他13人 上巻-P75

K-2-11-20
貢租・税－年貢
割付・皆済

夘之御年貢米之覚（皆済）  栗田六太夫・都筑権左衛門・成瀬六郎右衛門
から山  梨村名主・百姓中宛

上巻-P75

K-2-11-21
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P75

K-2-11-22
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から大野郡灘郷花里村名主・百
姓宛  （裏面に都筑権左衛門他2人の役人の連印あり）  （村中請取連印状

上巻-P75

K-2-11-23
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰年御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に都筑権左衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P75

K-2-11-24
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳年御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P75

K-2-11-25
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳年御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に都筑権左衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P75

K-2-11-26
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳歳御年貢可納割付事（写）  伊奈半左衛門から広瀬郷村山村名主・百姓
宛

上巻-P75

K-2-11-27
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳之御年貢米覚  山田与五兵衛・栗田六太夫・都筑権左衛門から久々  野
郷山梨村名主・百姓中宛

上巻-P75

K-2-11-28
貢租・税－年貢
割付・皆済

午年御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P76

K-2-11-29
貢租・税－年貢
割付・皆済

未歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P76

K-2-11-30
貢租・税－年貢
割付・皆済

未歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に夏目善太夫他2人の役人の連印あり）

上巻-P76

K-2-11-31
貢租・税－年貢
割付・皆済

未之御年貢米之覚（皆済）  夏目善太夫・小崎杢左衛門・栗田六太夫から
久々野  郷山梨村名主・百姓中宛

上巻-P76

K-2-11-32
貢租・税－年貢
割付・皆済

申歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P76

K-2-11-33
貢租・税－年貢
割付・皆済

申歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に夏目善太夫他2人の役人の連印あり）

上巻-P76

K-2-11-34
貢租・税－年貢
割付・皆済

申之御年貢米之覚（皆済）  夏目善太夫・小崎杢左衛門・栗田六太夫から川
上郷  藤瀬村名主・百姓宛

上巻-P76

K-2-11-35
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉年御年貢可納割付事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓宛 上巻-P76

K-2-11-36
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉年御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に夏目善太夫他2人の役人の連印あり）

上巻-P76

K-2-11-37
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉之御年貢米之覚  夏目善太夫・小崎杢左衛門・栗田六太夫から久々野
郷山梨村名主・百姓中宛

上巻-P76

K-2-11-38
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉歳御年貢可納割付之事大野郡灘郷花里村宛 上巻-P76

K-2-11-39
貢租・税－年貢
割付・皆済

戌歳御年貢可納割付事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓宛 上巻-P76

K-2-11-40
貢租・税－年貢
割付・皆済

戌歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に夏目善太夫他2人の役人の連印あり）

上巻-P76
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K-2-11-41
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P76

K-2-11-42
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に山浦喜左衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P77

K-2-11-43
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥歳御年貢可納割付之事　 伊奈半左衛門から小八賀郷坊方村名主・百姓
宛

上巻-P77

K-2-11-44
貢租・税－年貢
割付・皆済

子歳御年貢可納割付之事　 伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P77

K-2-11-45
貢租・税－年貢
割付・皆済

子歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛

上巻-P77

K-2-11-46
貢租・税－年貢
割付・皆済

子歳御年貢米之覚　（皆済）  山浦喜左衛門・根岸助太夫・小崎杢左衛門か
ら久々  野郷山梨村名主・百姓中宛

上巻-P77

K-2-11-47
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑歳亥歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛

上巻-P77

K-2-11-48
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛　 （裏面に鈴木弥右衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P77

K-2-11-49
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P77

K-2-11-50
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛  （裏面に鈴木弥右衛門他2人の役人の連印あり）

上巻-P77

K-2-11-51
貢租・税－年貢
割付・皆済

夘歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P77

K-2-11-52
貢租・税－年貢
割付・皆済

夘年御年貢米之覚（皆済）  鈴木弥右衛門・山浦喜左衛門・根岸助太夫から
久々   野郷山梨村名主・百姓中宛

上巻-P77

K-2-11-53
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰歳御年貢可納割付之事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・
百姓宛  （裏面に久保佐七郎他2人の役人の連印あり）

上巻-P77

K-2-11-54
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰歳御年貢米之覚（皆済）  久保佐七郎他1人・在江戸山浦喜左衛門から山
梨村  名主・百姓中宛

上巻-P77

K-2-11-55
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰歳御年貢可納割付之事久々野郷山梨村 上巻-P77

K-2-11-56
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳歳御年貢可納割付事（写）  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百
姓宛  （裏面に久保佐七郎他2人の役人の連印あり）

上巻-P78

K-2-11-57
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳歳御年貢可納割付事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓宛 上巻-P78

K-2-11-58
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳歳御年貢米之覚（皆済）  久保佐七郎・鈴木弥右衛門・山浦喜左衛門から
久々  野郷山梨村名主・百姓中宛

上巻-P78

K-2-11-59
貢租・税－年貢
割付・皆済

午歳御年貢可納割付之事  伊奈半左衛門から久々野郷山梨村名主・百姓
宛

上巻-P78

K-2-11-60
貢租・税－年貢
割付・皆済

午年御年貢米之覚（皆済）  久保佐七郎・鈴木弥右衛門・山浦喜左衛門から
久々  野郷山梨村名主・百姓宛

上巻-P78

K-2-11-61
貢租・税－年貢
割付・皆済

申年御加免割付之事  今井喜太夫・野本十左衛門から小八賀郷坊方村名
主  惣百姓宛

上巻-P78

K-2-11-62
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉年御成箇割付之事  森山又左衛門から小八賀郷坊方村名主・百姓宛 上巻-P78

K-2-11-63
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑御年貢割付之事（後欠）久々野郷山梨村 上巻-P78

K-2-11-64
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅御年貢割付之事  亀田三郎兵衛から久々野郷山梨村名主・組頭・惣百姓
宛

上巻-P78

K-2-11-65
貢租・税－年貢
割付・皆済

大野郡山梨村寅皆済状之事  桑名喜平治他2人から山梨村名主・組頭・惣
百姓宛

上巻-P78

K-2-11-66
貢租・税－年貢
割付・皆済

夘御年貢割付之事  亀田三郎兵衛から久々野郷山梨村名主・組頭・惣百
姓宛

上巻-P78

K-2-11-67
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰年定免御年貢可納割付之事  長谷川庄五郎から小八賀郷坊方村宛 上巻-P78

K-2-11-68
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰年御物成皆済目録大野郡坊方村 上巻-P78

K-2-11-69
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢米金納通（皆済）  高山役所宇野丹蔵・和田織右衛門他2人から吉
城郡  大沼村宛

上巻-P78

K-2-11-70
貢租・税－年貢
割付・皆済

未御年貢米金納通（皆済）  長谷川庄五郎から大野郡坊方村名主・組頭・惣
百姓宛

上巻-P78

K-2-11-71
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢米金納通（大野郡前原村）  長谷川庄五郎から前原村名主・組頭・
惣百姓宛

上巻-P79

K-2-11-72
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢米金納通  長谷川庄五郎から吉城郡柏原村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P79
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K-2-11-73
貢租・税－年貢
割付・皆済

未年定免御年貢可納割付之事大野郡芦谷村 上巻-P79

K-2-11-74
貢租・税－年貢
割付・皆済

飛騨国大野郡坊方村寅御年貢米金皆済目録  幸田善太夫から坊方村名
主・組頭宛

上巻-P79

K-2-11-75
貢租・税－年貢
割付・皆済

午年定免御年貢可納割付之事大野郡花里村 上巻-P79

K-2-11-76
貢租・税－年貢
割付・皆済

子年皆済目録  上倉彦左衛門から大野郡坊方村名主・惣百姓宛 上巻-P79

K-2-11-77
貢租・税－年貢
割付・皆済

申御年貢皆済目録  布施弥一郎から大野郡坊方村名主・与頭・惣百姓宛 上巻-P79

K-2-11-78
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅御年貢皆済目録  大原彦四郎から大野郡坊方村名主・与頭・惣百姓宛 上巻-P79

K-2-11-79
貢租・税－年貢
割付・皆済

納亥年御年貢米之事（個人領収書）  町方名主九八郎から杉崎屋甚右衛門
宛

上巻-P79

K-2-11-80
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥御年貢皆済目録  大原彦四郎・大原亀五郎から大野郡坊方村名主・与
頭・惣百姓宛

上巻-P79

K-2-11-81
貢租・税－年貢
割付・皆済

乍恐奉御願申上候（写）（御成箇御引方の件）  広瀬町村百姓代平吉他から
高山御役所宛

上巻-P79

K-2-11-82
貢租・税－年貢
割付・皆済

高山・古川収納組合御年貢米帳〔記録〕 上巻-P79

K-2-11-83
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉御年貢皆済目録  飯塚常之丞から大野郡山梨村名主・与頭・惣百姓宛 上巻-P79

K-2-11-84
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳年御年貢皆済目録  屋貝権四郎から滑川屋長三郎組中宛 上巻-P79

K-2-11-85
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉御年貢可納割付之事大野郡山梨村 上巻-P79

K-2-11-86
貢租・税－年貢
割付・皆済

当午御年貢石代取立小前帳  三之町組頭滑川屋長三郎 上巻-P79

K-2-11-87
貢租・税－年貢
割付・皆済

当未御年貢取立小前帳  三之町与頭滑川屋長三郎 上巻-P79

K-2-11-88
貢租・税－年貢
割付・皆済

御年貢金預証文の事〈角竹写〉  武州足立郡鴻巣宿御宿忠右エ門・問屋山
太夫・年寄  新三郎から小出大助様御宿宛

上巻-P79

K-2-11-89
貢租・税－年貢
割付・皆済

当申御年貢小前取立帳与頭滑川屋長三郎 上巻-P79

K-2-11-90
貢租・税－年貢
割付・皆済

戌御年貢可納割付之事  小出大助から大野郡山梨村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P80

K-2-11-91
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉御年貢皆済目録大野郡山梨村 上巻-P80

K-2-11-92
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳御年貢皆済目録  田口五郎左衛門から大野郡山梨村名主・組頭・惣百
姓宛

上巻-P80

K-2-11-93
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢可納割付之事  田口勘次郎・田口五郎左衛門から大野郡山梨村
名主  組頭・惣百姓宛

上巻-P80

K-2-11-94
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢皆済目録  田口勘次郎から大野郡坊方村名主・与頭・惣百姓宛 上巻-P80

K-2-11-95
貢租・税－年貢
割付・皆済

未御年貢皆済目録  榊原小兵衛から大野郡山梨村名主・与頭・惣百姓宛 上巻-P80

K-2-11-96
貢租・税－年貢
割付・皆済

子御年貢皆済目録  芝与市右衛門から大野郡山梨村名主・与頭・惣百姓宛 上巻-P80

K-2-11-97
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅御年貢可納割付之事  芝与市右衛門から吉城郡蓼俣村名主・組頭・惣百
姓宛

上巻-P80

K-2-11-98
貢租・税－年貢
割付・皆済

覚（飛騨三郡年貢金江戸へ送る勘定書）  元締石川宇右衛門から太田浦右
衛門・橋本助一郎宛

上巻-P80

K-2-11-99
貢租・税－年貢
割付・皆済

当寅・定免・破免・検免御取箇目録寄  （飛騨越前国美濃越前加賀白山麓）
芝与市右衛門から御勘定所宛（大池扣とある）

上巻-P80

K-2-11-100
貢租・税－年貢
割付・皆済

村々當辰御取箇附之儀ニ付申上候書付  （飛騨越前国美濃越前加賀白山
麓）  芝与市右衛門から御勘定所宛

上巻-P80

K-2-11-101
貢租・税－年貢
割付・皆済

美濃三郡当御取箇三十三年増減差引高届  芝与市右衛門から御勘定所宛 上巻-P80

K-2-11-102
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅御年貢可納割附之事  大井帯刀から吉城郡大沼村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P80

K-2-11-103
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳御年貢可納割附之事大野郡花里村 上巻-P80

K-2-11-104
貢租・税－年貢
割付・皆済

未御年貢皆済目録  大井帯刀から大野郡坊方村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P80



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-11-105
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥御年貢可納割附之事  多羅尾久右衛門・柴田善之烝から大野郡坊方村
名主・  組頭・惣百姓宛

上巻-P80

K-2-11-106
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥御年貢可納割附之事   多羅尾久右衛門・柴田善之烝から大野郡山梨村
名主・   組頭・惣百姓宛

上巻-P81

K-2-11-107
貢租・税－年貢
割付・皆済

子御年貢皆済目録（後欠）大野郡山梨村 上巻-P81

K-2-11-108
貢租・税－年貢
割付・皆済

去々子皆済目録写  豊田藤之進から大野郡藤瀬村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P81

K-2-11-109
貢租・税－年貢
割付・皆済

宮村扣高取米并ニ金納米株歳々覚帳  杉崎屋甚右衛門 上巻-P81

K-2-11-110
貢租・税－年貢
割付・皆済

申御年貢皆済目録大野郡山梨村 上巻-P81

K-2-11-111
貢租・税－年貢
割付・皆済

戌御年貢可納割附之事  小野朝右衛門から大野郡坊方村名主・組頭・惣百
姓宛

上巻-P81

K-2-11-112
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢米金請取通  小野朝右衛門手附斉藤勝平から大野郡藤瀬村宛 上巻-P81

K-2-11-113
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑御年貢可納割附之事  福王三郎兵衛から久々野郷山梨村名主・組頭・惣
百  姓宛

上巻-P81

K-2-11-114
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉御年貢皆済目録  増作右衛門から大野郡坊方村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P81

K-2-11-115
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑御年貢皆済目録大野郡山梨村 上巻-P81

K-2-11-116
貢租・税－年貢
割付・皆済

年貢割付書断簡（宮原高山県権知事の印あり） 上巻-P81

K-2-11-117
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳御年貢可納割附之事大野郡山梨村  （高山県の印あり） 上巻-P81

K-2-11-118
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳御年貢皆済目録  宮原積から吉城郡角川村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P81

K-2-11-119
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳御年貢皆済目録   宮原積から大野郡坊方村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P81

K-2-11-120
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢皆済目録   高山県庁から大野郡山梨村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P81

K-2-11-121
貢租・税－年貢
割付・皆済

未御年貢皆済目録    高山県庁から大野郡坊方村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P81

K-2-11-122
貢租・税－年貢
割付・皆済

申年租税四納金割合取立帳  屋貝権四郎から三之町組頭中宛 上巻-P81

K-2-11-123
貢租・税－年貢
割付・皆済

壬申租税間金御下渡之義ニ付御願    飛騨国三郡町村人民惣代細江村田
近基徳他2人から  岐阜県知事小崎利準宛

上巻-P81

K-2-11-124
貢租・税－年貢
割付・皆済

ツルス・山本割付皆済目録表〔記録〕 上巻-P81

K-2-11-125
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰御年貢米金請取通  判事出納掛富田稲太・出納役指田織之助他2人から
大野郡坊方村宛

上巻-P82

K-2-11-126
貢租・税－年貢
割付・皆済

差上申一札之事（年貢金江戸送付ノ手続雛形） 上巻-P82

K-2-11-127
貢租・税－年貢
割付・皆済

亥御年貢米御割付之事福地村 上巻-P82

K-2-11-128
貢租・税－年貢
割付・皆済

子年御年貢御割付福地村 上巻-P82

K-2-11-129
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑歳御年貢可納割付之事大野郡小八賀郷坊方村 上巻-P82

K-2-11-130
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑御年貢可納割付之事大野郡山梨村 上巻-P82

K-2-11-131
貢租・税－年貢
割付・皆済

寅御年貢可納割付之事大野郡山梨村 上巻-P82

K-2-11-132
貢租・税－年貢
割付・皆済

酉御年貢可納割付之事久々野郷山梨村 上巻-P82

K-2-11-133
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢可納割付之事（断簡）大野郡弐之町村 上巻-P82

K-2-11-134
貢租・税－年貢
割付・皆済

御年貢定石代 上巻-P82

K-2-11-135
貢租・税－年貢
割付・皆済

山口村御年貢覚高 上巻-P82

K-2-11-136
貢租・税－年貢
割付・皆済

三府各県七十二ケ所割付書 上巻-P82
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K-2-11-137
貢租・税－年貢
割付・皆済

年貢可納割付書・年貢皆済目録の研究〈角竹記録〉  （大萓村を例として） 上巻-P82

K-2-11-138
貢租・税－年貢
割付・皆済

皆済目録・割付書等記録〈角竹記録〉 上巻-P82

K-2-11-139
貢租・税－年貢
割付・皆済

郡上郡の納租定免見取研究資料〈角竹記録〉 上巻-P82

K-2-11-230
貢租・税－年貢
割付・皆済

午御年貢皆済目録    柴村藤右衛門から大野郡坊方村名主・組頭・惣百姓
宛

上巻-P82

K-2-11-231
貢租・税－年貢
割付・皆済

卯御年貢皆済目録  豊田藤之進から大野郡坊方村名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P82

K-2-11-232
貢租・税－年貢
割付・皆済

辰御年貢皆済目録  福王三郎兵衛から高山町方名主・組頭・惣百姓宛 上巻-P82

K-2-11-233
貢租・税－年貢
割付・皆済

巳御年貢可納割附之事  福王三郎兵衛から吉城郡角川村名主・組頭・惣百
姓宛

上巻-P82

K-2-11-234
貢租・税－年貢
割付・皆済

丑御年貢可納割附之事    高柳小三郎から大野郡山梨村名主・組頭・惣百
姓宛

上巻-P82

K-2-11-235
貢租・税－年貢
割付・皆済

飛騨国村々定石代改正御伺書〈角竹写〉 上巻-P82

K-2-11-236
貢租・税－年貢
割付・皆済

徳川直轄地史料納租ニ関スル材料（小八賀郷村々） 上巻-P82

K-2-11-237
貢租・税－年貢
割付・皆済

小八賀郷坊方村の納租に関する研究 上巻-P82

K-2-11-238
貢租・税－年貢
割付・皆済

高山御蔵米史料〈角竹記録〉 上巻-P82

K-2-11-242
貢租・税－年貢
割付・皆済

戌御年貢皆済目録  大原彦四郎・大原亀五郎から吉城郡宇津江村名主・
組頭・惣百姓宛

上巻-P82

K-2-11-140 貢租・税－上納 戌年御年貢御上納覚帳長倉村与頭孫兵衛 上巻-P83
K-2-11-141 貢租・税－上納 十一月十九日卸  五拾俵ト三斗二升五合過金割返帳戸谷や弥兵衛組 上巻-P83
K-2-11-142 貢租・税－上納 寅御年貢初納・弐納俵帳山口村名主新七 上巻-P83

K-2-11-143 貢租・税－上納
覚（過料銭上納請取）  榊原小兵衛手附田中八十次郎他2人から高山壱ノ
町  村孫兵衛宛

上巻-P83

K-2-11-144 貢租・税－上納
乍恐以書付奉願上候（百升吉三郎儀上納米延納願）  願人高山三之町村
甚右衛門から高山御役所宛

上巻-P83

K-2-11-145 貢租・税－上納 覚（御石代上納金の内引替金） 上巻-P83
K-2-11-146 貢租・税－上納 郡中連印願書  小嶋郷・小鷹利郷四拾七ケ村惣代角川村徳兵衛 上巻-P83
K-2-11-147 貢租・税－上納 見込之儀申上候書付（租税石代） 上巻-P83
K-2-11-148 貢租・税－上納 覚（上納受取書）高山県会計方から三之町村宛 上巻-P83

K-2-11-149 貢租・税－上納
奉差上御請証文之事  （御年貢米御値段之従来安石代上納ニ付）  吉城郡
三川村名主田口源七郎・上広瀬村名主大雄寺  七蔵から高山御役所宛

上巻-P83

K-2-11-150 貢租・税－上納 覚（上納請取書）高山県会計方から坊方村宛 上巻-P83
K-2-11-151 貢租・税－上納 覚（金渡状）高山県会計方から大野郡坊方村宛 上巻-P83
K-2-11-152 貢租・税－上納 覚（上納請取書）高山県会計方から坊方村宛 上巻-P83
K-2-11-153 貢租・税－上納 覚（上納請取書）  高山県庶務方から坊方村甚九郎・八左衛門宛 上巻-P83
K-2-11-154 貢租・税－上納 覚（年貢残上納請取）  指田織之助・富田稲太から大野郡坊方村宛 上巻-P83
K-2-11-155 貢租・税－上納 子年租税届小前取立帳花里耕地伍長野川武八 上巻-P83
K-2-11-156 貢租・税－上納 催促状（田租上納）  大名田役場から坂田長五郎宛 上巻-P83
K-2-11-157 貢租・税－上納 （未置米代）覚（萩原村新田上納領収書）安西惣助 上巻-P83

K-2-11-158 貢租・税－上納
廻状（益田郡中米代高山へ持参のこと）  川上屋市九郎・小林屋治右衛門
から小坂町村名主惣  次郎他4人宛

上巻-P83

K-2-11-159 貢租・税－上納 覚（御年貢上納金請取書）  小坂名主惣次郎から町村細江宛 上巻-P83
K-2-11-160 貢租・税－上納 返上納金預り証（郡中会所「飛騨惣代」印あり）郡中会所から高山町宛 上巻-P84
K-2-11-161 貢租・税－上納 書状（上納金心配の事）平兵衛から母上様宛 上巻-P84
K-2-11-162 貢租・税－上納 申渡（御年貢石代之儀） 上巻-P84
K-2-11-163 貢租・税－上納 戌年置米俵数留書 上巻-P84
K-2-11-164 貢租・税－上納 高山御蔵収納俵数・米納と金納の割合・村の石高  〈角竹記録〉 上巻-P84
K-2-11-243 貢租・税－上納 大野郡町方村上納金小前書上帳  名主小八郎・佐五右衛門 上巻-P84

K-2-11-165
貢租・税－運
上・冥加

絹羽二重織立冥加永〈角竹記録〉 上巻-P84

K-2-11-166
貢租・税－運
上・冥加

手帳（青屋村諸白木運上木） 上巻-P84

K-2-11-167
貢租・税－運
上・冥加

白木運上金〈角竹記録〉 上巻-P84

K-2-11-168
貢租・税－運
上・冥加

乍恐以書付奉願上候（豊作に付初穂米御冥加上納願）  壱之町村与頭惣
代村瀬屋孫兵衛他弐之町・三之町与  頭惣代町年寄ら5人から高山御役所

上巻-P84
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K-2-11-169
貢租・税－運
上・冥加

御冥加米一件諸書物（高山町）〈角竹記録〉 上巻-P84

K-2-11-170
貢租・税－運
上・冥加

乍恐以書付奉願上候（御冥加金上納願）  煮売茶屋・料理屋惣代角竹屋庄
兵衛・萩原屋惣七から町年寄御衆中宛

上巻-P84

K-2-11-171
貢租・税－運
上・冥加

近国生糸取引場所運上銀小前帳  高山壱之町村長次郎他3人から高山御
役所宛

上巻-P84

K-2-11-172
貢租・税－運
上・冥加

書状（幕府への御冥加金一件）七左衛門から父様宛 上巻-P84

K-2-11-173
貢租・税－運
上・冥加

寅年口米運上上納請取書坊方村 上巻-P84

K-2-11-174
貢租・税－運
上・冥加

覚（糸運上金請取）糸問屋福島屋から嘉兵衛宛 上巻-P84

K-2-11-175
貢租・税－運
上・冥加

有力町人冥加金上納調（町人の経済史料）  〈角竹記録〉 上巻-P84

K-2-11-239
貢租・税－運
上・冥加

酒運上請取書〔写真〕 上巻-P84

K-2-11-240
貢租・税－運
上・冥加

覚（夏商場運上金相渡候）  鈴木藤左衛門・氏家新兵衛から武川久兵衛宛 上巻-P84

K-2-11-176 貢租・税－課役 覚（牢番人扶持米受取）  安河小兵衛・高井彦兵衛から大谷村庄兵衛宛 上巻-P85

K-2-11-177 貢租・税－課役
覚（江戸浅草御蔵前入用受取）  今井喜太夫・野本十左衛門から大谷組六
ケ村名主  百姓宛

上巻-P85

K-2-11-178 貢租・税－課役 寅年国中割入用幸田善太夫 上巻-P85
K-2-11-179 貢租・税－課役 舂米水車御役米 上巻-P85
K-2-11-180 貢租・税－課役 西之丸御普請金上納書へ褒美銀覚 上巻-P85

K-2-11-181 貢租・税－課役
覚（伝馬宿米請取）  久保佐七郎・山浦喜左衛門から大谷組六ケ村・村々
名主百姓宛

上巻-P85

K-2-11-182 貢租・税－課役
覚（六尺給米請取）  山田五兵衛・都竹権左衛門・栗田六太夫から大谷村
組名主宛

上巻-P85

K-2-11-183 貢租・税－課役 高掛物（六尺給米・御蔵米入用）書（断簡） 上巻-P85

K-2-11-184 貢租・税－課役
覚（御本丸御普請入用金請取）  1川嶋奥六・進野礼太郎から坊方村忠右衛
門他34人宛  2川嶋奥六・進野礼太郎から細越村吉十郎他1人宛

上巻-P85

K-2-11-185 貢租・税－課役
覚（御本丸普請入用金請取）  川嶋奥六・進野礼太郎から桐山屋源兵衛・杉
崎屋  甚右衛門宛

上巻-P85

K-2-11-186 貢租・税－課役 覚（欠所并御拂木代請取書）  進野礼太郎・篭宮幸助から大野郡坊方村宛 上巻-P85
K-2-11-187 貢租・税－課役 高山町人御本丸御用金 上巻-P85
K-2-11-188 貢租・税－課役 御本丸御用金割付覚 上巻-P85
K-2-11-189 貢租・税－課役 書状（長州征伐献金のこと）七左衛門から父上様宛 上巻-P85
K-2-11-190 貢租・税－課役 辰年租税諸運上元拂凡積仕訳帳 上巻-P85
K-2-11-191 貢租・税－課役 綿布役銀相勤メ人馬高書上帳春日井郡村中村扣 上巻-P85
K-2-11-192 貢租・税－課役 証（上知税請取）  高山出張庁から古川町方村円光寺宛 上巻-P85
K-2-11-193 貢租・税－課役 朝鮮人来聘役金取立書  田中八十次郎・早川市左衛門から花里村宛 上巻-P85
K-2-11-194 貢租・税－課役 朝鮮人来聘国役金について（紙魚のやとりより）  〈角竹記録〉 上巻-P85
K-2-11-195 貢租・税－課役 朝鮮人来聘国役取立書  貝塚文次右衛門から根方村・白井村宛 上巻-P86
K-2-11-241 貢租・税－課役 三之町村万雑割取立書 上巻-P86

K-2-11-196
貢租・税－地租
改正

布告（地租改正条例）筑摩県権令永山盛輝 上巻-P86

K-2-11-197
貢租・税－地租
改正

地租改正ニ付告諭書并郡村取調方規則同取調方心得書  岐阜県令長谷
部恕連

上巻-P86

K-2-11-198
貢租・税－地租
改正

達（写）（地租改正に付て心得方）  筑摩県権令永山盛輝 上巻-P86

K-2-11-199
貢租・税－地租
改正

地租改正に関する號達及び事務局出張官員心得書  〔小林記録〕 上巻-P86

K-2-11-200
貢租・税－地租
改正

地租改正及び開産社一件船阪雅平 上巻-P86

K-2-11-201
貢租・税－地租
改正

御届（地租改正ニ付郡村総代辞令）  川上猷から第二十五大区弐小区戸長
副御中宛

上巻-P86

K-2-11-202
貢租・税－地租
改正

達（地租改正、山林原野改正に関する通知）  正副戸長宛 上巻-P86

K-2-11-203
貢租・税－地租
改正

地租改正・反別・地価・地租総計帳  大野郡高山町戸長日箇原清吉他5人
から岐阜県権令  小崎利準宛

上巻-P86

K-2-11-204
貢租・税－地租
改正

布達（地租改正について）岐阜県権令小崎利準 上巻-P86

K-2-11-205 貢租・税－徴税 書状（租税金の件）  河村重雄から坂田秋一・青山通允宛 上巻-P86
K-2-11-206 貢租・税－徴税 布達（僕婢・馬車・人力車・駕籠馬・遊船等諸税施行  について）太政官 上巻-P86
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K-2-11-207 貢租・税－徴税 達（僕婢・馬車・人力車・駕籠馬・遊船等諸税について）  第百八拾四区戸長 上巻-P86
K-2-11-208 貢租・税－徴税 触示順達（地価修正案の件）  第七区長二木三良兵衛から森七左衛門他4 上巻-P86
K-2-11-209 貢租・税－徴税 達（車税について）高山出張所から区長・戸長宛 上巻-P86
K-2-11-210 貢租・税－徴税 達（県税改正について）岐阜県権令小崎利準 上巻-P86
K-2-11-211 貢租・税－徴税 県税発行について〈角竹記録〉 上巻-P86
K-2-11-212 貢租・税－徴税 鍛冶職・蝋燭掛職・表具職・写真職税 上巻-P87

K-2-11-213 貢租・税－徴税
地方税分離請取願書  大野・益田・吉城三郡各町村惣代員高山町江馬弥
平・  川西村中川源次郎・古川村田近吉郎から岐阜県令  小崎利準宛  （高
山町戸長石川勘蔵他22人の奥印あり）

上巻-P87

K-2-11-214 貢租・税－徴税
地方税分離請願書  大野・益田・吉城三郡各町村惣代員高山町江馬弥平
川西村中川源次郎・古川村田近吉郎から岐阜県令小  崎利準宛  （高山町
戸長石川勘蔵他22人の奥印あり）

上巻-P87

K-2-11-215 貢租・税－徴税 布達（地方税課目課額）岐阜県令小崎利準 上巻-P87
K-2-11-216 貢租・税－徴税 布達（明治十七年度地方税徴収規則）  岐阜権令小崎利準 上巻-P87
K-2-11-217 貢租・税－徴税 明治十七年度下半期分営業雑種税取立帳 上巻-P87
K-2-11-218 貢租・税－徴税 地所普請地価修正御願花里組扣 上巻-P87
K-2-11-219 貢租・税－徴税 飛騨国地価軽減請取費用請取書 上巻-P87
K-2-11-220 貢租・税－徴税 県市民税番付高山市民時報 上巻-P87
K-2-11-221 貢租・税－徴税 税から見た飛騨郷土史〈角竹記録〉 上巻-P87
K-2-11-222 貢租・税－徴税 通知（所得税扣控除金の件）  高山町役場から坂田長五郎宛 上巻-P87
K-2-11-223 貢租・税－徴税 通知（登録税納附の件）  大名田村役場から高山町坂田長五郎宛 上巻-P87
K-2-11-224 貢租・税－徴税 飛騨国多額納税者調書 上巻-P87
K-2-11-225 貢租・税－徴税 書状（地価低減運動について）  中丸彦助から坂田秋一宛 上巻-P87
K-2-11-226 貢租・税－徴税 達（諸興行税・稼人名簿について）　  高山支庁から区長・正副戸長宛 上巻-P87
K-2-11-227 貢租・税－徴税 人力車税 上巻-P87

K-2-11-228 貢租・税－徴税
告示第二十一号（所得税納税者住所姓名）  岐阜県大野・益田・吉城郡長
国井清廉

上巻-P87

K-2-11-229 貢租・税－徴税 租税（増免取上運動・地租改正等）〈角竹記録〉 上巻-P87

K-2-12-1
戸口－宗門人
別帳

宗門人別帳（内容の記載形式、宗門記載実例他）  〈角竹記録〉 上巻-P89

K-2-12-2
戸口－宗門人
別帳

宗門御請状之事法善寺から大坂七左衛門宛 上巻-P89

K-2-12-3
戸口－宗門人
別帳

丑年宗門人別御改帳三之町組頭戸谷屋弥兵衛組 上巻-P89

K-2-12-4
戸口－宗門人
別帳

当寅年宗門人別御改組内控帳滑川屋長三郎組 上巻-P89

K-2-12-5
戸口－宗門人
別帳

辰年宗門人別御改帳町内扣組頭滑川屋長三郎 上巻-P89

K-2-12-6
戸口－宗門人
別帳

午年三之町宗門人別御改帳町内控組頭滑川屋長三郎控 上巻-P89

K-2-12-7
戸口－宗門人
別帳

未年三之町宗門人別御改帳町内控  組頭滑川屋長三郎組 上巻-P89

K-2-12-8
戸口－宗門人
別帳

当未宗門帳懸リ銭小前取立帳  三之町組頭滑川屋長三郎 上巻-P89

K-2-12-9
戸口－宗門人
別帳

申年三之町宗門人別御改帳町内控組頭滑川屋長三郎 上巻-P89

K-2-12-10
戸口－宗門人
別帳

飛騨国大野郡高山壱之町村修験宗宗門人別御改帳  町年寄 上巻-P89

K-2-12-11
戸口－宗門人
別帳

宗門帳田口五郎左衛門宛 上巻-P89

K-2-12-12
戸口－宗門人
別帳

辰年宗門人別御改帳三之町井桁屋林右衛門組 上巻-P89

K-2-12-13
戸口－宗門人
別帳

巳年宗門人別御改帳三之町井桁屋林右衛門組 上巻-P89

K-2-12-14
戸口－宗門人
別帳

宗門送状打江村・三川村 上巻-P89

K-2-12-15
戸口－宗門人
別帳

午歳宗門人別御改帳三之町鷲見屋文左衛門組 上巻-P89

K-2-12-16
戸口－宗門人
別帳

宗門送状之事大谷村名主長兵衛宛 上巻-P89

K-2-12-17
戸口－宗門人
別帳

辰年宗門人別御改下帳三之町杉崎屋甚三郎組 上巻-P89

K-2-12-18
戸口－宗門人
別帳

宮村山下組宗門人別帳組頭清三郎〈角竹写〉 上巻-P89
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K-2-12-19
戸口－宗門人
別帳

宗門寺請状之事他本光寺から御奉行所宛他 上巻-P89

K-2-12-20
戸口－宗門人
別帳

午歳宗門人別御改下帳杉崎屋甚三郎組 上巻-P89

K-2-12-21
戸口－宗門人
別帳

未年宗門人別御改下帳杉崎屋甚三郎組 上巻-P89

K-2-12-22
戸口－宗門人
別帳

花里村宗門送り状 上巻-P89

K-2-12-23
戸口－宗門人
別帳

子年宗門人別御改下帳三之町杉崎屋甚三郎組 上巻-P89

K-2-12-24
戸口－宗門人
別帳

大野郡花里村宗門人別御改帳谷屋庄兵衛 上巻-P89

K-2-12-25
戸口－宗門人
別帳

辰年宗門人別御改下帳三之町滑川屋善助組 上巻-P89

K-2-12-26
戸口－宗門人
別帳

寺送り一札（高山杉崎屋清吉養女けい）  古川林昌寺代高山善応寺から名
古屋大運寺宛

上巻-P90

K-2-12-27
戸口－宗門人
別帳

飛騨国大野郡花里村宗門人別御改帳名主源右衛門 上巻-P90

K-2-12-28
戸口－宗門人
別帳

大野郡花里村御高宗門人別出入高調理書上帳  名主源右衛門 上巻-P90

K-2-12-29
戸口－宗門人
別帳

飛騨国大野郡花里村宗門人別御改帳名主源右衛門 上巻-P90

K-2-12-30
戸口－宗門人
別帳

寺送り之事専念寺から真蓮寺宛 上巻-P90

K-2-12-31
戸口－宗門人
別帳

飛騨国大野郡久々野村反保組宗門人別御改帳  久々野村名主吉右衛門 上巻-P90

K-2-12-32
戸口－宗門人
別帳

酉年宗門人別御改下帳松井屋源次郎組 上巻-P90

K-2-12-33
戸口－宗門人
別帳

亥年宗門人別御改下帳滑川屋藤三郎組 上巻-P90

K-2-12-34
戸口－宗門人
別帳

乍恐以書付御願申上候（宗門附上願）  川上斉右衛門宛 上巻-P90

K-2-12-35
戸口－宗門人
別帳

飛騨国吉城郡中沢上村宗門人別御改下帳 上巻-P90

K-2-12-36
戸口－宗門人
別帳

乍恐以書付奉願上候　（宗門人別相除方、忠右衛門養母）  壱之町忠右衛
門他から高山御役所宛

上巻-P90

K-2-12-37
戸口－宗門人
別帳

飛騨国吉城郡丸山村、巣之内村、種蔵村宗門人別御改帳 上巻-P90

K-2-12-38
戸口－宗門人
別帳

吉城郡小無雁村宗門下帳 上巻-P90

K-2-12-39
戸口－宗門人
別帳

飛騨国吉城郡元田村宗門人別御改帳  名主松田茂右衛門（木地師久次郎
家族7人あり）

上巻-P90

K-2-12-40
戸口－宗門人
別帳

書状（宗門帳紙注文）  古川町方村宗門掛青山屋小右衛門から谷平宛 上巻-P90

K-2-12-41
戸口－宗門人
別帳

覚（宗門帳書上高）（高山三町） 上巻-P90

K-2-12-42
戸口－宗門人
別帳

覚（当年人別附上高）町年寄御衆中宛 上巻-P90

K-2-12-43
戸口－宗門人
別帳

宗門寺請状之事 上巻-P90

K-2-12-103
戸口－宗門人
別帳

写真（高山二番町村宗門人別御改帳） 上巻-P90

K-2-12-104
戸口－宗門人
別帳

宗門御調書上帳山下屋佐助 上巻-P90

K-2-12-105
戸口－宗門人
別帳

高山一之町村宗門帳写〈角竹写〉 上巻-P90

K-2-12-106
戸口－宗門人
別帳

寺送り一札高山善応寺から尾州名古屋大光寺宛 上巻-P90

K-2-12-107
戸口－宗門人
別帳

宗門送状之事  二本木村名主与右衛門から高山町方名主久右衛門宛 上巻-P90

K-2-12-108
戸口－宗門人
別帳

宗門帳亀屋次郎七組 上巻-P90

K-2-12-109
戸口－宗門人
別帳

宗門帳（断簡）桐山屋源兵衛組 上巻-P90



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-12-110
戸口－宗門人
別帳

宗門人別改帳の研究〈角竹記録〉 上巻-P90

K-2-12-111
戸口－宗門人
別帳

覚（人別取調）  上川原町与頭下坪屋惣兵衛から町年寄宛 上巻-P90

K-2-12-44 戸口－宗門一 一札（宗門一札）  三之町組頭滑川屋長三郎他から勝久寺宛 上巻-P91
K-2-12-45 戸口－宗門一 差入申一札之事（聟入に付寺門徒に相続願）  庄八賀彦衣文他から西倉寺 上巻-P91
K-2-12-46 戸口－宗門一 一札（宗門一札）（下書）森僊斉から宝賀源十郎宛 上巻-P91
K-2-12-47 戸口－宗門一 一札（宗門一札）  南寺町禅宗大運寺から宝賀源十郎他宛 上巻-P91
K-2-12-48 戸口－宗門一 差出申證文之事（住居願證文）  田中半十郎他から川上斉右衛門宛 上巻-P91
K-2-12-49 戸口－宗門一 差出申證文之事（住居證文）  喜兵衛他から矢嶋善左衛門宛 上巻-P91

K-2-12-50
戸口－宗門一
札

指入申候一札事（正宗寺玩牛不行届一件）  指入主正宗寺玩牛他3人から
世話人御一統中宛

上巻-P91

K-2-12-51 戸口－宗門一 寺送り一札（角川村徳兵衛忰徳之助）  西之一色町玄興寺から角川村専勝 上巻-P91
K-2-12-52 戸口－宗門一 差出申證文之事（住居願證文）  谷屋平兵衛他から矢嶋善左衛門宛 上巻-P91

K-2-12-53
戸口－宗門一
札

差入申證文之事　  （宗門地送り差出被下度願に付差入之一札）  郡上郡
西洞村七兵衛引受人花里村百姓太七他から花  里村名主源右衛門宛

上巻-P91

K-2-12-54
戸口－宗門一
札

差出申證文之事  （弐之新町日下部九兵衛妻せん住居願証文）  日下部九
兵衛他から川上斉右衛門宛

上巻-P91

K-2-12-55
戸口－宗門一
札

差入申一札之事（川原町藤吉娘こと宗門送り一札）  三川屋藤吉他から花
里村名主庄兵衛宛

上巻-P91

K-2-12-56 戸口－宗門一 差出申一札之事（帰籍届）白川彦蔵他差出 上巻-P91

K-2-12-57
戸口－宗門一
札

差出申一札之事  （家出欠落人此度帰住願白川彦蔵と妻みき）  親類白川
忠次郎他から矢嶋一郎宛

上巻-P91

K-2-12-58 戸口－宗門一 寺送状（大野郡位山村清水新四郎長女この）  往還寺から勝久寺宛 上巻-P91
K-2-12-112 戸口－宗門一 寺替納得証文之事（案文） 上巻-P91

K-2-12-59
戸口－人別戸
籍取調他

八十才以上の者調（八十才以上の者へ御褒美）  〈角竹記録〉 上巻-P92

K-2-12-60
戸口－人別戸
籍取調他

高山の戸数、人口角竹喜登 上巻-P92

K-2-12-61
戸口－人別戸
籍取調他

戸口調査資料（高山の戸数・人口）角竹喜登 上巻-P92

K-2-12-62
戸口－人別戸
籍取調他

三之町村屋号ある者・名のみの者の数角竹喜登 上巻-P92

K-2-12-63
戸口－人別戸
籍取調他

高山元禄8年の屋敷所有者角竹喜登 上巻-P92

K-2-12-64
戸口－人別戸
籍取調他

一之町二之町他国エ罷出行エ不知者覚帳 上巻-P92

K-2-12-65
戸口－人別戸
籍取調他

覚（出稼のまま不帰届、欠落者）  下新町組頭柚原屋重助から川上九郎四
郎宛

上巻-P92

K-2-12-66
戸口－人別戸
籍取調他

手形之事（年切人別書付の事）  保村名主権六から高山川上斉右衛門宛 上巻-P92

K-2-12-67
戸口－人別戸
籍取調他

郷土史戸口研究資料一部（飛騨三郡村数他）〈角竹記録〉 上巻-P92

K-2-12-68
戸口－人別戸
籍取調他

独身者調（天保改革） 上巻-P92

K-2-12-69
戸口－人別戸
籍取調他

大野郡高山弐之町村家数人別増減差引帳  町年寄川上斉右衛門 上巻-P92

K-2-12-70
戸口－人別戸
籍取調他

高山一之町・三之町戸数調 上巻-P92

K-2-12-71
戸口－人別戸
籍取調他

戸数・人口 上巻-P92

K-2-12-72
戸口－人別戸
籍取調他

「他国へ引越、他国より居住願」（袋） 上巻-P92

K-2-12-72-1
戸口－人別戸
籍取調他

宗門帳除方に付差入申一札 上巻-P92

K-2-12-72-2
戸口－人別戸
籍取調他

引越に付差出申一札 上巻-P92

K-2-12-72-3
戸口－人別戸
籍取調他

信州松本へ引越に付差入一札  （八幡町高垣屋作助組源右衛門家族） 上巻-P92

K-2-12-72-4
戸口－人別戸
籍取調他

信州引越証文（壱之新町弥助同居直助他） 上巻-P92

K-2-12-72-5
戸口－人別戸
籍取調他

引越願（壱之町村九兵衛妹志甫） 上巻-P92
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K-2-12-72-6
戸口－人別戸
籍取調他

他国エ引越之者 上巻-P92

K-2-12-72-7
戸口－人別戸
籍取調他

他国より住居之者 上巻-P92

K-2-12-73
戸口－人別戸
籍取調他

孫助欠落後始末諸入用帳 上巻-P92

K-2-12-74
戸口－人別戸
籍取調他

家族・人別（久々野村、山梨村、無数河村） 上巻-P92

K-2-12-75
戸口－人別戸
籍取調他

乍恐以書付奉願上候（家出張外願、栄蔵他）  判事御役所宛 上巻-P92

K-2-12-76
戸口－人別戸
籍取調他

乍恐以書付奉願上候  （勘当張外を解き帰住願、上川原町茂兵衛）  親茂
助他から判事御役所宛

上巻-P92

K-2-12-77
戸口－人別戸
籍取調他

乍恐以書付奉願上候（張外願、上川原町清兵衛）  代兼親類上川原町平吉
他から高山御役所宛

上巻-P93

K-2-12-78
戸口－人別戸
籍取調他

乍恐以書付御届奉申上候（欠落届、高山町方常吉他）  高山御役所宛 上巻-P93

K-2-12-79
戸口－人別戸
籍取調他

乍恐以書付奉願上候（川原町孫市と妻帰住願）他  願人孫市親類惣代天照
寺町小兵衛他3人から高山御  役所宛

上巻-P93

K-2-12-80
戸口－人別戸
籍取調他

送籍御願申上候書付  弐区壱之町森田弥惣他から戸長副長衆中宛 上巻-P93

K-2-12-81
戸口－人別戸
籍取調他

「高山市史資料〈角竹写〉」（袋） 上巻-P93

K-2-12-81-1
戸口－人別戸
籍取調他

筑摩縣管轄第百八十一区戸籍一部（写） 上巻-P93

K-2-12-81-2
戸口－人別戸
籍取調他

高山縣管轄第二・三・四区戸籍（写） 上巻-P93

K-2-12-81-3
戸口－人別戸
籍取調他

元高山縣管轄第四区戸籍、筑摩縣管轄第181区戸籍（写） 上巻-P93

K-2-12-81-4
戸口－人別戸
籍取調他

高山縣管轄戸籍（写） 上巻-P93

K-2-12-81-5
戸口－人別戸
籍取調他

高山縣筑摩県管轄戸籍（写） 上巻-P93

K-2-12-81-6
戸口－人別戸
籍取調他

筑摩縣管轄第183区戸籍 上巻-P93

K-2-12-82
戸口－人別戸
籍取調他

当分内仮り住居御願申上候（木村周民宅に仮住居）  願人青木庄兵衛他か
ら戸長宛

上巻-P93

K-2-12-83
戸口－人別戸
籍取調他

御願書（無籍の者加籍願）  高山下向町高原庄左衛門他から筑摩県権令永
山盛輝  宛

上巻-P93

K-2-12-84
戸口－人別戸
籍取調他

官員・神官・教導職人連名簿（第二十五大区小一区） 上巻-P93

K-2-12-85
戸口－人別戸
籍取調他

御願書（戸主譲り願）  桐山勘兵衛・嶋倉久右衛門他から正副戸長宛 上巻-P93

K-2-12-86
戸口－人別戸
籍取調他

御届書、御願書（戸籍加除、改名、出生、入籍他） 上巻-P93

K-2-12-87
戸口－人別戸
籍取調他

寄留證（煥章学校英語教師中川八郎）  戸長湯浅弥兵衛から第二十五大区
小四区正副戸長宛

上巻-P93

K-2-12-88
戸口－人別戸
籍取調他

戸籍調上の件  戸長中川義寛から吉城郡各村副長宛 上巻-P93

K-2-12-89
戸口－人別戸
籍取調他

山梨村苗字番号調印福蕨清九部 上巻-P93

K-2-12-90
戸口－人別戸
籍取調他

大区戸数 上巻-P93

K-2-12-91
戸口－人別戸
籍取調他

入籍証（送籍） 上巻-P93

K-2-12-92
戸口－人別戸
籍取調他

送入籍届に関する件高山町事務扱所 上巻-P93

K-2-12-93
戸口－人別戸
籍取調他

当10年1月1日現人員出寄留人名簿高山町事務扱所 上巻-P93

K-2-12-94
戸口－人別戸
籍取調他

出世死凶出入寄留奉職之者番号留  大野郡高山町戸長役場 上巻-P93

K-2-12-95
戸口－人別戸
籍取調他

家屋、戸籍、人民引渡（大名田村）〈角竹写〉  高山町戸長宛 上巻-P94

K-2-12-96
戸口－人別戸
籍取調他

福来家過去帖（勝久寺） 上巻-P94
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K-2-12-97
戸口－人別戸
籍取調他

戸口（一部）  （高山町、大名田町、灘村、上枝村）〈角竹写〉 上巻-P94

K-2-12-98
戸口－人別戸
籍取調他

独身者報告  弐之町組頭岡本屋清七から町年寄衆中宛 上巻-P94

K-2-12-99
戸口－人別戸
籍取調他

世帯人員報告 上巻-P94

K-2-12-100
戸口－人別戸
籍取調他

覚（旅稼、行エ相尋候） 上巻-P94

K-2-12-101
戸口－人別戸
籍取調他

高山縣管轄第17区戸籍之内（行方不明）  吉城郡打保村他 上巻-P94

K-2-12-102
戸口－人別戸
籍取調他

大野郡・益田郡・吉城郡・家数人別 上巻-P94

K-2-12-113
戸口－人別戸
籍取調他

写真（高山壱之町村増減帳）町年寄矢嶋茂右衛門 上巻-P94

K-2-12-114
戸口－人別戸
籍取調他

写真（欠落人御訴留）町年寄詰所 上巻-P94

K-2-12-115
戸口－人別戸
籍取調他

欠落帰住之者 上巻-P94

K-2-12-116
戸口－人別戸
籍取調他

欠落人留帳 上巻-P94

K-2-12-117
戸口－人別戸
籍取調他

天保飢饉、梅村騒動の人口動態〈角竹記録〉 上巻-P94

K-2-12-118
戸口－人別戸
籍取調他

高山二之町村人口動態調〈角竹記録〉 上巻-P94

K-2-12-119
戸口－人別戸
籍取調他

写真（八十才以上之者手当記録） 上巻-P94

K-2-12-120
戸口－人別戸
籍取調他

一之町村人口増減帳〈角竹記録〉 上巻-P94

K-2-12-121
戸口－人別戸
籍取調他

戸口移動関係綴 上巻-P94

K-2-12-122
戸口－人別戸
籍取調他

明治5年人口統計（高山町の一部） 上巻-P94

K-2-12-123
戸口－人別戸
籍取調他

明治6年出生統計 上巻-P94

K-2-12-124
戸口－人別戸
籍取調他

明治二十三年飛騨国戸口〈角竹記録〉 上巻-P94

K-2-12-125
戸口－人別戸
籍取調他

高山市の人口（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 上巻-P94

K-2-13-1 町村政－町会 町役割付帳三之町与頭上野屋徳兵衛 上巻-P95
K-2-13-2 町村政－町会 町村日誌〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-3 町村政－町会 天明8年高山町の状勢角竹喜登 上巻-P95
K-2-13-4-1 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-2 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-3 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-4 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-5 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-6 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-7 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-8 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-9 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-10 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-11 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-12 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-13 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-4-14 町村政－町会 町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P95
K-2-13-5 町村政－町会 御伺御下知御請證文留表紙写真町年寄詰所 上巻-P95
K-2-13-6 町村政－町会 町年寄詰所日記表紙写真 上巻-P95
K-2-13-7 町村政－町会 米買占風評の者町会所へ召連のこと高山町町年寄 上巻-P95
K-2-13-8 町村政－町会 町年寄御觸書町年寄 上巻-P95
K-2-13-9 町村政－町会 奇特者褒美之呼出状二之町村小三郎他 上巻-P95
K-2-13-10 町村政－町会 廻状届・御廻状・御請印帳表紙写真町年寄 上巻-P95
K-2-13-11 町村政－町会 願書留町年寄詰所 上巻-P95
K-2-13-12 町村政－町会 町年寄日記事項別分類角竹喜登 上巻-P95
K-2-13-13 町村政－町会 張訴捨訴文書写真 上巻-P95
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K-2-13-14 町村政－町会 覚（商法局納入品）組頭元田屋平六から町年寄宛 上巻-P95
K-2-13-15 町村政－町会 乍恐以書付奉願上候（筆耕手当願）  松島屋伊郎九他から里正宛 上巻-P96
K-2-13-16 町村政－町会 覚（町会所入用諸費請取書）町会所から矢嶋宛他 上巻-P96
K-2-13-17 町村政－町会 組内廻覧三之町組頭滑川屋長三郎から高山御役所宛 上巻-P96
K-2-13-18 町村政－町会 覚（御見分に付心得書）  月番町年寄から組頭長三郎宛 上巻-P96
K-2-13-19 町村政－町会 覚（御差紙請取状）  惣則村名主伊兵衛から三之町山本屋与平次宛 上巻-P96
K-2-13-20 町村政－町会 覚（御差紙請取状）  小谷村次郎兵衛から岡本屋清七宛 上巻-P96
K-2-13-21 町村政－町会 廻状写（女院崩御に付鳴物停止の件）高山御役所 上巻-P96
K-2-13-22 町村政－町会 覚（土御門殿内岡本要人奉加取替金他） 上巻-P96
K-2-13-23 町村政－町会 「町年寄」の印 上巻-P96
K-2-13-24 町村政－町会 町年寄日記現在数他 上巻-P96
K-2-13-25 町村政－町会 廻状上馬瀬口御番所から数河村宛他 上巻-P96
K-2-13-26 町村政－町会 急廻文〈角竹写〉  （氏神祭礼之節俄手踊禁止の件他） 上巻-P96
K-2-13-27 町村政－町会 町会所〈角竹写〉 上巻-P96
K-2-13-28 町村政－町会 高山里正僚日記〈角竹写〉 上巻-P96
K-2-13-29 町村政－町会 里正詰所日記〈角竹写〉 上巻-P96
K-2-13-30 町村政－町会 「里正」の印 上巻-P96
K-2-13-196 町村政－町会 町会所詰所日記抄一・二・三・四〈角竹写〉 上巻-P96
K-2-13-197 町村政－町会 高山町小前必至難渋之もの取調帳町会所控写 上巻-P96

K-2-13-31
町村政－戸長
役場

乍恐以書付御届奉申上候  （蓄殻蔵錠前毀し忍入の様子の届）  高山町元
組頭惣代野村文七郎他から高山御役所宛

上巻-P96

K-2-13-32
町村政－戸長
役場

願書綴込〈角竹写〉 上巻-P96

K-2-13-33
町村政－戸長
役場

覚（油納品書）吉木市助から区役所宛 上巻-P96

K-2-13-34
町村政－戸長
役場

「ガラス燈」点燈願  戸長平田一二から筑摩県権令永山盛輝宛 上巻-P96

K-2-13-35
町村政－戸長
役場

諸綴（紛失物届他） 上巻-P96

K-2-13-36
町村政－戸長
役場

高山町新聞縦覧所開設〈角竹写他〉 上巻-P96

K-2-13-37
町村政－戸長
役場

ガラス燈町会所に設置 上巻-P97

K-2-13-38
町村政－戸長
役場

日記（高山町） 上巻-P97

K-2-13-39
町村政－戸長
役場

布達（帳簿整理保存の件）大区長・正副戸長 上巻-P97

K-2-13-40
町村政－戸長
役場

旧高山町諸帳簿明細記（一）〈角竹写〉  高山町事務扱所 上巻-P97

K-2-13-41
町村政－戸長
役場

旧高山町諸帳簿明細記（二）〈角竹写〉  高山町事務扱所 上巻-P98

K-2-13-42
町村政－戸長
役場

町会議員当選通知書  高山町戸長石川勘蔵から阪田長五郎宛 上巻-P97

K-2-13-43
町村政－戸長
役場

届書（町村連合会議員投票人撰）  高山町戸長石川勘蔵から大野・益田・吉
城郡長大槻  平美宛

上巻-P97

K-2-13-44
町村政－戸長
役場

高山町戸長役場事務取扱書類目録  高山町戸長石川勘蔵から元老議官関
口隆吉宛

上巻-P97

K-2-13-45
町村政－戸長
役場

活版共同注文の件高山町戸長役場から大名田村他宛 上巻-P97

K-2-13-46
町村政－戸長
役場

桜橋詰火の見出来半鐘打始の件  高山町外一ケ村戸長役場 上巻-P97

K-2-13-47
町村政－戸長
役場

高山町役場日記〈角竹写〉 上巻-P97

K-2-13-48
町村政－戸長
役場

記（紙代価請求）  田島知平から第二十五大区区長・正副戸長宛 上巻-P97

K-2-13-49
町村政－戸長
役場

官員送迎不要の達月番戸長から各惣代宛 上巻-P97

K-2-13-50
町村政－戸長
役場

官宅居住者仮住居願願人宮崎張作他から戸長副長宛 上巻-P97

K-2-13-51
町村政－戸長
役場

当町エ觸書写 上巻-P97

K-2-13-198
町村政－戸長
役場

乍憚以書付奉願上候（字馬場通りいざり小屋掛け願い）  願人細江屋権治・
渡邊屋平蔵から里正宛

上巻-P97
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K-2-13-199
町村政－戸長
役場

里正僚日記〈角竹写〉 上巻-P97

K-2-13-200
町村政－戸長
役場

里正僚日記〈角竹写〉 上巻-P97

K-2-13-52
町村政－廻状・
布達

御廻状留帳組頭戸谷屋弥兵衛 上巻-P97

K-2-13-53
町村政－廻状・
布達

御廻状留写覚帳山口村名主新七 上巻-P97

K-2-13-54
町村政－廻状・
布達

廻状写控 上巻-P97

K-2-13-55
町村政－廻状・
布達

高山御役所御廻状写控（山口御用大根、御用ねぎ）  山口村名主五郎兵衛 上巻-P97

K-2-13-56
町村政－廻状・
布達

御廻状之写并ニ諸事用書組頭鷲見屋文左衛門 上巻-P97

K-2-13-57
町村政－廻状・
布達

御法度書写高山町方名主長九郎 上巻-P97

K-2-13-58
町村政－廻状・
布達

御廻状留帳花里村名主源右衛門 上巻-P97

K-2-13-59
町村政－廻状・
布達

御廻状諸事書上帳（山口御用大根、御用ねぎ）  山口村名主五郎兵衛 上巻-P98

K-2-13-60
町村政－廻状・
布達

御教諭書写組頭杉崎屋甚三郎 上巻-P98

K-2-13-61
町村政－廻状・
布達

御用廻状写組頭滑川屋善助 上巻-P98

K-2-13-62
町村政－廻状・
布達

御觸書川上氏写 上巻-P98

K-2-13-63
町村政－廻状・
布達

御廻状写弐之町組頭 上巻-P98

K-2-13-64
町村政－廻状・
布達

御用御廻状写組頭滑川屋善助 上巻-P98

K-2-13-65
町村政－廻状・
布達

御用御廻状写組頭滑川屋善助 上巻-P98

K-2-13-66
町村政－廻状・
布達

御廻状写谷屋平兵衛控 上巻-P98

K-2-13-67
町村政－廻状・
布達

御廻状写谷屋控 上巻-P98

K-2-13-68
町村政－廻状・
布達

廻状写綴町年寄 上巻-P98

K-2-13-69
町村政－廻状・
布達

御廻状写谷平控 上巻-P98

K-2-13-70
町村政－廻状・
布達

廻状（通用小判の件）組頭上野屋徳兵衛から組中宛 上巻-P98

K-2-13-71
町村政－廻状・
布達

廻状（丁銀吹方について） 上巻-P98

K-2-13-72
町村政－廻状・
布達

口達書（御本丸普請上納金之件） 上巻-P98

K-2-13-73
町村政－廻状・
布達

高山市役所蔵御廻状請印帳冊数調〈角竹記録〉 上巻-P98

K-2-13-74
町村政－廻状・
布達

達本県乙第16号（飛騨国中余荷割修繕之儀）  岐阜県権令小崎利準 上巻-P98

K-2-13-75
町村政－廻状・
布達

国旗掲揚日通知書高山町事務扱所 上巻-P98

K-2-13-76
町村政－廻状・
布達

布達本県甲第46号（町村会之儀）  岐阜県令小崎利準 上巻-P98

K-2-13-77
町村政－廻状・
布達

岐阜県告示第30号（市役所町村役場位置）  岐阜県知事小崎利準 上巻-P98

K-2-13-201
町村政－廻状・
布達

被仰渡御請印帳三之町滑川屋善助組 上巻-P98

K-2-13-202
町村政－廻状・
布達

廻状（御褒美金御下渡の件）郡中惣代 上巻-P98

K-2-13-203
町村政－廻状・
布達

村觸（県学開校の件）筑摩郡御役所 上巻-P98

K-2-13-204
町村政－廻状・
布達

廻状高山町事務扱所 上巻-P98
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K-2-13-205
町村政－廻状・
布達

觸（新聞熟読解儀諭示他）筑摩県令永山盛輝 上巻-P98

K-2-13-78 町村政－町村 町名〈角竹写〉  （飛騨国中案内、紙魚のやとり、検地帳より） 上巻-P98
K-2-13-79 町村政－町村 飛騨国大野郡大原村差出明細帳〈角竹写〉 上巻-P98
K-2-13-80 町村政－町村 差出明細帳（写）（大野郡大萓村） 上巻-P98
K-2-13-81 町村政－町村 飛騨国大野郡坊方村差出村明細帳 上巻-P98
K-2-13-82 町村政－町村 村指出シ明細帳之写（益田郡中三宿村）〈角竹写他〉 上巻-P99
K-2-13-83 町村政－町村 飛騨国大野郡楢谷村指出明細帳  （食用山野草の記事あり） 上巻-P99
K-2-13-84 町村政－町村 飛騨国大野郡川上郷藤瀬村指出明細帳（藤瀬村控） 上巻-P99
K-2-13-85 町村政－町村 指出明細帳袋 上巻-P99

K-2-13-86
町村政－町村
制

大野郡山梨村書上帳（戸数・人口・馬・牛等）  山梨村伍長惣代土橋吉三郎
他2人から筑摩県権令永  山盛輝宛

上巻-P99

K-2-13-87 町村政－町村 高山県町名改正（戸籍編製ニ付町名改正） 上巻-P99
K-2-13-88 町村政－町村 高山県町名改正 上巻-P99
K-2-13-89 町村政－町村 明治5年地方順覧（筑摩県ノ部）〈角竹写〉  ・久ヰ聿舟編 上巻-P99
K-2-13-90 町村政－町村 明治5、6年布告飛騨国区別表〈角竹写〉  （布告、里正日記より） 上巻-P99
K-2-13-91 町村政－町村 村勢書上（吉城郡折敷地村）  伍長惣代森下喜兵衛他から筑摩県権令永山 上巻-P99
K-2-13-92 町村政－町村 布達（大区、合併村々、信濃国伊那郡他）  筑摩県権令永山盛輝 上巻-P99
K-2-13-93 町村政－町村 布達（合併改称、信濃国筑摩郡）  筑摩県権令永山盛輝 上巻-P99
K-2-13-94 町村政－町村 布達（大区、合併村々、飛騨国大野郡） 上巻-P99
K-2-13-95 町村政－町村 高山町合併文書（御受書他）〈角竹写〉 上巻-P99
K-2-13-96 町村政－町村 耕地宅地并諸地所惣計帳第25大区1小区高山町 上巻-P99

K-2-13-97
町村政－町村
制

岐阜県飛騨国吉城郡国府村取調表  国府村戸長岡村俊平から高山警察署
古川分署宛

上巻-P99

K-2-13-98 町村政－町村 吉城郡国府村東門前組桐谷組諸證書袋森店 上巻-P99

K-2-13-99
町村政－町村
制

伺書（町方を大名田村へ引渡の件）  高山町戸町石川勘蔵から大野・益田・
吉城郡長国井  清廉宛

上巻-P99

K-2-13-100 町村政－町村 飛騨国三郡町村組名全永瀬吉郎編輯 上巻-P99

K-2-13-101
町村政－町村
制

大野郡高山町より大名田村へ可引渡地所調書  戸長石川勘蔵から岐阜県
知事小崎利準宛

上巻-P99

K-2-13-102 町村政－町村 岐阜県令（布達）（村分裂、村々郡の組換）  岐阜県知事小崎利準 上巻-P99
K-2-13-103 町村政－町村 岐阜県令（市町村制施行）岐阜県知事小崎利準 上巻-P100

K-2-13-104
町村政－町村
制

高山町大字設置願書  大野郡高山町長永田吉右エ門から岐阜県知事曽我
部  道夫宛

上巻-P100

K-2-13-105 町村政－町村 町村境界変更の件〈角竹写〉 上巻-P100
K-2-13-106 町村政－町村 飛騨国非管轄替有志会開会趣意書津田亀次郎 上巻-P100
K-2-13-107 町村政－町村 大名田村沿革 上巻-P100
K-2-13-108 町村政－町村 鍛冶屋町氏子拓本（東山白山神社鳥居前） 上巻-P100
K-2-13-109 町村政－町村 横山村絵図（写） 上巻-P100
K-2-13-110 町村政－町村 覚書（村柄書上） 上巻-P100
K-2-13-111 町村政－町村 上岡本村地名（元禄検地帳より） 上巻-P100

K-2-13-112
町村政－町村
制

元禄度検地帳字（写）  （今村、瓜巣、漆垣内、鶴巣、三川、村山、三日町、
広瀬町）   国府村役場

上巻-P100

K-2-13-113 町村政－町村 布達（地誌編輯に付き町、駅・枝村等取調方届の事）  筑摩県参事高木惟 上巻-P100

K-2-13-114
町村政－高山
町（市）

達（村町掲示場の件）高山出張所 上巻-P100

K-2-13-115
町村政－高山
町（市）

達（支庁内通行の件）  区長坂田藤三郎から高山町正副戸長宛 上巻-P100

K-2-13-116
町村政－高山
町（市）

記（人別米、山方米払下げ米に付上申）  高山町戸長石川勘蔵 上巻-P100

K-2-13-117
町村政－高山
町（市）

明治13年度第二通常町会決議條案  町会議長・副議長から高山町戸長石
川勘蔵宛

上巻-P100

K-2-13-118
町村政－高山
町（市）

明治14年高山町通常会成議案  議長・副議長から高山町戸長石川勘蔵宛 上巻-P100

K-2-13-119
町村政－高山
町（市）

明治14年10月15日高山町臨時会  議長・副議長から高山町戸長石川勘蔵
宛

上巻-P100

K-2-13-120
町村政－高山
町（市）

明治15年度高山町通常会仮成議案  議長・副議長から戸長石川勘蔵宛 上巻-P100

K-2-13-121
町村政－高山
町（市）

明治16年1月12日臨時会他高山町戸長役場 上巻-P100

K-2-13-122
町村政－高山
町（市）

願書（證券印紙売捌所被仰付願）  田近半三郎から三郡長神谷道一宛 上巻-P100

K-2-13-123
町村政－高山
町（市）

明治16年度高山町通常会議日誌 上巻-P101
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K-2-13-124
町村政－高山
町（市）

高山町臨時会成議案  議長・副議長から高山町戸長石川勘蔵宛 上巻-P101

K-2-13-125
町村政－高山
町（市）

明治20年度三郡連合町村会成議案  岐阜県大野・益田・吉城郡長国井清
廉

上巻-P101

K-2-13-126
町村政－高山
町（市）

高山町区長事務取扱細則 上巻-P101

K-2-13-127
町村政－高山
町（市）

町村長会議日誌 上巻-P101

K-2-13-128
町村政－高山
町（市）

役場移転通知（本町から安川通りへ）  高山町役場から斐太尋常中学校宛 上巻-P101

K-2-13-129
町村政－高山
町（市）

告知（午報打鳴の件）高山町長永田吉右衛門 上巻-P101

K-2-13-130
町村政－高山
町（市）

電燈設備計画協議会〈角竹写〉  （高山町役場日記より） 上巻-P101

K-2-13-131
町村政－高山
町（市）

明治31年高山町日誌〈角竹写〉  （高山町役場日記より） 上巻-P101

K-2-13-132
町村政－高山
町（市）

告知（町会開会参集及び議案）  高山町長荒川正忠から町会議員阪田長五
郎宛

上巻-P101

K-2-13-133
町村政－高山
町（市）

高山町会会議細則 上巻-P101

K-2-13-134
町村政－高山
町（市）

明治34年高山町事務報告  （第三校新設位置について部長より諮問他） 上巻-P101

K-2-13-135
町村政－高山
町（市）

明治35年高山町事務報告書  （新設本町小学校建築関係他） 上巻-P101

K-2-13-136
町村政－高山
町（市）

明治36年高山町事務報告書  （新設尋常小学校工事請負竣功他） 上巻-P101

K-2-13-137
町村政－高山
町（市）

明治37年高山町事務報告書（第三校土木建築関係） 上巻-P101

K-2-13-138
町村政－高山
町（市）

明治38年高山町事務報告書  （高山町有財産明細表中第三校関係あり） 上巻-P101

K-2-13-139
町村政－高山
町（市）

明治39年高山町事務報告書 上巻-P101

K-2-13-140
町村政－高山
町（市）

公示（町徽章制定）高山町長永田吉右衛門 上巻-P101

K-2-13-141
町村政－高山
町（市）

高山町役場日誌〈角竹写〉 上巻-P101

K-2-13-142
町村政－高山
町（市）

明治40年高山町事務報告  （小学校に於て子守教育の企画） 上巻-P101

K-2-13-143
町村政－高山
町（市）

明治41年高山町事務報告（高山町有財産明細表他） 上巻-P101

K-2-13-144
町村政－高山
町（市）

明治42年度事務報告・町有財産明細表  （小学校を男女二校に分ち経営、
高山男子尋常高等小学  校、高山女子尋常高等小学校）

上巻-P101

K-2-13-145
町村政－高山
町（市）

高山町会議員選挙〔高山新報〕 上巻-P102

K-2-13-146
町村政－高山
町（市）

高山町公報（灘村、高山町併合）  〔飛騨毎日新聞号外〕 上巻-P102

K-2-13-147
町村政－高山
町（市）

大野郡各町村一班（戸数、人口、議員名他）  岐阜日々新聞発行 上巻-P102

K-2-13-148
町村政－高山
町（市）

高山町会議員 上巻-P102

K-2-13-149
町村政－高山
町（市）

高山・大名田町の合併促進課長会議〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P102

K-2-13-150
町村政－高山
町（市）

大名田町、高山町地理（地勢、産業、人口他） 上巻-P102

K-2-13-151
町村政－高山
町（市）

大名田町会合併意見書〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P102

K-2-13-152
町村政－高山
町（市）

官報内務省告示（高山市を置く）  内務大臣潮恵之輔 上巻-P102

K-2-13-153
町村政－高山
町（市）

高山市生まれる  （大名田町市街部之図1／10，000、祝市制施行ビラ、祝
賀暦  11月1日飛騨毎日新聞、昭和10年7月高山町地図他）

上巻-P102

K-2-13-154
町村政－高山
町（市）

式辞高山市長臨時代理者直井佐兵衛 上巻-P102

K-2-13-155
町村政－高山
町（市）

高山町灘村合併祝賀、高山市制施行祝賀  （祝賀暦、ビラ、祝賀式次第、金
森入国仮装行列、花火  大会他）

上巻-P102
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K-2-13-156
町村政－高山
町（市）

市制施行祝賀協賛会費 上巻-P102

K-2-13-157
町村政－高山
町（市）

皇紀二千六百年奉祝 上巻-P102

K-2-13-158
町村政－高山
町（市）

字名改称並ニ区域改正調書岐阜県高山市 上巻-P102

K-2-13-159
町村政－高山
町（市）

土地区域字名ノ改正並ニ地番改訂ニ関スル告知  高山市役所 上巻-P102

K-2-13-160
町村政－高山
町（市）

町村合併三つの構想（古川盆地を中心に）  〔岐阜タイムス〕 上巻-P102

K-2-13-161
町村政－高山
町（市）

高山市制（二十周年）〔飛騨タイムス・太陽〕 上巻-P102

K-2-13-162
町村政－高山
町（市）

高山市制二十周年祝賀〔岐阜タイムス〕 上巻-P102

K-2-13-163
町村政－高山
町（市）

高山市制二十周年記念仮装行列概要  宗猷寺町総代清水泰蔵 上巻-P102

K-2-13-164
町村政－高山
町（市）

飛騨高山市制施行祝賀行事ポスター 上巻-P102

K-2-13-165
町村政－高山
町（市）

高山町麁絵図〈角竹写〉  （一之新町、二之新町、下新町） 上巻-P102

K-2-13-166
町村政－高山
町（市）

高山一之町村、二之町村、三之町村の研究  （国中案内より、掲示資料）
〈角竹作製〉

上巻-P102

K-2-13-167
町村政－高山
町（市）

郡中会所位置（向町やどや押上の家）〈角竹写〉 上巻-P102

K-2-13-168
町村政－高山
町（市）

小字名改称〈角竹写〉 上巻-P103

K-2-13-169
町村政－高山
町（市）

高山町及其附近図1／3，000 上巻-P103

K-2-13-170
町村政－高山
町（市）

一之町、二之町、三之町村合併、高山町となる  （掲示説明用資料）〈角竹
作製〉

上巻-P103

K-2-13-171
町村政－高山
町（市）

大名田村領を高山町に編入高山町役場〈角竹写〉 上巻-P103

K-2-13-172
町村政－高山
町（市）

大名田町・高山町合併市制施行に関する条件 上巻-P103

K-2-13-173
町村政－高山
町（市）

推薦状（郡会議員候補者）高山町有志者 上巻-P103

K-2-13-174
町村政－高山
町（市）

新飛騨建設研究会宣言、新飛騨建設運動連盟本部要覧  （高山町に置く） 上巻-P103

K-2-13-175
町村政－高山
町（市）

高山町文書写〈角竹写〉  （明治16年裁判支庁設置之建白、明治16年地方
税分離請  願書、明治3年～29年里正日記、布告、他）

上巻-P103

K-2-13-176
町村政－高山
町（市）

諸事書留帳（写） 上巻-P103

K-2-13-177
町村政－高山
町（市）

袖玉町鑑全（江戸町鑑） 上巻-P103

K-2-13-178
町村政－高山
町（市）

花里村諸入用諸取他 上巻-P103

K-2-13-179
町村政－高山
町（市）

願書写綴（屋敷取建の件）  西川原町貞助他から高山御役所宛 上巻-P103

K-2-13-180
町村政－高山
町（市）

村々備附ける可き帳簿類列記 上巻-P103

K-2-13-181
町村政－高山
町（市）

郵便印紙、表札、新聞縦覧所について〈角竹記録〉 上巻-P103

K-2-13-182
町村政－高山
町（市）

布達（三ケ村合併高山町と改称）  筑摩県権令永山盛輝 上巻-P103

K-2-13-183
町村政－高山
町（市）

高山町用掛通達 上巻-P103

K-2-13-184
町村政－高山
町（市）

飛騨国町村組合会書類 上巻-P103

K-2-13-185
町村政－高山
町（市）

高山市内諸官衙沿革史料〈角竹記録〉 上巻-P103

K-2-13-186
町村政－高山
町（市）

朝日村役場開場式ノ次第 上巻-P103

K-2-13-187
町村政－高山
町（市）

灘村・上枝村・大名田村合併記録〈角竹記録〉 上巻-P103
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K-2-13-188
町村政－高山
町（市）

紀元二千六百年奉祝行事実施ニ関スル件  高山市長森彦兵衛 上巻-P103

K-2-13-189
町村政－高山
町（市）

町内会部落会等整備要領岐阜県 上巻-P103

K-2-13-190
町村政－高山
町（市）

区長条令（本町を十六区に） 上巻-P103

K-2-13-191
町村政－高山
町（市）

通知（家屋強制疎開の皆様へ）高山市長土川修三 上巻-P103

K-2-13-192
町村政－高山
町（市）

飛騨民情について高山市長土川修三〈角竹写〉 上巻-P103

K-2-13-193
町村政－高山
町（市）

十一月十八日開催高山市町総代懇談会課別提出書 上巻-P103

K-2-13-194
町村政－高山
町（市）

高山市徽章 上巻-P103

K-2-13-195
町村政－高山
町（市）

町内会執務参考書 上巻-P103

K-2-14-1 町村規定 作徳米定證文之事  宮村助左衛門他から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P104

K-2-14-2 町村規定
村方定之連印一札  （村の不埒者毎月目安箱入札を以て所拂いの申合わ
せ）  小八賀郷坊方村久右衛門他

上巻-P104

K-2-14-3 町村規定
一札之事（稲・草・薪など盗人ある場合、毎月目安箱  入札を以て過料銭取
立の申合わせ）  小八賀郷坊方村

上巻-P104

K-2-14-4 町村規定 旗の御文章（大新町旗のお文） 上巻-P104
K-2-14-5 町村規定 差出申一札之事  （大野郡千島村・花里村・西之一色村秣場出入取締一 上巻-P104

K-2-14-6 町村規定
一札（夜番并曵竹は寺内町組切にて相勤申候）  家持岩垣甚平他から戸
長・副長宛

上巻-P104

K-2-14-7 町村規定 町人足出勤方の件高山町扱所 上巻-P104
K-2-14-8 町村規定 大野・益田・吉城郡余荷割に係る各町村連合会規則 上巻-P104

K-2-14-9 町村規定
届書（大名田村節倹規約）  大野郡大名田村区長総代蜘手久次郎他から大
名田村  村長池之端惣助宛

上巻-P104

K-2-14-10 町村規定 町会決議書及成議書高山町役場 上巻-P104
K-2-14-11 町村規定 高山町申合規則五十七区々長 上巻-P104
K-2-14-12 町村規定 一札之事（御用炭の件）  大沼村百姓代次郎左衛門他8人差出 上巻-P104

K-2-14-13 町村規定
村々教諭方之儀請印帳  （百姓心得等御教諭の趣堅く相守候）  大野郡・吉
城郡・郡上郡・益田郡・高山

上巻-P104

K-2-14-14 町村規定 区第二十九号（公訴人規則之件）  高山町役場から北区長日下部平兵衛宛 上巻-P104
K-2-15-1 町村財政 飛騨史料諸入費に関する材料（写）（小八賀郷） 上巻-P105
K-2-15-2 町村財政 戌年普請金割付之覚（国中入用割） 上巻-P105
K-2-15-3 町村財政 預り申金子之事（質物山方御買請米百俵）  小坂町村新助他から小坂町村 上巻-P105
K-2-15-4 町村財政 覚（幕府巡見奉行に要した費用割合）  高山御役所から村々名主・与頭宛 上巻-P105
K-2-15-5 町村財政 年々御石代金・七月極月万雑集役覚帳  戸谷屋弥兵衛組 上巻-P105

K-2-15-6 町村財政
立替金子借用證文之事（郡中方入用金立替借用）  飛騨三郡惣代から矢嶋
茂右衛門・屋貝文次右衛門宛

上巻-P105

K-2-15-7 町村財政 去丑郡中割余荷并普請金不足割合取立帳  与頭滑川屋長三郎 上巻-P105
K-2-15-8 町村財政 江戸役人中御宿普請賄方入用割合取立帳  組頭滑川屋長三郎 上巻-P105
K-2-15-9 町村財政 当卯年御聞合入用小前取立帳  組頭滑川屋長三郎 上巻-P105
K-2-15-10 町村財政 万雑割合取立帳滑川屋長三郎組 上巻-P105
K-2-15-11 町村財政 寅年分山口村郡中割・役馬金・余荷普請金取立帳  名主新七 上巻-P105
K-2-15-12 町村財政 当辰年御聞合入用小前取立帳  組頭滑川屋長三郎 上巻-P105
K-2-15-13 町村財政 山方貸金附上ケ覚  大坂屋七左衛門から高山御役所宛 上巻-P105

K-2-15-14 町村財政
借用申金子之事（坊方村下組借用証文）  坊方村下組百姓代吉左衛門他
から杉崎屋甚右エ門宛

上巻-P105

K-2-15-15 町村財政 巳年七月より極月まで万雑割合取立帳  与頭滑川屋長三郎 上巻-P105
K-2-15-16 町村財政 信州御掛合セ話入用小前取立帳  滑川屋長三郎組 上巻-P105
K-2-15-17 町村財政 国中割・郡中割・万雑割他〈角竹写〉 上巻-P105

K-2-15-18 町村財政
乍恐御歎奉願上候  （山方買請米振向貸金、無利息勘定被仰渡候義に付
願）  弐之町大坂屋七左衛門から高山御役所宛

上巻-P105

K-2-15-19 町村財政
差上申御請證文之事  （御元方勝田金蔵様御立会山方一件被仰渡御請書
写）  壱之町大坂屋吉右エ門他から高山御役所宛

上巻-P106

K-2-15-20 町村財政
石代金借用證文之事  （小坂奥組弐百弐拾両借用御石代差支）  金子預主
細江屋二右衛門他から大坂屋彦兵衛宛

上巻-P106

K-2-15-21 町村財政
乍恐以書付御届奉申上候  （小坂口組前々貸金之義山方振向米を以済方
に付訴書）  大坂屋彦兵衛から御懸り御用場宛

上巻-P106

K-2-15-22 町村財政
添證文之事（小坂奥組四ツ村山方御石代上納金差支買  請米引当に付引
請添書）  笠井屋半七から大坂屋彦兵衛宛

上巻-P106
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K-2-15-23 町村財政
為替米證文之事（米三十俵山方為替米御蔵米にて返済）  為替米預り主小
坂奥組名主平兵衛他から大坂屋彦兵衛宛

上巻-P106

K-2-15-24 町村財政
一札（御用金の御取替返済方一札）  世話人旗鉾村助八郎他から四ケ村名
主善三郎宛

上巻-P106

K-2-15-25 町村財政 證文之写  越中新川郡綾田村組頭から打保屋忠次郎・谷屋平兵衛宛 上巻-P106
K-2-15-26 町村財政 御下ケ金請印形御書付写  今村組六ケ村兼帯名主吉三郎 上巻-P106

K-2-15-27 町村財政
乍恐書付を以奉願上候（写）  （凶作にて難渋に付借用金返済方）  牧野新
村他から御郡御奉行所宛

上巻-P106

K-2-15-28 町村財政
八ケ村入合・青屋村山内・字東ケ谷・東平相対證文  （石代上納差支三拾
五両借用證文）  山内相対主青屋村百姓代平七他から打保村久六宛

上巻-P106

K-2-15-29 町村財政 覚（余荷普請立替金受取書）  益田郡宮地村久六から高山御役所宛 上巻-P106
K-2-15-30 町村財政 郡中割、余荷普請金割合取立帳〈角竹写〉 上巻-P106
K-2-15-31 町村財政 為取替規定一札之事  （山方弐拾五ケ村辻借用高千五百両） 上巻-P106
K-2-15-32 町村財政 郡中立替年賦返済金取立帳 上巻-P106
K-2-15-33 町村財政 陣屋入用前金、残金受取書坊方村 上巻-P106
K-2-15-34 町村財政 證（郡中割請取書）大野郡藤瀬村 上巻-P106
K-2-15-35 町村財政 引替御手形拝借證文之事  三郡惣代から高山御役所宛 上巻-P107

K-2-15-36 町村財政
乍恐以書付願上候（御用達金御下金願他）  大坂屋秀蔵他から高山御役所
宛大坂屋秀蔵他から高山御役所宛

上巻-P107

K-2-15-37 町村財政 御貸附金拝借證文之事  願人組頭不残・里正3人から高山御役所宛 上巻-P107

K-2-15-38 町村財政
乍恐以書付奉願上候（六百両拝借願）  高山壱之町・弐之町・三之町から高
山御役所宛

上巻-P107

K-2-15-39 町村財政 差入申添證文之事  （百両、弐拾六両壱分弐朱金子借用証文） 上巻-P107

K-2-15-40 町村財政
飛騨国基本財産設置法（吉城郡坂下村クズス万波山）  青屋村惣代孫蔵他
から宮村七郎右衛門宛

上巻-P107

K-2-15-41 町村財政 町人の経済生活〈角竹写〉 上巻-P107
K-2-15-42 町村財政 去未年諸入目録吉城郡角川組 上巻-P107
K-2-15-43 町村財政 覚（郡中割受取書）大野郡坊方村 上巻-P107
K-2-15-44 町村財政 證（国中余荷普請受取）藤瀬村 上巻-P107
K-2-15-45 町村財政 取立書高山町事務扱所 上巻-P107
K-2-15-46 町村財政 民費取調書  高山町用掛倉手和人他から岐阜県令小崎利準宛 上巻-P107
K-2-15-47 町村財政 布達（飛騨三郡連合会予算案）三郡役所 上巻-P107
K-2-15-48 町村財政 請取證（村会議席料）  亀塚玄秀から国府村戸長役場宛 上巻-P107
K-2-15-49 町村財政 ・合会議決道路費戸数割取立帳（明治15年後半年分）国府村戸長役場 上巻-P107
K-2-15-50 町村財政 臨時集談会旅費日当渡簿 上巻-P107

K-2-15-51 町村財政
飛騨国町村組合会費料〈角竹写〉  （明治18年度三郡連合町村費、明治25
年～30年飛騨国  町村組合費）

上巻-P107

K-2-15-52 町村財政 高山町役場新築費出入予算成議案  高山町長永田吉右衛門 上巻-P107
K-2-15-53 町村財政 本町告示（明治28年度高山充員臨時費変更予算）  高山町長上木甚兵衛 上巻-P107
K-2-15-54 町村財政 高山町告示（明治30年度高山町町費歳入出予算）  高山町長上木甚兵衛 上巻-P107
K-2-15-55 町村財政 明治30年度市町村費収支決算調高山町役場 上巻-P107
K-2-15-56 町村財政 岐阜県大野郡高山町明治33年度歳入出精算表 上巻-P107
K-2-15-57 町村財政 高山町告示（明治33年度歳入出決算）  高山町長代理助役永井松元 上巻-P108
K-2-15-58 町村財政 卯年宗門帳懸り銭 上巻-P108
K-2-15-59 町村財政 覚（御巡見様諸入用） 上巻-P108
K-2-15-60 町村財政 覚（国中余荷割上納受取書）坊方村 上巻-P108
K-2-15-61 町村財政 陣屋普請金受取書福寄村 上巻-P108
K-2-15-62 町村財政 国中余荷普請受取書貝塚文次右衛門から壱之町村宛 上巻-P108
K-2-15-63 町村財政 覚（余荷普請上納受取書）菊田泰蔵他から福寄村宛 上巻-P108
K-2-15-64 町村財政 覚（引替金受取書）町年寄 上巻-P108
K-2-15-65 町村財政 廻状（郡中割不足の儀に付集合の件）  松本村長右衛門 上巻-P108
K-2-15-66 町村財政 覚（子年内聞入用受取）郡中詰合 上巻-P108
K-2-15-67 町村財政 手帳（阿多野郷余荷普請） 上巻-P108
K-2-15-68 町村財政 飛騨国余荷普請所目論見見合可相成分抜写大池 上巻-P108
K-2-15-69 町村財政 余荷普請目論見大池 上巻-P108
K-2-15-70 町村財政 諸入用費書上彦右衛門 上巻-P108

K-2-16-1 米の史料
乍恐以書付奉申上候  （御石代上納仕置し分御米市ニ下ケ渡願）  願上弐
之町細江屋三郎右衛門から高山御役所宛

上巻-P109

K-2-16-2 米の史料
預り手形之事（高山御蔵米売拂代金）市売米預り主町方垣内屋甚三郎他1
人から御先納金  主細江屋喜之助他1人宛

上巻-P109

K-2-16-3 米の史料 米預り手形之事  米預り主高山三之町松本屋茂助・請人牛丸屋半助宛 上巻-P109

K-2-16-4 米の史料
口上（米買〆により難儀仕ニ付）  高山向町与頭北野伝九郎・川原町与頭
松田文七から  大坂屋七左衛門宛

上巻-P109

K-2-16-5 米の史料 （金沢表米切手一件）〈角竹記録〉 上巻-P109
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K-2-16-6 米の史料 北国米買請帳上野屋組 上巻-P109
K-2-16-7 米の史料 御尋ニ付奉申上候（米相場）  川上九良四郎他2人から高山御役所宛 上巻-P109
K-2-16-8-1 米の史料 巳年人別改帳并米御卸割渡石代取立上納帳戸谷組 上巻-P109
K-2-16-8-2 米の史料 米人別壱人別ニ三分五厘入用取立帳戸谷屋弥兵衛組 上巻-P109
K-2-16-9 米の史料 人別米渡シ帳并石代取立  米番三塚屋忠蔵・上野屋徳兵衛 上巻-P109
K-2-16-10 米の史料 加賀米損金割符小前取立帳与頭滑川屋長三郎 上巻-P109

K-2-16-11 米の史料
夘二月人別米割渡并御石代取立帳  滑川屋長三郎組  （取立番笠井屋半
七・菊田屋彦右衛門）

上巻-P109

K-2-16-12 米の史料
加賀米損金割府小前取立帳  組頭滑川屋長三郎  （当番戸谷屋孫兵衛・高
原屋善助）

上巻-P109

K-2-16-13 米の史料 覚（山方買請米石代金受取）  山方差配人加賀屋次郎兵衛から大坂屋七左 上巻-P109
K-2-16-14 米の史料 人別米割合之節用ル當夘年宗門人別高〆出シ帳  組頭滑川屋長三郎 上巻-P109
K-2-16-15 米の史料 買米取立覚帳名主新七 上巻-P109
K-2-16-16 米の史料 辰十二月人別米石代取立帳  組頭滑川屋長三郎  （当番取立六右衛門・嘉 上巻-P110
K-2-16-17 米の史料 人別米配當帳米番岩山屋両右衛門・高原屋長蔵 上巻-P110
K-2-16-18 米の史料 當辰年人別米割渡覚組頭滑川屋長三郎 上巻-P110
K-2-16-19 米の史料 加賀米損金割符小前取立帳組頭滑川屋長三郎 上巻-P110
K-2-16-20 米の史料 巳年人別米小前割合帳  米割渡当番岡本や惣次郎・吉田や惣八 上巻-P110
K-2-16-21 米の史料 巳年人別米小前割合帳  米渡し当番みのや草右衛門・三塚屋忠蔵 上巻-P110
K-2-16-22 米の史料 巳年人別米小前割合帳  米番中山や嘉左衛門・上のや徳兵衛 上巻-P110

K-2-16-23 米の史料
人別米割渡并御石代取立帳初卸  組頭滑川屋長三郎組  （米番高原屋喜
介・笠井屋半七）

上巻-P110

K-2-16-24 米の史料 人別米割合石代金取立帳二番卸  滑川組長三郎  （米番長次右衛門・彦兵 上巻-P110
K-2-16-25 米の史料 人別米割渡并御石代取立帳三番卸  組頭滑川屋長三郎 上巻-P110
K-2-16-26 米の史料 人別米用午年人数改帳并ニ聞合入用取立  集人吉嶋屋和兵衛 上巻-P110
K-2-16-27 米の史料 人別米割渡并御石代取立帳組頭滑川屋長三郎（当番弥兵衛・伝兵衛） 上巻-P110
K-2-16-28 米の史料 未年人別米小前割合帳与頭滑川屋長三郎 上巻-P110
K-2-16-29 米の史料 申御蔵米卸人数改帳滑川屋組 上巻-P110
K-2-16-30 米の史料 人別米割合御石代取立帳二之卸  滑川屋長三郎組  （米番六右衛門・善 上巻-P110

K-2-16-31 米の史料
人別米割合石代取立帳未歳分四之卸  滑川屋長三郎組  （米番大野屋宗
左衛門・小林や治右衛門）

上巻-P110

K-2-16-32 米の史料
巳三月人別石代取立帳  与頭滑川屋長三郎  （米番打江や孫右衛門・岩山
や善七・兵吉）

上巻-P110

K-2-16-33 米の史料 飯米配給小票滑川屋長三郎組 上巻-P111
K-2-16-34 米の史料 人別米割渡シ帳  滑川屋長三郎組  （米番徳兵衛・彦兵衛） 上巻-P111
K-2-16-35 米の史料 一札定証文之事（山方御請米一件）〈角竹記録〉 上巻-P111

K-2-16-36 米の史料
吉城郡古川御蔵為登米御拂米勘定仕上帳  収納組惣代古川町方村名主
周右衛門・上北村名主助  左衛門

上巻-P111

K-2-16-37 米の史料
吉城郡古川御蔵為登米御拂米勘定仕上帳  収納組惣代杉崎村名主忠次
右衛門・古川町方村名主周右衛門

上巻-P111

K-2-16-38 米の史料
吉城郡古川御蔵諸米勘定仕上帳  収納組惣代古川町方村名主周右衛門・
上北村名主助左衛門

上巻-P111

K-2-16-39 米の史料 米方一件ニ付越前エ罷越諸入用帳亀屋次郎右衛門 上巻-P111

K-2-16-40 米の史料
書状（越前本保より米買入ニ付）  亀屋次郎右衛門から川上斉右衛門・屋貝
武右衛門宛

上巻-P111

K-2-16-41-1 米の史料
覚（米取引）  越前大野郡友兼村城左衛門・西山村弥三兵衛から高山亀屋
次郎七宛

上巻-P111

K-2-16-41-2 米の史料 越前米代金并諸入用調理帳  組頭亀屋次郎七・大野屋惣左衛門 上巻-P111

K-2-16-42 米の史料
乍恐以書付奉願上候（下書）（米穀拂底ニ付美濃筋  より買入のため下原
口番所無役通過願）

上巻-P111

K-2-16-43 米の史料 定式隣国懸合書状案 上巻-P111
K-2-16-44 米の史料 遠補恵（人別米・山方米他諸記録）道和 上巻-P111
K-2-16-45 米の史料 天保ききん御石代値段資料〈角竹記録〉 上巻-P111
K-2-16-46 米の史料 御用登米送出小前帳舟津紅粉屋平七 上巻-P111
K-2-16-47 米の史料 覚（人別買請米代金）〈角竹写〉  彦兵衛・甚七郎から組頭庄蔵宛 上巻-P111

K-2-16-48 米の史料
戌御物成亥為登米御蔵拂勘定仕上帳  古川御蔵収納組惣代・古川町方村
名主修次郎・上北村名主平左衛門

上巻-P111

K-2-16-49 米の史料 人別残米割合帳米番善八・吉兵衛 上巻-P111
K-2-16-50-1 米の史料 覚（人別米卸願）  辻屋夘兵衛預り組から当番組頭宛 上巻-P111
K-2-16-50-2 米の史料 覚（人別米拝受）  辻屋夘兵衛預り組から町会所御掛御衆中宛 上巻-P112
K-2-16-51 米の史料 （宗門人別米卸願） 上巻-P112
K-2-16-52 米の史料 午三月人別割渡覚帳  米番大野屋宗左衛門小林屋治右衛門 上巻-P112
K-2-16-53 米の史料 申十二月人別米聞合入用取立割合覚集人高原屋喜八 上巻-P112
K-2-16-54 米の史料 人別米配當帳米番五郎兵衛・林右衛門 上巻-P112
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K-2-16-55 米の史料 人別米御願高書上帳与頭荒木屋平蔵 上巻-P112
K-2-16-56 米の史料 書付（人別米卸の件）（断簡） 上巻-P112
K-2-16-57 米の史料 覚（人別書付、初蔵ニ卸） 上巻-P112
K-2-16-58 米の史料 天保八年酉ノ年中相場附帳〈角竹記録〉 上巻-P112
K-2-16-59 米の史料 「北国米買入文書」（袋） 上巻-P112
K-2-16-59-1 米の史料 覚（北国米買入売捌諸雑費勘定書）  米差配人杉崎屋甚右衛門から高山御 上巻-P112

K-2-16-59-2 米の史料
乍恐以書付奉願上候（御用米買入方願書写）  北国米差配人杉崎屋甚右
衛門から高山御役所宛

上巻-P112

K-2-16-59-3 米の史料 覚（富山米買入金内訳） 上巻-P112

K-2-16-59-4 米の史料
覚（加州米買請代金請取）  矢嶋善左衛門・川上斉右衛門・屋貝権四郎から
日比野甚右衛門宛

上巻-P112

K-2-16-59-5 米の史料 書状・覚（御用米一件）  紅粉屋平七・半兵衛から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P112
K-2-16-59-6 米の史料 書状（買入米の件）  庄村岡右衛門他1人から生田源助他3人宛 上巻-P112

K-2-16-60 米の史料
乍恐以書付奉願上候  （御領米之義も御地時々の相場を以買請代金上納
仕度願）  御用米差配人飛州高山杉崎屋甚右衛門代清八から越中東岩瀬

上巻-P112

K-2-16-61 米の史料 大野郡・益田郡買請米諸拂覚帳 上巻-P112
K-2-16-62 米の史料 書状（御買請米株一件）門坂村 上巻-P112
K-2-16-63 米の史料 山方買請米史料 上巻-P112
K-2-16-64 米の史料 （滑川屋長三郎組加州米損金取立皆済覚）町役所 上巻-P112

K-2-16-65 米の史料
小売米差上ケ申証文之事高山町方百姓惣十郎他22人  （高山町方五人頭
の奥印あり）

上巻-P112

K-2-16-66 米の史料 書状（米売出方依頼の件）  町会所から村々役人衆中宛 上巻-P112
K-2-16-67 米の史料 覚（買請米代受取）  指田織之助・富田稲太他から山梨村宛 上巻-P113
K-2-16-68 米の史料 買米覚帳 上巻-P113
K-2-16-69 米の史料 覚（延米百俵代金受取）  古川野邑屋与三衛門から角川柏木徳兵衛宛 上巻-P113
K-2-16-70 米の史料 書状（登米代金のこと）  茂住村百姓代太右衛門他2人から谷屋平兵衛宛 上巻-P113
K-2-16-71 米の史料 覚（御用米送り状）古川忍善から高山川市宛 上巻-P113
K-2-16-72 米の史料 御用米請渡支配人杉崎屋甚右衛門から山下屋喜助宛 上巻-P113
K-2-16-73 米の史料 覚（市売米・寺社・町年寄拂米等石代請取）  真中林蔵から高山町年寄中宛 上巻-P113
K-2-16-74 米の史料 証（拂米石代受取）高山県金穀方他 上巻-P113
K-2-16-75 米の史料 覚（北国米代金返済受取書）斉藤勝平 上巻-P113
K-2-16-76 米の史料 越中米買入送り状  紅粉屋平七から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P113
K-2-16-77 米の史料 越中米買入送り状  笹津平兵衛から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P113
K-2-16-78 米の史料 越中米買入送り状  荷物宿宮地屋長三郎から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P113
K-2-16-79 米の史料 越中米買入送り状  西笹津次兵衛から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P113
K-2-16-80 米の史料 書状（米値段下値ニ相成）  兵左衛門から織右衛門宛 上巻-P113
K-2-16-81 米の史料 書状（米・麦・大豆など値段）　　利兵衛から杉甚宛 上巻-P113

K-2-16-82 米の史料
賀状（米・大豆・小豆・小麦・菜種の初相場付）  古川屋吉兵衛他1人から日
下部平兵衛宛

上巻-P113

K-2-16-83 米の史料 書状（米相場聞合）  小栗作右衛門他2人から矢嶋茂右衛門他2人宛 上巻-P113
K-2-16-84 米の史料 各地米相場 上巻-P113
K-2-16-85 米の史料 覚（直し米等の相場取調）  米方調理役佐右衛門から竹野忠右衛門宛 上巻-P113
K-2-16-86 米の史料 写真（五ケ所聞合米相場書文書） 上巻-P113
K-2-16-87 米の史料 米相場他諸色値段書〈角竹記録〉 上巻-P113
K-2-16-88 米の史料 定式五ケ所米相場聞合史料〈角竹記録〉 上巻-P113
K-2-16-89 米の史料 石代値段の立て方（五ケ所米相場書他）  〈角竹記録〉 上巻-P113
K-2-16-90 米の史料 明治元辰御値段之写御母衣村伊助  （高山町他四ケ所上中下米相場書あ 上巻-P114
K-2-16-91 米の史料 願書（買請米拝借願）  三福寺村長久寺他から高山御役所宛 上巻-P114

K-2-16-92 米の史料
乍恐以書付奉願上候  （御咎中の長左衛門に米売買の件で面会の願）長
左衛門親類弐之町村平兵衛・組頭谷屋彦兵衛から  高山御役所宛

上巻-P114

K-2-16-93 米の史料
乍恐以書付奉願上候（買請米願）  願人高山壱之町村組頭惣代大坪屋清
五郎他から高山  御役所宛

上巻-P114

K-2-16-94 米の史料
乍恐以書付奉願上候（買請米仰付られ度願）願人江馬小平太から高山御
役所宛願人江馬小平太から高山御役所宛

上巻-P114

K-2-16-95 米の史料 覚（御拂美濃米代上納受取）  山内権少属・大池平八から高山町宛 上巻-P114
K-2-16-96 米の史料 達（米穀外国輸出について）高山県庁 上巻-P114
K-2-16-97 米の史料 觸示（租税石代値段五ケ所聞合せ）高山出張所 上巻-P114

K-2-16-98 米の史料
高山町安石代買請米願  1元里正屋貝権四郎他2人から高山御役所宛  2
組頭惣代広瀬弥七郎他2人から高山御役所宛

上巻-P114

K-2-16-99 米の史料
乍恐以書付奉願上候（案文）  （飛騨国三郡村々正租雑税安石代の件）  願
人三郡村々惣代から筑摩県御役所宛

上巻-P114

K-2-16-100 米の史料 御囲籾代御下ケ金割賦小前渡方帳　〈角竹写〉  小八賀郷坊方村名主又太 上巻-P114
K-2-16-101 米の史料 囲穀百石壱分願書写吉城中組各村名主扣 上巻-P114
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K-2-16-102 米の史料
御石代ニ附御願書（正租・雑税・安石代之儀廃止の件）  飛騨国三郡村々
第百九拾四区扣

上巻-P114

K-2-16-103 米の史料 安石代御廃ニ付説諭書写 上巻-P114
K-2-16-104 米の史料 飛騨国村々安石代御發止ニ付説諭書 上巻-P114
K-2-16-105 米の史料 飛騨国村々安石代御痛ニ付説諭書 上巻-P114
K-2-16-106 米の史料 乍恐以書付奉願上候（買請米拝借願）  三福寺村名主平左衛門から高山御 上巻-P114
K-2-16-107 米の史料 御買請米願書  第百九拾六区戸長古川町佐藤泰郷他1人から高山御  役 上巻-P114

K-2-16-108 米の史料
乍恐以書付奉願上候  （高山町小前買請石代金皆納日延願）  高山町組頭
惣代広瀬弥七郎他7人から高山御役所宛

上巻-P115

K-2-16-109 米の史料 戌年買請米諸拂帳 上巻-P115
K-2-16-110 米の史料 山方買請米の儀に付駆込願 上巻-P115
K-2-16-111 米の史料 米商日報（東京米国取引所建相場）  （他に米報、高岡商況あり） 上巻-P115
K-2-16-112 米の史料 文化三年に於ける徳川幕府の米価調節  岡村利平稿〔飛騨史壇原稿〕 上巻-P115
K-2-16-113 米の史料 魚津行日記  （米穀受取のため富山藩に出張せし当時の日誌）  柏木萬編 上巻-P115
K-2-16-114 米の史料 米の暴騰二升一円台となる〔新聞切抜〕 上巻-P115

K-2-16-115 米の史料
戦時節米報国運動ニ関スル件、年齢別配給割合一覧表、 米穀商組合員
名簿等  高山市役所差出

上巻-P115

K-2-16-116 米の史料 岐阜県の米供出率（中日新聞より）〈角竹写〉 上巻-P115
K-2-16-117 米の史料 昭和廿二年度産米の供出目標〔新聞切抜〕 上巻-P115
K-2-16-118 米の史料 二十二年産米及びさつまいも全国供出割当終る  〔新聞切抜〕 上巻-P115
K-2-16-119 米の史料 人別米資料（願書留他より）〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-120 米の史料 人別御買請米史料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-121 米の史料 政治史の内人別米資料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-122 米の史料 政治史の内市売米・人別米資料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-123 米の史料 明治二年以降人別御買請米史料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-124 米の史料 他国米買入史料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-125 米の史料 高山市史原稿“米買入”〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-126 米の史料 近郷米・他国米買入資料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-127 米の史料 米穀拂底ニ付願出史料〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-128 米の史料 馬場・町会所郷蔵図 上巻-P115
K-2-16-129 米の史料 町会所・馬場郷蔵図 上巻-P115
K-2-16-130 米の史料 高山馬場の郷蔵〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-131 米の史料 古川収納米蔵絵図 上巻-P115
K-2-16-132 米の史料 松泰寺干飯蔵〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-16-133 米の史料 中教院敷地干飯蔵〈角竹記録〉 上巻-P115
K-2-17-1 町村役人 高山市史原稿“町年寄”〈角竹写〉  （斐太後風土記・高山町年寄日記他よ 上巻-P116
K-2-17-2 町村役人 子年小八賀郷町方村諸役入目帳（名主・組頭給料）  名主市右衛門 上巻-P116

K-2-17-3 町村役人
高山三之町村分役人屋敷高反別〈角竹写〉  長谷川庄五郎御手代木村斧
右衛門他

上巻-P116

K-2-17-4 町村役人 御請證文（御手代上嶋吉蔵に関する請状）  細江屋三郎右衛門から浜名豊 上巻-P116
K-2-17-5 町村役人 村名主附廻し帳面証文目録角竹喜登 上巻-P116

K-2-17-6 町村役人
高山市史原稿“政治一部”〈角竹写〉  （町使給米・町役人関係・町村制実施
前里正・大区町・  戸長一覧表他／高山町年寄日記、紙魚のやとり他より）

上巻-P116

K-2-17-7 町村役人 拓本（町年寄川上家墓碑銘）雲龍寺墓地 上巻-P116
K-2-17-8 町村役人 組合納得證文之事（組頭後役入札申合一件）  滑川屋長三郎他 上巻-P116
K-2-17-9 町村役人 高山町組頭の資料〈角竹写〉  （一之町村・二之町村組頭名他） 上巻-P116
K-2-17-10 町村役人 徳川時代民政資料  （村吏員・庄屋の仕事・村役場の名称） 上巻-P116

K-2-17-11 町村役人
高山市史原稿“高山政治史料”〈角竹写〉  （町年寄詰所・高山戸長役場／
高山町年寄日記他より）

上巻-P116

K-2-17-12 町村役人
高山市史原稿“政治史”〈角竹写〉  （町役人の郡代役所に対する儀礼／高
山町年寄日記他より）

上巻-P116

K-2-17-13 町村役人 覚（差紙受取書）  二之町村組頭松井屋源次から町年寄宛 上巻-P116
K-2-17-14 町村役人 御田畑質入帳花里村名主庄兵衛 上巻-P116

K-2-17-15 町村役人
奉差上證文之事  （掛屋御用預金上納差支に付地所建家引上被仰付一
件）  一之町村百姓田中半十郎他から高山御役所宛

上巻-P116

K-2-17-16 町村役人
乍憚以書付御願申上候  （町会所へ呼出に付万一病気の節名代差出願一
件）  組頭高原屋喜兵衛から町年寄宛

上巻-P116

K-2-17-17 町村役人
乍恐以書付御歎奉願上候（御用筋等閑断りの歎願）  御歎人高山一之町村
天木屋源次郎他から高山御役所宛

上巻-P117

K-2-17-18 町村役人 覚（上野陣立町年寄矢嶋取替金）矢嶋 上巻-P117
K-2-17-19 町村役人 写真（高山町組頭印鑑帳） 上巻-P117

K-2-17-20 町村役人
差上申御請證文之事（組頭役相互取締一件）  高山町方百姓代又兵衛他
から高山御役所宛

上巻-P117
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K-2-17-21 町村役人
乍恐以書付を奉願上候  （吉城郡有家村・角川村組合より脱退願）  名主役
願人有家村彦七郎他から高山御役所宛

上巻-P117

K-2-17-22 町村役人 一札（村役人の謝罪証文）  吉城郡落合村百姓代源四郎他から角川村徳兵 上巻-P117
K-2-17-23 町村役人 名主替に付定一札之事（村役人選定法一件）  二ツ屋村徳兵衛他 上巻-P117
K-2-17-24 町村役人 案文（村役人の事務史料）山口邑平塚氏控 上巻-P117
K-2-17-25 町村役人 御田地質入奥印帳（草山もあり）花里村名主庄兵衛 上巻-P117
K-2-17-26 町村役人 乍恐以書付御願申上候（筆耕見習願）  願人松嶋屋五平から町年寄宛 上巻-P117
K-2-17-27 町村役人 乍憚以書付御願申上候（悴名代願）  願人舟坂屋半右衛門から町年寄宛 上巻-P117

K-2-17-28 町村役人
乍恐以口上書御歎奉申上候（組頭御断之難願書）  御歎人二之町村桐山
源兵衛他から御鑑察方御役所宛

上巻-P117

K-2-17-29 町村役人 名主給米雑用定之事五人組太七他 上巻-P117
K-2-17-30 町村役人 高山町会所絵図面〔印刷〕 上巻-P117
K-2-17-31 町村役人 廻状二之町細江屋嘉助始 上巻-P117
K-2-17-32 町村役人 町村制実施前里正・大区長・戸長一覧角竹喜登 上巻-P117
K-2-17-33 町村役人 集議館辞令（筆生申付喜右衛門忰壮次郎） 上巻-P117

K-2-17-34 町村役人
乍恐以書付奉願上候（組頭要用に付留守願）  願人川上屋善右衛門他から
高山御役所宛

上巻-P117

K-2-17-35 町村役人 出役中諸留阪田控 上巻-P117

K-2-17-36 町村役人
乍恐以書付奉願上候（組頭旅行に付留守中組頭役願）  願人下向町組頭
松之木屋惣吉他から高山御役所宛他

上巻-P117

K-2-17-37 町村役人
乍恐以書付奉願上候（掛屋被仰付度願）  願人壱之町村田中屋栄之助他
から高山御役所宛

上巻-P117

K-2-17-38 町村役人
乍恐以書付奉願上候（組頭退役願）  退役願人福田屋吉郎兵衛他から高山
御役所宛

上巻-P117

K-2-17-39 町村役人 御田地質入覚帳花里村名主庄八 上巻-P117
K-2-17-40 町村役人 吉城郡経費研究資料（村役人給料その他）  吉城郡角川村・西忍村・羽根 上巻-P118
K-2-17-41 町村役人 雑願并届出綴込表紙 上巻-P118
K-2-17-42 町村役人 達状写（名主・年寄を廃し戸長・副戸長を置く）  太政官 上巻-P118
K-2-17-43 町村役人 控（組頭・村役人名覚他）柏木 上巻-P118

K-2-17-44 町村役人
以書付奉御願申上候  （病気為平愈捕丁等御締被成下候御願、請書）  高
山二之町上杉半蔵親類杉下太郎兵衛他から戸長・ 副長宛

上巻-P118

K-2-17-45 町村役人 区長御越に付出張案内（角川村）  戸長柏木酒から副戸長渡辺佐助他宛 上巻-P118
K-2-17-46 町村役人 高木様御出張に付御宿仕候諸事録阪田長五郎 上巻-P118
K-2-17-47 町村役人 区長・戸長・副戸長年給の儀  高山出張所から区長中宛 上巻-P118
K-2-17-48 町村役人 副戸長役御免之儀再願  日下部彦三郎から筑摩県参事高木惟矩宛 上巻-P118
K-2-17-49 町村役人 大区長学区取締及正副戸長列次之儀  筑摩県権令永山盛輝 上巻-P118
K-2-17-50 町村役人 届書（教導職試補申付、川上猷）  権大教正稲葉正邦 上巻-P118
K-2-17-51 町村役人 筑摩県副戸長辞令（清見村・位山村）  桑原助左衛門・福蕨清九郎 上巻-P118
K-2-17-52 町村役人 田畑山林證券書入奥印留帳  大名田村花里組伍長惣代野川荘兵衛 上巻-P118
K-2-17-53 町村役人 布達（戸長等級の儀等外一等に准ず）  岐阜県令小崎利準 上巻-P118
K-2-17-54 町村役人 達（旧戸長取扱事務之儀）  岐阜県令小崎利準 上巻-P118

K-2-17-55 町村役人
願書（役場臨時御用掛雇入願・国府村他）  戸長岡村俊平から大野・益田・
吉城郡長大槻平実宛

上巻-P118

K-2-17-56 町村役人 布達（戸長身分取扱之儀改定）  岐阜県令小崎利準 上巻-P118
K-2-17-57 町村役人 記（諸綴、組総代名称改正他）  高山町戸長役場 上巻-P118
K-2-17-58 町村役人 記（三郡総代戸長）  高山町戸地理用掛から大野・益田・吉城郡長神谷  道 上巻-P119
K-2-17-59 町村役人 布達（戸長役場を廃し戸長所轄区域及役場位置定）  岐阜県令小崎利準 上巻-P119
K-2-17-60 町村役人 達（戸長俸給定）岐阜県令小崎利準 上巻-P119

K-2-17-61 町村役人
届書（石川勘蔵戸長拝命に付引渡届）  引渡人高山町用掛宮崎から大野・
益田・吉城郡長神  谷道一宛

上巻-P119

K-2-17-62 町村役人
願・届（給料相定）  高山町戸長石川勘蔵から大野・益田・吉城郡長神谷
道一宛他

上巻-P119

K-2-17-63 町村役人
哀願書（一般減給の沙汰について）  哀願者惣代白木松之助他から戸長石
川勘蔵宛

上巻-P119

K-2-17-64 町村役人 高山町町会議員撰挙・被選挙人名簿の写 上巻-P119

K-2-17-65 町村役人
届書（区長設置に付組長事務区長へ引継）  組長松井治平他から高山町永
田方吉右衛門宛

上巻-P119

K-2-17-66 町村役人 高山町会議員申合規約 上巻-P119
K-2-17-67 町村役人 高山町会議員川上清平追弔会綴  高山町会議長上木甚兵衛 上巻-P119
K-2-17-68 町村役人 町吏員氏名其他取調之件高山町役場 上巻-P119
K-2-17-69 町村役人 元高山町戸長日筒原静軒古稀の賀（和歌）  〔高山新報掲載〕 上巻-P119
K-2-17-70 町村役人 産物会所取締役申付高山県庁から日比野甚右衛門宛 上巻-P119
K-2-17-71 町村役人 区会所出頭状（朱印と黒印使用）  戸長から吉木市助他宛 上巻-P119
K-2-17-72 町村役人 履歴書（戸長・副戸長履歴大坪仁助） 上巻-P119



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-17-73 町村役人 高山市町内会長人名表他 上巻-P119
K-2-17-74 町村役人 新旧両町内会長引継書角竹喜登から内木慶三へ 上巻-P119
K-2-17-75 町村役人 高山町会議員選挙 上巻-P119
K-2-17-76 町村役人 高山市町内会長人名表 上巻-P119
K-2-17-77 町村役人 町総代及役員一覧表高山市役所総務課 上巻-P119
K-2-17-78 町村役人 国府村役場に貴重な資料（国府村戸長役場日記）  〔岐阜タイムス〕 上巻-P119
K-2-17-79 町村役人 本町規定第三号更正成議案（区長及代理者撰挙） 上巻-P119
K-2-17-80 町村役人 月番町年寄の印 上巻-P119
K-2-17-81 町村役人 覚（町吏給割合）高山町 上巻-P120
K-2-17-82 町村役人 町会所から高山陣屋への儀礼〈角竹メモ〉 上巻-P120

K-2-17-83 町村役人
乍恐以書付奉願上候（飛州御用金才領路銀拝借願）  下林村吉助他から徳
田御仮役所宛

上巻-P120

K-2-17-84 町村役人 覚（町会所土蔵板留代・廻状箱代）矢嶋 上巻-P120

K-2-17-85 町村役人
覚（松村屋梅宰町絵図認礼、武者修行三州八面村山田  仙之助合力国籾
差止願江戸行入用）他矢嶋

上巻-P120

K-2-17-86 町村役人 賞状（町年寄宛）  沼田伝吉他から川上・屋貝・矢嶋宛他 上巻-P120
K-2-17-87 町村役人 高山町年寄説明図（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P120
K-2-17-88 町村役人 戸長用・用掛用提灯図 上巻-P120
K-2-17-89 町村役人 土屋勘左衛門・川上斉右衛門印譜 上巻-P120

K-2-17-90 町村役人
届書（官宅無く鉄砲町へ引移居住仕候間届）  渡辺住次から廿五大区区
長・同小四区正副戸長宛

上巻-P120

K-2-18-1 五人組 五人組帳について〈角竹写〉  （花里村・西之一色村・千島村・石浦村・片野 上巻-P121
K-2-18-2 五人組 五人組制度資料・徳川時代の五人組制度〈角竹写〉 上巻-P121
K-2-18-3 五人組 組・組頭・五人組〈角竹写〉 上巻-P121
K-2-18-4 五人組 五人組帳 上巻-P121
K-2-18-5 五人組 組制度〈角竹写〉 上巻-P121
K-2-18-6 五人組 高山五人組制実例  （高山上川原町・中川原町・西川原町） 上巻-P121
K-2-18-7 五人組 高山上川原町五人組合 上巻-P121
K-2-18-8 五人組 組附諸書物目録  先組頭戸谷屋弥兵衛他から後役組頭滑川屋長三郎宛 上巻-P121
K-2-18-9 五人組 当辰年盆前定使給取立帳組頭滑川屋長三郎 上巻-P121
K-2-18-10 五人組 定（生活引下に関する組頭申合）組頭中 上巻-P121
K-2-18-11 五人組 組附諸書物目録  後役組頭笠井屋半七他から先組頭滑川屋長三郎宛 上巻-P121

K-2-18-12 五人組
乍恐口上書を以奉申上候（寺内町の義お尋に付申上書）  矢嶋茂右衛門・
川上九郎四郎・屋貝権四郎から御役 所宛

上巻-P121

K-2-18-13 五人組 五人組帳日比野熊太郎 上巻-P121
K-2-18-14 五人組 差出申一札之事（五人組異見例）  親類伊八他から町年寄衆中宛 上巻-P121
K-2-18-15 五人組 差入申一札之事（組預差入）  住山屋長左衛門他から組頭滑川屋藤三郎宛 上巻-P121
K-2-18-16 五人組 五人組帳前書斐太高等学校郷土研究クラブ 上巻-P121
K-2-18-17 五人組 本組・預り組人名 上巻-P121
K-2-18-18 五人組 五人組帳・鉄砲帳の書者 上巻-P121

K-2-18-19 五人組
乍恐以書付御歎奉願上候  （組内の不埒者を五人組にて預かり監督せる
件）  高山弐之町村茂助他16人から高山御役所宛

上巻-P121

K-2-19-1 百姓・町人 徳川時代高山町人の発達史  （高山の町人側より観た江戸時代史）角竹喜 上巻-P122
K-2-19-2 百姓・町人 一札（写）（下男山力一件詫）  百姓与十郎他から名主与七宛 上巻-P122
K-2-19-3 百姓・町人 江戸時代高山町人の経済史料角竹喜登 上巻-P122
K-2-19-4 百姓・町人 一札（奉公人徳助暇に付差入一札）  本人徳助他から滑川屋善三郎宛 上巻-P122
K-2-19-5 百姓・町人 召遺候下代給金并仕着せ之覚滑川屋長三郎 上巻-P122
K-2-19-6 百姓・町人 奉公人請状 上巻-P122

K-2-19-7 百姓・町人
乍恐以書付御訴奉申上候（・死に付検死願）  三之町嘉左衛門妻志げ他か
ら高山御役所宛

上巻-P122

K-2-19-8 百姓・町人 譜代奉公一札之事（奉行請状）  譜代奉公人鍋助他から滑川屋長三郎宛 上巻-P122
K-2-19-9 百姓・町人 乍恐奉申上候（御宿之義御免）大坂屋彦兵衛 上巻-P122
K-2-19-10 百姓・町人 譜代奉公一札之事（御仕着せ譜代奉公）  本人文太良他から滑川屋長三郎 上巻-P122
K-2-19-11 百姓・町人 文化年間京都へ花の種注文（高山森家差出） 上巻-P122

K-2-19-12 百姓・町人
證文之事（身上不如意に付日々通勤金子借用證文）  金子借用主都竹屋
長四郎他から大坂屋彦兵衛宛

上巻-P122

K-2-19-13 百姓・町人
借用金預り證文之事（奉公人を引当とする借用證文）  金子借用引当主坊
方村八右衛門他から坊方村又太郎宛

上巻-P122

K-2-19-14 百姓・町人 諸入用書出帳谷屋平兵衛 上巻-P122
K-2-19-15 百姓・町人 誓詞奉公人から主人宛 上巻-P122

K-2-19-16 百姓・町人
差入申一札之事（写）（引越に付村入差入証文）  本人善七他から名主九郎
四良他宛

上巻-P122

K-2-19-17 百姓・町人
差出申一札之事（他国稼に付平蔵引受一札）  平蔵親花里村五兵衛他から
花里村名主庄八宛

上巻-P122
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K-2-19-18 百姓・町人 差出申一札之事（写）（地借誓約）  百姓吉右衛門家内仙助他から九郎四良 上巻-P122
K-2-19-19 百姓・町人 御請證文（奉公人について）  与頭杉崎屋甚三郎他から町年寄宛 上巻-P122

K-2-19-20 百姓・町人
親送り一札之事（娘縁付差遺し可申候）  濃州岐阜親勘左エ門から飛州高
山二番町組頭卯兵衛宛

上巻-P122

K-2-19-21-1 百姓・町人 奇特人永続方御申上書付写（宮村はち狼仕留一件） 上巻-P123
K-2-19-21-2 百姓・町人 申渡（狼仕留一件、宮村彦助母・妻・娘）  大井帯刀から幕府宛 上巻-P123
K-2-19-22 百姓・町人 高山町人徳行美談例〈角竹写〉  （高山町年寄日記他より） 上巻-P123

K-2-19-23 百姓・町人
差上申御請證文之事  （忠節・孝行に付御褒美被成下一件）三之町村かね
父他から高山御役所宛

上巻-P123

K-2-19-24 百姓・町人 覚（町年寄へ御預け品差戻し願）高山八幡町五人組合与兵衛他から町年 上巻-P123
K-2-19-25 百姓・町人 引請申一札之事（美濃屋市助跡目引請一札）  引請人馬瀬屋善蔵から玄興 上巻-P123
K-2-19-26 百姓・町人 出稼者（他国及国内）調〈角竹写〉  （高山市役所所蔵史料より） 上巻-P123
K-2-19-27 百姓・町人 他国稼者書上帳他〈角竹写〉 上巻-P123
K-2-19-28 百姓・町人 女請状之事  川原町川上屋善右衛門他から滑川屋長五郎宛 上巻-P123

K-2-19-29 百姓・町人
口上書を以奉申上候  （高山御役所御勝手御用染地仕上猶予願）  滑川屋
長五郎から斉藤宛

上巻-P123

K-2-19-30 百姓・町人 差入申一札之事（御手当金恩掌一札）  大黒屋幸助から森四郎右衛門他宛 上巻-P123

K-2-19-31 百姓・町人
差出申證文之事（鉄五郎住居願證文）  願人川原町六右衛門他から矢嶋茂
右衛門宛

上巻-P123

K-2-19-32 百姓・町人
差上申一札之事（高山町住居之者、御用に付袴着用之  部、私用式立節麻
上下着用之部、私用式立節袴着用之部）

上巻-P123

K-2-19-33 百姓・町人 私用式立御節麻上下着用之分 上巻-P123

K-2-19-34 百姓・町人
申渡（上納金過当に付褒美遣一件）  福三郎兵衛から永田吉右衛門店半助
宛〈角竹写〉

上巻-P123

K-2-19-35 百姓・町人
差出申一札之事（引越一札、八軒町秀民妹つ袮）  願人八軒町秀民他から
矢嶋茂右衛門宛

上巻-P123

K-2-19-36 百姓・町人 高山町世相史料〈角竹写〉  （八賀寿仁、茂晨の記録） 上巻-P123

K-2-19-37 百姓・町人
御頼申連印證文之事（町方名主久右衛門自滅に付、町  方分惣代から五ケ
村名主宛差入證文）  花里村町方分惣代新七他から花里村名主助右衛門

上巻-P123

K-2-19-38 百姓・町人
乍憚以口上書申上候  （下向町住屋佐吉組下勘兵衛孝心之趣書付）  組頭
住屋佐吉から町年寄宛

上巻-P124

K-2-19-39 百姓・町人
妻房住居願書之写  （滑川屋長五郎の男子彦太郎の妻よ祢）  願人三之町
滑川屋長五郎他から高山御役所宛

上巻-P124

K-2-19-40 百姓・町人
申渡  （本丸御普請に付上納金致候に付苗字帯刀御免）  吉城郡少ケ野村
百姓中川武助他

上巻-P124

K-2-19-41 百姓・町人
差入申一札之事（欠落張外者に関する差入一札）  当人岩下屋卯兵衛他か
ら花里村名主助右衛門他宛

上巻-P124

K-2-19-42 百姓・町人
差入申一札之事（長期旅稼者居宅取扱方差入証文）  花里村太七他から花
里村名主源右衛門他宛

上巻-P124

K-2-19-43 百姓・町人 百姓代（御觸書連印帳より）〈角竹写〉 上巻-P124

K-2-19-44 百姓・町人
差入申加印御詫一札之事  （下岡本村百姓心得違い御詫証文）  下岡本村
百姓惣代次良助他から西之一色村平八他宛

上巻-P124

K-2-19-45 百姓・町人
差出申御詫證文之事（硝石の件に付詫證文）  詑願人二之町組頭白川屋
弥平他から町年寄宛

上巻-P124

K-2-19-46 百姓・町人
江戸時代高山町人の経済史料〈角竹写〉（重立町人の経済他国貸金大坂
屋大福帳／紙魚のやとり他より）

上巻-P124

K-2-19-47 百姓・町人 地借證文之事  地借人加々屋平七他から大坂屋七左衛門宛 上巻-P124
K-2-19-48 百姓・町人 借家請状  家借り主八ケ屋次兵衛他から大坂屋彦兵衛宛 上巻-P124

K-2-19-49 百姓・町人
幕末農民の勤王思想に就いて（小野博士の断案を疑う）  石坂養平〔政界
往来掲載〕

上巻-P124

K-2-19-50 百姓・町人 覚（明治元年御手当決）  東雲屋文七組から町年寄宛 上巻-P124

K-2-19-51 百姓・町人
乍恐以書付奉願上候（苗字返納願）  高山三之町日比野甚右衛門から高山
御役所宛

上巻-P124

K-2-19-52 百姓・町人
乍恐以書付御届奉申上候（長寿者死亡届）  宗猷寺町与頭八賀屋忠次郎
から判事御役所宛

上巻-P124

K-2-19-53 百姓・町人
乍恐以書付御届奉申上候（帰国届、桐山源兵衛）  二之町村桐山屋源兵衛
他から高山御役所宛）

上巻-P124

K-2-19-54 百姓・町人
乍恐以書付奉願上候（他国より酌人抱入願）  会席料理屋惣代森茂屋卯七
他から商法御役所宛

上巻-P125

K-2-19-55 百姓・町人
乍恐以書付奉願上候  （行衛不明茂八妻子親類宅寄留願）  願人親類下向
町作蔵他から高山御役所宛

上巻-P125

K-2-19-56 百姓・町人
乍恐以書付奉願上候  （行衛不明儀助妻病気に付家財封印許容願）  願人
親類高山二之町弥兵衛他から判事御役所宛

上巻-P125
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K-2-19-57 百姓・町人
乍恐書付を以御届奉申上候  （家出人死骸流寄届、嶋川原町喜兵衛）  嶋
川原町糠塚屋幸左衛門他から高山御役所宛

上巻-P125

K-2-19-58 百姓・町人 議定一札之事（村方と新太郎不和合一件）  大野郡殿垣内村名主四右衛門 上巻-P125
K-2-19-59 百姓・町人 差出申一札之事（引越差出証文）  願人川原町儀助他から里正宛 上巻-P125

K-2-19-60 百姓・町人
差入申一札之事（旅稼に付親類引請一札）  親類下切村彦右衛門他から花
里村名主庄八他宛

上巻-P125

K-2-19-61 百姓・町人
逗留請合一札之事（写）  （信州飯田村まで旅嫁に付逗留請合）  飛州大野
郡灘郷花里村五人組作右衛門他から信州安曇郡飯田村名主伴十郎他宛

上巻-P125

K-2-19-62 百姓・町人
差入申納得證文之事  （大下五郎右衛門歎願の廉々納得證文）  吉城郡三
川原村大下五郎右衛門他から戸長柏木酒宛

上巻-P125

K-2-19-63 百姓・町人 御届書（女出立届） 上巻-P125

K-2-19-64 百姓・町人
乍恐以書付奉願上候（解放帰国引取願、鉄砲町みつ）  願人蔦野右助他か
ら筑摩県権令永山盛輝宛他

上巻-P125

K-2-19-65 百姓・町人
奉申上候書付（年季奉公解放帰国に付申上書）  東雲きく他から筑摩県権
令永山盛輝宛

上巻-P125

K-2-19-66 百姓・町人
願書（高山国分寺町白川栄蔵姉はつ信州糸挽稼御沙汰に付帰籍願）  大
野郡七日町村春見治助他から筑摩県権令永山盛輝宛

上巻-P125

K-2-19-67 百姓・町人 奉願上候書付（家出人戸籍編入願他） 上巻-P125

K-2-19-68 百姓・町人
待罪書（信州針仕事出稼心得違之段待罪書）  川原町船崎古きから筑摩県
権令永山盛輝宛

上巻-P125

K-2-19-69 百姓・町人
済口書（筋違橋西側茶店煮売渡世和解の件）  願人二之町蒲武平次他から
筑摩県権令永山盛輝宛

上巻-P125

K-2-19-70 百姓・町人 御請書（雇主の幼児養育の賞、垣越てふ）岐阜県 上巻-P126
K-2-19-71 百姓・町人 飛騨全国財産家政府上申写郡役所 上巻-P126
K-2-19-72 百姓・町人 記（組入者誓約書）  石原周吉、勇伊助から高山町第七区長二木三郎兵衛 上巻-P126
K-2-19-73 百姓・町人 證書（大工稼罷越届、高山西新町岩佐宇兵衛）  組頭山下市十郎他から戸 上巻-P126
K-2-19-74 百姓・町人 高山の座頭（髯野又助）〔高山タイムス〕 上巻-P126
K-2-19-75 百姓・町人 飛騨の長者番附角竹喜登 上巻-P126
K-2-19-76 百姓・町人 雇人請状（ヒナ形） 上巻-P126
K-2-19-77 百姓・町人 奉公人風儀に関すること他  大萓村名主孫八郎他から高山御役所宛 上巻-P126
K-2-19-78 百姓・町人 拓本（他国より移住町人の墓、近江屋、美濃屋、越前屋、加賀屋） 上巻-P126
K-2-19-79 百姓・町人 町民の持高調（無高、十石以下）〈角竹作製〉 上巻-P126
K-2-19-80 百姓・町人 はかま着用身分（掲示資料）〈角竹作製〉 上巻-P126
K-2-19-81 百姓・町人 農民史研究（掲示資料）〈角竹作製〉 上巻-P126
K-2-19-82 百姓・町人 借家請状の事〈角竹写〉  家借り主住屋甚兵衛他1人から家守大坂屋惣助 上巻-P126
K-2-19-83 百姓・町人 明和六年五月長者御改記持主熊次郎 上巻-P126

K-2-19-84 百姓・町人
覚（久兵衛白紬無断売払い放蕩仕候件）  親類堀安信他1人から大坂屋彦
兵衛宛  （下書・控あり）

上巻-P126

K-2-19-85 百姓・町人 池本村名主長九郎願書写〈角竹写〉  池本村名主長九郎から高山御役所宛 上巻-P126

K-2-19-86 百姓・町人
奉差上証文之事  （掛屋仰付けられ質地差出置候処御用御預り金上納差
支え候ニ付き）  高山壱之町村百姓田中半十郎他4人から高山御役所宛

上巻-P126

K-2-19-87 百姓・町人
乍恐以書付奉願上候（写）（名古屋へ引越願書）  願人高山壱之町村大坂
屋庄次郎他3人から高山御役所宛

上巻-P126

K-2-19-88 百姓・町人
差上申証文之事（写）（大坂屋僊斉名古屋へ引越願）  願人大坂屋庄次郎
他3人から高山御役所宛

上巻-P126

K-2-19-89 百姓・町人 家持株借請の記録（行者臺組記録より）〈角竹記録〉 上巻-P126

K-2-19-90 百姓・町人
差出申一札之事（鍛冶渡世幸次郎引越証文）  願人幸次郎親類川原町久
左衛門他2人から里正宛

上巻-P126

K-2-19-91 百姓・町人 書付（乞食の鑑札）高山県庁 上巻-P127
K-2-19-92 百姓・町人 改名届（中田亀之助を清吉に）  中田吉右衛門他1人から戸長・副戸長宛 上巻-P127

K-2-19-93 百姓・町人
乍恐以書付奉申上候（下書）  （商用に付き高山に止宿の処下向町高松弥
三吉と申者より詐欺にあいその旨届）  上州高崎藤吉・宿長瀬清吉から高

上巻-P127

K-2-19-94 百姓・町人
奉願上候書付（平田孫六を忠次郎に改名願）  平田忠次郎母やな他3人か
ら高山御役所宛

上巻-P127

K-2-19-95 百姓・町人 分家願書付  願人上木甚兵衛他3人から戸長・副戸長宛 上巻-P127

K-2-19-96 百姓・町人
御調ニ付奉申上候  （当地へ寄留中御調を請け候ニ付き急速御当地を立
退く旨）  越後国元高田藩士族丸山文司次男圓山乾多・寄留元暁谷理三郎

上巻-P127

K-2-19-97 百姓・町人 願書（盲女の娘やす音曲指南願）  永瀬由郎他1人から正副戸長宛 上巻-P127

K-2-19-98 百姓・町人
御願書（甚助を甚右衛門へ改名願）  日比野甚助他2人から岐阜県権令小
崎利準宛

上巻-P127

K-2-19-99 百姓・町人 貸家取調表（町人資料）〈角竹記録〉 上巻-P127
K-2-19-100 百姓・町人 青年会組織〈角竹記録〉 上巻-P127
K-2-19-101 百姓・町人 職人名書（石工・榑批・曲師等） 上巻-P127
K-2-19-102 百姓・町人 町青年会設立総会〔高山タイムス〕 上巻-P127
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K-2-19-103 百姓・町人 高山市青協役員改選〔新聞切抜〕 上巻-P127
K-2-19-104 百姓・町人 長寿会関係資料 上巻-P127
K-2-19-105 百姓・町人 覚（筆耕代受取書）加藤から赤保木村名主山崎宛 上巻-P127

K-2-19-106 百姓・町人
大野郡西之一色村岩水彫次郎縁家へ同居奉願候書付  願人西之一色村
岩水彫次郎他1人から戸長・副宛

上巻-P127

K-2-19-107 百姓・町人 大七・大佐・小森関係資料 上巻-P127
K-2-19-108 百姓・町人 益田郡和佐校下ニ於ケル細江姓ニ就テ  （和佐小学校ヨリ御示） 上巻-P127
K-2-19-109 百姓・町人 細江家祖歴代 上巻-P127
K-2-19-110 百姓・町人 萩原町大字宮田今井姓に就て 上巻-P127
K-2-19-111 百姓・町人 高山町重立町人・身元よき町人氏名調 上巻-P127
K-2-19-112 百姓・町人 町人百姓の礼服着用制限〔記録〕 上巻-P127
K-2-20-1 大原騒動 町年寄日記〈角竹写〉  （上木甚兵衛葬地、法名取寄のこと）矢嶋 上巻-P129
K-2-20-2 大原騒動 武鑑（大原騒動関係武鑑）出雲寺和泉掾版 上巻-P129
K-2-20-3 大原騒動 大原騒動記前の部（写） 上巻-P129
K-2-20-4 大原騒動 大原騒動関係者（写） 上巻-P129
K-2-20-5 大原騒動 飛騨国騒動日記 上巻-P129

K-2-20-6 大原騒動
乍恐以口上書奉願上候御事（百姓相続ニ付）  飛騨国三郡惣百姓代白川
郷新渕村彦右エ門他から戸田釆女正御奉行宛

上巻-P129

K-2-20-7 大原騒動 大野郡宮村未新田、焼畑明示の地図 上巻-P129
K-2-20-8 大原騒動 飛騨安永騒動中宮村集合記事 上巻-P129
K-2-20-9 大原騒動 大原騒動史研究資料〈角竹写〉 上巻-P129
K-2-20-10 大原騒動 大原騒動古文書写大八賀村漆垣内 上巻-P129
K-2-20-11 大原騒動 飛州百姓騒動覚書〈角竹写〉 上巻-P129
K-2-20-12 大原騒動 安永大原騒動記（写） 上巻-P129
K-2-20-13 大原騒動 風聞小鳥囀　乾・坤 上巻-P129
K-2-20-14 大原騒動 飛騨史料之内大原騒動の部〈角竹写〉 上巻-P129
K-2-20-15 大原騒動 安永検地〈角竹写〉 上巻-P129
K-2-20-16 大原騒動 飛騨郡代大原赤城（正純）上梓詩集（丙午詩集） 上巻-P129
K-2-20-17 大原騒動 天明大原騒動江戸出府者日数覚帳（写） 上巻-P129
K-2-20-18 大原騒動 江戸御吟味申留書（写） 上巻-P129
K-2-20-19 大原騒動 斐駄遊女物語三，五（夢物語巻の3，5） 上巻-P129

K-2-20-20 大原騒動
乍恐以書付奉願上候（写）（松平越中守へ願書）  片野村甚蔵・松本村長三
郎から松平越中守宛

上巻-P129

K-2-20-21 大原騒動
乍恐口上書ヲ以奉申上候（写）（巡見奉行への願書）  片野村百姓代久四郎
他2人から御巡見御奉行比留間助右衛門他2人宛

上巻-P129

K-2-20-22 大原騒動 乍恐以書付奉願上候御事（写）（天明大原騒動願書） 上巻-P129
K-2-20-23 大原騒動 乍恐以書付奉願上候（写）（御地改一件の儀ニ付） 上巻-P129

K-2-20-24 大原騒動
飛州御郡代大原亀五郎殿并御手代衆地役人方御下知御裁許書写（森宗
弘筆写史料）

上巻-P129

K-2-20-25 大原騒動 金子借用返済方規定済證文之事  大古井村伝十郎他から川上屋市九郎宛 上巻-P129
K-2-20-26 大原騒動 百姓一揆の地理的分布  （小野武夫博士農村社会史論講より）角竹喜登 上巻-P130
K-2-20-27 大原騒動 書簡　（安永騒動古文書に就て）  富田令禾から角竹喜登宛 上巻-P130
K-2-20-28 大原騒動 大原騒動（附回想の梅村速水）富田・彦著 上巻-P130
K-2-20-29 大原騒動 大原騒動当時の世相（写） 上巻-P130
K-2-20-30 大原騒動 安永飛騨騒動実記小西勝治郎〔飛騨日報掲載〕 上巻-P130
K-2-20-31 大原騒動 農民一揆年代史〈角竹写〉  （木村靖二著日本農民騒動史より） 上巻-P130
K-2-20-32 大原騒動 上木巴山、三島正英に関する研究資料 上巻-P130
K-2-20-33 大原騒動 大原騒動史料目録（角竹文庫より） 上巻-P130
K-2-20-34 大原騒動 岡村利平氏述大原騒動の大観  岐阜県仏教会大野郡支会高山町分会 上巻-P130
K-2-20-35 大原騒動 三島氏父翁追慕編 上巻-P130
K-2-20-36 大原騒動 本郷村善九郎の手紙（打首前5日妻かよ宛書状）  （萬場友吉氏所蔵）〈角 上巻-P130
K-2-20-37 大原騒動 大原騒動の義民名簿漸く完成す〔新聞切抜〕 上巻-P130
K-2-20-38 大原騒動 安永騒動の新資料断片（一）白川烏衣 上巻-P130
K-2-20-39 大原騒動 義民碑除幕式折詰紙 上巻-P130
K-2-20-40 大原騒動 大原騒動三新史料角竹如山〔飛騨公論掲載〕 上巻-P130
K-2-20-41 大原騒動 大原騒動追弔法会並に展覧会記事大江浩 上巻-P130
K-2-20-42 大原騒動 萬人講の史蹟（写） 上巻-P130
K-2-20-43 大原騒動 錦山神社末社吉国神社神名記（写）  （大原騒動処刑者名）執事 上巻-P130
K-2-20-44 大原騒動 安永大原騒動と三好源太夫長頼岡村利平稿 上巻-P130
K-2-20-45 大原騒動 宮村大原騒動法要〔新聞記事〕 上巻-P130
K-2-20-46 大原騒動 新島に於ける三島勘左衛門正英（金田吉左エ門記） 上巻-P130
K-2-20-47 大原騒動 宮村に於ける安永騒動関係者の墓石に就て大江浩 上巻-P130
K-2-20-48 大原騒動 飛騨大原騒動の教育的着眼点角竹喜登 上巻-P130
K-2-20-49 大原騒動 安永騒動要目 上巻-P130
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K-2-20-50 大原騒動 年代別百姓一揆表角竹喜登 上巻-P130
K-2-20-51 大原騒動 百姓一揆の話  京大農学部教授黒正巖〔新聞切抜〕 上巻-P130
K-2-20-52 大原騒動 飛高随筆（未完）〔高山新報〕 上巻-P130
K-2-20-53 大原騒動 大原騒動義民追弔会案内  （角竹喜登講演安永騒動物語他）宮村青年団 上巻-P130

K-2-20-54 大原騒動
義民善十郎氏の墓碑遷座式と法要  （広田村長の発願成就）〔清見村飛騨
タイムス〕

上巻-P131

K-2-20-55 大原騒動 安永大原騒動講話要項後藤秋五郎案 上巻-P131
K-2-20-56 大原騒動 山口村山割の事〈角竹写〉 上巻-P131
K-2-20-57-1 大原騒動 大原騒動義民之碑建設趣意書 上巻-P131
K-2-20-57-2 大原騒動 「大原騒動義民之碑」建設発起人会報告 上巻-P131
K-2-20-58 大原騒動 衆を救ひ刑場の露（大原騒動の広瀬清七郎） 上巻-P131
K-2-20-59 大原騒動 大八賀村灘洞口助次郎氏所蔵文書写〈角竹写〉  （安永騒動関係文書） 上巻-P131
K-2-20-60 大原騒動 召捕者に付手代地役人帰着届 上巻-P131

K-2-20-61 大原騒動
安永大原騒動犠牲者供養萬霊塔（法名、俗名、処刑年令）  大野郡宮村大
幢寺第九世徹山和尚建〈角竹写〉

上巻-P131

K-2-20-62 大原騒動 流人宮村治八からの新島便り〈角竹写〉 上巻-P131
K-2-20-63 大原騒動 吉国神社百年祭案内（上木巴山等を祀ってある） 上巻-P131
K-2-20-64 大原騒動 夢物語巻の九 上巻-P131
K-2-20-65 大原騒動 義民上北村伊右衛門古川町自治会・仏教会古川分会 上巻-P131
K-2-20-66 大原騒動 天明大原騒動の経過概要  （岡村利平著飛騨編年史要抜萃）〈角竹写〉 上巻-P131
K-2-20-67 大原騒動 世に出る秘本“飛騨夏虫記”〔新聞切抜〕 上巻-P131
K-2-20-68 大原騒動 桐生町萬人講史蹟保存会会則 上巻-P131
K-2-20-69 大原騒動 安永大原騒動160年慰霊祭  （義民遺墨・遺品・史料出品目録） 上巻-P131
K-2-20-70 大原騒動 創作“本郷村善九郎”江馬修作〔中央公論掲載〕 上巻-P131
K-2-20-71 大原騒動 教育上より観た飛騨大原騒動角竹如山 上巻-P131
K-2-20-72 大原騒動 大原騒動大概岡村利平談 上巻-P131
K-2-20-73 大原騒動 飛騨騒動記  （古川町円光寺大原代官騒動）（船坂正三写） 上巻-P131
K-2-20-74 大原騒動 孝子三島正英の事ども（安永大原騒動関係）  角竹喜登 上巻-P131
K-2-20-75 大原騒動 飛騨見聞録（上，下他）（安永大原騒動の見聞録） 上巻-P131
K-2-20-76 大原騒動 飛騨国大野郡江黒村耕地巨細仕訳絵図  （騒動関係未新田、未焼畑） 上巻-P131
K-2-20-77 大原騒動 安永騒動要項〈角竹写〉 上巻-P131

K-2-20-78 大原騒動
安永大原騒動史料夢物語抜書〈角竹写〉  （久々野村集合の項以下、宮村
集合中心に）

上巻-P131

K-2-20-79 大原騒動 書状赤城（大原亀五郎）から大池平八宛 上巻-P131
K-2-20-80 大原騒動 二條殿御用人馬駄賃帳（山口村新十郎関係） 上巻-P132

K-2-20-81 大原騒動
川西村古関の民家から出た夢物語について  益高田中晃から角竹喜登宛
〔ハガキ〕

上巻-P132

K-2-20-82 大原騒動 荘川村一色三島家墓〈角竹写〉 上巻-P132

K-2-20-83 大原騒動
高山の池之端氏と八丈島の菊池氏、八丈島で感激の対面  （大原騒動流刑
者の子孫）〔岐阜タイムス〕

上巻-P132

K-2-20-84 大原騒動 深山呼子鳥（三島勘左エ門正英の事ども）  高山高校郷土研究クラブ〈角竹 上巻-P132
K-2-20-85 大原騒動 面目一新の高山万人講塚（慰霊大法要）〔新聞切抜〕 上巻-P132

K-2-20-86 大原騒動
伝説の大原代官石燈籠〔新聞切抜、写真〕  （郡代大原紹正病気治癒祈願
のため高山陣屋稲荷に奉納）

上巻-P132

K-2-20-87 大原騒動 八丈島便り（山口村三郎右エ門）〔写真〕 上巻-P132
K-2-20-88 大原騒動 善九郎の手紙〔写真〕  （高山の牢中より妻かよへ宛てた討首5日前の手紙） 上巻-P132
K-2-20-89 大原騒動 大原楚諾の句〔写真〕 上巻-P132
K-2-20-90 大原騒動 夏虫記・大夢物語〔写真〕 上巻-P132
K-2-20-91 大原騒動 安永騒動史料本〔写真〕 上巻-P132
K-2-20-92 大原騒動 大原騒動関係文書断簡〔写真〕 上巻-P132
K-2-20-93 大原騒動 大原郡代寄進石燈籠拓本（八軒町白山神社） 上巻-P132
K-2-20-94 大原騒動 大原郡代寄進の石燈籠拓本（高山桜山八幡社） 上巻-P132
K-2-20-95 大原騒動 大原郡代寄進石燈籠拓本（高山八軒町陣屋稲荷） 上巻-P132
K-2-20-96 大原騒動 （智徳厳勇居士）拓本（万葉善九郎のこと） 上巻-P132
K-2-20-97 大原騒動 牧ケ洞村善十郎墓拓本 上巻-P132
K-2-20-98 大原騒動 大原騒動遭難者供養塔拓本（大八賀村漆垣内） 上巻-P132
K-2-20-99 大原騒動 大原紹正室之墓・大原紹正家紋拓本（東山法華寺） 上巻-P132
K-2-20-100 大原騒動 大原騒動義民碑拓本  （舟津太良兵衛、金桶甚蔵、山本彦兵衛、大沼久左 上巻-P132
K-2-20-101 大原騒動 大原騒動義民広瀬屋清七郎墓碑銘拓本（下呂町大字森） 上巻-P132
K-2-20-102 大原騒動 大原勝次郎照正墓碑銘拓本 上巻-P132
K-2-20-103 大原騒動 大原騒動義民善十郎墓碑銘拓本（牧ケ洞村、32才） 上巻-P132
K-2-20-104 大原騒動 （法名釈諍喜）拓本 上巻-P132
K-2-20-105 大原騒動 かご訴供養碑拓本（大八賀村大字瀧） 上巻-P132
K-2-20-106 大原騒動 （妹尾美明）拓本 上巻-P132
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K-2-20-107 大原騒動 大原彦四郎・大原亀五郎墓碑銘拓本 上巻-P132
K-2-20-108 大原騒動 （安永8年5月飛騨国）拓本 上巻-P132
K-2-20-109 大原騒動 （奉納八幡宮）拓本 上巻-P132
K-2-20-110 大原騒動 （安永6丁酉8月吉日）拓本 上巻-P133
K-2-20-111 大原騒動 大原騒動説明用資料〈角竹作製〉 上巻-P133
K-2-20-112 大原騒動 新嶋三郎右衛門渡海船中病死木札〔写真〕  飛州宇津江村 上巻-P133
K-2-20-113 大原騒動 安永大原騒動犠牲者供養碑写真（俗称かご訴の墓）  丹生川村町方 上巻-P133
K-2-20-114 大原騒動 大原騒動特集〔飛騨通信〕 上巻-P133
K-2-20-115 大原騒動 布衣雛形 上巻-P133
K-2-20-116 大原騒動 飛騨夏虫記原本一部 上巻-P133
K-2-20-117 大原騒動 飛騨夏虫記解読文巻一～巻九角竹喜登解読 上巻-P133
K-2-20-118 大原騒動 飛騨大原夢物語十巻（写本） 上巻-P133
K-2-20-119 大原騒動 上木巴山、三島正英新島便り写〈角竹作製〉 上巻-P133
K-2-20-120 大原騒動 安永大原騒動処刑者一覧〈角竹作製〉 上巻-P133
K-2-20-121 大原騒動 大原彦四郎紹正の墓と句〔写真〕 上巻-P133
K-2-20-122 大原騒動 （大原紹正の俳号清流亭楚諾）拓本 上巻-P133
K-2-20-123 大原騒動 楚諾（大原彦四郎紹正）俳句 上巻-P133
K-2-21-1 梅村騒動 新論（下）（梅村速水の建てた学校の教科書）  曾澤恒蔵著 上巻-P134

K-2-21-2 梅村騒動
書状（慶喜儀江戸城引渡、水戸へ退去などの情勢云々）  脇田頼三から梅
村速水宛

上巻-P134

K-2-21-3 梅村騒動
書付（御用向取扱に付て当分地役人両人差出置方申置）  徴士内国事務
局権判事梅村速水から辨事御役所宛

上巻-P134

K-2-21-4 梅村騒動
書状（洪水に付年貢御免被仰出候、但十日前後水退之分巡検之上追々可
被仰出候）

上巻-P134

K-2-21-5 梅村騒動 布告梅村速水 上巻-P134
K-2-21-6 梅村騒動 口上書（梅村知事米穀買入の節掛合書、請書）  梅村速水 上巻-P134
K-2-21-7 梅村騒動 梅村時代公文類 上巻-P134
K-2-21-8 梅村騒動 書状（示談に付出頭方案内）  弾正台大巡寮から高山県知事宛 上巻-P134
K-2-21-9 梅村騒動 諸留帳（覚）馬場郷蔵築送方掛 上巻-P134
K-2-21-10 梅村騒動 梅村騒動前後諸日記〈角竹写〉 上巻-P134
K-2-21-11 梅村騒動 梅村騒動明治元年願書留〈角竹写〉 上巻-P134
K-2-21-12 梅村騒動 明治元年高山県諸役 上巻-P134
K-2-21-13 梅村騒動 富札・落鬮目録梅村速水 上巻-P134
K-2-21-14 梅村騒動 梅村騒動事項（里正僚日記より）〈角竹写〉 上巻-P134
K-2-21-15 梅村騒動 作恐以書付御願奉申上候（兵隊志願）  三之町村他から軍事御役所宛 上巻-P134
K-2-21-16 梅村騒動 梅村騒動打毀覚書（記録一部欠） 上巻-P134

K-2-21-17 梅村騒動
作恐以書付奉願上候  （組頭川上屋善右衛門刑法官御召人と相成当時宿
預被仰付候が帰国願）  壱之町村組頭惣代川上屋清兵衛他から高山御役

上巻-P134

K-2-21-18 梅村騒動
乍恐以書付御届奉申上候  （吉田文助付添の向町兵士善七帰省帰住の
届）  親類高山向町弥助他1人から高山御役所宛

上巻-P134

K-2-21-19 梅村騒動 明治維新史料（梅村騒動関係阪田記録） 上巻-P134

K-2-21-20 梅村騒動
乍恐以書付御届奉申上候  （鉄砲・刀・とうらんの儀、家割取調届）  里正屋
貝権四郎・川上済右衛門から高山御役所宛

上巻-P135

K-2-21-21 梅村騒動
乍恐以書付奉願上候（御用達金返金願）  願人滑川屋長五郎代親類杉嶋
屋五平から高山御役所宛

上巻-P135

K-2-21-22 梅村騒動
乍恐以書付御訴奉申上候（居宅打潰の段御見分願）  壱之町村組頭惣代
浜屋伊三郎他から高山御役所宛

上巻-P135

K-2-21-23 梅村騒動 日記高山町方組頭谷屋彦三郎 上巻-P135
K-2-21-24 梅村騒動 乍恐以書付奉願上候（商法局ニ附）  角屋忠左衛門他から高山御役所宛 上巻-P135
K-2-21-25 梅村騒動 高山出張人名留小八賀郷中 上巻-P135
K-2-21-26 梅村騒動 益田郡萩原町村焼失打毀取調帳 上巻-P135
K-2-21-27 梅村騒動 高山郡中より願之人足（八賀町源兵衛京都行記録） 上巻-P135
K-2-21-28 梅村騒動 諸事記（騒乱の節控置候荒増之帳簿）阪田長五郎 上巻-P135

K-2-21-29 梅村騒動
郡中会所急廻状（写）  （騒動後歎願の件、鎮静のこと他）    郡中会所から
片野村より大原村迄村々名主宛

上巻-P135

K-2-21-30 梅村騒動 乍恐以書付奉歎願書  （梅村様学校所取立他御返被下度願） 上巻-P135
K-2-21-31 梅村騒動 商法局貸倉打毀  （中村屋四良八所持建家）〈角竹写〉 上巻-P135
K-2-21-32 梅村騒動 書状（兵隊調練史料） 上巻-P135
K-2-21-33 梅村騒動 飛騨国大乱軽口見立写鷲見義 上巻-P135

K-2-21-34 梅村騒動
明治2年己巳日記（社寺方の時のもの）    市村永山（明治維新の時県の社
寺方となる）

上巻-P135

K-2-21-35 梅村騒動 梅村騒動に関する勘定書 上巻-P135

K-2-21-36 梅村騒動
乍恐以書付奉願上候（騒乱後組頭退役の件）  組頭退役願人住屋佐吉他
から高山御役所宛

上巻-P135
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K-2-21-37 梅村騒動
乍恐以書付奉歎願候  （居宅打毀後与三右衛門家内之もの共渡世取計願）
歎願人組合惣代三之町村長右衛門他3人から町年寄御衆中宛

上巻-P135

K-2-21-38 梅村騒動
乍恐以書付奉願上候  （居宅打毀後徳兵衛渡世取計願）  願人組合惣代天
照寺町孫四郎他2人から町年寄御衆中宛

上巻-P135

K-2-21-39 梅村騒動 覚（国乱取鎮に付酒料受取書）  東組惣代小嶋屋喜助他から杉崎甚右衛門 上巻-P136

K-2-21-40 梅村騒動
奉差上御請證文之事（平瀬安兵衛諸道具、紙類預り証）  安兵衛親類長五
郎他から高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-41 梅村騒動
乍恐以書付奉歎願候  （江馬弥平、佐吉行方不明について）  親類弐之町
又六他3人から高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-42 梅村騒動 中橋詰土蔵御入用木取調帳他大工宇作 上巻-P136

K-2-21-43 梅村騒動
奉差上御請證文之書  （親類のもの共へ御預けの者各自旦那寺に入寺慎
方の件）  壱之町村吉蔵親類天照寺町利三郎他から高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-44 梅村騒動
乍恐以書付奉歎願候  （高間源八、吉田忠太郎へ代品物代金貸ニ付滑川
屋長五郎から返済方願出）  滑川屋長五郎から高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-45 梅村騒動
書付（郡中治り方ノ義ニ付民部官へ奉申上候書付）  飛騨国三郡惣代から
民部官御訴訟所宛

上巻-P136

K-2-21-46 梅村騒動
乍恐以書付奉歎願候 （兵隊飛脚騒乱について旦那寺にて慎方御免願）
壱之町村吉蔵他から高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-47 梅村騒動
乍恐以書付御届奉申上候  （門番辰蔵よりの手負傷全快届）  向町清蔵か
ら高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-48 梅村騒動
乍恐御辱ニ付奉申上候  （冨講利潤にて窮民救助の件始末書）  広瀬主水
改名助右衛門から里正宛

上巻-P136

K-2-21-49 梅村騒動 奉差上御請證文之事（押込慎方）  弐之町村医師礼蔵から高山御役所宛 上巻-P136
K-2-21-50 梅村騒動 乍憚以書付奉申上候（神勢隊へ蒲圃賃貸の件）  若達町家持安兵衛から里 上巻-P136

K-2-21-51 梅村騒動
乍恐以書付奉願上候（打毀し家屋取繕ひ貸家に致度願）  下新町山下屋勘
助から里正宛

上巻-P136

K-2-21-52 梅村騒動
乍恐以書付奉願上候（安兵衛居宅取繕住居方願）  親類三之町長五郎から
高山御役所宛

上巻-P136

K-2-21-53 梅村騒動
乍恐以書付奉願上候（京都召捕後称讃寺預け刀、衣類等下渡願） 弐之町
村親類又六から高山御役所宛

上巻-P137

K-2-21-54 梅村騒動 當国御一新觸書（写）田中惣兵衛 上巻-P137
K-2-21-55 梅村騒動 覚（明治元年竹沢寛三郎中呂迄出迎費用） 上巻-P137

K-2-21-56 梅村騒動
梅村騒動実記附録〈角竹写〉 （御運上冥加金取調明治2年春梅村上京中建
白書写書他）

上巻-P137

K-2-21-57 梅村騒動 願申手形之事（勤農方差入証文）  惣代孫六から勧農方柏木徳兵衛宛 上巻-P137
K-2-21-58 梅村騒動 梅村速水飛騨国出役辞令 上巻-P137
K-2-21-59 梅村騒動 梅村騒動記録（里正僚日記より）〈角竹写〉 上巻-P137
K-2-21-60 梅村騒動 梅村騒動一部（商法局拝借金再取調書上帳） （里正僚日記より）〈角竹写〉 上巻-P137
K-2-21-61 梅村騒動 里正僚日記〈角竹写〉 上巻-P137

K-2-21-62 梅村騒動
乍恐以書付御届奉申上候  （町火方より難渋のものへ施米、酒売渡の件）
火方惣代弐之町村源兵衛他から高山御役所宛

上巻-P137

K-2-21-63 梅村騒動 平瀬安兵衛人相書 上巻-P137
K-2-21-64 梅村騒動 学校助成金請取書出納局から細越村宛 上巻-P137
K-2-21-65 梅村騒動 明治2年国乱取鎮に付火消方油料受取書  滑川屋長五郎 上巻-P137
K-2-21-66 梅村騒動 己巳騒乱事件取調書（写） （明治3年12月2日刑部省へ飛脚差立） 上巻-P137
K-2-21-67 梅村騒動 一揆暴動遭難者墓標建設願高山町役場地理掛 上巻-P137
K-2-21-68 梅村騒動 梅村速水（写）  錦西書屋〔岐阜日々新聞〕 上巻-P137
K-2-21-69 梅村騒動 押上将軍柏木詩人の争議について 上巻-P137
K-2-21-70 梅村騒動 梅村知事批評岡村利平〔高山新報〕 上巻-P137
K-2-21-71 梅村騒動 高山県掲示説明用資料〈角竹作製〉 上巻-P137
K-2-21-72 梅村騒動 梅村騒動以後里正日記〈角竹写〉 上巻-P137
K-2-21-73 梅村騒動 梅村知事取立郷兵、益田郡史料〈角竹写〉 上巻-P137
K-2-21-74 梅村騒動 献金願出に付差図之通り上納可致事 上巻-P137
K-2-21-75 梅村騒動 騒動に関した賞罰の記録〈角竹写〉 上巻-P137

K-2-21-76 梅村騒動
乍恐以書付奉申上候（新田開発世話方の件山口村、漆垣内村、塩屋村）二
之町村半兵衛・桐山屋勘右衛門から御役所宛

上巻-P138

K-2-21-77 梅村騒動 梅村騒動実記1～3〈角竹写〉 上巻-P138
K-2-21-78 梅村騒動 梅村騒動〈角竹写〉（宮原知事時代／飛騨編年史要より） 上巻-P138
K-2-21-79 梅村騒動 梅村騒動（経過概要）〈角竹写〉 上巻-P138
K-2-21-80 梅村騒動 梅村騒動史料（竹沢寛三郎入国他） 上巻-P138
K-2-21-81 梅村騒動 写本飛騨国沸乱記（梅村騒動）角竹喜登 上巻-P138
K-2-21-82 梅村騒動 書状（梅村騒動前後について）桐山玄豹から厳宛 上巻-P138
K-2-21-83 梅村騒動 飛騨史料の内梅村騒動之部〈角竹写他〉 上巻-P138
K-2-21-84 梅村騒動 “梅村騒動”の速水をしのぶ〔中部日本新聞〕 上巻-P138
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K-2-21-85 梅村騒動 梅村騒動（里正僚日記、里正詰所日記他より）〈角竹写〉 上巻-P138
K-2-21-86 梅村騒動 梅村騒動記録（町年寄日記他より）〈角竹写〉 上巻-P138
K-2-21-87 梅村騒動 「江馬弥平関係」（袋） 上巻-P138
K-2-21-87-1 梅村騒動 拓本（江馬家世墳墓他） 上巻-P138
K-2-21-87-2 梅村騒動 書状江馬弥平から坂田秋一宛 上巻-P138
K-2-21-87-3 梅村騒動 商法局銭引替金 上巻-P138
K-2-21-87-4 梅村騒動 改印届（江馬弥平、奥田重章、奥田又右衛門） 上巻-P138
K-2-21-87-5 梅村騒動 略伝〔高山新報〕 上巻-P138
K-2-21-88 梅村騒動 高山県役人月給 上巻-P138
K-2-21-89 梅村騒動 梅村知事布告（写） 上巻-P138
K-2-21-90 梅村騒動 旧高山県知事梅村速水記念碑建立の義に付御願 上巻-P138
K-2-21-91 梅村騒動 低聲窃語〈角竹写他〉 上巻-P138
K-2-21-92 梅村騒動 梅村騒動打毀の調〈角竹写〉 上巻-P138
K-2-21-93 梅村騒動 梅村騒動関係書類写（甲、乙） 上巻-P138
K-2-21-94 梅村騒動 御一新大御変革に付觸書（写） 上巻-P138

K-2-21-95 梅村騒動
飛騨国梅村騒動記（梅村騒動打毀の調）田中貢太郎（恵那郡蛭川村青年
団発行「済美」掲載）

上巻-P138

K-2-21-96 梅村騒動 書状（宮原大輔御迎の件他）青山吉郎・上村木曽右衛門から庄村翁輔他地 上巻-P138
K-2-21-97 梅村騒動 覚（商法局木代、手拭損金）越前木屋小左衛門から町会所宛 上巻-P138
K-2-21-98 梅村騒動 梅村騒動メモ角竹喜登 上巻-P138
K-2-21-99 梅村騒動 梅村騒動忠臣講釈七ツめ書抜文句富田・田近他 上巻-P138
K-2-21-100 梅村騒動 梅村騒動資料一部（古川町杉崎、野口、ケサ丸）〈角竹写〉 上巻-P139
K-2-21-101 梅村騒動 打毀され者の墓碑名 上巻-P139
K-2-21-102 梅村騒動 風聞書写（梅村速水、村上俊助騒動後の動静） 上巻-P139
K-2-21-103 梅村騒動 囲穀蔵、新蔵取立小前帳（梅村速水の政策） 上巻-P139
K-2-21-104 梅村騒動 飛騨通俗史話（梅村騒動は国の腫物）角竹如山 上巻-P139
K-2-21-105 梅村騒動 梅村飛騨知事の妙政「買石法」〔新聞切抜〕 上巻-P139
K-2-21-106 梅村騒動 梅村騒動の主な文献角竹喜登 上巻-P139
K-2-21-107 梅村騒動 吉田繖城の印 上巻-P139
K-2-21-108 梅村騒動 吉田文助〔新聞切抜〕（飛騨が生んだ幕末の志士吉田文助に贈位方を内 上巻-P139
K-2-21-109 梅村騒動 梅村速水と捨て児の墓〈角竹写〉（無名氏の墓の両側面と背後の文章他） 上巻-P139
K-2-21-110-1 梅村騒動 “捨子の墓”の補修に寄附（元代議士牧野彦太郎） 上巻-P139
K-2-21-110-2 梅村騒動 無名氏墓写真〔新聞〕 上巻-P139
K-2-21-111 梅村騒動 富救会の富札写真（高山県知事梅村速水の政治） 上巻-P139
K-2-21-112 梅村騒動 名張村武田五郎左衛門に関スル事（吉住礼助梅村騒動実記より）〈角竹写 上巻-P139
K-2-21-113 梅村騒動 江馬修作「雪崩する国」第二編より「梅村速水」 上巻-P139
K-2-21-114 梅村騒動 梅村知事碑移転問題〔新聞切抜〕 上巻-P139
K-2-21-115 梅村騒動 高山県知事梅村速水〔新聞切抜〕 上巻-P139
K-2-21-116 梅村騒動 梅村速水、竹沢寛三郎写真 上巻-P139
K-2-21-117 梅村騒動 書状会計官から梅村速水宛 上巻-P139
K-2-21-118 梅村騒動 梅村騒動講話要点 上巻-P139
K-2-21-119 梅村騒動 飛騨国梅村騒動記（恵那郡蛭川村青年団発行「済美」掲載） 上巻-P139
K-2-21-120 梅村騒動 孝子吉次郎之墓拓本・写真 上巻-P139
K-2-21-121-1 梅村騒動 梅村騒動をもとにした映画“情火”シナリオ 上巻-P139
K-2-21-121-2 梅村騒動 映画“情火”広告 上巻-P139
K-2-21-122 梅村騒動 梅村速水、合羽屋おらく写真 上巻-P139
K-2-21-123 梅村騒動 無名氏墓拓本（高山市北ケ洞梅村速水建） 上巻-P139
K-2-21-124 梅村騒動 小説合羽屋おらく川口松太郎 上巻-P139

K-2-21-125 梅村騒動
梅村騒動高山の打こわし掲示説明用資料（商法局関係者名、勧農方関係
者名）〈角竹作製〉

上巻-P139

K-2-21-126 梅村騒動 梅村騒動説明用資料〈角竹作製〉 上巻-P139
K-2-21-127 梅村騒動 書状（竹沢寛三郎引渡しの事）総督府執事から梅村速水宛 上巻-P140

K-2-21-128 梅村騒動
願書綴（御種人参植付けは騒動の為時おくれし間に合い申さず、また植付
世話役御免願いの件等）壱之町村飯島屋喜兵衛他から高山御役所宛

上巻-P140

K-2-21-129 梅村騒動 租税斗安之儀ニ付見込奉申上候書付 上巻-P140

K-2-21-130 梅村騒動
書状（諸人の困窮を救うため尽力をつくしたことに対する謝儀）梅村速水か
ら吉嶋休兵衛宛

上巻-P140

K-2-21-131 梅村騒動
仰付（笠松裁判所の儀他日知県事差向かわされ候是迄通り在勤の事）梅
村速水宛

上巻-P140

K-2-21-132 梅村騒動 請取書梅村速水から永田吉右衛門宛 上巻-P140
K-2-21-133 梅村騒動 志保乃日記乾〈角竹写〉 上巻-P140
K-2-21-134 梅村騒動 志保乃日記坤〈角竹写〉 上巻-P140
K-2-21-135 梅村騒動 梅村騒動史料〈角竹写〉（舟半記録、高山里正僚日記より） 上巻-P140
K-2-21-136 梅村騒動 届書綴（居宅打壊された者の慎み） 上巻-P140
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K-2-21-137 梅村騒動 梅村騒動関係資料〈角竹記録〉（高山郡中より願出人足他） 上巻-P140
K-2-21-138 梅村騒動 明治元年高山県知事梅村速水の郷倉増設計画〈角竹記録〉 上巻-P140
K-2-21-139 梅村騒動 文芸春秋“梅村騒動”瀧井孝作 上巻-P140
K-2-21-140 梅村騒動 低聲竊語 上巻-P140
K-2-21-141 梅村騒動 梅村速水低聲窃語　斐太高等学校郷土研究クラブ発行 上巻-P140
K-2-21-142 梅村騒動 高山県知事梅村速水の建てたる捨て児の墓 上巻-P140
K-2-21-143 梅村騒動 梅村速水慰霊祭案内黄金神社社務所 上巻-P140
K-2-21-144 梅村騒動 書簡（梅村騒動の史料志保日記のこと等）金沢市新保千代子他から角竹喜 上巻-P140
K-2-21-145 梅村騒動 梅村騒動記した文書郷土館へ寄贈〔新聞切抜〕 上巻-P140
K-2-21-146 梅村騒動 梅村騒動関係者刑部省取調書 上巻-P140
K-2-21-147 梅村騒動 低聲竊語1，2（梅村速水施政方針書） 上巻-P140
K-2-22-1 犯罪 高山町盗賊一件御仕置此度被仰付候長（谷川）庄五郎 上巻-P141
K-2-22-2 犯罪 田沼山城守佐野善左衛門御殿騒動 上巻-P141
K-2-22-3 犯罪 差上申御請書之事（下書）（三笠附博奕御法度の儀）与頭誰から高山御役 上巻-P141
K-2-22-4 犯罪 加備仇討義士悪双録全（宝暦7年11月27日村上要助講釈聞書） 上巻-P141
K-2-22-5 犯罪 差上申一札之事（吉助狼籍ノ件）本人吉助他から組頭漆山屋喜三郎組内 上巻-P141

K-2-22-6 犯罪
乍恐書付を以御届ケ奉申上候口上之覚（往来状盗難）西之一色村玄興寺
から高山御坊所宛

上巻-P141

K-2-22-7 犯罪 博奕一件名前書扣弐之町村庄八他 上巻-P141
K-2-22-8 犯罪 博奕打重敲者名前書写  壱之町村村瀬屋弥兵衛組下正助宛 上巻-P141
K-2-22-9 犯罪 覚（腰縄附罪人請取状）江名子村名主から高山町年寄中宛 上巻-P141
K-2-22-10 犯罪 公事方諸伺下知留庄村盛裕〈角竹写〉 上巻-P141

K-2-22-11 犯罪
差出申一札之事（口論ニ付村方へ詫ノ一札）本人松之木屋清右衛門他から
花里村名主庄兵衛宛

上巻-P141

K-2-22-12 犯罪 検死一件八幡町組惣代伊三郎他から高山御役所宛他 上巻-P141

K-2-22-13 犯罪
乍恐以書付御届奉申上候（のうれん盗難届）御届人片原町喜兵衛他から
判事御役所宛

上巻-P141

K-2-22-14 犯罪
乍恐以書付御届奉申上候（寺内町和兵衛萩原町村にて相果候に付死骸送
りの段）和兵衛親類嶋川原町佐七他から高山御役所宛

上巻-P141

K-2-22-15 犯罪
乍恐以書付始末奉申上候（紛失小判等取扱候一件始末書）壱之町村権右
衛門親類才兵衛他から高山御役所宛

上巻-P141

K-2-22-16 犯罪 奉差上御請證文之事（組合御預け被仰付候）川原町栄助他から高山御役 上巻-P141
K-2-22-17 犯罪 乍恐以書付奉歎願上候（赦免願）平兵衛親類半兵衛他から高山御役所宛 上巻-P141

K-2-22-18 犯罪
乍恐以書付御届奉申上候（犯罪関係）三之町村組頭大野屋彦兵衛から高
山御役所宛

上巻-P141

K-2-22-19 犯罪 奉差上御請證文之事川原町才兵衛他から高山御役所宛 上巻-P142

K-2-22-20 犯罪
乍恐以書付御届奉申上候（高山町方常吉入寺慎中逃亡）親類川原町文十
郎他から高山御役所宛

上巻-P142

K-2-22-21 犯罪 奉差上御請證文之事（弐之町村安兵衛組合預け）他高山御役所宛 上巻-P142
K-2-22-22 犯罪 乍恐以書付御届奉申上候（盗難届）高山御役所宛 上巻-P142

K-2-22-23 犯罪
乍恐以書付始末奉申上候（家出一件）次兵衛兄上川原町喜兵衛他から高
山御役所宛

上巻-P142

K-2-22-24 犯罪 無願他管旅行者罪状〈角竹写〉西川原町大工古川甚助妹てう 上巻-P142
K-2-22-25 犯罪 逃亡一件待罪書　岡本・吉から筑摩県権令永山盛輝宛 上巻-P142
K-2-22-26 犯罪 乍恐以書付御届奉申上候（紛失届）丸川吾一から戸長・頭長宛 上巻-P142
K-2-22-27 犯罪 奉差上御請証文之事（敷ふとん他盗難届）高山三之町吉城そう他から戸長 上巻-P142
K-2-22-28 犯罪 御説論書（下向町乱妨一件）小四区戸長副から角竹庄兵衛他宛 上巻-P142
K-2-22-29 犯罪 岩倉具視狼籍の者探索の件太政大臣三条実美より 上巻-P142

K-2-22-30 犯罪
始末書（岡本丈吉）（不了簡により逃亡するが、その前の事件に居合さぬ証
明）親類岡本要助他から筑摩県権令永山盛輝宛

上巻-P142

K-2-22-31 犯罪 懲役申付書（高山町平民服部皎） 上巻-P142
K-2-22-32 犯罪 布告（熊本県下賊徒暴動ニ付追討）太政大臣三条実美 上巻-P142
K-2-22-33 犯罪 地券紛失取調（持主桂川重兵衛） 上巻-P142
K-2-22-34 犯罪 相馬事件一大波瀾翠葉外史著 上巻-P142
K-2-22-35 犯罪 国府八日町にて会の運営赤字にて喧嘩〈角竹写〉 上巻-P142
K-2-22-36 犯罪 岐阜県に於ける犯罪の研究（其一）修身教育部 上巻-P142
K-2-22-37 犯罪 書状（坂下御門狼籍の件）安藤対馬守 上巻-P142
K-2-22-38 犯罪 狼籍一件 上巻-P142
K-2-22-39 犯罪 廻状（町近の寺社に於て札鬮など致間敷觸書）月番 上巻-P142
K-2-22-40 犯罪 乍恐以書付奉歎願候　高山町方才助他から高山御役所宛 上巻-P143
K-2-22-41 犯罪 書状（断簡）（武田耕雲斉の変の高山への影響） 上巻-P143
K-2-22-42 犯罪 書状（水戸浪人の騒ぎについて）伊兵衛から父上宛 上巻-P143
K-2-22-43 犯罪 書状（浪士一件）七左衛門から父上宛 上巻-P143



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-22-44 犯罪
雑書綴込壱番直井　（天保八年大塩平八郎の乱より慶応二年長州征伐の
事に至る迄の重大な出来事に関係した記録、文書の綴込）

上巻-P143

K-2-22-45 犯罪 雑書綴込弐番直井（水戸浪人武田耕雲斉一件あり） 上巻-P143
K-2-22-46 犯罪 雑書綴込三番直井（水戸浪人武田耕雲斉一件あり） 上巻-P143
K-2-23-1 治安 慶安賊説辨（天保9年2月永瀬氏写） 上巻-P144

K-2-23-2 治安
連印証文之事（持山の薪盗取る者発見の際の過料申合せ一札）坊方村又
蔵他72人

上巻-P144

K-2-23-3 治安 差上申一札之事（牢番心得）牢番人川原町庄兵衛他から高山御役所宛 上巻-P144
K-2-23-4 治安 筑摩県高山支庁・裁判所・警察署・同片原町分署図面 上巻-P144
K-2-23-5 治安 高山国分寺町、錺屋源兵衛次男石之助脱走他 上巻-P144
K-2-23-6 治安 第二十五大区一～四小区捕丁役 上巻-P144
K-2-23-7 治安 高山町・湯ノ嶋町・舟津町に警視所取設高山出張所 上巻-P144
K-2-23-8 治安 捕亡捕丁を廃し邏卒を撰用　筑摩県権令永山盛輝から大区長・正副戸長 上巻-P144
K-2-23-9 治安 布達（警察出張所配置）筑摩県権令永山盛輝 上巻-P144
K-2-23-10 治安 届出（四等邏卒拝命）安江善三から正副戸長宛 上巻-P144
K-2-23-11 治安 警察出張所配置の儀　筑摩県権令永山盛輝から大区長・正副戸長宛 上巻-P144
K-2-23-12 治安 布達（管内警察出張所及屯所）筑摩県参事高木惟矩から大区長・正副戸長 上巻-P144
K-2-23-13 治安 巡査巡廻〈角竹写〉 上巻-P144
K-2-23-14 治安 布達（警察出張所屯所に巡査持場戸口寄留出入等を視察）筑摩県参事高 上巻-P144
K-2-23-15 治安 布告（府県裁判所改め地方裁判所を置く）右大臣岩倉具視 上巻-P144
K-2-23-16 治安 達（警察出張所及屯所名称改定）岐阜県権令小崎利準 上巻-P144
K-2-23-17 治安 布達（松本裁判所管内区画改正）岐阜県権令小崎利準 上巻-P144
K-2-23-18 治安 受取証高山監獄支署、高山懲役場（印あり） 上巻-P144
K-2-23-19 治安 手続書（尋ね人の件）吉城郡国府村堀七助から高山警察署古川分署宛 上巻-P144
K-2-23-20 治安 大塩平八郎他人相書 上巻-P144
K-2-23-21 治安 布告（裁判所位置及管轄区画）太政大臣三条実美 上巻-P144
K-2-23-22 治安 告示（飛騨国高山へ裁判支庁を置く）岐阜県令小崎利準 上巻-P145
K-2-23-23 治安 告示（巡査駐在所設置）岐阜県知事小崎利準 上巻-P145
K-2-23-24 治安 高山町第一～第八管区受持員人名　第七区長二木三郎兵衛 上巻-P145

K-2-23-25 治安
沿革誌（抜萃）岐阜地方裁判所高山支部高山簡易裁判所　岐阜家庭裁判
所高山支部

上巻-P145

K-2-23-26 治安 裁判所権限恢復追願書　飛騨国三郡有志者総代江馬弥平他 上巻-P145
K-2-23-27 治安 高山警察署抄録高山警察署文武講習会発行 上巻-P145
K-2-23-28 治安 高山署管内久々野部長派出所開設〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P145
K-2-23-29 治安 高山調停会館開館式〔新聞切抜〕 上巻-P145
K-2-23-30 治安 新警察制度と公安委員会のこと〔市民時報第一号〕 上巻-P145
K-2-23-31 治安 裁判支庁事務掌例概目（本県管内三裁判区に分つ） 上巻-P145
K-2-23-32 治安 手配書（人相書） 上巻-P145
K-2-24-1 取締 覚（写）（鉄砲所持保管の件） 大谷村肝煎庄兵衛 上巻-P146
K-2-24-2 取締 宗旨證状之事飛騨高山専念寺から御奉行所宛 上巻-P146
K-2-24-3 取締 宗旨證文之事（長瀬磯右衛門宗旨証文）真蓮寺から高山御役所宛 上巻-P146
K-2-24-4 取締 家請之證文（借家請状之事）滑川屋善三郎 上巻-P146
K-2-24-5 取締 （廻状）覚（勧化僧、浪人躰の入込取締の件）花里村名主・組頭から高山御 上巻-P146
K-2-24-6 取締 連印証文之事（村持山柴木盗伐の取締）坊方村又蔵他 上巻-P146
K-2-24-7 取締 宗門檀那請合掟役寺 上巻-P146
K-2-24-8 取締 宗門請状之事玄興寺から御奉行所宛他 上巻-P146
K-2-24-9 取締 差出申一札之事（山内心得違者の差入証文）花里村権七他から名主勘四 上巻-P146
K-2-24-10 取締 組合取締相請印形帳井桁屋林右衛門預り組 上巻-P146
K-2-24-11 取締 御倹約申合せ（写） 上巻-P146
K-2-24-12 取締 諸々取締義定一札（頼母子講等）〈角竹写〉 上巻-P146

K-2-24-13 取締
御請証文之事（鎗、鉄砲持出し狼籍の者取締）飛州灘村名主七郎右衛門
〈角竹写他〉

上巻-P146

K-2-24-14 取締 御倹約御觸書三之町与頭杉崎屋甚三郎 上巻-P146
K-2-24-15 取締 御請證文（煮売茶屋、奉公人等締方）与頭杉崎屋甚三郎他から町年寄宛 上巻-P146
K-2-24-16 取締 煮売茶屋など締方の件町年寄から何屋誰宛 上巻-P146
K-2-24-17 取締 廻状（廣瀬屋利兵衛別荘打毀事件）町年寄・与頭 上巻-P146
K-2-24-18 取締 覚（遊芸を厳重に差留）〈角竹写〉辻屋卯兵衛から町年寄宛 上巻-P146
K-2-24-19 取締 被仰渡之趣（締方）組頭杉崎屋甚三郎 上巻-P146
K-2-24-20 取締 高山町締方小前一同御請證文辻屋預り組 上巻-P146

K-2-24-21 取締
差出申證文之事（商売替について締方一件）宗猷寺町松田屋半右衛門忰
太助他から町年寄宛

上巻-P146

K-2-24-22 取締 湯屋取締（町年寄日記他より）〈角竹写〉 上巻-P146
K-2-24-23 取締 御倹約仰渡書 上巻-P146
K-2-24-24 取締 定（倹約可相守連印）藤瀬村孫右衛門他から山見伊兵衛他宛 上巻-P147
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K-2-24-25 取締 乍恐以書付奉願上候（鉄砲拝借願他）三川村百姓代久五郎他から高山御 上巻-P147
K-2-24-26 取締 薪山にて角物取立一件（町年寄日記より）〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-27 取締 差出申一札之事（風俗取締差出一札）千虎屋源七組紋蔵他から町年寄宛 上巻-P147
K-2-24-28 取締 天保年間の取締（碁、将棋他）〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-29 取締 廻状（子供の雪辷り差止）〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-30 取締 婚礼石打御取締請印帳  壱之町組頭天木屋源次郎他から矢嶋・屋貝・川上 上巻-P147
K-2-24-31 取締 婚礼石打取締方一札〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-32 取締 御尋ニ付乍恐以書付奉申上候 上巻-P147
K-2-24-33 取締 乍憚口上書を以申上候（冨札内々売買の者調） 上巻-P147
K-2-24-34 取締 乞食鑑札・塗木履など風俗取締〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-35 取締 宗門寺請状之事他 上巻-P147
K-2-24-36 取締 乍恐以書付御歎奉申上候 上巻-P147
K-2-24-37 取締 水戸浪士武田耕雲斉〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-38 取締 廻状（狂句の会、料理茶屋開催禁止）〈角竹写〉 上巻-P147
K-2-24-39 取締 乍恐以書付奉願上候（香具師取締） 上巻-P147
K-2-24-40 取締 一札（御支配医師森僊斉宗門一札） 上巻-P147
K-2-24-41 取締 奉差上御請證文之事（出牢のもの組合預ケ請證文） 上巻-P147
K-2-24-42 取締 奉差上御請證文之事（組合預ケ請證文） 上巻-P147
K-2-24-43 取締 徒党取締請印帳 上巻-P148
K-2-24-44 取締 胡乱の者徘徊取締 上巻-P148
K-2-24-45 取締 乍恐以書付奉願上候（鉄砲、西洋銃など所持鑑札願） 上巻-P148
K-2-24-46 取締 奉差上御請書之事（男女混浴の湯屋取締） 上巻-P148
K-2-24-47 取締 乍恐以書付奉申上候（西洋短銃他預り届） 上巻-P148
K-2-24-48 取締 乍恐以書付奉願上候（威鉄砲新規拝借願） 上巻-P148
K-2-24-49 取締 御届書（風呂屋にて紛失の品請取） 上巻-P148
K-2-24-50 取締 何々講無益の飲食費に充当せざること 上巻-P148
K-2-24-51 取締 御届書（鉄砲類届） 上巻-P148
K-2-24-52 取締 御罪書（鉄砲売買自儘に取扱） 上巻-P148
K-2-24-53 取締 達（猟銃所持者調の件） 上巻-P148
K-2-24-54 取締 御届書（金子取落し届） 上巻-P148
K-2-24-55 取締 歎願書（手鎖組合預け者に関する歎願書）〈角竹写〉 上巻-P148
K-2-24-56 取締 禁獄仮章程筑摩県第十二部警察出張所 上巻-P148
K-2-24-57 取締 布達（牛馬売買鑑札盗難の件） 上巻-P148
K-2-24-58 取締 報知（猪鹿防禦威銃御鑑札願） 上巻-P148
K-2-24-59 取締 布達（外国人取扱方）岐阜県権令小崎利準 上巻-P148
K-2-24-60 取締 布達（富興行厳禁）岐阜県権令小崎利準 上巻-P148
K-2-24-61 取締 布達（本県違式註違條例改定）岐阜県権令小崎利準 上巻-P148
K-2-24-62 取締 氷雪上すべり、密漁、度量衡取締 上巻-P148
K-2-24-63 取締 口供書（銅貨包預り方について） 上巻-P149
K-2-24-64 取締 届書（愛国社員止宿、押売、銅猫皮剥） 上巻-P149
K-2-24-65 取締 御請書（太江徳右衛門預り請書） 上巻-P149
K-2-24-66 取締 本県地違警罪岐阜県令小崎利準 上巻-P149
K-2-24-67 取締 はがき（戸籍写及前科有無取調書入用） 上巻-P149
K-2-24-68 取締 質屋商売取締の件高山警察署から高山町戸長役場宛 上巻-P149
K-2-24-69 取締 鉄砲所持者届出の件 上巻-P149
K-2-24-70 取締 願書（出所不分明の他国人入込、押売等の取締に付） 上巻-P149
K-2-24-71 取締 高山町弊習矯正申合事項高山町 上巻-P149
K-2-24-72 取締 天保改革節約物語〔飛騨毎日新聞連載〕 上巻-P149
K-2-24-73 取締 少年法改まる〔新聞切抜〕 上巻-P149
K-2-24-74 取締 廻状（野火取締一件） 上巻-P149
K-2-24-75 取締 請証文（町中不締取ニ付小前一同連印御請証文） 上巻-P149
K-2-24-76 取締 新店取立ニ付雇入心得書 上巻-P149
K-2-24-77 取締 切支丹宗門之御廻状写（切支丹取締の件） 上巻-P149
K-2-24-78 取締 溝へ雪掃入る事堅く禁止（組内觸）組頭 上巻-P149
K-2-24-79 取締 覚（夜番小屋仕立入用割）細江屋三右衛門他 上巻-P149
K-2-24-80 取締 博奕等取締の件町年寄 上巻-P149
K-2-24-81 取締 御倹約仰出高山御役所〈角竹写〉 上巻-P149
K-2-24-82 取締 廻状写（切支丹宗門） 上巻-P149
K-2-24-83 取締 御倹約請書高山御役所から町年寄宛 上巻-P149
K-2-24-84 取締 御勘定奉行御書付写（徒党取締文書） 上巻-P149
K-2-24-85 取締 廻状（四ツ時限桃灯ニテ往来一件）町役所 上巻-P149
K-2-24-86 取締 小前取締規定之事（炭締方規定一札） 上巻-P149
K-2-24-87 取締 御勘定奉行御書付写（徒党取締の儀） 上巻-P150
K-2-24-88 取締 急廻状（普譜、その他）町年寄から組頭宛 上巻-P150
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K-2-24-89 取締 御高札之写（博奕の類一切禁制之事他） 上巻-P150
K-2-24-90 取締 廻状（猟師鉄砲取扱方注意） 上巻-P150
K-2-24-91 取締 廻状（質物、遊山取締）里正 上巻-P150
K-2-24-92 取締 軒下看板打毀しの族取締一件組頭 上巻-P150
K-2-24-93 取締 廻状（隠密徘徊手配、三浦三九郎） 上巻-P150
K-2-24-94 取締 取締一札之事（炭締方一札） 上巻-P150
K-2-24-95 取締 廻状（博奕取締一件）月番 上巻-P150
K-2-24-96 取締 申渡（市中物騒ニ付終夜張番いたし胡乱の者留置の事） 上巻-P150
K-2-24-97 取締 廻状（伏見の節烟草の火之元注意一件） 上巻-P150
K-2-24-98 取締 申渡（博奕取締） 上巻-P150
K-2-24-99 取締 博奕取締方屋貝武右衛門から高山御役所宛 上巻-P150
K-2-24-100 取締 書付（青山峯之助飛騨国取締之儀御免仰付けられ候） 上巻-P150
K-2-25-1 訴訟 砺波郡柚木村権兵衛掛合扣（米代金不相渡）〈角竹写〉 上巻-P151
K-2-25-2 訴訟 差上申済口證文之事（御普請人足割合訴訟済口） 上巻-P151
K-2-25-3 訴訟 乍恐以書付奉願上候 上巻-P151
K-2-25-4 訴訟 差上申済口証文之事 上巻-P151
K-2-25-5 訴訟 乍恐以書付奉願上候 上巻-P151
K-2-25-6 訴訟 萬日記（出府御訴訟掛合留）谷屋平兵衛 上巻-P151
K-2-25-7 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候（糸代金不相渡出入） 上巻-P151
K-2-25-8 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉願上候（貸米作徳米滞訴訟願） 上巻-P151
K-2-25-9 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉願上候（貸金滞出入） 上巻-P151
K-2-25-10 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉願上候（貸米金出入） 上巻-P151
K-2-25-11 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉願上候（貸金并加地子米滞出入） 上巻-P151
K-2-25-12 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候（貸米金滞出入） 上巻-P152
K-2-25-13 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉願上候（預ケ銀不相渡出入） 上巻-P152
K-2-25-14 訴訟 乍恐以書付奉願上候 上巻-P152
K-2-25-15 訴訟 乍恐以書付御歎奉願上候（貸米金滞出入） 上巻-P152
K-2-25-16 訴訟 乍恐以書付御歎奉願上候（貸金滞に付訴訟） 上巻-P152
K-2-25-17 訴訟 為取替申済口證文写（飛騨国にて買入れたる生糸代の 上巻-P152
K-2-25-18 訴訟 越中富山舟橋向石坂屋弥三郎他壱人ニ拘り貸金出入御訴 上巻-P152
K-2-25-19 訴訟 乍恐以書付御歎奉願上候（貸金出入） 上巻-P152
K-2-25-20 訴訟 乍恐以書付奉歎願候（貸金滞出入） 上巻-P152
K-2-25-21 訴訟 土蔵売買出入一件 上巻-P152
K-2-25-22 訴訟 乍恐以書付奉歎願候（生糸出入一件） 上巻-P152
K-2-25-23 訴訟 執行命令書（貸金請求之訴訟） 上巻-P153
K-2-25-24 訴訟 富山藩家老富田兵部飛州預り失敗自害 上巻-P153
K-2-25-25 訴訟 越中舟倉村他26村貸金滞出入 上巻-P153
K-2-25-26 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候 上巻-P153
K-2-25-27 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉上候（下書） 上巻-P153
K-2-25-28 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候（御米手形相渡不申候出入） 上巻-P153
K-2-25-29 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候 上巻-P153
K-2-25-30 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候 上巻-P153
K-2-25-31 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候 上巻-P153
K-2-25-32 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候 上巻-P154
K-2-25-33 訴訟 乍恐以書付御訴訟奉申上候（貸金滞出入） 上巻-P154
K-2-25-34 訴訟 乍恐以書付御歎奉願上候（薬種代勘定につき出入） 上巻-P154
K-2-26-1 災害－地震 近江国にて最も強烈なりし地震、地震に関する書籍抜書 上巻-P155
K-2-26-2 災害－地震 地震（紙魚のやとり、町年寄日記より）〈角竹写〉 上巻-P155
K-2-26-3 災害－地震 瞽女口説、善光寺地震（松之木邑平野弥藤治写） 上巻-P155
K-2-26-4 災害－地震 善光寺地震状況 上巻-P155
K-2-26-5 災害－地震 書状（安政元年冬の地震の状況） 上巻-P155
K-2-26-6 災害－地震 書状（地震の事あり） 上巻-P155
K-2-26-7 災害－地震 安政5年角川地震御見舞金〈角竹写〉 上巻-P155
K-2-26-8 災害－地震 書状（山中地震の状況）平田彦六宛 上巻-P155
K-2-26-9 災害－地震 安政五午年二月大震ニ付急難見届手帳〈角竹写〉 上巻-P155
K-2-26-10 災害－地震 吉城郡角川組地震災害并御手当方書上帳 上巻-P155
K-2-26-11 災害－地震 吉城郡角川村戸別震災報告書角川村名主記録 上巻-P155
K-2-26-12 災害－地震 安政5年2月飛騨大地震 上巻-P155
K-2-26-13 災害－地震 大地震ニ付急難見届手帳富田 上巻-P155
K-2-26-14 災害－地震 書状（角川大地震の状況）四郎右衛門から善兵衛宛 上巻-P155
K-2-26-15 災害－地震 書状（角川大地震による立山鳴動） 上巻-P155
K-2-26-16 災害－地震 角川大地震災害村への米金其他小前帳他〈角竹写〉 上巻-P155
K-2-26-17 災害－地震 覚（安政6年3月出人足覚） 上巻-P155
K-2-26-18 災害－地震 覚（震災御普請取替金） 上巻-P155
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K-2-26-19 災害－地震 覚（刎技橋囲敷枠普請入用木根伐申付文書） 上巻-P155
K-2-26-20 災害－地震 差入申一札之事（元田村地内刎橋等普請請渡方一件） 上巻-P155
K-2-26-21 災害－地震 差入申御普請下受負證文之事 上巻-P156
K-2-26-22 災害－地震 乍恐以書付奉願上候 上巻-P156
K-2-26-23 災害－地震 達（二ツ屋口御番所木戸建替一件） 上巻-P156
K-2-26-24 災害－地震 覚（二ツ屋口御番所木戸建替ニ付用材免状方） 上巻-P156
K-2-26-25 災害－地震 乍恐以書付奉願上候 上巻-P156
K-2-26-26 災害－地震 覚（震災痛木、山方惣代より専勝寺へ譲渡） 上巻-P156
K-2-26-27 災害－地震 書付を以奉願上候 上巻-P156
K-2-26-28 災害－地震 濃尾地震岐阜市罹災地畧図 上巻-P156
K-2-26-29 災害－地震 濃尾地震概況（岐阜県各郡市別災害概況） 上巻-P156

K-2-26-30 災害－地震
濃尾地震資料（震原及震裂破動線略図、地震面積概表、市郡別地震被害
一覧表）他

上巻-P156

K-2-26-31 災害－地震 江濃地震報告岐阜県岐阜測候所発行 上巻-P156
K-2-26-32 災害－地震 飛騨地震誌（自安永6年至文久元年） 上巻-P156
K-2-26-33 災害－地震 安政5年角川大地震調査報告 上巻-P156
K-2-26-34 災害－地震 飛騨地震誌（自嘉永元年至安政4年） 上巻-P156
K-2-26-35 災害－地震 飛騨に於ける天変地異史 上巻-P156
K-2-26-36 災害－地震 地震第一巻第一号 上巻-P156
K-2-26-37 災害－地震 地震第一巻第三号東大理学部地震学会発行 上巻-P156
K-2-26-38 災害－地震 宝永4年大地震と其余震とに就て 上巻-P157
K-2-26-39 災害－地震 安政年間の地震史料発見〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P157
K-2-26-40 災害－地震 嘉永以来の貴重な地震文献発見〔大阪毎日新聞〕 上巻-P157
K-2-26-41 災害－地震 角川大地震新史料角竹喜登 上巻-P157
K-2-26-42 災害－地震 地震第二巻第四号 上巻-P157
K-2-26-43 災害－地震 嘉永・安政の地震記録発見〔高山通信〕 上巻-P157
K-2-26-44 災害－地震 角川村の大地震の記録三通発見〔高山日日新聞〕 上巻-P157
K-2-26-45 災害－地震 安政5年飛騨角川大地震史料補遺飛騨高山測候所 上巻-P157
K-2-26-46 災害－地震 災害復旧ニ付陳情書 上巻-P157
K-2-26-47 災害－地震 地震記録者としての森宗弘について 上巻-P157
K-2-26-48 災害－地震 高山地方の地震（震源地は白山山脈） 上巻-P157
K-2-26-49 災害－地震 高山地方を震源地とする地震〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P157
K-2-26-50 災害－地震 生ける歴史に聴く“50年前の濃尾大地震” 上巻-P157
K-2-26-51 災害－地震 善光寺地震関係絵図 上巻-P157
K-2-26-52 災害－地震 覚（地震災害普請入用取替金返納金受取） 上巻-P157
K-2-26-53 災害－地震 覚（江戸大地震ニ付御奥江御見舞） 上巻-P157
K-2-26-54 災害－地震 覚（地震災普請入用取替金返納金請取）宇津江村 上巻-P157
K-2-26-55 災害－地震 書状（地震に関することあり） 上巻-P157
K-2-26-56 災害－地震 濃尾地震による各市郡別災害状況 上巻-P157
K-2-26-57 災害－地震 濃尾地震見舞金（斐太中学校職員） 上巻-P157
K-2-26-58 災害－地震 書状（震災見舞礼状） 上巻-P157
K-2-26-59 災害－地震 書状（地震見舞の礼状） 上巻-P157
K-2-26-60 災害－地震 関東大震災映画公開（宣伝パンフレット） 上巻-P157
K-2-26-61 災害－地震 天保5年8月高山地方に地震 上巻-P158
K-2-26-62 災害－地震 濃尾大震今昔物語淵本一 上巻-P158
K-2-26-63 災害－地震 高山町民関東震災罹災者氏名角竹喜登 上巻-P158
K-2-26-64 災害－地震 船津の“衝土断層”〔新聞切抜〕 上巻-P158
K-2-26-65 災害－地震 諸国地震変異録について角竹喜登 上巻-P158
K-2-26-66 災害－火災 定（火付者取締高札写）奉行 上巻-P158
K-2-26-67 災害－火災 高山市史原稿“火災”〈角竹写〉 上巻-P158
K-2-26-68 災害－火災 覚（大工銘々に御礼請、火災等の節は火消相勤るの一札） 上巻-P158
K-2-26-69 災害－火災 覚（飛州高山町類焼之者夫食伺書） 上巻-P158
K-2-26-70 災害－火災 天明の大火（飛州高山町類焼者夫食伺書）〈角竹写〉 上巻-P158
K-2-26-71 災害－火災 高山市史原稿“消防組”〈角竹写〉 上巻-P158
K-2-26-72 災害－火災 書状（国分寺庫裡焼失）滑川屋長三郎宛 上巻-P158
K-2-26-73 災害－火災 類焼ニ付被下木附上帳組頭滑川屋長三郎 上巻-P158
K-2-26-74 災害－火災 「高山町火事」（袋） 上巻-P158
K-2-26-75 災害－火災 類焼御拝借請人名前書帳滑川屋長三郎組 上巻-P158
K-2-26-76 災害－火災 覚（焼失に付借用返済）（下書） 上巻-P158
K-2-26-77 災害－火災 当組内火消諸道具仕立入用取立帳滑川屋長五郎組 上巻-P158
K-2-26-78 災害－火災 火消道具定 上巻-P158
K-2-26-79 災害－火災 御拝借返納取立帳（寛政九年四月御下ケ金之分） 上巻-P158
K-2-26-80 災害－火災 類焼に付御救金拝借請書（壱之町類焼場不残） 上巻-P158
K-2-26-81 災害－火災 覚（高山町類焼拝借金一ケ年返納金高） 上巻-P158
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K-2-26-82 災害－火災 覚（類焼拝借金に関する上納書） 上巻-P158
K-2-26-83 災害－火災 火元の者手鎖召連のこと（弐之町村清左衛門） 上巻-P159
K-2-26-84 災害－火災 天保3年大火の焼失軒数（掲示資料）〈角竹作製〉 上巻-P159
K-2-26-85 災害－火災 普請諸入用覚（類焼に付入用覚）大池 上巻-P159
K-2-26-86 災害－火災 乍恐以書付奉申上候（下書） 上巻-P159
K-2-26-87 災害－火災 出火之節御陣屋詰人足取極書〈角竹写〉 上巻-P159
K-2-26-88 災害－火災 出火之節御陣屋詰人足取極書 上巻-P159
K-2-26-89 災害－火災 書状（火事見舞） 上巻-P159
K-2-26-90 災害－火災 西川原町出火見舞覚、下向町出火見舞覚 上巻-P159
K-2-26-91 災害－火災 嶋川原町出火見舞覚 上巻-P159
K-2-26-92 災害－火災 神明町出火見舞覚 上巻-P159
K-2-26-93 災害－火災 皇室炎上のこと〈角竹記録〉 上巻-P159
K-2-26-94 災害－火災 上向町東側火事見舞覚（谷屋平兵衛記録） 上巻-P159
K-2-26-95 災害－火災 京都大変の出火類焼見舞状（案）大坂屋文助差出 上巻-P159
K-2-26-96 災害－火災 乍恐書付御歎願奉申上候 上巻-P159
K-2-26-97 災害－火災 御見分書 上巻-P159
K-2-26-98 災害－火災 御見分書他（古川町方村大火に関する記録） 上巻-P159
K-2-26-99 災害－火災 御見分書他（石神村、舟津村火災記録） 上巻-P159
K-2-26-100 災害－火災 覚（火消道具修覆に付寄附金請取書） 上巻-P159
K-2-26-101 災害－火災 神明講鹿皮羽織の文献〈角竹写〉 上巻-P159
K-2-26-102 災害－火災 高山市史原稿“火の用心” 上巻-P159
K-2-26-103 災害－火災 高山市史原稿“天災史資料”〈角竹写〉 上巻-P159
K-2-26-104 災害－火災 飛騨史料“天災に関スル材料”（小八賀郷） 上巻-P159
K-2-26-105 災害－火災 覚（寄附金受取書） 上巻-P160
K-2-26-106 災害－火災 證（高山向町出火難渋人施行米受取書） 上巻-P160
K-2-26-107 災害－火災 書状（災害見舞状の礼状）坂田長五郎宛 上巻-P160
K-2-26-108 災害－火災 乍恐以書付御届奉申上候（出火届） 上巻-P160
K-2-26-109 災害－火災 乍恐以書付奉願上候 上巻-P160
K-2-26-110 災害－火災 八軒町青木庄兵衛宅火災見舞覚 上巻-P160
K-2-26-111 災害－火災 乍恐以書付御届ケ奉申上候（出火の節紛失家財道具） 上巻-P160
K-2-26-112 災害－火災 乍恐以書付奉願上候（類焼に付貸家取建願） 上巻-P160
K-2-26-113 災害－火災 石灰自然発火により農具小家焼失 上巻-P160
K-2-26-114 災害－火災 大火事口説苦通口出（高山大火事）作者気儘日間蔵 上巻-P160
K-2-26-115 災害－火災 類焼難渋人救助金請取書 上巻-P160
K-2-26-116 災害－火災 大火事口説苦通口出作者気儘日間蔵 上巻-P160
K-2-26-117 災害－火災 達（高山町失火に付照蓮寺始寺々類焼致候に付勧財等 上巻-P160
K-2-26-118 災害－火災 御届書（類焼に付建家） 上巻-P160
K-2-26-119 災害－火災 桜山八幡宮炎焼次第 上巻-P160
K-2-26-120 災害－火災 失火御届 上巻-P160
K-2-26-121 災害－火災 紛失御届（納屋火災に付銅貨紛失届） 上巻-P160
K-2-26-122 災害－火災 高山消防いろは組史料 上巻-P160
K-2-26-123 災害－火災 失火届国府村戸長岡村俊平から高山警察署古川分署宛 上巻-P160
K-2-26-124 災害－火災 届書（草山出火届、荒家市助持山） 上巻-P161
K-2-26-125 災害－火災 届書（柴山出火届、持主国府町田中金五） 上巻-P161
K-2-26-126 災害－火災 領収證（旗直し賃他）高山消防組からいろは組宛 上巻-P161
K-2-26-127 災害－火災 上申書（出火届）国府村古田甚兵衛 上巻-P161
K-2-26-128 災害－火災 出火御届（国府村菅田源蔵居宅） 上巻-P161
K-2-26-129 災害－火災 出火御届（国府村菅田源蔵居宅） 上巻-P161
K-2-26-130 災害－火災 亦成講社（上申書）高山町消防いろは組 上巻-P161
K-2-26-131 災害－火災 消防入用袋は組年番 上巻-P161
K-2-26-132 災害－火災 記（白山組会計） 上巻-P161
K-2-26-133-1 災害－火災 証（神明講費請取書） 上巻-P161
K-2-26-133-2 災害－火災 覚（諸白書上消防組） 上巻-P161
K-2-26-134 災害－火災 記（縄手出火の節配当金他）消防年番輪組 上巻-P161
K-2-26-135 災害－火災 ポンプ龍吐水修繕費記 上巻-P161
K-2-26-136 災害－火災 換舌（“鎭盟社”姓名） 上巻-P161
K-2-26-137 災害－火災 高山町消防補助金（明治24年度）〈角竹写〉 上巻-P161
K-2-26-138 災害－火災 川西消防交換證馬頭組消防惣代 上巻-P161
K-2-26-139 災害－火災 秋葉講規定 上巻-P161
K-2-26-140 災害－火災 書状（高山大火一件） 上巻-P161
K-2-26-141 災害－火災 岐阜県告示（高山町にて消防組設置） 上巻-P161
K-2-26-142 災害－火災 高山町北区に消防組設置の件高山町長永田吉右衛門 上巻-P161
K-2-26-143 災害－火災 高山町告示第25号 上巻-P161
K-2-26-144 災害－火災 空町火災のため義捐一件 上巻-P161



資料番号 参考大項目 資料名
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K-2-26-145 災害－火災 舟津町大火による義捐金募集の件 上巻-P162
K-2-26-146 災害－火災 事務引継演説書（火防用喞筒四台購求ノ件） 上巻-P162
K-2-26-147 災害－火災 火事見舞礼状森七左衛門屋貝権四郎から川嶋知二宛 上巻-P162
K-2-26-148 災害－火災 出火の際焚出方御用達礼状 上巻-P162
K-2-26-149 災害－火災 高山消防組の葛藤に就て〔高山新報〕 上巻-P162
K-2-26-150 災害－火災 国府村名張長瀬勝之助方より発火〔高山新報〕 上巻-P162
K-2-26-151 災害－火災 高山消防（高山町火災年表火災図他） 上巻-P162
K-2-26-152 災害－火災 船津町大火の節義捐金並慰問品礼状、明細表 上巻-P162
K-2-26-153 災害－火災 船津町火災状況、火災略図 上巻-P162
K-2-26-154 災害－火災 船津町の大火〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P162
K-2-26-155 災害－火災 本県最初の消防葬〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P162
K-2-26-156 災害－火災 飛騨高山の放火（日枝神社と南小学校）〔新聞〕 上巻-P162
K-2-26-157 災害－火災 川西村尾崎の罹災救助金（川西村の大火）〔新聞〕 上巻-P162
K-2-26-158 災害－火災 高山町防護分団規約高山町防護分団 上巻-P162
K-2-26-159 災害－火災 防空演習計画概要高山町 上巻-P162
K-2-26-160 災害－火災 高山市港町火災見舞御礼杉山巳之吉他 上巻-P162
K-2-26-161 災害－火災 飛騨木工工場失火〔新聞〕 上巻-P162
K-2-26-162-1 災害－火災 白川村の火事（寺院他八戸全焼）〔新聞〕 上巻-P162
K-2-26-162-2 災害－火災 白川村に山津浪（埋没家屋18むね）〔新聞〕 上巻-P162
K-2-26-163 災害－火災 高山市警防会舘建設予算高山市警防団団長日下部礼一 上巻-P162
K-2-26-164 災害－火災 高山市消防団条例設定について高山市長日下部礼一 上巻-P162
K-2-26-165 災害－火災 本町五丁目高水先生宅火災御見舞の件 上巻-P162
K-2-26-166-1 災害－火災 高山大火の損失〔飛騨新聞〕 上巻-P162
K-2-26-166-2 災害－火災 高山の大火（高山幼稚園より出火）〔飛騨新聞〕 上巻-P162
K-2-26-167 災害－火災 堀端の火事〔新聞〕 上巻-P162
K-2-26-168 災害－火災 高山別院前の大火（円竜寺、了泉寺他） 上巻-P162
K-2-26-169 災害－火災 近火御見舞御礼（花里町四丁目久美愛病院） 上巻-P162
K-2-26-170 災害－火災 火災見舞、近火見舞御礼（七日町火災他） 上巻-P162
K-2-26-171 災害－火災 急廻状（殿様御直被仰渡趣火之元第一など注意） 上巻-P163
K-2-26-172 災害－火災 村井様雷火にて御焼失即日之御音物 上巻-P163
K-2-26-173 災害－火災 火事見舞品書上 上巻-P163
K-2-26-174 災害－火災 学校御休見所北緑側下怪火にて集燗相成御分取調書 上巻-P163
K-2-26-175 災害－火災 高根村火災義捐金〈角竹記録〉 上巻-P163
K-2-26-176 災害－火災 乍恐口上書を以奉願上候（夜番所売払い一件） 上巻-P163
K-2-26-177 災害－火災 塩屋村円徳寺・作兵衛宅（打毀の居宅、土蔵調） 上巻-P163
K-2-26-178 災害－火災 古川町大火の33年祭〔新聞〕 上巻-P163
K-2-26-179 災害－火災 覚（吐水式柄請取書）江戸日本橋通中川清吉 上巻-P163
K-2-26-180 災害－火災 写真（旧消防組の纏） 上巻-P163
K-2-26-181 災害－火災 東京市及近郊焼失区域表 上巻-P163

K-2-26-182
災害－水害・流
行病・飢饉他

高山市史原稿“水害”〈角竹写〉 上巻-P163

K-2-26-183
災害－水害・流
行病・飢饉他

花里村虫害に依り年貢一作引〈角竹写〉 上巻-P163

K-2-26-184
災害－水害・流
行病・飢饉他

乍恐以書付奉願上候 上巻-P163

K-2-26-185
災害－水害・流
行病・飢饉他

古城跡雪折木 上巻-P163

K-2-26-186
災害－水害・流
行病・飢饉他

高山市史原稿“天保飢饉”〈角竹写〉 上巻-P163

K-2-26-187
災害－水害・流
行病・飢饉他

天保3年の飢饉（青屋村）〈角竹写〉 上巻-P163

K-2-26-188
災害－水害・流
行病・飢饉他

高山市史原稿“天保の飢饉”〈角竹写〉 上巻-P163

K-2-26-189
災害－水害・流
行病・飢饉他

天保飢饉に関し益田郡馬瀬村蓮光寺、桂林寺過去帳調 上巻-P163

K-2-26-190
災害－水害・流
行病・飢饉他

飆（中仙道筋野上） 上巻-P163

K-2-26-191
災害－水害・流
行病・飢饉他

飛騨の天保大饑饉角竹喜登 上巻-P163

K-2-26-192
災害－水害・流
行病・飢饉他

饑年要録完 上巻-P164

K-2-26-193
災害－水害・流
行病・飢饉他

天保饑饉碑（北ケ洞旧墓地）〈角竹写〉 上巻-P164
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K-2-26-194
災害－水害・流
行病・飢饉他

北ケ洞天保饑饉碑写真、拓本 上巻-P164

K-2-26-195
災害－水害・流
行病・飢饉他

天保十一年歳次庚子之略運気 上巻-P164

K-2-26-196
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（富山の疱瘡大流行）谷屋平兵衛から安兵衛宛 上巻-P164

K-2-26-197
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（犬の病流行）安兵衛から母宛 上巻-P164

K-2-26-198
災害－水害・流
行病・飢饉他

農諭記鈴木武助正長著（文化2年） 上巻-P164

K-2-26-199
災害－水害・流
行病・飢饉他

大風津浪并出火場所附写 上巻-P164

K-2-26-200
災害－水害・流
行病・飢饉他

富山県真川付近出水後登山見届之略図角竹喜登 上巻-P164

K-2-26-201
災害－水害・流
行病・飢饉他

吉城郡元田村刎橋懸替御普請御目論見帳写 上巻-P164

K-2-26-202
災害－水害・流
行病・飢饉他

乍恐以書付奉申上候 上巻-P164

K-2-26-203
災害－水害・流
行病・飢饉他

乍恐以書付奉願上候（非常の節人数差配方御免願） 上巻-P164

K-2-26-204
災害－水害・流
行病・飢饉他

乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P164

K-2-26-205
災害－水害・流
行病・飢饉他

乍恐以書付御届奉申上候（大雨出水にて石垣欠損） 上巻-P164

K-2-26-206
災害－水害・流
行病・飢饉他

御願書（宮川大雨出水に付願書） 上巻-P164

K-2-26-207
災害－水害・流
行病・飢饉他

願書（安川通七日町堤防石垣出水にて欠所） 上巻-P164

K-2-26-208
災害－水害・流
行病・飢饉他

暴風雨被害報告 上巻-P164

K-2-26-209
災害－水害・流
行病・飢饉他

農商工公報（飢饉の戒）丹生川村長中村清彦蔵書 上巻-P164

K-2-26-210
災害－水害・流
行病・飢饉他

明治30年度協議費歳入出予算 上巻-P164

K-2-26-211
災害－水害・流
行病・飢饉他

達（各地洪水に付容易ならざる災害諸事質素にすべし） 上巻-P164

K-2-26-212
災害－水害・流
行病・飢饉他

岐阜県大野郡高山町明治29年度山地崩壊に係る臨時歳入出総計精算 上巻-P165

K-2-26-213
災害－水害・流
行病・飢饉他

東北地方饑饉実況（青森、岩手、宮城、福島県下） 上巻-P165

K-2-26-214
災害－水害・流
行病・飢饉他

硫黄岳噴火〈角竹記録〉 上巻-P165

K-2-26-215
災害－水害・流
行病・飢饉他

水害史料（43年8月9日の大水害による各地の被害） 上巻-P165

K-2-26-216
災害－水害・流
行病・飢饉他

大正元年9月県下大暴風史料〔岐阜日々新聞〕 上巻-P165

K-2-26-217
災害－水害・流
行病・飢饉他

暴風雨の為折損木届八軒町稲荷神社 上巻-P165

K-2-26-218
災害－水害・流
行病・飢饉他

北飛の大水害〔高山タイムス〕 上巻-P165

K-2-26-219
災害－水害・流
行病・飢饉他

大正9年6月28日洪水報告岐阜県高山測候所 上巻-P165

K-2-26-220
災害－水害・流
行病・飢饉他

水害地調査図（美濃） 上巻-P165

K-2-26-221
災害－水害・流
行病・飢饉他

今朝の大雨報告第一報，第二報 上巻-P165

K-2-26-222
災害－水害・流
行病・飢饉他

飛騨大洪水〔岐阜日々新聞〕 上巻-P165

K-2-26-223
災害－水害・流
行病・飢饉他

写真（宮川水害神明町鎌倉堤防決壊） 上巻-P165

K-2-26-224
災害－水害・流
行病・飢饉他

宮川の水害と経塚位置図 上巻-P165

K-2-26-225
災害－水害・流
行病・飢饉他

写真（高山の大雪） 上巻-P165
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K-2-26-226
災害－水害・流
行病・飢饉他

昭和10年6月28日、29日水災被害〈角竹記録〉 上巻-P165

K-2-26-227
災害－水害・流
行病・飢饉他

大名田町江名子中田作治家族3名豪雨による壓死 上巻-P165

K-2-26-228
災害－水害・流
行病・飢饉他

昭和11年1、2月雪害〈角竹記録〉 上巻-P165

K-2-26-229
災害－水害・流
行病・飢饉他

高山線一夜に95回の雪崩〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P165

K-2-26-230
災害－水害・流
行病・飢饉他

上宝村水禍被害〔新聞切抜〕 上巻-P165

K-2-26-231
災害－水害・流
行病・飢饉他

保木の山崩〔新聞切抜〕 上巻-P165

K-2-26-232
災害－水害・流
行病・飢饉他

本邦天候史年表山澤金五郎編 上巻-P165

K-2-26-233
災害－水害・流
行病・飢饉他

天生峠越え電工遭難〔新聞切抜〕 上巻-P165

K-2-26-234
災害－水害・流
行病・飢饉他

大正の大水災坂下村教育委員会編 上巻-P165

K-2-26-235
災害－水害・流
行病・飢饉他

60年ぶりの寒波〔飛騨民報〕 上巻-P165

K-2-26-236
災害－水害・流
行病・飢饉他

冷害状況（高山市） 上巻-P165

K-2-26-237
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（疱瘡神送り） 上巻-P165

K-2-26-238
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（瘡疾を患い、その経過を伝える） 上巻-P165

K-2-26-239
災害－水害・流
行病・飢饉他

鈴木只七来状（昨年ハ田作虫付近年ノ不熟） 上巻-P166

K-2-26-240
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（小豆沢六月三日氷降る） 上巻-P166

K-2-26-241
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（益田川大洪水）重雄から井上利右衛門宛 上巻-P166

K-2-26-242
災害－水害・流
行病・飢饉他

損地請書（大雨出水にて田畑水押） 上巻-P166

K-2-26-243
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（はじか流行） 上巻-P166

K-2-26-244
災害－水害・流
行病・飢饉他

飛騨山脈火山爆発の一記録角竹喜登 上巻-P166

K-2-26-245
災害－水害・流
行病・飢饉他

書状（三日ころりの大流行） 上巻-P166

K-2-26-246
災害－水害・流
行病・飢饉他

天保の大飢饉史料角竹喜登 上巻-P166

K-2-26-247
災害－水害・流
行病・飢饉他

写真（天保飢饉供養碑） 上巻-P166

K-2-26-248
災害－水害・流
行病・飢饉他

天保飢饉の笹の実記録 上巻-P166

K-2-27-1 救恤 大八賀郷瀧村夫食御拂米願写〈角竹記録〉 上巻-P167
K-2-27-2 救恤 「新張村連判米・籾借用証文」（袋） 上巻-P167
K-2-27-2-1 救恤 籾借用仕連判証文之事 上巻-P167
K-2-27-2-2 救恤 米籾借用仕連判証文之事 上巻-P167
K-2-27-2-3 救恤 借用仕連判証文之事（米籾借用） 上巻-P167
K-2-27-3 救恤 覚（夫食三十ケ年賦請取書） 上巻-P167
K-2-27-4 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P167
K-2-27-5 救恤 乍恐奉願上候（百姓御手当米例年通り拝借願） 上巻-P167
K-2-27-6 救恤 覚（高山三町貯夫食穀類） 上巻-P167
K-2-27-7 救恤 「御役所御貸附金拝借証文」（袋） 上巻-P167
K-2-27-7-1 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P167
K-2-27-7-2 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P167
K-2-27-7-3 救恤 御貸附拝借証文之事 上巻-P167
K-2-27-7-4 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P167
K-2-27-7-5 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P167
K-2-27-7-6 救恤 御操（繰）替借用金済方規定証文之事 上巻-P167
K-2-27-7-7 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P168
K-2-27-7-8 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P168
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K-2-27-7-9 救恤 御貸附金拝借証文之事 上巻-P168
K-2-27-7-10 救恤 御手当金拝借証文之事 上巻-P168
K-2-27-7-11 救恤 金子借用証文之事 上巻-P168
K-2-27-7-12 救恤 乍恐以書付奉願上候（貸附金返納残金の四ケ年賦上納願） 上巻-P168
K-2-27-8 救恤 天保元年より同九年高山三町囲籾石数書上 上巻-P168
K-2-27-9 救恤 貯夫食高年々納高留帳一色村名主甚助 上巻-P168
K-2-27-10 救恤 むかしが志ん年之写 上巻-P168
K-2-27-11 救恤 高山町施米人別改之覚帳滑川屋長五郎 上巻-P168
K-2-27-12 救恤 「天保八年御手当金拝借願」（袋） 上巻-P168
K-2-27-12-1 救恤 願書（森部村違作にて難渋ニ付御貸附金拝借願） 上巻-P168
K-2-27-12-2 救恤 乍恐以書付奉願上候（折敷地村困窮ニ付御貸附金拝借願） 上巻-P168
K-2-27-12-3 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P168
K-2-27-13 救恤 作食米借用証文之事 上巻-P168
K-2-27-14 救恤 御年貢金御貸附金諸万雑金共借用証文之事 上巻-P168
K-2-27-15 救恤 覚（高山三町貯夫食籾石数） 上巻-P169
K-2-27-16 救恤 大野郡一色村・六厩村・惣則村貯夫食小前帳 上巻-P169
K-2-27-17 救恤 乍恐以書付奉申上候（囲穀出金願） 上巻-P169
K-2-27-18 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P169
K-2-27-19 救恤 覚（凶年手当囲穀代上納請取） 上巻-P169
K-2-27-20 救恤 覚（凶年手当囲籾代上納受取書） 上巻-P169
K-2-27-21 救恤 御願写（天明度々振合を以年々豊凶ニ隋ひ村々ニテ囲穀仕度歎願書） 上巻-P169
K-2-27-22 救恤 奉差上御請証文之事（凶年御備御囲籾蔵鍵預り証） 上巻-P169
K-2-27-23 救恤 奉差上御請証文の事〈角竹写〉 上巻-P169
K-2-27-24 救恤 覚（囲籾買上代金并蔵元エ持送駄賃金請取書） 上巻-P169
K-2-27-25 救恤 覚（囲籾買上代金并蔵元エ持送駄賃金請取書）〈角竹写〉 上巻-P169
K-2-27-26 救恤 窮民救方仕法金請取 上巻-P169
K-2-27-27 救恤 窮民救方仕法金請取 上巻-P169
K-2-27-28 救恤 窮民救方仕法金請取書 上巻-P169
K-2-27-29 救恤 上納御役所御用金御手形（御囲石代金上納受取書） 上巻-P169
K-2-27-30 救恤 覚（御囲石代金上納請取） 上巻-P170
K-2-27-31 救恤 覚（高山町難渋人エ施米受取） 上巻-P170
K-2-27-32 救恤 覚（難渋人エ施米請取） 上巻-P170
K-2-27-33 救恤 覚（困窮人エ施物請取） 上巻-P170
K-2-27-34 救恤 覚（高山町難渋人エ施物請取） 上巻-P170
K-2-27-35 救恤 覚（高山町難渋のものへ売渡米損賦割合出金請取） 上巻-P170
K-2-27-36 救恤 覚（高山町難渋のものへ売渡米損賦割合出金請取書） 上巻-P170
K-2-27-37 救恤 「桐山源兵衛宛請取書」（袋） 上巻-P170
K-2-27-37-1 救恤 覚（高山町難渋之ものへ売渡米損賦割合出金請取） 上巻-P170
K-2-27-37-2 救恤 覚（難渋人エ施米請取） 上巻-P170
K-2-27-37-3 救恤 覚（高山町難渋人エ施物請取） 上巻-P170
K-2-27-38 救恤 觸状（蔵米貸出金年賦済方の件） 上巻-P170
K-2-27-39 救恤 囲籾買上代金渡シ書郡中会所から宮村宛 上巻-P170
K-2-27-40 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P170
K-2-27-41 救恤 覚（凶年手当囲穀代上納請取）大野郡藤瀬村宛 上巻-P170
K-2-27-42 救恤 書状（難渋人施物の件）谷屋安兵衛から父上宛 上巻-P170
K-2-27-43 救恤 書状（難渋の者に施物のことについて他） 上巻-P170
K-2-27-44 救恤 申渡（高山町米高値ニ付難渋人へ囲米渡しの件） 上巻-P170
K-2-27-45 救恤 御沙汰書写 上巻-P171
K-2-27-46 救恤 卯七月廿九日御沙汰書写〈角竹写〉 上巻-P171
K-2-27-47 救恤 申渡（難渋の者共へ施銭のこと誉状） 上巻-P171
K-2-27-48 救恤 申渡〈角竹写〉 上巻-P171
K-2-27-49 救恤 申渡〈角竹写〉 上巻-P171
K-2-27-50 救恤 覚（御用米各村配分覚） 上巻-P171
K-2-27-51 救恤 記（蓄穀金受取書） 上巻-P171
K-2-27-52 救恤 川上郷山田籾蔵諸入用 上巻-P171
K-2-27-53 救恤 御貸附金拝借証文之事（高山御役所取扱金） 上巻-P171
K-2-27-54 救恤 饑饉の備 上巻-P171
K-2-27-55 救恤 差出申規定証文之事 上巻-P171
K-2-27-56 救恤 囲籾・干飯一件書物 上巻-P171
K-2-27-57 救恤 差上申御請証文之事（窮民救方仕法五百両出金の事） 上巻-P171
K-2-27-58 救恤 囲籾蔵入用金拝借証文并質地証文大野郡高山町方 上巻-P171
K-2-27-59 救恤 書状（難渋者調方の件） 上巻-P171
K-2-27-60 救恤 高山町小前必至難渋之もの取調帳（町会所にて御願の写） 上巻-P171
K-2-27-61 救恤 覚（小前喰継ノ為米町会所エ差出覚書） 上巻-P171
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K-2-27-62 救恤 飛州夫食米引取方諸用録船坂半右衛門・上原清蔵 上巻-P171
K-2-27-63 救恤 大野郡一色組難渋人囲籾拝借返納割賦小前帳 上巻-P172
K-2-27-64 救恤 印鑑（高山町夫食米印）飛州高山町町年寄 上巻-P172
K-2-27-65 救恤 印鑑（高山町夫食米印） 上巻-P172
K-2-27-66 救恤 夫食米貸与書上 上巻-P172
K-2-27-67 救恤 夫食米買入并仕送高巨細仕訳帳 上巻-P172
K-2-27-68 救恤 夫食米高書上（不足夫食五拾ケ年割合囲候積り壱年分） 上巻-P172
K-2-27-69 救恤 高山町貯夫食御伺書 上巻-P172
K-2-27-70 救恤 貯夫食方の心得御請書 上巻-P172
K-2-27-71 救恤 書付写（御救夫食種代拝借三十ケ年賦返納） 上巻-P172
K-2-27-72 救恤 「益田郡囲籾蔵取建用木処分ニ就テ願書」（袋） 上巻-P172
K-2-27-72-1 救恤 乍恐以書付奉願上候（囲籾蔵取締申度伐木願） 上巻-P172
K-2-27-72-2 救恤 乍恐以書付奉願上候（囲籾蔵取建残木は白木稼仕度願） 上巻-P172
K-2-27-72-3 救恤 乍恐以書付奉願上候（蓄穀蔵入用木村方へ下置かれ度） 上巻-P172
K-2-27-72-4 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P172
K-2-27-72-5 救恤 乍恐以書付奉願上候（蓄穀蔵入用木村稼ニ下置かれ度） 上巻-P172
K-2-27-72-6 救恤 乍恐以書付奉願上候（村囲籾蔵建替申度） 上巻-P172
K-2-27-72-7 救恤 乍恐書付を以奉願上候 上巻-P172
K-2-27-72-8 救恤 乍恐以書附を奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-9 救恤 乍恐書付を以奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-10 救恤 乍恐以書付奉願上候（囲穀蔵取建木御免状返納願） 上巻-P173
K-2-27-72-11 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-12 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-13 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-14 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-15 救恤 乍恐以書付奉願上候（囲籾蔵切縮取建願） 上巻-P173
K-2-27-72-16 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-17 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-18 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P173
K-2-27-72-19 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P174
K-2-27-72-20 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P174
K-2-27-72-21 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P174
K-2-27-72-22 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P174
K-2-27-73 救恤 益田郡黒石村・川上村蓄穀代金上納帳 上巻-P174
K-2-27-74 救恤 蓄穀御仕法金上納取調小前書上帳 上巻-P174
K-2-27-75 救恤 覚（蓄穀代金上納帳） 上巻-P174
K-2-27-76 救恤 乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P174
K-2-27-77 救恤 奉差上御請証文之事（難渋人御手当扶持米御請証文） 上巻-P174
K-2-27-78 救恤 乍恐以書付奉願上候（御救米拝借願） 上巻-P174
K-2-27-79 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P174
K-2-27-80 救恤 乍恐以書付奉願上候（御番所扶持米拝借願） 上巻-P174
K-2-27-81 救恤 乍恐以書付奉願上（下馬瀬口御番所扶持方米拝借願） 上巻-P174
K-2-27-82 救恤 天朝より御手当米難渋人へ割渡文書 上巻-P174
K-2-27-83 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P175
K-2-27-84 救恤 乍恐以書付奉願上候（蓄穀蔵入用木下され度願） 上巻-P175
K-2-27-85 救恤 乍恐以書付奉願上候（蓄穀蔵入用木白木稼願） 上巻-P175
K-2-27-86 救恤 干飯預り証文之事 上巻-P175
K-2-27-87 救恤 乍恐書付を以奉願上候 上巻-P175
K-2-27-88 救恤 奉差上御預り証文之事　（馬場郷蔵詰籾） 上巻-P175
K-2-27-89 救恤 乍恐以書付奉願上候 上巻-P175
K-2-27-90 救恤 乍恐以書付奉願上候（御救米拝借願） 上巻-P175
K-2-27-91 救恤 覚（蓄穀代上納請取） 上巻-P175
K-2-27-92 救恤 乍恐以書付奉歎願候（夫食米買入ニ付拝借金返納一件） 上巻-P175
K-2-27-93 救恤 「囲籾詰替」（袋） 上巻-P175
K-2-27-93-1 救恤 乍恐以書付奉願上候（高山町蓄穀詰替の件） 上巻-P175
K-2-27-93-2 救恤 乍恐以書付奉願上候（蓄穀詰替之件） 上巻-P175
K-2-27-94 救恤 願書写（高山表類焼凍餒者救助加入願） 上巻-P175
K-2-27-95 救恤 假受取証書（清国北部饑民賑恤金） 上巻-P175
K-2-27-96 救恤 饑饉の遠慮開産社施設管野清人女史 上巻-P176
K-2-27-97 救恤 明治十三年度下半期備荒儲蓄金精算報告書 上巻-P176
K-2-27-98 救恤 記（共有籾貸与の件） 上巻-P176
K-2-27-99 救恤 明治二十一年度備荒儲蓄金地租割納付書 上巻-P176
K-2-27-100 救恤 達（高山町共有囲籾公売の件） 上巻-P176
K-2-27-101 救恤 濃尾地震義捐金領収書 上巻-P176
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K-2-27-102 救恤 写真（干飯入箱蓋書）高山町 上巻-P176
K-2-27-103 救恤 賞状（震災被害者救恤ニ付） 上巻-P176
K-2-27-104 救恤 震災救恤金褒状 上巻-P176
K-2-27-105 救恤 区第三九号 上巻-P176
K-2-27-106 救恤 褒状（高山町空町火災の罹災者救恤金） 上巻-P176
K-2-27-107 救恤 海嘯ノ際羅災者救恤の褒状 上巻-P176
K-2-27-108 救恤 三陸海嘯羅災者救恤金賞状 上巻-P176
K-2-27-109 救恤 訓示（勤倹貯蓄ニ関スル） 上巻-P176
K-2-27-110 救恤 凶作ニ因ル窮民救恤の褒状 上巻-P176
K-2-27-111 救恤 荘川・白川・清見三村凶歉救済義捐金品募集広告 上巻-P176
K-2-27-112 救恤 洪水被害救済金について〈角竹記録〉 上巻-P176
K-2-27-113 救恤 本町公有金元区分取調清算書 上巻-P177
K-2-27-114 救恤 書状（愛知県下震災義捐金の件） 上巻-P177
K-2-27-115 救恤 吉城郡水害羅災者救助金納附書 上巻-P177
K-2-27-116 救恤 奥丹後地方地震義捐金募集趣意書、明細他 上巻-P177
K-2-27-117 救恤 災害復興に付飛騨住民の奮起を望む 上巻-P177
K-2-27-118 救恤 豊田郡代の義倉と開産社〔新聞切抜〕 上巻-P177
K-2-27-119 救恤 天保のキキンにも一役“ササの実”古文書を発見 上巻-P177
K-2-27-120 救恤 高山市史資料“救恤”〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-121 救恤 高山市史資料“救恤”〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-122 救恤 高山市史資料“備荒蓄穀関係”〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-123 救恤 政治史の内備荒蓄穀史料〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-124 救恤 市史原稿“貯夫食関係”〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-125 救恤 貯夫食関係史料写〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-126 救恤 高山市史資料“貯夫食関係史料写”〈角竹記録〉 上巻-P177
K-2-27-127 救恤 救荒雑食集三餘亭施印 上巻-P177

K-2-28-1
土木・水利－
道・橋

御普請所ケ所明細帳下書 上巻-P179

K-2-28-2
土木・水利－
道・橋

乍恐書付を以奉願上候御事 上巻-P179

K-2-28-3
土木・水利－
道・橋

「中橋普請記録」（袋） 上巻-P179

K-2-28-3-1
土木・水利－
道・橋

預り申金子之事（中橋普請木元伐出し方ニ前借の件） 上巻-P179

K-2-28-3-2
土木・水利－
道・橋

乍恐以書付御歎奉申上候（中橋修覆御普請願） 上巻-P179

K-2-28-3-3
土木・水利－
道・橋

中橋并水刎御普請諸入用勘定帳 上巻-P179

K-2-28-3-4
土木・水利－
道・橋

寛政七卯ヨリ巳年迄中橋普請金割合取立帳 上巻-P179

K-2-28-3-5
土木・水利－
道・橋

中橋普請金小前割返帳滑川屋組 上巻-P179

K-2-28-3-6
土木・水利－
道・橋

中橋普請金取立帳集人次右衛門他2人 上巻-P179

K-2-28-3-7
土木・水利－
道・橋

中橋御普請御入用帳 上巻-P179

K-2-28-3-8
土木・水利－
道・橋

差上申証文之事（下書）（中橋大破に付余荷金の件） 上巻-P179

K-2-28-4
土木・水利－
道・橋

「中橋普請文書」（袋） 上巻-P179

K-2-28-4-1
土木・水利－
道・橋

乍恐書付を以奉願上候御書（下書） 上巻-P179

K-2-28-4-2
土木・水利－
道・橋

覚（中橋普請返金請取） 上巻-P179

K-2-28-4-3
土木・水利－
道・橋

覚（中橋普請金請取書） 上巻-P179

K-2-28-4-4
土木・水利－
道・橋

中橋御普請入用立替金請取通 上巻-P179

K-2-28-4-5
土木・水利－
道・橋

中橋御普請御入用帳 上巻-P180

K-2-28-4-6
土木・水利－
道・橋

覚（中橋普請取替金受取書） 上巻-P180

K-2-28-4-7
土木・水利－
道・橋

覚（中橋取替金請取） 上巻-P180



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-28-4-8
土木・水利－
道・橋

廻章（中橋御普請前借金のこと） 上巻-P180

K-2-28-4-9
土木・水利－
道・橋

廻状（中橋繕御普請の前借御下ケ金のこと） 上巻-P180

K-2-28-4-10
土木・水利－
道・橋

覚（中橋普請金金荷割合） 上巻-P180

K-2-28-4-11
土木・水利－
道・橋

覚（中橋普請金） 上巻-P180

K-2-28-4-12
土木・水利－
道・橋

書付（中橋残木売払の件）組頭 上巻-P180

K-2-28-4-13
土木・水利－
道・橋

口演（中橋普請の件） 上巻-P180

K-2-28-4-14
土木・水利－
道・橋

中橋残木書上 上巻-P180

K-2-28-5
土木・水利－
道・橋

吉城郡角川村金荷御普請所仕様帳写名主茂兵衛 上巻-P180

K-2-28-6
土木・水利－
道・橋

覚（壱之町下石垣普請入用金受取） 上巻-P180

K-2-28-7
土木・水利－
道・橋

中尾峠新道切塞一件（写）〈角竹記録〉 上巻-P180

K-2-28-8
土木・水利－
道・橋

（郡代様江戸表御越に付往来道筋修繕のため出役のこと） 上巻-P180

K-2-28-9
土木・水利－
道・橋

高山中橋御普請御用木写（千光寺山内元伐の分） 上巻-P180

K-2-28-10
土木・水利－
道・橋

乍恐以書付奉願上候（弥生橋東詰出水のため掘欠し埋枠に新牢屋屋敷に
ある木品を使い度）

上巻-P180

K-2-28-11
土木・水利－
道・橋

乍恐以書付奉願上候（鍛治橋敷坂朽腐に付取繕申度） 上巻-P180

K-2-28-12
土木・水利－
道・橋

願書（万人講引渡橋史料） 上巻-P180

K-2-28-13
土木・水利－
道・橋

乍恐奉御願上候（文童子峠切替について見分願） 上巻-P180

K-2-28-14
土木・水利－
道・橋

久々野村山梨村普請場書上扣帳山なし村 上巻-P180

K-2-28-15
土木・水利－
道・橋

御願書（宮川懸渡板橋出水に破損に付修覆願） 上巻-P181

K-2-28-16
土木・水利－
道・橋

達（道路橋梁修繕の注意書） 上巻-P181

K-2-28-17
土木・水利－
道・橋

達（道路橋梁修築における規則） 上巻-P181

K-2-28-18
土木・水利－
道・橋

達（道路の等級について） 上巻-P181

K-2-28-19
土木・水利－
道・橋

廻状（国中余荷割を以て道路橋梁堤防修繕の経費取調差出べく旨）高山支
庁

上巻-P181

K-2-28-20
土木・水利－
道・橋

辞令（道路世話掛） 上巻-P181

K-2-28-21
土木・水利－
道・橋

布達（道路世話掛申付及び心得書） 上巻-P181

K-2-28-22
土木・水利－
道・橋

達（道路道巾のこと及び等級） 上巻-P181

K-2-28-23
土木・水利－
道・橋

通知書（里程標建設方取計の件） 上巻-P181

K-2-28-24
土木・水利－
道・橋

御届書（旧名筋違橋を櫻橋と改称） 上巻-P181

K-2-28-25
土木・水利－
道・橋

越中国江戸往還新道開発費有志募集記 上巻-P181

K-2-28-26
土木・水利－
道・橋

道巾歩擴願（絵図付） 上巻-P181

K-2-28-27
土木・水利－
道・橋

届書（広瀬橋流出） 上巻-P181

K-2-28-28
土木・水利－
道・橋

願書（宮川通橋梁大破に付金荷割を以て修繕申付られ度） 上巻-P181

K-2-28-29
土木・水利－
道・橋

岐阜県令街路取繕規則岐阜県知事小崎利準 上巻-P181



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-28-30
土木・水利－
道・橋

願書（飛騨国道路改修事業）〈角竹記録〉 上巻-P181

K-2-28-31
土木・水利－
道・橋

岐阜県令第弐拾弐号（飛騨国道路改修補助費支出予算） 上巻-P182

K-2-28-32
土木・水利－
道・橋

潰シ地免租願（道路新設絵図付） 上巻-P182

K-2-28-33
土木・水利－
道・橋

飛騨国道路橋梁維持規則 上巻-P182

K-2-28-34
土木・水利－
道・橋

願書（聨合橋修繕費のこと） 上巻-P182

K-2-28-36
土木・水利－
道・橋

高山町鍛治橋架設費出入成議案 上巻-P182

K-2-28-37
土木・水利－
道・橋

祝詞（鍛治橋渡橋式）古川町長後藤重秀 上巻-P182

K-2-28-38
土木・水利－
道・橋

公告（枡形・弥生・聨合橋土木工事入札の件） 上巻-P182

K-2-28-39
土木・水利－
道・橋

請願書（聨合橋復旧架設の件） 上巻-P182

K-2-28-40
土木・水利－
道・橋

鍛治橋架設費并諸費収支精算報告書 上巻-P182

K-2-28-41
土木・水利－
道・橋

明治丗二年七月二十二日委員会決議 上巻-P182

K-2-28-42
土木・水利－
道・橋

筏橋渡始式執行〈角竹記録〉 上巻-P182

K-2-28-43
土木・水利－
道・橋

魚屋横丁通道路修繕ニ付注意依頼 上巻-P182

K-2-28-44
土木・水利－
道・橋

合崎道路問題、益田川架橋〔高山新報〕 上巻-P182

K-2-28-45
土木・水利－
道・橋

大名田の道路問題〔高山新報〕 上巻-P182

K-2-28-46
土木・水利－
道・橋

飛騨交通道路改修急務〔飛騨日報〕 上巻-P182

K-2-28-47
土木・水利－
道・橋

意見書（海老坂貫通道路予算編入の件） 上巻-P182

K-2-28-48
土木・水利－
道・橋

昭和四年度町費寄附許可申請 上巻-P182

K-2-28-49
土木・水利－
道・橋

荘川道路等の臨時県会〔岐阜新聞号外〕 上巻-P182

K-2-28-50
土木・水利－
道・橋

荘川道路等の臨時県会平穏に終る〔岐阜新聞号外〕 上巻-P182

K-2-28-51
土木・水利－
道・橋

安房峠改築工事起工式〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P182

K-2-28-52
土木・水利－
道・橋

高山市土木課事業状況調 上巻-P182

K-2-28-53
土木・水利－
道・橋

美女峠改修陳情〔高山市民時報〕 上巻-P182

K-2-28-54
土木・水利－
道・橋

山櫻橋いよいよ着工〔高山市民時報〕 上巻-P182

K-2-28-55
土木・水利－
道・橋

国分寺通りと駅前新道舗装〔高山市民時報〕 上巻-P183

K-2-28-56
土木・水利－
道・橋

県道高山－松本間（安房峠経由）を早急に国道編入方についての陳情書 上巻-P183

K-2-28-57
土木・水利－
道・橋

市の中心“宮川”に新橋工事着手〔飛騨ウイークリー〕 上巻-P183

K-2-28-58
土木・水利－
道・橋

宮川の新橋“柳橋”と命名〔飛騨ウイークリー〕 上巻-P183

K-2-28-59
土木・水利－
道・橋

国分寺通り舗装着工は三月〔高山市民時報〕 上巻-P183

K-2-28-60
土木・水利－
道・橋

国分寺通り舗装に貯金〔高山市民時報〕 上巻-P183

K-2-28-61
土木・水利－
道・橋

美女峠改修運動〔高山市民時報〕 上巻-P183

K-2-28-62
土木・水利－
道・橋

永久橋第1号の“熊野橋”渡初式〔飛騨新聞〕 上巻-P183



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-28-63
土木・水利－
道・橋

美女峠改修促進の意見書提出〔飛騨新聞〕 上巻-P183

K-2-28-64
土木・水利－
道・橋

広告（下一之町舗装道路完成記念特別大売出し） 上巻-P183

K-2-28-65
土木・水利－
道・橋

和合橋完成協賛広告〔週刊高山〕 上巻-P183

K-2-28-66
土木・水利－
道・橋

書状（小橋修覆寄附金依頼） 上巻-P183

K-2-28-67
土木・水利－
道・橋

飛州大野・益田・吉城郡卯年余荷普請出来形帳 上巻-P183

K-2-28-68
土木・水利－
道・橋

道路改修費額取調帳岐阜県下飛騨国 上巻-P183

K-2-28-69
土木・水利－
道・橋

飛騨国道路改修〈角竹記録〉 上巻-P183

K-2-28-70
土木・水利－
道・橋

「県道改修速進」意見書〈角竹記録〉 上巻-P183

K-2-28-71
土木・水利－
道・橋

該会議題（道に関する問題） 上巻-P183

K-2-28-72
土木・水利－
道・橋

書状（萩原川西道路一件）素雄から柳渓宛 上巻-P183

K-2-28-73
土木・水利－
道・橋

道路改修に関する記録〈角竹記録〉 上巻-P183

K-2-28-74
土木・水利－
道・橋

市史原稿“道路改修”〈角竹記録〉 上巻-P183

K-2-28-75
土木・水利－
道・橋

高山町道路修繕方法標準 上巻-P183

K-2-28-76
土木・水利－
道・橋

北アルプスを横断、飛騨から信州へ安房峠改修成る 上巻-P183

K-2-28-77
土木・水利－
道・橋

冬頭の築堤近く竣工式〔新聞切抜〕 上巻-P183

K-2-28-78
土木・水利－
道・橋

橋の歴史〈角竹記録〉 上巻-P183

K-2-28-79
土木・水利－
道・橋

市史原稿“橋”〈角竹記録〉 上巻-P183

K-2-28-80
土木・水利－
道・橋

萩原町益田橋〔写真〕 上巻-P183

K-2-28-81
土木・水利－
道・橋

枡形橋〔写真〕 上巻-P183

K-2-28-82
土木・水利－
道・橋

（小坂あさむつの橋）拓本 上巻-P183

K-2-28-83
土木・水利－治
水・用水

乍憚以書付申上候（枡形の臼挽屋一件） 上巻-P184

K-2-28-84
土木・水利－治
水・用水

差出申一札之事（新水溜取立に付）（絵図付） 上巻-P184

K-2-28-85
土木・水利－治
水・用水

願書写（井堰普請の入用木願） 上巻-P184

K-2-28-86
土木・水利－治
水・用水

挽臼屋御運上年季定免願増米扣入 上巻-P184

K-2-28-87
土木・水利－治
水・用水

御用水路取繕樋仕立杣人足諸入用仕立帳 上巻-P184

K-2-28-88
土木・水利－治
水・用水

乍恐以書付御歎奉願上候（下書）（用水通水の一件） 上巻-P184

K-2-28-89
土木・水利－治
水・用水

口上書を以申上候（下書） 上巻-P184

K-2-28-90
土木・水利－治
水・用水

花里村町方分用水并村道切替普請麁絵図 上巻-P184

K-2-28-91
土木・水利－治
水・用水

白川郷寺河戸口（番所）門外堰の図 上巻-P184

K-2-28-92
土木・水利－治
水・用水

乍恐以書付奉願上候（水車新規取建願）（絵図付） 上巻-P184

K-2-28-93
土木・水利－治
水・用水

乍恐以書付奉願上候（下書）（水車新規取建願） 上巻-P184

K-2-28-94
土木・水利－治
水・用水

用水路金高係り覚帳角川村与兵衛扣 上巻-P184
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K-2-28-95
土木・水利－治
水・用水

奉差上御請証文之事（高山町場非常用水并片野村地内水車稼用水路井
堰破損修繕の請証文）

上巻-P184

K-2-28-96
土木・水利－治
水・用水

覚（川際〆切堰聖牛水刎枠自普請入用木） 上巻-P184

K-2-28-97
土木・水利－治
水・用水

高山町其外川除普請一件（写） 上巻-P184

K-2-28-98
土木・水利－治
水・用水

高山市苔川の改修工事完成 上巻-P184

K-2-28-99
土木・水利－治
水・用水

小豆沢村鮎飛村川除普請並御手當渡一件〔記録〕 上巻-P185

K-2-28-100
土木・水利－治
水・用水

乍恐以書付奉願上候 上巻-P185

K-2-28-101
土木・水利－治
水・用水

記（下向町宮川川除及弥生橋普請） 上巻-P185

K-2-28-102
土木・水利－治
水・用水

道路堤防橋梁用水路修繕入費書出 上巻-P185

K-2-28-103
土木・水利－治
水・用水

益田郡川西村大字羽根の堤防工事竣工〔岐阜日日新聞〕 上巻-P185

K-2-28-104
土木・水利－治
水・用水

三町用水水源修繕及浚渫請負書 上巻-P185

K-2-28-105
土木・水利－治
水・用水

庄川堰堤－反対の理由と経過－ 上巻-P185

K-2-28-106
土木・水利－治
水・用水

宮川改修工事施行ニ関スル陳情書 上巻-P185

K-2-28-107
土木・水利－治
水・用水

高山市上水道計画案向山武勇案 上巻-P185

K-2-28-108
土木・水利－治
水・用水

高山市上水道計画案 上巻-P185

K-2-28-109
土木・水利－治
水・用水

朝日ダム建設促進署名運動〔飛騨新聞〕 上巻-P185

K-2-28-110
土木・水利－治
水・用水

温水ため池で稲の増産計画〔飛騨新聞〕 上巻-P185

K-2-28-111
土木・水利－治
水・用水

「高山市上水道」（袋） 上巻-P185

K-2-28-111-1
土木・水利－治
水・用水

高山市の上水道・向山武男〔高山市民時報〕 上巻-P185

K-2-28-111-2
土木・水利－治
水・用水

上水道いよいよ軌道に〔高山市民時報〕 上巻-P185

K-2-28-111-3
土木・水利－治
水・用水

水道工事本格化〔高山市民時報〕 上巻-P185

K-2-28-112
土木・水利－治
水・用水

朝日ダム百五十萬人の大工事、安川通りの舗装工事 上巻-P185

K-2-28-113
土木・水利－治
水・用水

議第四九号上水道委員選任について 上巻-P185

K-2-28-114
土木・水利－治
水・用水

朝日ダム工事いよいよ始まる〔高山市民時報〕 上巻-P185

K-2-28-115
土木・水利－治
水・用水

年内に発電始む、完成待たれる朝日発電所 上巻-P185

K-2-28-116
土木・水利－治
水・用水

御母衣ダム建設始る〔岐阜タイムス・東海夕刊〕 上巻-P185

K-2-28-117
土木・水利－治
水・用水

上水道完成〔写真〕 上巻-P186

K-2-28-118
土木・水利－治
水・用水

社説（山林の荒廃と治水事業） 上巻-P186

K-2-28-119
土木・水利－治
水・用水

朝日貯水池計画概要図縮尺五万分之一 上巻-P186

K-2-28-120
土木・水利－治
水・用水

用水普請関係綴〈角竹記録〉 上巻-P186

K-2-28-121
土木・水利－治
水・用水

三町用水路工事費納収に関スル件〈角竹記録〉 上巻-P186

K-2-28-122
土木・水利－治
水・用水

百余年前上野平開墾用水の文書〈角竹記録〉 上巻-P186

K-2-28-123
土木・水利－治
水・用水

宮川の治水関係諸綴（史料写）〈角竹記録〉 上巻-P186



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-28-124
土木・水利－電
気

水力電気ニ要スル水量并ニ工費取調書 上巻-P186

K-2-28-125
土木・水利－電
気

電気工事施行認可申請書 上巻-P186

K-2-28-126-1
土木・水利－電
気

水電気燈設置趣意書〈角竹写〉 上巻-P186

K-2-28-126-2
土木・水利－電
気

（水力電気工事の件）申請書〈角竹写〉 上巻-P186

K-2-28-127
土木・水利－電
気

高山水電気燈設置趣意書 上巻-P186

K-2-28-128
土木・水利－電
気

第一期営業報告書・貸借対照表 上巻-P186

K-2-28-129
土木・水利－電
気

第二回営業報告書 上巻-P186

K-2-28-130
土木・水利－電
気

第三回営業報告 上巻-P186

K-2-28-131
土木・水利－電
気

船津遊記（船津電燈会社開業式）〔高山新報〕 上巻-P186

K-2-28-132
土木・水利－電
気

岐阜県指令ニ第一九六一号 上巻-P186

K-2-28-133
土木・水利－電
気

街燈のない本町〔高山タイムス〕 上巻-P186

K-2-28-134
土木・水利－電
気

庄川流域－木材流送付水電争議ノ概説－ 上巻-P186

K-2-28-135
土木・水利－電
気

東上田発電所起工式、近く送電開始朝日発電所 上巻-P186

K-2-28-136
土木・水利－電
気

水力電気飛騨電燈合資会社 上巻-P186

K-2-28-137
土木・水利－電
気

益田郡の水力発電〔記録〕 上巻-P186

K-2-28-138
土木・水利－電
気

市史原稿“水力発電”〈角竹記録〉 上巻-P186

K-2-28-139
土木・水利－温
泉

平湯入湯記谷八扣 上巻-P187

K-2-28-140
土木・水利－温
泉

温泉湯拝借願〈角竹写〉 上巻-P187

K-2-28-141
土木・水利－温
泉

小坂村湯屋組出湯功能写岩長幸太郎 上巻-P187

K-2-28-142
土木・水利－温
泉

蒲田温泉記〔高山新報〕 上巻-P187

K-2-28-143
土木・水利－温
泉

霊泉鷹の湯効能書吉城郡国府村字八日町霊泉鷹の湯 上巻-P187

K-2-28-144
土木・水利－温
泉

再興した下呂温泉〔飛騨日報〕 上巻-P187

K-2-28-145
土木・水利－温
泉

塩澤温泉ノ沿革ニ就テ高山測候所長山澤金五郎 上巻-P187

K-2-28-146
土木・水利－温
泉

平湯温泉道づれ倶楽部の制度創設に就いて 上巻-P187

K-2-28-147
土木・水利－温
泉

下呂温泉（案内記） 上巻-P187

K-2-28-148
土木・水利－温
泉

下呂温泉郷史譚角竹如山 上巻-P187

K-2-28-149
土木・水利－温
泉

平湯村浴場日誌川上春嶺（斉右衛門） 上巻-P187

K-2-28-150
土木・水利－温
泉

平湯に温水ため池着工、高冷地稲作の悩み解消のため 上巻-P187

K-2-28-151
土木・水利－温
泉

覚（平湯、蒲田入湯入用荷物） 上巻-P187

K-2-28-152
土木・水利－温
泉

我國上代の温泉佐藤虎雄 上巻-P187

K-2-28-153
土木・水利－温
泉

飛州小坂大洞之里桃原湯縁起 上巻-P187

K-2-28-154
土木・水利－温
泉

大八賀村上野鹿の泉の研究内海亀祐〈角竹写〉 上巻-P187



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-28-155
土木・水利－温
泉

泉水分析 上巻-P187

K-2-28-156
土木・水利－温
泉

絵はがき（飛騨国益田郡小坂湯屋入浴場） 上巻-P187

K-2-28-157
土木・水利－温
泉

秋神温泉リーフレット他 上巻-P187

K-2-28-158
土木・水利－温
泉

下呂温泉御案内（リーフレット） 上巻-P187

K-2-28-159
土木・水利－温
泉

温泉辞荏野大秀（下呂温泉他温泉記あり） 上巻-P187

K-2-28-160
土木・水利－温
泉

蒲田温泉記 上巻-P187

K-2-29-1 建築 各時代別建築特色（飛鳥時代～江戸時代） 上巻-P188
K-2-29-2 建築 和漢三才図曾ニ見エル飛騨ノ地理、鳥佛師ノ事 上巻-P188
K-2-29-3 建築 松田太右衛門以治史料〈角竹写〉 上巻-P188
K-2-29-4 建築 大野郡荘川村一色三島喜十郎氏邸の建築〈角竹写〉 上巻-P188
K-2-29-5 建築 書状を以奉願上候（普請願）願人細江屋三郎右衛門 上巻-P188
K-2-29-6 建築 土蔵普請覚帳（山口村、松ノ木村、冬頭村、千嶋村他） 上巻-P188
K-2-29-7 建築 普請萬諸入用帳山口村新七他 上巻-P188
K-2-29-8 建築 町会所普請借用金通川上斉右衛門他 上巻-P188
K-2-29-9 建築 八幡町借家建替入用覚大七店 上巻-P188
K-2-29-10 建築 八幡町借家建替普請入用物積帳大坂屋店 上巻-P188
K-2-29-11 建築 高山一之町矢島家図面 上巻-P188
K-2-29-12 建築 覚（大工作料）大嶋屋卯平から森七左衛門宛 上巻-P188
K-2-29-13 建築 吉城郡廣瀬町村半四郎居宅取繕仕様帳 上巻-P188
K-2-29-14 建築 乍憚以書付御願申上候（柱折損に付古木にて根継願） 上巻-P188
K-2-29-15 建築 飛騨守内匠流秘事抜書 上巻-P188
K-2-29-16 建築 乍恐以書付奉願上候（下書）（家取建ニ付入用木願） 上巻-P188
K-2-29-17 建築 藤原宗安像 上巻-P188
K-2-29-18 建築 乍憚以書付御願申上候（板垣取建届） 上巻-P188
K-2-29-19 建築 乍恐以書付奉願候（干飯板蔵元木願書写） 上巻-P188
K-2-29-20 建築 乍憚以書付御願申上候（柱継上ケ願） 上巻-P188
K-2-29-21 建築 乍恐以書付奉願上候 上巻-P189
K-2-29-22 建築 乍憚以書付御願申上候（土蔵替願） 上巻-P189
K-2-29-23 建築 御糺ニ付以書付奉申上候（大工関係史料）〈角竹写〉 上巻-P189
K-2-29-24 建築 覚（山梨村囲蔵建立之書、入用木） 上巻-P189
K-2-29-25 建築 大工、疊屋の史料〈角竹写〉 上巻-P189
K-2-29-26 建築 土蔵取建願（13件） 上巻-P189
K-2-29-27 建築 居宅取建願（26件） 上巻-P189
K-2-29-28 建築 居宅取建願（10件） 上巻-P189
K-2-29-29 建築 乍恐以書付奉願上候（新牢入用材木） 上巻-P189
K-2-29-30 建築 乍恐以書付奉願上候（木品代金下渡願） 上巻-P189
K-2-29-31 建築 番匠取締規定書写（番匠司事）〈角竹写〉 上巻-P189
K-2-29-32 建築 小坂町村細江家の絵図 上巻-P189
K-2-29-33 建築 居宅取建願書 上巻-P189
K-2-29-34 建築 産業史の内“工匠” 上巻-P189
K-2-29-35 建築 三拾四番組建物図面高山町三之町 上巻-P189
K-2-29-36 建築 高山町告示第七号（本町家屋制限） 上巻-P189
K-2-29-37 建築 乾飯倉庫新築落成に付現品引移し 上巻-P189
K-2-29-38 建築 高山町役場新築落成に関する史料 上巻-P189
K-2-29-39 建築 本町役場新築落成移転 上巻-P190
K-2-29-40 建築 高山町一之町神楽倉庫移転新築（飛騨倉庫株式会社） 上巻-P190
K-2-29-41 建築 住宅建築要義（茶室）武田伍一〈角竹写〉 上巻-P190
K-2-29-42 建築 天生籾糠山を探るの記（飛騨工匠の遺跡を尋ねて） 上巻-P190
K-2-29-43 建築 飛騨工と左甚五郎富田令禾〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P190
K-2-29-44 建築 国分寺木鶴大明神縁記 上巻-P190
K-2-29-45 建築 飛騨の工の話角竹喜登〔放送原稿〕 上巻-P190
K-2-29-46 建築 河合村月ケ瀬の飛騨工匠の碑に参る記 上巻-P190
K-2-29-47 建築 飛騨匠記念碑（河合村月ケ瀬）〔新聞切抜〕 上巻-P190
K-2-29-48 建築 飛騨工研究資料（匠丁を貢する制度、主なる飛騨工他） 上巻-P190
K-2-29-49 建築 “飛騨の匠”を祭祀 上巻-P190
K-2-29-50 建築 タウト氏の観た白川村有賀喜左衛門 上巻-P190
K-2-29-51 建築 飛騨匠物語考高田（菱村）正文著 上巻-P190
K-2-29-52 建築 高山の建築（野首家） 上巻-P190



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-29-53 建築 早稲田学報名匠譚（藤原光延）工学博士田辺泰 上巻-P190
K-2-29-54 建築 白川郷の家（遠山家他）〔新聞〕 上巻-P190
K-2-29-55 建築 高山地方民家の建築〈角竹写〉 上巻-P190
K-2-29-56 建築 書簡（河合村月ケ瀬、飛騨工碑に参拝した人の礼状他） 上巻-P190
K-2-29-57-1 建築 高山の古い民家（野首、武田家他）富田令禾 上巻-P190
K-2-29-57-2 建築 清見村の民家大津幸男 上巻-P190
K-2-29-58 建築 農建月報白川村調査報告 上巻-P190
K-2-29-59 建築 ハガキ（大西区所有帳面蔵について） 上巻-P190
K-2-29-60 建築 書簡（石川雅望著、飛騨工匠物語序に就て） 上巻-P191
K-2-29-61 建築 米国へ移るか“日下部邸”〔中部日本新聞〕 上巻-P191
K-2-29-62 建築 河合村月ケ瀬飛騨匠碑最近の写真・書簡 上巻-P191
K-2-29-63 建築 週間朝日（日本の断面“飛騨”湖底に沈む合掌の家） 上巻-P191
K-2-29-64 建築 特別展飛騨の工匠展目録 上巻-P191
K-2-29-65 建築 建家絵図并造作建具小前帳入 上巻-P191
K-2-29-66-1 建築 覚（町会所土蔵屋根替外取繕入用他） 上巻-P191
K-2-29-66-2 建築 覚（松泰寺境内干飯蔵屋敷山掘入用他） 上巻-P191
K-2-29-67 建築 新版数寄屋雛形目録 上巻-P191
K-2-29-68 建築 新版棚雛形三 上巻-P191
K-2-29-69 建築 新撰雛形一宮形 上巻-P191
K-2-29-70 建築 町家として発達した高山町の民家〈角竹写〉 上巻-P191
K-2-29-71 建築 家の建築（横穴住居から桃山江戸まで）〈角竹メモ〉 上巻-P191
K-2-29-72 建築 飛騨工匠（索引）〈角竹メモ〉 上巻-P191
K-2-29-73 建築 飛騨工研究資料（大内裏図） 上巻-P191
K-2-29-74 建築 飛騨工匠の研究角竹喜登 上巻-P191
K-2-29-75 建築 大野郡白川村御母衣遠山靖輔氏邸の建築〈角竹写〉 上巻-P191
K-2-29-76 建築 白川村民家実測図（御母衣遠山家） 上巻-P191
K-2-29-77 建築 鳥佛師系図（掲示資料） 上巻-P191
K-2-29-78 建築 「郷倉」書込の絵図（梅村君の碑もあり） 上巻-P191
K-2-29-79 建築 職人尽絵、番匠（大工）の生活の図 上巻-P191
K-2-29-80 建築 拓本（飛騨匠） 上巻-P191
K-2-29-81 建築 宅地歩数書上 上巻-P191
K-2-29-82 建築 飛弾ノ匠甚五郎作両面刻欄間写真 上巻-P191
K-2-29-83 建築 国分寺蔵飛騨匠木鶴大明神肖像画写真 上巻-P191
K-2-29-84 建築 高山の名家田中半十郎居宅間取図 上巻-P191
K-2-29-85 建築 飛騨匠木鶴神（版画） 上巻-P192
K-2-29-86 建築 白川郷写真絵ハガキ 上巻-P192
K-2-29-87 建築 冬の白川村合掌造り写真 上巻-P192
K-2-29-88 建築 高山町諸職人書上帳（大工、左官、土方、建具他） 上巻-P192
K-2-29-89 建築 以書付御願申上候（土台替願） 上巻-P192
K-2-29-90 建築 大工雛形上 上巻-P192
K-2-29-91 建築 高山町役場の小さな土蔵〔高山新報〕 上巻-P192
K-2-29-92 建築 秋田県の国宝古四王神社は飛騨第一の名工甚兵衛の作 上巻-P192
K-2-29-93 建築 万葉にも歌はれた飛騨の国の工匠〔新聞切抜〕 上巻-P192
K-2-29-94 建築 飛騨工のお話〈角竹記録〉 上巻-P192
K-2-29-95 建築 飛騨工と飛騨工匠〔記録〕 上巻-P192
K-2-29-96 建築 名ある飛騨工と国宝建造物を残した名匠〈角竹記録〉 上巻-P192
K-2-29-97 建築 飛騨工についてのラジオ放送に関し寄せられた角竹宛書簡類 上巻-P192
K-2-29-98 建築 飛騨匠谷口与鹿略伝代情山彦 上巻-P192

K-2-30-1
農業－度量衡・
農業史

農業全書巻六宮崎安貞著 上巻-P193

K-2-30-2
農業－度量衡・
農業史

農業餘話抄小西篤好著 上巻-P193

K-2-30-3
農業－度量衡・
農業史

綿圃要務大蔵永常著 上巻-P193

K-2-30-4
農業－度量衡・
農業史

農業三事上，下津田仙著 上巻-P193

K-2-30-5
農業－度量衡・
農業史

頭書作法農家文證大成上，下渡邊益編著 上巻-P193

K-2-30-6
農業－度量衡・
農業史

願書（度量衡改正ニ付検査の件） 上巻-P193

K-2-30-7
農業－度量衡・
農業史

乍恐以書付御届奉申上候（尺時計分量板持出シ） 上巻-P193

K-2-30-8
農業－度量衡・
農業史

新器斗量定価表、新器權衡定価表 上巻-P193



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-30-9
農業－度量衡・
農業史

度量衡に関する願書〈角竹記録〉 上巻-P193

K-2-30-10
農業－度量衡・
農業史

廻状（守随秤の文書）高山御役所 上巻-P193

K-2-30-11
農業－度量衡・
農業史

覚（秤代受取書）御秤役所 上巻-P193

K-2-30-12
農業－度量衡・
農業史

秤値段写（守随彦太郎殿定値段） 上巻-P193

K-2-30-13
農業－度量衡・
農業史

暦日略解種まき鑑三重県平民樋口彌門 上巻-P193

K-2-30-14
農業－度量衡・
農業史

岐阜県農事講習場規則岐阜県農事講習場 上巻-P193

K-2-30-15
農業－度量衡・
農業史

農事雑誌第八号，九号岐阜県農学校 上巻-P193

K-2-30-16
農業－度量衡・
農業史

岐阜県勧業課月報第九号勧業課 上巻-P193

K-2-30-17
農業－度量衡・
農業史

岐阜県勧業課月報第十五号勧業課 上巻-P193

K-2-30-18
農業－度量衡・
農業史

岐阜県勧業課月報第二十二号勧業課 上巻-P193

K-2-30-19
農業－度量衡・
農業史

岐阜県勧業課月報第二十三号勧業課 上巻-P193

K-2-30-20
農業－度量衡・
農業史

勧農叢書土壌乃肥料農学士山口泰治郎 上巻-P193

K-2-30-21
農業－度量衡・
農業史

町村農会創設〈角竹記録〉 上巻-P193

K-2-30-22
農業－度量衡・
農業史

通知（高山町農会設置のこと） 上巻-P193

K-2-30-23
農業－度量衡・
農業史

農会法 上巻-P193

K-2-30-24
農業－度量衡・
農業史

日本実業史（農業史料） 上巻-P193

K-2-30-25
農業－度量衡・
農業史

郡農会規岐阜県大野郡農会 上巻-P193

K-2-30-26
農業－度量衡・
農業史

余が観たる飛騨と産業〔高山新報〕 上巻-P193

K-2-30-27
農業－度量衡・
農業史

岐阜県農会雑誌九月号岐阜県農会発行 上巻-P193

K-2-30-28
農業－度量衡・
農業史

教材集録臨時号誌上計量展覧会南光社 上巻-P194

K-2-30-29
農業－度量衡・
農業史

訂正十四版新舊度量衡対照表 上巻-P194

K-2-30-30
農業－度量衡・
農業史

白米の重量と桝目の換算表 上巻-P194

K-2-30-31
農業－度量衡・
農業史

メートル法を実施した穀屋〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P194

K-2-30-32
農業－度量衡・
農業史

農村社会事業朝日新聞社会事業団発行 上巻-P194

K-2-30-33
農業－度量衡・
農業史

請負業者の所謂談合に就て牧野良三 上巻-P194

K-2-30-34
農業－度量衡・
農業史

益農卒業生会通信 上巻-P194

K-2-30-35
農業－度量衡・
農業史

決戦食糧増産運動書類高山市翼賛壮年団 上巻-P194

K-2-30-36
農業－度量衡・
農業史

食糧増産、供米等模範事例報告ノ件 上巻-P194

K-2-30-37
農業－度量衡・
農業史

記（食糧増産模範者） 上巻-P194

K-2-30-38
農業－度量衡・
農業史

農地改革早わかり農林省 上巻-P194

K-2-30-39
農業－度量衡・
農業史

農業協同組合発会式〔飛騨新聞〕 上巻-P194

K-2-30-40
農業－度量衡・
農業史

高山市教育環境資料郷土の産業 上巻-P194
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K-2-30-41
農業－度量衡・
農業史

農地改革三周半〔朝日新聞、毎日新聞〕 上巻-P194

K-2-30-42
農業－度量衡・
農業史

開拓農家成立過程に見られる協同経営征矢璋 上巻-P194

K-2-30-43
農業－度量衡・
農業史

農業委員会が生まれた最初の選挙〔高山市民時報〕 上巻-P194

K-2-30-44
農業－度量衡・
農業史

高山市農業委員会委員の選挙について〔高山市民時報〕 上巻-P194

K-2-30-45
農業－度量衡・
農業史

土地改良法と交換分合高山市農業委員会 上巻-P194

K-2-30-46
農業－度量衡・
農業史

農家文証大成 上巻-P194

K-2-30-47
農業－度量衡・
農業史

益田郡農業の沿革〔記録〕 上巻-P194

K-2-30-48
農業－度量衡・
農業史

農地保有基準面積〈角竹記録〉 上巻-P194

K-2-30-49
農業－度量衡・
農業史

農地改革記念日制定〈角竹記録〉 上巻-P194

K-2-30-50
農業－度量衡・
農業史

壁堂会創立趣意書（案） 上巻-P194

K-2-30-51
農業－度量衡・
農業史

岐阜県上野平農村発達史－上野平開拓の歴史的過程－ 上巻-P194

K-2-30-52
農業－度量衡・
農業史

岐阜大学農学部研究報告「飛騨地方入植農家の営農に関する研究」矢嶋
良太

上巻-P194

K-2-30-53
農業－度量衡・
農業史

農業関係新聞記事切抜及び説明用資料〈角竹記録〉 上巻-P194

K-2-30-54
農業－度量衡・
農業史

高山市史原稿“農業史”〈角竹記録〉 上巻-P194

K-2-30-55
農業－度量衡・
農業史

岐阜県産業史編纂関係書類角竹 上巻-P194

K-2-30-56 農業－農民 乍恐御願申上候事（写）（田方百姓相続のこと） 上巻-P195
K-2-30-57 農業－農民 右御田畑過（加）地代之事 上巻-P195
K-2-30-58 農業－農民 差上ケ申御請書之事（田屋相建、田屋守差置作付のこと） 上巻-P195
K-2-30-59 農業－農民 差上ケ申御請書之事〈角竹写〉（田屋建、田屋守差置作のこと） 上巻-P195
K-2-30-60 農業－農民 覚（田屋資料）（近藤屋新吾薩提として仏忌料附置ニ付請取証文） 上巻-P195
K-2-30-61 農業－農民 乍恐以書付御歎奉願上候（甲村御田地一件御歎書下書） 上巻-P195
K-2-30-62 農業－農民 福寄村、村山村家数数別書上 上巻-P195
K-2-30-63 農業－農民 農業人通行御免の鑑札 上巻-P195
K-2-30-64 農業－農民 差入申一札之事（百姓株相続ニ付心得書差入書） 上巻-P195
K-2-30-65 農業－農民 差入申一札之事（百姓株相続ニ付心得書差出書） 上巻-P195
K-2-30-66 農業－農民 門屋名題永代譲り証文之事〈角竹写〉 上巻-P195

K-2-30-67 農業－農民
乍恐以書付奉願上候（仙次郎・佐助方より質流ニ請取門屋から百姓に仰付
られ度願）

上巻-P195

K-2-30-68 農業－農民 差入申一札之事（門屋より一軒分の百姓に成る旨） 上巻-P195
K-2-30-69 農業－農民 差入申一札之事（百姓株相続ニ付心得書差入書） 上巻-P196
K-2-30-70 農業－農民 書状（小坂町村門屋買請米は半株のこと） 上巻-P196
K-2-30-71 農業－農民 百姓名代株式借請証文之事 上巻-P196
K-2-30-72 農業－農民 百姓名代株式借請証文之事 上巻-P196
K-2-30-73 農業－農民 小作米滞証文（田屋守暇の件） 上巻-P196
K-2-30-74 農業－農民 一札（花里村にて清十郎の百姓株立度願） 上巻-P196
K-2-30-75 農業－農民 願書（三福寺村起方耕地所有者の件） 上巻-P196
K-2-30-76 農業－農民 書状（大野郡宮村ニ於ケル門屋、地借ノ例） 上巻-P196
K-2-30-77 農業－農民 農繁期共同炊事の開き方 上巻-P196
K-2-30-78 農業－農民 飛騨の農民史資料（花里村を例をして） 上巻-P196
K-2-30-79 農業－農民 片野村庶民史料（元禄八年検地帳より屋敷調査） 上巻-P196
K-2-30-80 農業－農民 郷土研究雑誌しらまゆみ7号（門屋と木地師研究資料）角竹如山 上巻-P196
K-2-30-81 農業－農民 書状（白川郷の家抱調） 上巻-P196
K-2-30-82 農業－農民 家抱と門屋資料調〈角竹記録〉 上巻-P196
K-2-30-83 農業－農民 農民生活史資料（大八賀村松之木の例）角竹喜登 上巻-P196
K-2-30-84 農業－農民 益田郡の農民生活史料〈角竹記録〉 上巻-P196
K-2-30-85 農業－農民 門屋の資料（ひだびと誌ニ原稿送附セザル分） 上巻-P196
K-2-30-86 農業－農民 拓本（元禄八年亥御検地名請俗名長八） 上巻-P196
K-2-30-87 農業－農民 家抱、門屋、地借研究史料〈角竹記録〉 上巻-P196
K-2-30-88 農業－農民 百姓名題、門屋名題の数例〈角竹記録〉 上巻-P197
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K-2-30-89 農業－農民 赤保木庶民史料〈角竹記録〉 上巻-P197
K-2-30-90 農業－農民 大八賀郷山口村の事実を例とせる飛騨農民の生活史 上巻-P197
K-2-30-91 農業－農民 飛騨農民史の研究 上巻-P197
K-2-30-92 農業－農民 坊方村農民史〈角竹記録〉 上巻-P197
K-2-30-93 農業－耕作 一札（小作証文） 上巻-P197
K-2-30-94 農業－耕作 御田地預り証文之事 上巻-P197
K-2-30-95 農業－耕作 作徳定証文之事 上巻-P197
K-2-30-96 農業－耕作 御田地作徳証文之事 上巻-P197
K-2-30-97 農業－耕作 一札（小作証文） 上巻-P197
K-2-30-98 農業－耕作 御田地一作預り証文之事 上巻-P197
K-2-30-99 農業－耕作 御田畑草山小作証文之事 上巻-P197
K-2-30-100 農業－耕作 御田地小作預り証文之事 上巻-P197
K-2-30-101 農業－耕作 覚（小作証文） 上巻-P197
K-2-30-102 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P197
K-2-30-103 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-104 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-105 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-106 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-107 農業－耕作 益田郡萩原郷上村三郎右衛門流地小作定 上巻-P198
K-2-30-108 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-109 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-110 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-111 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-112 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-113 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-114 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P198
K-2-30-115 農業－耕作 小作預証文之事 上巻-P199
K-2-30-116 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-117 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-118 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-119 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-120 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-121 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-122 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-123 農業－耕作 作徳証文之事 上巻-P199
K-2-30-124 農業－耕作 御田地小作証文之事 上巻-P199
K-2-30-125 農業－耕作 小作米滞り月延預証文之事 上巻-P199
K-2-30-126 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P199
K-2-30-127 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-128 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-129 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-130 農業－耕作 差入申証文之事（小作滞米寅年十月中ニ相渡候ニ付証文差入） 上巻-P200
K-2-30-131 農業－耕作 作徳滞り米済方議定証文之事 上巻-P200
K-2-30-132 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-133 農業－耕作 小作米年賦済方証文之事 上巻-P200
K-2-30-134 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-135 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-136 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P200
K-2-30-137 農業－耕作 小作滞米済方規定証文之事 上巻-P200
K-2-30-138 農業－耕作 小作滞米済方規定証文之事 上巻-P200
K-2-30-139 農業－耕作 小作滞米済方規定証文之事 上巻-P200
K-2-30-140 農業－耕作 差入申規定証文之事（小作米済方証文） 上巻-P201
K-2-30-141 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P201
K-2-30-142 農業－耕作 小作定証文之事 上巻-P201
K-2-30-143 農業－耕作 小作滞米済方規定証文之事 上巻-P201
K-2-30-144 農業－耕作 差入申証文之事（小作米滞候ニ付） 上巻-P201
K-2-30-145 農業－耕作 何国何郡何村耕地巨細仕訳絵図案 上巻-P201
K-2-30-146 農業－耕作 飛騨国吉城郡舟原村耕地巨細仕訳絵図 上巻-P201
K-2-30-147 農業－耕作 御田地小作米年延証文之事 上巻-P201
K-2-30-148 農業－耕作 作徳定証文之事 上巻-P201
K-2-30-149 農業－耕作 御田地小作証文之事 上巻-P201
K-2-30-150 農業－耕作 差入申小作証文之事 上巻-P201
K-2-30-151 農業－耕作 御田地作徳受取扣帳柏木徳兵衛 上巻-P201
K-2-30-152 農業－耕作 御田畑小作預り証文之事 上巻-P201
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K-2-30-153 農業－耕作 小作米滞証文之事〈角竹写〉 上巻-P201
K-2-30-154 農業－耕作 御田地預り小作証文之事 上巻-P201
K-2-30-155 農業－耕作 布達（焼畑或ハ木草肥饒ノため火入致す者は伺を出す可く旨）岐阜県令小 上巻-P201
K-2-30-156 農業－耕作 乍恐御訴訟奉申上候御事（断簡）（御田地請返金并小作滞致難渋候出入 上巻-P202
K-2-30-157 農業－耕作 差入申為取替証文之事（入作百姓村方夫銭の儀取極のこと） 上巻-P202
K-2-30-158 農業－耕作 定（入作人規定証文）松之木村 上巻-P202
K-2-30-159 農業－耕作 書状（村方小作まけの儀） 上巻-P202
K-2-30-160 農業－耕作 上野平開墾期成同盟会設立式〔新聞切抜〕 上巻-P202
K-2-30-161 農業－耕作 上野平開墾問題解決〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P202
K-2-30-162 農業－耕作 随筆“上野平”（住徳三）〔飛騨ウィークリー〕 上巻-P202
K-2-30-163 農業－耕作 小作契約は文書に（農地委員会）〔高山市民時報〕 上巻-P202
K-2-30-164 農業－耕作 平湯の稗田写真（印刷） 上巻-P202
K-2-30-165 農業－耕作 大八賀村松之木車田写真（印刷） 上巻-P202
K-2-30-166 農業－農産物 乍恐御人参弘メ方ニ付奉願上候御事（下書） 上巻-P202
K-2-30-167 農業－農産物 照蓮寺門前の桑市に仲買人の立入禁止〈角竹記録〉（高山町年寄日記よ 上巻-P202
K-2-30-168 農業－農産物 乍恐以書付奉願上候（下書） 上巻-P202
K-2-30-169 農業－農産物 作方仕入飯米籾預り証文之事 上巻-P202
K-2-30-170 農業－農産物 籾借用証文之事 上巻-P202
K-2-30-171 農業－農産物 書状（法力柿など入手の件）秀之助から父上宛 上巻-P202
K-2-30-172 農業－農産物 飛騨国産物一ケ年売出買入高〈角竹記録〉 上巻-P202
K-2-30-173 農業－農産物 願書留（弥生橋西詰にて桑夕市願）〈角竹記録〉 上巻-P202
K-2-30-174 農業－農産物 御觸示（晩稲は不適当のこと）〈角竹写〉 上巻-P202
K-2-30-175 農業－農産物 書状（当国産楮西上田源左衛門の手形を要する事） 上巻-P203
K-2-30-176 農業－農産物 官許無水岡田開闢法（馬鈴薯栽培法）育民堂 上巻-P203
K-2-30-177 農業－農産物 高山附近の水稲品種松之木村弥藤次 上巻-P203
K-2-30-178 農業－農産物 乍恐以書付奉歎願候（新張村地内字上野に於て菜種植付のこと） 上巻-P203
K-2-30-179 農業－農産物 乍恐以書付奉願上候（弥生橋詰において桑市の願） 上巻-P203
K-2-30-180 農業－農産物 乍恐以書付奉願上候（煙草行商願） 上巻-P203
K-2-30-181 農業－農産物 飛騨国高山県物産表 上巻-P203
K-2-30-182 農業－農産物 高山市史原稿“栽桑”〈角竹記録〉 上巻-P203
K-2-30-183 農業－農産物 桑市願書（弥生橋詰、中橋西詰） 上巻-P203
K-2-30-184 農業－農産物 明治五申年稲草并石灰配布松之木村弥藤次 上巻-P203
K-2-30-185 農業－農産物 壬申年中産物現石書上 上巻-P203
K-2-30-186 農業－農産物 御願書（蝗虫害ニ付皆金納願） 上巻-P203
K-2-30-187 農業－農産物 栽培桑の調方依頼書 上巻-P203
K-2-30-188 農業－農産物 達状（定免草培養の件） 上巻-P203
K-2-30-189 農業－農産物 達（桑葉市売買の件） 上巻-P203
K-2-30-190 農業－農産物 穀物表下坪惣右衛門他2人から戸長宛 上巻-P203
K-2-30-191 農業－農産物 御届書（明治九年小麦・蕎麦挽高） 上巻-P203
K-2-30-192 農業－農産物 御届書（明治八年中葉煙草仕入金并売上ケ高取調） 上巻-P204
K-2-30-193 農業－農産物 達（農業の媒助法、偃曲法のこと） 上巻-P204
K-2-30-194 農業－農産物 達（煙草営業の者へ達）高山支庁 上巻-P204
K-2-30-195 農業－農産物 達（煙草商人出売鑑札下渡の件） 上巻-P204
K-2-30-196 農業－農産物 達状（禾花媒助法のこと） 上巻-P204
K-2-30-197 農業－農産物 禾花媒助法についての記録 上巻-P204
K-2-30-198 農業－農産物 記（明治九年大豆造込高） 上巻-P204
K-2-30-199 農業－農産物 記（明治九年小麦蕎麦挽高） 上巻-P204
K-2-30-200 農業－農産物 記（果樹試植の件） 上巻-P204
K-2-30-201 農業－農産物 高山町煙草売上高 上巻-P204
K-2-30-202 農業－農産物 製茶売上高高山町 上巻-P204
K-2-30-203 農業－農産物 米作其他改良法答申案 上巻-P204
K-2-30-204 農業－農産物 葉煙草、製造煙草値段書及び製造 上巻-P204
K-2-30-205 農業－農産物 煙草送り状 上巻-P204
K-2-30-206 農業－農産物 願書（桑葉市場照蓮寺前開市願） 上巻-P204
K-2-30-207 農業－農産物 大野郡高山町米・麦作収穫種類反別区分表 上巻-P204
K-2-30-208 農業－農産物 届書（桑市売買の届） 上巻-P204
K-2-30-209 農業－農産物 記（大麦・小麦取調書） 上巻-P204
K-2-30-210 農業－農産物 麦作高記組惣代宇野治助から高山戸長役場宛 上巻-P204
K-2-30-211 農業－農産物 麦作高記組惣代上木長四郎から高山町戸長役場宛 上巻-P205
K-2-30-212 農業－農産物 第二回明治十四年内国勧業博覧会出品概目録 上巻-P205
K-2-30-213 農業－農産物 届書（桑市売買の届） 上巻-P205
K-2-30-214 農業－農産物 蔬菜の利害 上巻-P205
K-2-30-215 農業－農産物 通達（種苗交換市開設ニ付出品のこと及び心得書） 上巻-P205
K-2-30-216 農業－農産物 通達（農作物陳列会開設ニ付出品のこと） 上巻-P205
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K-2-30-217 農業－農産物 届書（桑市売買の届） 上巻-P205
K-2-30-218 農業－農産物 布達（田圃蟲害予防規則）岐阜県令小崎利準 上巻-P205
K-2-30-219 農業－農産物 達（葡萄樹害虫駆除の件） 上巻-P205
K-2-30-220 農業－農産物 御廻状御請印状（大名田村各組内田耕地に花蝗虫発生ニ付駆除の件） 上巻-P205
K-2-30-221 農業－農産物 記（接木桑苗代受取書） 上巻-P205
K-2-30-222 農業－農産物 廻状（大野郡農産物陳列会開設ニ付出品方通達） 上巻-P205
K-2-30-223 農業－農産物 廻状（大野郡農産物陳列会開設ニ付出品方通達） 上巻-P205
K-2-30-224 農業－農産物 玄米品評会臨時報告岐阜県第一部農商課 上巻-P205
K-2-30-225 農業－農産物 米作改良田〈角竹記録〉 上巻-P205
K-2-30-226 農業－農産物 達状請印状（米作改良法教授について） 上巻-P205
K-2-30-227 農業－農産物 大野郡内各村々の桑の害虫発生について注意・予防法 上巻-P205
K-2-30-228 農業－農産物 通知（大野郡米穀品評会開会の件） 上巻-P205
K-2-30-229 農業－農産物 達（大麦、小麦種子希望者へ配布ニ付請求書差出の件） 上巻-P205
K-2-30-230 農業－農産物 煙艸雑誌第90号東京市京橋区中央煙草業協会 上巻-P206
K-2-30-231 農業－農産物 煙艸雑誌第92号東京市京橋区中央煙草業協会 上巻-P206
K-2-30-232 農業－農産物 案内状（稲抜穂品評会） 上巻-P206
K-2-30-233 農業－農産物 通知（高田式桑樹栽培法実施指導について） 上巻-P206
K-2-30-234 農業－農産物 広告（原式改良鍬）〔高山新設〕 上巻-P206
K-2-30-235 農業－農産物 広告（二重籾磨器械、発明製造人江名子山下孫右エ門） 上巻-P206
K-2-30-236 農業－農産物 牛馬品評会、農具及製作品品評会〔高山新報〕 上巻-P206
K-2-30-237 農業－農産物 第二回大野郡丹生川村農産物及製作品品評会式辞・答辞申告 上巻-P206
K-2-30-238 農業－農産物 書付（写）（野菜もの等季節に至らざる内売買致す間敷旨） 上巻-P206
K-2-30-239 農業－農産物 覚（三福寺願高試業本部上ル書付）高山県庁 上巻-P206
K-2-30-240 農業－農産物 折敷地卯年仕入米付出し 上巻-P206
K-2-30-241 農業－農産物 飛騨記（吉城の葡萄）〔岐阜日日新聞〕 上巻-P206
K-2-30-242 農業－農産物 桑の形態及分類学的研究堀田禎吉 上巻-P206
K-2-30-243 農業－農産物 北海道産桑樹病蟲害に就て堀田禎吉 上巻-P206

K-2-30-244 農業－農産物
ＣｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｔｏｔｈｅｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆｔｈｅｓｉｓｔｅｍａｔｉｃｓｏｆｍｏｒｕｓｉｎＪａｐａｎ．Ｘ
ＩＩ（邦産桑属ノ分類学的知見ＸＩＩ）

上巻-P206

K-2-30-245 農業－農産物 寒冷地に於ける甘藷栽培の研究上枝村農会森下秀雄 上巻-P206
K-2-30-246 農業－農産物 飛騨にむくげむし発生〔新聞切抜〕 上巻-P206
K-2-30-247 農業－農産物 岐阜県下の水田に豊作の大敵〈角竹記録〉 上巻-P206
K-2-30-248 農業－農産物 文部省国語教科書教材募集入選作稲を育てて 上巻-P206
K-2-30-249 農業－農産物 昭和廿六年保温折衷苗代実施計画〔飛騨ニュース〕 上巻-P206
K-2-30-250 農業－農産物 北飛タイムス（今年の稲作をどう改良するか） 上巻-P206
K-2-30-251 農業－農産物 山牛旁の漬方（日下部商店）〔高山市民時報〕 上巻-P206
K-2-30-252 農業－農産物 煙草に関する記録〈角竹記録〉 上巻-P206
K-2-30-253 農業－農産物 煙草注文書及び請取書谷屋平兵衛宛 上巻-P206
K-2-30-254 農業－農産物 電熱苗代を応用し米穀増産に拍車〔新聞切抜〕 上巻-P206
K-2-30-255 農業－農産物 第一回飛騨国産物共進会規則 上巻-P207
K-2-30-256 農業－農産物 農談会出品について通知花里 上巻-P207
K-2-30-257 農業－農産物 赤保木葱の由来（坂上国三郎氏談）〈角竹記録〉 上巻-P207
K-2-30-258 農業－農産物 麦稈細工ニ付注意高山三之町前越久之助 上巻-P207
K-2-30-259 農業－農産物 蓖麻の栽培管理要領大政翼賛会（蓖麻収穫種子蒐集ニツキ御依頼ノ件一 上巻-P207
K-2-30-260 農業－農産物 大野郡上枝村稲作行事村田祐作 上巻-P207
K-2-30-261 農業－農産物 斐太後風土記の記事“産物” 上巻-P207
K-2-31-1 養蚕業 阿多野種売懸帳 上巻-P208
K-2-31-2 養蚕業 店卸帳（種仕入四拾両の記録あり） 上巻-P208
K-2-31-3 養蚕業 飛騨種売帳（表紙のみ） 上巻-P208
K-2-31-4 養蚕業 奥州蚕種仕入帳平塚武平次・萩原九兵衛 上巻-P208
K-2-31-5 養蚕業 越前種売帳飛州大野郡山口村平塚政兵衛 上巻-P208
K-2-31-6 養蚕業 美濃種覚帳飛騨国平塚新重郎代茂八 上巻-P208
K-2-31-7 養蚕業 奥州蚕種他国売払之義ニ付願書〈角竹写〉 上巻-P208
K-2-31-8 養蚕業 当座帳（種代、桑代他）山口村 上巻-P208
K-2-31-9 養蚕業 奥州仕入覚帳飛州山口村平塚新七 上巻-P208
K-2-31-10 養蚕業 三丹州種売帳 上巻-P208
K-2-31-11 養蚕業 奥州諸仕入覚帳飛州大野郡平塚新十郎 上巻-P208
K-2-31-12 養蚕業 阿多野子年蚕種売覚帳山口村五良兵衛 上巻-P208
K-2-31-13 養蚕業 蚕種覚帳平塚佐兵衛（谷口一山と仲間とあり） 上巻-P208
K-2-31-14 養蚕業 天保六未年代重宝記山口村平塚氏 上巻-P208
K-2-31-15 養蚕業 蚕種売覚帳飛州山口村平塚新十郎 上巻-P208
K-2-31-16 養蚕業 蚕種帳 上巻-P208
K-2-31-17 養蚕業 蚕種覚帳山口村平塚信十良 上巻-P208
K-2-31-18 養蚕業 蚕種覚帳 上巻-P208
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K-2-31-19 養蚕業 阿多野種売帳山口村平塚新七 上巻-P208
K-2-31-20 養蚕業 山口村平塚五郎兵衛と蚕業 上巻-P208
K-2-31-21 養蚕業 蚕種他買物覚帳 上巻-P208
K-2-31-22 養蚕業 諸事蚕入用扣宮村田家（杉崎屋） 上巻-P208
K-2-31-23 養蚕業 越中国蚕種紙屋数共取調理帳柏木徳兵衛 上巻-P208
K-2-31-24 養蚕業 差上申一札之事（断簡） 上巻-P208
K-2-31-25 養蚕業 差上申一札之事 上巻-P208
K-2-31-26 養蚕業 蚕種元紙員数取調書上〈角竹記録〉 上巻-P208
K-2-31-27 養蚕業 覚（蚕種運上受取書）坊方村 上巻-P208
K-2-31-28 養蚕業 奥州仕入蚕種袋版本大八賀郷山口村平塚五郎兵衛 上巻-P209
K-2-31-29 養蚕業 乍恐以書付奉願上候（国内にて蚕種製造し売捌申度願） 上巻-P209
K-2-31-30 養蚕業 規則（糸種製造并取扱について仲間合取極） 上巻-P209
K-2-31-31 養蚕業 蚕種覚柏木 上巻-P209
K-2-31-32 養蚕業 乍恐以始末書奉申上候（蚕種製造仕候処改印請度） 上巻-P209
K-2-31-33 養蚕業 製造蛹貫目取調書上 上巻-P209
K-2-31-34 養蚕業 蚕種原紙売捌規則大蔵省 上巻-P209
K-2-31-35 養蚕業 觸書（蚕種製造の規則御改正ニ付筑摩県布告） 上巻-P209
K-2-31-36 養蚕業 達（奥州蚕種買入方の件）高山支庁 上巻-P209
K-2-31-37 養蚕業 通知（生糸并蚕種製造取締の御規則の件） 上巻-P209
K-2-31-38 養蚕業 乍恐以書付奉願上候 上巻-P209
K-2-31-39 養蚕業 養蚕略説郡上郡八幡町宮川五平次 上巻-P209
K-2-31-40 養蚕業 区内報告（養蚕の方法） 上巻-P209
K-2-31-41 養蚕業 廻状（養蚕家製糸家に対する心得） 上巻-P209
K-2-31-42 養蚕業 達（伊太利国養蚕家当県下へ出張の件） 上巻-P209
K-2-31-43 養蚕業 届書（蚕種取扱所、蚕種世話役） 上巻-P209
K-2-31-44 養蚕業 達状（蚕種製造に関する）岐阜県権令小崎利準 上巻-P209
K-2-31-45 養蚕業 通知（蚕種事務扱所より原紙代価残金分配について） 上巻-P209
K-2-31-46 養蚕業 達（国内予備蚕種配分について） 上巻-P210
K-2-31-47 養蚕業 記（繭蒸鑵製造入費金）赤羽工作分局 上巻-P210
K-2-31-48 養蚕業 廻状（繭穀物野菜等陳列会開設ニ付出品方） 上巻-P210
K-2-31-49 養蚕業 達状（繭糸共進会褒賞授与式へ出願方） 上巻-P210
K-2-31-50 養蚕業 廻状（東京にて繭等五品共進会開設ニ付出品方依頼） 上巻-P210
K-2-31-51 養蚕業 廻状（繭蚕糸組合へ差出のこと）高山戸長役場 上巻-P210
K-2-31-52 養蚕業 古川町繭共進会開設ニ付提灯借用願、化学器械出品の件 上巻-P210

K-2-31-53 養蚕業
明治十九年福島県岩代国菅野金右衛門養蚕当地上木甚八氏伝習生徒日
記写森元舗控

上巻-P210

K-2-31-54 養蚕業 告示（養蚕伝習場設置）岐阜県知事小崎利準 上巻-P210
K-2-31-55 養蚕業 通知（中野武八私立養蚕伝習所設置ニ付生徒募集の件） 上巻-P210
K-2-31-56 養蚕業 岐阜県蠶絲組合取締所蠶種検査規程 上巻-P210
K-2-31-57 養蚕業 売渡通（繭売買） 上巻-P210
K-2-31-58 養蚕業 觸状御廻状（養蚕伝習所開設）高山町役場 上巻-P210
K-2-31-59 養蚕業 書状（蚕業改良拡張法案提出ニ付御賛成方願） 上巻-P210
K-2-31-60 養蚕業 通知（飛騨国内製造の蚕種について） 上巻-P210
K-2-31-61 養蚕業 売渡之通（繭売買） 上巻-P210
K-2-31-62 養蚕業 戦捷紀念高山蚕業模範場設置賛同人名簿 上巻-P210
K-2-31-63 養蚕業 戦捷紀念高山蚕業模範場出資人及び設置資金関係書類 上巻-P210
K-2-31-64 養蚕業 組合立本母養蚕伝習所の蚕況〔高山新報〕 上巻-P210
K-2-31-65 養蚕業 飛騨蚕業の改良第一策、蚕業講習所創設 上巻-P210
K-2-31-66 養蚕業 蚕綱製造販売店広告（濃信社）〔高山新報〕 上巻-P210
K-2-31-67 養蚕業 飛騨蚕業講習所開所式〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-68 養蚕業 飛騨国と蚕業〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-69 養蚕業 春蚕飼育法〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-70 養蚕業 飛騨国蚕種製造の不振〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-71 養蚕業 蚕種広告（上宝村高原舘）〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-72 養蚕業 飛騨蚕業講習設備費共同寄附ニ付木杯下賜の賞状 上巻-P211
K-2-31-73 養蚕業 飛騨国の蚕業〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-74 養蚕業 大野郡蚕業講習所年始挨拶〔高山新報〕 上巻-P211
K-2-31-75 養蚕業 松永先生口述蚕業講話岐阜県中村嘉久蔵筆記 上巻-P211
K-2-31-76 養蚕業 高山人の蚕種売買に出た地方地図 上巻-P211
K-2-31-77 養蚕業 江戸期飛騨人蚕種売買範囲図 上巻-P211
K-2-31-78 養蚕業 蚕種売買ニ歩イタ地域及び飛騨糸ノ京都売出の史料目録 上巻-P211
K-2-31-79 養蚕業 区内報告（廃繭利用について）舟坂雅平 上巻-P211
K-2-31-80 養蚕業 蚕神像木版画 上巻-P211
K-2-31-81 養蚕業 飛騨の養蚕の文献高山で発見〔記事切抜〕 上巻-P211
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K-2-31-82 養蚕業 三陽社の蚕況視察〔記事切抜〕 上巻-P211
K-2-31-83 養蚕業 原蚕種製造所高山支所を観るの記門外漢記 上巻-P211
K-2-31-84 養蚕業 飛騨蚕種同盟会総会〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-85 養蚕業 蚕種の選択〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-86 養蚕業 飛騨蚕種同盟会優良蚕種広告〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-87 養蚕業 生繭殺蛹乾燥場設置の問題〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-88 養蚕業 乾繭場問題〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-89 養蚕業 蚕業取締所建築〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-90 養蚕業 高山繭市場〔高山タイムス〕 上巻-P211
K-2-31-91 養蚕業 謹告（春秋蚕優良交配種試育広告） 上巻-P211
K-2-31-92 養蚕業 木谷原蚕種製造場見聞記〔記事切抜〕 上巻-P211
K-2-31-93 養蚕業 飛騨の蚕糸業飛騨蚕糸業調査会 上巻-P211
K-2-31-94 養蚕業 ヒゲナガコナダニに関する研究鍵谷伝 上巻-P211
K-2-31-95 養蚕業 紅葉山御養蚕所の糸繰奉仕の光栄〔記事切抜〕 上巻-P211
K-2-31-96 養蚕業 昭和十二年度蚕業取締役事務成績 上巻-P211
K-2-31-97 養蚕業 郷土（飛騨蚕業史料号）斐太郷土研究会 上巻-P212
K-2-31-98 養蚕業 郷土（飛騨蚕業史料）斐太郷土研究会 上巻-P212
K-2-31-99 養蚕業 宮城紅葉山御養蚕所拝観記本田秋憲 上巻-P212
K-2-31-100 養蚕業 益田農林学校パンフレット第3号春蚕飼育 上巻-P212
K-2-31-101 養蚕業 益田郡を中心とする飛騨農林蚕史料展覧会目録 上巻-P212
K-2-31-102 養蚕業 盟友（山村の副業と養蚕に就いて） 上巻-P212
K-2-31-103 養蚕業 県繭検定所の拡充協議〔飛騨新聞切抜〕 上巻-P212
K-2-31-104 養蚕業 蚕繭検査所を高山市へ設置〔飛騨民報〕 上巻-P212
K-2-31-105 養蚕業 岐阜大学学芸学部研究報告日置弥三郎 上巻-P212
K-2-31-106 養蚕業 繭商に関する資料〈角竹記録〉 上巻-P212
K-2-31-107 養蚕業 蚕業史料〈角竹記録〉 上巻-P212
K-2-31-108 養蚕業 蚕種関係資料〈角竹記録〉 上巻-P212
K-2-31-109 養蚕業 高山市史原稿“蚕業史” 上巻-P212
K-2-31-110 養蚕業 書付（養蚕と家作関係） 上巻-P212
K-2-31-111 養蚕業 飛騨蚕業史講話資料〈角竹記録〉 上巻-P212
K-2-31-112 養蚕業 為取替規定之事（蚕種司儀定証文） 上巻-P212
K-2-32-1 畜産業 牛質入借用証文 上巻-P213
K-2-32-2 畜産業 吉城郡畦畑組牛馬附上ケ帳兼帯名主畦畑村五良助 上巻-P213
K-2-32-3 畜産業 協救社衍義草稿（養豚法）角田米三郎 上巻-P213
K-2-32-4 畜産業 高山県より達状（牛馬の数他取調方）〈角竹記録〉 上巻-P213
K-2-32-5 畜産業 乍恐以書付奉申上候（牡牛六疋落札の件） 上巻-P213
K-2-32-6 畜産業 觸状（馬肉を牛肉と偽称し密売する者の取締） 上巻-P213
K-2-32-7 畜産業 乍恐以書付奉願上候（中牛馬会社取開の件） 上巻-P213
K-2-32-8 畜産業 乍恐以書付奉願上候（牛馬売買渡世願） 上巻-P213
K-2-32-9 畜産業 御觸書（豚肉食用無害の件）筑摩県権令永山盛輝 上巻-P213
K-2-32-10 畜産業 達（牛馬売買免許税上納の件）高山出庁所 上巻-P213
K-2-32-11 畜産業 通知（牛馬市開設の件） 上巻-P213
K-2-32-12 畜産業 布達（伝染牛疫の心得方）筑摩県参事高木惟矩 上巻-P213
K-2-32-13 畜産業 達（馬病予防方について）岐阜県権令小崎利準 上巻-P213
K-2-32-14 畜産業 牛馬数書上小白川村仁蔵他8人 上巻-P213
K-2-32-15 畜産業 御届書（鍛治橋詰に於テ牛馬市場仕度届） 上巻-P213
K-2-32-16 畜産業 願書（鍛治橋西詰ニテ馬市仕度願） 上巻-P213
K-2-32-17 畜産業 種馬貸与規則岐阜県勧業課 上巻-P213
K-2-32-18 畜産業 種牛貸与規則岐阜県勧業課 上巻-P213
K-2-32-19 畜産業 觸状（朝日村大西組馬市について） 上巻-P213
K-2-32-20 畜産業 馬市申合規則位山・朝日・高根三村連合 上巻-P213
K-2-32-21 畜産業 種牡牛馬取締規則岐阜県令小崎利準 上巻-P214
K-2-32-22 畜産業 書状（乳牛舎関係文書）森正三郎から桐山宛 上巻-P214
K-2-32-23 畜産業 組合規飛騨国産牛馬組合 上巻-P214
K-2-32-24 畜産業 搾乳販売広告七日町日新舎 上巻-P214
K-2-32-25 畜産業 飛騨国畜産事業〔高山新報〕 上巻-P214
K-2-32-26 畜産業 家鶏異名分解〔高山新報〕 上巻-P214
K-2-32-27 畜産業 飛騨三郡聯合産牛馬組合組織〔高山新報〕 上巻-P214
K-2-32-28 畜産業 飛騨国畜産史岡村利平 上巻-P214
K-2-32-29 畜産業 飛騨の馬と牛岡村李坪〔高山タイムス〕 上巻-P214
K-2-32-30 畜産業 有功章親授（畜産改良功績者直井信平氏） 上巻-P214
K-2-32-31 畜産業 益田郡の畜産益田郡畜産組合発行 上巻-P214
K-2-32-32 畜産業 改良和牛五十頭を購入〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P214
K-2-32-33 畜産業 厨芥利用養鶏益田農林学校教諭古田喜次郎 上巻-P214
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K-2-32-34 畜産業 家畜保健所着工〔記事切抜〕 上巻-P214
K-2-32-35 畜産業 畜産ニュース〔飛騨ウィークリー〕 上巻-P214
K-2-32-36 畜産業 廿八日牛の市〔高山市民時報〕 上巻-P214
K-2-32-37 畜産業 高山の牛セリ市〔中部日本新聞〕 上巻-P214
K-2-32-38 畜産業 郷土史餘滴（飛騨畜産史話）富田令禾 上巻-P214
K-2-32-39 畜産業 社説（畜産振興対策を促進せよ）〔記事切抜〕 上巻-P214
K-2-32-40 畜産業 飛騨に黒いメン羊オガ屑とモミ殻で鶏の飼料 上巻-P214
K-2-32-41 畜産業 飛騨史料国産ニ関スル材料（牛馬と巣鷹） 上巻-P214
K-2-32-42 畜産業 家畜の栄養剤ボレー粉〈角竹記録〉 上巻-P214
K-2-32-43 畜産業 北飛騨に於ける作馬について大江浩〈角竹写〉 上巻-P214
K-2-32-44 畜産業 牧畜の直井信平について（大野郡史より） 上巻-P214
K-2-32-45 畜産業 市史原稿“畜産関係”〈角竹記録〉 上巻-P214
K-2-32-46 畜産業 牛馬付上小前帳吉城郡大無雁組 上巻-P214
K-2-33-1 林業－林政 「保宇とあものさかいの事」トアル文書ノ写 上巻-P215
K-2-33-2 林業－林政 吉城郡古川郷宇津江村百姓持出願帳〈角竹写〉 上巻-P215
K-2-33-3 林業－林政 大八賀村瀧区面谷勘三所蔵文書写〈角竹写〉 上巻-P215
K-2-33-4 林業－林政 大野郡村々申渡書（苗木植付ニ付）高山御役所 上巻-P215
K-2-33-5 林業－林政 廻状（苗木植付方について）高山御役所 上巻-P215
K-2-33-6 林業－林政 廻状（苗木植付方について）高山御役所 上巻-P215
K-2-33-7 林業－林政 一札の事（盗伐御吟味の一件）〈角竹写〉 上巻-P215
K-2-33-8 林業－林政 美濃方御証文御請印村願奥田八交扣 上巻-P215
K-2-33-9 林業－林政 山内連判証文（一札之事）〈角竹写〉 上巻-P215
K-2-33-10 林業－林政 乍恐以書付奉願上候（東西蝦夷地御引上ニ付願書） 上巻-P215
K-2-33-11 林業－林政 乍恐口上書を以奉願上候御事（写）（栃拾場一件） 上巻-P215
K-2-33-12 林業－林政 亥年山方諸願留帳（阿多野郷小坂郷四十八ケ村） 上巻-P215
K-2-33-13 林業－林政 栃山相対証文之事（栃山五ケ所村中納得の上相対仕候） 上巻-P215
K-2-33-14 林業－林政 村方一同取極証文之事 上巻-P215
K-2-33-15 林業－林政 「栃山定証文」（袋） 上巻-P215
K-2-33-15-1 林業－林政 栃山定証文 上巻-P215
K-2-33-15-2 林業－林政 栃山定証文之事 上巻-P215
K-2-33-15-3 林業－林政 栃山軸代金願申証文之事 上巻-P216
K-2-33-15-4 林業－林政 別紙添証文之事 上巻-P216
K-2-33-15-5 林業－林政 栃山相対定証文之事 上巻-P216
K-2-33-15-6 林業－林政 代金覚 上巻-P216
K-2-33-16 林業－林政 乍恐奉願上候御事 上巻-P216
K-2-33-17 林業－林政 締方証文之事（松倉いちこ両山内締方） 上巻-P216
K-2-33-18 林業－林政 申余荷普請木免状留〔記録〕 上巻-P216
K-2-33-19 林業－林政 山方永続積金通 上巻-P216
K-2-33-20 林業－林政 山方四拾八ケ村買請米組限割賦高帳 上巻-P216
K-2-33-21 林業－林政 差出申山内締り方証文之事 上巻-P216
K-2-33-22 林業－林政 乍恐奉願上候 上巻-P216
K-2-33-23 林業－林政 山内稼方相対金子預証文之事 上巻-P216
K-2-33-24 林業－林政 覚（山内相対金請取） 上巻-P216
K-2-33-25 林業－林政 芝代金請取手形之事 上巻-P216
K-2-33-26 林業－林政 芝代金請取書手形之事 上巻-P216
K-2-33-27 林業－林政 （根腐ニテ居宅建替の為古木取交使用ニ付雑木下渡の願） 上巻-P217
K-2-33-28 林業－林政 吉田村嘉兵衛土蔵修理木下渡の願 上巻-P217
K-2-33-29 林業－林政 預り申金子之事（杣方諸払金借用証文） 上巻-P217
K-2-33-30 林業－林政 秣場出入内済〈角竹記録〉 上巻-P217
K-2-33-31 林業－林政 小坂郷十一ケ村山内御植木場扣帳小坂口組山見長五郎 上巻-P217
K-2-33-32 林業－林政 一札（猪鹿住居建木規定証文） 上巻-P217
K-2-33-33 林業－林政 山内郷村締方請証文 上巻-P217
K-2-33-34 林業－林政 乍恐以書付奉願上侯（下草苅願） 上巻-P217
K-2-33-35 林業－林政 乍恐以書付奉願上侯 上巻-P217
K-2-33-36 林業－林政 植木仰付のこと町方村 上巻-P217
K-2-33-37 林業－林政 乍恐以書付奉願上候 上巻-P217
K-2-33-38 林業－林政 乍恐以書付奉願上候（用水路切替ニ付松木下され度願） 上巻-P217
K-2-33-39 林業－林政 納得差入証文之事（山内山稼の件角川村、元田村） 上巻-P217
K-2-33-40 林業－林政 山方仕入大宝恵谷屋彦兵衛 上巻-P217
K-2-33-41 林業－林政 古城跡山内御免状根伐留 上巻-P217
K-2-33-42 林業－林政 乍恐以書付奉願上候（味噌差送用桶の材被下置度願） 上巻-P217
K-2-33-43 林業－林政 差上申一札之事（法力村嘉助御拂木盗伐いたし候一件） 上巻-P217
K-2-33-44 林業－林政 京都東本願寺エ被下木寸間改惣案帳 上巻-P218
K-2-33-45 林業－林政 東本願寺エ被下木之内流木之分村々エ預証文 上巻-P218
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K-2-33-46 林業－林政 書付（被下木員数之儀附上、下帳相廻候間云々） 上巻-P218
K-2-33-47 林業－林政 書状（京都より役人高山着、御滞留御材木の事） 上巻-P218
K-2-33-48 林業－林政 申渡之覚（無極印の材木買はざる様注意書）町年寄 上巻-P218
K-2-33-49 林業－林政 覚（本田囲水刎聖斗仕立用雑木下附願に付免状） 上巻-P218
K-2-33-50 林業－林政 書状（小坂山内の山稼の件） 上巻-P218
K-2-33-51 林業－林政 門坂村山内進退草場一件 上巻-P218
K-2-33-52 林業－林政 文政十三年の連印書写 上巻-P218
K-2-33-53 林業－林政 黒部山売渡納得之一札（下書）保村百姓代源助他3人 上巻-P218
K-2-33-54 林業－林政 覚（控）（小坊村にて拂木の事）高山御役所 上巻-P218
K-2-33-55 林業－林政 覚（宇兵衛居宅出火ニテ焼失ニ付仮小家取建入用木下渡の件） 上巻-P218
K-2-33-56 林業－林政 覚（小屋掛ケ木道具被下置候ニ付印鑑相渡の件） 上巻-P218
K-2-33-57 林業－林政 覚（坊方村囲穀蔵取建入用木相渡の件） 上巻-P218
K-2-33-58 林業－林政 覚（控）（小屋掛木追願ニ付）町役場 上巻-P218
K-2-33-59 林業－林政 覚（小屋掛ケ木数取立の覚） 上巻-P218
K-2-33-60 林業－林政 金請取書（片原町に囲挽木店あり） 上巻-P218
K-2-33-61 林業－林政 乍恐以口上書奉願上候 上巻-P218
K-2-33-62 林業－林政 乍恐口上書を以奉申上候 上巻-P219
K-2-33-63 林業－林政 乍恐以書付御願申上候 上巻-P219
K-2-33-64 林業－林政 差入申一札之事（洩榑の願） 上巻-P219
K-2-33-65 林業－林政 差入申御詫証文之事 上巻-P219
K-2-33-66 林業－林政 差入申一札之事（花里・千嶋・西之一色村山見役一件） 上巻-P219
K-2-33-67 林業－林政 差入申御詫証文之事 上巻-P219
K-2-33-68 林業－林政 大原村林業史料〈角竹記録〉 上巻-P219
K-2-33-69 林業－林政 乍恐以書付奉願上候（写） 上巻-P219

K-2-33-70 林業－林政
乍恐以書付奉願上候（栗木差出候処、酒室入用に求置候木にて伐り木下
渡し方願）

上巻-P219

K-2-33-71 林業－林政 乍恐以書付奉願上候 上巻-P219
K-2-33-72 林業－林政 乍恐以書付奉願上候 上巻-P219
K-2-33-73 林業－林政 乍恐以書付奉願上候 上巻-P219
K-2-33-74 林業－林政 山見役の廃止布告〈角竹記録〉 上巻-P219
K-2-33-75 林業－林政 為取替規定証文之事（花里村山見格番の件） 上巻-P220
K-2-33-76 林業－林政 飛騨国村々山内木数几積取調書 上巻-P220
K-2-33-77 林業－林政 乍恐以書付奉願上候（洩榑願） 上巻-P220
K-2-33-78 林業－林政 家別洩榑願書 上巻-P220
K-2-33-79 林業－林政 元木御極印願書（茸榑願）益田郡小屋名村 上巻-P220
K-2-33-80 林業－林政 吉城郡三川原村大下五良右衛門御歎申上候 上巻-P220
K-2-33-81 林業－林政 書状（御前より苗木買入について） 上巻-P220
K-2-33-82 林業－林政 木挽方締取調帳益田郡三郷村・川西村 上巻-P220
K-2-33-83 林業－林政 布達（地理局出張所、山林局出張所と改称） 上巻-P220
K-2-33-84 林業－林政 布達（高山町山林局出張所廃止の件） 上巻-P220
K-2-33-85 林業－林政 通知（生立木投票ヲ以テ払下候件） 上巻-P220
K-2-33-86 林業－林政 通知（高山育飼場に於テ木苗公売に付） 上巻-P220
K-2-33-87 林業－林政 山林之件ニ付御答 上巻-P220
K-2-33-88 林業－林政 山林掛用買物帳 上巻-P220
K-2-33-89 林業－林政 飛騨林業株式会社創立趣意書・定款 上巻-P220
K-2-33-90 林業－林政 飛騨林業株式会社株式募集広告〔高山新報〕 上巻-P220
K-2-33-91 林業－林政 山林会総会に於ける知事の演説〔高山新報〕 上巻-P220
K-2-33-92 林業－林政 届書他山林関係綴飛騨管内 上巻-P220
K-2-33-93 林業－林政 飛州木材株式会社人夫募集記事〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P220
K-2-33-94 林業－林政 飛騨山林開発座談会〔大阪毎日新聞切抜〕 上巻-P221
K-2-33-95 林業－林政 飛騨山林開発座談会大阪営林局 上巻-P221
K-2-33-96 林業－林政 北海道晩成社十勝開発史萩原實編輯発行 上巻-P221
K-2-33-97 林業－林政 飛騨の草山永代売に就て書状江馬修から角竹喜登宛 上巻-P221
K-2-33-98 林業－林政 林業中心飛騨産業史講話要項 上巻-P221
K-2-33-99 林業－林政 荘村氏文書（休山一件御印状の写） 上巻-P221
K-2-33-100 林業－林政 山林に関する文書の記録（木方演説書・木方申送書等） 上巻-P221
K-2-33-101 林業－林政 益田郡朝日小学校蔵古文書写（山方諸願留帳等） 上巻-P221
K-2-33-102 林業－林政 山方賃金について〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-103 林業－林政 山方株の証文〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-104 林業－林政 山方関係文書写綴〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-105 林業－林政 飛州材木山資料白川烏衣 上巻-P221
K-2-33-106 林業－林政 申渡（苗木植付方について）高山御役所 上巻-P221
K-2-33-107 林業－林政 荘村文書（山方植木一件）〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-108 林業－林政 山林ニ関する注意條項 上巻-P221
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K-2-33-109 林業－林政 木方留目録〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-110 林業－林政 享保年中某地投入留書（被仰渡の趣）〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-111 林業－林政 桧角所持木に関する文書写〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-112 林業－林政 宮木の杣土屋 上巻-P221
K-2-33-113 林業－林政 緑の週間について〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-114 林業－林政 徳川直轄地史料産業に関スル材料（主に林制） 上巻-P221
K-2-33-115 林業－林政 昭和時代の林政〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-116 林業－林政 ひだの林政〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-117 林業－林政 飛騨林業史関係文献〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-118 林業－林政 宮村山林史料〈角竹記録〉 上巻-P221
K-2-33-119 林業－林政 林業史説明用資料（清見村の例） 上巻-P221

K-2-33-120
林業－伐木・運
材

飛騨国材木方入用窺伊奈半十郎から御勘定所宛 上巻-P221

K-2-33-121
林業－伐木・運
材

御榑木方御窺書扣長（谷川）庄五郎から榑木方役人中宛 上巻-P221

K-2-33-122
林業－伐木・運
材

野上村与市手帳写置古書物（御榑木ニ就テ） 上巻-P222

K-2-33-123
林業－伐木・運
材

飛州地役人御榑木方掌記 上巻-P222

K-2-33-124
林業－伐木・運
材

飛州南・北御榑木御材木年々改方極書御榑木方御用場 上巻-P222

K-2-33-125
林業－伐木・運
材

御用方覚書（御用木の覚、川下賃、元伐稼村々覚他） 上巻-P222

K-2-33-126
林業－伐木・運
材

南方・上小鳥角板子直段帳大池 上巻-P222

K-2-33-127
林業－伐木・運
材

木方御用向覚書大池善助 上巻-P222

K-2-33-128
林業－伐木・運
材

越中東笹津詰日記御用留大池 上巻-P222

K-2-33-129
林業－伐木・運
材

下原中綱場日記（本願寺御用木川下）大池 上巻-P222

K-2-33-130
林業－伐木・運
材

飛州元伐御材木榑木流失并積船雑船一件大池 上巻-P222

K-2-33-131
林業－伐木・運
材

下原中綱場絵図尾州白鳥中村屋七兵衛扣 上巻-P222

K-2-33-132
林業－伐木・運
材

角廻直段附大池通福 上巻-P222

K-2-33-133
林業－伐木・運
材

口上之覚（御運上御用木居合船積入の件）大池 上巻-P222

K-2-33-134
林業－伐木・運
材

覚書（桧角直段等）大池 上巻-P222

K-2-33-135
林業－伐木・運
材

川並海辺御証文御用日記 上巻-P222

K-2-33-136
林業－伐木・運
材

「元伐御材木山内改寸間帳・渡場改川原帳」（袋） 上巻-P222

K-2-33-136-1
林業－伐木・運
材

午年本伐御材木牧渡場改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-2
林業－伐木・運
材

午年本伐御材木丸山・落合より源作迄川並改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-3
林業－伐木・運
材

午年本伐御材木鹿山・若栃・葛谷・湯屋・猿沢渡々改川原帳長瀬清兵衛・
岩城直次郎

上巻-P222

K-2-33-136-4
林業－伐木・運
材

午年元伐御材木大洞村改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-5
林業－伐木・運
材

午年元伐御材木落合山内改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-6
林業－伐木・運
材

午年本伐御材木大萱より鹿山迄川並改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-7
林業－伐木・運
材

未年本伐御材木小坂・鹿山・夏焼渡場改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-8
林業－伐木・運
材

未年元伐御材木小坂渡場ニテ改川原帳 上巻-P222

K-2-33-136-9
林業－伐木・運
材

午年本伐御材木小俣渡場改川原帳 上巻-P223
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K-2-33-136-10
林業－伐木・運
材

午年元伐御材木野麦より中之宿迄渡場ニテ川原帳 上巻-P223

K-2-33-136-11
林業－伐木・運
材

申年本伐御材木下馬瀬山内改寸間帳 上巻-P223

K-2-33-136-12
林業－伐木・運
材

日影村申元伐御材木野麦山内改寸間帳 上巻-P223

K-2-33-136-13
林業－伐木・運
材

日影村申元伐御材木野麦山内改寸間帳 上巻-P223

K-2-33-137
林業－伐木・運
材

川通・海辺御証文持廻日記大池 上巻-P223

K-2-33-138
林業－伐木・運
材

白木諸荷物勘定目録改帳 上巻-P223

K-2-33-139
林業－伐木・運
材

白木諸荷物勘定目録帳 上巻-P223

K-2-33-140
林業－伐木・運
材

乍恐奉願上候 上巻-P223

K-2-33-141
林業－伐木・運
材

乍恐奉願上候（白木出不足の訴） 上巻-P223

K-2-33-142
林業－伐木・運
材

白木御荷物勘定帳 上巻-P223

K-2-33-143
林業－伐木・運
材

覚（かなきほた商法商仕入用ニ付送り状） 上巻-P223

K-2-33-144
林業－伐木・運
材

御材木一件市村 上巻-P223

K-2-33-145
林業－伐木・運
材

乍恐書附を以奉願上候（杉角川下ケの願） 上巻-P223

K-2-33-146
林業－伐木・運
材

乍恐奉願上候（御用木川下并運送請負ヒの件で江戸出府仕度、御添翰下
され度願）

上巻-P223

K-2-33-147
林業－伐木・運
材

黒部・桧納メ江戸着迄大積りの覚 上巻-P223

K-2-33-148
林業－伐木・運
材

高山町年寄日記より白木稼の件文書写〈角竹記録〉 上巻-P223

K-2-33-149
林業－伐木・運
材

見尺改覚帳山口村新七 上巻-P223

K-2-33-150
林業－伐木・運
材

庄村盛祐木方留（南方・北方元伐賃）〈角竹記録〉 上巻-P223

K-2-33-151
林業－伐木・運
材

御用杉板運賃諸入用帳 上巻-P224

K-2-33-152
林業－伐木・運
材

乍恐以書付奉願上候（元伐御材木榑木稼願） 上巻-P224

K-2-33-153
林業－伐木・運
材

御用檜挽割板白鳥湊請拂帳 上巻-P224

K-2-33-154
林業－伐木・運
材

覚（酉戌弐ケ年御材木川下方として下麻生稼場諸出役勘定書） 上巻-P224

K-2-33-155
林業－伐木・運
材

「松屋咲知出入覚」（袋） 上巻-P224

K-2-33-155-1
林業－伐木・運
材

江戸松屋咲知殿差引并売渡規定一札細江屋嘉助 上巻-P224

K-2-33-155-2
林業－伐木・運
材

熊崎半右エ門様桧板間尺〆出帳細江屋庄助扣 上巻-P224

K-2-33-155-3
林業－伐木・運
材

小坂半右衛門殿板束改帳細江屋代与兵衛 上巻-P224

K-2-33-155-4
林業－伐木・運
材

桧板勘定帳松屋熊次郎 上巻-P224

K-2-33-155-5
林業－伐木・運
材

神明丁小屋分黒部桧板寸間扣帳細江屋店佐吉 上巻-P224

K-2-33-155-6
林業－伐木・運
材

江戸浅草御蔵前天王町松屋咲知様出入覚 上巻-P224

K-2-33-155-7
林業－伐木・運
材

覚（桧板仕切金差入方延引に付規定書） 上巻-P224

K-2-33-155-8
林業－伐木・運
材

覚（桧板買請代金渡証） 上巻-P224

K-2-33-156
林業－伐木・運
材

御條目下（写）（飛州御用木江戸廻ニ付心得方） 上巻-P224
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K-2-33-157
林業－伐木・運
材

飛州南方山内亥年元伐御材木榑木湊改寸間帳 上巻-P224

K-2-33-158
林業－伐木・運
材

飛州南方山内亥年元伐御材木榑木湊改拮木仕出帳 上巻-P224

K-2-33-159
林業－伐木・運
材

飛州南方山内亥年元伐御材木・榑木湊改流失木仕出帳 上巻-P224

K-2-33-160
林業－伐木・運
材

御尋ニ付町年寄并御出入町人檜角所持書上帳写 上巻-P224

K-2-33-161
林業－伐木・運
材

差上申御請証文之事（案文） 上巻-P224

K-2-33-162
林業－伐木・運
材

飛州御用木江戸廻被仰付に於て心得方（触状扣） 上巻-P224

K-2-33-163
林業－伐木・運
材

指入申一札之事（姫子切取村方へ詫証文） 上巻-P224

K-2-33-164
林業－伐木・運
材

相対申証文之事（青屋村山内白木稼の件） 上巻-P225

K-2-33-165
林業－伐木・運
材

諸白木御運上値段青山 上巻-P225

K-2-33-166
林業－伐木・運
材

飛州御用木送状之事（案文） 上巻-P225

K-2-33-167
林業－伐木・運
材

飛州材木流しの説明文 上巻-P225

K-2-33-168
林業－伐木・運
材

未冬川通海辺御証文出役雑用仕上控 上巻-P225

K-2-33-169
林業－伐木・運
材

覚（上岡本村山内にて伐採の件廻状）町役所 上巻-P225

K-2-33-170
林業－伐木・運
材

書状（飛州御材木榑木川下ケの件） 上巻-P225

K-2-33-171
林業－伐木・運
材

書状（飛州御材木榑木川下ケの件） 上巻-P225

K-2-33-172
林業－伐木・運
材

改極印（榑木川下ケ改の件） 上巻-P225

K-2-33-173
林業－伐木・運
材

書状（飛州御用材川下げ一件） 上巻-P225

K-2-33-174
林業－伐木・運
材

書状（飛州御材木川下について下麻生綱場の件） 上巻-P225

K-2-33-175
林業－伐木・運
材

書状（下麻生綱場の一件） 上巻-P225

K-2-33-176
林業－伐木・運
材

書状（飛州御材木川下ケニ付下麻生綱場取計の儀） 上巻-P225

K-2-33-177-1
林業－伐木・運
材

書状（材木川下げについて下麻生綱場の件） 上巻-P225

K-2-33-177-2
林業－伐木・運
材

書状（飛州南方山内元伐御材木川下ケの件） 上巻-P225

K-2-33-178
林業－伐木・運
材

差上申一札之事（材木川下ケ中出火ニテ流出候ニ付） 上巻-P225

K-2-33-179
林業－伐木・運
材

書状（太田陣屋懸合一件） 上巻-P225

K-2-33-180
林業－伐木・運
材

書状（太田陣屋懸合一件） 上巻-P225

K-2-33-181
林業－伐木・運
材

書状（下書）（太田陣屋へ懸合の件） 上巻-P226

K-2-33-182
林業－伐木・運
材

書状（材木川下げに付依頼） 上巻-P226

K-2-33-183
林業－伐木・運
材

書状（林に関すること） 上巻-P226

K-2-33-184
林業－伐木・運
材

手帳（南方山伐出材觸書等）大池織右衛門 上巻-P226

K-2-33-185
林業－伐木・運
材

覚（西丸御普請用御用杉板送り状） 上巻-P226

K-2-33-186
林業－伐木・運
材

下原中切村山内松角白木改請印帳 上巻-P226

K-2-33-187
林業－伐木・運
材

飛騨川流材関係図（長谷川金左エ門の名あり） 上巻-P226
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K-2-33-188
林業－伐木・運
材

覚（御用木川下ニ付越中東笹津綱場詰ニ仰付入用請取届）大池園右衛門
から井田嘉藤次・岩間竹右衛門宛

上巻-P226

K-2-33-189
林業－伐木・運
材

覚（川下ケ方入用酒請取） 上巻-P226

K-2-33-190
林業－伐木・運
材

御用板駄賃覚 上巻-P226

K-2-33-191
林業－伐木・運
材

乍恐以書付奉願上候（・印の流出材御吟味の件） 上巻-P226

K-2-33-192
林業－伐木・運
材

乍恐以書付奉願上候（信州・遠州・参州・濃州・勢州五ケ国より材木伐出方
の件）

上巻-P226

K-2-33-193
林業－伐木・運
材

白木稼願及び山相対証文文書の写〈角竹記録〉 上巻-P226

K-2-33-194
林業－伐木・運
材

白木運上請取書山梨村・福寄村・坊方村・藤瀬村 上巻-P226

K-2-33-195
林業－伐木・運
材

御川觸願書 上巻-P226

K-2-33-196
林業－伐木・運
材

乍恐以書付奉願上候（材木川觸願） 上巻-P226

K-2-33-197
林業－伐木・運
材

川下ケ願書（高山へ材木売却に付岩井より川下ケ願） 上巻-P226

K-2-33-198
林業－伐木・運
材

御請書（伐木に関すること） 上巻-P226

K-2-33-199
林業－伐木・運
材

伐木願書 上巻-P226

K-2-33-200
林業－伐木・運
材

白木稼相対約定書 上巻-P227

K-2-33-201
林業－伐木・運
材

書状（官材図会に関する） 上巻-P227

K-2-33-202
林業－伐木・運
材

官材図会序（広瀬旭荘） 上巻-P227

K-2-33-203
林業－伐木・運
材

官材画譜出版ニ関する諸記録土屋有忠 上巻-P227

K-2-33-204
林業－伐木・運
材

土屋有忠父秀世ノ著官材画譜出版ニ就テノ草稿類 上巻-P227

K-2-33-205
林業－伐木・運
材

（益田郡）御用木元伐南方（四十八ケ村）の調査史料 上巻-P227

K-2-33-206
林業－伐木・運
材

材木川流しの写真 上巻-P227

K-2-33-207
林業－伐木・運
材

生井村及び三福寺の榾史料〈角竹記録〉 上巻-P227

K-2-33-208 林業－林野
大野郡小鳥郷大谷村・江黒村・池本村相守候雑木山草山書上ケ帳大谷村
名主新助〈角竹写〉

上巻-P227

K-2-33-209 林業－林野 灘郷上岡本・春国村草山高割帳名主甚右衛門 上巻-P227
K-2-33-210 林業－林野 灘郷花里村・西之一色村山割帳 上巻-P227
K-2-33-211 林業－林野 定証文之事（当村山内分ケ持の件） 上巻-P227
K-2-33-212 林業－林野 巣鷹見立札外六項の文書 上巻-P227
K-2-33-213 林業－林野 赤保木村草場分文書〈角竹記録〉 上巻-P227
K-2-33-214 林業－林野 定証文之事（当村山内分ケ持の件） 上巻-P227
K-2-33-215 林業－林野 御材山掛入用覚小前帳名主小助〈角竹写〉 上巻-P227
K-2-33-216 林業－林野 巣鷹手形譲り証文之事〈角竹写〉 上巻-P227
K-2-33-217 林業－林野 譲り証文之事 上巻-P227
K-2-33-218 林業－林野 宮村林山草山扣帳杉崎屋甚右衛門 上巻-P227
K-2-33-219 林業－林野 御林山并雑木山等御改ニ付御觸書写 上巻-P227
K-2-33-220 林業－林野 御林山取調個所附帳〈角竹写〉 上巻-P227
K-2-33-221 林業－林野 御山内元調箇所附帳大野郡山梨村から高山御役所宛 上巻-P227
K-2-33-222 林業－林野 御林山内取調ケ所附帳 上巻-P228
K-2-33-223 林業－林野 益田郡小坂郷御林山内箇所附帳 上巻-P228
K-2-33-224 林業－林野 益田郡三郷御林山内ケ所附帳（表紙のみ） 上巻-P228
K-2-33-225 林業－林野 飛州御林山取締改正神文（起証文前書） 上巻-P228
K-2-33-226 林業－林野 報告書（坂下村地内山林の所有の件） 上巻-P228
K-2-33-227 林業－林野 写真（御山内取調箇所附帳他1枚） 上巻-P228
K-2-33-228 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P228
K-2-33-229 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P228
K-2-33-230 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P228
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K-2-33-231 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P228
K-2-33-232 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P228
K-2-33-233 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P228
K-2-33-234 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P228
K-2-33-235 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P228
K-2-33-236 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P228
K-2-33-237 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P229
K-2-33-238 林業－林野 官林反別木数取調書上帳 上巻-P229
K-2-33-239 林業－林野 官林箇所取調書上帳 上巻-P229
K-2-33-240 林業－林野 官林箇所取調書上帳 上巻-P229
K-2-33-241 林業－林野 官林箇所取調書上帳 上巻-P229
K-2-33-242 林業－林野 官林箇所取調帳 上巻-P229
K-2-33-243 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P229
K-2-33-244 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P229
K-2-33-245 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P229
K-2-33-246 林業－林野 官林ケ所取調書上 上巻-P229
K-2-33-247 林業－林野 官林取調書上 上巻-P229
K-2-33-248 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P229
K-2-33-249 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-250 林業－林野 官林取調書上 上巻-P230
K-2-33-251 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P230
K-2-33-252 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-253 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-254 林業－林野 官林反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-255 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P230
K-2-33-256 林業－林野 官林取調書上帳 上巻-P230
K-2-33-257 林業－林野 官林箇所取調書上 上巻-P230
K-2-33-258 林業－林野 官林反別木数書上帳 上巻-P230
K-2-33-259 林業－林野 官林反別木数調書 上巻-P230
K-2-33-260 林業－林野 官林取調書公有地取調書 上巻-P230
K-2-33-261 林業－林野 公有地反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-262 林業－林野 普通公有地反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-263 林業－林野 公有地反別木数取調帳 上巻-P230
K-2-33-264 林業－林野 公有地反別木数取調帳 上巻-P231
K-2-33-265 林業－林野 公有地反別木数取調帳 上巻-P231
K-2-33-266 林業－林野 公有地箇所取調書上 上巻-P231
K-2-33-267 林業－林野 公有地取調書上 上巻-P231
K-2-33-268 林業－林野 公有地ケ所取調書上 上巻-P231
K-2-33-269 林業－林野 公有地反別木数取調書上帳 上巻-P231
K-2-33-270 林業－林野 公有地取調書上帳 上巻-P231
K-2-33-271 林業－林野 公有地取調書上帳 上巻-P231
K-2-33-272 林業－林野 公有地箇所取調書上 上巻-P231
K-2-33-273 林業－林野 公有地取調書上 上巻-P231
K-2-33-274 林業－林野 公有地取調書上帳 上巻-P231
K-2-33-275 林業－林野 公有地取調書上帳 上巻-P231
K-2-33-276 林業－林野 公有地箇所取調書上帳 上巻-P232
K-2-33-277 林業－林野 公有地取調書上 上巻-P232
K-2-33-278 林業－林野 公有地箇所取調書上 上巻-P232
K-2-33-279 林業－林野 公有地取調書上 上巻-P232
K-2-33-280 林業－林野 願書（公有地山林調之儀） 上巻-P232
K-2-33-281 林業－林野 公有地箇所取調書上 上巻-P232
K-2-33-282 林業－林野 公有地反別木数調帳小阪村之内落合 上巻-P232
K-2-33-283 林業－林野 公有地箇所取調書上帳大野郡下之切村 上巻-P232
K-2-33-284 林業－林野 私有地反別木数取調帳 上巻-P232
K-2-33-285 林業－林野 山林私有地御願書印形名前帳 上巻-P232
K-2-33-286 林業－林野 御願書（新規官林を公有地ニ被仰付度願） 上巻-P232
K-2-33-287 林業－林野 布告（海軍省伐木教師ジュポン官林検査のため出張） 上巻-P232
K-2-33-288 林業－林野 山林柴艸山野地地価等級帳大名田村花里組 上巻-P232
K-2-33-289 林業－林野 山林生立木売渡シ券証書 上巻-P232
K-2-33-290 林業－林野 達（山王官林・古城跡官林内拂下ケの件） 上巻-P232
K-2-33-291 林業－林野 薪山小澤番号簿花里組 上巻-P232
K-2-33-292 林業－林野 御願書（高根村畑山林地押一件につき中丸彦助戸長宛不満差上書） 上巻-P233
K-2-33-293 林業－林野 高根村関係願書・誓約書 上巻-P233
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K-2-33-294 林業－林野
官林伐木運搬請負願、証明書、官林伐木運搬請負ノ儀ニ付御照会願、規
約書、材木伐採川下ケ請負見積書写

上巻-P233

K-2-33-295 林業－林野 願書（控） 上巻-P233
K-2-33-296 林業－林野 岐阜県告示第五十一号 上巻-P233
K-2-33-297 林業－林野 官林下戻請願事件会計簿 上巻-P233
K-2-33-298 林業－林野 書状（山林下戻シ一件） 上巻-P233
K-2-33-299 林業－林野 官民有区別誤謬訂正願理由書 上巻-P233
K-2-33-300 林業－林野 官民有区別誤謬訂正願理由書 上巻-P233
K-2-33-301 林業－林野 萬波山土地貸下規則及開墾事務細則 上巻-P233
K-2-33-302 林業－林野 達（万波山土地貸下規則告示について） 上巻-P233
K-2-33-303 林業－林野 官民有区別誤謬訂正之儀ニ付願 上巻-P233
K-2-33-304 林業－林野 官民有区別誤謬訂正之儀ニ付願 上巻-P234
K-2-33-305 林業－林野 官民有区別誤謬訂正之儀ニ付願 上巻-P234
K-2-33-306 林業－林野 官民有区別誤謬訂正之儀ニ付願 上巻-P234
K-2-33-307 林業－林野 万波山売却関係記録 上巻-P234
K-2-33-308 林業－林野 繰入証書・明治32年5月30日より明治37年8月2日まで分国有林下戻事件費 上巻-P234
K-2-33-309 林業－林野 達状（山林検査のため官吏派遣） 上巻-P234
K-2-33-310 林業－林野 飛騨方面営林署管内ニ於ケル主ナル地元町村々勢調・ 上巻-P234
K-2-33-311 林業－林野 小坂の御料林帝室林野局小坂出張所 上巻-P234
K-2-33-312 林業－林野 高原郷の巣鷹史料（林下氏より手紙） 上巻-P234
K-2-33-313 林業－林野 帝室林野局名古屋支局高山出張所部内概要 上巻-P234
K-2-33-314 林業－林野 飛騨林業史料〈角竹記録〉 上巻-P234
K-2-33-315 林業－林野 豊田藤之進引継演説書（巣鷹の件）〈角竹記録〉 上巻-P234
K-2-33-316 林業－林野 飛騨の鷹の巣富田令禾 上巻-P234
K-2-33-317 林業－林野 御巣鷹記録〈角竹記録〉 上巻-P234
K-2-33-318 林業－林野 京都御所御造営と飛騨の御林山（富田令禾特別寄稿） 上巻-P234
K-2-33-319 林業－林野 江戸時代の御林山（飛騨史壇）〈角竹記録〉 上巻-P234

K-2-33-320
林業－山論・入
会

事違証文之事（草苅場所相極の儀） 上巻-P234

K-2-33-321
林業－山論・入
会

一札之事　（山論文書）　〈角竹写〉 上巻-P235

K-2-33-322
林業－山論・入
会

一札之事　（取越山之対決惣百姓連判）　〈角竹写〉 上巻-P235

K-2-33-323
林業－山論・入
会

池本村・大谷村山論御裁許証文写 上巻-P235

K-2-33-324
林業－山論・入
会

出入済口事違証文之事　（村境出入済口） 上巻-P235

K-2-33-325
林業－山論・入
会

一札の事（とひ谷山論江戸訴訟）〈角竹写〉 上巻-P235

K-2-33-326
林業－山論・入
会

奉差上出入内済証文之事 上巻-P235

K-2-33-327
林業－山論・入
会

差出申一札之事（絵図付） 上巻-P235

K-2-33-328
林業－山論・入
会

差出申山内取締一札之事 上巻-P235

K-2-33-329
林業－山論・入
会

乍恐書付を以御歎奉願上候（角川村山内境一件） 上巻-P235

K-2-33-330
林業－山論・入
会

締方取極メ一札之事 上巻-P235

K-2-33-331
林業－山論・入
会

差上申済口証文之事（写） 上巻-P235

K-2-33-332
林業－山論・入
会

差入申一札之事（案文） 上巻-P235

K-2-33-333
林業－山論・入
会

進退株場敷論内済証文之事 上巻-P235

K-2-33-334
林業－山論・入
会

差入申一札之事 上巻-P236

K-2-33-335
林業－山論・入
会

差入申一札之事（入会薪刈場稼方年季譲渡証文） 上巻-P236

K-2-33-336
林業－山論・入
会

差入申一札之事（雑木入会場稼年期譲渡証文） 上巻-P236

K-2-33-337
林業－山論・入
会

為取替申証文之事（入会薪刈場年期譲渡証文） 上巻-P236
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K-2-33-338
林業－山論・入
会

為取替申証文之事（入会山松姫子栗木買入について） 上巻-P236

K-2-33-339
林業－山論・入
会

為取替申証文（松姫子伐取に付村方示談の上） 上巻-P236

K-2-33-340
林業－山論・入
会

約定証・契約書（控） 上巻-P236

K-2-33-341
林業－山論・入
会

連判証文之事（山論一件ニ付傘連判状） 上巻-P236

K-2-33-342
林業－山論・入
会

山論雑誌并上申物写込太江組田近基徳 上巻-P236

K-2-33-343
林業－山論・入
会

古願書之写（小嶋郷太江村山論関係） 上巻-P236

K-2-33-344
林業－山論・入
会

山論儀定証書 上巻-P236

K-2-33-345
林業－山論・入
会

明治十一年山論交換書之写田近基徳扣 上巻-P236

K-2-33-346
林業－山論・入
会

約定書（小茂山入会地山論ニ付）清見村三日町組 上巻-P236

K-2-33-347
林業－山論・入
会

契約証（控） 上巻-P236

K-2-33-348
林業－山論・入
会

訴訟提起後和解調書（騰本） 上巻-P236

K-2-33-349
林業－山論・入
会

届書（御料林改組前入会山ニテ稼来り実地現形事実判明のこと） 上巻-P237

K-2-33-350
林業－山論・入
会

入会山林について〔高山新報〕 上巻-P237

K-2-33-351
林業－山論・入
会

入会山（草山）ノ山割ニ就テ〈角竹記録〉 上巻-P237

K-2-33-352
林業－山論・入
会

飛騨の入会柴草山の四例寛文―元禄間角竹喜登 上巻-P237

K-2-33-353
林業－山論・入
会

林野入会権の本質と様相上巻 上巻-P237

K-2-33-354 林業－林産物 卯年猪追入用取立帳名主新七 上巻-P237
K-2-33-355 林業－林産物 猪子追入用取立帳山口名主新七 上巻-P237
K-2-33-356 林業－林産物 書状（無数河村御用炭文書） 上巻-P237
K-2-33-357 林業－林産物 乍恐以書付奉願上候（炭稼新株の願） 上巻-P237
K-2-33-358 林業－林産物 乍恐奉願上候（木柾悪敷木品ニ付下ケ渡し下され度願） 上巻-P237
K-2-33-359 林業－林産物 売木品々覚帳新十郎 上巻-P237
K-2-33-360 林業－林産物 乍恐奉願上候（藤瀬村百姓為助儀薪稼仕度願） 上巻-P237
K-2-33-361 林業－林産物 乍恐以口上書奉申上候（下書）（炭稼の件） 上巻-P237
K-2-33-362 林業－林産物 乍恐以書付奉願上候（薪木品伐取の願） 上巻-P238
K-2-33-363 林業－林産物 乍恐以書付奉願上候（写）（雑木薪小呂伐取立） 上巻-P238
K-2-33-364 林業－林産物 古川町中エ売捌薪代取調書写 上巻-P238
K-2-33-365 林業－林産物 小坊村・有道村山内改木品取調帳 上巻-P238
K-2-33-366 林業－林産物 （無木印之木品決テ取扱申間敷候事）組頭 上巻-P238
K-2-33-367 林業－林産物 觸書（炭入用持参のこと） 上巻-P238
K-2-33-368 林業－林産物 乍恐以書付奉願上候（無数河村山内ニテ炭稼の願） 上巻-P238
K-2-33-369 林業－林産物 鳥獣出没の害について狩猟の注意（写） 上巻-P238
K-2-33-370 林業－林産物 通知（薪伐許可の件千嶋村他十九ケ村）区長 上巻-P238
K-2-33-371 林業－林産物 高山薪炭会社設置願発起人高山町森茂熊次郎 上巻-P238
K-2-33-372 林業－林産物 岐阜県勧業課臨時報第三回 上巻-P238
K-2-33-373 林業－林産物 寄書ゐのしゝ南陽居〔高山新報〕 上巻-P238
K-2-33-374 林業－林産物 飛騨の猪神（土俗研究）秋汀生〔飛騨公論〕 上巻-P238
K-2-33-375 林業－林産物 飛騨山に遺った前代猟法山田白馬〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P238
K-2-33-376 林業－林産物 飛騨の猪〈角竹記録〉 上巻-P238
K-2-33-377 林業－林産物 高根村の熊狩〔新聞切抜〕 上巻-P238
K-2-33-378 林業－林産物 猪捕れ高統計（斐太後風土記より）〈角竹記録〉 上巻-P238
K-2-33-379 林業－林産物 飛騨の猪話飛騨に於ける猪の口碑 上巻-P238
K-2-33-380 林業－林産物 高山出張所区内会議問題猪鹿の害 上巻-P238
K-2-33-381 林業－林産物 シシと古川地方民〔雑誌切抜〕 上巻-P238
K-2-33-382 林業－林産物 猪狩の絵図 上巻-P238
K-2-33-383 林業－林産物 飛騨の猪〈角竹記録〉 上巻-P238
K-2-33-384 林業－林産物 栗に関する飛騨文献七題角竹如山〔新聞切抜〕 上巻-P238
K-2-33-385 林業－林産物 飛騨に於ける吉野櫻二題如山生〔雑誌切抜〕 上巻-P238
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K-2-33-386 林業－林産物 清見の二ツ葉栗天然記念物指定申請〔新聞切抜〕 上巻-P238
K-2-33-387 林業－林産物 栃の連理木（上宝村字双六）〔新聞切抜〕 上巻-P239
K-2-33-388 林業－林産物 書状（けんぽなし、ハンの木、袋朴葉について） 上巻-P239
K-2-33-389 林業－林産物 清見村夏厩・池本・二本木の袋朴葉に就て 上巻-P239
K-2-33-390 林業－林産物 竹藪一件扣書小坂 上巻-P239
K-2-33-391 林業－林産物 歌詞菜蕗 上巻-P239
K-2-33-392 林業－林産物 マッチ材についての記録 上巻-P239
K-2-33-393 林業－林産物 薪炭に関する文書記録〈角竹記録〉 上巻-P239
K-2-33-394 林業－林産物 木材市低調〔高山市民時報〕 上巻-P239

K-2-33-395
林業－木地屋
関係

木地屋定八諸道具請取帳 上巻-P239

K-2-33-396
林業－木地屋
関係

木地請拂勘定目録帳 上巻-P239

K-2-33-397
林業－木地屋
関係

木地かよい（帳） 上巻-P239

K-2-33-398
林業－木地屋
関係

覚（折敷地村山仕入） 上巻-P239

K-2-33-399
林業－木地屋
関係

寅年仕切之覚（木地勘定仕切り） 上巻-P239

K-2-33-400
林業－木地屋
関係

木地屋荷物村継差引書 上巻-P239

K-2-33-401
林業－木地屋
関係

覚（木地代金他預り覚） 上巻-P239

K-2-33-402
林業－木地屋
関係

書状（木地屋の手紙） 上巻-P239

K-2-33-403
林業－木地屋
関係

木地船積帳 上巻-P240

K-2-33-404
林業－木地屋
関係

木地仕入帳滑川長三郎・葛西吉兵衛 上巻-P240

K-2-33-405
林業－木地屋
関係

乍恐奉願上候御事（椀木地他国出の願） 上巻-P240

K-2-33-406
林業－木地屋
関係

乍恐奉願上候（木地稼場所替の一件） 上巻-P240

K-2-33-407
林業－木地屋
関係

木地荷物横附帳 上巻-P240

K-2-33-408
林業－木地屋
関係

覚（木地他仕入覚） 上巻-P240

K-2-33-409
林業－木地屋
関係

木地稼差入一札（山絵図共） 上巻-P240

K-2-33-410
林業－木地屋
関係

覚（木地請取状） 上巻-P240

K-2-33-411
林業－木地屋
関係

書状（下書）（木地駄賃の件） 上巻-P240

K-2-33-412
林業－木地屋
関係

覚（木地屋米相渡し証） 上巻-P240

K-2-33-413
林業－木地屋
関係

目録（木地役銀請取証） 上巻-P240

K-2-33-414
林業－木地屋
関係

惟喬親王に関する記録 上巻-P240

K-2-33-415
林業－木地屋
関係

木地屋写真（惟尊親王に関する角竹記録あり） 上巻-P240

K-2-33-416
林業－木地屋
関係

木地稼例〈角竹記録〉 上巻-P240

K-2-33-417
林業－木地屋
関係

宗猷寺墓地木地師の墓調査〈角竹記録〉 上巻-P240

K-2-33-418
林業－木地屋
関係

三福寺区歓喜寺文書〈角竹記録〉 上巻-P240

K-2-33-419
林業－木地屋
関係

歓喜寺過去帳より木地師の法名・命日〈角竹記録〉 上巻-P240

K-2-33-420
林業－木地屋
関係

拓本（宗猷寺木地師の墓） 上巻-P240

K-2-33-421
林業－木地屋
関係

拓本（宗猷寺墓地木地師墓） 上巻-P240
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K-2-33-422
林業－木地屋
関係

拓本（歓喜寺木地師の墓） 上巻-P240

K-2-33-423
林業－木地屋
関係

木地師免許状 上巻-P240

K-2-33-424
林業－木地屋
関係

仕切覚（木地受取書） 上巻-P241

K-2-33-425
林業－木地屋
関係

木地勘定帳飛騨高山谷屋彦兵衛 上巻-P241

K-2-33-426
林業－木地屋
関係

木地山稼方規定連印帳（震災後復旧の取極規定之事） 上巻-P241

K-2-33-427 林業－山絵図 大野郡石浦村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-428 林業－山絵図 大野郡楢谷村山林調絵図 上巻-P241
K-2-33-429 林業－山絵図 大野郡山田村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-430 林業－山絵図 大野郡三福寺村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-431 林業－山絵図 大野郡下林村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-432 林業－山絵図 大野郡下之切村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-433 林業－山絵図 大野郡新宮村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-434 林業－山絵図 大野郡千島村・花里村・西ノ一色村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-435 林業－山絵図 大野郡漆垣内村・五名村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-436 林業－山絵図 大野郡片野村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-437 林業－山絵図 大野郡大洞村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-438 林業－山絵図 大野郡大名田村之内松本耕地山林絵図 上巻-P241
K-2-33-439 林業－山絵図 大野郡塩屋村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-440 林業－山絵図 大野郡有巣村・二俣村・中野村山林取調絵図 上巻-P241
K-2-33-441 林業－山絵図 大野郡大島村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-442 林業－山絵図 大野郡岩井村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-443 林業－山絵図 大野郡滝村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-444 林業－山絵図 大野郡冬頭村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-445 林業－山絵図 大野郡松之木村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-446 林業－山絵図 大野郡清見村大原組山林絵図 上巻-P241
K-2-33-447 林業－山絵図 大野郡大原村山林箇所調絵図 上巻-P241
K-2-33-448 林業－山絵図 山口村山林絵図（写） 上巻-P241
K-2-33-449 林業－山絵図 益田郡高根村猪之鼻組山林絵図 上巻-P241
K-2-33-450 林業－山絵図 益田郡高根村猪之鼻組山林絵図 上巻-P241
K-2-33-451 林業－山絵図 益田郡小坂村山林絵図 上巻-P241
K-2-33-452 林業－山絵図 益田郡小坂村山林絵図 上巻-P242
K-2-33-453 林業－山絵図 大野郡新宮村山絵図 上巻-P242
K-2-33-454 林業－山絵図 大野郡下岡本村山絵図 上巻-P242
K-2-33-455 林業－山絵図 大野郡坂村山絵図 上巻-P242
K-2-33-456 林業－山絵図 大野郡下切村山絵図 上巻-P242
K-2-33-457 林業－山絵図 大野郡山田村山絵図 上巻-P242
K-2-33-458 林業－山絵図 大野郡下林村山絵図 上巻-P242
K-2-33-459 林業－山絵図 大野郡下之切村山絵図 上巻-P242
K-2-33-460 林業－山絵図 大野郡山之口村山絵図 上巻-P242
K-2-33-461 林業－山絵図 大野郡山梨村山絵図 上巻-P242
K-2-33-462 林業－山絵図 大野郡中野村御林山絵図 上巻-P242
K-2-33-463 林業－山絵図 大野郡坂村山林取調山絵図 上巻-P242
K-2-33-464 林業－山絵図 大野郡久々野村山絵図 上巻-P242
K-2-33-465 林業－山絵図 大野郡楢谷村御林山絵図 上巻-P242
K-2-33-466 林業－山絵図 大野郡森茂村山絵図 上巻-P242
K-2-33-467 林業－山絵図 下之切邑西草山絵図 上巻-P242
K-2-33-468 林業－山絵図 大野郡上岡本村山絵図 上巻-P242
K-2-33-469 林業－山絵図 吉城郡小豆澤村山絵図 上巻-P242
K-2-33-470 林業－山絵図 吉城郡森部村山絵図（天保度山絵図） 上巻-P242
K-2-33-471 林業－山絵図 吉城郡野首村山林絵図 上巻-P242
K-2-33-472 林業－山絵図 宮村山絵図 上巻-P242
K-2-33-473 林業－山絵図 保組附近山絵図 上巻-P242
K-2-33-474 林業－山絵図 小坂村山絵図 上巻-P242
K-2-33-475 林業－山絵図 益田郡大洞村・湯屋村・落合村山絵図 上巻-P242
K-2-33-476 林業－山絵図 大野郡有巣村・二俣村御林山絵図 上巻-P242
K-2-33-477 林業－山絵図 大野郡上岡本村・春国村御林山絵図 上巻-P242
K-2-33-478 林業－山絵図 益田郡小坂村大洞組クス谷山略図 上巻-P242
K-2-33-479 林業－山絵図 益田郡小坂村大洞組字クス谷山略図 上巻-P242
K-2-33-480 林業－山絵図 大野郡江名子村官林公有地私有地麁絵図 上巻-P242
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K-2-33-481 林業－山絵図 四美山御見分絵図 上巻-P242
K-2-33-482 林業－山絵図 乗鞍外御料林図（地図断片） 上巻-P243
K-2-33-483 林業－山絵図 庄川川通絵図（運材村次絵図） 上巻-P243
K-2-33-484 林業－山絵図 吉城郡神岡村森茂地改正絵図 上巻-P243
K-2-33-485 林業－山絵図 小林区署公簿騰写図（町有字古城跡山林図） 上巻-P243
K-2-33-486 林業－山絵図 飛騨国総山絵図 上巻-P243
K-2-34-1 水産業－漁業 柳（簗）取高小前帳吉城郡大無雁村 上巻-P244
K-2-34-2 水産業－漁業 吉城郡椙原村鮎梁仕訳帳元名主上林六助 上巻-P244
K-2-34-3 水産業－漁業 簗取高小前帳吉城郡小無雁村 上巻-P244
K-2-34-4 水産業－漁業 達状（簗漁業営業の件）高山支庁 上巻-P244
K-2-34-5 水産業－漁業 御願（宮川漁業組合規約、経費収入支出予算） 上巻-P244
K-2-34-6 水産業－漁業 飛騨記（朝開の簗）〔岐阜日日新聞〕 上巻-P244
K-2-34-7 水産業－漁業 吉城・大野郡水産組合告示水産組合組長金子伝次郎 上巻-P244
K-2-34-8 水産業－漁業 宮川水産組合定款 上巻-P244
K-2-34-9 水産業－漁業 水産組合定款変更吉城・大野水産組合組長金子伝次郎 上巻-P244
K-2-34-10 水産業－漁業 宮川鮎簗完成〔飛騨新聞〕 上巻-P244
K-2-34-11 水産業－漁業 久々野の鮎簗本格的簗場出現　〔飛騨新聞〕 上巻-P244
K-2-34-12 水産業－漁業 高山市史原稿“漁業”〈角竹記録〉 上巻-P244
K-2-34-13 水産業－肴 書状（高山丈助親子信州飯田へ肴商に参り候） 上巻-P244
K-2-34-14 水産業－肴 覚（荒田谷の鮎注文のこと）　田近・土屋から大池宛 上巻-P244
K-2-34-15-1 水産業－肴 書付（越中肴一件） 上巻-P244
K-2-34-15-2 水産業－肴 肴屋より川上斉右衛門宛書状（越中肴史料） 上巻-P244
K-2-34-16 水産業－肴 書状（魚津にて鰤仕入の件） 上巻-P244
K-2-34-17 水産業－肴 覚（あゆのうを二疋病気見舞に遣わし候） 上巻-P244
K-2-34-18 水産業－肴 うなぎ屋蔦定の請取書高山町中橋角蔦屋定治郎 上巻-P244
K-2-34-19 水産業－肴 乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P244
K-2-34-20 水産業－肴 御届（魚問屋の名称を魚会社と改称） 上巻-P245
K-2-34-21 水産業－肴 肴問屋及ヒ下代印鑑文保控 上巻-P245
K-2-34-22 水産業－肴 高山の鰻店、鰻の蒲焼〔高山タイムス〕 上巻-P245
K-2-34-23 水産業－肴 益田川産魚類の研究益田農林学校蓮本友一 上巻-P245
K-2-34-24 水産業－肴 「あじめどじょう」の話〔新聞切抜〕 上巻-P245
K-2-34-25 水産業－肴 あじめしまどじょうに関する記録 上巻-P245
K-2-34-26 水産業－肴 葉書（あじめどじょうに関する回答） 上巻-P245
K-2-34-27 水産業－肴 飛騨入越中肴の二資料角竹喜登 上巻-P245
K-2-34-28 水産業－肴 肴商人について（町年寄日記より）〈角竹記録〉 上巻-P245
K-2-34-29 水産業－肴 高山市史原稿“飛騨鰤”〈角竹記録〉 上巻-P245
K-2-34-30 水産業－肴 高山市史原稿“魚問屋について”　〈角竹記録〉 上巻-P245
K-2-34-31 水産業－塩 去年塩問屋中より御願申上候〈角竹写〉 上巻-P245
K-2-34-32 水産業－塩 金子借用証文（下書）（塩代金弐百両） 上巻-P245
K-2-34-33 水産業－塩 義定之覚（矢嶋差配の越中登塩仕入の儀） 上巻-P245
K-2-34-34 水産業－塩 覚（美濃塩、越中塩、売捌値段届出） 上巻-P245
K-2-34-35-1 水産業－塩 書付を以御届上候（塩会所の希望者なく届） 上巻-P245
K-2-34-35-2 水産業－塩 以書付奉申上候（塩商い会所の希望者なく届） 上巻-P245
K-2-34-36 水産業－塩 塩に関する記録〈角竹記録〉 上巻-P245
K-2-34-37 水産業－塩 加賀塩飛騨売込ニ関スル意見書 上巻-P245
K-2-34-38 水産業－塩 塩運賃と塩小売値段〔飛騨日報〕 上巻-P245
K-2-34-39 水産業－塩 飛騨の定式塩制度（日本食塩販売史より）〈角竹写〉 上巻-P245
K-2-34-40 水産業－塩 国府の製塩順調〔飛騨新聞〕 上巻-P245
K-2-34-41 水産業－塩 高山市史原稿“塩屋について”〈角竹記録〉 上巻-P245
K-2-34-42 水産業－塩 塩に関する記録（町年寄日記他より）〈角竹記録〉 上巻-P245
K-2-35-1 鉱業－鉱山 神君山冷（領）五拾三ケ條（写）家康 上巻-P246
K-2-35-2 鉱業－鉱山 山領規則書本多中務少輔から山方衆宛 上巻-P246
K-2-35-3 鉱業－鉱山 金銀銅鉛山間歩箇所附帳及び金銀銅鉛山一件史料写 上巻-P246
K-2-35-4 鉱業－鉱山 定（写）（銅山山師稼方取締定）山師 上巻-P246
K-2-35-5 鉱業－鉱山 銀絞請負為取替規定証文〈角竹写〉 上巻-P246
K-2-35-6 鉱業－鉱山 金銀銅鉛山一件古書物写〈角竹写〉 上巻-P246
K-2-35-7 鉱業－鉱山 吉城郡和佐保村山内字すり谷銅鉛山鋪数人別取調帳 上巻-P246
K-2-35-8 鉱業－鉱山 覚（吹所二ツ割四文銭、六拾両口江戸相場違留金分取 上巻-P246
K-2-35-9 鉱業－鉱山 覚（吹所受負人金子繰替残金済方証文覚） 上巻-P246
K-2-35-10 鉱業－鉱山 茂住宗貞・宮嶋平左衛門関係記録 上巻-P246
K-2-35-11 鉱業－鉱山 安政二年高山銀絞吹所絵図（写） 上巻-P246
K-2-35-12 鉱業－鉱山 高山銀吹所風景絵図 上巻-P246
K-2-35-13 鉱業－鉱山 吹所絵図 上巻-P246
K-2-35-14 鉱業－鉱山 安政二年馬場通取建吹屋図〈角竹記録〉 上巻-P246
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K-2-35-15 鉱業－鉱山 安政期和佐保村山内大留・東平・前平抗間歩吹所絵図 上巻-P246
K-2-35-16 鉱業－鉱山 安政期和佐保村山内前平抗間歩吹所絵図〈角竹写〉 上巻-P246
K-2-35-17 鉱業－鉱山 大野郡清見村池本ミソ上試堀地図 上巻-P246
K-2-35-18 鉱業－鉱山 差入申一札之事（銅山鋪譲り受申候ニ付） 上巻-P246
K-2-35-19 鉱業－鉱山 乍恐以書付奉願上候（鉱山仕入金日延返納願） 上巻-P246
K-2-35-20 鉱業－鉱山 乍恐以書付奉願上候（六厩村山内ニテ問堀稼願） 上巻-P247
K-2-35-21 鉱業－鉱山 乍恐以書付奉願上候 上巻-P247
K-2-35-22 鉱業－鉱山 書付を以奉願上候（御官金拝借のところ返納延期の願） 上巻-P247
K-2-35-23 鉱業－鉱山 御届書（高山馬場通鎔製所出火により焼失の届） 上巻-P247
K-2-35-24 鉱業－鉱山 達（諸鉱山稼方ニ付外国技術方雇入の儀） 上巻-P247
K-2-35-25 鉱業－鉱山 以書付御願申上候 上巻-P247
K-2-35-26 鉱業－鉱山 御届書（新戸取建） 上巻-P247
K-2-35-27 鉱業－鉱山 鉱山借区願済者坑業明細帳提出方通達高山支庁 上巻-P247
K-2-35-28 鉱業－鉱山 鉱山用書入袋（袋のみ）高山町 上巻-P247
K-2-35-29 鉱業－鉱山 約定書・願書（鉱山入用火薬買請願） 上巻-P247
K-2-35-30 鉱業－鉱山 御願書（鉱山稼のため火薬買入の許可願） 上巻-P247
K-2-35-31 鉱業－鉱山 願書（鉱山入用のため弾薬買請約定仕候間御許可願） 上巻-P247
K-2-35-32 鉱業－鉱山 通達（坑業人、鉱物の採掘又ハ坑法の規定履行に関する心得） 上巻-P247
K-2-35-33 鉱業－鉱山 鉱山に関する記事〔高山新報切抜〕 上巻-P247
K-2-35-34 鉱業－鉱山 平金鉱山坑夫募集広告〔高山新報〕 上巻-P247
K-2-35-35 鉱業－鉱山 長棟鉱山製錬開始〔高山新報〕 上巻-P247
K-2-35-36 鉱業－鉱山 鉱山紀念祭〔高山新報〕 上巻-P247
K-2-35-37 鉱業－鉱山 高根鉱山麻田辰太郎新年の挨拶〔高山新報〕 上巻-P247
K-2-35-38 鉱業－鉱山 飛騨鉱業上の偶感〔高山新報〕 上巻-P247
K-2-35-39 鉱業－鉱山 高根鉱山の再堀、高根鉱山坑夫雑夫募集〔高山新報〕 上巻-P248
K-2-35-40 鉱業－鉱山 亜鉛鉱の精錬〔高山新報〕 上巻-P248
K-2-35-41 鉱業－鉱山 平金鉱山の大改革〔高山タイムス〕 上巻-P248
K-2-35-42 鉱業－鉱山 平金鉱山の廃業を痛む平金鉱山休山披露〔飛騨日報〕 上巻-P248
K-2-35-43 鉱業－鉱山 神岡鉱山労働運動〔飛騨日報〕 上巻-P248
K-2-35-44 鉱業－鉱山 生れる鉱都神岡町神岡に増産陣を訪う〔新聞切抜〕 上巻-P248
K-2-35-45 鉱業－鉱山 北飛に誇る銀山の町船津〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P248
K-2-35-46 鉱業－鉱山 坑夫水瀬清二郎編 上巻-P248
K-2-35-47 鉱業－鉱山 天生金山大山崩大惨事後報〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P248
K-2-35-48 鉱業－鉱山 天生鉱山就業案内 上巻-P248
K-2-35-49 鉱業－鉱山 神岡鉱業株式会社の新発足〔神岡時報〕 上巻-P248
K-2-35-50 鉱業－鉱山 新飛騨神岡町誕生記念号（神岡鉱山概況） 上巻-P248
K-2-35-51 鉱業－鉱山 書簡（茂住宗貞、宮島平左エ門について問い合わせ及び礼状） 上巻-P248
K-2-35-52 鉱業－鉱山 高山銀吹所〈角竹記録〉 上巻-P248
K-2-35-53 鉱業－鉱山 異国船渡来の影響を受けたる高山馬場通「吹所」の歴史年表〈角竹記録〉 上巻-P248
K-2-35-54 鉱業－鉱山 高山馬場通「吹所」の歴史年表〈角竹記録〉 上巻-P248
K-2-35-55 鉱業－鉱山 宗猷寺にある福王郡代の位牌 上巻-P248
K-2-35-56 鉱業－鉱山 高山銀絞吹所史料（郡代福王三郎兵衛時代） 上巻-P248
K-2-35-57 鉱業－鉱山 高山銀絞吹所史料（郡代増田作右衛門時代） 上巻-P248
K-2-35-58 鉱業－鉱山 書状（鉱山経営者白鳥家に関する事ども） 上巻-P248
K-2-35-59 鉱業－鉱山 黄金神社の祭神（宮島平左衛門について） 上巻-P248
K-2-35-60 鉱業－鉱山 片野金山史料〈角竹記録〉 上巻-P248
K-2-35-61 鉱業－鉱山 蔵柱村之内金山村金山渡世申上書〈角竹記録〉 上巻-P248
K-2-35-62 鉱業－鉱山 非常時下の国策に副ふて宝庫飛騨を拓け 上巻-P248
K-2-35-63 鉱業－鉱山 天生金山の古地図発見〔新聞切抜〕 上巻-P249
K-2-35-64 鉱業－鉱山 飛騨国鉱山盛衰史橋東子〔新聞切抜〕 上巻-P249
K-2-35-65 鉱業－鉱山 森部鉱山の沿革角竹如山 上巻-P249
K-2-35-66 鉱業－鉱山 市史原稿“鉱業”〈角竹記録〉 上巻-P249
K-2-35-67 鉱業－鉱山 産業史の内鉱業史料〈角竹記録〉 上巻-P249
K-2-35-68 鉱業－鉱山 高山産業史の内鉱業・硝石関係〈角竹記録〉 上巻-P249
K-2-35-69 鉱業－鉱山 森部鉱山について〈角竹記録〉 上巻-P249
K-2-35-70 鉱業－鉱山 書簡（鉱山史について） 上巻-P249
K-2-35-71 鉱業－鉱山 吹所及び銅銘改方会所札・高張灯・弓張灯絵図 上巻-P249
K-2-35-72 鉱業－鉱産 石灰一件規定之事（連印証文）冬頭村伝吉他25人 上巻-P249
K-2-35-73 鉱業－鉱産 年内銅鉛出入貫数取調小前帳飯島屋喜兵衛 上巻-P249
K-2-35-74 鉱業－鉱産 乍恐以書付奉願上候 上巻-P249
K-2-35-75 鉱業－鉱産 覚（釘線荷物野々俣口御番所通行願） 上巻-P249
K-2-35-76 鉱業－鉱産 乍恐以書付奉願上候（合薬調合売渡渡世仕度願） 上巻-P249
K-2-35-77 鉱業－鉱産 高山西川原町住飯島屋喜兵衛関係記録文書目録 上巻-P249
K-2-35-78 鉱業－鉱産 書状（黒鉛見本送付の件、黒鉛販売尽力の件） 上巻-P249
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K-2-35-79 鉱業－鉱産 此方へ買覚（白塩硝） 上巻-P249
K-2-35-80 鉱業－鉱産 仕切覚（白塩硝） 上巻-P249
K-2-35-81 鉱業－鉱産 覚（塩硝代金受取書） 上巻-P250
K-2-35-82 鉱業－鉱産 塩硝仲買について〈角竹記録〉 上巻-P250
K-2-35-83 鉱業－鉱産 市史原稿“硝石製造に関する”〈角竹記録〉 上巻-P250
K-2-35-84 鉱業－鉱産 炭鉱国管案成立す〔中部日本新聞〕 上巻-P250
K-2-35-85 鉱業－鉱産 硬玉の礦脈八幡一郎 上巻-P250
K-2-35-86 鉱業－鉱産 大野郡製炭史可児武三 上巻-P250

K-2-36-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸買上勘定帳中山屋治助 上巻-P251

K-2-36-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

京都行道中諸払帳（生糸関係） 上巻-P251

K-2-36-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山糸改帳高山二之町大坂屋支配人三井・中山 上巻-P251

K-2-36-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸渡証） 上巻-P251

K-2-36-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

角川糸拵覚・柏木糸覚 上巻-P251

K-2-36-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

「飛騨国糸方（生糸）関係文書袋入」（袋） 上巻-P251

K-2-36-6-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切井筒屋善右衛門から細江伊兵衛宛 上巻-P251

K-2-36-6-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

指引書（糸仕切書） 上巻-P251

K-2-36-6-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切井筒屋善右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切井筒屋善右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切井筒屋善右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切状日野や吉右衛門から森七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-7
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切日野屋吉右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-8
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切状二のや忠右衛門から大坂屋七左衛門・三井屋嘉兵衛宛 上巻-P251

K-2-36-6-9
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切状日野屋吉右衛門から森七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-10
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切井筒屋善右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-11
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切井筒屋善右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-12
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切状井筒屋善右衛門から森七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-13
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切状井筒屋善右衛門から森七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-14
工業－製糸業
（糸問屋を含

差引出（糸仕切書） 上巻-P251

K-2-36-6-15
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切（高山糸） 上巻-P251

K-2-36-6-16
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切（舟津印） 上巻-P251

K-2-36-6-17
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切近江屋庄九郎から三井屋嘉兵衛宛 上巻-P251

K-2-36-6-18
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切近江屋庄九郎から大坂屋七左衛門宛 上巻-P251

K-2-36-6-19
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切近江屋庄九郎から大坂屋七左衛門宛 上巻-P252

K-2-36-6-20
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切近江屋庄九郎から大坂屋七左衛門宛 上巻-P252

K-2-36-6-21
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切近江屋庄九郎から森七左衛門宛 上巻-P252

K-2-36-6-22
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切状 上巻-P252



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-6-23
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（代金御届） 上巻-P252

K-2-36-6-24
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸取引） 上巻-P252

K-2-36-6-25
工業－製糸業
（糸問屋を含

仕切書（糸仕切）厚紙屋伝次郎から三枝屋伊助宛 上巻-P252

K-2-36-7-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

繰綿買口勘定帳（表紙のみ）仲間扣 上巻-P252

K-2-36-7-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

繰綿諸事扣（表紙のみ）滑川屋 上巻-P252

K-2-36-8
工業－製糸業
（糸問屋を含

・綿諸用勘定帳立会滑川長三郎他2人 上巻-P252

K-2-36-9
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切目録井筒屋善右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P252

K-2-36-10
工業－製糸業
（糸問屋を含

寛政九巳年買糸勘定調理覚 上巻-P252

K-2-36-11
工業－製糸業
（糸問屋を含

紬買口帳堀江屋勘兵衛 上巻-P252

K-2-36-12
工業－製糸業
（糸問屋を含

岐阜行日記（上ケ糸覚）喜四郎 上巻-P252

K-2-36-13
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切美濃屋忠右衛門から大坂屋七左衛門宛 上巻-P252

K-2-36-14
工業－製糸業
（糸問屋を含

「京都糸問屋関係書状袋入」（袋） 上巻-P252

K-2-36-14-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸問屋関係） 上巻-P252

K-2-36-14-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

口上（糸買主及び値段の儀）彦兵衛から父上宛 上巻-P252

K-2-36-14-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸内金返金の請取） 上巻-P252

K-2-36-14-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸内金御渡の件） 上巻-P252

K-2-36-14-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（紬取引一件） 上巻-P252

K-2-36-14-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御手挽糸の件） 上巻-P252

K-2-36-14-7
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸挽金について） 上巻-P252

K-2-36-15
工業－製糸業
（糸問屋を含

「生糸取引関係書状袋入」（袋） 上巻-P252

K-2-36-15-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御手挽糸の件） 上巻-P252

K-2-36-15-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（買次糸の件）井善店から佐兵衛宛 上巻-P253

K-2-36-15-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（買次糸残金の件）井店次兵衛・宗兵衛 上巻-P253

K-2-36-15-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引のこと） 上巻-P253

K-2-36-15-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引のこと） 上巻-P253

K-2-36-15-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引の件） 上巻-P253

K-2-36-15-7
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（桑蚕及び手挽糸の件） 上巻-P253

K-2-36-15-8
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引のこと） 上巻-P253

K-2-36-15-9
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（買次糸の件） 上巻-P253

K-2-36-15-10
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（桑蚕及び糸のこと） 上巻-P253

K-2-36-15-11
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御手引糸の件） 上巻-P253

K-2-36-15-12
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引の件） 上巻-P253
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-15-13
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御取引のこと） 上巻-P253

K-2-36-15-14
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御手挽糸の件）井筒屋善右衛門差出 上巻-P253

K-2-36-15-15
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御取引の件） 上巻-P253

K-2-36-15-16
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（商用打ち合わせ） 上巻-P254

K-2-36-15-17
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（商用打ち合わせ） 上巻-P254

K-2-36-15-18
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（商用打ち合わせ） 上巻-P254

K-2-36-15-19
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御手挽糸取引の件） 上巻-P254

K-2-36-15-20
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（取引のこと） 上巻-P254

K-2-36-15-21
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（年始挨拶及び商買のこと） 上巻-P254

K-2-36-15-22
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（高山糸取引の件） 上巻-P254

K-2-36-15-23
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（当地大風大水に付商売の件） 上巻-P254

K-2-36-15-24
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御取引のこと） 上巻-P254

K-2-36-15-25
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（荷物取引の件） 上巻-P254

K-2-36-15-26
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御取引のこと） 上巻-P254

K-2-36-15-27
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御手挽糸取引のこと） 上巻-P254

K-2-36-15-28
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（商用と見舞い） 上巻-P255

K-2-36-15-29
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸受取）井善差出 上巻-P255

K-2-36-15-30
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（買糸の件）井善店から大坂屋佐兵衛宛 上巻-P255

K-2-36-15-31
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（取引商用の件）井善から大坂屋佐兵衛宛 上巻-P255

K-2-36-15-32
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸の儀） 上巻-P255

K-2-36-15-33
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸の儀） 上巻-P255

K-2-36-15-34
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（市村屋重五郎一件） 上巻-P255

K-2-36-15-35
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（品受取と商用打ち合わせ） 上巻-P255

K-2-36-15-36
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（白紬の件）彦兵衛から玄三郎宛 上巻-P255

K-2-36-15-37
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸売払のこと） 上巻-P255

K-2-36-15-38
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（織物値段大下落ニ付新糸の件） 上巻-P255

K-2-36-15-39
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸二箇）糀屋治助から井筒屋与兵衛宛 上巻-P255

K-2-36-15-40
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸仕切書） 上巻-P255

K-2-36-16
工業－製糸業
（糸問屋を含

仕切書（益田紬） 上巻-P255

K-2-36-17
工業－製糸業
（糸問屋を含

仕切（綿・木馬） 上巻-P255

K-2-36-18
工業－製糸業
（糸問屋を含

萬覚帳（紬買覚帳）吉嶋久兵衛 上巻-P255

K-2-36-19
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸一条割荷金扣谷平 上巻-P255
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K-2-36-20
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切 上巻-P255

K-2-36-21
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付御歎奉願上候 上巻-P255

K-2-36-22
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切書井筒屋善右衛門 上巻-P256

K-2-36-23
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸仕切） 上巻-P256

K-2-36-24
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（舟津糸代） 上巻-P256

K-2-36-25
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸渡し状） 上巻-P256

K-2-36-26
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引の件） 上巻-P256

K-2-36-27
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（横浜生糸相場の件） 上巻-P256

K-2-36-28
工業－製糸業
（糸問屋を含

門和佐源右衛門口（糸取引覚） 上巻-P256

K-2-36-29
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸方扣田近屋嘉右衛門 上巻-P256

K-2-36-30
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸方扣杉本・杉新・白忠 上巻-P256

K-2-36-31
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸値段表）商法年番 上巻-P256

K-2-36-32
工業－製糸業
（糸問屋を含

「糸値段袋入」（袋） 上巻-P256

K-2-36-32-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（茂住糸買入状） 上巻-P256

K-2-36-32-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸代金）白忠から本杉・新三郎宛 上巻-P256

K-2-36-32-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸渡し状）白忠から本杉宛 上巻-P256

K-2-36-32-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸買請状）白忠から加忠他2人宛 上巻-P256

K-2-36-32-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸売渡状） 上巻-P256

K-2-36-32-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（地糸他買請状） 上巻-P256

K-2-36-32-7
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸値段） 上巻-P256

K-2-36-32-8
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸代金） 上巻-P256

K-2-36-32-9
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸代金・売上ケ） 上巻-P256

K-2-36-33
工業－製糸業
（糸問屋を含

書付（糸挽方御改下さるべく趣）京都糸問屋中 上巻-P256

K-2-36-34
工業－製糸業
（糸問屋を含

年始挨拶状紬屋平四郎・平兵衛から森七左衛門宛 上巻-P256

K-2-36-35
工業－製糸業
（糸問屋を含

年始挨拶状糀屋市之烝から森七左衛門宛 上巻-P256

K-2-36-36
工業－製糸業
（糸問屋を含

年始挨拶状大坂屋正介他2人から森七左衛門宛 上巻-P256

K-2-36-37
工業－製糸業
（糸問屋を含

口上（糸目三拾疋拝受） 上巻-P256

K-2-36-38
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（高山糸出荷状況等） 上巻-P257

K-2-36-39
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（生糸値段等のこと） 上巻-P257

K-2-36-40
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（水戸浪人の乱暴に付横浜糸下落の心配） 上巻-P257

K-2-36-41
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸荷物の件） 上巻-P257

K-2-36-42
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引の件） 上巻-P257
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K-2-36-43
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸荷物差送ニ付） 上巻-P257

K-2-36-44
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引の件） 上巻-P257

K-2-36-45
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸紬送りの件） 上巻-P257

K-2-36-46
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（製糸器械関係） 上巻-P257

K-2-36-47
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸取引覚 上巻-P257

K-2-36-48
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（生糸商に関する） 上巻-P257

K-2-36-49
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸仕切） 上巻-P257

K-2-36-50
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切書 上巻-P257

K-2-36-51
工業－製糸業
（糸問屋を含

（糸取引関係）覚 上巻-P257

K-2-36-52
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸取引） 上巻-P257

K-2-36-53
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸取引）作助から井筒屋与兵衛宛 上巻-P257

K-2-36-54
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸関係書付大吉から大佐宛 上巻-P257

K-2-36-55
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（生糸関係）等森七左衛門 上巻-P257

K-2-36-56
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（紬・生糸丑年分運上） 上巻-P257

K-2-36-57
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（紬代金請取）久兵衛から立木伊兵衛宛 上巻-P257

K-2-36-58
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（生糸器械代金請取書） 上巻-P257

K-2-36-59
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸荷物御運上金）糸問屋から三井屋嘉兵衛宛 上巻-P257

K-2-36-60
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（山繭糸受取書）（反故）谷平から広長宛 上巻-P258

K-2-36-61
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸方出諸入用三井屋嘉兵衛から大坂七左衛門宛 上巻-P258

K-2-36-62
工業－製糸業
（糸問屋を含

紬御世話金渡し願状無雁屋忠右衛門差出 上巻-P258

K-2-36-63
工業－製糸業
（糸問屋を含

舟津糸買口嘉兵衛 上巻-P258

K-2-36-64
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨船津器械製糸（船宝社）願書（図案付） 上巻-P258

K-2-36-65
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（岐阜繰綿一件） 上巻-P258

K-2-36-66
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨越前国村々生糸生産高取調候趣申上候書付 上巻-P258

K-2-36-67
工業－製糸業
（糸問屋を含

輸出生糸包紙 上巻-P258

K-2-36-68
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切書井筒屋善右衛門から大坂屋佐兵衛宛 上巻-P258

K-2-36-69
工業－製糸業
（糸問屋を含

差引書（糸取引） 上巻-P258

K-2-36-70
工業－製糸業
（糸問屋を含

御仕切書・差引書（糸取引） 上巻-P258

K-2-36-71
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切書・差引書 上巻-P258

K-2-36-72
工業－製糸業
（糸問屋を含

御仕切書・差引書 上巻-P258

K-2-36-73
工業－製糸業
（糸問屋を含

目録（糸代差引残金） 上巻-P258

K-2-36-74
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切書井筒屋善右衛門から大坂屋佐兵衛宛 上巻-P258
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K-2-36-75
工業－製糸業
（糸問屋を含

差引書（糸取引） 上巻-P258

K-2-36-76
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸買口と売口帳桑谷屋平六・新三郎 上巻-P258

K-2-36-77
工業－製糸業
（糸問屋を含

「中萬一件書物入」（袋） 上巻-P258

K-2-36-77-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

京都中田屋萬蔵糸代金諸事帳本杉・白忠・大甚 上巻-P258

K-2-36-77-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（白川屋忠助殿へ相渡ス金子） 上巻-P258

K-2-36-77-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（糸預り） 上巻-P258

K-2-36-77-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

借用申金子之事（糸代金） 上巻-P258

K-2-36-77-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（親類の件） 上巻-P259

K-2-36-77-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御荷物の件） 上巻-P259

K-2-36-77-7
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（兼テ御願申上候儀親類の件） 上巻-P259

K-2-36-77-8
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸注文の件）中田屋万蔵から白川屋忠助宛 上巻-P259

K-2-36-77-9
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（中田屋万蔵一件） 上巻-P259

K-2-36-77-10
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（お話ししたきことあり、今晩差来り候様お願） 上巻-P259

K-2-36-77-11
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（再応申入の件） 上巻-P259

K-2-36-77-12
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（金子の件） 上巻-P259

K-2-36-77-13
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（中田屋万蔵一件） 上巻-P259

K-2-36-77-14
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（上京の件）細江屋権治から大野甚十郎宛 上巻-P259

K-2-36-77-15
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（御面会仕度儀） 上巻-P259

K-2-36-77-16
工業－製糸業
（糸問屋を含

領収書若狭屋万蔵から白川屋忠助宛 上巻-P259

K-2-36-77-17
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（割渡し高） 上巻-P259

K-2-36-77-18
工業－製糸業
（糸問屋を含

日記（中田屋万蔵に関すること記載） 上巻-P259

K-2-36-78
工業－製糸業
（糸問屋を含

手挽糸売上規定事 上巻-P259

K-2-36-79
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸買口扣田近屋嘉右衛門・白川屋忠兵衛 上巻-P259

K-2-36-80
工業－製糸業
（糸問屋を含

未年十一月買附糸并ニ売上帳 上巻-P259

K-2-36-81
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付御願申上候（糸挽大枠寸法相定度願） 上巻-P259

K-2-36-82
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉申上候（生糸買入資金貸渡候金子済届） 上巻-P259

K-2-36-83
工業－製糸業
（糸問屋を含

紬方金銭出入奥田 上巻-P259

K-2-36-84
工業－製糸業
（糸問屋を含

覚（益田糸取引） 上巻-P260

K-2-36-85
工業－製糸業
（糸問屋を含

去亥年当子年両年挽立候生糸出来高取調書上帳控 上巻-P260

K-2-36-86
工業－製糸業
（糸問屋を含

去亥年当子年両年挽立候生糸出来高書上帳〈角竹写〉 上巻-P260

K-2-36-87
工業－製糸業
（糸問屋を含

差上一札之事 上巻-P260

K-2-36-88
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸目録覚帳石丸権四郎 上巻-P260
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K-2-36-89
工業－製糸業
（糸問屋を含

差出申内済証文之事（糸買入代金勘定合ニ付） 上巻-P260

K-2-36-90
工業－製糸業
（糸問屋を含

作附糸仕切覚帳 上巻-P260

K-2-36-91
工業－製糸業
（糸問屋を含

奉差上拝借金証文之事（紬仕入金） 上巻-P260

K-2-36-92
工業－製糸業
（糸問屋を含

蛹生原稼ぎ人名前書 上巻-P260

K-2-36-93
工業－製糸業
（糸問屋を含

規則（生糸蚕種取締仲間合申合）年番 上巻-P260

K-2-36-94
工業－製糸業
（糸問屋を含

御届書（糸綿商転宅の届） 上巻-P260

K-2-36-95
工業－製糸業
（糸問屋を含

仕限覚（飛騨人の生糸取引文書） 上巻-P260

K-2-36-96
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍憚以書付御届申上候（糸挽きの者取調） 上巻-P260

K-2-36-97
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候 上巻-P260

K-2-36-98
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候 上巻-P261

K-2-36-99
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉申上候 上巻-P261

K-2-36-100
工業－製糸業
（糸問屋を含

奉差上御請証文之事（生糸預り証文） 上巻-P261

K-2-36-101
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸仕切書印鑑（壬申改） 上巻-P261

K-2-36-102
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸改会社規則 上巻-P261

K-2-36-103
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸製造取締規則太政官 上巻-P261

K-2-36-104
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸鑑札願人打保村桜井庄兵衛他4人差出 上巻-P261

K-2-36-105
工業－製糸業
（糸問屋を含

御布会（生糸改会社規則）生糸改会社 上巻-P261

K-2-36-106
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐書付ヲ以奉歎願候（当季生糸商業休業申度） 上巻-P261

K-2-36-107
工業－製糸業
（糸問屋を含

洋式製糸の始（済口証文・規定証文の写） 上巻-P261

K-2-36-108
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候 上巻-P261

K-2-36-109
工業－製糸業
（糸問屋を含

製糸蒸繭方法告輸書大蔵省事務総裁正四位大隈参議 上巻-P261

K-2-36-110
工業－製糸業
（糸問屋を含

御届書（生糸改会社取開） 上巻-P261

K-2-36-111
工業－製糸業
（糸問屋を含

御糺ニ付始末書を以奉申上候 上巻-P261

K-2-36-112
工業－製糸業
（糸問屋を含

「生糸製造水車器械取建書」（袋） 上巻-P261

K-2-36-112-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

差入申願定証文之事 上巻-P261

K-2-36-112-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

奉差上済口証文之事（生糸製造水車器械取建申度） 上巻-P262

K-2-36-112-3
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候（舶来形生糸製造新器械之儀） 上巻-P262

K-2-36-112-4
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候（製糸器械建設之儀） 上巻-P262

K-2-36-112-5
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候 上巻-P262

K-2-36-112-6
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉願上候 上巻-P262

K-2-36-112-7
工業－製糸業
（糸問屋を含

御届書（製糸器械之儀ニ付） 上巻-P262

K-2-36-112-8
工業－製糸業
（糸問屋を含

御願書（居宅表ニテ生糸器械設ケ稼方仕度） 上巻-P262
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K-2-36-112-9
工業－製糸業
（糸問屋を含

御届書（生糸製造器械取建書） 上巻-P262

K-2-36-113
工業－製糸業
（糸問屋を含

記（製糸生産高・代価共書上） 上巻-P262

K-2-36-114
工業－製糸業
（糸問屋を含

繭生絲仕入鑑札（高山町桐本久五郎）絲方 上巻-P262

K-2-36-115
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸引当小前帳川西村尾崎組二村宇兵衛 上巻-P262

K-2-36-116
工業－製糸業
（糸問屋を含

明治十年内国勧業博覧会褒状（生糸良製ニ付） 上巻-P262

K-2-36-117
工業－製糸業
（糸問屋を含

明治十年内国勧業博覧会褒状 上巻-P262

K-2-36-118
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（生糸器械所御取立について） 上巻-P262

K-2-36-119
工業－製糸業
（糸問屋を含

資本金拝借書（製糸器械所建築のため） 上巻-P262

K-2-36-120
工業－製糸業
（糸問屋を含

日記（出納書）大佐扣 上巻-P262

K-2-36-121
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸製造高高山町 上巻-P262

K-2-36-122
工業－製糸業
（糸問屋を含

各会社紅女効績調審査等級明細表岐阜県勧業課 上巻-P263

K-2-36-123
工業－製糸業
（糸問屋を含

「高陽会社設立・廃業関係」（袋） 上巻-P263

K-2-36-123-1
工業－製糸業
（糸問屋を含

願書高陽会社取締小森文助・副社長永田吉右衛門から高山戸長役場宛 上巻-P263

K-2-36-123-2
工業－製糸業
（糸問屋を含

返納書高陽会社社長平田中次郎・組長松井治平から大野・益田・吉城郡長
国井清廉宛

上巻-P263

K-2-36-124
工業－製糸業
（糸問屋を含

通知書（糸取引仲間内談判の件）原善三郎糸方 上巻-P263

K-2-36-125
工業－製糸業
（糸問屋を含

書状（糸取引及び相場のこと） 上巻-P263

K-2-36-126
工業－製糸業
（糸問屋を含

管内米生糸繭茶共進会報告第二号岐阜県勧業課 上巻-P263

K-2-36-127
工業－製糸業
（糸問屋を含

廻状（繭糸・織物等共進会出品の件） 上巻-P263

K-2-36-128
工業－製糸業
（糸問屋を含

廻状（繭糸・織物陶漆器共進会出品之儀他） 上巻-P263

K-2-36-129
工業－製糸業
（糸問屋を含

廻状郡方五十七号 上巻-P263

K-2-36-130
工業－製糸業
（糸問屋を含

蚕糸業組合準則岐阜県令小崎利準 上巻-P263

K-2-36-131
工業－製糸業
（糸問屋を含

布達（蚕糸業組合準則）岐阜県令小崎利準 上巻-P263

K-2-36-132
工業－製糸業
（糸問屋を含

御届書（生糸造り方更ニ改正ニ付） 上巻-P263

K-2-36-133
工業－製糸業
（糸問屋を含

廻状（古川ニ於テ繭糸共進会開設ニ付古器物書画の類 上巻-P263

K-2-36-134
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨国第三回繭絲共進会規則 上巻-P263

K-2-36-135
工業－製糸業
（糸問屋を含

換舌（上棟式・開業式届書）三星製糸・織工場 上巻-P263

K-2-36-136
工業－製糸業
（糸問屋を含

廻状　（飛騨国蚕絲組合取締所開設営業者加盟ノ件） 上巻-P263

K-2-36-137
工業－製糸業
（糸問屋を含

天蚕糸資本金借用証券 上巻-P263

K-2-36-138
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨国蚕糸組合申合規則高山町役場 上巻-P263

K-2-36-139
工業－製糸業
（糸問屋を含

通知（機業伝習場生徒募集の件） 上巻-P264

K-2-36-140
工業－製糸業
（糸問屋を含

糸問屋由書〔高山新報〕 上巻-P264

K-2-36-141
工業－製糸業
（糸問屋を含

ヒダの織物近況〔高山新報〕 上巻-P264
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K-2-36-142
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸関係メモ〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-143
工業－製糸業
（糸問屋を含

紅女に関する記事〔高山新報〕 上巻-P264

K-2-36-144
工業－製糸業
（糸問屋を含

他国出稼（糸挽）死亡者数〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-145
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨生糸生産販売組合設立趣意 上巻-P264

K-2-36-146
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸製出心得 上巻-P264

K-2-36-147
工業－製糸業
（糸問屋を含

乍恐以書付奉歎願候（生糸売捌値段の件） 上巻-P264

K-2-36-148
工業－製糸業
（糸問屋を含

製糸組合〔高山タイムス〕 上巻-P264

K-2-36-149
工業－製糸業
（糸問屋を含

益田製糸開業〔高山タイムス〕 上巻-P264

K-2-36-150
工業－製糸業
（糸問屋を含

褒賞授与證（飛騨国繭絲共進会） 上巻-P264

K-2-36-151
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨糸改善の好機と一大製糸会社設立の要求 上巻-P264

K-2-36-152
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山より工女の出稼数〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-153
工業－製糸業
（糸問屋を含

国史学（和糸問屋の研究）沢田章 上巻-P264

K-2-36-154
工業－製糸業
（糸問屋を含

組合製糸設立問題〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P264

K-2-36-155
工業－製糸業
（糸問屋を含

機械図面（製糸関係か） 上巻-P264

K-2-36-156
工業－製糸業
（糸問屋を含

製糸器械図面 上巻-P264

K-2-36-157
工業－製糸業
（糸問屋を含

授産所概要高山市授産所 上巻-P264

K-2-36-158
工業－製糸業
（糸問屋を含

写真（坐機・組立・糸張り） 上巻-P264

K-2-36-159
工業－製糸業
（糸問屋を含

京都糸問屋〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-160
工業－製糸業
（糸問屋を含

綿問屋株（町年寄日記より）〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-161
工業－製糸業
（糸問屋を含

越前綿問屋（御願書写）〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-162
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“織物について”〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-163
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨紬について森義一 上巻-P264

K-2-36-164
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨紬史料（願書留他）〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-165
工業－製糸業
（糸問屋を含

大野郡立機業伝習場に関するメモ〈角竹記録〉 上巻-P264

K-2-36-166
工業－製糸業
（糸問屋を含

機業伝習場用としてかじ橋古木払下の件についてメモ 上巻-P265

K-2-36-167
工業－製糸業
（糸問屋を含

私立ハンカチーフ裁縫講習所設立届〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-168
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“製糸工女について”〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-169
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“生糸商人”〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-170
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“製糸”〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-171
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“糸問屋資料”〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-172
工業－製糸業
（糸問屋を含

製糸に関する記録〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-173
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“生糸史料”〈角竹記録〉 上巻-P265



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-174
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山市史原稿“生糸史料”〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-175
工業－製糸業
（糸問屋を含

飛騨の産物・他国出の金額（生糸・紬・布等） 上巻-P265

K-2-36-176
工業－製糸業
（糸問屋を含

高山町物産生糸以下十四品の産出額・消費額他地方売出 上巻-P265

K-2-36-177
工業－製糸業
（糸問屋を含

生糸関係史料〈角竹記録〉 上巻-P265

K-2-36-178
工業－製糸業
（紙問屋を含

「上有知玉屋佐六より谷屋平兵衛宛紙仕切送状」（袋） 上巻-P265

K-2-36-178-1
工業－製糸業
（紙問屋を含

おぼへ（紙仕切状）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P265

K-2-36-178-2
工業－製糸業
（紙問屋を含

覚（紙仕切状） 上巻-P265

K-2-36-178-3
工業－製糸業
（紙問屋を含

覚（紙仕切状）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P265

K-2-36-178-4
工業－製糸業
（紙問屋を含

仕切覚（紙仕切状） 上巻-P265

K-2-36-178-5
工業－製糸業
（紙問屋を含

仕切覚（紙仕切状） 上巻-P265

K-2-36-178-6
工業－製糸業
（紙問屋を含

仕切覚（紙仕切状） 上巻-P265

K-2-36-178-7
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙仕送の件及び値段の儀） 上巻-P265

K-2-36-178-8
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙仕送の件及び値段の儀） 上巻-P265

K-2-36-178-9
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（年始挨拶及び紙代貸越の件） 上巻-P265

K-2-36-178-10
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙代貸越及び注文の件） 上巻-P266

K-2-36-178-11
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙代金貸越願）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-178-12
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙代金貸越願）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-178-13
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙代金貸越願）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-178-14
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（漉紙注文の件）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-178-15
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙仕送状）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-178-16
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙仕送状）玉屋佐六から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-179
工業－製糸業
（紙問屋を含

覚（紙値下ケ届） 上巻-P266

K-2-36-180
工業－製糸業
（紙問屋を含

紙注文書高山見座村会所から高山弐之町谷平店 上巻-P266

K-2-36-181
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（杉原紙依頼）田近弥助から大池善助宛 上巻-P266

K-2-36-182
工業－製糸業
（紙問屋を含

紙注文書 上巻-P266

K-2-36-183
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙商いの件及び値段のこと） 上巻-P266

K-2-36-184
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（山中紙について） 上巻-P266

K-2-36-185
工業－製糸業
（紙問屋を含

書状（紙商売の件）谷屋新兵衛から加藤政治宛 上巻-P266

K-2-36-186
工業－製糸業
（紙問屋を含

紙仕切状小田屋兵四郎から谷屋平兵衛宛 上巻-P266

K-2-36-187
工業－製糸業
（紙問屋を含

判取覚（紙包荷届） 上巻-P266

K-2-36-188
工業－製糸業
（紙問屋を含

紙漉方　（紙漉方法） 上巻-P266

K-2-36-189
工業－製糸業
（紙問屋を含

乍恐以書付奉願上候（紙漉稼之事に付いて） 上巻-P266



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-190
工業－製糸業
（紙問屋を含

ノートの用紙増配〈角竹記録〉 上巻-P266

K-2-36-191
工業－製糸業
（紙問屋を含

記（紙漉生産高調） 上巻-P266

K-2-36-192
工業－製糸業
（紙問屋を含

飛騨国大野郡高山町紙製造調書 上巻-P266

K-2-36-193
工業－製糸業
（紙問屋を含

高山町に於ける紙製造所の現状〈角竹記録〉 上巻-P266

K-2-36-194
工業－製糸業
（紙問屋を含

紙製造に関する史料〈角竹記録〉 上巻-P266

K-2-36-195 工業－春慶塗 覚（塗賃値下げの儀） 上巻-P267
K-2-36-196 工業－春慶塗 差上申宿請負証文之事（輪島塗商人） 上巻-P267
K-2-36-197 工業－春慶塗 覚（塗師積り上げ他） 上巻-P267
K-2-36-198 工業－春慶塗 文政十一年判取帳塗師義兵ェ〈角竹記録〉 上巻-P267
K-2-36-199 工業－春慶塗 乍恐以書付奉願上候（批目職渡世許容願） 上巻-P267
K-2-36-200 工業－春慶塗 乍恐以書付奉願上候 上巻-P267
K-2-36-201 工業－春慶塗 内国勧業博覧会花絞褒賞之證状（枇木塗器） 上巻-P267
K-2-36-202 工業－春慶塗 明治十年内国勧業博覧会褒賞薦告（枇木漆器） 上巻-P267
K-2-36-203 工業－春慶塗 愛知県博覧会出品一位細工春慶塗（出品目録代価表） 上巻-P267
K-2-36-204 工業－春慶塗 第二回明治十四年内国勧業博覧会出品概目録 上巻-P267
K-2-36-205 工業－春慶塗 福寿慶門記「葵の露」 上巻-P267
K-2-36-206 工業－春慶塗 成田三休碑除幕式祭文〈角竹記録〉 上巻-P267
K-2-36-207 工業－春慶塗 飛騨漆器の広告〔高山新報〕高山一之町福寿瀧蔵 上巻-P267
K-2-36-208 工業－春慶塗 飛騨春慶漆器工業株式会社設立〔記事切抜〕 上巻-P267
K-2-36-209 工業－春慶塗 春慶漆器組合分裂の真相〔飛騨新聞〕 上巻-P267
K-2-36-210 工業－春慶塗 感謝状（成田三休翁二百五十年祭の展覧会資料出品の礼） 上巻-P267
K-2-36-211 工業－春慶塗 春慶塗鉛筆の注文がイランから角島工場へ〔新聞切抜〕 上巻-P267
K-2-36-212 工業－春慶塗 春慶塗の指定問題（塗師と春慶問屋とが対立） 上巻-P267
K-2-36-213 工業－春慶塗 御案内及報告 上巻-P267
K-2-36-214 工業－春慶塗 成田本流飛騨春慶塗誌 上巻-P268
K-2-36-215 工業－春慶塗 春慶（第一号）（第二号）浅野利右衛門 上巻-P268
K-2-36-216 工業－春慶塗 にせ春慶に抗議〔高山市民時報〕 上巻-P268
K-2-36-217 工業－春慶塗 商店案内（春慶の店福田屋安川通りに新装開店） 上巻-P268
K-2-36-218 工業－春慶塗 無形文化財に指定された飛騨春慶〔東海夕刊〕 上巻-P268
K-2-36-219 工業－春慶塗 春慶譚飛騨名物誌福田屋漆器店 上巻-P268
K-2-36-220 工業－春慶塗 春慶漆器物の写真 上巻-P268
K-2-36-221 工業－春慶塗 成田三休正利寄進宮地村子安観音厨子〔写真〕 上巻-P268
K-2-36-222 工業－春慶塗 春慶塗功績者成田三休墓（赤保木町）〔写真切抜〕 上巻-P268
K-2-36-223 工業－春慶塗 成田三休関係史料 上巻-P268
K-2-36-224 工業－春慶塗 赤保木熊野神社鰐口（成田三休奉納） 上巻-P268
K-2-36-225 工業－春慶塗 高山市史原稿“彫刻及び春慶資料”〈角竹記録〉 上巻-P268
K-2-36-226 工業－春慶塗 成田三休に関する史料〈角竹記録〉 上巻-P268
K-2-36-227 工業－春慶塗 春慶塗笄の解説〈角竹記録〉 上巻-P268
K-2-36-228 工業－春慶塗 春慶塗外其他の漆器〈角竹記録〉 上巻-P268
K-2-36-229 工業－春慶塗 産業史の内“春慶塗”〈角竹記録〉 上巻-P268

K-2-36-230
工業－一位一
刀彫

覚（江戸時代の一位細工店） 上巻-P268

K-2-36-231
工業－一位一
刀彫

書状（扣）（一位木細工物一箱奉入） 上巻-P268

K-2-36-232
工業－一位一
刀彫

書状（一位細工・枇目会席膳のこと） 上巻-P268

K-2-36-233
工業－一位一
刀彫

一位細工売額調書 上巻-P268

K-2-36-234
工業－一位一
刀彫

色紙（位山一位木笏奉じ、国分寺にて賀会開催） 上巻-P268

K-2-36-235
工業－一位一
刀彫

位山一位の笏と飛騨一之宮水無神社社務所 上巻-P268

K-2-36-236
工業－一位一
刀彫

書状（公私事日記に見る松田亮長ノ記事） 上巻-P268

K-2-36-237
工業－一位一
刀彫

書状（一位細工彫祖の追悼法会案内状） 上巻-P269

K-2-36-238
工業－一位一
刀彫

彫祖の追善法要・一位細工の組合結成〔新聞切抜〕 上巻-P269
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K-2-36-239
工業－一位一
刀彫

一位細工組合は彫祖亮長の法要〔高山市民時報〕 上巻-P269

K-2-36-240
工業－一位一
刀彫

書状（恵那郡付知町に於ける松田亮長の作品） 上巻-P269

K-2-36-241
工業－一位一
刀彫

一位一刀彫松田亮長の遺品展〔東海夕刊・岐阜タイムス〕 上巻-P269

K-2-36-242
工業－一位一
刀彫

書状（恵那郡付知町に於ける松田亮長の作品） 上巻-P269

K-2-36-243
工業－一位一
刀彫

私と亮長日下部禮一〔飛騨新聞〕 上巻-P269

K-2-36-244
工業－一位一
刀彫

名工松田亮長の旅日記発見される〔東海夕刊〕 上巻-P269

K-2-36-245
工業－一位一
刀彫

第一回一彫会彫刻展目録 上巻-P269

K-2-36-246
工業－一位一
刀彫

松田亮長旅行日記の一部〈角竹記録〉 上巻-P269

K-2-36-247
工業－一位一
刀彫

一位の笏献進の史料河合繁樹 上巻-P269

K-2-36-248
工業－一位一
刀彫

彫刻の写真 上巻-P269

K-2-36-249
工業－一位一
刀彫

印籠商報高山市片原町喜代志国造店 上巻-P269

K-2-36-250
工業－一位一
刀彫

郷土館案内（松田亮長）〔新聞〕 上巻-P269

K-2-36-251
工業－一位一
刀彫

郷土館案内原稿（松田亮長）〈角竹記録〉 上巻-P269

K-2-36-252
工業－一位一
刀彫

上野尾方盆前仕入調理帳 上巻-P269

K-2-36-253
工業－一位一
刀彫

乍恐以書付奉申上候（箔値段書上ニ付） 上巻-P269

K-2-36-254
工業－一位一
刀彫

箔値段書上帳控 上巻-P269

K-2-36-255
工業－一位一
刀彫

通達（麦稈細工伝習所開設ノ事） 上巻-P269

K-2-36-256
工業－一位一
刀彫

永田尚氏所蔵「秋草鹿蒔絵硯箱」東京帝室博物館に出陳 上巻-P269

K-2-36-257
工業－一位一
刀彫

硯写真（瓦利用） 上巻-P269

K-2-36-258
工業－一位一
刀彫

曲木細工、木製器具等に関する新聞記事・切抜資料 上巻-P269

K-2-36-259
工業－一位一
刀彫

覚（角切折敷木地代など） 上巻-P269

K-2-36-260
工業－一位一
刀彫

木形物写 上巻-P269

K-2-36-261
工業－一位一
刀彫

彫物後藤系図 上巻-P270

K-2-36-262
工業－一位一
刀彫

飛騨の工芸品とげてものに就て高山市 上巻-P270

K-2-36-263
工業－一位一
刀彫

副業としての郷土工芸品調査について圖畫手工部 上巻-P270

K-2-36-264
工業－一位一
刀彫

岐阜県工芸指導所要覧 上巻-P270

K-2-36-265
工業－一位一
刀彫

昭和十四年度業務報告岐阜県工芸指導所 上巻-P270

K-2-36-266
工業－一位一
刀彫

古代日本の工芸―正倉院の品々―〔写真切抜〕 上巻-P270

K-2-36-267
工業－一位一
刀彫

高山の県立工藝指導所開く〔新聞切抜〕 上巻-P270

K-2-36-268 工業－窯業 大名田村上岡本瀬戸製陶器値段表陶職松山惣兵衛 上巻-P270
K-2-36-269 工業－窯業 飛騨窯業史資料産業史の内陶器の部（渋草焼） 上巻-P270
K-2-36-270 工業－窯業 飛騨窯業史資料陶要記〈角竹記録〉 上巻-P270
K-2-36-271 工業－窯業 飛騨窯業史資料徳丸書残し（成田千稲氏の蔵本） 上巻-P270
K-2-36-272 工業－窯業 飛騨窯業史資料渋草焼（願書、三輪源次郎履歴書） 上巻-P270
K-2-36-273 工業－窯業 飛騨窯業史資料陶物師源十郎伝他（角竹記録あり） 上巻-P270
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-274 工業－窯業 陶要記（阪田長五郎日記） 上巻-P270
K-2-36-275 工業－窯業 会社建前、残木調理記芳国社陶器所 上巻-P270
K-2-36-276 工業－窯業 願書及び勧業博覧会出品目録 上巻-P270
K-2-36-277 工業－窯業 諸事記陶器所（高山芳国社） 上巻-P270
K-2-36-278 工業－窯業 高山市史原稿“陶器に関する記録”〈角竹記録〉 上巻-P270
K-2-36-279 工業－窯業 陶磁器に関する史料（里正日記より）〈角竹記録〉 上巻-P270
K-2-36-280 工業－窯業 西ノ一色村旧陶窯跡再見〈角竹メモ〉 上巻-P270
K-2-36-281 工業－窯業 飛騨焼について（日本百科大事典より）〈角竹記録〉 上巻-P270
K-2-36-282 工業－窯業 渋草焼の起り〈角竹記録〉 上巻-P270
K-2-36-283 工業－窯業 小糸窯長倉三郎作陶展資料 上巻-P270
K-2-36-284 工業－窯業 御案内（小糸焼展示即売会開催） 上巻-P270
K-2-36-285 工業－窯業 源十郎焼狛犬一対〔写真〕 上巻-P270
K-2-36-286 工業－窯業 飛騨国陶磁器関係者一覧表〈角竹記録〉 上巻-P270
K-2-36-287 工業－窯業 歴史公論（趣味の陶磁器）雄山閣発行 上巻-P270

K-2-36-288
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

一札（山王道水車屋一件） 上巻-P271

K-2-36-289
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

差上申証文之事（水車屋渡世仕ニ付） 上巻-P271

K-2-36-290
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

証文之事（搗屋株預り証文） 上巻-P271

K-2-36-291
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

碓預り証文之事 上巻-P271

K-2-36-292
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

搗屋請状之事 上巻-P271

K-2-36-293
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

碓預り証文之事 上巻-P271

K-2-36-294
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

搗屋請状之事（案文） 上巻-P271

K-2-36-295
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

水車搗屋請状之事（案文）臼借り主・引請人 上巻-P271

K-2-36-296
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

水車屋稼願書 上巻-P271

K-2-36-297
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

仕様帳差上及び願書（水車真木、水堰板木ニ相用申度） 上巻-P271

K-2-36-298
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

水車臼数及器械調書 上巻-P271

K-2-36-299
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

水車搗屋請状之事（下書） 上巻-P271

K-2-36-300
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

水車営業に関する史料（町年寄日記より） 上巻-P271

K-2-36-301
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候（蝋燭渡世ニ付売捌値段の件） 上巻-P272

K-2-36-302
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉申上候（絞屋渡世預り品届） 上巻-P272

K-2-36-303
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

蝋絞・漆取書上（蝋取之次第、漆取之次第） 上巻-P272
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K-2-36-304
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

蝋燭に関する資料（高山町年寄日記より）〈角竹記録〉 上巻-P272

K-2-36-305
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候（紺屋渡世許容願） 上巻-P272

K-2-36-306
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

紺屋関係史料〈角竹記録〉 上巻-P272

K-2-36-307
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

紺屋（染物）関係史料〈角竹記録〉 上巻-P272

K-2-36-308
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

産業史の内紺屋株に関する資料〈角竹記録〉 上巻-P272

K-2-36-309
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

紺屋株貸渡願〈角竹記録〉 上巻-P272

K-2-36-310
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

香具御免書写香具取締人川上屋喜兵衛から町年寄宛 上巻-P272

K-2-36-311
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

御願書（香具渡世転業願） 上巻-P272

K-2-36-312
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

宰取渡世取調一件（町会所文書より）〈角竹写〉 上巻-P272

K-2-36-313
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

革屋の勢力（飛騨史料より）〈角竹記録〉 上巻-P272

K-2-36-314
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

桶師職連判証文之事吉川屋惣八他87人 上巻-P272

K-2-36-315
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候（桶屋輪竹仕入について） 上巻-P272

K-2-36-316
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

定（桶代金書上）桶職組合取締 上巻-P272

K-2-36-317
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候（下駄屋渡世御許容願） 上巻-P272

K-2-36-318
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

覚書（幅張りのこと） 上巻-P272

K-2-36-319
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候（傘張渡世許容願） 上巻-P272

K-2-36-320
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候 上巻-P272

K-2-36-321
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

亥年取上記榑物師年番大坪新四郎・高原善七 上巻-P273

K-2-36-322
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

御願書（葺工転宅につき戸籍取計のこと） 上巻-P273

K-2-36-323
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

番師仲間合定年番荒城駒吉他19人 上巻-P273

K-2-36-324
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

以書付申上候（出鍛冶稼のもの取調の件） 上巻-P273
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K-2-36-325
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

鍛冶屋関係文献（鍛冶屋渡世願書他） 上巻-P273

K-2-36-326
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

高山鍛冶他国へ出鍛冶稼に関する資料〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-327
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

鍛冶職に関する資料〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-328
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

市史原稿“鍛冶屋・鋳物師資料”〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-329
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

鋳物師関係資料（薄墨御綸旨）〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-330
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

鋳物師関係資料〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-331
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

届書（高山町左官職人年番）〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-332
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

片野針銅所図〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-333
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

乍恐以書付奉願上候（控）（釘銅製造の件） 上巻-P273

K-2-36-334
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

届書（銅線製造所） 上巻-P273

K-2-36-335
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

市史原稿“針銅所に関する資料”〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-336
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

石工の名手立田萬年彫刻の石碑拓本 上巻-P273

K-2-36-337
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

石工の名手岡田廣次彫刻の石碑拓本 上巻-P273

K-2-36-338
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

著名墓碑等の石工〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-339
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

マッチ及びガラス製造について〈角竹記録〉 上巻-P273

K-2-36-340
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

御届書（写真機営業届） 上巻-P273

K-2-36-341
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

通知（友文社活版印刷注文之件） 上巻-P273

K-2-36-342
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

高山印刷合資会社開業式雑観〔高山新報〕 上巻-P273

K-2-36-343
工業－手工業
（しま屋・紺屋・
鍛冶職他）

記（諸職製造高） 上巻-P273

K-2-36-344 工業－酒造業 酒株名代借り請証文之事 上巻-P274
K-2-36-345 工業－酒造業 定証文之事（酒株仲間証文） 上巻-P274
K-2-36-346 工業－酒造業 定証文之事（酒株仲間証文） 上巻-P274
K-2-36-347 工業－酒造業 御酒通細江屋三良右衛門から青山伝七宛 上巻-P274
K-2-36-348 工業－酒造業 酒渡し覚 上巻-P274
K-2-36-349 工業－酒造業 酒株譲り証文之事 上巻-P274
K-2-36-350-1 工業－酒造業 仲間定証文之事（酒造り）福嶋屋五右衛門他3人 上巻-P274
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K-2-36-350-2 工業－酒造業 仲間酒道具扣福嶋屋清左衛門 上巻-P274
K-2-36-351 工業－酒造業 酒株譲り渡証文之事 上巻-P274
K-2-36-352 工業－酒造業 書付（穀類高値ニ付酒造稼方減少の件） 上巻-P274
K-2-36-353 工業－酒造業 書付（穀類高値ニ付稼方減少の件） 上巻-P274
K-2-36-354 工業－酒造業 申年造酒米稼高小前帳滑川屋長三郎 上巻-P274
K-2-36-355 工業－酒造業 御酒通柊屋伊助から大坂屋小兵衛宛 上巻-P274
K-2-36-356 工業－酒造業 「花里村酒造ニ関する文書」（袋） 上巻-P274
K-2-36-356-1 工業－酒造業 酒造取締御觸書請印帳 上巻-P274
K-2-36-356-2 工業－酒造業 酒造込減方請印之写大黒屋吉右衛門 上巻-P274
K-2-36-356-3 工業－酒造業 酒造米減方御申渡請印帳 上巻-P274
K-2-36-356-4 工業－酒造業 奉差上道具付之事 上巻-P274
K-2-36-356-5 工業－酒造業 奉差出道具付之事（控） 上巻-P275
K-2-36-356-6 工業－酒造業 乍恐以書付奉願上候（酒造米増方願） 上巻-P275
K-2-36-356-7 工業－酒造業 覚（酒造稼人御鑑札米高書） 上巻-P275
K-2-36-356-8 工業－酒造業 廻状（酒造高について） 上巻-P275
K-2-36-356-9 工業－酒造業 定（酒造に関する）行政官 上巻-P275
K-2-36-357 工業－酒造業 觸状（酒造高の件） 上巻-P275
K-2-36-358 工業－酒造業 差出申一札之事 上巻-P275
K-2-36-359 工業－酒造業 酒造米御勘定所検証（安政4年10月写とある） 上巻-P275
K-2-36-360 工業－酒造業 酒造御鑑札袋角川村柏木徳兵衛 上巻-P275
K-2-36-361 工業－酒造業 酒造仕入金借用証文 上巻-P275
K-2-36-362 工業－酒造業 差入申仕入金借用引請証文之事 上巻-P275
K-2-36-363 工業－酒造業 書付（酒造減石の届） 上巻-P275
K-2-36-364 工業－酒造業 順達（觸酒取締の件） 上巻-P275
K-2-36-365 工業－酒造業 申度（酒造仕込の注意申渡）請印形差出書 上巻-P275
K-2-36-366 工業－酒造業 売場帳高山一之町永田酒店 上巻-P275
K-2-36-367 工業－酒造業 乍恐以書付奉願上候（新酒売捌値段） 上巻-P275
K-2-36-368 工業－酒造業 乍恐以書付奉願上候 上巻-P276
K-2-36-369 工業－酒造業 乍恐以書付奉願上候 上巻-P276
K-2-36-370 工業－酒造業 乍恐以書付奉願上候 上巻-P276
K-2-36-371 工業－酒造業 乍恐以書付奉願上候（酒造高の件） 上巻-P276
K-2-36-372 工業－酒造業 御糺ニ付以書付奉申上候（清酒売捌の件） 上巻-P276
K-2-36-373 工業－酒造業 造酒願高・覚松之木弥藤次 上巻-P276
K-2-36-374 工業－酒造業 御届書（酒造業改テ茶売商の改業届） 上巻-P276
K-2-36-375 工業－酒造業 御届書（造酒代価）杉崎甚三郎他2人から上宛 上巻-P276
K-2-36-376 工業－酒造業 記（造酒代価調）酒造取締伊東清三郎他2人 上巻-P276
K-2-36-377 工業－酒造業 御願書（国府村内宅借請出店ニテ酒類売捌申度） 上巻-P276
K-2-36-378 工業－酒造業 酒類税規則便覧全租税局 上巻-P276
K-2-36-379 工業－酒造業 自家用料酒製造税金収入簿国府村戸長役場 上巻-P276
K-2-36-380 工業－酒造業 高山町酒造営業人調戸長役場・郡役所 上巻-P276
K-2-36-381 工業－酒造業 酒類醸造方法書 上巻-P276
K-2-36-382 工業－酒造業 覚（酒代金） 上巻-P276
K-2-36-383 工業－酒造業 飛騨記（高山の清酒）〔岐阜日日新聞〕 上巻-P276
K-2-36-384 工業－酒造業 飛騨の模範酒造家〔岐阜日日新聞〕 上巻-P276
K-2-36-385 工業－酒造業 銘酒の看板拓本（白川吉郎氏蔵） 上巻-P276
K-2-36-386 工業－酒造業 宮川べりの大わたし（酒造用桶干風景写真） 上巻-P276
K-2-36-387 工業－酒造業 酒造秘伝みつかる・細江三郎右衛門が書止む 上巻-P276
K-2-36-388 工業－酒造業 市史原稿他（酒造に関する資料）〈角竹記録〉 上巻-P276
K-2-36-389 工業－酒造業 登録商標帳（主に酒造）平瀬酒舗他 上巻-P277
K-2-36-390 工業－製油業 覚（油屋中御冥加永上納株式御頼） 上巻-P277
K-2-36-391 工業－製油業 覚（種油売渡値段）〈角竹写〉 上巻-P277
K-2-36-392 工業－製油業 「菜種関係文書」（袋） 上巻-P277
K-2-36-392-1 工業－製油業 覚（菜種実買請願） 上巻-P277
K-2-36-392-2 工業－製油業 覚（油種稼願） 上巻-P277
K-2-36-392-3 工業－製油業 覚（菜種買入届） 上巻-P277
K-2-36-392-4 工業－製油業 乍恐以書附奉申上候（菜種実仕入高） 上巻-P277
K-2-36-392-5 工業－製油業 乍恐以書付奉申上候（菜種買入） 上巻-P277
K-2-36-392-6 工業－製油業 乍恐以書付奉申上候（菜種絞高） 上巻-P277
K-2-36-392-7 工業－製油業 乍恐以書付奉申上候（菜種絞高） 上巻-P277
K-2-36-392-8 工業－製油業 覚（種買入願） 上巻-P277
K-2-36-392-9 工業－製油業 乍恐以書付奉申上候（菜種買入高） 上巻-P277
K-2-36-393 工業－製油業 油のかぶ譲状之事 上巻-P277
K-2-36-394 工業－製油業 覚（菜種買請証文） 上巻-P277
K-2-36-395 工業－製油業 乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P278



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-396 工業－製油業 覚（美濃油買入値段について） 上巻-P278
K-2-36-397 工業－製油業 覚（当年の種買入値段并絞油売捌値段について） 上巻-P278
K-2-36-398 工業－製油業 乍恐以書付奉願上候（油草他国出シ差留願） 上巻-P278
K-2-36-399 工業－製油業 乍恐以書付御衣願奉申上候（荏并絞油値段について） 上巻-P278
K-2-36-400 工業－製油業 乍恐以書付奉願上候（油絞器譲渡の件） 上巻-P278
K-2-36-401 工業－製油業 覚（高山町油〆草凡積） 上巻-P278
K-2-36-402 工業－製油業 御願書（油絞機械譲渡の件） 上巻-P278
K-2-36-403 工業－製油業 乍恐以書付奉願上候（燈油の件） 上巻-P278
K-2-36-404 工業－製油業 記（荏・菜種等代価取調書） 上巻-P278
K-2-36-405 工業－製油業 記（菜種、荏等代価取調書） 上巻-P278
K-2-36-406 工業－製油業 油に関する資料（町年寄日記より）〈角竹記録〉 上巻-P278
K-2-36-407 工業－製油業 油屋関係資料〈角竹記録〉 上巻-P278
K-2-36-408 工業－製油業 飛騨製油株式会社設立〔記事切抜〕 上巻-P278

K-2-36-409
工業－味噌・醤
油醸造業

差出シ申一札之事 上巻-P278

K-2-36-410
工業－味噌・醤
油醸造業

乍憚以書付御願申上候 上巻-P279

K-2-36-411
工業－味噌・醤
油醸造業

乍恐以書付奉願上候 上巻-P279

K-2-36-412
工業－味噌・醤
油醸造業

乍恐以書付奉願上候（醤油・味噌売捌値段について） 上巻-P279

K-2-36-413
工業－味噌・醤
油醸造業

乍恐以書付御届奉申上候（醤油・味噌売捌値段の届） 上巻-P279

K-2-36-414
工業－味噌・醤
油醸造業

高山町醤油屋造高取調帳 上巻-P279

K-2-36-415
工業－味噌・醤
油醸造業

醤油造高取調書 上巻-P279

K-2-36-416
工業－味噌・醤
油醸造業

御届書（味噌・醤油値段届） 上巻-P279

K-2-36-417
工業－味噌・醤
油醸造業

廻章（醤油・味噌値段書付）醤油屋年番 上巻-P279

K-2-36-418
工業－味噌・醤
油醸造業

布達（醤油製造営業者心得書） 上巻-P279

K-2-36-419
工業－味噌・醤
油醸造業

味噌に関する資料（町年寄日記より）〈角竹記録〉 上巻-P279

K-2-36-420
工業－味噌・醤
油醸造業

醤油・味噌に関する資料〈角竹記録〉 上巻-P279

K-2-36-421
工業－菓子製
造業

御菓子通宇野屋勘兵衛から谷平兵衛宛 上巻-P279

K-2-36-422
工業－菓子製
造業

差上申証文之事（案文） 上巻-P279

K-2-36-423
工業－菓子製
造業

覚（菓子仕切状） 上巻-P279

K-2-36-424
工業－菓子製
造業

菓子のつくり方 上巻-P279

K-2-36-425
工業－菓子製
造業

布達（菓子営業者心得書） 上巻-P279

K-2-36-426
工業－菓子製
造業

三嶋豆商標登録関係通知書他 上巻-P280

K-2-36-427
工業－菓子製
造業

書状（北海道名産と三島豆の比較） 上巻-P280

K-2-36-428
工業－菓子製
造業

三島豆の記録〔高山新報〕 上巻-P280

K-2-36-429
工業－菓子製
造業

菓子展示会〔飛騨ウイークリー〕 上巻-P280

K-2-36-430
工業－菓子製
造業

多い菓子屋（人口割商工調査）〔高山市民時報〕 上巻-P280

K-2-36-431
工業－菓子製
造業

市史原稿他（菓子に関する資料）〈角竹記録〉 上巻-P280

K-2-36-432
工業－菓子製
造業

菓子の種類（飴、落雁等）〈角竹記録〉 上巻-P280

K-2-36-433
工業－菓子製
造業

広告（むかし饅頭）なるせパン 上巻-P280
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-36-434
工業－菓子製
造業

「菓子の歴史研究資料（菓子袋）」（袋） 上巻-P280

K-2-36-434-1
工業－菓子製
造業

御菓子袋飛州高山高田屋 上巻-P280

K-2-36-434-2
工業－菓子製
造業

御菓子袋（御饅頭） 上巻-P280

K-2-36-434-3
工業－菓子製
造業

御菓子袋玉英堂 上巻-P280

K-2-36-434-4
工業－菓子製
造業

御菓子袋（饅頭）飛州多哥山船津屋孝寛 上巻-P280

K-2-36-434-5
工業－菓子製
造業

御菓子袋岐阜米屋町御菓子所鶴屋惟綱 上巻-P280

K-2-36-434-6
工業－菓子製
造業

御菓子袋高山松風堂 上巻-P280

K-2-36-434-7
工業－菓子製
造業

御菓子袋高山清香園 上巻-P280

K-2-36-434-8
工業－菓子製
造業

御菓子袋（「井手の玉川」）守義画の絵あり） 上巻-P280

K-2-36-434-9
工業－菓子製
造業

菓子袋飛州高山清泉堂井田清八 上巻-P280

K-2-36-434-10
工業－菓子製
造業

菓子袋（名産松風）飛騨古川二之町上杏花園 上巻-P280

K-2-36-434-11
工業－菓子製
造業

御菓子袋（英泉画宝船の絵あり） 上巻-P280

K-2-36-434-12
工業－菓子製
造業

御菓子袋（薄雪饅頭）高山安川通小島屋 上巻-P280

K-2-36-434-13
工業－菓子製
造業

御菓子袋（寿煎餅）安川松風堂 上巻-P280

K-2-36-434-14
工業－菓子製
造業

御菓子袋（せんべい）高山木屋 上巻-P280

K-2-36-434-15
工業－菓子製
造業

御菓子袋（薄由幾）飛騨高山彩圭園 上巻-P280

K-2-36-434-16
工業－菓子製
造業

御菓子袋 上巻-P280

K-2-36-434-17
工業－菓子製
造業

御菓子袋（翁饅頭） 上巻-P280

K-2-36-435 工業－諸食品 乍憚以書付御届奉申上候（豆腐値上願） 上巻-P280
K-2-36-436 工業－諸食品 大町屋絹とうふ広告高山市桐生町大町屋食品 上巻-P280
K-2-36-437 工業－諸食品 角湯波壱銭券 上巻-P281
K-2-36-438 工業－諸食品 乍恐以書付奉願上候 上巻-P281
K-2-36-439 工業－諸食品 御願書（饅飩屋稼の件） 上巻-P281

K-2-37-1
商業－産物記
録・勧業・商業

飛騨にない他国より入る品々之事〈角竹記録〉 上巻-P282

K-2-37-2
商業－産物記
録・勧業・商業

諸色覚書帳〈角竹記録〉 上巻-P282

K-2-37-3
商業－産物記
録・勧業・商業

記録（諸商売御改ニ付請書）仲間 上巻-P282

K-2-37-4
商業－産物記
録・勧業・商業

荷問屋御願立一件写 上巻-P282

K-2-37-5
商業－産物記
録・勧業・商業

写真（他国稼者書上帳）村瀬屋孫兵衛 上巻-P282

K-2-37-6
商業－産物記
録・勧業・商業

御役所エ書上候売捌方値段書写加賀屋清三郎他5人 上巻-P282

K-2-37-7
商業－産物記
録・勧業・商業

安政四年当国余業産物年内売出高及び日用品物年内買入 上巻-P282

K-2-37-8
商業－産物記
録・勧業・商業

飛騨国年内物産売出高・必要品買入高大積書上 上巻-P282

K-2-37-9
商業－産物記
録・勧業・商業

御用産物方諸用記日比野 上巻-P282

K-2-37-10
商業－産物記
録・勧業・商業

調（西洋博覧会へ出品） 上巻-P282

K-2-37-11
商業－産物記
録・勧業・商業

御届書（若達町地内に辻売小屋組立申度） 上巻-P282
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K-2-37-12
商業－産物記
録・勧業・商業

御届書（若達町地内に辻売小屋組立申度） 上巻-P282

K-2-37-13
商業－産物記
録・勧業・商業

廻状（節季の儀八月三十一日限り勘定取引取極のこと） 上巻-P282

K-2-37-14
商業－産物記
録・勧業・商業

当座の記録（諸物価）大坪 上巻-P282

K-2-37-15
商業－産物記
録・勧業・商業

達（博覧会各家所蔵品出品方依頼の件）高山出張所 上巻-P282

K-2-37-16
商業－産物記
録・勧業・商業

高山博覧会規則筑摩県管下飛騨国高山博覧会社中 上巻-P282

K-2-37-17
商業－産物記
録・勧業・商業

辞令（穿井掛り及依頼之事） 上巻-P282

K-2-37-18
商業－産物記
録・勧業・商業

筑摩県下飛州古川博覧会規則 上巻-P282

K-2-37-19
商業－産物記
録・勧業・商業

通知（節季の儀について）事務扱所 上巻-P282

K-2-37-20
商業－産物記
録・勧業・商業

内国勧業博覧会開設ニ付物品採集方朝日村新井久兵衛雇 上巻-P282

K-2-37-21
商業－産物記
録・勧業・商業

御請書（内国博覧会御褒状） 上巻-P283

K-2-37-22
商業－産物記
録・勧業・商業

御請書（内国博覧会出品褒状） 上巻-P283

K-2-37-23
商業－産物記
録・勧業・商業

諸品売額調書〈角竹記録〉 上巻-P283

K-2-37-24
商業－産物記
録・勧業・商業

布達（古物商取締細則）岐阜権令小崎利準 上巻-P283

K-2-37-25
商業－産物記
録・勧業・商業

廻状（諸商工業者鑑札出願の件） 上巻-P283

K-2-37-26
商業－産物記
録・勧業・商業

木製スプーンニューヨークへ初旅〔飛騨新聞〕 上巻-P283

K-2-37-27
商業－産物記
録・勧業・商業

通知区第九号（高山町節季一月八月に更生の件） 上巻-P283

K-2-37-28
商業－産物記
録・勧業・商業

通知（高山町節季一月八月に改正の件） 上巻-P283

K-2-37-29
商業－産物記
録・勧業・商業

告知書（高山町節季の件） 上巻-P283

K-2-37-30
商業－産物記
録・勧業・商業

明治廿五年所得高調（永田吉右衛門他108人） 上巻-P283

K-2-37-31
商業－産物記
録・勧業・商業

願書（金融不通ニ付節季延期の件） 上巻-P283

K-2-37-32
商業－産物記
録・勧業・商業

物産陳列会について〈角竹記録〉 上巻-P283

K-2-37-33
商業－産物記
録・勧業・商業

物産館を高山町に設置の希望を述ぶ〔高山新報〕 上巻-P283

K-2-37-34
商業－産物記
録・勧業・商業

大野郡製産品評会観覧記〔高山新報〕 上巻-P283

K-2-37-35
商業－産物記
録・勧業・商業

ゲルベル式牛乳検査器高山に据附工事中〔高山新報〕 上巻-P283

K-2-37-36
商業－産物記
録・勧業・商業

北国行雑記（商、土産物など）世孚 上巻-P283

K-2-37-37
商業－産物記
録・勧業・商業

書状（商用関係）近藤屋勘十郎から谷屋平兵衛宛 上巻-P283

K-2-37-38
商業－産物記
録・勧業・商業

値段引下ケ申度奉存候 上巻-P283

K-2-37-39
商業－産物記
録・勧業・商業

瓦斯設立認可自動車の値上げ〔高山タイムス〕 上巻-P283

K-2-37-40
商業－産物記
録・勧業・商業

店頭装飾、商品陳列競技会〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P283

K-2-37-41
商業－産物記
録・勧業・商業

高山市商業史資料保存目録〈角竹記録〉 上巻-P283

K-2-37-42
商業－産物記
録・勧業・商業

菓子の展示会の入賞者〔高山市民時報〕 上巻-P283

K-2-37-43
商業－産物記
録・勧業・商業

商業指導委員井関氏の商店診断結果〔中部日本新聞〕 上巻-P283



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-37-44
商業－産物記
録・勧業・商業

土屋宗鑑筆高山産物誌〔写真〕 上巻-P283

K-2-37-45
商業－産物記
録・勧業・商業

高山御役所納御用大根文書〔写真〕 上巻-P283

K-2-37-46
商業－産物記
録・勧業・商業

物産増殖功労者永年勤続者の表彰〔記事切抜〕 上巻-P283

K-2-37-47
商業－産物記
録・勧業・商業

洋小間物取調〈角竹記録〉 上巻-P283

K-2-37-48
商業－産物記
録・勧業・商業

産物他国売出高、必需品他国より買入高（説明資料） 上巻-P284

K-2-37-49
商業－産物記
録・勧業・商業

飛騨卵の信州売出文献〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-50
商業－産物記
録・勧業・商業

勧業の途は何ぞや〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-51
商業－産物記
録・勧業・商業

高山博覧会〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-52
商業－産物記
録・勧業・商業

諮問会開設ニ付出願人名〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-53
商業－産物記
録・勧業・商業

卯年杉崎屋一ケ年金子出入高〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-54
商業－産物記
録・勧業・商業

高山市史原稿“商業史”〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-55
商業－産物記
録・勧業・商業

高山市史資料商業関係綴〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-56
商業－産物記
録・勧業・商業

高山市史原稿“商業に関する記録”〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-57
商業－産物記
録・勧業・商業

高山商業史料〈角竹記録〉 上巻-P284

K-2-37-58 商業－商品売 旅問屋買物代銀請負証文 上巻-P284
K-2-37-59 商業－商品売 数寄道具定値段附（前後篇）浪速書林 上巻-P284
K-2-37-60 商業－商品売 覚（商売関係受取覚） 上巻-P284
K-2-37-61 商業－商品売 目録書（商売関係金銀預り） 上巻-P284
K-2-37-62-1 商業－商品売 道具買帳松之木村弥藤次 上巻-P284
K-2-37-62-2 商業－商品売 仲間紬之通谷屋平兵衛から横山屋万助宛 上巻-P284
K-2-37-63 商業－商品売 能代物仲間割合勘定帳 上巻-P284
K-2-37-64 商業－商品売 大福東北在中附込帳（金銭出納帳） 上巻-P284
K-2-37-65 商業－商品売 仕入前金借用証文之事（下書） 上巻-P284
K-2-37-66 商業－商品売 覚（三拾弐両受取手形） 上巻-P284
K-2-37-67 商業－商品売 「瓦方勘定帳」（袋） 上巻-P284
K-2-37-67-1 商業－商品売 三枝下切村瓦方盆前仕入調理帳 上巻-P284
K-2-37-67-2 商業－商品売 午年盆前瓦売取帳（高山二之町谷屋平兵衛） 上巻-P284
K-2-37-67-3 商業－商品売 午三月三枝瓦方勘定帳（高山二之町谷屋平兵衛） 上巻-P284
K-2-37-67-4 商業－商品売 下切上野瓦方仕入金銭請拂帳（高山二之町谷屋平兵衛） 上巻-P284
K-2-37-68 商業－商品売 未年下切上野瓦方仕入金銭請拂帳（表紙のみ） 上巻-P284
K-2-37-69 商業－商品売 おぼへ（フラスコ、ギヤマン、トタン名あり） 上巻-P285
K-2-37-70 商業－商品売 大福帳大坂屋七左衛門 上巻-P285
K-2-37-71 商業－商品売 大福帳（金銭等） 上巻-P285
K-2-37-72 商業－商品売 本仕入覚僊斉 上巻-P285
K-2-37-73-1 商業－商品売 覚（本代受取書）のとや周助から森僊斉宛 上巻-P285
K-2-37-73-2 商業－商品売 覚（本代受取書）のとや周助から森僊斉宛 上巻-P285
K-2-37-74 商業－商品売 酒之通谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-75 商業－商品売 御通三之町杉崎屋店から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-76 商業－商品売 御通滑川屋善助から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-77 商業－商品売 御通山本屋清吉店から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-78 商業－商品売 酒之通杉崎屋甚三郎から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-79 商業－商品売 萬肴通谷屋宛 上巻-P285
K-2-37-80 商業－商品売 酒之通平瀬屋市兵衛から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-81 商業－商品売 肴之通志甫屋（塩屋）源右衛門から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-82 商業－商品売 酒之通谷屋新兵衛店から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-83 商業－商品売 萬肴通高橋屋清三郎から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-84 商業－商品売 御通彩圭園から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-85 商業－商品売 御菓子箱詰之通安川宇野屋から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-86 商業－商品売 酒之通三之町上木屋店から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-87 商業－商品売 酒之通加賀屋長右衛門から谷平兵衛宛 上巻-P285



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-37-88 商業－商品売 酒之通大街上木店から日下（部）平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-89 商業－商品売 御通打保屋平右衛門から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-90 商業－商品売 御染物之通直井屋七兵衛から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-91 商業－商品売 御通（酒通）広瀬屋源右衛門店から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-92 商業－商品売 御通滑川屋長五郎から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-93 商業－商品売 肴御通長瀬屋伝吉から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P285
K-2-37-94 商業－商品売 紙御通大坂屋善兵衛から御本家宛 上巻-P285
K-2-37-95 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-96 商業－商品売 酒之通 上巻-P285
K-2-37-97 商業－商品売 萬肴通高橋屋清三郎から谷屋宛 上巻-P285
K-2-37-98 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から谷平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-99 商業－商品売 酒通大町上木屋から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-100 商業－商品売 酒之通谷屋長兵衛から日下部平兵衛宛 上巻-P285
K-2-37-101 商業－商品売 酒之通平瀬屋市兵衛から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-102 商業－商品売 御通滑川屋善助店から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-103 商業－商品売 菓子・煎茶御通彩圭園から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-104 商業－商品売 酒之通杉崎屋甚三郎から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-105 商業－商品売 酒之通三ノ町上木屋店から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-106 商業－商品売 萬肴通飛高山二之町住市から谷屋宛 上巻-P286
K-2-37-107 商業－商品売 菓子・煎茶御通彩圭園から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-108 商業－商品売 御通打保屋平右衛門店から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-109 商業－商品売 御通滑川屋五郎右衛門から日下部平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-110 商業－商品売 御通滑川屋善助から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-111 商業－商品売 萬肴通二之町住市から谷屋宛 上巻-P286
K-2-37-112 商業－商品売 酒之通谷屋利兵衛店から日下部平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-113 商業－商品売 萬肴通肴屋長七から谷屋平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-114 商業－商品売 御通角屋惣左衛門から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-115 商業－商品売 酒之通 上巻-P286
K-2-37-116 商業－商品売 細工通 上巻-P286
K-2-37-117 商業－商品売 酒の通平瀬や市兵衛から日下部平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-118 商業－商品売 菓子・煎茶御通彩圭園から谷平兵衛宛 上巻-P286
K-2-37-119 商業－商品売 酒之通 上巻-P286
K-2-37-120 商業－商品売 御通角屋惣左衛門から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-121 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-122 商業－商品売 御通滑川屋善助から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-123 商業－商品売 酒之通谷屋利兵衛店から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-124 商業－商品売 現金勘定通角屋惣左衛門から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-125 商業－商品売 酒之通大街上木屋店から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-126 商業－商品売 御通滑川屋五郎右衛門から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-127 商業－商品売 酒之通谷屋利兵衛から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-128 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-129 商業－商品売 御通打保屋平右衛門店から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-130 商業－商品売 萬肴通飛高山二之町住市から谷屋宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-131 商業－商品売 萬肴通肴屋惣七から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-132 商業－商品売 御通滑川屋五郎右衛門から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-133 商業－商品売 酒之通大街上木屋店から日下（部）平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-134 商業－商品売 現金御通三ノ町すミやから日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-135 商業－商品売 御通打保屋平右衛門店から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-136 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P286
K-2-37-137 商業－商品売 萬肴通飛高山二之町住市から谷屋宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-138 商業－商品売 酒之通平瀬屋市兵衛から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-139 商業－商品売 菓子・煎茶御通彩圭園から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-140 商業－商品売 萬肴通肴屋惣七から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-141 商業－商品売 御通滑川屋善助から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-142 商業－商品売 書状（松前おっとせい買入の件） 上巻-P287
K-2-37-143 商業－商品売 細工通川尻屋利右衛門から谷屋平兵衛宛 上巻-P287
K-2-37-144 商業－商品売 萬肴通飛高山二之町住市から谷屋宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-145 商業－商品売 御通打保屋平右衛門店から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-146 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-147 商業－商品売 酒之通平瀬屋市兵衛から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-148 商業－商品売 酒之通大街上木屋店から日下（部）平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-149 商業－商品売 現金御通三ノ町すミや店から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-150 商業－商品売 御通滑川屋長五郎から日下部平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-151 商業－商品売 酒之通平瀬屋市兵衛から谷平兵衛宛 上巻-P287



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-37-152 商業－商品売 萬肴通飛高山二之町住市から谷屋宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-153 商業－商品売 乍恐以書付奉願上候（宿屋株譲受渡の一件） 上巻-P287
K-2-37-154 商業－商品売 差出申証文之事（宿屋稼株譲り受のこと） 上巻-P287
K-2-37-155 商業－商品売 （金銭出納帳）谷屋平兵衛 上巻-P287
K-2-37-156 商業－商品売 覚（屏風壱双代金請取） 上巻-P287
K-2-37-157 商業－商品売 越中買附金并ニ売上帳清九郎・忠助・本杉 上巻-P287
K-2-37-158 商業－商品売 日下栄帳（食品購入通） 上巻-P287
K-2-37-159 商業－商品売 買物帳御屋所詰合 上巻-P287
K-2-37-160 商業－商品売 「昔の通い帳」（袋） 上巻-P287
K-2-37-160-1 商業－商品売 油之通鷲見屋又左衛門から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-160-2 商業－商品売 二季取立通指田（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-160-3 商業－商品売 酒之通三之町上木屋から杉崎屋甚右衛門宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-160-4 商業－商品売 酒之通三之町上木屋から杉崎屋甚右衛門宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-160-5 商業－商品売 酒之通桐生屋仲助から谷平兵衛宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-160-6 商業－商品売 萬肴通糠塚屋長右衛門から春曙園宛（表紙のみ） 上巻-P287
K-2-37-160-7 商業－商品売 御通荒木屋市右衛門から春曙園宛（表紙のみ） 上巻-P288
K-2-37-160-8 商業－商品売 萬肴通白川屋太助から春曙園宛（表紙のみ） 上巻-P288
K-2-37-160-9 商業－商品売 菓子御通（表紙のみ） 上巻-P288
K-2-37-160-10 商業－商品売 菓子之通（表紙のみ） 上巻-P288
K-2-37-161 商業－商品売 「砂糖関係文書」（袋） 上巻-P288
K-2-37-161-1 商業－商品売 書状（白砂糖など富山より買送り候ニ付） 上巻-P288
K-2-37-161-2 商業－商品売 書状（商用黒砂糖のことなど）八作から兄上宛 上巻-P288
K-2-37-161-3 商業－商品売 書状（白砂糖など入手の件）八作から兄上宛 上巻-P288
K-2-37-162 商業－商品売 「砂糖関係文書」（袋） 上巻-P288
K-2-37-162-1 商業－商品売 書状（富山より白砂糖など送り候ニ付） 上巻-P288
K-2-37-162-2 商業－商品売 書状（白砂糖高値の件など） 上巻-P288
K-2-37-162-3 商業－商品売 書状（たばこ黒砂糖など注文の件） 上巻-P288
K-2-37-162-4 商業－商品売 書状（御注文砂糖値段の件） 上巻-P288
K-2-37-162-5 商業－商品売 覚（砂糖代受取書） 上巻-P288
K-2-37-162-6 商業－商品売 覚（白砂糖代受取書） 上巻-P288
K-2-37-162-7 商業－商品売 覚（砂糖引合書） 上巻-P288
K-2-37-162-8 商業－商品売 覚（砂糖代請取） 上巻-P288
K-2-37-162-9 商業－商品売 覚（氷砂糖代等受取） 上巻-P288
K-2-37-163 商業－商品売 書状（砂糖値段の件等） 上巻-P288
K-2-37-164 商業－商品売 白砂糖値段書戸谷屋弥兵衛 上巻-P288
K-2-37-165 商業－商品売 乍恐以書付奉願上候（硝石御買上値段定の件） 上巻-P289
K-2-37-166 商業－商品売 御田地并水車株御買請証文之事 上巻-P289
K-2-37-167 商業－商品売 大宝得（萬覚書、金銭出入覚）日下部元善 上巻-P289
K-2-37-168 商業－商品売 記（ミシン器械渡し書） 上巻-P289
K-2-37-169 商業－商品売 記（寒暖気代他）山田種助から区会所御入用宛 上巻-P289
K-2-37-170 商業－商品売 記（ベンチ代）川栄から区会所御入用宛 上巻-P289
K-2-37-171 商業－商品売 萬覚（円金目方他）阪田 上巻-P289
K-2-37-172 商業－商品売 ランプ取扱方について 上巻-P289
K-2-37-173 商業－商品売 記（明治八年春粟平均代価） 上巻-P289
K-2-37-174 商業－商品売 品觸留日比埜控 上巻-P289
K-2-37-175 商業－商品売 記（写真代）写真師から二ノ町谷平宛 上巻-P289
K-2-37-176 商業－商品売 明治十一年中売額調書陶器仲買 上巻-P289
K-2-37-177 商業－商品売 明治十年砂糖売上高調各砂糖売商から正副戸長宛 上巻-P289
K-2-37-178 商業－商品売 明治十一年中砂糖売額調書 上巻-P289
K-2-37-179 商業－商品売 記（領収書）文海堂 上巻-P289
K-2-37-180 商業－商品売 領収書 上巻-P289
K-2-37-181 商業－商品売 記（御料理代受取書） 上巻-P289
K-2-37-182 商業－商品売 覚（各種受取書、仕切書） 上巻-P289
K-2-37-183 商業－商品売 覚（各種受取書） 上巻-P289
K-2-37-184 商業－商品売 覚（受取書、仕訳書等物価史料） 上巻-P289
K-2-37-185 商業－商品売 諸色相場買上物覚帳高山町 上巻-P289
K-2-37-186 商業－商品売 諸色値段書上帳 上巻-P289
K-2-37-187 商業－商品売 代金書上（石油持参駄賃、役場借宅料など） 上巻-P289
K-2-37-188 商業－商品売 覚（ギヤマン風ちん受取書）広瀬屋与三郎 上巻-P290
K-2-37-189 商業－商品売 覚（鉄炭値段） 上巻-P290
K-2-37-190 商業－商品売 覚（代金引合書） 上巻-P290
K-2-37-191 商業－商品売 覚（金子手形）水口屋東店万四郎から森仙斉宛 上巻-P290
K-2-37-192 商業－商品売 記（受取書）牧證次郎から森佐兵衛宛 上巻-P290
K-2-37-193 商業－商品売 覚（酒代領収書） 上巻-P290
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K-2-37-194 商業－商品売 覚（領収書）谷屋平兵衛から桐生屋伊助宛 上巻-P290
K-2-37-195 商業－商品売 覚（滑川屋商取引関係） 上巻-P290
K-2-37-196 商業－商品売 記（領収書）真木為助 上巻-P290
K-2-37-197 商業－商品売 覚（金子受取書）斉藤勝平から杉崎屋甚右衛門宛 上巻-P290
K-2-37-198 商業－商品売 書状扣（富山藩出入商人として御会釈米拝受の受書） 上巻-P290
K-2-37-199 商業－商品売 覚（和廬紙、廬紙御渡下さるべく頼上） 上巻-P290
K-2-37-200 商業－商品売 覚（符印箱請取）堀田清右衛門から忠右衛門宛 上巻-P290
K-2-37-201 商業－商品売 記（代金受納書）高橋舗から上羽宛 上巻-P290
K-2-37-202 商業－商品売 覚（桑代金書上） 上巻-P290
K-2-37-203 商業－商品売 覚（受取書）江戸白木屋から谷屋平兵衛宛 上巻-P290
K-2-37-204 商業－商品売 領収書谷屋平兵衛宛 上巻-P290
K-2-37-205 商業－商品売 金銭書上 上巻-P290
K-2-37-206 商業－商品売 領収書観松亭 上巻-P290
K-2-37-207 商業－商品売 大阪より砂糖直買の資料〈角竹記録〉 上巻-P290
K-2-37-208 商業－商品売 洋物年内仕入等記録〈角竹記録〉 上巻-P290

K-2-37-209
商業－商人・商
店

美女峠下休店書出帳（断簡）（大原騒動美談あり） 上巻-P290

K-2-37-210
商業－商人・商
店

広告（呉服物、切地類品、京染物） 上巻-P290

K-2-37-211
商業－商人・商
店

呉服屋・太物屋・小間物屋仲間規定取極連印帳 上巻-P290

K-2-37-212
商業－商人・商
店

益田筋へ諸色仕送商人調 上巻-P290

K-2-37-213
商業－商人・商
店

煮売屋、うどん屋、頼母子宿、うなぎやに関する記録 上巻-P291

K-2-37-214
商業－商人・商
店

酒造中次、ひゑの大妙薬暦入広告大坂飛弾屋庄蔵 上巻-P291

K-2-37-215
商業－商人・商
店

乍恐以書付奉願上候（小間物屋渡世御許容願） 上巻-P291

K-2-37-216
商業－商人・商
店

乍恐以書付奉願上候（紙小間物小売渡世の件） 上巻-P291

K-2-37-217
商業－商人・商
店

願書・届書（商売替の願及び届） 上巻-P291

K-2-37-218
商業－商人・商
店

判取帳高山三之町日比野甚右衛門 上巻-P291

K-2-37-219
商業－商人・商
店

願書（獣肉売買并一杯酒開店願） 上巻-P291

K-2-37-220
商業－商人・商
店

明治七年十一月十八日判取帳内検査之記 上巻-P291

K-2-37-221
商業－商人・商
店

御届書（商業届出）各伍長から正副戸長宛 上巻-P291

K-2-37-222
商業－商人・商
店

証（売薬渡世届） 上巻-P291

K-2-37-223
商業－商人・商
店

渋柿絞人并買入人検査書上帳 上巻-P291

K-2-37-224
商業－商人・商
店

砂糖商の者46名記載 上巻-P291

K-2-37-225
商業－商人・商
店

呉服、太物商専業者調書大野郡高山町 上巻-P291

K-2-37-226
商業－商人・商
店

開業広告（西洋一品御料理ひさご家）〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-227
商業－商人・商
店

煮売屋木版広告 上巻-P291

K-2-37-228
商業－商人・商
店

高山町各商店広告〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-229
商業－商人・商
店

各商店広告〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-230
商業－商人・商
店

広告（上原商店開店披露） 上巻-P291

K-2-37-231
商業－商人・商
店

広告（年始挨拶、初売）上木穎酒造部 上巻-P291

K-2-37-232
商業－商人・商
店

広告（桝井自転車部）〔高山新報〕 上巻-P291
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K-2-37-233
商業－商人・商
店

広告（石版、銅版印刷開業）〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-234
商業－商人・商
店

広告（高山印刷合資会社）〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-235
商業－商人・商
店

広告（高山各商店年始挨拶）〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-236
商業－商人・商
店

養蚕用寒暖計など広告平田時計舗〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-237
商業－商人・商
店

広告（平瀬酒舗初売広告）〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-238
商業－商人・商
店

広告（シンガーミシン機械各種）〔高山新報〕 上巻-P291

K-2-37-239
商業－商人・商
店

広告（高山町各商店年始挨拶）〔高山新報〕 上巻-P292

K-2-37-240
商業－商人・商
店

暦入引札（薬種売薬卸問屋）高山一之町内山忠一郎 上巻-P292

K-2-37-241
商業－商人・商
店

広告（福戸製材所）〔高山新報〕 上巻-P292

K-2-37-242
商業－商人・商
店

引札（薬種売薬卸問屋）高山一之町内山忠一郎 上巻-P292

K-2-37-243
商業－商人・商
店

引札（書籍并学校用品、醫療及理化学器械） 上巻-P292

K-2-37-244
商業－商人・商
店

引札（太物、洋物、小間物、砂糖など） 上巻-P292

K-2-37-245
商業－商人・商
店

広告（金剛丹）高山一之町松秀軒二之町栄暉堂 上巻-P292

K-2-37-246
商業－商人・商
店

広告（呉服仕入所）京都丹波屋利兵衛 上巻-P292

K-2-37-247
商業－商人・商
店

広告（皇国襪製造）高山壱之町谷本喜久三 上巻-P292

K-2-37-248
商業－商人・商
店

広告（下駄艸履雪踏仕入所）京都大津屋弥兵衛 上巻-P292

K-2-37-249
商業－商人・商
店

口演（蝋燭・煉油）高山一之町笠井屋安右衛門 上巻-P292

K-2-37-250
商業－商人・商
店

広告（松之木屋蒲團講の御案内） 上巻-P292

K-2-37-251
商業－商人・商
店

広告（諸国紙、国産物類、醤油、味噌など） 上巻-P292

K-2-37-252
商業－商人・商
店

広告（眼鏡、分見町見道具、磁石など） 上巻-P292

K-2-37-253
商業－商人・商
店

広告（呉服、太ト物仕入人止宿開業広告） 上巻-P292

K-2-37-254
商業－商人・商
店

のれんと屋号物語 上巻-P292

K-2-37-255
商業－商人・商
店

百暖簾（川上魚問屋、渋草焼等）〔新聞切抜〕 上巻-P292

K-2-37-256
商業－商人・商
店

広告（石川薬局他）〔高山タイムス〕 上巻-P292

K-2-37-257
商業－商人・商
店

広告（高山各商店年始挨拶）〔高山タイムス〕 上巻-P292

K-2-37-258
商業－商人・商
店

広告（川上魚問屋他）〔高山タイムス〕 上巻-P292

K-2-37-259
商業－商人・商
店

広告（高山各商店年始挨拶）〔高山タイムス〕 上巻-P292

K-2-37-260
商業－商人・商
店

広告（高山町古物組合新盛社創立十年祭） 上巻-P292

K-2-37-261
商業－商人・商
店

広告（飛騨窯業株式会社）〔飛騨日報切抜〕 上巻-P292

K-2-37-262
商業－商人・商
店

広告（松浦染物店他）〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P292

K-2-37-263
商業－商人・商
店

広告（ペンギン鳥印文化瓦製作販売所、飛騨窯業合資会社）〔高山日日新
聞〕

上巻-P292

K-2-37-264
商業－商人・商
店

広告（高山各商店年始挨拶）〔高山日日新聞〕 上巻-P292
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K-2-37-265
商業－商人・商
店

広告（真綿加工社） 上巻-P292

K-2-37-266
商業－商人・商
店

広告（飛騨木材市売組合）〔高山日日新聞〕 上巻-P292

K-2-37-267
商業－商人・商
店

広告（たちばな屋開店）〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P292

K-2-37-268
商業－商人・商
店

高山の各商店広告 上巻-P293

K-2-37-269
商業－商人・商
店

葉書（高山名菓わらび饅頭広告印） 上巻-P293

K-2-37-270
商業－商人・商
店

広告（大歳の市広告）〔高山市民時報〕 上巻-P293

K-2-37-271
商業－商人・商
店

広告（木材市売） 上巻-P293

K-2-37-272
商業－商人・商
店

広告（三嶋豆直売所開設）〔高山市民時報〕 上巻-P293

K-2-37-273
商業－商人・商
店

暦入広告（日下部味噌醤油醸造） 上巻-P293

K-2-37-274
商業－商人・商
店

昭和三十二年各商店初売広告商店案内 上巻-P293

K-2-37-275
商業－商人・商
店

昭和三十二年初売広告 上巻-P293

K-2-37-276
商業－商人・商
店

諸商売新規始願〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-277
商業－商人・商
店

高山町の貸本屋〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-278
商業－商人・商
店

白木商、製材所について〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-279
商業－商人・商
店

米株、酒屋株等記録〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-280
商業－商人・商
店

薬種屋株について〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-281
商業－商組織
（市を含む）

高山町産物会所史料〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-282
商業－商組織
（市を含む）

乍恐以書付奉願上候（産物会所申付辞退願） 上巻-P293

K-2-37-283
商業－商組織
（市を含む）

書状（産物会所関係） 上巻-P293

K-2-37-284
商業－商組織
（市を含む）

書付（産物会所基開ニ付会社規則）（下書） 上巻-P293

K-2-37-285
商業－商組織
（市を含む）

高山産物会所、飛騨開産社史料〈角竹記録〉 上巻-P293

K-2-37-286
商業－商組織
（市を含む）

市場規則書写惣代組頭野村文七郎他3人から里正宛 上巻-P293

K-2-37-287
商業－商組織
（市を含む）

乍恐以書付奉願上候（一六市売買の件） 上巻-P293

K-2-37-288
商業－商組織
（市を含む）

達（勧業社を開産社と改称の件）高山支庁 上巻-P293

K-2-37-289
商業－商組織
（市を含む）

開産社條例規則（明治9年條例改正の布達あり） 上巻-P293

K-2-37-290
商業－商組織
（市を含む）

廻章（代金取立、開産社詰区長へ届出ること） 上巻-P293

K-2-37-291
商業－商組織
（市を含む）

開産社施行の件他関係綴 上巻-P293

K-2-37-292
商業－商組織
（市を含む）

布達（物産展覧場開催、物産展覧場假規則） 上巻-P293

K-2-37-293
商業－商組織
（市を含む）

布達（開産社長心得について） 上巻-P293

K-2-37-194
商業－商組織
（市を含む）

願書（魚鳥青物諸品会社結立願） 上巻-P294

K-2-37-195
商業－商組織
（市を含む）

市場、通運会社史料（魚鳥青物市場取扱金高調書他） 上巻-P294

K-2-37-196
商業－商組織
（市を含む）

明治十二年中取扱金高調書 上巻-P294
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K-2-37-197
商業－商組織
（市を含む）

高山蓬英分社について照会・回答・請書 上巻-P294

K-2-37-198
商業－商組織
（市を含む）

交換社ノ底当品物調方ニ付再願 上巻-P294

K-2-37-299
商業－商組織
（市を含む）

祝辞（四品共進会祝辞）森佐兵衛 上巻-P294

K-2-37-300
商業－商組織
（市を含む）

布達（同業組合準則）岐阜県権令小崎利準 上巻-P294

K-2-37-301
商業－商組織
（市を含む）

書付（五品共進会の件） 上巻-P294

K-2-37-302
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国産業会假則〈角竹記録〉 上巻-P294

K-2-37-303
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産社々則 上巻-P294

K-2-37-304
商業－商組織
（市を含む）

通知（市場夜店の儀御注文預り度集会のこと） 上巻-P294

K-2-37-305
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産社申合規則 上巻-P294

K-2-37-306
商業－商組織
（市を含む）

高山黒・職組合規約聞届〈角竹記録〉 上巻-P294

K-2-37-307
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産合資会社契約案 上巻-P294

K-2-37-308
商業－商組織
（市を含む）

借用金証書綴（白川村分） 上巻-P294

K-2-37-309
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産合資会社契約 上巻-P294

K-2-37-310
商業－商組織
（市を含む）

届書（物産会社解社届） 上巻-P294

K-2-37-311
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産社状況（収支決算報告書他） 上巻-P294

K-2-37-312
商業－商組織
（市を含む）

願書・届書（桑葉青物市、古物市、伊鯖市、夜市場開業） 上巻-P294

K-2-37-313
商業－商組織
（市を含む）

夜市場開業届 上巻-P294

K-2-37-314
商業－商組織
（市を含む）

御金（貸金）請求調書高山開産合資会社 上巻-P294

K-2-37-315
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産合資会社々員当選通知書・辞退届書 上巻-P295

K-2-37-316
商業－商組織
（市を含む）

記（開産社新株覚高山町他） 上巻-P295

K-2-37-617
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国物産共進会開設案内状 上巻-P295

K-2-37-318
商業－商組織
（市を含む）

岐阜県大野郡茶業組合規約 上巻-P295

K-2-37-319
商業－商組織
（市を含む）

開産社解散に関する文書開産社 上巻-P295

K-2-37-320
商業－商組織
（市を含む）

飛騨国開産社を解散の際に於て意見書〔高山新報〕 上巻-P295

K-2-37-321
商業－商組織
（市を含む）

開産社解散に於いて残される資金を女子教育のために 上巻-P295

K-2-37-322
商業－商組織
（市を含む）

古物組合発会式〔高山新報〕 上巻-P295

K-2-37-323
商業－商組織
（市を含む）

伊鯖市場二十週年記念会〔高山新報〕 上巻-P295

K-2-37-324
商業－商組織
（市を含む）

高山蓬英分社設立願 上巻-P295

K-2-37-325
商業－商組織
（市を含む）

高山魚鳥青物商品会社〈角竹記録〉 上巻-P295

K-2-37-326
商業－商組織
（市を含む）

高栄会社申合規則 上巻-P295

K-2-37-327
商業－商組織
（市を含む）

茶商者名製茶改良組合申合盟約書 上巻-P295

K-2-37-328
商業－商組織
（市を含む）

理由書（開産社設置の趣旨より社員撰出法の理由） 上巻-P295



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-37-329
商業－商組織
（市を含む）

高山市史の内高山町・開産社史料調〈角竹記録〉 上巻-P295

K-2-37-330
商業－商組織
（市を含む）

高山市史市場関係資料〈角竹記録〉 上巻-P295

K-2-37-331
商業－商組織
（市を含む）

写真（高山別院前の市） 上巻-P295

K-2-37-332
商業－商組織
（市を含む）

写真（高山の二十四日市） 上巻-P295

K-2-37-333
商業－商組織
（市を含む）

廿四日市ポスター（安川、一之町、魚屋町） 上巻-P295

K-2-37-334
商業－商組織
（市を含む）

高山商工会発起会〔高山タイムス〕 上巻-P295

K-2-37-335
商業－商組織
（市を含む）

斐鮮蚕業株式会社株券 上巻-P295

K-2-37-336
商業－商組織
（市を含む）

飛騨共立組開業広告〔飛騨日報〕 上巻-P295

K-2-37-337
商業－商組織
（市を含む）

設立弐拾週年記念史 上巻-P295

K-2-37-338
商業－商組織
（市を含む）

岐阜県産業組合大会開会〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P295

K-2-37-339
商業－商組織
（市を含む）

斐太製瓦工業組合規約 上巻-P295

K-2-37-340
商業－商組織
（市を含む）

新興飛騨産業躍進譜〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P295

K-2-37-341
商業－商組織
（市を含む）

商工会議所竣工〔高山市民時報切抜〕 上巻-P296

K-2-37-342
商業－商組織
（市を含む）

高山木材協同組合飛騨春慶漆器製造企業組合 上巻-P296

K-2-37-343
商業－商組織
（市を含む）

白川飛騨産業社長の話〔高山市民時報〕 上巻-P296

K-2-37-344
商業－商組織
（市を含む）

高山商工会議所新役員選出〔飛騨新聞〕 上巻-P296

K-2-37-345
商業－商組織
（市を含む）

高山商工会議所五委員会を設置（飛騨新聞） 上巻-P296

K-2-37-346
商業－商組織
（市を含む）

商工会議所創立十周年〔高山市民時報〕 上巻-P296

K-2-37-347 商業－産業史 萬徳塵刧記商売鑑全 上巻-P296
K-2-37-348 商業－産業史 京羽二重大全三巻（諸師諸藝等） 上巻-P296
K-2-37-349 商業－産業史 大野郡史産業年表（索引）〈角竹記録〉 上巻-P296
K-2-37-350 商業－産業史 金森時代産業記録（掲示説明用）〈角竹作製〉 上巻-P296
K-2-37-351 商業－産業史 商業必読萬国商売往来全 上巻-P296
K-2-37-352 商業－産業史 明治9年職業別産業状況（高山町会所文書より） 上巻-P296
K-2-37-353 商業－産業史 改正商売往来全山本温編輯 上巻-P296
K-2-37-354 商業－産業史 飛騨の産業第壱巻第壱号飛騨の産業社発行 上巻-P296
K-2-37-355 商業－産業史 日本輸出入主要品番附 上巻-P296
K-2-37-356 商業－産業史 飛騨三郡産業組合役職員大会開催〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P296
K-2-37-357 商業－産業史 郷土産業の一考察高山西小学校梶田訓導 上巻-P296
K-2-37-358 商業－産業史 産業組合飛騨風土記甘泉居逸人福壽泉翁撰 上巻-P296
K-2-37-359 商業－産業史 産業組合飛騨風土記拾遺甘泉居逸人福壽泉翁撰 上巻-P296
K-2-37-360 商業－産業史 益田之産業益田郡団体事務所（農林蠶蓄各部） 上巻-P296
K-2-37-361 商業－産業史 高山商工会報第二号高山商工会発行 上巻-P296
K-2-37-362 商業－産業史 昭和十年岐阜県産業要覧総務部統計課 上巻-P296
K-2-37-363 商業－産業史 昭和十二年岐阜県産業要覧 上巻-P296
K-2-37-364 商業－産業史 飛騨資源第1号瀧多賀男編輯兼発行 上巻-P296
K-2-37-365 商業－産業史 職業情報第8号高山職業紹介所 上巻-P296
K-2-37-366 商業－産業史 商工案内“高山食品卸市場株式会社役員名” 上巻-P296
K-2-37-367 商業－産業史 高山史商工名鑑高山市役所・高山商工会議所編輯発行 上巻-P296
K-2-37-368 商業－産業史 飛騨地方産業史―郷土発展のために― 上巻-P296
K-2-37-369 商業－産業史 職業調（一之新町、一之町、寺内町、なわ手町、八幡町） 上巻-P296
K-2-37-370 商業－産業史 高山各町の職業特徴〈角竹記録〉 上巻-P297
K-2-37-371 商業－産業史 他国稼者書上帳〈角竹記録〉 上巻-P297
K-2-37-372 商業－産業史 教育研究所郷土の産業資料〈角竹記録〉 上巻-P297
K-2-38-1 金融－質物 証文之事（田畑質入銀借用証文） 上巻-P298
K-2-38-2 金融－質物 質入証文之事（質物・御田地） 上巻-P298



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-38-3 金融－質物 田地質入証文之事 上巻-P298
K-2-38-4 金融－質物 田地質入証文之事 上巻-P298
K-2-38-5 金融－質物 田地質入証文之事 上巻-P298
K-2-38-6 金融－質物 証文一札之事（田地質入金子預りのところ返済日延方） 上巻-P298
K-2-38-7 金融－質物 田畑志ち入ニ仕金子借用仕候事 上巻-P298
K-2-38-8 金融－質物 流証文（質物田畑） 上巻-P298
K-2-38-9 金融－質物 証文（田畑質入証文） 上巻-P298
K-2-38-10 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P298
K-2-38-11 金融－質物 質入仕田地之事 上巻-P298
K-2-38-12 金融－質物 木草山流証文之事 上巻-P298
K-2-38-13 金融－質物 田畑質入証文之事 上巻-P298
K-2-38-14 金融－質物 流証文之事（質物田畑） 上巻-P298
K-2-38-15 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P299
K-2-38-16 金融－質物 質入証文証文之事（質物田地） 上巻-P299
K-2-38-17 金融－質物 質入ニ仕屋敷之事 上巻-P299
K-2-38-18 金融－質物 質入ニ仕御田地之事 上巻-P299
K-2-38-19 金融－質物 質入之畑流シ証文之事 上巻-P299
K-2-38-20 金融－質物 質入ニ仕御田地之事 上巻-P299
K-2-38-21 金融－質物 畑質入証文之事 上巻-P299
K-2-38-22 金融－質物 質入ニ仕割地新田之事 上巻-P299
K-2-38-23 金融－質物 質入仕家屋敷之事 上巻-P299
K-2-38-24 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P299
K-2-38-25 金融－質物 田地質入致シ置流シ証文之事 上巻-P299
K-2-38-26 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P299
K-2-38-27 金融－質物 質入ニ仕新田畑之事 上巻-P299
K-2-38-28 金融－質物 質入ニ仕新田畑之事 上巻-P299
K-2-38-29 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P300
K-2-38-30 金融－質物 御田地家屋敷質入証文之事〈角竹写〉 上巻-P300
K-2-38-31 金融－質物 御田地家屋敷質入証文之事 上巻-P300
K-2-38-32 金融－質物 御田地絵図 上巻-P300
K-2-38-33 金融－質物 流田地絵図 上巻-P300
K-2-38-34 金融－質物 流田地絵図 上巻-P300
K-2-38-35 金融－質物 覚（質物流物件） 上巻-P300
K-2-38-36 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P300
K-2-38-37 金融－質物 御田地質入証文之事（反故） 上巻-P300
K-2-38-38 金融－質物 御田畑質入証文之事 上巻-P300
K-2-38-39 金融－質物 質物ニ入御田地之事 上巻-P300
K-2-38-40 金融－質物 御田地質入ニ仕証文之事 上巻-P300
K-2-38-41 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P300
K-2-38-42 金融－質物 質入ニ仕御田地証文之事 上巻-P300
K-2-38-43 金融－質物 畑質入証文之事 上巻-P301
K-2-38-44 金融－質物 質入仕家屋敷之事 上巻-P301
K-2-38-45 金融－質物 柴山流証文之事 上巻-P301
K-2-38-46 金融－質物 山場所質入証文之事 上巻-P301
K-2-38-47 金融－質物 （山）流証文之事 上巻-P301
K-2-38-48 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P301
K-2-38-49 金融－質物 金子預り質入証文之事（質物桑） 上巻-P301
K-2-38-50 金融－質物 質入仕家屋敷之事 上巻-P301
K-2-38-51 金融－質物 質入ニ仕金子預り証文之事（質物桑） 上巻-P301
K-2-38-52 金融－質物 山場所流証文之事 上巻-P301
K-2-38-53 金融－質物 山場所流証文之事 上巻-P301
K-2-38-54 金融－質物 畑流シ証文之事 上巻-P301
K-2-38-55 金融－質物 山質入仕証文之事 上巻-P301
K-2-38-56 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-57 金融－質物 質入仕証文之事（質物畑） 上巻-P302
K-2-38-58 金融－質物 質入ニ仕御田地証文之事 上巻-P302
K-2-38-59 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-60 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-61 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-62 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-63 金融－質物 草山質入証文之事 上巻-P302
K-2-38-64 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-65 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P302
K-2-38-66 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P302
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K-2-38-67 金融－質物 石山質入仕候証文事 上巻-P302
K-2-38-68 金融－質物 山永代流証文之事 上巻-P302
K-2-38-69 金融－質物 質入ニ仕草山証文之事 上巻-P302
K-2-38-70 金融－質物 市売米株質入ニ仕金子預り証文之事 上巻-P302
K-2-38-71 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P303
K-2-38-72 金融－質物 質入森畑流し証文之事 上巻-P303
K-2-38-73 金融－質物 御田地流添証文之事 上巻-P303
K-2-38-74 金融－質物 （林山・草山）質入流証文之事 上巻-P303
K-2-38-75 金融－質物 預り申金子之事（御蔵米手形質入） 上巻-P303
K-2-38-76 金融－質物 質入ニ仕御田地之事 上巻-P303
K-2-38-77 金融－質物 金子預り質入証文之事（質物市売米株） 上巻-P303
K-2-38-78 金融－質物 質入仕家屋敷畑之事 上巻-P303
K-2-38-79 金融－質物 木草山流証文之事 上巻-P303
K-2-38-80 金融－質物 年季預り田畑質入証文之事 上巻-P303
K-2-38-81 金融－質物 質入之御田地流証文之事 上巻-P303
K-2-38-82 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P303
K-2-38-83 金融－質物 金子預市売米株流証文之事 上巻-P303
K-2-38-84 金融－質物 金子預り質入流証文之事（質物木艸山） 上巻-P304
K-2-38-85 金融－質物 一札之事（流地請取ニ付） 上巻-P304
K-2-38-86 金融－質物 金子預り質入証文事（質物市売米株） 上巻-P304
K-2-38-87 金融－質物 年賦質入仕証文之事（質物御田地） 上巻-P304
K-2-38-88 金融－質物 質入証文之事（質物御田地、林、草山） 上巻-P304
K-2-38-89 金融－質物 御田地家屋敷質入証文之事〈角竹写〉 上巻-P304
K-2-38-90 金融－質物 年季金預質入証文之事（質物建家一軒） 上巻-P304
K-2-38-91 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P304
K-2-38-92 金融－質物 年賦米預り質入引請証文之事（質物田合七畝廿分） 上巻-P304
K-2-38-93 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P304
K-2-38-94 金融－質物 質入証文之事（写）（質物御田地） 上巻-P304
K-2-38-95 金融－質物 質入仕家屋敷流証文之事 上巻-P304
K-2-38-96 金融－質物 御田地質入金預り証文之事 上巻-P304
K-2-38-97 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P305
K-2-38-98 金融－質物 御田地流シ証文之事 上巻-P305
K-2-38-99 金融－質物 一札（家屋敷土蔵借金始末ニ付） 上巻-P305
K-2-38-100 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P305
K-2-38-101 金融－質物 質入ニ仕割地畑之事 上巻-P305
K-2-38-102 金融－質物 山内質入ニ仕流証文之事 上巻-P305
K-2-38-103 金融－質物 質入仕金子預り証文之事（質物杉、桧） 上巻-P305
K-2-38-104 金融－質物 年季金預質入証文之事（質物家屋舗） 上巻-P305
K-2-38-105 金融－質物 年季質入金子預り証文之事　（質物家屋敷居宅） 上巻-P305
K-2-38-106 金融－質物 （土蔵質入金子預り証文） 上巻-P305
K-2-38-107 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P305
K-2-38-108 金融－質物 屋敷畑質入ニ仕金預証文之事 上巻-P305
K-2-38-109 金融－質物 御田地質入流証文事 上巻-P305
K-2-38-110 金融－質物 質入ニ仕家屋敷証文之事 上巻-P305
K-2-38-111 金融－質物 質入金子預り証文之事（質物たんす、戸棚） 上巻-P305
K-2-38-112 金融－質物 質入証文之事（質物砂畑、山） 上巻-P306
K-2-38-113 金融－質物 質入ニ仕御田地証文之事 上巻-P306
K-2-38-114 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P306
K-2-38-115 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P306
K-2-38-116 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P306
K-2-38-117 金融－質物 質入ニ仕新田屋敷畑之事 上巻-P306
K-2-38-118 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P306
K-2-38-119 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P306
K-2-38-120 金融－質物 質入ニ仕割地畑之事 上巻-P306
K-2-38-121 金融－質物 質入ニ仕割地畑之事 上巻-P306
K-2-38-122 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物借家一軒） 上巻-P306
K-2-38-123 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P306
K-2-38-124 金融－質物 林山質入証文之事 上巻-P306
K-2-38-125 金融－質物 年賦金質入証文之事（質物家屋敷） 上巻-P307
K-2-38-126 金融－質物 御田地質入流証文之事 上巻-P307
K-2-38-127 金融－質物 質入御田地証文之事 上巻-P307
K-2-38-128 金融－質物 年賦金質入証文之事（質物割地畑） 上巻-P307
K-2-38-129 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物舂屋壱軒） 上巻-P307
K-2-38-130 金融－質物 金子預り質入証文之事（質物屋敷畑） 上巻-P307
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K-2-38-131 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物家屋敷） 上巻-P307
K-2-38-132 金融－質物 年賦金預り質入証文之事 上巻-P307
K-2-38-133 金融－質物 年賦金預り質入証文之事 上巻-P307
K-2-38-134 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P307
K-2-38-135 金融－質物 金子預り御田地質入ニ仕候証文之事 上巻-P307
K-2-38-136 金融－質物 山流シ証文之事 上巻-P307
K-2-38-137 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P307
K-2-38-138 金融－質物 御畑質入証文之事 上巻-P308
K-2-38-139 金融－質物 （御田地質入金子預り証文） 上巻-P308
K-2-38-140 金融－質物 年季質入証文之事（質物田） 上巻-P308
K-2-38-141 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P308
K-2-38-142 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P308
K-2-38-143 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P308
K-2-38-144 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P308
K-2-38-145 金融－質物 質入之御田地林山家屋舗流証文之事 上巻-P308
K-2-38-146 金融－質物 質地流証文之事 上巻-P308
K-2-38-147 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P308
K-2-38-148 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P308
K-2-38-149 金融－質物 建家風呂株流証文之事 上巻-P308
K-2-38-150 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P308
K-2-38-151 金融－質物 証文写（御田地流証文他）折敷地村 上巻-P309
K-2-38-152 金融－質物 「質流ニ付立会絵図」（袋） 上巻-P309
K-2-38-152-1 金融－質物 御田地并草山質流ニ付立会絵図面 上巻-P309
K-2-38-152-2 金融－質物 御田畑質流ニ付立会絵図面 上巻-P309
K-2-38-152-3 金融－質物 御田地質流ニ付立会絵図面 上巻-P309
K-2-38-153 金融－質物 質入仕割地畑之事 上巻-P309
K-2-38-154 金融－質物 御田畑流証文之事 上巻-P309
K-2-38-155 金融－質物 流田畑草山絵図 上巻-P309
K-2-38-156 金融－質物 質入証文之事 上巻-P309
K-2-38-157 金融－質物 質入証文之事（質物草山） 上巻-P309
K-2-38-158 金融－質物 木山質物ニ入相流シ証文之事 上巻-P309
K-2-38-159 金融－質物 御田地質入金子借用証文之事 上巻-P309
K-2-38-160 金融－質物 質入証文之事（質物御田地、建家） 上巻-P309
K-2-38-161 金融－質物 流シ証文之事 上巻-P310
K-2-38-162 金融－質物 質入仕証文之事（質物御田地） 上巻-P310
K-2-38-163 金融－質物 御田地質入金子借用証文之事 上巻-P310
K-2-38-164 金融－質物 年賦金質入証文（質物林山） 上巻-P310
K-2-38-165 金融－質物 質入証文之事（質物砂畑） 上巻-P310
K-2-38-166 金融－質物 金借用質入証文之事（質物畑、桑） 上巻-P310
K-2-38-167 金融－質物 小八賀郷町方村還来寺流御田地絵図面 上巻-P310
K-2-38-168 金融－質物 流御田地絵図 上巻-P310
K-2-38-169 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P310
K-2-38-170 金融－質物 御畑質入証文之事 上巻-P310
K-2-38-171 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P310
K-2-38-172 金融－質物 質入御田地流証文之事 上巻-P310
K-2-38-173 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P310
K-2-38-174 金融－質物 御田畑質入証文之事 上巻-P311
K-2-38-175 金融－質物 御田地質入証文之事 上巻-P311
K-2-38-176 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P311
K-2-38-177 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P311
K-2-38-178 金融－質物 流家屋敷并畑絵図 上巻-P311
K-2-38-179 金融－質物 御田畑質入証文之事 上巻-P311
K-2-38-180 金融－質物 御田地質入金子借用証文之事 上巻-P311
K-2-38-181 金融－質物 質入証文之事（質物御田地） 上巻-P311
K-2-38-182 金融－質物 金子借用質入証文之事（質物林山） 上巻-P311
K-2-38-183 金融－質物 三ツ井屋嘉兵衛流地絵図面 上巻-P311
K-2-38-184 金融－質物 質入証文之事（質物畑） 上巻-P311
K-2-38-185 金融－質物 質入証文之事（質入畑、建家） 上巻-P311
K-2-38-186 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物馬場通り屋敷畑） 上巻-P312
K-2-38-187 金融－質物 林山流証文之事 上巻-P312
K-2-38-188 金融－質物 御田畑草山流証文之事 上巻-P312
K-2-38-189 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P312
K-2-38-190 金融－質物 流田畑絵図 上巻-P312
K-2-38-191 金融－質物 流畑并建家絵図 上巻-P312
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K-2-38-192 金融－質物 流田畑并草山絵図 上巻-P312
K-2-38-193 金融－質物 覚（流地受取証文） 上巻-P312
K-2-38-194 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P312
K-2-38-195 金融－質物 流御田地絵図 上巻-P312
K-2-38-196 金融－質物 流畑・草場絵図 上巻-P312
K-2-38-197 金融－質物 畑質流証文之事 上巻-P312
K-2-38-198 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P312
K-2-38-199 金融－質物 一作質入証文（質物御田地） 上巻-P312
K-2-38-200 金融－質物 質入証文之事（質物草山） 上巻-P313
K-2-38-201 金融－質物 御田地流渡し張替年延証文之事 上巻-P313
K-2-38-202 金融－質物 御畑流証文之事 上巻-P313
K-2-38-203 金融－質物 御田地流証文之事（絵図共） 上巻-P313
K-2-38-204 金融－質物 屋敷質入金子借用証文之事 上巻-P313
K-2-38-205 金融－質物 草場山流証文之事 上巻-P313
K-2-38-206 金融－質物 草場山流証文之事 上巻-P313
K-2-38-207 金融－質物 御畑流証文之事（絵図共） 上巻-P313
K-2-38-208 金融－質物 御田地流証文之事（絵図共） 上巻-P313
K-2-38-209 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P313
K-2-38-210 金融－質物 金子借用木山流証文之事 上巻-P313
K-2-38-211 金融－質物 草山流証文之事 上巻-P313
K-2-38-212 金融－質物 御買請米質入年賦金預り証文〈角竹写〉 上巻-P313
K-2-38-213 金融－質物 草山質入仕証文之事 上巻-P313
K-2-38-214 金融－質物 草山質入証文之事 上巻-P314
K-2-38-215 金融－質物 質入流証文之事（質物畑） 上巻-P314
K-2-38-216 金融－質物 年賦金預質入証文之事（質物割地畑） 上巻-P314
K-2-38-217 金融－質物 山流証文之事 上巻-P314
K-2-38-218 金融－質物 質入山流証文之事 上巻-P314
K-2-38-219 金融－質物 石灰石山流証文之事 上巻-P314
K-2-38-220 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P314
K-2-38-221 金融－質物 金子預り山質入証文之事 上巻-P314
K-2-38-222 金融－質物 年賦金預質入証文之事 上巻-P314
K-2-38-223 金融－質物 金子預り御田地流証文 上巻-P314
K-2-38-224 金融－質物 質入ニ仕家屋敷土蔵之事 上巻-P314
K-2-38-225 金融－質物 御田地質入流証文之事 上巻-P314
K-2-38-226 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P314
K-2-38-227 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物桑） 上巻-P315
K-2-38-228 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物建家壱軒） 上巻-P315
K-2-38-229 金融－質物 金子借用質入証文之事（金拾七両、質物御絵伝） 上巻-P315
K-2-38-230 金融－質物 竹藪土蔵年季流金子借用証文之事 上巻-P315
K-2-38-231 金融－質物 年賦金預り質入証文ノ事（質物馬場通屋敷畑） 上巻-P315
K-2-38-232 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物割地畑） 上巻-P315
K-2-38-233 金融－質物 御田畑質入流証文之事（麁絵図共） 上巻-P315
K-2-38-234 金融－質物 木山流証文之事 上巻-P315
K-2-38-235 金融－質物 質入ニ仕割地畑之事 上巻-P315
K-2-38-236 金融－質物 年賦金預り質入証文之事（質物割地畑） 上巻-P315
K-2-38-237 金融－質物 質入ニ仕家屋敷土蔵之事 上巻-P315
K-2-38-238 金融－質物 御田地建家百姓名題（代）年季流証文之事 上巻-P315
K-2-38-239 金融－質物 御田地流相渡証文之事 上巻-P316
K-2-38-240 金融－質物 糸質入金子借用証文之事 上巻-P316
K-2-38-241 金融－質物 質入ニ仕屋舗之事 上巻-P316
K-2-38-242 金融－質物 御田畑草山質入奥印留帳 上巻-P316
K-2-38-243 金融－質物 年賦金預り質入証文之事 上巻-P316
K-2-38-244 金融－質物 年季金預り質入証文之事 上巻-P316
K-2-38-245 金融－質物 添手形之事（田地質入金子借用） 上巻-P316
K-2-38-246 金融－質物 御田地質入金子借用証文之事 上巻-P316
K-2-38-247 金融－質物 差入申一札之事（小判質入借用証文） 上巻-P316
K-2-38-248 金融－質物 質入之御田地流証文之事 上巻-P316
K-2-38-249 金融－質物 金子借用金納質入証文之事 上巻-P316
K-2-38-250 金融－質物 金納株米流証文之事 上巻-P316
K-2-38-251 金融－質物 差入申一札之事（金納株質入借用証文） 上巻-P316
K-2-38-252 金融－質物 御田地畑草山質入帳 上巻-P317
K-2-38-253 金融－質物 桑質入金子借用年賦済方証文之事 上巻-P317
K-2-38-254 金融－質物 御田畑屋舗流証文之事 上巻-P317
K-2-38-255 金融－質物 金子借用山質入流証文之事 上巻-P317
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K-2-38-256 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P317
K-2-38-257 金融－質物 質入ニ仕家屋敷之事 上巻-P317
K-2-38-258 金融－質物 乍恐以書付奉申上候 上巻-P317
K-2-38-259 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P317
K-2-38-260 金融－質物 家屋敷流証文之事 上巻-P317
K-2-38-261 金融－質物 年賦金預り質入証文之事 上巻-P317
K-2-38-262 金融－質物 家屋敷質入流証文之事 上巻-P317
K-2-38-263 金融－質物 差出申家屋敷質入流証文之事 上巻-P317
K-2-38-264 金融－質物 御田地質流証文之事 上巻-P317
K-2-38-265 金融－質物 年賦金預り質入証文之事　（収入印紙貼付） 上巻-P317
K-2-38-266 金融－質物 年賦金預り質入証文之事 上巻-P318
K-2-38-267 金融－質物 御田地流証文之事 上巻-P318
K-2-38-268 金融－質物 御田畑質入証文之事（後半欠） 上巻-P318
K-2-38-269 金融－貸借 預り米之事 上巻-P318
K-2-38-270 金融－貸借 預り申銭之事 上巻-P318
K-2-38-271 金融－貸借 金子預り証文 上巻-P318
K-2-38-272 金融－貸借 年季預証文之事 上巻-P318
K-2-38-273 金融－貸借 借用申預証文之事（蚕ニテ元利相済可申） 上巻-P318
K-2-38-274 金融－貸借 覚（富山工賃金仲間宛書付） 上巻-P318
K-2-38-275 金融－貸借 借用申金子証文之事（質物家、畑） 上巻-P318
K-2-38-276 金融－貸借 年季ニ渡証文之事　（質物砂畑ノ桑） 上巻-P318
K-2-38-277 金融－貸借 一札之事（借用金返済来年に延引のこと） 上巻-P318
K-2-38-278 金融－貸借 覚（金七千九拾五両、年賦金代ニ蝦夷地場所相渡候） 上巻-P318
K-2-38-279 金融－貸借 証文之覚　（石代上納金石狩山杣入惣仕入金など借用） 上巻-P318
K-2-38-280 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候 上巻-P319
K-2-38-281 金融－貸借 証文之事（金子預り証文） 上巻-P319
K-2-38-282 金融－貸借 書状（借用金返済のこと） 上巻-P319
K-2-38-283 金融－貸借 借用申金子之事（質物御用地） 上巻-P319
K-2-38-284 金融－貸借 借用申金子証文之事（金三歩） 上巻-P319
K-2-38-285 金融－貸借 借家請状之事 上巻-P319
K-2-38-286 金融－貸借 差上申請取之覚（切手米請取） 上巻-P319
K-2-38-287 金融－貸借 一札（山方米引米借用金証文） 上巻-P319
K-2-38-288 金融－貸借 借家請合証文之事 上巻-P319
K-2-38-289 金融－貸借 借家請状之事 上巻-P319
K-2-38-290 金融－貸借 夫喰借用金証文之事 上巻-P319
K-2-38-291 金融－貸借 石代上納金借用証文之事 上巻-P319
K-2-38-292 金融－貸借 寛政九巳春山方賃金新古御調理ニ付書上ケ扣 上巻-P320
K-2-38-293 金融－貸借 夫喰借用金証文之事 上巻-P320
K-2-38-294 金融－貸借 夫喰借用金証文之事（金八両、引当糸八把） 上巻-P320
K-2-38-295 金融－貸借 御年貢金借用証文之事（金拾両、引当糸拾把） 上巻-P320
K-2-38-296 金融－貸借 御年貢金借用証文之事（金九両三分、引当糸九把） 上巻-P320
K-2-38-297 金融－貸借 金子借用証文之事（下書） 上巻-P320
K-2-38-298 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P320
K-2-38-299 金融－貸借 中之宿組・上ケ洞組午未弐ケ年勘定帳（用立金勘定扣） 上巻-P320
K-2-38-300 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候（上呂村への取替金について） 上巻-P320
K-2-38-301 金融－貸借 証文之事（石代上納金借用の処済方議定日延方） 上巻-P320
K-2-38-302 金融－貸借 備忽志（北国賃金一件）　茱萸園 上巻-P320
K-2-38-303 金融－貸借 金子預り手形之事 上巻-P320
K-2-38-304 金融－貸借 年賦金借用申証文之事 上巻-P320
K-2-38-305 金融－貸借 覚（切手米引当ニ相渡金請取） 上巻-P321
K-2-38-306 金融－貸借 知行米引当借用金証文之事（案文） 上巻-P321
K-2-38-307 金融－貸借 覚（知行米引渡し）（案文） 上巻-P321
K-2-38-308 金融－貸借 加州金沢貸附・御知行米蔵宿覚 上巻-P321
K-2-38-309 金融－貸借 覚（金沢藩前田図書らへ貸附金） 上巻-P321
K-2-38-310 金融－貸借 家守差配請負証文之事（下書）藤三郎他 上巻-P321
K-2-38-311 金融－貸借 借用金証文之事（猪鹿ふせぎのため狩人雇入用金借用） 上巻-P321
K-2-38-312 金融－貸借 年賦金預証文之事 上巻-P321
K-2-38-313 金融－貸借 年賦金済方月延証文之事 上巻-P321
K-2-38-314 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P321
K-2-38-315 金融－貸借 借家請負証文之事 上巻-P321
K-2-38-316 金融－貸借 御石代上納金借用証文之事 上巻-P321
K-2-38-317 金融－貸借 御石代上納金借用証文之事 上巻-P321
K-2-38-318 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P321
K-2-38-319 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P321
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K-2-38-320 金融－貸借 覚（下書）（米切手引当金子借用） 上巻-P322
K-2-38-321 金融－貸借 御上納金借用証文之事 上巻-P322
K-2-38-322 金融－貸借 夫食金借用証文之事（人別米引当） 上巻-P322
K-2-38-323 金融－貸借 日延預証文之事 上巻-P322
K-2-38-324 金融－貸借 一札之事（田畑反別相違の件） 上巻-P322
K-2-38-325 金融－貸借 預り申米之事 上巻-P322
K-2-38-326 金融－貸借 借家請負証文之事 上巻-P322
K-2-38-327 金融－貸借 年賦預り申金子之事（反故） 上巻-P322
K-2-38-328 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P322
K-2-38-329 金融－貸借 借用金証文之事（反故）（金五両） 上巻-P322
K-2-38-330 金融－貸借 夫食上納金借用証文 上巻-P322
K-2-38-331 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両壱分、蚕引当） 上巻-P322
K-2-38-332 金融－貸借 覚（知行米引当、金子借用証文） 上巻-P322
K-2-38-333 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両、蚕蛹引当） 上巻-P322
K-2-38-334 金融－貸借 金預り証文之事（富山藩勘定所要用金） 上巻-P323
K-2-38-335 金融－貸借 桑預り申証文之事 上巻-P323
K-2-38-336 金融－貸借 御買請米引当金子借用証文之事（山方買請米） 上巻-P323
K-2-38-337 金融－貸借 御年貢金借用証文之事 上巻-P323
K-2-38-338 金融－貸借 差入申証文之事（肴買上前貸金返済方） 上巻-P323
K-2-38-339 金融－貸借 月延預証文之事 上巻-P323
K-2-38-340 金融－貸借 証文之事（杣方仕入諸拂金預り） 上巻-P323
K-2-38-341 金融－貸借 差入申添証文之事（質地借返し） 上巻-P323
K-2-38-342 金融－貸借 米代金借用証文之事 上巻-P323
K-2-38-343 金融－貸借 預り金証文之事（金九百両、引当蔵米千八百石） 上巻-P323
K-2-38-344 金融－貸借 借用申金子之事（金三分、蚕蛹引当） 上巻-P323
K-2-38-345 金融－貸借 御年貢金借用証文之事（金三両） 上巻-P323
K-2-38-346 金融－貸借 利預日延証文之事 上巻-P323
K-2-38-347 金融－貸借 金子借用仕月延差入証文之事 上巻-P324
K-2-38-348 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P324
K-2-38-349 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P324
K-2-38-350 金融－貸借 金子借用申手形之事 上巻-P324
K-2-38-351 金融－貸借 借用申金子之事（蚕引当） 上巻-P324
K-2-38-352 金融－貸借 借用申金子之事（金三両・蚕蛹引当） 上巻-P324
K-2-38-353 金融－貸借 差入申証文之事（金子借用年延預証文） 上巻-P324
K-2-38-354 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P324
K-2-38-355-1 金融－貸借 覚（為替金請取） 上巻-P324
K-2-38-355-2 金融－貸借 （金子為替の願） 上巻-P324
K-2-38-356 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両壱分、蚕引当） 上巻-P324
K-2-38-357 金融－貸借 借用申金子之事（金弐両、蚕引当） 上巻-P324
K-2-38-358 金融－貸借 金子借用手形之事（金弐分、蛹代金ヲ以返済ニ付） 上巻-P324
K-2-38-359 金融－貸借 借用申金子之事（金弐両、引当蚕） 上巻-P325
K-2-38-360 金融－貸借 覚（金弐両、繭引当借用証文） 上巻-P325
K-2-38-361 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両、蚕蛹引当） 上巻-P325
K-2-38-362 金融－貸借 「金沢貸金関係」（袋） 上巻-P325
K-2-38-362-1 金融－貸借 覚（蔵解状を以御米相渡し） 上巻-P325
K-2-38-362-2 金融－貸借 覚（蔵解状を以御米相渡し） 上巻-P325
K-2-38-362-3 金融－貸借 （御切手并御蔵縮を以金子借用一札） 上巻-P325
K-2-38-362-4 金融－貸借 口上之覚（前田図書様知行米相渡前金預り申ニ付） 上巻-P325
K-2-38-362-5 金融－貸借 覚（加州御家中知行米相渡前金請取） 上巻-P325
K-2-38-362-6 金融－貸借 口上之覚（知行米相渡前金預り申ニ付） 上巻-P325
K-2-38-362-7 金融－貸借 口上之覚（御知行米相渡シ前金預り証文） 上巻-P325
K-2-38-362-8 金融－貸借 覚（米代前金請取証文） 上巻-P325
K-2-38-362-9 金融－貸借 覚（預米之内米三拾石相渡し） 上巻-P325
K-2-38-362-10 金融－貸借 一札之事（借用金返済のこと） 上巻-P325
K-2-38-362-11 金融－貸借 覚（米五拾石相渡しなさるべく蔵解状） 上巻-P326
K-2-38-362-12 金融－貸借 差入申日延証文之事 上巻-P326
K-2-38-362-13 金融－貸借 差入申日延証文之事 上巻-P326
K-2-38-362-14 金融－貸借 乍恐奉願上候（蚊瓜屋又右衛門方エ預ケ置候銀子一件） 上巻-P326
K-2-38-362-15 金融－貸借 差入申証文之事 上巻-P326
K-2-38-362-16 金融－貸借 （蚊瓜屋又右衛門一件裁判のこと） 上巻-P326
K-2-38-362-17 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候（下書） 上巻-P326
K-2-38-362-18 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候 上巻-P326
K-2-38-362-19 金融－貸借 （飛州高山杉崎屋清吉等の年賦銀内済の件願書） 上巻-P326
K-2-38-362-20 金融－貸借 乍恐以書付御歎奉申上候 上巻-P326
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K-2-38-362-21 金融－貸借 乍恐以書付奉申上候 上巻-P326
K-2-38-362-22 金融－貸借 乍恐以書付御歎奉申上候 上巻-P326
K-2-38-362-23 金融－貸借 覚（蚊瓜屋又右衛門年賦銀御渡ノ分） 上巻-P327
K-2-38-362-24 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候 上巻-P327
K-2-38-362-25 金融－貸借 覚（米拾四石御渡しなさるべく蔵解状） 上巻-P327
K-2-38-362-26 金融－貸借 金沢勘定覚 上巻-P327
K-2-38-363 金融－貸借 貸方帳 上巻-P327
K-2-38-364-1 金融－貸借 御貸附金拝借并質地証文 上巻-P327
K-2-38-364-2 金融－貸借 差入申一札之事 上巻-P327
K-2-38-364-3 金融－貸借 金子借用証文之事（御役所貸附金返納手段なく） 上巻-P327
K-2-38-364-4 金融－貸借 金子借用証文之事（御役所貸附金返納手段なく） 上巻-P327
K-2-38-364-5 金融－貸借 金子借用証文之事（御役所貸附金返納手段なく） 上巻-P327
K-2-38-364-6 金融－貸借 金子借用証文之事（御役所貸附金返納手段なく） 上巻-P327
K-2-38-365 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P327
K-2-38-366 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P327
K-2-38-367 金融－貸借 口上之覚（借用金返済について差出書） 上巻-P328
K-2-38-368 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P328
K-2-38-369 金融－貸借 乍恐以書付御歎奉申上候（山方仕入金借用の件） 上巻-P328
K-2-38-370 金融－貸借 借用申米之事（草山質入） 上巻-P328
K-2-38-371 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P328
K-2-38-372 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P328
K-2-38-373 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P328
K-2-38-374 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P328
K-2-38-375 金融－貸借 借用申金子之事（金壱分、引当蚕） 上巻-P328
K-2-38-376 金融－貸借 借用申金子之事（引当蚕） 上巻-P328
K-2-38-377 金融－貸借 年賦請取印鑑一札 上巻-P328
K-2-38-378 金融－貸借 知行米引当金子借用証文 上巻-P328
K-2-38-379 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-380 金融－貸借 借用申金子之事（金六両、蚕蛹引当） 上巻-P329
K-2-38-381 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-382 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-383 金融－貸借 覚（金三両借用、蚕蛹引当） 上巻-P329
K-2-38-384 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P329
K-2-38-385 金融－貸借 山方仕入金借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-386 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両弐分、蚕蛹引当） 上巻-P329
K-2-38-387 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P329
K-2-38-388 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-389 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-390 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P329
K-2-38-391 金融－貸借 覚（尾州医学館薬製歌出判為料） 上巻-P329
K-2-38-392 金融－貸借 借用申入金子之事（金壱両弐分、蚕引当） 上巻-P330
K-2-38-393 金融－貸借 覚（金六百四拾両借用、返済方義定一札） 上巻-P330
K-2-38-394 金融－貸借 金沢三田村様知行米買請引当貸金済方義定金割取仕方帳 上巻-P330
K-2-38-395 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P330
K-2-38-396 金融－貸借 金子預り借用証文之事（金弐拾五両） 上巻-P330
K-2-38-397 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P330
K-2-38-398 金融－貸借 金子預り引請取証文之事（金三両、引当宿屋養） 上巻-P330
K-2-38-399 金融－貸借 米借用証文之事 上巻-P330
K-2-38-400 金融－貸借 屋敷借請証文之事 上巻-P330
K-2-38-401 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候（下書） 上巻-P330
K-2-38-402 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P330
K-2-38-403 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P330
K-2-38-404 金融－貸借 月延預証文之事 上巻-P330
K-2-38-405 金融－貸借 月延預り証文之事 上巻-P330
K-2-38-406 金融－貸借 金子預り申手形之事 上巻-P331
K-2-38-407 金融－貸借 金子預り申手形之事（引当こがい） 上巻-P331
K-2-38-408 金融－貸借 乍恐御歎奉申上候（古城跡御年貢金貸附の件） 上巻-P331
K-2-38-409 金融－貸借 要用金借用証文之事 上巻-P331
K-2-38-410 金融－貸借 屋敷借請証文之事 上巻-P331
K-2-38-411 金融－貸借 米借用一札証文差入 上巻-P331
K-2-38-412 金融－貸借 金子借用年賦済方規定証文之事 上巻-P331
K-2-38-413 金融－貸借 差入申証文之事 上巻-P331
K-2-38-414 金融－貸借 差入申証文之事（申年利米済方証文） 上巻-P331
K-2-38-415 金融－貸借 連判金借用手形之事（金八両、質物北国出シ薪木場所） 上巻-P331
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K-2-38-416 金融－貸借 富山藩借用金証文外貸金一件諸綴 上巻-P331
K-2-38-417 金融－貸借 加判之金子借用証文之事 上巻-P331
K-2-38-418 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両弐分、蚕引当） 上巻-P331
K-2-38-419 金融－貸借 籾借用連判証文之事 上巻-P332
K-2-38-420 金融－貸借 借用申金子之事（金壱両壱分弐朱、蚕引当） 上巻-P332
K-2-38-421 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P332
K-2-38-422 金融－貸借 借用金滞済方証文之事 上巻-P332
K-2-38-423 金融－貸借 （金子済方ニ付内済証文）（虫損） 上巻-P332
K-2-38-424 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P332
K-2-38-425 金融－貸借 出入高覚杉崎屋 上巻-P332
K-2-38-426 金融－貸借 打保屋・谷屋（富山藩への取替金調）〈角竹記録〉 上巻-P332
K-2-38-427 金融－貸借 「加州御家中他貸金関係」（袋） 上巻-P332
K-2-38-427-1 金融－貸借 書状（借財方之義ニ付） 上巻-P332
K-2-38-427-2 金融－貸借 書状（借財方之義） 上巻-P332
K-2-38-427-3 金融－貸借 覚（金子借用）佐々木間他2人差出 上巻-P332
K-2-38-427-4 金融－貸借 書状（借用金返済方） 上巻-P332
K-2-38-427-5 金融－貸借 覚（貸金之内請取分及び残金請求）（反故） 上巻-P332
K-2-38-427-6 金融－貸借 覚（切手米引替渡すべく） 上巻-P332
K-2-38-427-7 金融－貸借 覚（越中国貸金違変出入一件） 上巻-P332
K-2-38-427-8 金融－貸借 書状（取替銀之内米納のこと） 上巻-P332
K-2-38-427-9 金融－貸借 金府用趣（貸金について吟味されたし事）几山 上巻-P332
K-2-38-427-10 金融－貸借 書状（返済滞候ニ付） 上巻-P333
K-2-38-427-11 金融－貸借 （加州御家中貸金関係覚・書状） 上巻-P333
K-2-38-428 金融－貸借 口上之覚（知行米引当、金子借用） 上巻-P333
K-2-38-429 金融－貸借 口上之覚（金主彦兵衛方へ引当米を以金子借用の件） 上巻-P333
K-2-38-430 金融－貸借 覚（前田兵部知行所蔵米） 上巻-P333
K-2-38-431 金融－貸借 （金山藩中エ貸金催促覚書） 上巻-P333
K-2-38-432 金融－貸借 （前田織エ様借用金の覚） 上巻-P333
K-2-38-433 金融－貸借 書状（金山藩の借用金返済の件） 上巻-P333
K-2-38-434 金融－貸借 辰巳午未四ケ年之間加州エ懸合候文通写 上巻-P333
K-2-38-435 金融－貸借 觸状写 上巻-P333
K-2-38-436 金融－貸借 書状（金沢藩前田図書様へ貸附金のこと） 上巻-P333
K-2-38-437 金融－貸借 覚（富山藩貸金のこと） 上巻-P333
K-2-38-438 金融－貸借 書状（富山藩への貸金催促の件） 上巻-P333
K-2-38-439 金融－貸借 口上之覚（富山藩へ二千五百両御用達の件） 上巻-P333
K-2-38-440 金融－貸借 書状（富山藩主より借金依頼）（断簡） 上巻-P333
K-2-38-441 金融－貸借 覚（富山藩家中高山町人より借金） 上巻-P333
K-2-38-442 金融－貸借 差上申済口証文之事 上巻-P333
K-2-38-443 金融－貸借 書状（調達を以指上置候銀子返済の件） 上巻-P333
K-2-38-444 金融－貸借 書状（大坂屋七左エ門方より御調達銀返済延引の件） 上巻-P333
K-2-38-445 金融－貸借 書状（桐木村権兵衛エ御貸渡候銀子のこと） 上巻-P333
K-2-38-446 金融－貸借 一札（返済金拾三両ニテ用捨勘弁の願のこと） 上巻-P334
K-2-38-447 金融－貸借 借用金滞年済証文之事 上巻-P334
K-2-38-448 金融－貸借 御貸附金拝借証文之事（町会所御取扱貸附金借用） 上巻-P334
K-2-38-449 金融－貸借 借用金済方規定証文之事（買請米株質入借用） 上巻-P334
K-2-38-450 金融－貸借 覚（金子借用証文）斉藤勝平から大坂屋吉右衛門宛 上巻-P334
K-2-38-451 金融－貸借 酒造仕入米代金借用証文の事 上巻-P334
K-2-38-452 金融－貸借 差入申証文之事（借用金返済方のこと） 上巻-P334
K-2-38-453 金融－貸借 日延差入申証文之事 上巻-P334
K-2-38-454 金融－貸借 以書付御願申上候（山方場所エ御貸附金子出金の断り） 上巻-P334
K-2-38-455 金融－貸借 （金子借用証文） 上巻-P334
K-2-38-456 金融－貸借 糸引当ニ仕金子借用証文之事 上巻-P334
K-2-38-457 金融－貸借 証文弐通写（借用金証文） 上巻-P334
K-2-38-458 金融－貸借 別紙差入規定証文之事（御買請米を以借用金済方の件） 上巻-P334
K-2-38-459 金融－貸借 差入申一札之事 上巻-P334
K-2-38-460 金融－貸借 金子借用返済方規定証文之事 上巻-P334
K-2-38-461 金融－貸借 金子借用証文之事（引当戸棚壱組、豆腐屋道具壱式） 上巻-P335
K-2-38-462 金融－貸借 覚（御役所貸附金借用証文） 上巻-P335
K-2-38-463 金融－貸借 借用申金子之事 上巻-P335
K-2-38-464 金融－貸借 商法金拝借証文之事 上巻-P335
K-2-38-465 金融－貸借 証文一札之事（弟清九郎借用金、年済証文一札） 上巻-P335
K-2-38-466 金融－貸借 乍恐以書付奉歎願候（借用金済方仕法のこと） 上巻-P335
K-2-38-467 金融－貸借 乍恐以書付奉願上候 上巻-P335
K-2-38-468 金融－貸借 乍恐以返答書奉申上候 上巻-P335
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K-2-38-469 金融－貸借 乍恐以書付奉歎願候 上巻-P335
K-2-38-470 金融－貸借 金子預り借用証文之事（花里村方より金子借用） 上巻-P335
K-2-38-471 金融－貸借 金子借用証文之事（金弐百両） 上巻-P335
K-2-38-472 金融－貸借 連判金借用証文之事（百姓株質入金子借用） 上巻-P335
K-2-38-473 金融－貸借 差入申一札之事（要用金に差支御田地流地に相渡の件） 上巻-P335
K-2-38-474 金融－貸借 金子借用証文之事（金弐拾両） 上巻-P335
K-2-38-475 金融－貸借 差入申証文之事（御買受米引当、金子借用差入） 上巻-P336
K-2-38-476 金融－貸借 金子借用証文之事 上巻-P336
K-2-38-477 金融－貸借 記（官金拝借ニ付）高山町事務扱所 上巻-P336
K-2-38-478 金融－貸借 講金借用証書（市村孚商発起金壱半円講） 上巻-P336
K-2-38-479 金融－貸借 抵当書入金子借用証 上巻-P336
K-2-38-480 金融－貸借 差入申一札之事（下書） 上巻-P336
K-2-38-481 金融－貸借 預り金皆済之事 上巻-P336
K-2-38-482 金融－貸借 山方貸金巳十二月改之分書上扣 上巻-P336
K-2-38-483 金融－貸借 御觸書之写（貸金の訴訟取上げざる觸書）長三郎宛 上巻-P336
K-2-38-484 金融－貸借 材木引当金子借用証文之事 上巻-P336
K-2-38-485 金融－貸借 書状（大坂屋七左衛門より借用銀権兵衛返済方の義） 上巻-P336
K-2-38-486 金融－貸借 書状（大坂屋七左衛門方より用達置候金子の件） 上巻-P336
K-2-38-487 金融－貸借 書状（借金返済のこと） 上巻-P336
K-2-38-488 金融－貸借 書状（借用金返済の件） 上巻-P336
K-2-38-489 金融－貸借 書状（金子預手形のこと） 上巻-P336
K-2-38-490 金融－貸借 書状（放生津松屋武兵衛殿取替金のこと） 上巻-P336
K-2-38-491 金融－貸借 書状（借用金のこと） 上巻-P337
K-2-38-492 金融－貸借 書状（金子御差向下さるべく） 上巻-P337
K-2-38-493 金融－貸借 書状写（借金願）〈角竹写〉 上巻-P337
K-2-38-494 金融－貸借 書状（尾州様御勝手不都合ニテ五千両上ケ金願出の件） 上巻-P337
K-2-38-495 金融－貸借 書状（金子預り元利返済のこと） 上巻-P337
K-2-38-496 金融－貸借 書状（借用金のこと） 上巻-P337
K-2-38-497 金融－貸借 書状（一之町細江家の借金） 上巻-P337
K-2-38-498 金融－貸借 （切手米渡し差引覚書） 上巻-P337
K-2-38-499 金融－貸借 覚（不破美之助知行所蔵米） 上巻-P337
K-2-38-500 金融－貸借 覚（上納金覚）杉崎屋甚右衛門から上宛 上巻-P337
K-2-38-501 金融－貸借 覚（年割済之積） 上巻-P337
K-2-38-502 金融－貸借 覚（金利請取）進野から坂田長五郎宛 上巻-P337
K-2-38-503 金融－貸借 貸金覚 上巻-P337
K-2-38-504 金融－貸借 貸金関係覚谷屋平兵衛差出 上巻-P337
K-2-38-505 金融－貸借 江戸表御觸書之写（金銀出入・借貸について） 上巻-P337
K-2-38-506 金融－貸借 一札（地借りのこと） 上巻-P337
K-2-38-507 金融－貸借 北国貸付銀株仲間についてメモ〈角竹記録〉 上巻-P337
K-2-38-508 金融－貸借 町人経済史料（有力町人の他国貸金）〈角竹記録〉 上巻-P337
K-2-38-509 金融－売買 永代売渡し申家屋敷之事 上巻-P337
K-2-38-510 金融－売買 永代売渡家屋敷之事 上巻-P338
K-2-38-511 金融－売買 永代ニ売渡家屋敷売券状之事 上巻-P338
K-2-38-512 金融－売買 永代ニ売渡家屋敷売券状之事（写） 上巻-P338
K-2-38-513 金融－売買 売渡し申田畑家屋敷之事 上巻-P338
K-2-38-514 金融－売買 永代売渡し申御田地之事 上巻-P338
K-2-38-515 金融－売買 持株売証文之事 上巻-P338
K-2-38-516 金融－売買 永代売渡山林証文之事 上巻-P338
K-2-38-517 金融－売買 永代売渡シ申林之事 上巻-P338
K-2-38-518 金融－売買 売渡申御田地証文之事 上巻-P338
K-2-38-519 金融－売買 桑渡申一札之事 上巻-P338
K-2-38-520 金融－売買 売渡申建家之事 上巻-P338
K-2-38-521 金融－売買 一札（市売米株譲り証文） 上巻-P338
K-2-38-522 金融－売買 「山林売渡証文（山梨村関係）」（袋） 上巻-P338
K-2-38-522-1 金融－売買 草山証文之事 上巻-P338
K-2-38-522-2 金融－売買 草山買証文之事 上巻-P338
K-2-38-522-3 金融－売買 木艸林山譲り証文之事 上巻-P338
K-2-38-522-4 金融－売買 山売渡シ証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-5 金融－売買 木草山譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-6 金融－売買 金子預り山内譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-7 金融－売買 木草山かへ地証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-8 金融－売買 草山売証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-9 金融－売買 山譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-10 金融－売買 山譲り証文之事 上巻-P339
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K-2-38-522-11 金融－売買 山譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-12 金融－売買 山譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-13 金融－売買 金子預り山売証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-14 金融－売買 山譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-522-15 金融－売買 山譲り証文之事 上巻-P339
K-2-38-523 金融－売買 米株譲証文之事 上巻-P339
K-2-38-524 金融－売買 米株譲証文之事 上巻-P339
K-2-38-525 金融－売買 米株譲証文之事 上巻-P339
K-2-38-526 金融－売買 譲り渡市売米株之事 上巻-P340
K-2-38-527 金融－売買 譲り渡市売米株之事 上巻-P340
K-2-38-528 金融－売買 畑譲り証文之事 上巻-P340
K-2-38-529 金融－売買 譲渡申市売米株之事 上巻-P340
K-2-38-530 金融－売買 市売米株譲り証文之事 上巻-P340
K-2-38-531 金融－売買 市売米株譲り証文之事 上巻-P340
K-2-38-532 金融－売買 売渡し申土蔵之事 上巻-P340
K-2-38-533 金融－売買 金子預り市売米株相渡シ証文之事 上巻-P340
K-2-38-534 金融－売買 市売米株譲り証文之事（後半欠） 上巻-P340
K-2-38-535 金融－売買 金納株売渡し一札之事 上巻-P340
K-2-38-536 金融－売買 建家譲り証文之事 上巻-P340
K-2-38-537 金融－売買 譲り渡申家屋敷之事 上巻-P340
K-2-38-538 金融－売買 建家譲り証文之事 上巻-P340
K-2-38-539 金融－売買 桑売渡申証文之事 上巻-P340
K-2-38-540 金融－売買 請取書之一札（下畑流シ手当急切のため金子請取） 上巻-P341
K-2-38-541 金融－売買 相定メ申一札之事（杉弐本の手付金請取ニ付） 上巻-P341
K-2-38-542 金融－売買 覚（小家壱軒代金請取） 上巻-P341
K-2-38-543 金融－売買 御買請米株并木山譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-544 金融－売買 家屋敷土蔵譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-545 金融－売買 御畑譲証文之事 上巻-P341
K-2-38-546 金融－売買 譲り渡証文之事（宮地抱地所） 上巻-P341
K-2-38-547 金融－売買 御田地譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-548 金融－売買 御田地譲り証文事 上巻-P341
K-2-38-549 金融－売買 御田地譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-550 金融－売買 御田地譲り証文事（下書） 上巻-P341
K-2-38-551 金融－売買 御田地譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-552 金融－売買 下書譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-553 金融－売買 百姓名代壱軒木草山七ケ所譲り証文之事 上巻-P341
K-2-38-554 金融－売買 覚（土蔵の手付金請取） 上巻-P342
K-2-38-555 金融－売買 売渡証文之事（御蔵米五俵） 上巻-P342
K-2-38-556 金融－売買 家屋敷土蔵譲り証文之事 上巻-P342
K-2-38-557 金融－売買 家屋敷譲り証文之事 上巻-P342
K-2-38-558 金融－売買 債券 上巻-P342
K-2-38-559 金融－売買 差入申証文之事（地券調中ニ付家屋敷代仕払方差入） 上巻-P342
K-2-38-560 金融－売買 （家屋敷畑売渡証文） 上巻-P342
K-2-38-561 金融－売買 願書（御帳面名前張替の上地券証渡し下され度願） 上巻-P342
K-2-38-562 金融－売買 畑譲証證之事 上巻-P342
K-2-38-563 金融－売買 覚（家屋敷并土蔵代金） 上巻-P342
K-2-38-564 金融－売買 書付之事（土蔵の手付金請取ニ付） 上巻-P342
K-2-38-565 金融－売買 取引高印紙及び取引高税に関する新聞切抜綴 上巻-P342
K-2-38-566 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P342
K-2-38-567 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P342
K-2-38-568 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P342
K-2-38-569 金融－頼母子 無神講定証文之事 上巻-P342
K-2-38-570 金融－頼母子 頼母子懸覚帳 上巻-P343
K-2-38-571 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P343
K-2-38-572 金融－頼母子 年季定証文之事 上巻-P343
K-2-38-573 金融－頼母子 年賦金預済方連判証文之事 上巻-P343
K-2-38-574 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P343
K-2-38-575 金融－頼母子 年賦預り金質入証文之事 上巻-P343
K-2-38-576 金融－頼母子 年賦金質入証文之事 上巻-P343
K-2-38-577 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P343
K-2-38-578 金融－頼母子 頼母子掛金覚帳 上巻-P343
K-2-38-579 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P343
K-2-38-580 金融－頼母子 頼母子定証文之事専念寺他9人 上巻-P343
K-2-38-581 金融－頼母子 屏風講之定指田東蔵他12人 上巻-P343



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-38-582 金融－頼母子 頼母子譲証文之事 上巻-P343
K-2-38-583 金融－頼母子 頼母子定証文之事 上巻-P343
K-2-38-584 金融－頼母子 頼母子引当借用証文 上巻-P343
K-2-38-585 金融－頼母子 覚（頼母子講資料） 上巻-P343
K-2-38-586 金融－頼母子 頼母子覚帳大雄寺 上巻-P343
K-2-38-587 金融－頼母子 頼母子定証文之事初本専念寺他19人 上巻-P343
K-2-38-588 金融－頼母子 頼母子定証文之事初本桐生村長七他14人 上巻-P343
K-2-38-589 金融－頼母子 一札（押上屋六兵衛初本の頼母子懸金の出金の件） 上巻-P343
K-2-38-590 金融－頼母子 頼母子年賦金預り証文之事 上巻-P344
K-2-38-591 金融－頼母子 差出申証文之事（温鈍賃打并頼母子宿稼願） 上巻-P344
K-2-38-592 金融－頼母子 差出申証文之事（頼母子宿并貸座敷料理稼願） 上巻-P344
K-2-38-593 金融－頼母子 頼母子定証文之事初本漆山屋喜三郎他19人 上巻-P344
K-2-38-594-1 金融－頼母子 年季質入証文之事 上巻-P344
K-2-38-594-2 金融－頼母子 頼母子定証文之事宮村初本大宮司他15人 上巻-P344
K-2-38-595 金融－頼母子 頼母子証文袋（袋のみ）初元梶原陸奥守 上巻-P344
K-2-38-596 金融－頼母子 年季質入頼母子証文之事 上巻-P344
K-2-38-597 金融－頼母子 年季質入頼母子証文之事 上巻-P344
K-2-38-598 金融－頼母子 年季質入証文之事 上巻-P344
K-2-38-599 金融－頼母子 覚（頼母子割合）田中半十郎他4人 上巻-P344
K-2-38-600 金融－頼母子 年季質入証文之事 上巻-P344
K-2-38-601 金融－頼母子 頼母子講覚（初元石井屋弥右エ門等の名あり） 上巻-P344
K-2-38-602 金融－頼母子 口演（三町御年寄様御取立之頼母子講） 上巻-P344
K-2-38-603 金融－頼母子 弘化・嘉永年間頼母子講日記綴杉崎屋甚右衛門取扱 上巻-P344
K-2-38-604 金融－頼母子 頼母子定証文之事初本加藤屋小兵衛他17人 上巻-P344
K-2-38-605 金融－頼母子 覚（羽根新田頼母子講仕方取立） 上巻-P344
K-2-38-606 金融－頼母子 差入申一札之事（永続金三両講のため金子借用） 上巻-P344
K-2-38-607 金融－頼母子 稗頼母子稗預り御田地質入証文之事 上巻-P344
K-2-38-608 金融－頼母子 御買米引当頼母子年季中差入一札之事 上巻-P344
K-2-38-609 金融－頼母子 頼母子定証文之事掛上屋儀右衛門他14人 上巻-P345
K-2-38-610 金融－頼母子 頼母子定証文之事初元森本屋清吉他15人 上巻-P345
K-2-38-611 金融－頼母子 百目講仕法書 上巻-P345
K-2-38-612 金融－頼母子 大成院元頼母子年賦金割合覚帳 上巻-P345
K-2-38-613 金融－頼母子 覚（天満森大々講頼母子御預ケ金受取） 上巻-P345
K-2-38-614 金融－頼母子 天満森頼母子掛金受取覚天満森酒造祭について書付 上巻-P345
K-2-38-615 金融－頼母子 山崎様初元日記（山崎弘泰取立頼母子講連中） 上巻-P345
K-2-38-616 金融－頼母子 宗猷寺初元頼母子札 上巻-P345
K-2-38-617 金融－頼母子 書状（町会所三両講頼母子屋貝様之儀） 上巻-P345
K-2-38-618 金融－頼母子 口上（沢田伝兵衛初本頼母子のこと） 上巻-P345
K-2-38-619 金融－頼母子 覚（教授所頼母子金請取）長弥から杉崎甚右衛門宛 上巻-P345
K-2-38-620 金融－頼母子 覚（筏橋百目講割合）当季世話方谷平 上巻-P345
K-2-38-621 金融－頼母子 専念寺初本頼母子証文入袋（袋のみ） 上巻-P345
K-2-38-622 金融－頼母子 覚（頼母子講割合） 上巻-P345
K-2-38-623 金融－頼母子 未正月頼母子掛金改（神楽請・猩々講等の名あり） 上巻-P345
K-2-38-624 金融－頼母子 除銀仕法定書 上巻-P345
K-2-38-625 金融－頼母子 口演（仙人台組頼母子講） 上巻-P345
K-2-38-626 金融－頼母子 口上（行者台頼母子講） 上巻-P345
K-2-38-627 金融－頼母子 谷平頼母子記録 上巻-P345
K-2-38-628 金融－頼母子 書状（地役人の頼母子講のこと）大池 上巻-P345
K-2-38-629 金融－頼母子 口演（湯之嶋村新三郎殿初本之頼母子の儀） 上巻-P345
K-2-38-630 金融－頼母子 覚（赤田新助初本頼母子講掛金預り証） 上巻-P345
K-2-38-631 金融－頼母子 覚、口演（頼母子関係資料）谷屋平兵衛他 上巻-P345
K-2-38-632 金融－頼母子 書状（赤田、加藤庄次郎初元頼母子のこと） 上巻-P345
K-2-38-633 金融－頼母子 頼母子定証文之事初本杉下屋太七 上巻-P345
K-2-38-634 金融－頼母子 月講質入証之事 上巻-P345
K-2-38-635 金融－頼母子 頼母子講仕法及び定初会谷屋平兵衛 上巻-P345
K-2-38-636 金融－頼母子 頼母子金子頼り証文書 上巻-P345
K-2-38-637 金融－頼母子 木印講仕法書竹野屋忠右衛門他12人 上巻-P346
K-2-38-638 金融－頼母子 定（頼母子定証文）初本岡本村善六 上巻-P346
K-2-38-639 金融－頼母子 百目講金取立帳藤枝首齢 上巻-P346
K-2-38-640 金融－頼母子 覚（頼母子金受取証）永瀬由郎から沖田卯兵衛宛 上巻-P346
K-2-38-641 金融－頼母子 惣益講御懸金講取通 上巻-P346
K-2-38-642 金融－頼母子 頼母子定証文之事初本中沢久に他20人 上巻-P346
K-2-38-643 金融－頼母子 乍恐以書付御歎申上候（頼母子金返済相滞ニ付） 上巻-P346
K-2-38-644 金融－頼母子 願書（神楽講初本頼母子ニ畑地書入） 上巻-P346
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K-2-38-645 金融－頼母子 尾崎料地限頼母子組札 上巻-P346
K-2-38-646 金融－頼母子 桜山御本殿御造営頼母子懸金取立帳七拾壱号組 上巻-P346
K-2-38-647 金融－頼母子 桜山造営月並講受取之記鳩峯車組 上巻-P346
K-2-38-648 金融－頼母子 記（月取講、祭札講取立） 上巻-P346
K-2-38-649 金融－頼母子 頼母子論〔高山新報〕 上巻-P346
K-2-38-650 金融－金融機 古金銀御引替御取替覚大坂屋千治郎代七治郎扣 上巻-P346
K-2-38-651 金融－金融機 御用銭両替奉願上組々江割渡帳（通貨関係資料） 上巻-P346
K-2-38-652 金融－金融機 布達（各郡役所掛屋申付）岐阜県令小崎利準 上巻-P346
K-2-38-653 金融－金融機 願書（貨幣交換社分社創立願） 上巻-P346
K-2-38-654 金融－金融機 交換社準備底当納方ニ付願他 上巻-P346
K-2-38-655 金融－金融機 金員融通社施行願・社則 上巻-P346
K-2-38-656 金融－金融機 願書（銀行支店設置願） 上巻-P346
K-2-38-657 金融－金融機 当座預金通帳古川銀行高山支店から阪田長五郎宛 上巻-P347
K-2-38-658 金融－金融機 私立（高山）銀行創立願 上巻-P347
K-2-38-659 金融－金融機 古川銀行貸金請求書 上巻-P347
K-2-38-660 金融－金融機 高山銀行開業ニ付御届他諸願届 上巻-P347
K-2-38-661 金融－金融機 登記書（古川銀行開業） 上巻-P347
K-2-38-662 金融－金融機 案内状（新株式募集）株式会社飛騨銀行 上巻-P347
K-2-38-663 金融－金融機 株式会社飛騨貯蓄銀行目論見書 上巻-P347
K-2-38-664 金融－金融機 貯蓄預金開始広告高山町安川通飛騨銀行本店他 上巻-P347
K-2-38-665 金融－金融機 決議録（議事・経費予算案） 上巻-P347
K-2-38-666 金融－金融機 高山町貯蓄組合規定 上巻-P347
K-2-38-667 金融－金融機 東京勧業貯蓄株式会社広告〔高山新報〕 上巻-P347
K-2-38-668 金融－金融機 飛騨産銀開期〔岐阜日日新聞〕 上巻-P347
K-2-38-669 金融－金融機 飛騨産業銀行の発展振り〔高山タイムス〕 上巻-P347
K-2-38-670 金融－金融機 株式会社戊申貯蔵銀行高山代理店開店広告 上巻-P347
K-2-38-671 金融－金融機 飛騨銀行・金山支店営業開始〔高山タイムス〕 上巻-P347
K-2-38-672 金融－金融機 約束手形 上巻-P347
K-2-38-673 金融－金融機 飛騨銀行後援会組織〔高山日日新聞〕 上巻-P347
K-2-38-674 金融－金融機 高山信用組合五周年記念貯金箱提供〔高山日日新聞〕 上巻-P347
K-2-38-675 金融－金融機 挨拶状（飛州貯蓄銀行解散、十六銀行へ） 上巻-P347
K-2-38-676 金融－金融機 十六銀行新築移転広告 上巻-P347
K-2-38-677 金融－金融機 地元金融機関設立案内状 上巻-P347
K-2-38-678 金融－金融機 十六銀行80年のあゆみ十六銀行 上巻-P347
K-2-38-679 金融－金融機 拓本（両替屋かんばん）高山市郷土館蔵 上巻-P347
K-2-38-680 金融－金融機 金引替券（金壱両）通商為替会社 上巻-P348
K-2-38-681 金融－金融機 株式会社飛騨産業銀行定款 上巻-P348
K-2-38-682 金融－金融機 高山市史原稿“銀行・会社・質屋関係”〈角竹記録〉 上巻-P348
K-2-38-683 金融－金融機 高山市史原稿“金融・銀行” 上巻-P348
K-2-38-684 金融－経済書 経済新説巻一，二発兌紀伊国屋源兵衛 上巻-P348
K-2-38-685 金融－経済書 民間経済録福澤諭吉著 上巻-P348
K-2-38-686 金融－経済書 経済調査部報第一輯 上巻-P348
K-2-38-687 金融－経済書 百科全書経済論（下） 上巻-P348
K-2-38-688 金融－通貨 江戸表御觸書之写（金銀出欠の件） 上巻-P348
K-2-38-689 金融－通貨 地方凡例録巻十一（民間金銀通用始之事他） 上巻-P348
K-2-38-690 金融－通貨 古銭元買値段付覚僊斉扣 上巻-P348
K-2-38-691 金融－通貨 申渡（新金引替に付褒美） 上巻-P348
K-2-38-692 金融－通貨 觸書写（弐朱判吹値に付通用の件）御役所 上巻-P348
K-2-38-693 金融－通貨 一札（壱朱金通用に関し御請証文差出） 上巻-P348
K-2-38-694 金融－通貨 覚（銭相場）飛州益田郡小坂町村御宿主彦右衛門 上巻-P348
K-2-38-695 金融－通貨 通用御停止金銀所持無之者請印帳 上巻-P348
K-2-38-696 金融－通貨 通用御停止金銀書出帳岡本屋清七組 上巻-P348
K-2-38-697 金融－通貨 通用御停止金銀所持無之者請印帳〈角竹写〉 上巻-P348
K-2-38-698 金融－通貨 觸状（古金引替差出方之儀）町会所年寄 上巻-P348
K-2-38-699 金融－通貨 廻状写（古金引替の件）高山御役所 上巻-P348
K-2-38-700 金融－通貨 古金買附并ニ売上帳白忠・本杉 上巻-P348
K-2-38-701 金融－通貨 乍恐以書付奉願上候 上巻-P348
K-2-38-702 金融－通貨 乍恐以書付御届奉申上候（高山町銭相場） 上巻-P349
K-2-38-703 金融－通貨 御請証文之写 上巻-P349
K-2-38-704 金融－通貨 覚（通用銭拂底の趣ニ付）高山御役所庶務方 上巻-P349
K-2-38-705 金融－通貨 乍恐以書付奉願上候 上巻-P349
K-2-38-706 金融－通貨 改正新貨條例大蔵省 上巻-P349
K-2-38-707 金融－通貨 布告（旧銅貨と新貨幣并金札の取交差支なく通用の事） 上巻-P349
K-2-38-708 金融－通貨 布達（一円銀銭偽造発覚逃亡ニ付手配書） 上巻-P349
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K-2-38-709 金融－通貨 旧金銀貨幣価格比較表及び布達書綴 上巻-P349
K-2-38-710 金融－通貨 布告（新紙幣交換について）区長船坂雅平 上巻-P349
K-2-38-711 金融－通貨 御願書（紙幣焼損に付引換の願） 上巻-P349
K-2-38-712 金融－通貨 記（旧紙幣引換願） 上巻-P349
K-2-38-713 金融－通貨 達（印紙類売下売捌規則取扱手続） 上巻-P349
K-2-38-714 金融－通貨 通告（天保通貨使用禁止の件） 上巻-P349
K-2-38-715 金融－通貨 達（金銀出入及び貸借の件）高山御役所 上巻-P349
K-2-38-716 金融－通貨 乍恐以書付御願奉申上候 上巻-P349
K-2-38-717 金融－通貨 卯七月被仰出候趣（二分金通用の件） 上巻-P349
K-2-38-718 金融－通貨 覚（文久銭通用の件、新貨幣銭造御決議の件布告写） 上巻-P349
K-2-38-719 金融－通貨 觸書（金引替差出方之儀） 上巻-P349
K-2-38-720 金融－通貨 隣国銭相場聞覚 上巻-P349
K-2-38-721 金融－通貨 覚（通貨関係） 上巻-P349
K-2-38-722 金融－通貨 貨幣取調書 上巻-P349
K-2-38-723 金融－通貨 大（小）判の目方書 上巻-P350
K-2-38-724 金融－通貨 記事（魚屋町より黄金小判を掘出す）〔新聞切抜〕 上巻-P350
K-2-38-725 金融－通貨 記事（畑から古銭十五貫）〔新聞切抜〕 上巻-P350
K-2-38-726 金融－通貨 補助貨引換に就て大政翼賛会戦時物資活用協会 上巻-P350
K-2-38-727 金融－通貨 通貨史料（里正僚日記より）〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-728 金融－通貨 通貨史料〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-729 金融－通貨 大判量目・品位・記録〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-730 金融－通貨 小判丁分金量目・品位〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-731 金融－通貨 銭計算（換算）メモ〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-732 金融－通貨 通用銭の史料（願書留より）〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-733 金融－通貨 明治十八年丹生川村発掘古銭調べ〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-734 金融－通貨 丹生川村森部より掘出した古銭（杉下守中氏記録） 上巻-P350
K-2-38-735 金融－通貨 絵はがき（徳川時代の銭） 上巻-P350
K-2-38-736 金融－通貨 徳川幕府時代金銀座の有様（図） 上巻-P350
K-2-38-737 金融－通貨 大判・小判の絵図 上巻-P350
K-2-38-738 金融－通貨 古金真図録 上巻-P350
K-2-38-739 金融－通貨 刻泉志（支那銭解説） 上巻-P350
K-2-38-740 金融－通貨 高価に売れる古銭と近代銭の鑑定法 上巻-P350
K-2-38-741 金融－通貨 古銭拓本 上巻-P350
K-2-38-742 金融－通貨 古銭の研究史料〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-743 金融－通貨 古銭史料（文久永宝・寛永通宝他）〈角竹記録〉 上巻-P350
K-2-38-744 金融－通貨 壱分銀弐拾五両包紙舩坂屋半右衛門包 上巻-P350
K-2-38-745 金融－通貨 （幕府へ献金賞与銀五枚）包紙 上巻-P350
K-2-38-746 金融－通貨 烟草印紙 上巻-P350
K-2-38-747 金融－通貨 貨幣写真史料（漢王奔貨） 上巻-P350
K-2-38-748 金融－通貨 貨幣写真史料（古代支那貨幣） 上巻-P350
K-2-38-749 金融－通貨 貨幣写真史料（明時代の支那貨幣） 上巻-P350
K-2-38-750 金融－通貨 昔の貨幣・紙幣写真史料 上巻-P350
K-2-38-751 金融－通貨 （高山県）札写真 上巻-P350
K-2-38-752 金融－通貨 藩札 上巻-P350
K-2-38-753 金融－通貨 昔の紙幣（銭百文） 上巻-P350
K-2-38-754 金融－通貨 昔の紙幣（八文預り） 上巻-P350
K-2-38-755 金融－通貨 日本紙幣 上巻-P350
K-2-38-756 金融－通貨 朝鮮紙幣（拾銭） 上巻-P350
K-2-38-757 金融－通貨 中華民国紙幣（内1枚は写真） 上巻-P350
K-2-38-758 金融－通貨 外国紙幣 上巻-P351
K-2-38-759 金融－通貨 （寛永通宝）銭差し 上巻-P351
K-2-38-760 金融－通貨 天保銭 上巻-P351
K-2-38-761 金融－通貨 あて小判（壱両小判6枚二分金4枚一分金12枚二朱金11枚一朱金2枚） 上巻-P351
K-2-38-762 金融－通貨 香港通用銭（ビクトリア女王肖像あり） 上巻-P351
K-2-38-763 金融－通貨 国府村山本出土の古銭（昭和20年2月出土） 上巻-P351
K-2-38-764 金融－通貨 永楽通宝 上巻-P351
K-2-38-765 金融－通貨 永楽通宝〈時代〉明永楽帝（成祖）永楽九年（1411年） 上巻-P351
K-2-38-766 金融－通貨 至元通宝〈時代〉元世祖 上巻-P351
K-2-38-767 金融－通貨 〈大形〉常平通宝（朝鮮銭） 上巻-P351
K-2-38-768 金融－通貨 至和通宝〈時代〉宋仁宗至和元年（1054年） 上巻-P351
K-2-38-769 金融－通貨 至道元宝〈時代〉宋太宗至道元年（995年） 上巻-P351
K-2-38-770 金融－通貨 淳化元宝〈時代〉宋太宗 上巻-P351
K-2-38-771 金融－通貨 明道元宝〈時代〉宋仁宗 上巻-P351
K-2-38-772 金融－通貨 元豊通宝〈時代〉宋神宗 上巻-P351
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K-2-38-773 金融－通貨 紹聖元宝〈時代〉宋哲宗 上巻-P351
K-2-38-774 金融－通貨 大観通宝〈時代〉宋徽宗大観元年（1107年） 上巻-P351
K-2-38-775 金融－通貨 咸年元宝〈時代〉宋真宗 上巻-P351
K-2-38-776 金融－通貨 天禧通宝〈時代〉宋真宗天禧二年（1018年） 上巻-P351
K-2-38-777 金融－通貨 元祐通宝〈時代〉宋哲宗元祐八年（1093年） 上巻-P351
K-2-38-778 金融－通貨 祥符元宝〈時代〉宋真宗大中祥符元年（1008年） 上巻-P351
K-2-38-779 金融－通貨 祥符通宝〈時代〉宋真宗大中祥符二年（1009年） 上巻-P351
K-2-38-780 金融－通貨 熈寧元宝〈時代〉宋神宗熈寧元年（1068年） 上巻-P351
K-2-38-781 金融－通貨 皇宋通宝〈時代〉宋仁宗宝元二年（1039年） 上巻-P351
K-2-38-782 金融－通貨 紹熈元宝〈時代〉南宋光宗紹熈元年（1190年） 上巻-P351
K-2-38-783 金融－通貨 五行大布〈時代〉北周武帝建徳三年（574年） 上巻-P351
K-2-38-784 金融－通貨 大泉当十〈時代〉呉大帝赤鳥九年（238年） 上巻-P351
K-2-38-785 金融－通貨 唐國通宝〈時代〉南唐元宗南唐交泰元年（958年） 上巻-P351
K-2-38-786 金融－通貨 開元通宝〈時代〉唐玄宗 上巻-P351
K-2-38-787 金融－通貨 大中通宝〈時代〉明太祖至正二十一年（1361年） 上巻-P351
K-2-38-788 金融－通貨 萬暦通宝〈時代〉明神宗萬暦四年（1576年） 上巻-P351
K-2-38-789 金融－通貨 洪武通宝〈時代〉明太祖洪武元年（1368年） 上巻-P351
K-2-38-790 金融－通貨 咸豊重宝〈時代〉清文宗咸豊元年（1851年） 上巻-P352
K-2-38-791 金融－通貨 道光通宝〈時代〉清宣宗 上巻-P352
K-2-38-792 金融－通貨 光緒通宝〈時代〉清徳宗 上巻-P352
K-2-38-793 金融－通貨 順治通宝〈時代〉清世祖 上巻-P352
K-2-38-794 金融－通貨 康熈通宝〈時代〉清聖祖康熈元年（1796年） 上巻-P352
K-2-38-795 金融－通貨 光中通宝（安南国銭） 上巻-P352
K-2-38-796 金融－通貨 常平通宝（朝鮮銭） 上巻-P352
K-2-38-797 金融－通貨 仙台角銭〈時代〉元明四年十一月 上巻-P352
K-2-38-798 金融－通貨 琉球通宝文久二年（1862年）通用銭 上巻-P352
K-2-38-799 金融－通貨 （雑）古銭（寛永通宝大正昭和十銭一銭など） 上巻-P352
K-2-39-1 交通－宿駅 駄賃定〈角竹記録〉 上巻-P353
K-2-39-2 交通－宿駅 旅人宿吟味連判証文 上巻-P353
K-2-39-3 交通－宿駅 宿請負証文之事 上巻-P353
K-2-39-4 交通－宿駅 御用状継立覚（人足壱人川原町中林屋会所迄） 上巻-P353
K-2-39-5 交通－宿駅 小物成書入借用申金子之事（伝馬金差詰り借用証） 上巻-P353
K-2-39-6 交通－宿駅 宿継書状（御巡見様通行ニ付呼び出し状） 上巻-P353
K-2-39-7 交通－宿駅 宿請負証文之事 上巻-P353
K-2-39-8 交通－宿駅 旅人宿株取調帳壱之町組頭石井屋弥右衛門他 上巻-P353
K-2-39-9 交通－宿駅 先觸（江戸幕府へ御年貢納入に付宰領通行の為） 上巻-P353
K-2-39-10 交通－宿駅 飛騨郡代小出大助赴任先觸（写） 上巻-P353
K-2-39-11-1 交通－宿駅 添觸（高山陣屋迄御用状為賃馬差遣ノ件） 上巻-P353
K-2-39-11-2 交通－宿駅 添觸（御用状持たせ高山陣屋より江戸裏五番町大助役 上巻-P353
K-2-39-12 交通－宿駅 覚（壱夜泊、荷物の代金定）下坪村差出 上巻-P353
K-2-39-13 交通－宿駅 人馬駄賃帳 上巻-P353
K-2-39-14 交通－宿駅 人馬駄賃帳 上巻-P353
K-2-39-15 交通－宿駅 駄賃帳芝与市右衛門内三輪茂三郎 上巻-P354
K-2-39-16 交通－宿駅 旅籠帳芝与市右衛門内三輪茂三郎 上巻-P354
K-2-39-17 交通－宿駅 駄賃帳芝与市右衛門手附安西惣助（写真1枚あり） 上巻-P354
K-2-39-18 交通－宿駅 乍恐以書付奉願上候（下書） 上巻-P354
K-2-39-19 交通－宿駅 乍恐以書付奉願上候 上巻-P354
K-2-39-20 交通－宿駅 駄賃帳大井帯刀宛手代菊田泰蔵・同人手附斉藤勝兵衛 上巻-P354
K-2-39-21 交通－宿駅 有栖川宮御内人馬賃銭帳秋吉雲桂門人丸川元吾 上巻-P354
K-2-39-22 交通－宿駅 覚（中川次左衛門様御荷物送届書） 上巻-P354
K-2-39-23 交通－宿駅 （商人宿、往来宿）宿屋締方諸印帳 上巻-P354
K-2-39-24 交通－宿駅 駄賃帳北山会所杉崎屋甚右衛門 上巻-P354
K-2-39-25 交通－宿駅 信州下灘村役人宛飛騨人ノ逗留請合一札〈角竹写〉 上巻-P354
K-2-39-26 交通－宿駅 差上申証文之事（宿取締に関する証文） 上巻-P354
K-2-39-27 交通－宿駅 文久三亥年九月御勘定様御先觸写・御勘定様方御賄献立書上帳写〈角竹 上巻-P354
K-2-39-28 交通－宿駅 覚（人足、馬継立福来口御番所に届候） 上巻-P354
K-2-39-29 交通－宿駅 覚（御番所役人高山行ニ付人足、馬継立文書） 上巻-P354
K-2-39-30 交通－宿駅 高山町方より山口村まで村継書付包紙 上巻-P355
K-2-39-31 交通－宿駅 書状（御用米大至急送付方） 上巻-P355
K-2-39-32 交通－宿駅 覚（久々野から高山まで本馬二疋代）久々野宿 上巻-P355
K-2-39-33 交通－宿駅 覚（小坂から久々野まで軽尻壱疋代） 上巻-P355
K-2-39-34 交通－宿駅 覚（小坂より久々野まで本馬二疋代）小坂宿問屋 上巻-P355
K-2-39-35 交通－宿駅 覚（茶叺一つ宿継便にて送る添状） 上巻-P355
K-2-39-36 交通－宿駅 夫食米請取（八日町兵助様高山町会所行） 上巻-P355
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K-2-39-37 交通－宿駅 人足割の覚 上巻-P355
K-2-39-38 交通－宿駅 飛州御運上荷物人馬駄賃帳才領大沼伊右衛門 上巻-P355
K-2-39-39 交通－宿駅 飛州御運上荷物人馬駄賃帳三井嘉兵衛 上巻-P355
K-2-39-40 交通－宿駅 送り状（樽、莚） 上巻-P355
K-2-39-41 交通－宿駅 送り状（紙五束、牛にて） 上巻-P355
K-2-39-42 交通－宿駅 （紙）送り状関本町下有知屋藤七から谷屋平兵衛宛 上巻-P355
K-2-39-43 交通－宿駅 年始状飛騨屋荷物問屋勘六郎から御家内衆宛 上巻-P355
K-2-39-44 交通－宿駅 年賀状いせ山田岡本町泉屋半左衛門差出 上巻-P355
K-2-39-45 交通－宿駅 年始挨拶付御定宿暦 上巻-P355
K-2-39-46 交通－宿駅 宿屋茶料領収書（絵入） 上巻-P355
K-2-39-47 交通－宿駅 人馬入用之覚 上巻-P355
K-2-39-48 交通－宿駅 坊方村馬賃取立覚 上巻-P355
K-2-39-49 交通－宿駅 坊方村駄賃定覚 上巻-P355
K-2-39-50 交通－宿駅 驛路之紹介飛騨高山滑川長三郎 上巻-P355
K-2-39-51 交通－宿駅 仲仙道御定宿判取帳 上巻-P355
K-2-39-52 交通－宿駅 来二月御上洛御旅中御宿割附繁永堂板 上巻-P355
K-2-39-53 交通－宿駅 真誠講（諸海道同盟引合宿案内）内国通運会社発起 上巻-P355
K-2-39-54 交通－宿駅 宿札 上巻-P355
K-2-39-55 交通－宿駅 差上申宿請負証文之事（小間物商与七） 上巻-P356
K-2-39-56 交通－宿駅 覚（人馬問屋差出扣）問屋喜左衛門 上巻-P356
K-2-39-57 交通－宿駅 役人馬賃覚飛州益田郡上呂郷尾崎村青木藤吉 上巻-P356
K-2-39-58 交通－宿駅 京街道大原村人馬賃銭書上帳〈角竹写〉 上巻-P356
K-2-39-59 交通－宿駅 乍恐以書付奉歎願候 上巻-P356
K-2-39-60 交通－宿駅 「旅客逗留日延証文」（袋） 上巻-P356
K-2-39-60-1 交通－宿駅 差上申宿請日延証文之事 上巻-P356
K-2-39-60-2 交通－宿駅 差上申宿請日延証文之事 上巻-P356
K-2-39-60-3 交通－宿駅 差上申宿請日延証文之事 上巻-P356
K-2-39-60-4 交通－宿駅 逗留願上一札之事 上巻-P356
K-2-39-61 交通－宿駅 先觸覚（御官員庄村様越中高岡迄御越ニ付乗籠、両掛人足三人差出ノ事） 上巻-P356
K-2-39-62 交通－宿駅 差上申宿請負証文之事 上巻-P356
K-2-39-63-1 交通－宿駅 通知写（旅籠渡世の者宿帳を作り止宿者名を記載の事） 上巻-P356
K-2-39-63-2 交通－宿駅 通知状（筑摩県へ御発駕ニ相成）御伝馬所差出 上巻-P356
K-2-39-64 交通－宿駅 布達第九十二号，九十三号（御宿内へ止宿の件） 上巻-P356
K-2-39-65 交通－宿駅 御届書（宿屋渡世の届） 上巻-P357
K-2-39-66 交通－宿駅 御届書（旅人宿渡世願書） 上巻-P357
K-2-39-67 交通－宿駅 御届書（郷宿廃止ニ付郡村宿屋渡世の願） 上巻-P357
K-2-39-68 交通－宿駅 御届書（御宿廃止ニ付以後郷村宿屋営業仕度願届） 上巻-P357
K-2-39-69 交通－宿駅 郷宿廃止一件高山町扱所から高山町旅人宿一同宛 上巻-P357
K-2-39-70 交通－宿駅 布達内務省甲第十八号〈角竹写〉 上巻-P357
K-2-39-71 交通－宿駅 旅人宿営業取締規則筑摩県参事高木惟矩 上巻-P357
K-2-39-72 交通－宿駅 一新搆社（中仙道、東海道各駅旅亭結社の趣意書） 上巻-P357
K-2-39-73 交通－宿駅 代書賃請求書押上忠三郎から国府村郡中宛 上巻-P357
K-2-39-74 交通－宿駅 宿料請取書押上忠三郎から国府村郡中宛 上巻-P357
K-2-39-75-1 交通－宿駅 旅人留高山町扱所 上巻-P357
K-2-39-75-2 交通－宿駅 旅行留高山町扱所 上巻-P357
K-2-39-76 交通－宿駅 旅人留高山町扱所 上巻-P357

K-2-39-77 交通－宿駅
届書（御休泊所、杉下太右衛門宅・岩井定右衛門宅田中兵左衛門宅三ケ
所に相定）

上巻-P357

K-2-39-78 交通－宿駅 旅籠料領収書東京高砂町山口松之助から塚田宛 上巻-P357
K-2-39-79 交通－宿駅 宿屋取締関係史料の写〈角竹記録〉 上巻-P357
K-2-39-80 交通－宿駅 御用人馬問屋関係文書記録〈角竹記録〉 上巻-P357
K-2-39-81 交通－宿駅 安政三年飛騨の宿屋調〈角竹記録〉 上巻-P357
K-2-39-82 交通－宿駅 商用逗留者調〈角竹記録〉 上巻-P357
K-2-39-83-1 交通－宿駅 旅人逗留日限留帳写〈角竹写〉（原本写真3枚あり） 上巻-P357
K-2-39-83-2 交通－宿駅 旅人逗留日限留帳の研究〈角竹記録〉 上巻-P357
K-2-39-84 交通－宿駅 （里正日記より）丁抹兵士宗猷寺へ旅泊〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-85 交通－宿駅 明治十一年高山町旅行者数調〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-86 交通－宿駅 高山町扱所旅人留〈角竹写〉 上巻-P358
K-2-39-87 交通－宿駅 宿屋関係文書記録〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-88 交通－宿駅 問屋関係文書記録〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-89 交通－宿駅 宿屋関係文書記録〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-90 交通－宿駅 宿屋関係文書記録〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-91 交通－宿駅 高山市史原稿“問屋資料”〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-92 交通－宿駅 高山市史原稿“宿屋資料”〈角竹記録〉 上巻-P358
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K-2-39-93 交通－宿駅 交通史料外国人の飛騨入〈角竹記録〉 上巻-P358
K-2-39-94 交通－宿駅 飛騨記（飛騨の宿屋）〔岐阜日日新聞〕 上巻-P358
K-2-39-95 交通－宿駅 飛州産物商人衆御定宿広告 上巻-P358
K-2-39-96 交通－宿駅 高山の宿屋〔高山タイムス〕 上巻-P358
K-2-39-97 交通－宿駅 広告（古川舟橋渡橋式ニ付投宿方） 上巻-P358
K-2-39-98 交通－宿駅 小林幹氏蔵人馬問屋関係文書記録 上巻-P358
K-2-39-99 交通－宿駅 「問屋文書写（小林幹氏蔵文書）」（袋） 上巻-P358
K-2-39-99-1 交通－宿駅 為取替定証文 上巻-P358
K-2-39-99-2 交通－宿駅 乍恐口上書を以申上候御事 上巻-P358
K-2-39-99-3 交通－宿駅 上前駄賃銭割帳〈角竹写〉 上巻-P358
K-2-39-100 交通－宿駅 高山人馬問屋の印小林家・田島家 上巻-P358
K-2-39-101 交通－宿駅 高山町出入旅人及荷物調 上巻-P358

K-2-39-102
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

書状（写）（飛州エ入荷物出荷共ニ口留番所エ届ず抜道往来者の取締につ
いて）高山御役所

上巻-P358

K-2-39-103
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐奉願上候御事（控） 上巻-P359

K-2-39-104
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申一札之事（御関所通行手形） 上巻-P359

K-2-39-105
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

（帰国ニ付下原口御番所通行願） 上巻-P359

K-2-39-106
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申証文之事（下書） 上巻-P359

K-2-39-107
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐奉願上候（下書） 上巻-P359

K-2-39-108
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り手形扣 上巻-P359

K-2-39-109
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

（関本町利八と申者帰国ニ付下原口御番所通行願） 上巻-P359

K-2-39-110
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

信州福嶋御関所通行手形 上巻-P359

K-2-39-111
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

益田郡萩原郷東上田村往還通り相改指上帳 上巻-P359

K-2-39-112
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申証文之事（控）（京都エ病気養生ニ罷越申度） 上巻-P359

K-2-39-113
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

書状（越中往還に関する） 上巻-P359

K-2-39-114
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐奉願上候 上巻-P359

K-2-39-115
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

「帰国日延証文」（袋） 上巻-P359

K-2-39-115-1
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉申上候 上巻-P359

K-2-39-115-2
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御日延奉願上候 上巻-P360

K-2-39-115-3
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御日延奉願上候 上巻-P360
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K-2-39-116
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

往来之一札（信州善光寺参詣ニ付） 上巻-P360

K-2-39-117
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申証文之事（写）（京都本願寺エ参詣ニ付） 上巻-P360

K-2-39-118
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

小豆沢口御番所口役銀取立帳〈角竹写〉 上巻-P360

K-2-39-119
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

一札（男女三人諸国稼罷出候ニ付所々御関所通行願） 上巻-P360

K-2-39-120
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

御用状・御口役箱渡通大八山口村名主弥右衛門差出 上巻-P360

K-2-39-121
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候 上巻-P360

K-2-39-122
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（小白川口例年之通御拝借米の願） 上巻-P360

K-2-39-123
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

帰国届ケ之事舟津屋弥七から高山御役所宛 上巻-P360

K-2-39-124
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差出申一札之事（名古屋へ引越ニ付） 上巻-P360

K-2-39-125
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（名古屋へ引越ニ付下原口通行願） 上巻-P360

K-2-39-126
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（濃州関迄商用ニ罷越候処帰国仕ニ付） 上巻-P360

K-2-39-127
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P360

K-2-39-128
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差出申証文之事（女壱人住居証文） 上巻-P360

K-2-39-129
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

銘々帰国届（喜助他21人） 上巻-P361

K-2-39-130
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

以書付御届奉申上候（山稼へ参申候男帰国ニ付） 上巻-P361

K-2-39-131
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申手形之事 上巻-P361

K-2-39-132
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（栃椀木地他国出し仕度荒田口御番所通行願） 上巻-P361

K-2-39-133
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P361

K-2-39-134
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P361

K-2-39-135
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（京都迄罷越候処帰国ニ付） 上巻-P361

K-2-39-136
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

松平加賀守殿御家来飛騨国御通行御問合・御答書写 上巻-P361
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K-2-39-137
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

越中往還御番所復旧方ニ付伺書留 上巻-P361

K-2-39-138
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（越中大岩山参詣ニ付） 上巻-P361

K-2-39-139
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

指上申一札之事（越中広田エ療治ニ参り候ニ付） 上巻-P361

K-2-39-140
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り手形之事（越中富山迄商用ニ付） 上巻-P361

K-2-39-141
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中国大岩山不動尊エ参詣ニ付） 上巻-P361

K-2-39-142
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通手形之事（越中国富山迄通行ニ付） 上巻-P361

K-2-39-143
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通手形之事（越中尾川迄入湯ニ付） 上巻-P361

K-2-39-144
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中八尾聞名寺エ参詣ニ付） 上巻-P361

K-2-39-145
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通手形之事（塩送り方の催促の際の番所通行手形） 上巻-P362

K-2-39-146
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中大岩不動エ参詣ニ付） 上巻-P362

K-2-39-147
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候 上巻-P362

K-2-39-148
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通手形之事（越中小川迄入湯ニ付） 上巻-P362

K-2-39-149
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り手形之事（越中大久保邊迄牛買入ニ付） 上巻-P362

K-2-39-150
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通御手形之事（越中富山迄罷越候ニ付） 上巻-P362

K-2-39-151
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差入申一札之事（二ツ屋口御番所定番人選之件） 上巻-P362

K-2-39-152
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差入申一札之事（二ツ屋口御番所定番人選之件） 上巻-P362

K-2-39-153
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（越中国岩瀬湊迄飛脚ニ差遣し申度候ニ付） 上巻-P362

K-2-39-154
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候 上巻-P362

K-2-39-155
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申通御手形之事（逗留願上候者帰国ニ付） 上巻-P362

K-2-39-156
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り手形之事（越中おいわ様参詣ニ付） 上巻-P362

K-2-39-157
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中国大岩山エ参詣ニ付） 上巻-P362
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K-2-39-158
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申通御手形之事（逗留願上候者帰国ニ付） 上巻-P362

K-2-39-159
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申通り御手形之事（滞留願上候者帰国ニ付） 上巻-P362

K-2-39-160
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐奉願上候 上巻-P363

K-2-39-161
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中富山迄通行ニ付手形一札） 上巻-P363

K-2-39-162
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（越中富山光厳寺僧拙寺迄家用ニ付通行手形） 上巻-P363

K-2-39-163
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

書付を以奉願上候（僧俗弐人越中富山迄通行ニ付） 上巻-P363

K-2-39-164
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申通り御手形之事（逗留願上候者帰国ニ付） 上巻-P363

K-2-39-165
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（登塩方要用ニ付越中富山迄罷越申候ニ付） 上巻-P363

K-2-39-166
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（高岡迄まいり申候ニ付） 上巻-P363

K-2-39-167
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中富山迄通行願） 上巻-P363

K-2-39-168
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐書付ヲ以奉願上候 上巻-P363

K-2-39-169
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍憚以書付奉願上候（越中富山迄商用ニ付） 上巻-P363

K-2-39-170
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中富山迄商用ニ付） 上巻-P363

K-2-39-171
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中国富山迄通行願） 上巻-P363

K-2-39-172
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

差上申通御手形之事（逗留願上候者帰国ニ付） 上巻-P363

K-2-39-173
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中富山迄通行ニ付） 上巻-P363

K-2-39-174
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中大岩不動尊参詣ニ付） 上巻-P363

K-2-39-175
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（千鳥賊・にしん差遣度御番所通行の願） 上巻-P363

K-2-39-176
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P364

K-2-39-177
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（上馬瀬口御番所御扶持方の儀例 上巻-P364

K-2-39-178
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（控） 上巻-P364
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K-2-39-179
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通御手形之事（宿請負願上候者帰国ニ付） 上巻-P364

K-2-39-180
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

口上（志ん州松本在エ・ニ参候ニ付） 上巻-P364

K-2-39-181
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

下原口目当帳（写） 上巻-P364

K-2-39-182
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉御願上候（上ケ洞口御番所通行願） 上巻-P364

K-2-39-183
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

下原口御役所通手形奉願上以書附 上巻-P364

K-2-39-184
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P364

K-2-39-185
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P364

K-2-39-186
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P364

K-2-39-187
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P364

K-2-39-188
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

帰国御届書（信濃国下諏訪町へ罷越） 上巻-P364

K-2-39-189
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

（往来道筋休泊等差支なき様取計候等）仰渡書扣 上巻-P364

K-2-39-190
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

御願書（名古屋迄商用ニ付旅行願） 上巻-P364

K-2-39-191
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

御届書（上州高崎迄商用ニテ罷越候処帰国仕ニ付） 上巻-P365

K-2-39-192
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

「旅行御願書」（袋） 上巻-P365

K-2-39-192-1
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365

K-2-39-192-2
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365

K-2-39-192-3
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365

K-2-39-192-4
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365

K-2-39-192-5
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365

K-2-39-192-6
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365

K-2-39-192-7
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅出御願申上候書付 上巻-P365
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K-2-39-193
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

御届書（商用ニ付横浜迄罷越度） 上巻-P365

K-2-39-194
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候 上巻-P365

K-2-39-195
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

旅行証書御願書 上巻-P365

K-2-39-196
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

帰国届書天性寺町角川直七他（5通一括） 上巻-P365

K-2-39-197
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

卯十月（各口留番所）交代割 上巻-P365

K-2-39-198
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（越中富山エ要用ニ付） 上巻-P365

K-2-39-199
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P365

K-2-39-200
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P365

K-2-39-201
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（宿請負御願申上候者帰国ニ付） 上巻-P366

K-2-39-202
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（宿請負御願申上候者帰国ニ付） 上巻-P366

K-2-39-203
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書附奉願上候（越中富山迄通行願） 上巻-P366

K-2-39-204
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（京都松坂屋与兵衛宅迄紙包送り状） 上巻-P366

K-2-39-205
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（荒田口御番所通行手形） 上巻-P366

K-2-39-206
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（越中八尾エ罷越申度候ニ付） 上巻-P366

K-2-39-207
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書附奉願上候（越中富山迄商用ニ付） 上巻-P366

K-2-39-208
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（東岩瀬迄登り方米ニ付） 上巻-P366

K-2-39-209
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書附奉願上候（越中大岩様参詣ニ付） 上巻-P366

K-2-39-210
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（東岩瀬湊迄登り米ニ付） 上巻-P366

K-2-39-211
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付奉願上候（越中牛ケ増村迄登り米ニ付） 上巻-P366

K-2-39-212
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（通行手形） 上巻-P366

K-2-39-213
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（僧侶三人蒲田村ニ入湯いたし度送り書） 上巻-P366
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K-2-39-214
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（虚無僧一人高山迄相越候） 上巻-P366

K-2-39-215
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（久蔵ト申者、私売拂申候荷を美濃へ持参仕度、御番所通行の願）さか
な屋善右衛門・売主久蔵差出

上巻-P366

K-2-39-216
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（檜葺榑、小板、姫子挽割板通願） 上巻-P366

K-2-39-217
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（野々俣口番所口役箱村継差出文書） 上巻-P366

K-2-39-218
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（不端紙注文書） 上巻-P367

K-2-39-219
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（名古屋エ太物買入ニ付） 上巻-P367

K-2-39-220
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（京都迄仕入ニ付） 上巻-P367

K-2-39-221
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（竹紙注文状） 上巻-P367

K-2-39-222
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（越中立山うば様へ参詣仕度通行ニ付） 上巻-P367

K-2-39-223
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

書状（口番所長詰にて困り居り候ニ付） 上巻-P367

K-2-39-224
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

上り方賃銭請取書（奥津川）上り方役人与助 上巻-P367

K-2-39-225
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（上ケ洞口番所御扶持米差出文書） 上巻-P367

K-2-39-226
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

山越者人相手配（下書） 上巻-P367

K-2-39-227
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

（寺内町次兵衛極貧ニテ病気ニ付親元湯屋村次郎吉方へ送り遣候駕篭
代）矢嶋（取替）

上巻-P367

K-2-39-228
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

口留番所通過荷物小札 上巻-P367

K-2-39-229
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

往来一札之事 上巻-P367

K-2-39-230
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（高山御用場口役箱請取書） 上巻-P367

K-2-39-231
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P367

K-2-39-232
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（名古屋迄太物仕入ニ付） 上巻-P367

K-2-39-233
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

乍恐以書付御届奉申上候（帰国届） 上巻-P367

K-2-39-234
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

各番所十一月分口役高 上巻-P368
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K-2-39-235
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

書状（鰤の口役銀取立） 上巻-P368

K-2-39-236
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

往来一札之事（手本）寺号から御関所御役人衆宛 上巻-P368

K-2-39-237
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

塩尻口番所通行手形 上巻-P368

K-2-39-238
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

通り御手形之事（名古屋エ物買入ニ付） 上巻-P368

K-2-39-239
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

覚（口番所通手形「木地」） 上巻-P368

K-2-39-240
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

口留番所壁書大池差出 上巻-P368

K-2-39-241
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

美濃米に対し口留番所の無役通過願〈角竹写〉 上巻-P368

K-2-39-242
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

御番所口役〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-243
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

御用状留（羽根口番所）〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-244
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

高山市史原稿“口留番所”〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-245
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

高山市史原稿“口留番所”〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-246
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

口留番所口役銀取立等の事にて益田村々見分口上書 上巻-P368

K-2-39-247
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

書状（船津町東町御番所跡）林下安市から角竹宛 上巻-P368

K-2-39-248
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

切支丹、御関所取計一件留大池差出 上巻-P368

K-2-39-249
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

抜萃録（箱根関所女通証文他）高藤 上巻-P368

K-2-39-250
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

諸口役銀取立御壁書（小白川口御番所附）〈角竹写〉 上巻-P368

K-2-39-251
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

諸口役銀付壁書写（羽根口）〈角竹写〉 上巻-P368

K-2-39-252
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

口役銀壁書等史料写〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-253
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

番所資料〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-254
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

他国人の高山町滞留者用件別調〈角竹記録〉 上巻-P368

K-2-39-255
交通－口止番
所（通行手形を
含む）

飛騨通俗史話（飛騨の留番所に付て）角竹如山 上巻-P368

K-2-39-256 交通－行旅 京羽二重巻一目録（京街道、名池、名瀧、名塚他案内） 上巻-P368



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-39-257 交通－行旅 上村満義道中記抄〈角竹写〉 上巻-P369
K-2-39-385 交通－行旅 東海道・木曽路道中記 上巻-P369
K-2-39-258 交通－行旅 金沢往来諸拂帳 上巻-P369
K-2-39-259 交通－行旅 江戸往来諸拂帳（野麦～甲府～八王子） 上巻-P369
K-2-39-260 交通－行旅 西国道中萬覚帳清水屋長五郎 上巻-P369
K-2-39-261 交通－行旅 京まいり音物控（土産物の扣） 上巻-P369
K-2-39-262 交通－行旅 平塚政兵衛旅日記の北国街道〈角竹写〉 上巻-P369
K-2-39-263 交通－行旅 旅日記（江戸～野麦峠入用費）飛高大坂屋清吉 上巻-P369
K-2-39-264 交通－行旅 江戸への旅日記（入用費）〈角竹写〉 上巻-P369
K-2-39-265 交通－行旅 小林幹家旅行日記（小林甚九郎道中日記）〈角竹写〉 上巻-P369
K-2-39-386 交通－行旅 奥州道中日記（蚕種買入の旅） 上巻-P369
K-2-39-266 交通－行旅 道中獨案内図 上巻-P369
K-2-39-267 交通－行旅 道中金銀出入日記帳平塚佐兵衛 上巻-P369
K-2-39-387 交通－行旅 旅行用心集江戸日本橋須原屋茂兵衛蔵版 上巻-P369
K-2-39-268 交通－行旅 旅の記（入用費）平次郎 上巻-P369
K-2-39-269 交通－行旅 旅日記（金銭出入覚）飛州高山弐之町大信店 上巻-P369
K-2-39-388 交通－行旅 旅日記谷屋安兵衛 上巻-P369
K-2-39-389 交通－行旅 旅日記谷屋安兵衛 上巻-P369
K-2-39-270 交通－行旅 旅の記（信州上諏訪持出出入覚） 上巻-P369
K-2-39-271 交通－行旅 旅日記（上諏訪持出）飛騨高山谷屋吉之助 上巻-P369
K-2-39-272 交通－行旅 善光寺参詣・大岩山参詣・小川入湯記本椙（杉崎屋） 上巻-P369
K-2-39-273 交通－行旅 大覚帳（旅日記、入用費）大坂屋喜兵衛 上巻-P369
K-2-39-274 交通－行旅 旅日記（出納覚）飛州高山谷屋平兵衛 上巻-P369
K-2-39-275 交通－行旅 岐阜行入用仕訳ケ帳安兵衛から坂彦太郎宛 上巻-P369
K-2-39-276 交通－行旅 御下向道順京より江戸までの宿名 上巻-P369
K-2-39-277 交通－行旅 旅中諸日記（金銭出納覚日記） 上巻-P369
K-2-39-278 交通－行旅 旅中早栄（金銭出入覚、日記、取替帳、雑記） 上巻-P369
K-2-39-279 交通－行旅 旅日記（費用の覚）飛州高山谷屋平兵衛 上巻-P369
K-2-39-280 交通－行旅 旅中萬覚帳（出入覚、日記）飛州高山谷屋八作 上巻-P369
K-2-39-281 交通－行旅 道中記（入用費覚）阪田 上巻-P369
K-2-39-282-1 交通－行旅 道中記（入用費覚）阪田（滑川長五郎） 上巻-P369
K-2-39-282-2 交通－行旅 道中記飛州高山府坂田長五郎内久兵衛 上巻-P370
K-2-39-283 交通－行旅 旅中録（出入覚、日記、出産祝覚）谷充実 上巻-P370
K-2-39-284 交通－行旅 道中記（入用費）阪田 上巻-P370
K-2-39-285 交通－行旅 達（士族旅行之節届出の事） 上巻-P370
K-2-39-286 交通－行旅 北陸東海両道御巡幸御道中記 上巻-P370
K-2-39-287 交通－行旅 日記（伊勢路、京都、西国三十三ケ所） 上巻-P370
K-2-39-288 交通－行旅 奥州帰り泊覚（入用費）政兵衛・新十郎 上巻-P370
K-2-39-289 交通－行旅 旅日記（越中～吉崎入用費）川上市九郎 上巻-P370
K-2-39-290 交通－行旅 旅中日記（高山～善光寺入用費）高山弐之町吉助 上巻-P370
K-2-39-291 交通－行旅 加府諸用控（高山～金沢旅日記、入用費控） 上巻-P370
K-2-39-292 交通－行旅 旅行小遣覚 上巻-P370
K-2-39-293 交通－行旅 秋葉山参詣道中細見図 上巻-P370
K-2-39-294 交通－行旅 奥州行道中日記大坂屋佐兵衛 上巻-P370
K-2-39-295 交通－行旅 旅行雑用記（松本～板橋入用費） 上巻-P370
K-2-39-296 交通－行旅 小林甚九郎旅日記（入用控）〈角竹写〉 上巻-P370
K-2-39-297 交通－行旅 旅の記（高山～越中～加州～越前～兵庫～大坂） 上巻-P370
K-2-39-298 交通－行旅 飛沙久離解（伊勢旅の記）一・（同行六人） 上巻-P370
K-2-39-299 交通－行旅 覚（富山旅行所持の品改書） 上巻-P370
K-2-39-300 交通－行旅 日光山御社参ニ付諸国分限御用金割付 上巻-P370
K-2-39-301 交通－行旅 江戸より道々宿覚（江戸～薮原中仙道宿） 上巻-P370
K-2-39-302 交通－行旅 書状（平湯入湯中の手紙）平兵衛から安兵衛 上巻-P370
K-2-39-303 交通－行旅 書状（小坂入湯の手紙）平兵衛から母上・八作宛 上巻-P370
K-2-39-304 交通－行旅 書状（雪の信州路・上諏訪旅行）八作から兄上宛 上巻-P370
K-2-39-305 交通－行旅 書状（高山より名古屋まで日程五日間） 上巻-P370
K-2-39-306 交通－行旅 書状（岐阜から高山までの日程） 上巻-P370
K-2-39-307 交通－行旅 昔の旅姿〔写真〕 上巻-P371
K-2-39-308 交通－行旅 高山市史原稿“昔の旅実例”〈角竹記録〉 上巻-P371
K-2-39-309 交通－行旅 高山市史原稿“昔の旅実例”〈角竹記録〉 上巻-P371
K-2-39-310 交通－行旅 郷土館案内昔の旅行を物語る〔高山市民時報〕 上巻-P371
K-2-39-311 交通－行旅 今は昔飛騨の旅物語〔飛騨公論〕 上巻-P371
K-2-39-312 交通－助郷 岐阜県郡上郡和良村助郷ニ関スル資料 上巻-P371
K-2-39-313 交通－助郷 助郷に関する史料（里正僚日記より）〈角竹記録〉 上巻-P371
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K-2-39-314
交通－街道・道
路

書状（中之宿村地蔵尾の岩石切割の褒美について） 上巻-P371

K-2-39-315
交通－街道・道
路

ひだの道志るべ 上巻-P371

K-2-39-316
交通－街道・道
路

乍恐以書付奉申上候 上巻-P371

K-2-39-317
交通－街道・道
路

距離元標 上巻-P371

K-2-39-318
交通－街道・道
路

野麦越〔高山新報〕 上巻-P371

K-2-39-319
交通－街道・道
路

野麦峠の交通〈角竹記録〉 上巻-P371

K-2-39-320
交通－街道・道
路

飛信連絡道路、木曽街道検分〔高山新報〕 上巻-P371

K-2-39-321
交通－街道・道
路

宮村道標（位山道・宮峠道）〔写真〕 上巻-P371

K-2-39-322
交通－街道・道
路

宮峠トンネル起工式〔大阪毎日新聞〕 上巻-P371

K-2-39-323
交通－街道・道
路

宮トンネル開通〈角竹記録〉 上巻-P371

K-2-39-324
交通－街道・道
路

安房峠開通式〔新聞切抜〕 上巻-P371

K-2-39-325
交通－街道・道
路

安房峠の開通式〔新聞切抜〕 上巻-P371

K-2-39-326
交通－街道・道
路

平湯峠〔印刷写真〕 上巻-P371

K-2-39-327
交通－街道・道
路

宮峠上り口指導標〈角竹記録〉 上巻-P371

K-2-39-328
交通－街道・道
路

美女峠に関する交通史料（大八賀村塩屋区古文書） 上巻-P371

K-2-39-329
交通－街道・道
路

美女峠及び休息小屋に関する文書の写〈角竹記録〉 上巻-P371

K-2-39-330
交通－街道・道
路

川上街道、松本出店〔写真〕 上巻-P372

K-2-39-331
交通－街道・道
路

五街道〈角竹記録〉 上巻-P372

K-2-39-332
交通－街道・道
路

文化財“江戸街道”美女峠〔東海夕刊〕 上巻-P372

K-2-39-333
交通－街道・道
路

江戸街道（上ケ洞口番所通過する道）角竹喜登 上巻-P372

K-2-39-334
交通－街道・道
路

江戸街道田中升堂〔雑誌切抜〕 上巻-P372

K-2-39-335
交通－街道・道
路

書状（諸街道丁数改正取調方について） 上巻-P372

K-2-39-336
交通－街道・道
路

中山七里〈角竹記録〉 上巻-P372

K-2-39-337
交通－街道・道
路

明治初年以来飛騨道路関係記録 上巻-P372

K-2-39-338
交通－街道・道
路

高山郊外の諸通路〈角竹記録〉 上巻-P372

K-2-39-339
交通－街道・道
路

元田修三氏「飛騨と越前」（飛騨～越前の道筋） 上巻-P372

K-2-39-340
交通－街道・道
路

高山・国府の里程（飛州志より）〈角竹写〉 上巻-P372

K-2-39-341
交通－街道・道
路

里程覚（高山より川浦迄他） 上巻-P372

K-2-39-342
交通－街道・道
路

岐阜県益田郡図（地図と里程表） 上巻-P372

K-2-39-343
交通－街道・道
路

大野郡久々野村河内村里程調査図 上巻-P372

K-2-39-344
交通－街道・道
路

拓本（高山より二里塚） 上巻-P372

K-2-39-345
交通－街道・道
路

拓本（修道除徳銘） 上巻-P372
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K-2-39-346
交通－街道・道
路

拓本（駕篭評清・） 上巻-P372

K-2-39-347
交通－街道・道
路

拓本（従是南尾張領標石）郡上郡東村 上巻-P372

K-2-39-348
交通－街道・道
路

菊田秋宜建道分燈籠〔印刷写真〕 上巻-P372

K-2-39-349
交通－街道・道
路

すのり川、辻ケ森附近〔写真〕 上巻-P372

K-2-39-350
交通－街道・道
路

高山市史“道路関係資料”〈角竹記録〉 上巻-P372

K-2-39-351
交通－街道・道
路

街道に関する記録〈角竹記録〉 上巻-P372

K-2-39-352
交通－街道・道
路

街道、自動車〔写真〕 上巻-P372

K-2-39-353
交通－街道・道
路

籠の渡し写真（白川村鳩谷～荻町間） 上巻-P372

K-2-39-354
交通－街道・道
路

越中国境籠の渡し墨絵 上巻-P372

K-2-39-355
交通－街道・道
路

大井川渡し錦絵 上巻-P372

K-2-39-356
交通－街道・道
路

飛騨交通案内図 上巻-P372

K-2-39-357
交通－街道・道
路

飛騨交通地図 上巻-P372

K-2-39-358
交通－街道・道
路

岐阜県新地図（高山より江戸街道、上方街道交通図） 上巻-P372

K-2-39-359
交通－街道・道
路

中山道東京近辺図 上巻-P372

K-2-39-360
交通－街道・道
路

谷の籠渡調査（茂住小学校清水治左エ門氏報） 上巻-P373

K-2-39-361
交通－街道・道
路

漫画旅行日本全図（伊豆半島・伊勢湾） 上巻-P373

K-2-39-362
交通－街道・道
路

飛騨籠渡錦絵（軸） 上巻-P373

K-2-39-363 交通－交通史 交通関係新聞記事書抜〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-364 交通－交通史 金森以前の交通〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-365 交通－交通史 美濃往還交通史料〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-366 交通－交通史 紙魚のやとり「交通」記事〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-367 交通－交通史 飛騨の交通史国司庁と官道〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-368 交通－交通史 飛騨国の交通系に就いて室賀信夫著 上巻-P373
K-2-39-369 交通－交通史 交通及通信（明治以前）男爵前島密 上巻-P373
K-2-39-370 交通－交通史 前代飛騨の交通文化三浦薫雄 上巻-P373
K-2-39-371 交通－交通史 交通史料目録〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-372 交通－交通史 交通史料目録（仮）〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-373 交通－交通史 飛騨ニ於ケル交通関係ノ古文書目録 上巻-P373
K-2-39-374 交通－交通史 交通史料目録（飛騨の口留番所関係の部）〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-375 交通－交通史 交通史料（昔の旅他）〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-376 交通－交通史 社会科懇談会研究題「郷土の交通史－江戸街道、上方街道の研究－」角 上巻-P373
K-2-39-377 交通－交通史 交通史料（早宿継・早駕篭他）〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-378 交通－交通史 交通史資料（問屋、牛宿、牛方他）〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-379 交通－交通史 飛騨交通史料飛騨郡代の付知宿場 上巻-P373
K-2-39-380 交通－交通史 高山市史原稿“交通”〈角竹記録〉 上巻-P373
K-2-39-381 交通－交通史 県交通の変遷 上巻-P373
K-2-39-382 交通－交通史 郷土館交通展ポスター 上巻-P373
K-2-39-383 交通－交通史 交通ポスター 上巻-P373
K-2-39-384 交通－交通史 交通と産業（説明用史料）〈角竹作製〉 上巻-P373

K-2-40-1
運輸・通信－運
送・乗物

覚（飛州馬喰仲間取締書）飛州馬喰仲間中差出 上巻-P374

K-2-40-2
運輸・通信－運
送・乗物

附通荷物駄賃壱駄積 上巻-P374

K-2-40-3
運輸・通信－運
送・乗物

濃州上有知関より高山迄牛方駄賃（断簡） 上巻-P374

K-2-40-4
運輸・通信－運
送・乗物

乍恐以書付奉願上候（運送仲継并牛方渡世許容願） 上巻-P374
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K-2-40-5
運輸・通信－運
送・乗物

乍恐以書付奉願上候（中牛馬会社取開に付請負人願上） 上巻-P374

K-2-40-6
運輸・通信－運
送・乗物

乍恐以書付奉願上候（馬喰渡世仕度願） 上巻-P374

K-2-40-7
運輸・通信－運
送・乗物

牛馬引繋の件注意書高山出張所 上巻-P374

K-2-40-8
運輸・通信－運
送・乗物

馬喰組合に関する史料（写）〈角竹記録〉 上巻-P374

K-2-40-9
運輸・通信－運
送・乗物

飛騨と牛（牛方“ドシマ”の説明） 上巻-P374

K-2-40-10
運輸・通信－運
送・乗物

「牛」に関する飛騨史文献〈角竹記録〉 上巻-P374

K-2-40-11
運輸・通信－運
送・乗物

覚（駄賃取替文書） 上巻-P374

K-2-40-12
運輸・通信－運
送・乗物

覚（堀ノ内村牛方荷賃銭仕切書） 上巻-P374

K-2-40-13
運輸・通信－運
送・乗物

藤瀬村役人馬賃受取書 上巻-P374

K-2-40-14
運輸・通信－運
送・乗物

馬駄賃 上巻-P374

K-2-40-15
運輸・通信－運
送・乗物

覚（牛方荷物（炭代）駄賃）中村牛方十蔵 上巻-P374

K-2-40-16
運輸・通信－運
送・乗物

送状証券書添（牛方荷物（紙）送り状） 上巻-P374

K-2-40-17
運輸・通信－運
送・乗物

送状之事（牛方荷物送り状） 上巻-P374

K-2-40-18
運輸・通信－運
送・乗物

覚（牛方荷物請取状） 上巻-P374

K-2-40-19
運輸・通信－運
送・乗物

覚（牛方荷（紙）仕切書）池屋善七差出 上巻-P374

K-2-40-20
運輸・通信－運
送・乗物

牛方荷物送り状加藤彦兵衛から飛・高山 上巻-P374

K-2-40-21
運輸・通信－運
送・乗物

覚（巣山村牛方塩運送請取書） 上巻-P375

K-2-40-22
運輸・通信－運
送・乗物

牛方荷問屋の差配人（川原町甚兵衛）〈角竹メモ〉 上巻-P375

K-2-40-23
運輸・通信－運
送・乗物

越中史料（新川より猪谷口へ米、荷物運送の事） 上巻-P375

K-2-40-24
運輸・通信－運
送・乗物

大八賀三福寺小池氏蔵文書〈角竹記録〉 上巻-P375

K-2-40-25
運輸・通信－運
送・乗物

覚（御用木船東岩瀬浜より江戸迄相立候ニ付） 上巻-P375

K-2-40-26
運輸・通信－運
送・乗物

覚（塩・油・干鰈の荷送りの件） 上巻-P375

K-2-40-27
運輸・通信－運
送・乗物

空船送状之事 上巻-P375

K-2-40-28
運輸・通信－運
送・乗物

覚（船改書） 上巻-P375

K-2-40-29
運輸・通信－運
送・乗物

書状（高山向町庄九郎米大豆買入引取の運輸に付いて） 上巻-P375

K-2-40-30
運輸・通信－運
送・乗物

乍恐以書付奉願上候（買入米他領運送ニ付御添・願） 上巻-P375

K-2-40-31
運輸・通信－運
送・乗物

上有知より岐阜への早便船広告 上巻-P375

K-2-40-32
運輸・通信－運
送・乗物

奉紙送り状（船津町駅内国通運会社の印あり） 上巻-P375

K-2-40-33
運輸・通信－運
送・乗物

貨物輸送券（紙送り状）日下部平兵衛宛 上巻-P375

K-2-40-34
運輸・通信－運
送・乗物

夫食米送り状（舟津町諸荷物会所紅粉屋印あり） 上巻-P375

K-2-40-35
運輸・通信－運
送・乗物

舟津町荷物会所紅粉屋より八日町荷物屋経由荷物（越中米）送り状 上巻-P375

K-2-40-36
運輸・通信－運
送・乗物

覚（金子及書状受取状） 上巻-P375
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K-2-40-37
運輸・通信－運
送・乗物

覚（金子及書状受取状） 上巻-P376

K-2-40-38
運輸・通信－運
送・乗物

飛州行越中肴類西猪谷御関所改札 上巻-P376

K-2-40-39
運輸・通信－運
送・乗物

当県荷物大津県より請取分扣 上巻-P376

K-2-40-40
運輸・通信－運
送・乗物

越前米買入に付駄賃（亀屋次郎左衛門書状）〈角竹写〉 上巻-P376

K-2-40-41
運輸・通信－運
送・乗物

書状（刈谷米・大垣米買上ニ付運送方一件） 上巻-P376

K-2-40-42
運輸・通信－運
送・乗物

書状（越中八寸紙壱束御売渡被下度願上候） 上巻-P376

K-2-40-43
運輸・通信－運
送・乗物

書状（歩荷より生志び入手）安兵衛から御父上宛 上巻-P376

K-2-40-44
運輸・通信－運
送・乗物

書状（船津町村与左衛門儀銅鉐山稼所夫食買入并引取之儀ニ付）金沢藩
東岩瀬郡治局から高山県庁宛

上巻-P376

K-2-40-45
運輸・通信－運
送・乗物

大船名前書（土屋氏とあり） 上巻-P376

K-2-40-46
運輸・通信－運
送・乗物

美濃・関荷物問屋飛騨屋勘六郎送り状 上巻-P376

K-2-40-47
運輸・通信－運
送・乗物

送り状之事（小松表・琉球等送り状） 上巻-P376

K-2-40-48
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷送り状）飛騨屋平三郎から谷屋平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-49
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷物送り状）谷平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-50
運輸・通信－運
送・乗物

封金送り状小和田屋利右衛門から助雲屋太右衛門宛 上巻-P376

K-2-40-51
運輸・通信－運
送・乗物

覚（御用米送り状）忍屋から高山川市宛 上巻-P376

K-2-40-52
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷送り状）高岡儀兵衛から谷屋平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-53
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷送り状）高岡儀兵衛から谷屋平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-54
運輸・通信－運
送・乗物

覚（金請取書）桐山勘兵衛 上巻-P376

K-2-40-55
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷送り状）古川町吉兵衛から谷屋平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-56
運輸・通信－運
送・乗物

送り状之事古川屋吉兵衛から谷屋平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-57
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷（紙）送り状） 上巻-P376

K-2-40-58
運輸・通信－運
送・乗物

荷（石油）送り状関会社から日下部平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-59
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷送り状）茂住太右衛門から谷屋平兵衛宛 上巻-P376

K-2-40-60
運輸・通信－運
送・乗物

荷送り状高山町会所宛（古川荷物問屋廣源印あり） 上巻-P376

K-2-40-61
運輸・通信－運
送・乗物

覚（荷送り状）（飛州高山問屋印あり） 上巻-P376

K-2-40-62
運輸・通信－運
送・乗物

荷（免毫拾本）送り状日下部宛 上巻-P377

K-2-40-63
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り状岐阜市梅徳運送店他 上巻-P377

K-2-40-64
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り状 上巻-P377

K-2-40-65
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り状（紙荷物） 上巻-P377

K-2-40-66
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り状 上巻-P377

K-2-40-67
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り書証（紙荷物他） 上巻-P377

K-2-40-68
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り状（紙荷物他） 上巻-P377
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K-2-40-69
運輸・通信－運
送・乗物

日下部平兵衛宛荷物送り状（紙荷物他） 上巻-P377

K-2-40-70
運輸・通信－運
送・乗物

荷主団体組織綱領 上巻-P377

K-2-40-71
運輸・通信－運
送・乗物

記（大八車九輌届出） 上巻-P377

K-2-40-72
運輸・通信－運
送・乗物

達状扣（高山町他4村の駅村通運会社、内国通運会社の社則ニ照準取扱
べき事）筑摩県権令永山盛輝

上巻-P377

K-2-40-73
運輸・通信－運
送・乗物

内国通運会社明治十二年中取扱金高調書 上巻-P377

K-2-40-74
運輸・通信－運
送・乗物

布達（駅伝営業取締規則）岐阜県令小崎利準 上巻-P377

K-2-40-75
運輸・通信－運
送・乗物

高山驛伝組合規約書 上巻-P377

K-2-40-76
運輸・通信－運
送・乗物

願書（営業鑑札取戻の件通運会社高山分社） 上巻-P377

K-2-40-77
運輸・通信－運
送・乗物

上申書（陸運諸荷物請負人馬継立所について） 上巻-P377

K-2-40-78
運輸・通信－運
送・乗物

運輸営業取締規則（岐阜県令第五十七号） 上巻-P377

K-2-40-79
運輸・通信－運
送・乗物

営業鑑札名前御書換願 上巻-P377

K-2-40-80
運輸・通信－運
送・乗物

内国通運会社高山分社仮出張店ト改称御届 上巻-P377

K-2-40-81
運輸・通信－運
送・乗物

御願書（日本運輸会社貨物請負人馬継立営業願） 上巻-P378

K-2-40-82
運輸・通信－運
送・乗物

筑摩県一覧表（陸運会社賃銭他） 上巻-P378

K-2-40-83
運輸・通信－運
送・乗物

御願書（人力車渡世願） 上巻-P378

K-2-40-84
運輸・通信－運
送・乗物

人力車荷車数取調書 上巻-P378

K-2-40-85
運輸・通信－運
送・乗物

布達（車所有人心得書）岐阜県令小崎利準 上巻-P378

K-2-40-86
運輸・通信－運
送・乗物

自動車の試乗〔高山新報〕 上巻-P378

K-2-40-87
運輸・通信－運
送・乗物

濃飛自動車株式会社株式募集の広告〈角竹写〉 上巻-P378

K-2-40-88
運輸・通信－運
送・乗物

人力車の凋落〔岐阜日日新聞〕 上巻-P378

K-2-40-89
運輸・通信－運
送・乗物

汽船東海丸遭難者義捐金募金謹告 上巻-P378

K-2-40-90
運輸・通信－運
送・乗物

高山・古川間自動車の運転〔高山タイムス〕 上巻-P378

K-2-40-91
運輸・通信－運
送・乗物

田口療院広告（自動車・乗合馬車停留所前） 上巻-P378

K-2-40-92
運輸・通信－運
送・乗物

小坂～三原間乗合自動車開通の広告 上巻-P378

K-2-40-93
運輸・通信－運
送・乗物

人力車賃を貪る飛騨の車夫馬車組合定款〔飛騨日報〕 上巻-P378

K-2-40-94
運輸・通信－運
送・乗物

飛行家都竹鉄三郎氏の来高〔高山タイムス〕 上巻-P378

K-2-40-95
運輸・通信－運
送・乗物

上仲鈴子孃後援趣意書〔飛騨毎日新聞号外〕 上巻-P378

K-2-40-96
運輸・通信－運
送・乗物

グライダー上野平で滑空実演〔新聞切抜〕 上巻-P378

K-2-40-97
運輸・通信－運
送・乗物

葉書（グライダー二級滑空士証を受けた知らせ） 上巻-P378

K-2-40-98
運輸・通信－運
送・乗物

飛行機来高〔新聞切抜〕 上巻-P378

K-2-40-99
運輸・通信－運
送・乗物

高山へ飛行家来る　〔新聞切抜〕 上巻-P378

K-2-40-100
運輸・通信－運
送・乗物

昭和タクシー開業挨拶〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P378
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K-2-40-101
運輸・通信－運
送・乗物

昭和タクシー開業広告〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P378

K-2-40-102
運輸・通信－運
送・乗物

貸自動車賃金表日乃出自動車会社 上巻-P378

K-2-40-103
運輸・通信－運
送・乗物

定期発車時間表飛騨自動車株式会社 上巻-P378

K-2-40-104
運輸・通信－運
送・乗物

自動車開通（高山～角川元田）の広告 上巻-P378

K-2-40-105
運輸・通信－運
送・乗物

乗鞍山麓九蔵奥まで登山自動車道完成 上巻-P379

K-2-40-106
運輸・通信－運
送・乗物

岐阜県令人力車営業取締規則岐阜県知事曽我部道夫 上巻-P379

K-2-40-107
運輸・通信－運
送・乗物

人力車業者廃業申出る〔新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-108
運輸・通信－運
送・乗物

十一自動車合同濃飛乗合自動車株式会社新設挨拶状 上巻-P379

K-2-40-109
運輸・通信－運
送・乗物

乗鞍登山道路ロマンスカー運転〔飛騨新聞〕 上巻-P379

K-2-40-110
運輸・通信－運
送・乗物

市内循環バス運転開始は三月頃〔高山市民時報〕 上巻-P379

K-2-40-111
運輸・通信－運
送・乗物

高山乗鞍線の国道編入運動展開〔飛騨新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-112
運輸・通信－運
送・乗物

原山行バス出る〔高山市民時報〕 上巻-P379

K-2-40-113
運輸・通信－運
送・乗物

高山本線汽車時間表 上巻-P379

K-2-40-114
運輸・通信－運
送・乗物

松本バス乗鞍乗入問題〔飛騨ウイークリー〕 上巻-P379

K-2-40-115
運輸・通信－運
送・乗物

濃飛バスの清見線延長〔高山市民時報〕 上巻-P379

K-2-40-116
運輸・通信－運
送・乗物

各路線時刻表案内広告濃飛自動車株式会社 上巻-P379

K-2-40-117
運輸・通信－運
送・乗物

吉城運輸会社高山、富山に定期便 上巻-P379

K-2-40-118
運輸・通信－運
送・乗物

自動車の数八〇六八台となり高山の新記録 上巻-P379

K-2-40-119
運輸・通信－運
送・乗物

上枝へバス通う〔高山市民時報〕 上巻-P379

K-2-40-120
運輸・通信－運
送・乗物

平湯定期開始の広告飛騨運輸株式会社 上巻-P379

K-2-40-121
運輸・通信－運
送・乗物

下呂－高山準急バス時刻表濃飛乗合自動車株式会社 上巻-P379

K-2-40-122
運輸・通信－運
送・乗物

はとタクシー開始広告 上巻-P379

K-2-40-123
運輸・通信－運
送・乗物

天生線時刻表（高山－荻町間バス運転） 上巻-P379

K-2-40-124
運輸・通信－運
送・乗物

（臨時運転賃金値下）広告飛騨自動車株式会社 上巻-P379

K-2-40-125
運輸・通信－運
送・乗物

濃飛乗合自動車株式会社路線図 上巻-P379

K-2-40-126
運輸・通信－運
送・乗物

高山本線距離運賃表 上巻-P379

K-2-40-127
運輸・通信－運
送・乗物

飛騨自動車会社雇用の運転手〈角竹記録〉 上巻-P379

K-2-40-128
運輸・通信－運
送・乗物

「原山スキー場」ごあんない 上巻-P379

K-2-40-129
運輸・通信－運
送・乗物

信飛国境バス開始〔新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-130
運輸・通信－運
送・乗物

白鳥・大野間に省営バス開通〔新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-131
運輸・通信－運
送・乗物

恵北自動車調（他に馬瀬村バスの知らせ） 上巻-P379

K-2-40-132
運輸・通信－運
送・乗物

東支鉄道乗車券及び明治神宮鎮座拾年祭記念往復乗車券 上巻-P379
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K-2-40-133
運輸・通信－運
送・乗物

一宮駅乗降客数調〔新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-134
運輸・通信－運
送・乗物

飛騨の観光客激増－安房峠全通による－〔新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-135
運輸・通信－運
送・乗物

自動車運輸の計画〔新聞切抜〕 上巻-P379

K-2-40-136
運輸・通信－運
送・乗物

運賃金受取証 上巻-P380

K-2-40-137
運輸・通信－運
送・乗物

高山市史原稿“乗物”〈角竹記録〉 上巻-P380

K-2-40-138
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道東京～横浜の開業式〔新聞切抜〕 上巻-P380

K-2-40-139
運輸・通信－飛
騨鉄道

京濱間鉄道開通の広告（東京・横濱間の七里の間） 上巻-P380

K-2-40-140
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨国大野郡・益田郡・吉城郡反別地価戸数人口取調表 上巻-P380

K-2-40-141
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（飛騨鉄道に関する一件） 上巻-P380

K-2-40-142
運輸・通信－飛
騨鉄道

中央鉄道西筑摩線布設ノ趣意書 上巻-P380

K-2-40-143
運輸・通信－飛
騨鉄道

請願書（飛騨国鉄道敷設） 上巻-P380

K-2-40-144
運輸・通信－飛
騨鉄道

濃越飛騨鉄道敷設請願趣意書住民平編輯発行 上巻-P380

K-2-40-145
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道修正同盟会趣意書鉄道修正同盟会委員 上巻-P380

K-2-40-146
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道敷設法改正案及改正追加案 上巻-P380

K-2-40-147
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道敷設材料の件） 上巻-P380

K-2-40-148
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（書記官上京の儀ニ付） 上巻-P380

K-2-40-149
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（京鶴鉄道ノ儀ニ付） 上巻-P380

K-2-40-150
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道に関する古川町会議の様子知らせ） 上巻-P380

K-2-40-151
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（視察に来た際の礼状） 上巻-P380

K-2-40-152
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（飛騨鉄道の収入の件で富山の銀行より依頼の件） 上巻-P380

K-2-40-153
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（岐阜より富山迄の線路は単独線に修正の案） 上巻-P380

K-2-40-154
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道に関し益田郡の様子知らせ） 上巻-P380

K-2-40-155
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道布設請願委員出京の儀ニ付） 上巻-P381

K-2-40-156
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道布設請願出京の件） 上巻-P381

K-2-40-157
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（飛騨鉄道の件で上京するが病の為一時帰国したい旨）（池之端）惣助
から船坂宛

上巻-P381

K-2-40-158
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道請願書及び理由書壱部送付の件） 上巻-P381

K-2-40-159
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（鉄道の請願書及び趣意書の件） 上巻-P381

K-2-40-160
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（中仙道鉄道に関する） 上巻-P381

K-2-40-161
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（飛騨鉄道線路実測費精算の件） 上巻-P381

K-2-40-162
運輸・通信－飛
騨鉄道

中北鉄道株式会社創立発起認可申請書他一件 上巻-P381

K-2-40-163
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道株式原簿高山支部 上巻-P381

K-2-40-164
運輸・通信－飛
騨鉄道

書状（尾張鉄道に同意の通知） 上巻-P381



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
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K-2-40-165
運輸・通信－飛
騨鉄道

御願書（中央線工事休止に付申請書） 上巻-P381

K-2-40-166
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道敷設速成希望ニ関スル趣意書〔高山新報〕 上巻-P381

K-2-40-167
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道速成期成同盟会案内 上巻-P381

K-2-40-168
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道彙報〔高山新報附録〕 上巻-P381

K-2-40-169
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨縦貫鉄道祝賀会案内 上巻-P381

K-2-40-170
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道起工祝賀会〔濃飛日報〕 上巻-P381

K-2-40-171
運輸・通信－飛
騨鉄道

祝岐阜各務ケ原間鉄道開通〔岐阜日日新聞〕 上巻-P381

K-2-40-172
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨金山駅開通式〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P381

K-2-40-173
運輸・通信－飛
騨鉄道

金山焼石間開通〔飛騨毎日新聞、大阪毎日新聞〕 上巻-P381

K-2-40-174
運輸・通信－飛
騨鉄道

信飛鉄道の建設計画〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P381

K-2-40-175
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道問題を顧みて（一）（二）（三）（四） 上巻-P382

K-2-40-176
運輸・通信－飛
騨鉄道

下呂駅開通式〔飛騨毎日新聞、大阪毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-177
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄路は伸びる飛騨奥地へ、下呂－萩原間は九日から開通 上巻-P382

K-2-40-178
運輸・通信－飛
騨鉄道

下呂・萩原間の開通〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-179
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨萩原駅開通式〔岐阜日日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-180
運輸・通信－飛
騨鉄道

絵ハガキ（高山線下呂－萩原間鉄道開通記念） 上巻-P382

K-2-40-181
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山・飛越両線昭和九年の秋には両鉄道を全通させる 上巻-P382

K-2-40-182
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線宮峠トンネル坑口、飛越線第九工区杉原トンネル坑口〔大阪毎日新
聞〕

上巻-P382

K-2-40-183
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山駅敷地の黒杭打ちけふから始まる〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-184
運輸・通信－飛
騨鉄道

けふより開通越美南線〔岐阜日日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-185
運輸・通信－飛
騨鉄道

杉原駅建築工事終了〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-186
運輸・通信－飛
騨鉄道

杉原駅開通〔高山日日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-187
運輸・通信－飛
騨鉄道

杉原駅開通〔新聞切抜〕 上巻-P382

K-2-40-188
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨小坂駅開通式〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-189
運輸・通信－飛
騨鉄道

開通近き小坂駅〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-190
運輸・通信－飛
騨鉄道

待望の飛騨鉄道を語る（高山飛越両線の堅く握手する年） 上巻-P382

K-2-40-191
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨の産業大観（鉄道開通を契機に産業機構は一変） 上巻-P382

K-2-40-192
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線全通祝賀第三日の様子〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P382

K-2-40-193
運輸・通信－飛
騨鉄道

郷土第二巻十月号（高山本線全通記念特輯） 上巻-P382

K-2-40-194
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線開通高山駅写真 上巻-P382

K-2-40-195
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道唱歌高山西尋常高等小学校島尻弘一編 上巻-P382

K-2-40-196
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線全通記念飛騨鉄道唱歌稿 上巻-P382
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K-2-40-197
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山本線全通祝賀新聞折込み・煙火目録・山岳大展覧会趣意書・祝賀行
進歌

上巻-P382

K-2-40-198
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山駅乗降客数・値上旅客運賃等記事〔飛騨新聞〕 上巻-P382

K-2-40-199
運輸・通信－飛
騨鉄道

（市政施行鉄道開通拾五周年を祝す）包紙 上巻-P382

K-2-40-200
運輸・通信－飛
騨鉄道

乗鞍山頂「国鉄山の家」落成式〔中部日本新聞〕 上巻-P383

K-2-40-201
運輸・通信－飛
騨鉄道

日本の鉄道上中下〔毎日小学生新聞〕 上巻-P383

K-2-40-202
運輸・通信－飛
騨鉄道

東京に信飛鉄道促進事務所〔中部日本新聞〕 上巻-P383

K-2-40-203
運輸・通信－飛
騨鉄道

祝国有鉄道神岡線着工決定〔新聞切抜〕 上巻-P383

K-2-40-204
運輸・通信－飛
騨鉄道

中北鉄道株式会社創立発起許可申請書〈角竹写〉 上巻-P383

K-2-40-205
運輸・通信－飛
騨鉄道

中央鉄道線中馬街道線布設予定之略図 上巻-P383

K-2-40-206
運輸・通信－飛
騨鉄道

中央鉄道東西筑摩・上下伊那比較線図 上巻-P383

K-2-40-207
運輸・通信－飛
騨鉄道

大阪・西京間鉄道線平面概畧図 上巻-P383

K-2-40-208
運輸・通信－飛
騨鉄道

東京蒸汽車の図（綿絵） 上巻-P383

K-2-40-209
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線下呂飛騨萩原間開通記念印刷紙 上巻-P383

K-2-40-210
運輸・通信－飛
騨鉄道

各停車場轄内村々の民山林反別及び此木数調 上巻-P383

K-2-40-211
運輸・通信－飛
騨鉄道

南北鉄道株代表者氏名 上巻-P383

K-2-40-212
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道測量費特志金 上巻-P383

K-2-40-213
運輸・通信－飛
騨鉄道

益田郡内各駅調〈角竹記録〉 上巻-P383

K-2-40-214
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道に関する史料〈角竹記録〉 上巻-P383

K-2-40-215
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線開通式当日を迎へ故住民平氏の功績を回顧す 上巻-P383

K-2-40-216
運輸・通信－飛
騨鉄道

国分寺にある住民平氏の墓〔写真〕 上巻-P383

K-2-40-217
運輸・通信－飛
騨鉄道

佐分利工学士及住民平氏明二日午后着高之趣知らせ 上巻-P383

K-2-40-218
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道会議・鉄道院に於て開会〔飛騨日報〕 上巻-P383

K-2-40-219
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛騨鉄道案可決〔飛騨日報〕 上巻-P383

K-2-40-220
運輸・通信－飛
騨鉄道

濃越鉄道敷設確定祝賀会〔岐阜日日新聞〕 上巻-P383

K-2-40-221
運輸・通信－飛
騨鉄道

鉄道大臣来高ニ付歓迎会のお知らせ 上巻-P383

K-2-40-222
運輸・通信－飛
騨鉄道

飛越線工事を入札〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P383

K-2-40-223
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山駅位置確定す〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P383

K-2-40-224
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山本線全通式〔飛騨毎日新聞、大阪毎日新聞〕 上巻-P383

K-2-40-225
運輸・通信－飛
騨鉄道

高山線建設要覧鉄道省岐阜建設事務所 上巻-P383

K-2-40-226
運輸・通信－通
信（飛脚を含

御用状御年貢金差送り状（飛脚屋早便を以て） 上巻-P383

K-2-40-227
運輸・通信－通
信（飛脚を含

書状（宮内省より油紙包高山県へ仕立飛脚を以て御届のこと）小嶋権兵衛
から高山県御役人御衆中宛

上巻-P384

K-2-40-228
運輸・通信－通
信（飛脚を含

御用状（箱入書状請取） 上巻-P384
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K-2-40-229
運輸・通信－通
信（飛脚を含

飛脚賃渡方矢嶋善左衛門から加賀屋清五郎宛 上巻-P384

K-2-40-230
運輸・通信－通
信（飛脚を含

送り状 上巻-P384

K-2-40-231
運輸・通信－通
信（飛脚を含

覚（飛脚より駄賃請取のこと） 上巻-P384

K-2-40-232
運輸・通信－通
信（飛脚を含

書状包紙（早序印あり） 上巻-P384

K-2-40-233
運輸・通信－通
信（飛脚を含

上書紙（尾州名古屋中嶋屋彦吉様宛） 上巻-P384

K-2-40-234
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（郵便取扱申付） 上巻-P384

K-2-40-235
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（郵便御用取扱中駅逓寮等他四等格申付） 上巻-P384

K-2-40-236
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（四等郵便役）駅逓頭から田島知平宛 上巻-P384

K-2-40-237
運輸・通信－通
信（飛脚を含

給米辞令駅逓頭から田島知平宛 上巻-P384

K-2-40-238
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（七等郵便取扱役申付） 上巻-P384

K-2-40-239
運輸・通信－通
信（飛脚を含

達（郵便利用の達）筑摩県権参事高木惟矩 上巻-P384

K-2-40-240
運輸・通信－通
信（飛脚を含

御届（辞令仰付の御届） 上巻-P384

K-2-40-241
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（六等郵便取扱役） 上巻-P384

K-2-40-242
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（七等郵便取扱役申付） 上巻-P384

K-2-40-243
運輸・通信－通
信（飛脚を含

給米辞令駅逓頭前島密から田嶋壮二郎宛 上巻-P384

K-2-40-244
運輸・通信－通
信（飛脚を含

郵便役所の諸通知・達高山郵便局 上巻-P384

K-2-40-245
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（六等郵便取扱役） 上巻-P384

K-2-40-246
運輸・通信－通
信（飛脚を含

目録（金壱円五拾銭）田島知平 上巻-P384

K-2-40-247
運輸・通信－通
信（飛脚を含

飛信逓送規則中抜萃岐阜県権令小崎利準 上巻-P384

K-2-40-248
運輸・通信－通
信（飛脚を含

金子入書状受取合符 上巻-P385

K-2-40-249
運輸・通信－通
信（飛脚を含

達本県乙第四十九号（郵便為換取開始の通知） 上巻-P385

K-2-40-250
運輸・通信－通
信（飛脚を含

覚（郵便封書形態） 上巻-P385

K-2-40-251
運輸・通信－通
信（飛脚を含

書留郵便物請取証高山日下部平兵衛 上巻-P385

K-2-40-252
運輸・通信－通
信（飛脚を含

東京日々新聞代（三ケ月前金2円64銭郵便共） 上巻-P385

K-2-40-253
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（三等郵便取扱役）駅逓局から田島知平宛 上巻-P385

K-2-40-254
運輸・通信－通
信（飛脚を含

辞令（三等郵便取扱役申付） 上巻-P385

K-2-40-255
運輸・通信－通
信（飛脚を含

達本県丙第七号（黍生谷郵便局ヲ廃シ鳩谷他8箇所ヘ新ニ郵便局設置の
通知）岐阜県令小崎利準

上巻-P385

K-2-40-256
運輸・通信－通
信（飛脚を含

森七左衛門宛手紙（封筒に切手消印あり） 上巻-P385

K-2-40-257
運輸・通信－通
信（飛脚を含

高山郵便局二等郵便局と相定候通知駅逓局 上巻-P385

K-2-40-258
運輸・通信－通
信（飛脚を含

（田島知平）身元証明書石川勘蔵から国井清廉宛 上巻-P385

K-2-40-259
運輸・通信－通
信（飛脚を含

通知書（預け金を受取帳面に記載したことの通知書） 上巻-P385

K-2-40-260
運輸・通信－通
信（飛脚を含

願書 上巻-P385
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K-2-40-261
運輸・通信－通
信（飛脚を含

御請書（慰労給与目録） 上巻-P385

K-2-40-262
運輸・通信－通
信（飛脚を含

貨幣早達便逓送金請取証 上巻-P385

K-2-40-263
運輸・通信－通
信（飛脚を含

高山郵便電信局史料（森家史料の内）〈角竹記録〉 上巻-P385

K-2-40-264
運輸・通信－通
信（飛脚を含

明治三十三年度飛騨国郵便統計表 上巻-P385

K-2-40-265
運輸・通信－通
信（飛脚を含

長距離電話架設について電話の架設について 上巻-P385

K-2-40-266
運輸・通信－通
信（飛脚を含

高山郵便局郵便物差立時刻表〔高山新報〕 上巻-P385

K-2-40-267
運輸・通信－通
信（飛脚を含

電話加入勧誘〔高山新報〕 上巻-P386

K-2-40-268
運輸・通信－通
信（飛脚を含

官設電話架設寄附金収入台帳高山町 上巻-P386

K-2-40-269
運輸・通信－通
信（飛脚を含

局舎敷地之件 上巻-P386

K-2-40-270
運輸・通信－通
信（飛脚を含

土地売渡承諾書扣 上巻-P386

K-2-40-271
運輸・通信－通
信（飛脚を含

土地交換承諾書（扣共）（元高山電信局敷地） 上巻-P386

K-2-40-272
運輸・通信－通
信（飛脚を含

土地交換承諾書（下書）（元高山電信局敷地） 上巻-P386

K-2-40-273
運輸・通信－通
信（飛脚を含

土地売渡承諾書案名古屋逓信管理局長杉精三宛 上巻-P386

K-2-40-274
運輸・通信－通
信（飛脚を含

土地交換承諾書案（元高山電信局敷地） 上巻-P386

K-2-40-275
運輸・通信－通
信（飛脚を含

電話交換業務拡張ノ請願他 上巻-P386

K-2-40-276
運輸・通信－通
信（飛脚を含

市内電話新設工事着手の件 上巻-P386

K-2-40-277
運輸・通信－通
信（飛脚を含

特設電話交換開始〔高山新報〕 上巻-P386

K-2-40-278
運輸・通信－通
信（飛脚を含

八月十一日開通飛騨高山町電話案内〔岐阜日日新聞〕 上巻-P386

K-2-40-279
運輸・通信－通
信（飛脚を含

新町郵便局開局披露〔高山タイムス〕 上巻-P386

K-2-40-280
運輸・通信－通
信（飛脚を含

日本に始めての電送写真〔新聞切抜〕 上巻-P386

K-2-40-281
運輸・通信－通
信（飛脚を含

高山郵便局新築〔切抜〕 上巻-P386

K-2-40-282
運輸・通信－通
信（飛脚を含

山の上から電話通信〔毎日小学生新聞〕 上巻-P386

K-2-40-283
運輸・通信－通
信（飛脚を含

広告（乗鞍山頂から電波にのせて電報・電話のサービス） 上巻-P386

K-2-40-284
運輸・通信－通
信（飛脚を含

乗鞍山頂と無線でモシモシ、性能誇る本社携帯電話 上巻-P386

K-2-40-285
運輸・通信－通
信（飛脚を含

記（金銭封入書状受取書） 上巻-P386

K-2-40-286
運輸・通信－通
信（飛脚を含

高山郵便御用所扱所印鑑 上巻-P386

K-2-40-287
運輸・通信－通
信（飛脚を含

ＣＢＣ高山放送局週間プログラム〈角竹記録〉 上巻-P386

K-2-40-288
運輸・通信－通
信（飛脚を含

我が国始めての無線電話開通〈角竹記録〉 上巻-P386

K-2-40-289
運輸・通信－通
信（飛脚を含

高山市史郵便電信資料〈角竹記録〉 上巻-P386

K-2-40-290
運輸・通信－通
信（飛脚を含

電話に関する史料〈角竹記録〉 上巻-P386

K-2-40-291
運輸・通信－通
信（飛脚を含

郵便局移転についてメモ〈角竹記録〉 上巻-P387

K-2-40-292
運輸・通信－通
信（飛脚を含

郵便関係史料〈角竹記録〉 上巻-P387
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K-2-40-293
運輸・通信－通
信（飛脚を含

日本に於ける新聞発行の歴史〈角竹記録〉 上巻-P387

K-2-40-294
運輸・通信－通
信（飛脚を含

書状（御管内鉱山出銀銅大阪造幣寮ェ差立の件） 上巻-P387

K-2-40-295
運輸・通信－通
信（飛脚を含

領収書（電信架設費中ェ献金） 上巻-P387

K-2-41-1-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

廰宣（写）一宮神領大江朝臣 上巻-P389

K-2-41-1-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

借用金議定証文之事他（一之宮要用書） 上巻-P389

K-2-41-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

借用金銭定證文之事 上巻-P389

K-2-41-3
神社－飛騨一
之宮水無神社

借用金銭定證文之事他（一之宮修覆入用金の件） 上巻-P389

K-2-41-4
神社－飛騨一
之宮水無神社

金子借用証文之事、一之宮太々神楽史料 上巻-P389

K-2-41-5
神社－飛騨一
之宮水無神社

天保年間一之宮御造営史料（一之宮葺替奉加覚他） 上巻-P389

K-2-41-6
神社－飛騨一
之宮水無神社

一宮大旗志神主梶原陸奥守 上巻-P389

K-2-41-7
神社－飛騨一
之宮水無神社

乍恐以書付奉歎願候（一宮祠堂金貸付に付訴訟） 上巻-P389

K-2-41-8
神社－飛騨一
之宮水無神社

金子預り證文之事他（一之宮祠掌金一件） 上巻-P389

K-2-41-9-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

一之宮造営御用懸苗氏届（桐山勘兵衛他） 上巻-P389

K-2-41-9-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

神官社家に関する件 上巻-P389

K-2-41-10
神社－飛騨一
之宮水無神社

乍恐以書付奉願上候（一宮造営に付拝借金延納願） 上巻-P389

K-2-41-11-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社事務取扱届（宮司、祢宜任免） 上巻-P389

K-2-41-11-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

飛騨一之宮水無神社御造営奉賛会（趣意書他） 上巻-P389

K-2-41-12
神社－飛騨一
之宮水無神社

領収証（絵馬堂新築費寄附） 上巻-P389

K-2-41-13
神社－飛騨一
之宮水無神社

神社関係領収證（荒城神社、水無神社） 上巻-P389

K-2-41-14-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

覚（一宮造営寄附金請取書）桐山源兵衛 上巻-P389

K-2-41-14-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

（鏡餅、神酒献納受領證） 上巻-P389

K-2-41-15
神社－飛騨一
之宮水無神社

証（水無神社基本金寄附受取証） 上巻-P390

K-2-41-16
神社－飛騨一
之宮水無神社

位山一位の笏と飛騨一之宮国幣小社水無神社社務所 上巻-P390

K-2-41-17-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

飛騨一宮水無神社畧記熊崎善親著 上巻-P390

K-2-41-17-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

飛騨一宮水無神社畧誌水無神社々務所発行 上巻-P390

K-2-41-18-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社史料概覧角竹喜登 上巻-P390

K-2-41-18-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社の歴史文学士奥田眞啓著 上巻-P390

K-2-41-19
神社－飛騨一
之宮水無神社

国幣小社水無神社本殿立柱上棟祭式次第案内書 上巻-P390

K-2-41-20
神社－飛騨一
之宮水無神社

飛騨一宮水無神社の遷座祭に当りて角竹喜登 上巻-P390

K-2-41-21
神社－飛騨一
之宮水無神社

飛騨一宮水無神社御礼祭特殊神事宮司上杉一枝 上巻-P390

K-2-41-22-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

口演（太々正神楽執行） 上巻-P390

K-2-41-22-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

書状（土蔵すた無心） 上巻-P390
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K-2-41-23
神社－飛騨一
之宮水無神社

覚（一之宮神供米請取書） 上巻-P390

K-2-41-24
神社－飛騨一
之宮水無神社

書状（一之宮大宮司毛利主殿関係書状他） 上巻-P390

K-2-41-25
神社－飛騨一
之宮水無神社

覚（一之宮買請米代請取書）菊田泰蔵・斉藤勝平 上巻-P390

K-2-41-26
神社－飛騨一
之宮水無神社

覚（一之宮神主安石代買請米代金上納請取書） 上巻-P390

K-2-41-27
神社－飛騨一
之宮水無神社

覚一之宮大宮司から杉崎甚右衛門宛 上巻-P390

K-2-41-28-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

覚（一之宮拂米代上納請取書） 上巻-P390

K-2-41-28-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社大麻御初穂料請取証清見村事務扱所 上巻-P390

K-2-41-29
神社－飛騨一
之宮水無神社

書簡（一之宮大々講に関する記事） 上巻-P390

K-2-41-30-1
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社假殿遷座祭〔新聞切抜〕 上巻-P390

K-2-41-30-2
神社－飛騨一
之宮水無神社

木造始祭執行案内 上巻-P390

K-2-41-31
神社－飛騨一
之宮水無神社

郷社一之宮神社奉賛会役員名簿 上巻-P390

K-2-41-32
神社－飛騨一
之宮水無神社

冨貴講（一之宮為祠堂冨貴講） 上巻-P390

K-2-41-33
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社社宝銅印（八角） 上巻-P390

K-2-41-34
神社－飛騨一
之宮水無神社

飛騨一宮と大祭角竹喜登 上巻-P390

K-2-41-35
神社－飛騨一
之宮水無神社

一宮永徳講・冨貴講額拓本 上巻-P390

K-2-41-36
神社－飛騨一
之宮水無神社

本殿上棟祭撤銭（水無神社） 上巻-P390

K-2-41-37
神社－飛騨一
之宮水無神社

古事類苑神祇部四（水無神社、飛騨国）〈角竹写〉 上巻-P390

K-2-41-38
神社－飛騨一
之宮水無神社

水無神社に神武天皇を祭るといふ考角竹喜登 上巻-P390

K-2-41-39
神社－飛騨一
之宮水無神社

鹿島太神宮印鑑、甲州第一惣社印鑑、一之宮大宮司印鑑 上巻-P391

K-2-41-40
神社－飛騨一
之宮水無神社

一之宮祠堂金の歌 上巻-P391

K-2-41-41
神社－飛騨一
之宮水無神社

一之宮御旅所（面積、高さ） 上巻-P391

K-2-41-42
神社－一本杉
白山神社

借用金年賦規定證文之事（一本杉修覆入用金借用） 上巻-P391

K-2-41-43
神社－一本杉
白山神社

獅子当番附（一本杉白山神社） 上巻-P391

K-2-41-44
神社－一本杉
白山神社

奉願上候書付（買請米願） 上巻-P391

K-2-41-45
神社－一本杉
白山神社

奉願上候書付（祭礼執行願） 上巻-P391

K-2-41-46
神社－一本杉
白山神社

乍恐以書付奉願上候（祭礼執行願） 上巻-P391

K-2-41-47
神社－一本杉
白山神社

御届（一本杉白山社例祭・杉ケ谷神明宮例祭執行届） 上巻-P391

K-2-41-48
神社－一本杉
白山神社

予約書（花里組白山社収入予約金） 上巻-P391

K-2-41-49
神社－一本杉
白山神社

借入品帳（一本杉臨時祭会計出納用度掛） 上巻-P391

K-2-41-50
神社－一本杉
白山神社

元受帳（一本杉大祭会計出納掛） 上巻-P391

K-2-41-51
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山社例祭規則帳（氏子当番附） 上巻-P391

K-2-41-52
神社－一本杉
白山神社

祭官配役名簿一本杉白山社々務所 上巻-P391
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K-2-41-53
神社－一本杉
白山神社

一本杉臨時大祭費額仮報告書他（収入、支出、請取書） 上巻-P391

K-2-41-54
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山社臨時大祭賛成者人名簿 上巻-P391

K-2-41-55
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山神社臨時大祭日誌書記掛 上巻-P391

K-2-41-56
神社－一本杉
白山神社

鳥居建築有志連名簿一本杉白山神社世話掛 上巻-P391

K-2-41-57
神社－一本杉
白山神社

岐阜県飛騨国大野郡高山町村社一本杉白山社取調書 上巻-P391

K-2-41-58
神社－一本杉
白山神社

飛騨縣社大祭費用覚一本杉氏子惣代中 上巻-P391

K-2-41-59-1
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山神社基本財産積立帳 上巻-P391

K-2-41-59-2
神社－一本杉
白山神社

東山白山社費用取立一本杉白山社氏子總代 上巻-P391

K-2-41-60
神社－一本杉
白山神社

鳥居新築契約書・仕様帳 上巻-P391

K-2-41-61
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山社石鳥居経費取立帳世話係 上巻-P392

K-2-41-62
神社－一本杉
白山神社

鳥居改築並に境内地修繕工事費明細帳一本杉白山社 上巻-P392

K-2-41-63
神社－一本杉
白山神社

東照宮・東山神明宮臨時大祭費一本杉白山神社 上巻-P392

K-2-41-64
神社－一本杉
白山神社

一本杉社務所敷地代金取立帳氏子總代 上巻-P392

K-2-41-65
神社－一本杉
白山神社

一本杉幣殿階廊修繕費取立帳惣代 上巻-P392

K-2-41-66
神社－一本杉
白山神社

一本杉積立金控氏子連中 上巻-P392

K-2-41-67
神社－一本杉
白山神社

奉納物人名帳一本杉白山神社々務所 上巻-P392

K-2-41-68
神社－一本杉
白山神社

社務所建築費明細帳一本杉氏子 上巻-P392

K-2-41-69
神社－一本杉
白山神社

社務所建築費支拂帳一本杉氏子 上巻-P392

K-2-41-70
神社－一本杉
白山神社

社務所新築金渡控 上巻-P392

K-2-41-71
神社－一本杉
白山神社

一本杉稲荷神社屋根替及両神社修繕境内修繕 上巻-P392

K-2-41-72
神社－一本杉
白山神社

社號石曵出記録建設収支証拠書類一本杉社務所 上巻-P392

K-2-41-73-1
神社－一本杉
白山神社

再奉修理一本杉白山神社御神輿 上巻-P392

K-2-41-73-2
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山神社神輿寄附金収支決算〈角竹写〉 上巻-P392

K-2-41-74
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山神社覚角竹喜登 上巻-P392

K-2-41-75
神社－一本杉
白山神社

大祭に付御神霊拝請奉祀御鳳輦御供の事 上巻-P392

K-2-41-76
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山神社例規其他参考書類 上巻-P392

K-2-41-77
神社－一本杉
白山神社

一本杉白山神社経費関係書類綴他 上巻-P392

K-2-41-78
神社－一本杉
白山神社

天然記念物矢立杉〔新聞切抜〕 上巻-P392

K-2-41-79
神社－一本杉
白山神社

白山社臨時祭 上巻-P392

K-2-41-80
神社－一本杉
白山神社

神供米神納書白山神社社務所から福寄区宛 上巻-P392

K-2-41-81
神社－一本杉
白山神社

高山市史原稿“一本杉白山神社”〈角竹写〉 上巻-P392

K-2-41-82
神社－一本杉
白山神社

墨筆一本杉神社 上巻-P392



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-41-83 神社－日枝神 日枝神社棟札（写書） 上巻-P392
K-2-41-84 神社－日枝神 日枝神社石燈籠写真（和田治朝他） 上巻-P392
K-2-41-85-1 神社－日枝神 口演（山王祭礼、試楽等例年通の事宮本よりの廻章） 上巻-P392
K-2-41-85-2 神社－日枝神 山王宮花表修覆割合小前取立他与頭滑川長三郎 上巻-P392
K-2-41-86 神社－日枝神 仕様直段書（山王御神輿設計書文書） 上巻-P392
K-2-41-87 神社－日枝神 山王宮御祭礼御神事之掟〈角竹写〉 上巻-P393
K-2-41-88 神社－日枝神 日枝社造営事件について出頭方 上巻-P393
K-2-41-89 神社－日枝神 大祭入用誌拂帳日枝神社氏子中 上巻-P393
K-2-41-90 神社－日枝神 日枝神社小教院へ出頭方神道小教院庶務課 上巻-P393
K-2-41-91-1 神社－日枝神 願書（日枝神社参詣道修繕）日枝社氏子惣代 上巻-P393
K-2-41-91-2 神社－日枝神 臨時祭願（覆新築落成遷座式） 上巻-P393
K-2-41-92 神社－日枝神 辞令（大祭釆女申付）日枝神社から坂田与志宛 上巻-P393
K-2-41-93 神社－日枝神 日枝神社御旅所用地払下の件・東山共同墓地払下願の件決議他 上巻-P393
K-2-41-94-1 神社－日枝神 神社経費（宮本印あり） 上巻-P393
K-2-41-94-2 神社－日枝神 祠掌祠官給料并に日枝神社諸入費割（宮本印あり） 上巻-P393
K-2-41-95 神社－日枝神 日枝神社臨時大祭感謝状蒲彦七他から阪田長五郎宛 上巻-P393
K-2-41-96 神社－日枝神 日枝神社真景絵図岩佐粂造画 上巻-P393
K-2-41-97 神社－日枝神 日枝神社図日枝神社氏子総代 上巻-P393
K-2-41-98 神社－日枝神 答申書（崇敬者其他ニ関スル調書）郷社日枝神社 上巻-P393
K-2-41-99 神社－日枝神 披露状、大祭執行礼状他（献納受取書他） 上巻-P393
K-2-41-100 神社－日枝神 日枝神社御旅所新築記念絵葉書 上巻-P393
K-2-41-101 神社－日枝神 縣社日枝神社の大杉〔新聞切抜〕 上巻-P393
K-2-41-102 神社－日枝神 受領證（奉納七百五拾円） 上巻-P393
K-2-41-103 神社－日枝神 日枝神社臨時大祭執行案内、富士社例祭案内社務所 上巻-P393
K-2-41-104 神社－日枝神 記（日枝社祠官、荏名神社兼勤拝命）津野五三二 上巻-P393
K-2-41-105-1 神社－日枝神 山王神輿人足出役切符滑川屋預り組 上巻-P393
K-2-41-105-2 神社－日枝神 日枝社行人足依頼書宮本から原田長五郎宛 上巻-P393
K-2-41-105-3 神社－日枝神 日枝神社附近の歴史と土俗研究案角竹喜登 上巻-P393
K-2-41-106 神社－日枝神 片野日枝神社に関する史料角竹如山 上巻-P393
K-2-41-107 神社－日枝神 高山市史原稿“高山日枝神社”〈角竹写〉 上巻-P393
K-2-41-108 神社－日枝神 縣社日枝神社略誌 上巻-P393
K-2-41-109 神社－日枝神 社號石搬出に付手傅方依頼 上巻-P394

K-2-41-110
神社－日枝神
社

日枝神社（由緒・崇敬・祭祀に関する参考書、斐太後風土記、飛騨国中案
内他より写）

上巻-P394

K-2-41-111 神社－日枝神 日枝神社石燈籠拓本（和田治朝） 上巻-P394

K-2-41-112
神社－桜山八
幡神社

燈篭寸法書（八幡宮） 上巻-P394

K-2-41-113
神社－桜山八
幡神社

乍恐以書付奉願上候 上巻-P394

K-2-41-114
神社－桜山八
幡神社

乍恐以書付奉願上候 上巻-P394

K-2-41-115
神社－桜山八
幡神社

三福寺村桜山社取調書 上巻-P394

K-2-41-116
神社－桜山八
幡神社

元除地実地反別取調書 上巻-P394

K-2-41-117
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡宮諸記録 上巻-P394

K-2-41-118-1
神社－桜山八
幡神社

桜山天満宮御造営奉伽（高山煥章学校児童） 上巻-P394

K-2-41-118-2
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡宮境内天満宮へ灘学校生徒の寄附金他 上巻-P394

K-2-41-119-1
神社－桜山八
幡神社

御本宮造営始奉仕諄辞（桜山八幡宮か） 上巻-P394

K-2-41-119-2
神社－桜山八
幡神社

御願書（桜山八幡宮神鏡御迎えの件） 上巻-P394

K-2-41-120
神社－桜山八
幡神社

願書（桜山八幡宮本殿再建） 上巻-P394

K-2-41-121
神社－桜山八
幡神社

桜山秋葉社鎮火祭（祝詞） 上巻-P394

K-2-41-122
神社－桜山八
幡神社

精算帳桜山總代 上巻-P394

K-2-41-123
神社－桜山八
幡神社

予算案桜山總代 上巻-P394



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-41-124
神社－桜山八
幡神社

成議案桜山總代 上巻-P394

K-2-41-125-1
神社－桜山八
幡神社

高山市史原稿“桜山八幡神社の神輿経費”〈角竹写〉 上巻-P394

K-2-41-125-2
神社－桜山八
幡神社

桜山神輿調物　“旅乃記” 上巻-P394

K-2-41-125-3
神社－桜山八
幡神社

證（八幡神輿落成恵与金） 上巻-P394

K-2-41-126
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡雑書類、書状（桜山社事議員当撰他） 上巻-P395

K-2-41-127
神社－桜山八
幡神社

記録桜山惣代日下部平兵衛 上巻-P395

K-2-41-128
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡宮大祭日記日下部平兵衛控 上巻-P395

K-2-41-129
神社－桜山八
幡神社

案内状（菅公一千年祭挙行） 上巻-P395

K-2-41-130
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡宮境内秋葉神社（由来、祭神、鎮座他） 上巻-P395

K-2-41-131
神社－桜山八
幡神社

昇格御願桜山鎮座郷社飛騨八幡神社 上巻-P395

K-2-41-132
神社－桜山八
幡神社

古文書写附目録桜山鎮座郷社飛騨八幡神社 上巻-P395

K-2-41-133
神社－桜山八
幡神社

副申書（昇格願、昇格願添付書類） 上巻-P395

K-2-41-134
神社－桜山八
幡神社

桜山、日枝両神社縣社昇格〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P395

K-2-41-135
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡神社文書（写）〈角竹写〉 上巻-P395

K-2-41-136
神社－桜山八
幡神社

高山市史原稿“桜山八幡神社”〈角竹写〉 上巻-P395

K-2-41-137-1
神社－桜山八
幡神社

桜山略誌 上巻-P395

K-2-41-137-2
神社－桜山八
幡神社

案内状（神輿落成式執行）桜山から日下部平兵衛宛 上巻-P395

K-2-41-137-3
神社－桜山八
幡神社

達（町内御神幸後社内祭典式執行） 上巻-P395

K-2-41-138
神社－桜山八
幡神社

仮御遷座式整列、八幡山詞堂金他（桜山八幡） 上巻-P395

K-2-41-139
神社－桜山八
幡神社

八幡修覆記録（一部） 上巻-P395

K-2-41-140
神社－桜山八
幡神社

桜山八幡神社平面図（社務所、拝殿） 上巻-P395

K-2-41-141
神社－花里天
満宮

年賦金預り御田地質入證文之事 上巻-P395

K-2-41-142
神社－花里天
満宮

花里天満宮末社除疫祭り〔新聞切抜〕 上巻-P395

K-2-41-143
神社－花里天
満宮

天満森において除疫祈祷（祈祷神供米の件） 上巻-P395

K-2-41-144
神社－花里天
満宮

天満宮修建碑拓本、写真（文政2年7月建） 上巻-P395

K-2-41-145
神社－花里天
満宮

天満神社筆塚写真、記事〔新聞切抜〕 上巻-P395

K-2-41-146
神社－花里天
満宮

天満宮調査書（由緒、祭祀他） 上巻-P395

K-2-41-147
神社－花里天
満宮

五人組帳、棟札他保存方に関する件〈角竹写〉 上巻-P395

K-2-41-148
神社－花里天
満宮

高山市史原稿“花里天満神社”〈角竹写〉 上巻-P396

K-2-41-149
神社－縣社飛
騨総社

達（縣社、郷社指定）高山県庁 上巻-P396

K-2-41-150
神社－縣社飛
騨総社

高山市史原稿“飛騨総社”〈角竹写〉 上巻-P396

K-2-41-151-1
神社－縣社飛
騨総社

幣殿屋根葺替并に社務所玉垣塀修繕費記（飛騨総社） 上巻-P396



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-41-151-2
神社－縣社飛
騨総社

記（例祭費出金方依頼） 上巻-P396

K-2-41-152
神社－縣社飛
騨総社

飛騨総社式年大祭役員表、案内書 上巻-P396

K-2-41-153
神社－縣社飛
騨総社

神送り祭、神迎え祭趣意書縣社飛騨総社々務所 上巻-P396

K-2-41-154
神社－縣社飛
騨総社

縣社飛騨総社略誌飛騨総社々務所 上巻-P396

K-2-41-155 神社－新宮神 新宮神社御由緒 上巻-P396
K-2-41-156 神社－新宮神 新宮神社史料（古鈴、棟札写真他） 上巻-P396
K-2-41-157 神社－新宮神 川上郷新宮神社関係綴 上巻-P396
K-2-41-158 神社－新宮神 飛騨国大野郡川上郷新宮村新宮神社御由緒（写） 上巻-P396
K-2-41-159 神社－新宮神 高山市史原稿“新宮神社、荏名神社他”〈角竹写〉 上巻-P396

K-2-41-160
神社－久津八
幡神社

久津八幡神社所蔵書写大般若経の奥書 上巻-P396

K-2-41-161
神社－久津八
幡神社

久津八幡、龍泉寺金石文調角竹喜登 上巻-P396

K-2-41-162
神社－久津八
幡神社

国宝久津八幡神社拝殿修理工事竣成報告書 上巻-P396

K-2-41-163
神社－桜ケ岡
八幡神社

郷社桜ケ岡八幡神社昇格奉祝祭例祭式次 上巻-P396

K-2-41-164
神社－桜ケ岡
八幡神社

御鎮座850年式年大祭案内 上巻-P396

K-2-41-165
神社－桜ケ岡
八幡神社

大八賀村山口桜ケ岡八幡神社大祭関係 上巻-P397

K-2-41-166-1
神社－桜ケ岡
八幡神社

山口八幡神社大祭費集金 上巻-P397

K-2-41-166-2
神社－桜ケ岡
八幡神社

在満将兵武運長久祈願祭執行案内状 上巻-P397

K-2-41-167
神社－桜ケ岡
八幡神社

金森時代より行われたる山口八幡宮の湯茶釜記事 上巻-P397

K-2-41-168
神社－陣屋稲
荷神社

位山神社の御神体について陣屋稲荷神社 上巻-P397

K-2-41-169
神社－陣屋稲
荷神社

願書（八軒町鎮座村社稲荷社屋根葺替玉垣并塀修繕） 上巻-P397

K-2-41-170
神社－陣屋稲
荷神社

邸内稲荷社新道寄附金割合帳 上巻-P397

K-2-41-171
神社－陣屋稲
荷神社

願書（八軒町鎮座稲荷社杉立木伐切ニ付差止め方） 上巻-P397

K-2-41-172
神社－陣屋稲
荷神社

稲荷社所有地調書 上巻-P397

K-2-41-173
神社－陣屋稲
荷神社

陣屋稲荷社修理寄附関係記録他 上巻-P397

K-2-41-174
神社－陣屋稲
荷神社

志納帳陣屋稲荷神社当番第三区 上巻-P397

K-2-41-175
神社－陣屋稲
荷神社

陣屋稲荷社修覆寄進請取書町年寄惣代矢嶋善左衛門 上巻-P397

K-2-41-176
神社－陣屋稲
荷神社

高山市史原稿“陣屋稲荷神社”〈角竹写〉 上巻-P397

K-2-41-177
神社－西之一
色東照宮

東照宮棟札写書 上巻-P397

K-2-41-178
神社－西之一
色東照宮

斐太国大野郡東照宮御由緒 上巻-P397

K-2-41-179
神社－西之一
色東照宮

高山市史原稿“西之一色東照宮”〈角竹写〉 上巻-P397

K-2-41-180
神社－西之一
色東照宮

高山市史原稿“金龍神社”〈角竹写〉 上巻-P397

K-2-41-181
神社－西之一
色東照宮

金龍神社趣意書、再建竣工挨拶状 上巻-P397

K-2-41-182
神社－西之一
色東照宮

案内状 上巻-P397

K-2-41-183
神社－西之一
色東照宮

金龍神社改築〔新聞切抜〕 上巻-P397



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-41-184
神社－西之一
色東照宮

村社東照宮見取図 上巻-P398

K-2-41-185
神社－国府荒
城神社

記（各費用受取証） 上巻-P398

K-2-41-186
神社－国府荒
城神社

式内縣社荒城神社畧史 上巻-P398

K-2-41-187
神社－国府荒
城神社

国宝荒城神社写真 上巻-P398

K-2-41-188
神社－杉ケ谷
神明神社

杉箇谷神明社調書火防祭礼執行願 上巻-P398

K-2-41-189
神社－杉ケ谷
神明神社

杉箇谷神明神社所有物書上 上巻-P398

K-2-41-190
神社－杉ケ谷
神明神社

高山市史原稿“杉ケ谷神明神社”〈角竹写〉 上巻-P398

K-2-41-191
神社－飛騨護
国神社

殉国者位牌調整飛騨国招魂社 上巻-P398

K-2-41-192
神社－飛騨護
国神社

軍人勅諭五十年記念臨時大祭案内書 上巻-P398

K-2-41-193
神社－飛騨護
国神社

招魂社臨時大祭決算書 上巻-P398

K-2-41-194
神社－飛騨護
国神社

大祭特報〔新聞〕 上巻-P398

K-2-41-195
神社－飛騨護
国神社

高山市史原稿“飛騨神社” 上巻-P398

K-2-41-196
神社－飛騨護
国神社

神代文化研究所開所式招待状（場所護国神社々務所） 上巻-P398

K-2-41-197
神社－飛騨護
国神社

飛騨護国神社手斧始〔新聞切抜〕 上巻-P398

K-2-41-198
神社－下呂町
森八幡神社

国宝指定奉告大祭招待状他 上巻-P398

K-2-41-199
神社－下呂町
森八幡神社

下呂町森鎮座八幡神社神像調査書写 上巻-P398

K-2-41-200
神社－下呂町
森八幡神社

下呂八幡の例祭〔新聞切抜〕 上巻-P398

K-2-41-201
神社－益田郡
小坂町諏訪神

益田郡小坂町大島諏訪神社由緒ニ就テノ意見 上巻-P398

K-2-41-202
神社－益田郡
小坂町諏訪神

益田郡小坂町大島諏訪神社昇格電報 上巻-P398

K-2-41-203
神社－益田郡
小坂町諏訪神

益田郡小坂町大字大島諏訪神社由緒関係資料 上巻-P399

K-2-41-204-1
神社－高山東
山白山神社

高山東山白山社・神明社取調書社務森種年 上巻-P399

K-2-41-204-2
神社－高山東
山白山神社

願（神仏混淆不致に付神明社、白山社より願） 上巻-P399

K-2-41-205
神社－高山東
山白山神社

高山市若達町白山神社社有地に関する証明書 上巻-P399

K-2-41-206
神社－高山東
山白山神社

高山市史原稿“錦山神社・東山白山神社” 上巻-P399

K-2-41-207
神社－高山東
山白山神社

東山白山社図 上巻-P399

K-2-41-208
神社－阿多由
太神社

阿多由太神社神鏡 上巻-P399

K-2-41-209
神社－阿多由
太神社

阿多由太神社社号額拓本 上巻-P399

K-2-41-210
神社－阿多由
太神社

阿多由太神社蔵大佛略縁起角竹喜登 上巻-P399

K-2-41-211
神社－江名子
荒神神社

荒神神社略記 上巻-P399

K-2-41-212
神社－江名子
荒神神社

江名子荒神神社〔新聞切抜〕 上巻-P399

K-2-41-213
神社－江名子
加茂神社

書状（加茂大明神祭祀の件） 上巻-P399

K-2-41-214
神社－江名子
加茂神社

調書（加茂神社他） 上巻-P399
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K-2-41-215-1
神社－神道中
教院

進達録神道事務支局 上巻-P399

K-2-41-215-2
神社－神道中
教院

達書留神道事務支局 上巻-P399

K-2-41-215-3
神社－神道中
教院

社事関係雑綴 上巻-P399

K-2-41-216
神社－神道中
教院

中教院の大会議役に付出頭方の件 上巻-P399

K-2-41-217
神社－神道中
教院

祭典執行関係綴（神道中教院関係） 上巻-P399

K-2-41-218
神社－神道中
教院

御歌会始出詠の件中教院開剏公告 上巻-P399

K-2-41-219-1
神社－神道中
教院

事務記録綴神道事務分局 上巻-P399

K-2-41-219-2
神社－神道中
教院

飛騨国神道事務分局開院式神道事務分局 上巻-P399

K-2-41-220-1
神社－神道中
教院

神道中教院建築関係綴神道事務分局 上巻-P400

K-2-41-220-2
神社－神道中
教院

大教院神殿建築寄附金帳 上巻-P400

K-2-41-220-3
神社－神道中
教院

中教院新築掛印 上巻-P400

K-2-41-221-1
神社－神道中
教院

神道事務分局諸規則 上巻-P400

K-2-41-221-2
神社－神道中
教院

神道事務分局・神宮教会所経費予算 上巻-P400

K-2-41-222
神社－神道中
教院

祖霊社建築願書 上巻-P400

K-2-41-223
神社－その他
の神社

「飛騨に於ける楠公崇敬の事実」（袋） 上巻-P400

K-2-41-223-1
神社－その他
の神社

楠公奉加金取立帳町会所 上巻-P400

K-2-41-223-2
神社－その他
の神社

湊川神社献納受取書（写真他） 上巻-P400

K-2-41-223-3
神社－その他
の神社

飛騨に於ける楠氏敬慕の思想角竹喜登 上巻-P400

K-2-41-223-4
神社－その他
の神社

「南木武経」全五巻発見〔新聞切抜〕 上巻-P400

K-2-41-223-5
神社－その他
の神社

大楠公精神“鉄舟の書”〔新聞切抜〕 上巻-P400

K-2-41-223-6
神社－その他
の神社

楠公人形楠公像〔新聞切抜〕 上巻-P400

K-2-41-224-1
神社－その他
の神社

楠公夫人遺蹟保存会員名簿 上巻-P400

K-2-41-224-2
神社－その他
の神社

楠妣庵観音寺今枝法雲著 上巻-P400

K-2-41-225
神社－その他
の神社

書状桧垣神主から大坂屋七左衛門他宛 上巻-P400

K-2-41-226-1
神社－その他
の神社

覚（正遷宮に付桧垣神主寄附受取書） 上巻-P400

K-2-41-226-2
神社－その他
の神社

覚（神主転任料預助情受納） 上巻-P400

K-2-41-227
神社－その他
の神社

伊勢神宮崇敬の事実角竹喜登 上巻-P400

K-2-41-228
神社－その他
の神社

伊勢神宮式年遷宮祭〔大阪毎日新聞〕 上巻-P400

K-2-41-229
神社－その他
の神社

鰐口写真（慶安2年5月成田正利寄進赤保木熊野神社蔵） 上巻-P400

K-2-41-230
神社－その他
の神社

益田郡和川白山社蔵経調〈角竹写〉 上巻-P400

K-2-41-231
神社－その他
の神社

伊勢神宮御祓銘々御下渡 上巻-P400

K-2-41-232
神社－その他
の神社

八幡宮御位入用牒〈角竹写〉 上巻-P400
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K-2-41-233
神社－その他
の神社

保食神稲荷大明神 上巻-P400

K-2-41-234
神社－その他
の神社

覚（桧角荏名神社修覆木に譲渡方届） 上巻-P401

K-2-41-235
神社－その他
の神社

飛騨国大野郡高山壱之町鎮座神明宮記録他 上巻-P401

K-2-41-236
神社－その他
の神社

初穂料神納（金毘羅大権現、尾州国府宮） 上巻-P401

K-2-41-237
神社－その他
の神社

守屋公尊像拝見書附（江名子村稲荷社内） 上巻-P401

K-2-41-238
神社－その他
の神社

栗原神社言傅書并願書写 上巻-P401

K-2-41-239
神社－その他
の神社

日本国の祖先伊勢大神宮、忠孝苑大神宮の歴史 上巻-P401

K-2-41-240
神社－その他
の神社

願書（橘稲荷神社再興勧請永続修覆に付参拝方願） 上巻-P401

K-2-41-241
神社－その他
の神社

伊勢秋葉社常燈臺建立年月取調落 上巻-P401

K-2-41-242
神社－その他
の神社

気多若宮神社由緒書 上巻-P401

K-2-41-243
神社－その他
の神社

崇敬講社頼母子連名記（金刀比羅神社参詣講社規定） 上巻-P401

K-2-41-244
神社－その他
の神社

位山村山之口組神社、石佛調 上巻-P401

K-2-41-245
神社－その他
の神社

願書（高山町馬場通鎮座黄金神社移轉造営願） 上巻-P401

K-2-41-246
神社－その他
の神社

祖霊社明細帳大野郡位山村 上巻-P401

K-2-41-247
神社－その他
の神社

願書（山梨組村社平野神社境内一本殿建替願） 上巻-P401

K-2-41-248
神社－その他
の神社

依頼書（邸内稲荷社例祭并社務壱式） 上巻-P401

K-2-41-249
神社－その他
の神社

初午稲荷神社例祭諸費拂簿 上巻-P401

K-2-41-250
神社－その他
の神社

熊野神社奉額献詠集吉城郡国府村杉下太郎右衛門著 上巻-P401

K-2-41-251
神社－その他
の神社

白山氏子枚数取調帳 上巻-P401

K-2-41-252
神社－その他
の神社

神社合併願（町方字杉ノ下村社白山神社、川西字八軒町村社稲荷神社） 上巻-P401

K-2-41-253
神社－その他
の神社

国宝指定調査物件調書（熊野神社、新宮神社他） 上巻-P401

K-2-41-254
神社－その他
の神社

官幣大社春日神社石燈籠図集 上巻-P401

K-2-41-255
神社－その他
の神社

大野郡白川村飯島村社八幡神社 上巻-P401

K-2-41-256
神社－その他
の神社

飛騨一之宮水無神社の御分霊と木曽福島郷社水無神社の関係〔飛騨毎日
新聞〕

上巻-P402

K-2-41-257
神社－その他
の神社

案内状（福井県五皇神社昇格改築竣工祝） 上巻-P402

K-2-41-258
神社－その他
の神社

案内状（武運長久祈願祭案内状位山頂上） 上巻-P402

K-2-41-259-1
神社－その他
の神社

書簡（名張一之宮神社湯釜に就て） 上巻-P402

K-2-41-259-2
神社－その他
の神社

御昇格奉告祭記念“一之宮” 上巻-P402

K-2-41-259-3
神社－その他
の神社

郷社一之宮神社奉賛会 上巻-P402

K-2-41-260
神社－その他
の神社

神社昇格願（細江村杉崎大歳鎮座村社大歳神社） 上巻-P402

K-2-41-261
神社－その他
の神社

案内状（大歳神社昇格報告祭案内状） 上巻-P402

K-2-41-262
神社－その他
の神社

案内状（漆垣内四天王神社昇格報告祭案内状） 上巻-P402
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K-2-41-263
神社－その他
の神社

漆垣内二之宮神社御神木大欅 上巻-P402

K-2-41-264
神社－その他
の神社

大野郡高根村道後神社認定の件 上巻-P402

K-2-41-265-1
神社－その他
の神社

神岡大津神社大祭〔飛騨通信〕 上巻-P402

K-2-41-265-2
神社－その他
の神社

船津町大津神社昇格〔大阪毎日新聞〕 上巻-P402

K-2-41-266
神社－その他
の神社

案内状（高根村道後神社造営奉祝大祭案内） 上巻-P402

K-2-41-267
神社－その他
の神社

高山市史原稿“本母国津神社”〈角竹写〉 上巻-P402

K-2-41-268
神社－その他
の神社

村社廣瀬神社に関する調査事項 上巻-P402

K-2-41-269
神社－その他
の神社

高山町川西村社山桜神社 上巻-P402

K-2-41-270
神社－その他
の神社

船津町朝浦八幡神社記録・文書等調角竹喜登 上巻-P402

K-2-41-271
神社－その他
の神社

近江国多賀大社角竹喜登 上巻-P402

K-2-41-272
神社－その他
の神社

三福神社神像角竹喜登 上巻-P402

K-2-41-273-1
神社－その他
の神社

高山市史原稿“松倉観音”〈角竹写〉 上巻-P402

K-2-41-273-2
神社－その他
の神社

松倉観音堂、松倉観世音〔新聞切抜〕〈角竹写〉 上巻-P402

K-2-41-274
神社－その他
の神社

高山市史原稿“辻ケ森神社”〈角竹写〉 上巻-P402

K-2-41-275
神社－その他
の神社

萩原町諏訪神社調査資料調角竹喜登 上巻-P402

K-2-41-276
神社－その他
の神社

富士神社福慈講名記 上巻-P402

K-2-41-277
神社－その他
の神社

拓本（益田郡竹原村乗政八幡神社石柱） 上巻-P403

K-2-41-278
神社－その他
の神社

信州峯神社へ寄進の燈籠絵図下書高山町人 上巻-P403

K-2-41-279
神社－その他
の神社

拓本（国府村上広瀬諏訪神社御本社募縁ノ王他） 上巻-P403

K-2-41-280
神社－その他
の神社

乗鞍神社墨書印 上巻-P403

K-2-41-281
神社－その他
の神社

拓本（丹生川村山口槻本神社標石） 上巻-P403

K-2-41-282
神社－その他
の神社

飛騨湯花祭の史料〈角竹写〉 上巻-P403

K-2-41-283
神社－その他
の神社

飛騨国中神社記（梶原伊豆守家態誌、神官奉仕神社名調） 上巻-P403

K-2-41-284
神社－その他
の神社

覚（稲荷より借請候金子利銀） 上巻-P403

K-2-41-285
神社－その他
の神社

諸官御初穂・御年寄歳暮・屋貝様帳残代割合集覚帳 上巻-P403

K-2-41-286
神社－その他
の神社

山王法印入院入用・三拾ケ年賦拝借小前割合取立帳 上巻-P403

K-2-41-287
神社－その他
の神社

申三月御旅所諸事入用御拂帳当番辻屋卯兵衛組 上巻-P403

K-2-41-288
神社－その他
の神社

御旅所入用取立帳 上巻-P403

K-2-41-289
神社－その他
の神社

日紀在番御現寺 上巻-P403

K-2-41-290
神社－その他
の神社

一宮神鏡御戸帳奉加簿世話人杉崎甚右衛門 上巻-P403

K-2-41-291
神社－その他
の神社

御祭禮一条和合證文 上巻-P403

K-2-41-292
神社－その他
の神社

規定（貸借に付規定証文）梶原陸奥守 上巻-P403
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K-2-41-293
神社－その他
の神社

覚（初穂料受納書） 上巻-P403

K-2-41-294
神社－その他
の神社

椙本太神宮奉額狂句俳風志評北寿連半醒楼歩月 上巻-P403

K-2-41-295
神社－その他
の神社

花里文庫（天満神社）月並内会題 上巻-P403

K-2-41-296
神社－その他
の神社

差出申一札之事 上巻-P403

K-2-41-297
神社－その他
の神社

祝詞（大池敏国手記） 上巻-P403

K-2-41-298
神社－その他
の神社

天長節、大嘗祭等に関する被出仰の事行政官 上巻-P403

K-2-41-299
神社－その他
の神社

乍恐以書付奉願上候（買請米願、一之宮） 上巻-P403

K-2-41-300
神社－その他
の神社

神武天皇御祭典に付神祗官行幸被仰出事 上巻-P403

K-2-41-301
神社－その他
の神社

氏神附社器取調書（湯釜一個他）吉城郡桑ケ谷村 上巻-P403

K-2-41-302
神社－その他
の神社

黄金神取調書（高山桜馬場通鎮座） 上巻-P404

K-2-41-303
神社－その他
の神社

達（郷村社祠官祠掌新任者月給の件他） 上巻-P404

K-2-41-304
神社－その他
の神社

届書（浄心寺住職廃寺腹飾の節開基之姓を以苗字とする－小笠原姓－）
小笠原貞雄から戸長宛

上巻-P404

K-2-41-305
神社－その他
の神社

祭典に付三ケ条を議定 上巻-P404

K-2-41-306
神社－その他
の神社

布達（新田邦光結集之修成講社自今神道修成派と相唱） 上巻-P404

K-2-41-307
神社－その他
の神社

神社宝物古器物古文書目録大野郡位山村 上巻-P404

K-2-41-308
神社－その他
の神社

御願書（小鷹利村高野組鎮座村社五社大津神社と改称方願）氏子惣代塚
腰源蔵他から岐阜県令小崎利準宛

上巻-P404

K-2-41-309
神社－その他
の神社

村社稲荷神社由来、寄附金募集願 上巻-P404

K-2-41-310
神社－その他
の神社

無格社明細帳大野郡位山村 上巻-P404

K-2-41-311
神社－その他
の神社

村社明細帳大野郡位山村 上巻-P404

K-2-41-312
神社－その他
の神社

位山村宮組神社調 上巻-P404

K-2-41-313
神社－その他
の神社

位山村神社調（現久々野村の内） 上巻-P404

K-2-41-314
神社－その他
の神社

地目変換地価修正御願（社地関係）大野郡高山町 上巻-P404

K-2-41-315
神社－その他
の神社

高山町会議決成議書（神事費） 上巻-P404

K-2-41-316
神社－その他
の神社

木曽で名高い水無神社の祭礼（木曽福島町） 上巻-P404

K-2-41-317
神社－その他
の神社

天津教、天理研究会、大本教、ひとのみち 上巻-P404

K-2-41-318
神社－その他
の神社

高山神社・寺院印集印長瀬清作 上巻-P404

K-2-41-319
神社－その他
の神社

高山の秋葉さま桜馬場人〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P404

K-2-41-320
神社－その他
の神社

書簡（秋田県大曲町古四王神社棟札に関すること、古川村大工甚兵衛と
有）

上巻-P404

K-2-41-321
神社－その他
の神社

飛騨の大馬つ利桜井稲磨著 上巻-P404

K-2-41-322
神社－その他
の神社

石神の起原に就て犬塚行蔵〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P404

K-2-41-323
神社－その他
の神社

乗鞍岳の頂上にいかさま神社の出現〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P404

K-2-41-324
神社－その他
の神社

雑誌“郷土研究”（神社寺院研究） 上巻-P404
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庫目録」掲載頁

K-2-41-325
神社－その他
の神社

新聞“飛騨の神風”（創刊号～第貮巻第6号） 上巻-P404

K-2-41-326
神社－その他
の神社

書簡（久々野村市村成章祖霊社梅田社に関する調） 上巻-P405

K-2-41-327
神社－その他
の神社

書簡（飛騨は神代史研究上重要なる地方） 上巻-P405

K-2-41-328
神社－その他
の神社

稲荷祭収入支出〈角竹記録〉 上巻-P405

K-2-41-329
神社－その他
の神社

神社、史蹟巡り指導要項（角竹喜登講話案） 上巻-P405

K-2-41-330
神社－その他
の神社

祈念祭に就て岐阜県神徳会高山市支部 上巻-P405

K-2-41-331
神社－その他
の神社

高山市献穀圃について高山市役所 上巻-P405

K-2-41-332
神社－その他
の神社

益田郡川西村羽根神通堂正福寺阯調査角竹喜登 上巻-P405

K-2-41-333
神社－その他
の神社

位山と飛騨一宮に就て（角竹喜登講話案） 上巻-P405

K-2-41-334
神社－その他
の神社

益田郡に於ける石神、婆神、佐久神研究資料 上巻-P405

K-2-41-335
神社－その他
の神社

神社国有境内地の無償譲与決定〔飛騨新聞〕 上巻-P405

K-2-41-336
神社－その他
の神社

飛騨国中神社編年史熊崎善親著 上巻-P405

K-2-41-337
神社－その他
の神社

日枝神社大祭資料（大祭次第、大祭役員一覧表他） 上巻-P405

K-2-41-338
神社－その他
の神社

高山市史原稿“位山の十八社”（写） 上巻-P405

K-2-41-339
神社－その他
の神社

奉納孝霊天皇の木札〈角竹写〉 上巻-P405

K-2-41-340
神社－その他
の神社

伽藍跡、当堅寺跡他〈角竹写〉 上巻-P405

K-2-41-341
神社－その他
の神社

国幣小社、郷社一覧松村梅宰著 上巻-P405

K-2-41-342
神社－その他
の神社

高山神社史料の一部（旧灘、大名田、上枝） 上巻-P405

K-2-41-343
神社－その他
の神社

飛騨の古社寺研究資料角竹喜登 上巻-P405

K-2-41-344
神社－その他
の神社

高山市史原稿“神社一覧”〈角竹写〉 上巻-P405

K-2-41-345
神社－その他
の神社

拓本（大八賀村漆垣内七福神供養塔） 上巻-P405

K-2-41-346
神社－その他
の神社

左久神の研究角竹喜登 上巻-P405

K-2-41-347
神社－その他
の神社

高田神社調査角竹喜登 上巻-P405

K-2-41-348
神社－その他
の神社

飛騨国益田郡神名記〈角竹写〉 上巻-P405

K-2-41-349
神社－その他
の神社

飛騨国吉城郡神名記〈角竹写〉 上巻-P405

K-2-41-350
神社－その他
の神社

飛騨神社寺院史研究資料角竹喜登 上巻-P405

K-2-41-351
神社－その他
の神社

益田郡神社史料〈角竹写他〉 上巻-P405

K-2-41-352
神社－その他
の神社

益田郡神社明細帳 上巻-P405

K-2-41-353
神社－その他
の神社

飛騨史料之内神社之部角竹喜登 上巻-P405

K-2-41-354
神社－その他
の神社

御坊地形ならし石持はこび一件 上巻-P405

K-2-41-355
神社－その他
の神社

いはくら研究（尾張一宮眞清田神社の研究皇学第三巻第三号遠山正雄“い
はくら”に就て）他

上巻-P406

K-2-41-356
神社－その他
の神社

寺院（写）（宗猷寺法華寺他） 上巻-P406
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K-2-41-357
神社－その他
の神社

高山市史原稿“神社関係一部”〈角竹写〉 上巻-P406

K-2-41-358
神社－その他
の神社

神社規則御定に付箇条取調（布告） 上巻-P406

K-2-41-359
神社－その他
の神社

正遷宮郡代拝礼の事 上巻-P406

K-2-41-360
神社－その他
の神社

「飛騨に於ける菅公宗敬史料」（袋） 上巻-P406

K-2-41-360-1
神社－その他
の神社

菅公の御神徳〔大阪毎日新聞社発行少国民新聞〕 上巻-P406

K-2-41-360-2
神社－その他
の神社

教育新聞菅公頌徳号〔教育新聞第289号〕 上巻-P406

K-2-41-360-3
神社－その他
の神社

飛騨と菅公（角竹喜登講話） 上巻-P406

K-2-41-361
神社－その他
の神社

大日本史神祗志の内飛騨十八社〈角竹写〉 上巻-P406

K-2-41-362
神社－その他
の神社

飛騨国大野郡神名記〈角竹写〉 上巻-P406

K-2-41-363
神社－その他
の神社

越中国立山諸神社并名取図絵〈角竹写〉 上巻-P406

K-2-41-364
神社－その他
の神社

岐阜県に於ける神社の分布に就て 上巻-P406

K-2-41-365
神社－その他
の神社

祭神の研究角竹喜登 上巻-P406

K-2-41-366
神社－その他
の神社

史蹟実地指導案 上巻-P406

K-2-41-367
神社－その他
の神社

宗教関係記録ノート（千光寺、桐山八幡他） 上巻-P406

K-2-41-368
神社－その他
の神社

神社の概要角竹喜登 上巻-P406

K-2-41-369
神社－その他
の神社

神社考古学角竹喜登 上巻-P406

K-2-41-370
神社－その他
の神社

斐太国中神社佛閣順路手引絵図（清泉蔵版） 上巻-P406

K-2-41-371
神社－その他
の神社

神社中心の飛騨史講話要項他角竹喜登 上巻-P406

K-2-41-372
神社－その他
の神社

和合神社遷座祭〔新聞切抜〕 上巻-P406

K-2-41-373
神社－その他
の神社

朝戸善友法師（遺品陳列に当り父を偲び奉りて） 上巻-P406

K-2-41-374
神社－その他
の神社

由緒書（小鷹利村高野組蛤岡五社） 上巻-P406

K-2-41-375
神社－その他
の神社

姥神の研究角竹喜登 上巻-P406

K-2-41-376
神社－その他
の神社

吉田神道角竹喜登 上巻-P406

K-2-41-377
神社－その他
の神社

吉田殿神祗道取締方関筑後守（人足、賃銭） 上巻-P406

K-2-41-378
神社－その他
の神社

関澤頼央書翰写（中臣稜奥旨考序例写） 上巻-P406

K-2-41-379
神社－その他
の神社

書状（御所并関白様より一位木にて御好みの御品物被仰出候一件）浜路
阿波守から毛利大宮司宛

上巻-P407

K-2-41-380
神社－その他
の神社

森川氏土地関係書類（一本杉神社土地）（袋のみ） 上巻-P407

K-2-41-381
神社－その他
の神社

千光寺や忠兵衛宛證文（田地流證文） 上巻-P407

K-2-41-382
神社－その他
の神社

千光寺栄仙宛證文（質入田地證文） 上巻-P407

K-2-41-383
神社－その他
の神社

御祓大麻、祝儀土産神納受取 上巻-P407

K-2-41-384
神社－その他
の神社

御旅所篝榑代割合 上巻-P407

K-2-41-385
神社－その他
の神社

覚（山王一銭講） 上巻-P407
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K-2-41-386
神社－その他
の神社

月計簿収入（明治19年6月～明治20年5月） 上巻-P407

K-2-41-387
神社－その他
の神社

伊勢参宮と御蔭参り山名正太郎 上巻-P407

K-2-41-388
神社－その他
の神社

覚（伊勢秋葉燈明火割）滑川屋長三郎 上巻-P407

K-2-41-389
神社－その他
の神社

御旅所諸帳面入袋岡本屋 上巻-P407

K-2-41-390
神社－その他
の神社

御神事御旅所懸り当組江相当り候 上巻-P407

K-2-41-391
神社－その他
の神社

初午祭配役表（八軒町組） 上巻-P407

K-2-41-392
神社－その他
の神社

神社の特殊神事河合繁樹 上巻-P407

K-2-41-393
神社－その他
の神社

乃木神社守護札 上巻-P407

K-2-41-394
神社－その他
の神社

佐恵婆良宇多（神楽秘文并佐恵婆良） 上巻-P407

K-2-41-395
神社－その他
の神社

初午稲荷奉燈 上巻-P407

K-2-41-396
神社－その他
の神社

小鷹利村寺地八幡福神木版拓本 上巻-P407

K-2-41-397
神社－その他
の神社

明治初年紛失の御神鏡所在判明〔新聞切抜〕 上巻-P407

K-2-41-398
神社－その他
の神社

狛犬展覧会を観るの記角竹如山 上巻-P407

K-2-41-399
神社－その他
の神社

神楽土蔵営繕人足覚 上巻-P407

K-2-41-400
神社－その他
の神社

出雲国大社造営ニ付諸国勧化之事（高山御役所より） 上巻-P407

K-2-41-401
神社－その他
の神社

達（皇大神宮大麻御支庁より御下渡ニ相成候） 上巻-P407

K-2-41-402
神社－その他
の神社

覚（種々掟を相守る可事） 上巻-P407

K-2-41-403
神社－その他
の神社

御旅所奉加帳与頭滑川屋長三郎組 上巻-P407

K-2-41-404
神社－その他
の神社

永代過去帖大阪聖譽上人玄乗敬述 上巻-P407

K-2-41-405
神社－その他
の神社

後奈良天皇宸翰般若心経末尾写真 上巻-P408

K-2-41-406
神社－その他
の神社

徳本上人行状和讃天暁山藏板 上巻-P408

K-2-41-407
神社－その他
の神社

御坊所鐘楼堂上棟之次第棟梁谷口 上巻-P408

K-2-41-408
神社－その他
の神社

神職関係事項 上巻-P408

K-2-41-409
神社－その他
の神社

三條演義龍田神社大宮司兼大講義大澤清臣 上巻-P408

K-2-41-410
神社－その他
の神社

新嘗祭之諭稲荷大社藏版 上巻-P408

K-2-41-411
神社－その他
の神社

錦山神社臨時大祭案内社務所 上巻-P408

K-2-41-412
神社－その他
の神社

鐘堂有志講株券講元眞光寺 上巻-P408

K-2-41-413
神社－その他
の神社

二十九題祝詞作例権少教正大関克纂 上巻-P408

K-2-41-414
神社－その他
の神社

届書（一本杉神官江馬弥平集談会委員に撰定） 上巻-P408

K-2-41-415
神社－その他
の神社

秋葉三尺坊大権現太々講社人名簿 上巻-P408

K-2-41-416
神社－その他
の神社

祭典装束画〔岐阜日々新聞附録〕 上巻-P408

K-2-41-417
神社－その他
の神社

神徳講（規則中略抄他） 上巻-P408
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K-2-41-418
神社－その他
の神社

百萬小塔肆攷東京平子尚編輯 上巻-P408

K-2-41-419
神社－その他
の神社

濃北古霊場縣社白山神社略縁起 上巻-P408

K-2-41-420
神社－その他
の神社

高山の祭神〔新聞切抜〕 上巻-P408

K-2-41-421
神社－その他
の神社

飛騨の佛教〔高山タイムス〕 上巻-P408

K-2-41-422
神社－その他
の神社

庭湖英華（真言宗大本山大覚寺解説写真集） 上巻-P408

K-2-41-423
神社－その他
の神社

郷土趣味第三巻第六号（性的神号） 上巻-P408

K-2-41-424
神社－その他
の神社

玉鉾百首（本居宣長が我が皇国の大道を詠んだ短歌集） 上巻-P408

K-2-41-425
神社－その他
の神社

古社寺建築に就いて天沼俊一著奥田正造施本 上巻-P408

K-2-41-426
神社－その他
の神社

足利庄鑁阿寺栃木県足利市別格本山鑁阿寺発行 上巻-P408

K-2-41-427
神社－その他
の神社

高山別院夏期講習会講演案（照蓮寺関係）角竹喜登 上巻-P408

K-2-41-428
神社－その他
の神社

岐阜県寺院名鑑岐阜県佛教会発行 上巻-P408

K-2-41-429
神社－その他
の神社

赤城山神蹟考（其一、其二）大場磐雄 上巻-P408

K-2-41-430
神社－その他
の神社

大八椅命千八百年記念祭案内状 上巻-P408

K-2-41-431
神社－その他
の神社

“郷土”第12号（大隆寺号）斐太郷土研究会 上巻-P408

K-2-41-432
神社－その他
の神社

飛騨国造大八椅命一千八百年記念祭講話資料 上巻-P408

K-2-41-433
神社－その他
の神社

越中国分寺阯堀井三友 上巻-P408

K-2-41-434
神社－その他
の神社

飛騨の神々第一巻 上巻-P409

K-2-41-435
神社－その他
の神社

岐阜県神社要覧岐阜県神徳会 上巻-P409

K-2-41-436
神社－その他
の神社

新嘗祭献穀田奉耕記録大野郡清見村 上巻-P409

K-2-41-437
神社－その他
の神社

昭和14年新嘗祭献穀圃農耕記 上巻-P409

K-2-41-438
神社－その他
の神社

越中宮（宗良親王と越中宮極楽寺他） 上巻-P409

K-2-41-439
神社－その他
の神社

唐服の菅公像〔新聞切抜〕 上巻-P409

K-2-41-440
神社－その他
の神社

聴松遺芳（聴松軒霊嶽和尚遺墨他） 上巻-P409

K-2-41-441
神社－その他
の神社

キリスト教宣教飛騨六十周年史〔高山市民時報〕 上巻-P409

K-2-41-442
神社－その他
の神社

飛騨国国史現在社道後神社史 上巻-P409

K-2-41-443
神社－その他
の神社

三種神器の八・鏡はこれだ！春日道彦編著 上巻-P409

K-2-41-444
神社－その他
の神社

神木梛と史蹟佐藤虎雄 上巻-P409

K-2-41-445
神社－その他
の神社

伊勢国と経塚佐藤虎雄 上巻-P409

K-2-41-446
神社－その他
の神社

阿多野郷大御堂阯に就て戸谷正三 上巻-P409

K-2-41-447
神社－その他
の神社

高僧至遠〈角竹写〉 上巻-P409

K-2-41-448
神社－その他
の神社

廻状（村々鎮座社祭礼日割） 上巻-P409

K-2-41-449-1
神社－その他
の神社

船津町西茂住徳宿寺安叟源長大和尚について 上巻-P409
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K-2-41-449-2
神社－その他
の神社

丹生川村正宗寺天川良尭大和尚について 上巻-P409

K-2-41-450
神社－その他
の神社

書状（八幡祠堂金利息延引願） 上巻-P409

K-2-41-451
神社－その他
の神社

小坂町村附近神社書上 上巻-P409

K-2-41-452
神社－その他
の神社

山王路大谷石橋并石垣修覆奉加　滑川屋長三郎組 上巻-P409

K-2-41-453
神社－その他
の神社

神社神職継目之件申渡行政官 上巻-P409

K-2-41-454
神社－その他
の神社

大八賀村三福寺神像拝見記犬塚行蔵 上巻-P409

K-2-41-455
神社－その他
の神社

吉城郡角川村絵図（神明宮附近） 上巻-P409

K-2-41-456
神社－その他
の神社

斐太国神社考之内十八社考富田礼彦謹撰 上巻-P409

K-2-41-457
神社－その他
の神社

美濃弘安銘の鐘写真解説 上巻-P409

K-2-41-458
神社－その他
の神社

飛騨史料社寺ニ関スル材料角竹喜登 上巻-P409

K-2-41-459
神社－その他
の神社

御届（病症ニ付療養中の代理委託） 上巻-P409

K-2-41-460
神社－その他
の神社

書状（八幡宮へ参詣）平兵衛から安兵衛宛 上巻-P409

K-2-42-1 寺院－国分寺 高山市史原稿“国分寺”〈角竹写〉 上巻-P410
K-2-42-2 寺院－国分寺 国分寺宝堂一銭講志帳戸谷屋弥兵衛 上巻-P410
K-2-42-3 寺院－国分寺 寅年国分寺一銭講某帳滑川屋長三郎 上巻-P410
K-2-42-4 寺院－国分寺 高山市史原稿“国分寺文政2年以後”〈角竹写〉 上巻-P410
K-2-42-5 寺院－国分寺 貯蔵物御届書（小烏丸刀） 上巻-P410
K-2-42-6 寺院－国分寺 乍恐以書付奉願上候（大黒天観喜天供養） 上巻-P410
K-2-42-7 寺院－国分寺 御届書（国分寺十一面観音供養願） 上巻-P410
K-2-42-8 寺院－国分寺 御届書（本尊薬師如来名古屋本願寺博覧会出展届） 上巻-P410
K-2-42-9 寺院－国分寺 寺宝什物並寄附目録国分寺 上巻-P410
K-2-42-10 寺院－国分寺 国分寺の古物保存について趣意書 上巻-P410
K-2-42-11 寺院－国分寺 飛騨国国分寺宝刀小烏丸押上森蔵 上巻-P410
K-2-42-12 寺院－国分寺 飛騨国国分寺之概歴飛騨国国分寺 上巻-P410
K-2-42-13-1 寺院－国分寺 飛騨国々分寺三重宝塔図説明書 上巻-P410
K-2-42-13-2 寺院－国分寺 安楽良喜（国分寺宝塔修理記念冊子）芙蓉会 上巻-P410
K-2-42-14 寺院－国分寺 飛騨国国分寺現塔由来其他押上森蔵 上巻-P410
K-2-42-15 寺院－国分寺 四天王寺の五重の塔の倒壊〔大阪毎日新聞〕 上巻-P410
K-2-42-16 寺院－国分寺 飛騨国分寺の佛像とその美的再発見 上巻-P410
K-2-42-17 寺院－国分寺 飛騨国分寺略誌国分寺〔飛騨タイムス〕 上巻-P410
K-2-42-18 寺院－国分寺 飛騨国分寺研究要項角竹喜登 上巻-P410
K-2-42-19 寺院－国分寺 解体進む高山国分寺本堂〔中部日本新聞〕 上巻-P410
K-2-42-20-1 寺院－国分寺 国分寺の建築〔高山市民時報〕 上巻-P410
K-2-42-20-2 寺院－国分寺 高山国分寺の復元始る、立柱式〔中部日本新聞〕 上巻-P410
K-2-42-21-1 寺院－国分寺 飛騨国分寺の変遷〔東海夕刊〕 上巻-P410
K-2-42-21-2 寺院－国分寺 飛騨国分寺解体修理完成〔岐阜タイムス〕 上巻-P411
K-2-42-21-3 寺院－国分寺 飛騨国分寺本堂落慶式 上巻-P411
K-2-42-22 寺院－国分寺 国分寺に就てお願い（防火施設） 上巻-P411
K-2-42-23 寺院－国分寺 遍照講連名記川上 上巻-P411
K-2-42-24 寺院－国分寺 拓本（史蹟飛騨国分寺塔阯他） 上巻-P411
K-2-42-25 寺院－国分寺 国分寺絵はがき 上巻-P411
K-2-42-26 寺院－国分寺 拓本（飛騨国分寺瓦） 上巻-P411
K-2-42-27 寺院－国分寺 飛騨国分寺本尊国宝写真（聖観世音・薬師如来） 上巻-P411
K-2-42-28 寺院－国分寺 飛騨史の研究（国分寺）角竹喜登 上巻-P411
K-2-42-29 寺院－国分寺 飛騨国分寺に関する文献索引角竹喜登 上巻-P411
K-2-42-30 寺院－国分寺 写真（国分寺にある飛騨工木鶴神の木像） 上巻-P411
K-2-42-31 寺院－国分寺 現今境内地建物畧図大名田村国分寺 上巻-P411
K-2-42-32 寺院－国分寺 飛騨国分寺調査資料 上巻-P411
K-2-42-33 寺院－国分寺 飛州志小鴉太刀記角竹喜登 上巻-P411
K-2-42-34-1 寺院－国分寺 飛騨国分寺に関する事角竹喜登 上巻-P411
K-2-42-34-2 寺院－国分寺 伊豆国分寺・飛騨国分寺大場磐雄 上巻-P411
K-2-42-35 寺院－国分寺 国分寺説明図、塔心礎石図（国分寺付近地図） 上巻-P411
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K-2-42-36 寺院－国分寺 飛騨国医王山国分寺の概歴 上巻-P411
K-2-42-37 寺院－国分寺 飛騨国分寺本堂 上巻-P411
K-2-42-38 寺院－高山別 高山市史原稿“高山別院”〈角竹写〉 上巻-P411
K-2-42-39 寺院－高山別 高山御坊史料“高木佐右衛門一件” 上巻-P411
K-2-42-40 寺院－高山別 覚（御坊屋根志十日講中集金文書） 上巻-P411
K-2-42-41 寺院－高山別 御坊御再建御屋根葺板志請書物入（輪番盛林寺） 上巻-P411
K-2-42-42 寺院－高山別 庫裏奉加志（上納受取） 上巻-P411
K-2-42-43 寺院－高山別 覚（御坊御作事方御入用金子借用証） 上巻-P411
K-2-42-44 寺院－高山別 借用申金子之事　（御坊御作事方入用に付借用証） 上巻-P412
K-2-42-45 寺院－高山別 拾銭講受取御通高山御坊 上巻-P412
K-2-42-46 寺院－高山別 高山別院御本堂新築寄附金簿大名田村松之木組 上巻-P412
K-2-42-47-1 寺院－高山別 別院本堂建築志納帳 上巻-P412
K-2-42-47-2 寺院－高山別 別院本堂建築志納組控簿 上巻-P412
K-2-42-48 寺院－高山別 高山別院御堂屋根奉加簿大名田村松之木組 上巻-P412
K-2-42-49-1 寺院－高山別 高山別院改正私見〔高山新報〕 上巻-P412
K-2-42-49-2 寺院－高山別 高山別院大門起工式〔高山新報〕 上巻-P412
K-2-42-50-1 寺院－高山別 志（嘉念坊善俊上人六百五十回忌法要志） 上巻-P412
K-2-42-50-2 寺院－高山別 御連枝霊寿院殿法要、嘉念坊法要 上巻-P412
K-2-42-51-1 寺院－高山別 高山別院営繕に就て御挨拶高山別院輪番他 上巻-P412
K-2-42-51-2 寺院－高山別 高山別院建立費三千万円〔飛騨新聞〕 上巻-P412
K-2-42-52 寺院－高山別 別院再建に寄進〔高山市民時報〕 上巻-P412
K-2-42-53 寺院－高山別 御坊の法要ポスター高山別院 上巻-P412
K-2-42-54 寺院－高山別 庫裡奉加志（上納受取） 上巻-P412
K-2-42-55 寺院－高山別 御七昼夜志高山御坊から大坂屋七左衛門宛 上巻-P412
K-2-42-56 寺院－高山別 覚（御普請志金上納）高山御坊から谷屋平兵衛宛 上巻-P412
K-2-42-57 寺院－高山別 御坊御地築掛銭奉加帳三之壱丁目 上巻-P412
K-2-42-58 寺院－高山別 御堂御地筑上ケ物奉加覚帳 上巻-P412
K-2-42-59 寺院－高山別 御取越に付御花束上納願状高山御坊 上巻-P412
K-2-42-60 寺院－高山別 御坊御本堂御再建五ケ年之間一銭講志帳 上巻-P412
K-2-42-61 寺院－高山別 高山別院大門スケッチ解説（南春寺過去帳より） 上巻-P412
K-2-42-62 寺院－高山別 白川御材木一件日記高山御坊輪番成龍坊 上巻-P412
K-2-42-63 寺院－照蓮寺 飛騨国大野郡白川郷中野村照蓮寺境内帳他〈角竹写〉 上巻-P412
K-2-42-64 寺院－照蓮寺 證文（了泉寺屋敷の件）照蓮寺琢晴から了泉寺宛 上巻-P412
K-2-42-65 寺院－照蓮寺 一向宗一揆と照蓮寺・石山合戦と照蓮寺〈角竹写〉 上巻-P412
K-2-42-66 寺院－照蓮寺 照蓮寺に関する文献索引〈角竹写〉 上巻-P412
K-2-42-67 寺院－照蓮寺 高山市史原稿“照蓮寺”〈角竹写〉 上巻-P413
K-2-42-68-1 寺院－照蓮寺 覚（高山照蓮寺々領田畑水帳奥書検地帳の件） 上巻-P413
K-2-42-68-2 寺院－照蓮寺 照蓮寺食堂庫裏上棟式常陸是教拝〈角竹写〉 上巻-P413
K-2-42-69 寺院－照蓮寺 乍恐以書付奉願上候（照蓮寺鐘堂石築木） 上巻-P413
K-2-42-70 寺院－照蓮寺 照蓮寺除地〈角竹写〉 上巻-P413
K-2-42-71 寺院－照蓮寺 始末書（照蓮寺上知取調方） 上巻-P413
K-2-42-72 寺院－照蓮寺 覚（東本願寺類焼、再建用材御下附に付て） 上巻-P413
K-2-42-73 寺院－照蓮寺 照蓮寺什物目録 上巻-P413
K-2-42-74 寺院－照蓮寺 寺跡取調書照蓮寺輪番藤井至静 上巻-P413
K-2-42-75 寺院－照蓮寺 高山別院照蓮寺沿革略記〔高山タイムス〕 上巻-P413
K-2-42-76 寺院－照蓮寺 高山別院照蓮寺沿革略大谷派東本願寺高山別院 上巻-P413
K-2-42-77 寺院－照蓮寺 照蓮寺開基善俊上人遺蹟考照蓮寺輪番北條義章発行 上巻-P413
K-2-42-78 寺院－照蓮寺 嘉念坊善俊上人と照蓮寺略史高山別院 上巻-P413
K-2-42-79-1 寺院－照蓮寺 中野照蓮寺に関する事項 上巻-P413
K-2-42-79-2 寺院－照蓮寺 飛騨真宗史編纂所報第一号（照蓮寺白川寺領他） 上巻-P413
K-2-42-80 寺院－照蓮寺 飛騨文化と照蓮寺角竹喜登〔新聞切抜他〕 上巻-P413
K-2-42-81-1 寺院－照蓮寺 嘉念坊物語（郷土史劇三幕七場）江馬修 上巻-P413
K-2-42-81-2 寺院－照蓮寺 嘉念坊善俊（岷江記写） 上巻-P413
K-2-42-82-1 寺院－照蓮寺 山口了心寺史（写） 上巻-P413
K-2-42-82-2 寺院－照蓮寺 定本照蓮寺史附山口了心寺略史 上巻-P413
K-2-42-83 寺院－照蓮寺 照蓮寺宣明 上巻-P413
K-2-42-84 寺院－照蓮寺 照蓮寺ノ史蹟大野郡荘川尋常高等小学校 上巻-P413
K-2-42-85-1 寺院－照蓮寺 照蓮寺血脈枝條図（写） 上巻-P413
K-2-42-85-2 寺院－照蓮寺 照蓮寺瓦拓本 上巻-P413
K-2-42-86-1 寺院－照蓮寺 照蓮寺宣心・佐奈姫墓絵図 上巻-P413
K-2-42-86-2 寺院－照蓮寺 さな姫をめぐる照蓮寺北条秀雄編 上巻-P413
K-2-42-87-1 寺院－照蓮寺 中野照蓮寺鐘銘拓本 上巻-P413
K-2-42-87-2 寺院－照蓮寺 照蓮寺寺務改正（時打之儀）時打給料 上巻-P413
K-2-42-88-1 寺院－照蓮寺 善俊上人御陵墓、火葬霊場図、写真 上巻-P414
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K-2-42-88-2 寺院－照蓮寺 御鳥羽帝御影 上巻-P414
K-2-42-89 寺院－照蓮寺 高山別院学場内英語研究会・大隆寺住職訴願林野下戻事件 上巻-P414
K-2-42-90 寺院－千光寺 三木大和守直頼寄進千光寺鐘写真 上巻-P414
K-2-42-91 寺院－千光寺 袈裟山千光寺縁記（写） 上巻-P414
K-2-42-92 寺院－千光寺 飛騨国袈裟山千光寺畧縁記（江戸開帳節書記） 上巻-P414
K-2-42-93 寺院－千光寺 千光寺の調査角竹喜登 上巻-P414
K-2-42-94 寺院－千光寺 飛騨国千光寺概要杉本大染著 上巻-P414
K-2-42-95 寺院－千光寺 笏木進上の件速水安芸守から千光寺宛 上巻-P414
K-2-42-96-1 寺院－千光寺 袈裟山千光寺略歴史〈角竹写〉 上巻-P414
K-2-42-96-2 寺院－千光寺 女房奉書写真 上巻-P414
K-2-42-97 寺院－千光寺 千光寺眞如法親王のこと〔新聞切抜他〕 上巻-P414
K-2-42-98 寺院－千光寺 略由緒、沿革他袈裟山千光寺 上巻-P414
K-2-42-99 寺院－千光寺 三木大和守直頼寄進鐘銘拓本 上巻-P414
K-2-42-100 寺院－安国寺 安国寺所蔵禁制札、転法論茂六葉説明 上巻-P414
K-2-42-101 寺院－安国寺 三條畧解安国寺徒足利素信 上巻-P414
K-2-42-102 寺院－安国寺 安国寺山内取調書上吉城郡西門前村 上巻-P414
K-2-42-103 寺院－安国寺 記（御渡銭請取書） 上巻-P414
K-2-42-104-1 寺院－安国寺 安国寺義民碑〈角竹写〉 上巻-P414
K-2-42-104-2 寺院－安国寺 安国寺拓本 上巻-P414
K-2-42-105 寺院－安国寺 足利源尊氏像尾張熱田地蔵院蔵 上巻-P414
K-2-42-106-1 寺院－安国寺 安国寺経蔵側面及後面写真 上巻-P414
K-2-42-106-2 寺院－安国寺 安国寺毘廬蔵廻輪経架写真 上巻-P414
K-2-42-106-3 寺院－安国寺 安国寺写真 上巻-P414
K-2-42-107 寺院－大隆寺 御田地質入証文之事 上巻-P414
K-2-42-108 寺院－大隆寺 願書、御届書（妙見菩薩開扉・閉扉） 上巻-P414
K-2-42-109 寺院－大隆寺 寺宝什物目録（大隆寺） 上巻-P415
K-2-42-110-1 寺院－大隆寺 大隆寺の半日〔高山新報〕 上巻-P415
K-2-42-110-2 寺院－大隆寺 大隆寺弁財天の開扉〔高山タイムス〕 上巻-P415
K-2-42-111 寺院－大隆寺 郷土第12号（大隆寺号）斐太郷土研究会 上巻-P415
K-2-42-112 寺院－還来寺 御田地質流證文之事 上巻-P415
K-2-42-113 寺院－還来寺 募縁書願主還来寺総同行中 上巻-P415
K-2-42-114 寺院－還来寺 還来寺帰雲家系譜 上巻-P415
K-2-42-115 寺院－還来寺 三福寺歓喜寺拝見宝物・文書 上巻-P415
K-2-42-116 寺院－真光寺 一代紗綾直綴拝領留嶋頼母から真光寺頼母宛 上巻-P415
K-2-42-117 寺院－真光寺 真光寺有志講株券 上巻-P415
K-2-42-118-1 寺院－松泰寺 金龍宮祭礼届 上巻-P415
K-2-42-118-2 寺院－松泰寺 松泰寺、長久寺御買請米御石代并其外取替金請拂勘定帳 上巻-P415
K-2-42-119 寺院－松泰寺 西之一色村松泰寺世話方之儀ニ付乍恐奉伺候書付 上巻-P415
K-2-42-120 寺院－松泰寺 村々勧進之儀永世御祈祷 上巻-P415
K-2-42-121 寺院－松泰寺 松泰寺（御宮御神事に付人足賃金の件）町年寄 上巻-P415
K-2-42-122 寺院－松泰寺 覚（松泰寺普請借り網壱筋） 上巻-P415
K-2-42-123 寺院－松泰寺 松泰寺役所印 上巻-P415
K-2-42-124 寺院－松泰寺 松泰寺聞山尭因和尚墓拓本 上巻-P415
K-2-42-125 寺院－長久寺 寺修覆貮百拾人請帳（定）八幡山長久寺 上巻-P415
K-2-42-126 寺院－長久寺 覚（長久寺祠堂金請取書）他 上巻-P415
K-2-42-127 寺院－長久寺 覚（長久寺祠堂頼母子、利足請取書他） 上巻-P415
K-2-42-128 寺院－長久寺 覚（祠堂金利足受取書、出金割書） 上巻-P416
K-2-42-129 寺院－長久寺 書状長久寺から杉崎屋甚右衛門宛他 上巻-P416
K-2-42-130 寺院－長久寺 口上（浴油請）長久寺 上巻-P416
K-2-42-131 寺院－専勝寺 乍恐以書付奉願上候 上巻-P416
K-2-42-132 寺院－専勝寺 差上申一札之事 上巻-P416
K-2-42-133 寺院－専勝寺 角川専勝寺奉賀覚 上巻-P416
K-2-42-134 寺院－飯山寺 飯山寺之記（写） 上巻-P416
K-2-42-135 寺院－飯山寺 飯山寺奉納等調角竹喜登 上巻-P416
K-2-42-136 寺院－飯山寺 什物帳飯山観音堂 上巻-P416
K-2-42-137 寺院－飯山寺 高山市史原稿“飯山寺”〈角竹写〉 上巻-P416
K-2-42-138 寺院－霊泉寺 集雲山霊泉寺復興について御願角竹喜登 上巻-P416
K-2-42-139 寺院－霊泉寺 霊泉寺の調査（宝物展観より）〈角竹写〉 上巻-P416
K-2-42-140 寺院－霊泉寺 高山市史原稿“霊泉寺”〈角竹写〉 上巻-P416
K-2-42-141 寺院－霊泉寺 竹渓山人霊泉寺記〈角竹写〉 上巻-P416
K-2-42-142 寺院－勝久寺 祠堂金預り證文之事 上巻-P416
K-2-42-143 寺院－勝久寺 金子預り證文之事 上巻-P416
K-2-42-144-1 寺院－勝久寺 一札（勝久寺留守居心底書） 上巻-P416
K-2-42-144-2 寺院－勝久寺 預申金子之事（御使僧御指向ニ付路用并諸雑費ニ借用） 上巻-P417
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K-2-42-145 寺院－勝久寺 年賦金預り質入證文之事他（庫裡建家壱軒） 上巻-P417
K-2-42-146 寺院－勝久寺 達書（無住に付留守居僧本山より差向一件） 上巻-P417
K-2-42-147 寺院－勝久寺 御尋に付奉申上ケ書　（勝久寺初元頼母子銀百匁講） 上巻-P417
K-2-42-148-1 寺院－勝久寺 勝久寺関係書状 上巻-P417
K-2-42-148-2 寺院－勝久寺 勝久寺移転〔高山タイムス〕 上巻-P417
K-2-42-149 寺院－勝久寺 高山市史原稿“勝久寺”〈角竹写〉 上巻-P417
K-2-42-150 寺院－勝久寺 勝久寺什物目録 上巻-P417
K-2-42-151 寺院－勝久寺 釈相常法師（勝久寺過去帳より）〈角竹写〉 上巻-P417
K-2-42-152 寺院－笠曲寺 寄附金募集御願（本堂庫裏改築、境内敷地買添） 上巻-P417
K-2-42-153 寺院－笠曲寺 高山市史原稿“笠曲寺”〈角竹写〉 上巻-P417
K-2-42-154 寺院－専念寺 専念寺仮堂取立木簿松之木耕地同行中 上巻-P417
K-2-42-155 寺院－専念寺 専念寺什物目録 上巻-P417
K-2-42-156 寺院－専念寺 年中執行事専念寺 上巻-P417
K-2-42-157 寺院－専念寺 以書付奉願上候（御買請米願） 上巻-P417
K-2-42-158-1 寺院－禅昌寺 龍澤山禅昌寺畧縁記 上巻-P417
K-2-42-158-2 寺院－禅昌寺 禅昌寺寺院規則 上巻-P417
K-2-42-159 寺院－禅昌寺 書状中呂禅昌寺温山から森七左衛門宛 上巻-P417
K-2-42-160 寺院－禅昌寺 禅昌寺写真説明角竹喜登 上巻-P417
K-2-42-161 寺院－禅昌寺 禅昌寺後円融院位牌拓本 上巻-P417
K-2-42-162 寺院－禅昌寺 禅昌寺掲示説明資料〈角竹記録〉 上巻-P417
K-2-42-163-1 寺院－速入寺 龍華山速入寺誌 上巻-P418
K-2-42-163-2 寺院－速入寺 速入寺から鎌倉時代の経本発見〔新聞記事〕 上巻-P418
K-2-42-164 寺院－速入寺 鎌倉時代の古写経速入寺に現存〔新聞記事〕 上巻-P418
K-2-42-165-1 寺院－速入寺 什物帳速入寺 上巻-P418
K-2-42-165-2 寺院－速入寺 教理速入寺21世釈現遵 上巻-P418
K-2-42-166-1 寺院－暎芳寺 暎芳寺什物目録 上巻-P418
K-2-42-166-2 寺院－暎芳寺 暎芳寺是心（大野郡史より）〈角竹記録〉 上巻-P418
K-2-42-167 寺院－暎芳寺 受領證（本堂再建寄附）暎芳寺から千原重吉宛 上巻-P418
K-2-42-168 寺院－宗猷寺 乍恐以書付御届奉申上候 上巻-P418
K-2-42-169 寺院－宗猷寺 伏見文秀女王殿下宗猷寺へ臨下 上巻-P418
K-2-42-170 寺院－宗猷寺 宗猷寺境外石佛調査、東山宗猷寺観音堂落成 上巻-P418
K-2-42-171 寺院－久昌寺 久昌寺明細帳 上巻-P418
K-2-42-172 寺院－久昌寺 寺宝什物目録久昌寺 上巻-P418

K-2-42-173
寺院－林昌寺
大国寺

本山御除地林昌寺預け素玄寺 上巻-P418

K-2-42-174
寺院－林昌寺
大国寺

掟（村中和合一件）弥三郎他から大国寺・林昌寺宛 上巻-P418

K-2-42-175
寺院－林昌寺
大国寺

御請（公事方留）大国寺〈角竹写〉 上巻-P418

K-2-42-176 寺院－了泉寺 白川寺領村々差出候趣（了泉寺地の件） 上巻-P418
K-2-42-177 寺院－了泉寺 了泉寺什物目録 上巻-P418
K-2-42-178-1 寺院－了泉寺 別院末寺了泉寺概記及略図了泉寺副住職北條良雄 上巻-P418
K-2-42-178-2 寺院－了泉寺 了泉寺本堂再建計画〔飛騨新聞〕 上巻-P418
K-2-42-179 寺院－法華寺 寄附田趣請納覚法華寺隠居日心から大池藤九郎宛 上巻-P419
K-2-42-180-1 寺院－法華寺 日蓮宗本城寺末法華寺差出明細帳 上巻-P419
K-2-42-180-2 寺院－法華寺 法華寺関係町年寄日記〈角竹写〉 上巻-P419
K-2-42-181 寺院－法華寺 願書（隠居願、修学願）高山東山法花寺 上巻-P419
K-2-42-182 寺院－法華寺 寺宝什物並寄附目録法華寺 上巻-P419
K-2-42-183 寺院－法華寺 書状（法華寺へ全快の御祈祷、星当りわるし） 上巻-P419
K-2-42-184-1 寺院－法華寺 法華寺洗佛大行菩薩拓本 上巻-P419
K-2-42-184-2 寺院－法華寺 法華寺過去帳〈角竹写〉他（ハガキ1枚あり） 上巻-P419
K-2-42-185 寺院－法華寺 高山市史原稿“法華寺”〈角竹写〉 上巻-P419
K-2-42-186 寺院－善応寺 届書（善応寺地蔵尊供養、善応寺江湖会興行） 上巻-P419
K-2-42-187 寺院－善応寺 御届（善応寺江湖会住職氏名） 上巻-P419
K-2-42-188 寺院－善応寺 寺宝什物目録善応寺 上巻-P419
K-2-42-189 寺院－往還寺 一位山往還寺過去帳記入事項抜書角竹喜登 上巻-P419
K-2-42-190 寺院－往還寺 宮村往還寺文書〈角竹写〉 上巻-P419
K-2-42-191 寺院－大雄寺 御願書、通知書（大雄寺古什宝返却願） 上巻-P419
K-2-42-192 寺院－大雄寺 以書付御届奉申上候（愛岩（宕）山権現湯・祭礼届） 上巻-P419
K-2-42-193-1 寺院－大雄寺 国府村上廣瀬大雄寺屋敷地図他 上巻-P419
K-2-42-193-2 寺院－大雄寺 寺宝什物並寄附目録大雄寺 上巻-P419
K-2-42-194 寺院－大雄寺 覚、願、書状（寺納請取書他） 上巻-P419
K-2-42-195 寺院－大雄寺 借札、口上（法要に付借用品） 上巻-P419
K-2-42-196 寺院－大雄寺 高山市史原稿“大雄寺”〈角竹写〉 上巻-P420
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K-2-42-197 寺院－雲龍寺 覚（末寺書上）雲龍寺から高山御役所宛 上巻-P420
K-2-42-198 寺院－雲龍寺 雲龍寺要録海蔵山雲龍寺 上巻-P420
K-2-42-199 寺院－雲龍寺 末寺書上禅宗海蔵山雲龍寺から高山御役所宛 上巻-P420
K-2-42-200 寺院－雲龍寺 書状雲龍寺仏山和尚から柿下清六宛 上巻-P420
K-2-42-201 寺院－雲龍寺 覚（庫裏造作奉加志）雲龍寺から滑川屋長五郎宛 上巻-P420
K-2-42-202 寺院－雲龍寺 御届書（威如王開扉供養） 上巻-P420
K-2-42-203 寺院－雲龍寺 雲龍寺地図、雲龍寺開山忌案内状 上巻-P420
K-2-42-204 寺院－雲龍寺 寺宝什物並寄附目録雲龍寺 上巻-P420
K-2-42-205 寺院－宝龍院 城山宝龍院開帳（町年寄日記より）〈角竹写〉 上巻-P420
K-2-42-206-1 寺院－宝龍院 乍恐以書付御届申上候 上巻-P420
K-2-42-206-2 寺院－宝龍院 差上申御請証文之事（宝龍院へ御祓札ふり下る） 上巻-P420
K-2-42-207 寺院－素玄寺 以書付奉申上候（末寺書上） 上巻-P420
K-2-42-208 寺院－素玄寺 奉願上候書付（素玄寺住持病死に付後住持願） 上巻-P420
K-2-42-209 寺院－素玄寺 寺宝什物並寄附目録 上巻-P420
K-2-42-210 寺院－素玄寺 證（観音堂営繕寄附寺納）素玄寺から阪田長五郎宛 上巻-P420
K-2-42-211 寺院－素玄寺 寄附金募集継続に付願書 上巻-P420
K-2-42-212 寺院－素玄寺 素玄寺三重塔正面図（　　見取図）〔青写真〕 上巻-P420
K-2-42-213 寺院－恩林寺 恩林寺開帳（鉄眼禅師遺績展覧会）恩林寺 上巻-P420
K-2-42-214 寺院－恩林寺 案内状（大般若祈祷会に就て）恩林寺 上巻-P420
K-2-42-215 寺院－天照寺 書状（金子返済延引詫状） 上巻-P421
K-2-42-216 寺院－天照寺 寺宝什物目録天性寺 上巻-P421

K-2-42-217
寺院－その他
寺院

国府村鶴巣清峰寺の阯調査 上巻-P421

K-2-42-218
寺院－その他
寺院

書簡（益田郡中呂真乗寺、吉川惟足の事） 上巻-P421

K-2-42-219
寺院－その他
寺院

永代経被成寄附受納仕候玄興寺から平瀬屋市兵衛宛 上巻-P421

K-2-42-220
寺院－その他
寺院

慈光院、龍光院一同召出 上巻-P421

K-2-42-221
寺院－その他
寺院

律宗寺院除地境内其外明細帳霊泉寺から高山御役所宛 上巻-P421

K-2-42-222
寺院－その他
寺院

東山素玄寺において中教院支局開院に付説教有之、参詣通知　高山町扱
所

上巻-P421

K-2-42-223
寺院－その他
寺院

願書（相応院永続方） 上巻-P421

K-2-42-224
寺院－その他
寺院

寺宝什物目録栄鏡院 上巻-P421

K-2-42-225
寺院－その他
寺院

寺宝什物目録栄寿菴 上巻-P421

K-2-42-226
寺院－その他
寺院

寺宝什物目録正定院 上巻-P421

K-2-42-227
寺院－その他
寺院

寺宝什物目録洞雲院 上巻-P421

K-2-42-228
寺院－その他
寺院

寺宝什物目録林香院 上巻-P421

K-2-42-229
寺院－その他
寺院

祐専坊什物目録 上巻-P421

K-2-42-230
寺院－その他
寺院

真蓮寺什物目録 上巻-P421

K-2-42-231
寺院－その他
寺院

不遠寺什物目録 上巻-P421

K-2-42-232
寺院－その他
寺院

神通寺什物目録 上巻-P421

K-2-42-233
寺院－その他
寺院

什物目録（称讃寺、橘稲荷社、日枝神社、黄金神社、白山社、杉谷神明
宮、小桜神社、東山神明宮）

上巻-P421

K-2-42-234
寺院－その他
寺院

圓龍寺什物目録 上巻-P421

K-2-42-235
寺院－その他
寺院

御届書（国府村西念寺真宗大谷派教会社法延執行届） 上巻-P421

K-2-42-236
寺院－その他
寺院

御届（霊雲寺什宝目録） 上巻-P421

K-2-42-237
寺院－その他
寺院

添書（寺有不動産交換願之件、圓龍寺、照蓮寺） 上巻-P421



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-42-238-1
寺院－その他
寺院

規定書（保寿寺維持法） 上巻-P421

K-2-42-238-2
寺院－その他
寺院

高山保寿寺本尊盗まれる〔飛騨毎日新聞〕 上巻-P421

K-2-42-239
寺院－その他
寺院

法隆寺五重塔心柱の空洞再調査他〔新聞〕 上巻-P422

K-2-42-240
寺院－その他
寺院

光照寺照空記録抄 上巻-P422

K-2-42-241
寺院－その他
寺院

以書付奉申上候（末寺書上） 上巻-P422

K-2-42-242
寺院－その他
寺院

大八賀村滝区、岩井区を中心とせる吉野朝関係遺蹟地概見図 上巻-P422

K-2-42-243
寺院－その他
寺院

（御祈祷御礼并に御守辻之燈籠江納） 上巻-P422

K-2-42-244
寺院－その他
寺院

上広瀬光寿庵址調査角竹喜登 上巻-P422

K-2-42-245
寺院－その他
寺院

大野郡清見村牧ケ洞了徳寺の調査角竹喜登 上巻-P422

K-2-42-246
寺院－その他
寺院

書状（御堂作事塗箔并家根修復等の残金に付拝借の件） 上巻-P422

K-2-42-247
寺院－その他
寺院

書状本覚寺から谷平兵衛宛 上巻-P422

K-2-42-248-1
寺院－その他
寺院

覚（松樹院錫徳利奉納奉加） 上巻-P422

K-2-42-248-2
寺院－その他
寺院

願（御一新以来神佛分離に付、改名し神事祭礼相勤方） 上巻-P422

K-2-42-249
寺院－その他
寺院

書状常蓮寺住職から高山坂江屋吉兵衛他宛 上巻-P422

K-2-42-250
寺院－その他
寺院

永平寺グラフ大本山永平寺内笛岡自照編輯 上巻-P422

K-2-42-251-1
寺院－その他
寺院

長瀧寺と河上庄角竹喜登 上巻-P422

K-2-42-251-2
寺院－その他
寺院

長瀧寺と河上荘位置指示図 上巻-P422

K-2-42-252
寺院－その他
寺院

書簡、写真（信州なら井長泉寺蔵大般若経について） 上巻-P422

K-2-42-253
寺院－その他
寺院

寺院明細帳書上吉城郡月ケ瀬村善敬寺扣 上巻-P422

K-2-42-254
寺院－その他
寺院

東山宗猷寺領益田郡竹原村大威徳寺阯調査角竹喜登 上巻-P422

K-2-42-255
寺院－その他
寺院

書状小坂落合村福応寺から日下部平兵衛宛 上巻-P422

K-2-42-256-1
寺院－その他
寺院

円城寺再建他〔高山新報〕 上巻-P422

K-2-42-256-2
寺院－その他
寺院

書状円城寺住職から日下部平兵衛宛 上巻-P422

K-2-42-257
寺院－その他
寺院

書状吉城郡船津町谷中山東林寺から谷屋平兵衛宛 上巻-P422

K-2-42-258
寺院－その他
寺院

書状神通寺から日下部平兵衛宛 上巻-P422

K-2-42-259
寺院－その他
寺院

清見村三谷一念寺梵鐘記角竹喜登 上巻-P422

K-2-42-260
寺院－その他
寺院

古川町円光寺へ梵鐘費御寄進高松宮〔新聞切抜〕 上巻-P422

K-2-42-261-1
寺院－その他
寺院

益田郡萩原町大覚禅寺開山宗麟和尚位牌拓本 上巻-P422

K-2-42-261-2
寺院－その他
寺院

益田郡萩原町大覚禅寺再中興柏公和尚位牌拓本 上巻-P422

K-2-42-261-3
寺院－その他
寺院

延慶在銘“鉦鼓”（常連寺蔵）拓本 上巻-P422

K-2-42-262
寺院－その他
寺院

掲示資料“寺院名”〈角竹作製〉 上巻-P422

K-2-42-263
寺院－その他
寺院

光明山賢誓寺境内畧図（扇子） 上巻-P423



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-42-264
寺院－その他
寺院

中原村石神薬師堂経文（禅昌寺蔵）〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-265
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“キリスト教”〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-266
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“修験”〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-267
寺院－その他
寺院

飛騨国寺院の覚（地役人某記）〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-268
寺院－その他
寺院

飛州三郡諸寺社方書抜 上巻-P423

K-2-42-269
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“高山市廃寺史”〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-270
寺院－その他
寺院

一札（陣屋表御吟味之件差入請証文）浄慶寺 上巻-P423

K-2-42-271
寺院－その他
寺院

社木伐出願書留 上巻-P423

K-2-42-272
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“寺中の寺院文献”〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-273
寺院－その他
寺院

覚（御遠忌志請取）惣掛中から滑川長三郎宛 上巻-P423

K-2-42-274
寺院－その他
寺院

在中奉加帳東林山大雄寺 上巻-P423

K-2-42-275
寺院－その他
寺院

廿五日講小寄帳原田屋九兵衛他 上巻-P423

K-2-42-276
寺院－その他
寺院

闡提老翁（白隠大禅師）薮柑子小草園 上巻-P423

K-2-42-277
寺院－その他
寺院

口義全（十二日講中什物） 上巻-P423

K-2-42-278
寺院－その他
寺院

御本山御融通志御頼の件 上巻-P423

K-2-42-279
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“寺院関係”〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-280
寺院－その他
寺院

以書付奉願上候（御買請米願） 上巻-P423

K-2-42-281
寺院－その他
寺院

報恩講、御取越記録高山御坊 上巻-P423

K-2-42-282
寺院－その他
寺院

諸上納勘定帳（台所賄方取持同行中）〈角竹写〉 上巻-P423

K-2-42-283
寺院－その他
寺院

乍憚以書付御願申上候（城坂通相常坊隠居所取繕願） 上巻-P423

K-2-42-284
寺院－その他
寺院

昼飯宿願（小木曽村正宗禅寺江湖会大衆方） 上巻-P423

K-2-42-285
寺院－その他
寺院

御請（法事料寄附－金六両御祠堂料－） 上巻-P423

K-2-42-286
寺院－その他
寺院

太極圓象伝 上巻-P423

K-2-42-287
寺院－その他
寺院

乍恐以書付奉願上候（坊方村氏神はっそう森すハの森両社屋根修覆に桧
末木取立願）

上巻-P423

K-2-42-288
寺院－その他
寺院

覚（富士山本殿修覆勧化他書上）矢嶋 上巻-P424

K-2-42-289
寺院－その他
寺院

御法会御斉札割・御菓子米大豆割・溜り酒萬入用割 上巻-P424

K-2-42-290
寺院－その他
寺院

乍恐以書付奉願上候（暦販売願） 上巻-P424

K-2-42-291
寺院－その他
寺院

禅宗済家本末寺号其外明細帳（禅昌寺他除地書上） 上巻-P424

K-2-42-292
寺院－その他
寺院

浄土真宗本末寺号其外明細帳 上巻-P424

K-2-42-293
寺院－その他
寺院

布告（高山県社寺方布告写）高山県社寺方 上巻-P424

K-2-42-294
寺院－その他
寺院

本末寺号其外明細帳高山県 上巻-P424

K-2-42-295
寺院－その他
寺院

吉城郡第197区真宗東本願寺派安置佛 上巻-P424



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-42-296
寺院－その他
寺院

諸宗説教要義 上巻-P424

K-2-42-297
寺院－その他
寺院

届書（松倉山馬頭観音供養届） 上巻-P424

K-2-42-298
寺院－その他
寺院

御届（僧侶の教導職） 上巻-P424

K-2-42-299
寺院－その他
寺院

御請書（神風講社世話掛拝命） 上巻-P424

K-2-42-300
寺院－その他
寺院

神風講社世話掛申付 上巻-P424

K-2-42-301
寺院－その他
寺院

届（東山寺院住職氏名） 上巻-P424

K-2-42-302-1
寺院－その他
寺院

祐専坊境内・西之坊境内坪数戸長田近盛域 上巻-P424

K-2-42-302-2
寺院－その他
寺院

大野郡高山町旧西川原町祐専坊境内・絵図 上巻-P424

K-2-42-303
寺院－その他
寺院

第二十五大区四小区社寺現境内取調書上簿 上巻-P424

K-2-42-304
寺院－その他
寺院

社寺現境内反別大野郡高山町 上巻-P424

K-2-42-305
寺院－その他
寺院

口演（法会執行）善応寺、法華寺他 上巻-P424

K-2-42-306
寺院－その他
寺院

寺院并住職員数取調書大野郡高山町戸長 上巻-P424

K-2-42-307
寺院－その他
寺院

大野郡高山町寺院境外佛堂員数取調書 上巻-P424

K-2-42-308
寺院－その他
寺院

寺院宝物古器物古文書目録大野郡位山村 上巻-P424

K-2-42-309
寺院－その他
寺院

案内状（二の丸観世音入佛供養、参拝方） 上巻-P424

K-2-42-310
寺院－その他
寺院

佛堂石佛明細帳大野郡位山村 上巻-P424

K-2-42-311
寺院－その他
寺院

寺院明細帳大野郡位山村 上巻-P424

K-2-42-312
寺院－その他
寺院

福田会育児院永続淨資日課の次第東京福田会育児院 上巻-P424

K-2-42-313
寺院－その他
寺院

鐘堂有志講金借用証券 上巻-P424

K-2-42-314
寺院－その他
寺院

布達太政官第十九号（神佛教導職廃止の件） 上巻-P425

K-2-42-315
寺院－その他
寺院

願書（勝久寺住職本山より詮義有、什器その他立会調査の件）勝久寺旦中
惣代押上忠三郎他

上巻-P425

K-2-42-316
寺院－その他
寺院

真言宗高澤山日龍峰寺境内之図・由緒 上巻-P425

K-2-42-317
寺院－その他
寺院

宣教師と牧師、新築高山町役場参観〈角竹写〉 上巻-P425

K-2-42-318
寺院－その他
寺院

高山諸寺過去帳抄（写） 上巻-P425

K-2-42-319
寺院－その他
寺院

村上天皇法諱覚貞御尊像〈角竹写〉 上巻-P425

K-2-42-320
寺院－その他
寺院

速入寺鐘鋳造、飛騨総社石華表竣工式〔高山タイムス〕 上巻-P425

K-2-42-321
寺院－その他
寺院

美濃郷土資料（法華曼・羅）揖斐郡横蔵寺蔵 上巻-P425

K-2-42-322
寺院－その他
寺院

釣鐘を通して見たる郷土史（案）角竹喜登 上巻-P425

K-2-42-323
寺院－その他
寺院

岷江記刊行〔高山日々新聞切抜〕 上巻-P425

K-2-42-324
寺院－その他
寺院

お山安泰の祈り（御嶽山開祭） 上巻-P425

K-2-42-325
寺院－その他
寺院

飛騨眞宗史編纂所報飛騨眞宗史編纂会発行 上巻-P425

K-2-42-326
寺院－その他
寺院

荘厳講引付帳中ノ飛騨関係記事〔書簡〕 上巻-P425



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-42-327
寺院－その他
寺院

南無妙法蓮華経大石碑調査書 上巻-P425

K-2-42-328
寺院－その他
寺院

第16回郷土研究会知名故人の御墓参詣 上巻-P425

K-2-42-329
寺院－その他
寺院

大楠公供養宝篋印塔建立趣意書（諸行事案内・会計報告） 上巻-P425

K-2-42-330
寺院－その他
寺院

高山市内史蹟の実地研究（寺院、神社他） 上巻-P425

K-2-42-331
寺院－その他
寺院

飛騨の観音講熊原政男〔新聞切抜〕 上巻-P425

K-2-42-332
寺院－その他
寺院

飛騨の佛教文化展覧会を見る（梵鐘の部）角竹喜登 上巻-P425

K-2-42-333
寺院－その他
寺院

奈良時代の飛騨佛教文化遺蹟の研究角竹喜登 上巻-P425

K-2-42-334
寺院－その他
寺院

高山教区寺院教会僧侶一覧表高山教務所刊 上巻-P425

K-2-42-335
寺院－その他
寺院

濃飛古典の表情　〔新聞切抜〕 上巻-P425

K-2-42-336
寺院－その他
寺院

鰐口拓本（生井村） 上巻-P425

K-2-42-337
寺院－その他
寺院

大野郡川上郷新宮村田畑屋舗御検地水帳（写） 上巻-P425

K-2-42-338
寺院－その他
寺院

寄行燈之弁 上巻-P425

K-2-42-339
寺院－その他
寺院

大野郡寺院鐘銘調（霊龍寺、了因寺、玄興教寺） 上巻-P425

K-2-42-340
寺院－その他
寺院

浄土真宗肉食妻帯之趣意（写） 上巻-P426

K-2-42-341
寺院－その他
寺院

毎月廿五日小寄講 上巻-P426

K-2-42-342
寺院－その他
寺院

御再建御所（写） 上巻-P426

K-2-42-343
寺院－その他
寺院

文化元年飛騨国益田郡甲村より掘り出したる鰐口銘 上巻-P426

K-2-42-344
寺院－その他
寺院

益田郡寺院鐘銘調（誓願寺、往還寺、一念寺） 上巻-P426

K-2-42-345
寺院－その他
寺院

御石代上納請取書（一宮御造営、御用掛他） 上巻-P426

K-2-42-346
寺院－その他
寺院

年賦金預質入証文之事（質物買請米五十俵） 上巻-P426

K-2-42-347
寺院－その他
寺院

御法会日記山口村若連中 上巻-P426

K-2-42-348
寺院－その他
寺院

祖師聖人六百回忌金銭上納帳山口村若連中 上巻-P426

K-2-42-349
寺院－その他
寺院

祖師聖人六百回忌玄・白米上納帳山口村若連中 上巻-P426

K-2-42-350
寺院－その他
寺院

飛州寺院附 上巻-P426

K-2-42-351
寺院－その他
寺院

御寿像様（達如様）奉加帳〈角竹写〉 上巻-P426

K-2-42-352
寺院－その他
寺院

小坂観音堂に関する逸文押上森蔵 上巻-P426

K-2-42-353
寺院－その他
寺院

弥勒堂について松葉惣四郎 上巻-P426

K-2-42-354
寺院－その他
寺院

達（社寺領現在の境内を除外、一般上地被仰付一件） 上巻-P426

K-2-42-355
寺院－その他
寺院

懸佛図（小鷹利村上野赤岩永次郎氏蔵） 上巻-P426

K-2-42-356
寺院－その他
寺院

本堂仮建金銭米通杉崎屋善右衛門 上巻-P426

K-2-42-357
寺院－その他
寺院

しょぼん寺址（メモ） 上巻-P426

K-2-42-358
寺院－その他
寺院

光曜山岷江記第一巻第二巻〈角竹写〉 上巻-P426
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-42-359
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“飛鳥・奈良・平安時代”〈角竹写〉 上巻-P426

K-2-42-360
寺院－その他
寺院

朝日村大御堂について〈角竹写〉 上巻-P426

K-2-42-361
寺院－その他
寺院

旧跡数珠掛桜田来畧縁起 上巻-P426

K-2-42-362
寺院－その他
寺院

当時開基専光房由来考 上巻-P426

K-2-42-363
寺院－その他
寺院

飛騨国大野郡高山町寺院境外石佛員数取調書 上巻-P426

K-2-42-364
寺院－その他
寺院

佛法大切のこと〈角竹写〉 上巻-P426

K-2-42-365
寺院－その他
寺院

奉読誦（般若心経、十句観音経） 上巻-P426

K-2-42-366
寺院－その他
寺院

御再建演説横山太良右エ門 上巻-P426

K-2-42-367
寺院－その他
寺院

縁日盛衰記（延命地蔵菩薩）〔高山タイムス〕 上巻-P426

K-2-42-368
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“各寺院僧侶名”（写） 上巻-P427

K-2-42-369
寺院－その他
寺院

白隠の教化と飛騨の観音講熊原政男 上巻-P427

K-2-42-370
寺院－その他
寺院

白隠禅師小木曽旭晃〔新聞切抜〕〈角竹写〉 上巻-P427

K-2-42-371
寺院－その他
寺院

人足札（松泰寺） 上巻-P427

K-2-42-372
寺院－その他
寺院

西本願寺大教正の飛騨巡礼 上巻-P427

K-2-42-373
寺院－その他
寺院

改札（醍醐御殿御役僧）金剛寺兼住法印 上巻-P427

K-2-42-374
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“高山市内寺院”〈角竹記録〉 上巻-P427

K-2-42-375-1
寺院－その他
寺院

飛騨真宗史“岷江記”の数的記事 上巻-P427

K-2-42-375-2
寺院－その他
寺院

岷江記の著者角竹喜登 上巻-P427

K-2-42-376
寺院－その他
寺院

益田郡の佛堂 上巻-P427

K-2-42-377
寺院－その他
寺院

高山市史原稿“高山東山寺院”〈角竹写〉 上巻-P427

K-2-42-378
寺院－その他
寺院

御案内（金森宗和、長谷川忠崇、田中英績、大井永昌法要案内）東山雲龍
寺

上巻-P427

K-2-42-379
寺院－その他
寺院

小萱の薬師堂（富田・彦著“飛騨”より）〈角竹写〉 上巻-P427

K-2-42-380
寺院－その他
寺院

覚（御米、松泰寺分） 上巻-P427

K-2-42-381
寺院－その他
寺院

法隆寺の修理（天平戯画を発見）〔新聞切抜〕 上巻-P427

K-2-42-382
寺院－その他
寺院

覚（照蓮寺入用炭百俵、高山御役所請取書） 上巻-P427

K-2-42-383
寺院－その他
寺院

御届書（月並説教届）年番大雄寺から正副戸長宛 上巻-P427

K-2-42-384
寺院－その他
寺院

五百五十年忌勅書写 上巻-P427

K-2-42-385
寺院－その他
寺院

東山寺院附近絵図 上巻-P427

K-2-42-386
寺院－その他
寺院

小坂浄福寺の梵鐘〔高山タイムス〕 上巻-P427

K-2-42-387
寺院－その他
寺院

お寺を中心とせる飛騨郷土史 上巻-P427

K-2-42-388
寺院－その他
寺院

岐阜県各郡市除外（供出）願の梵鐘等調査 上巻-P427

K-2-42-389
寺院－その他
寺院

高山町路傍の小祠（秋葉様） 上巻-P427
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K-2-42-390
寺院－その他
寺院

益田郡に於ける吉野朝時代著名社寺〈角竹写〉 上巻-P427

K-2-42-391
寺院－その他
寺院

浄願寺の鐘〔中部日本新聞〕 上巻-P427

K-2-42-392
寺院－その他
寺院

有力町人百姓の梵鐘寄附例角竹喜登 上巻-P427

K-2-42-393
寺院－その他
寺院

飛騨一宮、久津八幡、速入寺大般若経〈角竹写〉 上巻-P427

K-2-42-394
寺院－その他
寺院

筑摩県管下飛騨国教導受持区分表 上巻-P427

K-2-42-395
寺院－その他
寺院

書状（新規師職出来候而者難儀に付御差留のこと） 上巻-P427

K-2-42-396
寺院－その他
寺院

高山市史原稿〈角竹写〉 上巻-P427

K-2-42-397
寺院－その他
寺院

神祇方御側衆兼帯役人名 上巻-P427

K-2-42-398
寺院－その他
寺院

修験頭大乗院系譜（一部）（写） 上巻-P428

K-2-42-399
寺院－その他
寺院

書状（御公儀様忌中、普請、長はた、油しめ御停止） 上巻-P428

K-2-42-400
寺院－その他
寺院

吉城郡除地帳大池 上巻-P428

K-2-42-401
寺院－その他
寺院

大野郡除地書抜 上巻-P428

K-2-42-402
寺院－その他
寺院

大野郡除地帳大池 上巻-P428

K-2-42-403
寺院－その他
寺院

益田郡除地帳大池 上巻-P428

K-2-42-404
寺院－その他
寺院

経蔵附帯工事寄附芳名録安国寺 上巻-P428

K-2-42-405
寺院－その他
寺院

飛騨国社寺領上地反別貢米金取調帳 上巻-P428

K-2-42-406
寺院－その他
寺院

益田郡社寺領上地分書抜 上巻-P428

K-2-42-407
寺院－その他
寺院

吉城郡社寺領上地分書抜 上巻-P428

K-2-42-408
寺院－その他
寺院

右馬頭源朝臣は足利家執権細川頼之由他 上巻-P428

K-2-42-409
寺院－その他
寺院

飛騨国清水寺之図（扇子） 上巻-P428

K-2-42-410
寺院－その他
寺院

梵鐘銘拓本 上巻-P428

K-2-42-411
寺院－その他
寺院

伊勢御師久保倉名代墓拓本 上巻-P428

K-2-42-412
寺院－その他
寺院

寺院僧侶名（掲示資料）〈角竹作製〉 上巻-P428

K-2-42-413
寺院－その他
寺院

鐘銘、奉納器物等拓本 上巻-P428

K-2-42-414
寺院－その他
寺院

宗祖大師六百五十年御遠忌庭儀式図 上巻-P428

K-2-42-415
寺院－その他
寺院

最勝講御趣意書（聞名寺写） 上巻-P428

K-2-42-416
寺院－その他
寺院

飛州志ニ在之所書抜小坂町吉田山長谷寺記録 上巻-P428

K-2-42-417
寺院－その他
寺院

灘覚坊、其他（飛騨に於ける楠木氏関係の伝説） 上巻-P428

K-2-42-418
寺院－その他
寺院

楠正成小碑拓本 上巻-P428

K-2-42-419
寺院－その他
寺院

松平越中守殿より御渡之御書付（諸寺院之僧侶締方達） 上巻-P428

K-2-42-420
寺院－その他
寺院

お保ゑ（初穂料） 上巻-P428

K-2-42-421
寺院－その他
寺院

奉御本山石つきうた 上巻-P428
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K-2-42-422
寺院－その他
寺院

益田郡竹原村宮地乗政調査（地蔵寺他）角竹喜登 上巻-P428

K-2-42-423
寺院－その他
寺院

郡上郡奥明方村水上ケ池由来（浄念寺と関係あり） 上巻-P428

K-2-42-424
寺院－その他
寺院

観音永代譲渡申証文之事 上巻-P429

K-2-43-1 教育－学校教 高山県の学校〈角竹写〉 下巻-P1
K-2-43-2 教育－学校教 学校創立告諭書筑摩郡学校世話役惣代窪田畔夫他 下巻-P1
K-2-43-3 教育－学校教 郡上郡内小学校教育沿革誌〈角竹写〉 下巻-P1
K-2-43-4 教育－学校教 大学区の分画改正文部卿大木喬任 下巻-P1
K-2-43-5 教育－学校教 御請書（学問のすゝめ受取） 下巻-P1
K-2-43-6 教育－学校教 中川八郎明正義塾へ出張英語教授に付入門について 下巻-P1
K-2-43-7 教育－学校教 英国単語篇出版願 下巻-P1
K-2-43-8 教育－学校教 告示（勝久寺内に学校創立開校式執行）〈角竹写〉 下巻-P1
K-2-43-9 教育－学校教 願書（学校世話方免除願） 下巻-P1
K-2-43-10 教育－学校教 御願書（居宅学校使用御免の件） 下巻-P1
K-2-43-11 教育－学校教 達（学校に関すること）筑摩県権令永山盛輝 下巻-P1
K-2-43-12 教育－学校教 学校日曜日休暇の件区長から高山町正副戸長宛 下巻-P1
K-2-43-13 教育－学校教 学事掛給料の件高山出張所から学校取締宛 下巻-P1
K-2-43-14 教育－学校教 御届書（師範講習書出張入学の件） 下巻-P1
K-2-43-15 教育－学校教 学校元資金の件生井修斉から小四区正副戸長宛 下巻-P1
K-2-43-16 教育－学校教 学校諸記録〈角竹写〉 下巻-P1
K-2-43-17 教育－学校教 従六才至十四才就学生徒人員書 下巻-P1
K-2-43-18 教育－学校教 学校新築寄付金請取書高山町扱所から森彦八郎宛 下巻-P1
K-2-43-19 教育－学校教 位山学校書類（條約者、出納表、請求、その他） 下巻-P1
K-2-43-20 教育－学校教 布達（各大区受持担任者名） 下巻-P1
K-2-43-21 教育－学校教 書籍御通製本所鈴木吉兵衛から阪田嘉蔵宛 下巻-P2
K-2-43-22 教育－学校教 清見村事務扱所から清見村福寄宛新築費請取書 下巻-P2
K-2-43-23 教育－学校教 教科書通 下巻-P2
K-2-43-24 教育－学校教 毎月勘定簿（位山学校） 下巻-P2
K-2-43-25 教育－学校教 本県甲第32号（教育仮事務所設立について） 下巻-P2
K-2-43-26 教育－学校教 上申書（森下学校文書）〈角竹写〉 下巻-P2
K-2-43-27 教育－学校教 暇修小学教則岐阜県師範学校 下巻-P2
K-2-43-28 教育－学校教 細江学校維持金定約書吉城郡細江村 下巻-P2
K-2-43-29 教育－学校教 勘定簿（学校経費） 下巻-P2
K-2-43-30 教育－学校教 富田校創設当時よりの経費決算及予算の一部並に就学出席状況 下巻-P2
K-2-43-31 教育－学校教 学校記 下巻-P2
K-2-43-32 教育－学校教 諸品賣渡通簿、新渕学校御入用高山第三文海堂 下巻-P2
K-2-43-33 教育－学校教 條約書 下巻-P2
K-2-43-34 教育－学校教 書籍代価の件中山学校事務局から高山教育事務所宛 下巻-P2
K-2-43-35-1 教育－学校教 吉城郡細江村細江学校学費明細表 下巻-P2
K-2-43-35-2 教育－学校教 吉城郡細江村細江学校勘定簿 下巻-P2
K-2-43-36 教育－学校教 記（教育資助金并展覧会諸費受取） 下巻-P2
K-2-43-37 教育－学校教 祝詞、位山学校開校第二十番中学区取締谷口周三 下巻-P2
K-2-43-38 教育－学校教 諸学校より書籍注文書、諸品売渡通帳 下巻-P2
K-2-43-39 教育－学校教 毎月勘定帳益田郡竹原村宮地学校 下巻-P2
K-2-43-40 教育－学校教 記（幼稚新聞12年分代価の件） 下巻-P2
K-2-43-41 教育－学校教 学校元資四ケ一分取立帳 下巻-P2
K-2-43-42 教育－学校教 位山学校文書 下巻-P2
K-2-43-43 教育－学校教 高山町師範講習所印 下巻-P2
K-2-43-44 教育－学校教 教員解免願出に付諭達 下巻-P2
K-2-43-45 教育－学校教 学令簿の件 下巻-P3
K-2-43-46 教育－学校教 小学畧則、豫科教則 下巻-P3
K-2-43-47 教育－学校教 吉城郡教育会議日記第一号（小学教則に関する会議） 下巻-P3
K-2-43-48 教育－学校教 教育新聞材料賦課 下巻-P3
K-2-43-49 教育－学校教 大野郡位山村学令子女手踊、猪子舞禁止の件 下巻-P3
K-2-43-50 教育－学校教 書籍買渡帳（細江学校） 下巻-P3
K-2-43-51 教育－学校教 本県甲第85号（布達本県管内学区并小学校数） 下巻-P3
K-2-43-52 教育－学校教 大試験費（細江学校） 下巻-P3
K-2-43-53 教育－学校教 川西村尾崎学校生徒数並に卒業者数 下巻-P3
K-2-43-54 教育－学校教 書籍取調帳（細江学校） 下巻-P3
K-2-43-55 教育－学校教 飛騨国教育史料綴 下巻-P3
K-2-43-56 教育－学校教 郡乙第四号（三郡連合教育会規則） 下巻-P3
K-2-43-57 教育－学校教 岐阜県中学科教科書表 下巻-P3
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K-2-43-58 教育－学校教 岐阜県師範学科教則試業規則及卒業證書式 下巻-P3
K-2-43-59 教育－学校教 本県丙第27号（本県華陽学校規則師範学校中学科教則教科書表等の改 下巻-P3
K-2-43-60 教育－学校教 本県甲第25号（達農学校通則） 下巻-P3
K-2-43-61 教育－学校教 甲乙種教育会成議案議長甲永井松元 下巻-P3
K-2-43-62 教育－学校教 学令児童無事由欠席者違刑罪処分ノ件 下巻-P3
K-2-43-63 教育－学校教 岐阜県小学校規則 下巻-P3
K-2-43-64 教育－学校教 本県丙第139号（小学校規則改正の件） 下巻-P3
K-2-43-65 教育－学校教 事務日誌第8学区学務委員尾崎清七代理尾崎清九郎 下巻-P3
K-2-43-66 教育－学校教 郡第57号（華陽学校内中等科仮設の件） 下巻-P3
K-2-43-67 教育－学校教 郡第57号（高山華陽学校入学生徒募集文書） 下巻-P3
K-2-43-68-1 教育－学校教 本県甲第105号（華陽学校中学科入学試験科目改正の件） 下巻-P4
K-2-43-68-2 教育－学校教 本県乙第147号（華陽学校中等師範学科及初等中学科生徒募集の件） 下巻-P4
K-2-43-69 教育－学校教 本県甲第115号（本県々立女学校規則改定） 下巻-P4
K-2-43-70 教育－学校教 高山校17年度下半期予算（不破弘宣日記） 下巻-P4
K-2-43-71 教育－学校教 出役巡回等検印帳第8学区学務委員代尾崎清九郎 下巻-P4
K-2-43-72 教育－学校教 明治17年学事諸記大野郡久々野村 下巻-P4
K-2-43-73 教育－学校教 入学願書（田村麻之助、清水力次郎） 下巻-P4
K-2-43-74 教育－学校教 文部省図書偽版に付通達 下巻-P4
K-2-43-75 教育－学校教 高山学校入学願書提出の件 下巻-P4
K-2-43-76 教育－学校教 学第970号（岐阜県高山学校職務章程及勤務心得） 下巻-P4
K-2-43-77 教育－学校教 郡第58号（小学校教員学力検定試験執行の件） 下巻-P4
K-2-43-78 教育－学校教 岐阜県高山学校職務章程并勤務心得 下巻-P4
K-2-43-79 教育－学校教 伺書（18才未満者の学力検査） 下巻-P4
K-2-43-80 教育－学校教 国内小学補助金割渡帳 下巻-P4
K-2-43-81 教育－学校教 賞状（高山学校費寄附） 下巻-P4
K-2-43-82 教育－学校教 卒業試験執行の件 下巻-P4
K-2-43-83 教育－学校教 岐阜県令第8号管内小学校規則 下巻-P4
K-2-43-84 教育－学校教 高山学校生徒募集上申書 下巻-P4
K-2-43-85 教育－学校教 飛騨高山学校生徒募集広告 下巻-P5
K-2-43-86 教育－学校教 記（高山学校職員俸給仕拂） 下巻-P5
K-2-43-87 教育－学校教 拂方判取帳荒城学校 下巻-P5
K-2-43-88 教育－学校教 高山尋常小学校学令就学調査表他高山町 下巻-P5
K-2-43-89 教育－学校教 達（明治18、19年度高山学校地方税支出予算） 下巻-P5
K-2-43-90 教育－学校教 明治19年度高山学校費支出予算 下巻-P5
K-2-43-91 教育－学校教 郡第22号（部内小学校試業細則） 下巻-P5
K-2-43-92 教育－学校教 学校新築人足簿拾九番組 下巻-P5
K-2-43-93 教育－学校教 諸品御通帳大坪善右衛門から今村学校宛 下巻-P5
K-2-43-94 教育－学校教 明治20年教育概評東京下谷区開発社 下巻-P5
K-2-43-95 教育－学校教 岐阜県令第6号（本県管内小学校位置区域改正） 下巻-P5
K-2-43-96 教育－学校教 郡第6号（小学校授業生学力検定試験細則の改正） 下巻-P5
K-2-43-97 教育－学校教 明治21年度第一期斐太学校教育補助費 下巻-P5
K-2-43-98-1 教育－学校教 小学新習字帳（尋常科第3年後期） 下巻-P5
K-2-43-98-2 教育－学校教 習字帳佐々木ひさ 下巻-P5
K-2-43-99 教育－学校教 祝辞（斐太尋常中学校第一回卒業證書授与式及び開校式） 下巻-P5
K-2-43-100 教育－学校教 高山尋常小学校教員給料表 下巻-P5
K-2-43-101 教育－学校教 引継書（高山高等小学校寄附金の内、学校貸料の件他） 下巻-P5
K-2-43-102 教育－学校教 引継書（高山町高等小学校費別途寄附金） 下巻-P5
K-2-43-103 教育－学校教 尋常小学校精算報告 下巻-P5
K-2-43-104 教育－学校教 高山高等小学校区域臨時連合会成議案 下巻-P5
K-2-43-105 教育－学校教 訓示（教育勅語について）文部大臣芳川顯正 下巻-P5
K-2-43-106 教育－学校教 高山尋常小学校沿革誌抜翠 下巻-P5
K-2-43-107 教育－学校教 願書 下巻-P6
K-2-43-108 教育－学校教 尋常小学校修費支出法案（各小学校割評決） 下巻-P6
K-2-43-109 教育－学校教 高山町告示2号（学級委員・常設委員当選者名） 下巻-P6
K-2-43-110 教育－学校教 伝習所生徒卒業式執行〈角竹写〉 下巻-P6
K-2-43-111 教育－学校教 高山町教育会規約高山町教育会から代情茂助宛 下巻-P6

K-2-43-112
教育－学校教
育

小・中学校に関する決議（中学校経常費寄附金負担額の件、小学校授業料
全廃の件、非全廃に決す他）

下巻-P6

K-2-43-566 教育－学校教 小学生徒心得 下巻-P6
K-2-43-567 教育－学校教 書状（被害地小学校惨状陳情の為上京に付） 下巻-P6
K-2-43-568 教育－学校教 船津校編纂「郷土中心修身教材」を読む〈角竹記録〉 下巻-P6
K-2-43-113 教育－学校教 明治21年度～明治30年度10ケ年継続斐太学校費 下巻-P6
K-2-43-114 教育－学校教 教育文献〈角竹写〉 下巻-P6
K-2-43-115 教育－学校教 山之口尋常小学校開校式典案内状 下巻-P6
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K-2-43-116 教育－学校教 町会決議書 下巻-P6
K-2-43-117 教育－学校教 條約書位山学校主者三宅半十郎 下巻-P6
K-2-43-118 教育－学校教 書状（幼学便覧注文の件） 下巻-P6
K-2-43-119 教育－学校教 高山町明治35年度歳入歳出追加予算 下巻-P6
K-2-43-120 教育－学校教 灘学校児童賞与金灘学校 下巻-P6
K-2-43-121 教育－学校教 教育史料蒐集目録〈角竹記録〉 下巻-P6
K-2-43-122 教育－学校教 飛騨学寮建設費出資額第一回集金〈角竹写〉 下巻-P6
K-2-43-123 教育－学校教 上宝村学校問題の解決〔高山新報〕 下巻-P6
K-2-43-124-1 教育－学校教 高山男子小学校敷地選定問題〔高山新報〕 下巻-P6
K-2-43-124-2 教育－学校教 高山男子小学校敷地問題の落着〔高山新報〕 下巻-P6
K-2-43-125 教育－学校教 明治43年事務報告、町有財産明細表 下巻-P7
K-2-43-126 教育－学校教 号外（高山男子小学校新設地位の決定）〔高山新報〕 下巻-P7
K-2-43-127 教育－学校教 決議書（高等女学校設置委員取調意見）高山町会 下巻-P7
K-2-43-128 教育－学校教 高山町学校問題〔高山新報〕 下巻-P7
K-2-43-129 教育－学校教 学校助成金請取 下巻-P7
K-2-43-130 教育－学校教 学校助成金上納請取書金穀出納局から坊方村宛 下巻-P7
K-2-43-131 教育－学校教 大名田村森下学校関係者一覧 下巻-P7
K-2-43-132 教育－学校教 郡立高等女学校設立協議会〔高山タイムス〕 下巻-P7
K-2-43-133 教育－学校教 補習教育資料 下巻-P7
K-2-43-134-1 教育－学校教 大野郡立農業補習学校設立〔高山タイムス〕 下巻-P7
K-2-43-134-2 教育－学校教 大野郡立農業補習学校卒業式〔高山タイムス〕 下巻-P7
K-2-43-135 教育－学校教 押上将軍の演説と男子小学校の建築〔高山タイムス〕 下巻-P7
K-2-43-136 教育－学校教 茂住小学校再築〔新聞切抜〕 下巻-P7
K-2-43-137 教育－学校教 高山女子小学校長廣瀬亀之助先生文部省より選奨 下巻-P7
K-2-43-138 教育－学校教 学帳野村氏 下巻-P7
K-2-43-139 教育－学校教 岐阜県大野郡教育会規則 下巻-P7
K-2-43-140 教育－学校教 入学当日までの子供指導高山女子尋常高等小学校 下巻-P7
K-2-43-141 教育－学校教 男子小学校建築に関する事業の概略 下巻-P7
K-2-43-142 教育－学校教 寄附名簿（記念文庫） 下巻-P7
K-2-43-143 教育－学校教 大野郡優良卒業児童（大正13年3月表彰） 下巻-P7
K-2-43-144 教育－学校教 高山町告示甲第19号 下巻-P7
K-2-43-145 教育－学校教 高山尋常小学校沿革史〈角竹写〉 下巻-P7
K-2-43-146 教育－学校教 工事経過報告 下巻-P7
K-2-43-147 教育－学校教 西校問題について柿下清六 下巻-P7
K-2-43-148 教育－学校教 大野郡高山女子小学校長杉下友之助退職挨拶 下巻-P7
K-2-43-149 教育－学校教 郷土教育の発表要項大野郡高山西尋常高等小学校 下巻-P8
K-2-43-150 教育－学校教 助成金交付の上枝農業補習学校〔教育新聞〕 下巻-P8
K-2-43-151 教育－学校教 金桶小学校史料展覧会目録 下巻-P8
K-2-43-152 教育－学校教 ハガキ（大村小学校火災礼状） 下巻-P8
K-2-43-153 教育－学校教 昭和13年度高山市実業青年学校後援会歳入歳出決算 下巻-P8
K-2-43-154 教育－学校教 高山市教育会表彰規程 下巻-P8
K-2-43-155 教育－学校教 昭和14年事務報告高山市役所学務課 下巻-P8
K-2-43-156 教育－学校教 校舎新築落成記念絵はがき（学校写真） 下巻-P8
K-2-43-157 教育－学校教 高山工業学校沿革史〈角竹写〉 下巻-P8
K-2-43-158 教育－学校教 告示（卒業式典に於ける）県知事桃井直美 下巻-P8
K-2-43-159 教育－学校教 趣意書 下巻-P8
K-2-43-160 教育－学校教 創立30周年記年諸行事準備記録 下巻-P8
K-2-43-161 教育－学校教 旧職員の動静 下巻-P8
K-2-43-162 教育－学校教 一段落の県下高校、新制中学統合問題〔飛騨新聞〕 下巻-P8
K-2-43-163 教育－学校教 教育委員会法について（公布昭和23年7月15日即日施行） 下巻-P8
K-2-43-164 教育－学校教 高工タイムス第1号高山工業高等学校 下巻-P8
K-2-43-165 教育－学校教 南グランド開場式典案内状 下巻-P8
K-2-43-166 教育－学校教 新宮校増築問題紛糾〔飛騨タイムス〕 下巻-P8
K-2-43-167 教育－学校教 高山市の教育高山市教育委員会 下巻-P8
K-2-43-168 教育－学校教 党派の浸透に対して学校当局への警告について 下巻-P8
K-2-43-169 教育－学校教 岐阜県立高等学校学則学校教育法施行細則 下巻-P8
K-2-43-170 教育－学校教 教育職員免許法施行令教育職員免許法施行規則 下巻-P8
K-2-43-171 教育－学校教 学区制の実施について岐阜県教育委員会 下巻-P8
K-2-43-172-1 教育－学校教 二中通信第18号 下巻-P8
K-2-43-172-2 教育－学校教 二中通信第20号 下巻-P8
K-2-43-172-3 教育－学校教 三中通信 下巻-P8
K-2-43-172-4 教育－学校教 高山市立第二中学校運動会プログラム 下巻-P9
K-2-43-173 教育－学校教 学事要覧昭和25年版高山市教育課 下巻-P9
K-2-43-174 教育－学校教 岐阜県教育委員会委員候補者選挙公報、教育委員会報 下巻-P9
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K-2-43-175 教育－学校教 益高新聞 下巻-P9
K-2-43-176 教育－学校教 書簡（高山工業高等学校沿革などについて） 下巻-P9
K-2-43-177 教育－学校教 第二中学校教育資料 下巻-P9
K-2-43-178 教育－学校教 高山一中新聞 下巻-P9
K-2-43-179 教育－学校教 馬場の学校祝東校30周年東小学校 下巻-P9
K-2-43-180 教育－学校教 千島学校学制80周年記念誌高山市立山王小学校 下巻-P9
K-2-43-181 教育－学校教 高山一中図書館事務引継目録〈角竹写〉 下巻-P9
K-2-43-182 教育－学校教 郷土館見学作文集新宮小学校第4学年児童 下巻-P9
K-2-43-183 教育－学校教 新しき丘に立ちて（第二中学校新築移転記念文集） 下巻-P9
K-2-43-184 教育－学校教 教育委員選挙ポスター 下巻-P9
K-2-43-185-1 教育－学校教 一中の新築計画〔市民時報〕 下巻-P9
K-2-43-185-2 教育－学校教 二中の落成式〔広報たかやま〕 下巻-P9
K-2-43-186 教育－学校教 県下市町村新教育委員一覧〔岐阜タイムス〕 下巻-P9
K-2-43-187 教育－学校教 岐阜県教員養成所要覧 下巻-P9
K-2-43-188 教育－学校教 二中通信（埴岡の地名）第二中学校 下巻-P9
K-2-43-189 教育－学校教 経済倶楽部講演誌（教科書問題について牧野良三） 下巻-P9
K-2-43-190 教育－学校教 新しい教育をどう見るか（世論調査のまとめ） 下巻-P9
K-2-43-191 教育－学校教 山なみ会々員名簿（旧三中職員の集い） 下巻-P9
K-2-43-192 教育－学校教 ハガキ（退任あいさつ状）岩井正尾から角竹喜登宛 下巻-P9
K-2-43-193 教育－学校教 明治29年2月18日決議、高山高等小学校将来維持方之件 下巻-P9
K-2-43-194 教育－学校教 盲の恩師へ贈る人情ブロ（恩師前原敏郎）〔新聞切抜〕 下巻-P9
K-2-43-195 教育－学校教 書簡（恩師佐々木肅先生来遊に付同窓会案内） 下巻-P9
K-2-43-196 教育－学校教 書簡（研究問題の件） 下巻-P9
K-2-43-197 教育－学校教 高山学校教育史（学制頒布～明治12年まで）〈角竹写〉 下巻-P9
K-2-43-198 教育－学校教 明治初年学校創設当初の向学心考察資料〈角竹写〉 下巻-P10

K-2-43-199
教育－学校教
育

教育（教育者田中貢太郎他について斐太中学校創立20周年記念式次第
他）〈角竹写〉

下巻-P10

K-2-43-200 教育－学校教 小学校（高山市史より）〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-201 教育－学校教 大名田小学校陣列品（時代物館）総目録 下巻-P10
K-2-43-202 教育－学校教 我が校の道徳教育の方針袈裟丸小学校野中年次 下巻-P10
K-2-43-203 教育－学校教 教育勅語雙六（表袋のみ） 下巻-P10
K-2-43-204 教育－学校教 学校沿革誌調査関係文書目録〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-205 教育－学校教 中学区（高山市史より）〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-206 教育－学校教 岐阜県女学校附属女児小学校規則 下巻-P10
K-2-43-207 教育－学校教 学農社学校規則 下巻-P10
K-2-43-208 教育－学校教 岐阜県第一中学校規則 下巻-P10
K-2-43-209 教育－学校教 大野・池田郡役所部内学区、学校位置、学校資格、区内町村 下巻-P10
K-2-43-210 教育－学校教 拓本（山王公園内筆塚） 下巻-P10
K-2-43-211 教育－学校教 明治18年高山学校開校式状況（教育時論第7号記事） 下巻-P10
K-2-43-212 教育－学校教 小学校歴史科教材研究角竹喜登 下巻-P10
K-2-43-213 教育－学校教 高山市立南小学校50周年祝典関係 下巻-P10
K-2-43-214 教育－学校教 第二回全飛発明考案展出品目録 下巻-P10
K-2-43-215 教育－学校教 江名子校沿革誌〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-216 教育－学校教 昭和30年度高山市教育要覧高山市教育委員会 下巻-P10
K-2-43-217 教育－学校教 中切（三枝）小学校沿革〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-218 教育－学校教 新宮小学校沿革誌他〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-219 教育－学校教 小学校沿革（大野郡史より）〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-220 教育－学校教 山王校沿革〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-221 教育－学校教 書状（被害小学校国庫補助之件） 下巻-P10
K-2-43-222 教育－学校教 北小学校新築平面図（平面図、ハガキ、手紙） 下巻-P10
K-2-43-223 教育－学校教 駒場農学校図 下巻-P10
K-2-43-224 教育－学校教 裁縫設立法方（裁縫場設置、女子兼習の件） 下巻-P10
K-2-43-225 教育－学校教 高山市教化資料（教化市目標と郷土）〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-226 教育－学校教 明治初年教科書・参考書目録〈角竹写〉 下巻-P10
K-2-43-227 教育－学校教 書状（高山尋常小学校長の件） 下巻-P10
K-2-43-228 教育－学校教 書状（杉下元次郎退職の件）清水清から坂田秋一宛 下巻-P11
K-2-43-229 教育－学校教 書状（塚腰氏ピアノ寄贈の件）良三から成瀬老兄宛 下巻-P11
K-2-43-230 教育－学校教 記（経費支払領収書）諸務課から斐太学校宛 下巻-P11
K-2-43-231 教育－学校教 児童孝行短歌 下巻-P11
K-2-43-232 教育－学校教 岐阜教育社規約 下巻-P11
K-2-43-233 教育－学校教 明治17年1月改定学務委員事務要項 下巻-P11
K-2-43-234 教育－学校教 寄稿（教育勅語渙発50周年記念式典を迎えて当時の状況を謹話）早川章 下巻-P11
K-2-43-235 教育－学校教 書状（学校間打合開催之件） 下巻-P11
K-2-43-236 教育－学校教 高山尋常小学校第二校男子部図面 下巻-P11



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-237 教育－学校教 益田高校校長異動（鍵谷先生から柿下保先生にかわる） 下巻-P11
K-2-43-238 教育－学校教 文化の日の歌 下巻-P11
K-2-43-239 教育－学校教 教師作製の性格評定尺度 下巻-P11
K-2-43-240 教育－学校教 個人的・社会的・公民的発達記録評定尺度表 下巻-P11
K-2-43-241 教育－学校教 卒業証書羽根学校 下巻-P11
K-2-43-242 教育－学校教 高山市内各小学校沿革〈角竹写〉 下巻-P11
K-2-43-243 教育－煥章学 小学校創立〈角竹写〉 下巻-P11
K-2-43-244 教育－煥章学 教育史〈角竹写〉 下巻-P11
K-2-43-245 教育－煥章学 煥章学校史料〈角竹写〉 下巻-P11
K-2-43-246 教育－煥章学 煥章学校上棟式・開校式案内状煥章学校 下巻-P11
K-2-43-247 教育－煥章学 煥章学校日課表 下巻-P11
K-2-43-248 教育－煥章学 煥章学校新築費寄附請取書 下巻-P11
K-2-43-249 教育－煥章学 煥章学校新築講興行案内高山町扱所 下巻-P11
K-2-43-250 教育－煥章学 高山煥章学校創設当初の教員と其の給料〈角竹写〉 下巻-P11
K-2-43-251 教育－煥章学 明治6、7年高山煥章学校創設当初の経費の研究〈角竹写〉 下巻-P11
K-2-43-252 教育－煥章学 煥章学校卒業證書 下巻-P12
K-2-43-253 教育－煥章学 煥章学校遂試験昇級之免状に付その心得 下巻-P12
K-2-43-254 教育－煥章学 煥章学校開業・入校の件 下巻-P12
K-2-43-255 教育－煥章学 煥章学校類焼に付仮校の件、生徒の件 下巻-P12
K-2-43-256 教育－煥章学 煥章学校主者他申付書岐阜県庁から矢嶋謙二郎他宛 下巻-P12
K-2-43-257 教育－煥章学 煥章学校幹事学区取締申付戸長川上猷 下巻-P12
K-2-43-258 教育－煥章学 煥章学校大殿賀祭次第 下巻-P12
K-2-43-259 教育－煥章学 煥章学校習業時間割 下巻-P12
K-2-43-260 教育－煥章学 月謝収納証（飛騨煥章学校） 下巻-P12
K-2-43-261 教育－煥章学 授業料収納証（高山尋常小学校） 下巻-P12
K-2-43-262 教育－煥章学 御届書（学校改正に付、校名改正） 下巻-P12
K-2-43-263 教育－煥章学 御願書（煥章学校印あり） 下巻-P12
K-2-43-264 教育－煥章学 高山煥章学校会計録より写〈角竹写〉 下巻-P12
K-2-43-265 教育－煥章学 煥章学校元資金領収書 下巻-P12
K-2-43-266 教育－煥章学 神饌方開校調物簿（煥章学校） 下巻-P12
K-2-43-267 教育－煥章学 高山煥章学校沿革調査資料角竹喜登 下巻-P12
K-2-43-564 教育－煥章学 書状（煥章学校へ寄付の件） 下巻-P12
K-2-43-565 教育－煥章学 煥章学校写真 下巻-P12

K-2-43-268
教育－斐太中
学校

證（斐太尋常中学校職員寄付金） 下巻-P12

K-2-43-269
教育－斐太中
学校

書状（斐中を県立とする件） 下巻-P12

K-2-43-270
教育－斐太中
学校

斐中掲示（原級止置、試験生編入）斐太尋常中学校 下巻-P12

K-2-43-271
教育－斐太中
学校

上申書（斐太尋常中学校長并ニ正教員俸給年額） 下巻-P13

K-2-43-272
教育－斐太中
学校

生徒募集上申書（斐太尋常中学校生徒） 下巻-P13

K-2-43-273
教育－斐太中
学校

明治30年度斐太尋常中学校建設臨時費歳入出総計予算 下巻-P13

K-2-43-274
教育－斐太中
学校

斐太尋常中学校敷地査定之件（2月20、26日決議） 下巻-P13

K-2-43-275
教育－斐太中
学校

履歴書（教員）北道道庁平民山崎益 下巻-P13

K-2-43-276
教育－斐太中
学校

体育教員辞令（案）斐太中学体育会 下巻-P13

K-2-43-277
教育－斐太中
学校

明治27年斐太尋常中学校学事年報揃 下巻-P13

K-2-43-278
教育－斐太中
学校

人物考定及学業成績書斐太中学校々長依田喜一郎 下巻-P13

K-2-43-279
教育－斐太中
学校

病気解嘱具申書（学校医川上倭香） 下巻-P13

K-2-43-280
教育－斐太中
学校

職員除服の件開申（教諭心得富田豊彦） 下巻-P13

K-2-43-281
教育－斐太中
学校

高等師範学校生徒タルニ適当（吉住・三） 下巻-P13

K-2-43-282
教育－斐太中
学校

證明書（平民加藤弥尋常中学校卒業） 下巻-P13



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-283
教育－斐太中
学校

保証書（陸軍士官採用加藤弥） 下巻-P13

K-2-43-284
教育－斐太中
学校

證明書（平民二村権二郎尋常中学科卒業見込） 下巻-P13

K-2-43-285
教育－斐太中
学校

推薦書（平民大住増蔵大学予科入学推薦） 下巻-P13

K-2-43-286-1
教育－斐太中
学校

保證書（陸軍士官採用尾崎斉） 下巻-P13

K-2-43-286-2
教育－斐太中
学校

保証書（陸軍士官採用岩田久吉） 下巻-P13

K-2-43-287
教育－斐太中
学校

木盃未着に付照会案 下巻-P13

K-2-43-288
教育－斐太中
学校

高山町朝戸善友より土器破片寄附の件 下巻-P13

K-2-43-289
教育－斐太中
学校

田中登作校長解職岐阜県斐太尋常中学校 下巻-P13

K-2-43-290
教育－斐太中
学校

吉住・三（高等師範学校生徒タルニ適当ノモノト考定） 下巻-P13

K-2-43-291
教育－斐太中
学校

24年度第二期、斐太中学校維持金利子・高山高等小学校 下巻-P14

K-2-43-292
教育－斐太中
学校

推薦書（平民牧野英一大学予科入学推薦） 下巻-P14

K-2-43-293
教育－斐太中
学校

御届（斐中嘱託田中登作先生病死届） 下巻-P14

K-2-43-294
教育－斐太中
学校

書状（学校関係）依田喜一郎から八田島宛 下巻-P14

K-2-43-295
教育－斐太中
学校

電報（元田中学校長の兼務は、30年4月22日消滅の儀と御承知ありたし） 下巻-P14

K-2-43-296
教育－斐太中
学校

電報（校長高宮幹一先生3月5日高山に着く） 下巻-P14

K-2-43-297
教育－斐太中
学校

記（斐太中学校移転式費に関する件）池之端惣助 下巻-P14

K-2-43-298
教育－斐太中
学校

明治37年斐太中学校日記（国庫債券の応募記事あり） 下巻-P14

K-2-43-299
教育－斐太中
学校

生徒試験成績表斐太中学校 下巻-P14

K-2-43-300
教育－斐太中
学校

斐中創立50周年祝賀の大提灯行列〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P14

K-2-43-301
教育－斐太中
学校

とんぼ通信斐太高等学校 下巻-P14

K-2-43-302
教育－斐太中
学校

斐高創立70周年記念〔飛騨タイムス〕 下巻-P14

K-2-43-303
教育－斐太中
学校

生徒訓斐太中学校長安井留三 下巻-P14

K-2-43-304
教育－斐太中
学校

斐太中学校昇格期成同盟趣意 下巻-P14

K-2-43-305
教育－斐太中
学校

習字手本（依田喜一郎校長時代）斐太中学校 下巻-P14

K-2-43-306
教育－斐太中
学校

斐中創立60周年祝賀準備委員名簿 下巻-P14

K-2-43-569
教育－斐太中
学校

斐太中学付近の航空写真 下巻-P14

K-2-43-570
教育－斐太中
学校

斐太中学校の旗写真〔印刷〕 下巻-P14

K-2-43-307
教育－斐太農
林学校

意見書・理由書（斐太実業学校学則改正の件） 下巻-P14

K-2-43-308
教育－斐太農
林学校

斐太実業学校昇格経費寄附金 下巻-P14

K-2-43-309
教育－斐太農
林学校

斐太実業学校創立15周年記念式祝辞（学生写） 下巻-P14

K-2-43-310
教育－斐太農
林学校

岐阜県斐太実業学校一覧表 下巻-P14

K-2-43-311
教育－斐太農
林学校

斐太農林学校増築落成式 下巻-P15
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-312
教育－斐太農
林学校

斐太農林学校掲示教育について角竹喜登 下巻-P15

K-2-43-313
教育－斐太農
林学校

寄附金趣意書（農林高校として昇格条件） 下巻-P15

K-2-43-314
教育－斐太農
林学校

斐太農林学校一覧表（沿革大要他） 下巻-P15

K-2-43-315
教育－斐太農
林学校

斐太農林高等学校昇格期成会決算報告 下巻-P15

K-2-43-316
教育－斐太農
林学校

祝辞（斐太農林卒業式）岐阜県知事武藤嘉門 下巻-P15

K-2-43-317
教育－斐太農
林学校

入舎案内（斐太実業学校寄宿舎・斐太実業学校） 下巻-P15

K-2-43-318
教育－斐太農
林学校

斐太実業学校沿革史〈角竹写〉 下巻-P15

K-2-43-571
教育－斐太農
林学校

実業学校設立建議〔高山新報〕 下巻-P15

K-2-43-572
教育－斐太農
林学校

印譜（斐太農林学校の歴史） 下巻-P15

K-2-43-319
教育－益田農
林学校

式次第 下巻-P15

K-2-43-320
教育－益田農
林学校

大正14年度寄宿舎規定益田農林学校寄宿舎 下巻-P15

K-2-43-321
教育－益田農
林学校

新聞「益農」益田農林学校 下巻-P15

K-2-43-322
教育－益田農
林学校

益田農林学校一覧表（沿革他） 下巻-P15

K-2-43-323
教育－益田農
林学校

本校の水稲挿秧法及び其の栽培考察野首秋蔵 下巻-P15

K-2-43-324
教育－益田農
林学校

校舎内主管場所一覧表 下巻-P15

K-2-43-325
教育－益田農
林学校

昭和15年度益田農林学校校友会役員名 下巻-P15

K-2-43-326
教育－益田農
林学校

益田農林学校甲種昇格記事〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P15

K-2-43-327
教育－益田農
林学校

益田農林学校併設益田武徳殿進捗の状況 下巻-P15

K-2-43-328
教育－益田農
林学校

益田農林学校併設益田武徳殿竣工式記念絵ハガキ 下巻-P15

K-2-43-329
教育－益田農
林学校

益田農林学校武徳殿落成式文書 下巻-P15

K-2-43-330
教育－益田農
林学校

目録第二回航空記念日中部第90部隊陸軍中将安倍定 下巻-P15

K-2-43-331
教育－益田農
林学校

父兄への通信（援助願い） 下巻-P15

K-2-43-332
教育－益田農
林学校

益農タイムス 下巻-P15

K-2-43-333
教育－益田農
林学校

益田農林学校文集“或る日の掲示板” 下巻-P15

K-2-43-334
教育－益田農
林学校

昭和13年度備忘録校長 下巻-P15

K-2-43-335
教育－益田農
林学校

操行査定に関する参考 下巻-P16

K-2-43-336
教育－益田農
林学校

割増金附戦時報国債券、割増金附戦時貯蓄債券 下巻-P16

K-2-43-337
教育－益田農
林学校

入学式式辞 下巻-P16

K-2-43-338
教育－益田農
林学校

益田農林学校敷地図 下巻-P16

K-2-43-339
教育－益田農
林学校

益田農林学校学則 下巻-P16

K-2-43-340
教育－益田農
林学校

サイロ設計図・校地配置図 下巻-P16

K-2-43-341
教育－益田農
林学校

鶏舎見積書・畜舎移転見積書 下巻-P16
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K-2-43-342
教育－益田農
林学校

本校訓育の概要益田農林学校訓育部 下巻-P16

K-2-43-343
教育－益田農
林学校

益田農林学校落成式記念ハガキ（写真） 下巻-P16

K-2-43-344
教育－益田農
林学校

建議書、陳情書（益田農林学校女子部に女子青年学校教員養成を併置す
るの件）

下巻-P16

K-2-43-345
教育－益田農
林学校

修養娯楽会追加規約 下巻-P16

K-2-43-346
教育－益田農
林学校

益田農林学校男子部甲種程度昇格に関する参考書 下巻-P16

K-2-43-347
教育－益田農
林学校

益田農林学校入学資格変更に関する陳情書 下巻-P16

K-2-43-348
教育－益田農
林学校

施設概要益田高等国民学校 下巻-P16

K-2-43-349
教育－益田農
林学校

昭和13年度女子部寄宿舎建築費に関する證書 下巻-P16

K-2-43-350
教育－益田農
林学校

益田農林学校建物図 下巻-P16

K-2-43-351
教育－益田農
林学校

御届（薬剤師資格貸與の件）益田農林学校長 下巻-P16

K-2-43-352
教育－益田農
林学校

益田農林学校沿革誌資料袋 下巻-P16

K-2-43-353
教育－高山高
等学校

高山高等学校沿革史〈角竹写〉 下巻-P16

K-2-43-354
教育－高山高
等学校

沿革抄 下巻-P16

K-2-43-355
教育－高山高
等学校

高山実科高等女学校開校式〔高山タイムス〕 下巻-P16

K-2-43-356
教育－高山高
等学校

町立高山実科高等女学校開校〔高山タイムス〕 下巻-P16

K-2-43-357
教育－高山高
等学校

高山高等女学校運動会順序 下巻-P16

K-2-43-358
教育－高山高
等学校

高山高等女学校建築費予算飛騨三郡依頼状 下巻-P16

K-2-43-359
教育－高山高
等学校

高山高等女学校へ天皇皇后両陛下御真影御下賜の件 下巻-P16

K-2-43-360
教育－高山高
等学校

高山高等女学校経費調 下巻-P17

K-2-43-361
教育－高山高
等学校

高山高等女学校上棟式・落成式案内状高山町長 下巻-P17

K-2-43-362
教育－高山高
等学校

本校概要高山高等女学校 下巻-P17

K-2-43-363
教育－高山高
等学校

絵ハガキ（高山高等女学校の写真） 下巻-P17

K-2-43-364
教育－高山高
等学校

会報第15号高山高等女学校 下巻-P17

K-2-43-365
教育－高山高
等学校

高山高等女学校三十周年記念ポスター 下巻-P17

K-2-43-366
教育－高山高
等学校

高山高等女学校三十周年祝辞祝電他 下巻-P17

K-2-43-367
教育－高山高
等学校

創立三十周年祝賀記念誌高山高等女学校 下巻-P17

K-2-43-368
教育－高山高
等学校

両校統合育友会結成祝賀会折詰の絵 下巻-P17

K-2-43-369
教育－高山高
等学校

昭和24年1月22日現在、高山高等学校一覧表 下巻-P17

K-2-43-370
教育－高山高
等学校

高山高等学校職員写真 下巻-P17

K-2-43-371
教育－高山高
等学校

高山高等学校第一回卒業生一覧表 下巻-P17

K-2-43-372
教育－高山高
等学校

高山市を中心にした蔬菜の播種期と収穫期 下巻-P17

K-2-43-373
教育－高山高
等学校

言語活動と近代的文芸性について（日曜講座） 下巻-P17



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-374
教育－高山高
等学校

高山高校ホームルームのあり方研究 下巻-P17

K-2-43-375
教育－高山高
等学校

高山高校応援歌 下巻-P17

K-2-43-376
教育－高山高
等学校

市街地養鶏の要諦高山高校天木円了 下巻-P17

K-2-43-377
教育－高山高
等学校

高山高等学校現況表 下巻-P17

K-2-43-378
教育－高山高
等学校

高山高等学校家庭クラブ会則 下巻-P17

K-2-43-379
教育－高山高
等学校

農業教育概況 下巻-P17

K-2-43-380
教育－高山高
等学校

郷土文化史展出品目録高山高等学校創立一周年記念文化祭 下巻-P17

K-2-43-381
教育－高山高
等学校

高山高校新聞（・1，3，4，5，6号） 下巻-P17

K-2-43-382
教育－高山高
等学校

昭和二十四年度育友会役員・委員名簿高山高校 下巻-P17

K-2-43-383
教育－高山高
等学校

家庭科ホームプロジェクト実施概要高山高等学校 下巻-P17

K-2-43-384
教育－高山高
等学校

高山高等学校第二回卒業生一覧表 下巻-P17

K-2-43-385
教育－高山高
等学校

図書係引継書 下巻-P17

K-2-43-386
教育－高山高
等学校

高山高校新聞（災禍復旧校舎の計画成る他） 下巻-P17

K-2-43-387
教育－高山高
等学校

依頼状（図書の寄贈）高山高等学校図書館後援会 下巻-P18

K-2-43-388
教育－高山高
等学校

在庫図書調高山高等学校 下巻-P18

K-2-43-389
教育－高山高
等学校

三十周年記念祝賀委員地域別人員一覧 下巻-P18

K-2-43-390
教育－高山高
等学校

高山高等学校農業協同組合定款 下巻-P18

K-2-43-391
教育－高山高
等学校

高等学校生徒指導要録 下巻-P18

K-2-43-573
教育－高山高
等学校

文部省科学研究奨励交付金申請書類〈角竹記録〉 下巻-P18

K-2-43-392
教育－幼稚園
教育

私立高山幼稚園沿革史〈角竹写〉 下巻-P18

K-2-43-393
教育－幼稚園
教育

私立高山幼稚園第三回運動会プログラム 下巻-P18

K-2-43-394
教育－幼稚園
教育

證（保育証書）私立高山幼稚園々主森川つぎ子 下巻-P18

K-2-43-395
教育－幼稚園
教育

私立高山幼稚園カード 下巻-P18

K-2-43-396
教育－幼稚園
教育

創立10周年祝賀式プログラム高山幼稚園 下巻-P18

K-2-43-397
教育－幼稚園
教育

高山別院立高山幼稚園一覧表 下巻-P18

K-2-43-398
教育－幼稚園
教育

保育修了證書授与式案内高山幼稚園森川から山本宛 下巻-P18

K-2-43-399
教育－幼稚園
教育

孝道幼稚園後援会規約林孝道 下巻-P18

K-2-43-400
教育－幼稚園
教育

孝道幼稚園設立に関し建設認可願提出之件 下巻-P18

K-2-43-401
教育－幼稚園
教育

後援会組織発足人依頼の件 下巻-P18

K-2-43-402
教育－幼稚園
教育

孝道幼稚園設立発願文、協賛の辞、趣意書 下巻-P18

K-2-43-403
教育－幼稚園
教育

孝道幼稚園関係袋 下巻-P18

K-2-43-404
教育－社会教
育・教育雑誌他

心学教諭録初篇上～三篇下脇坂義堂著 下巻-P18



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-405
教育－社会教
育・教育雑誌他

“心学講話聞書”写真 下巻-P18

K-2-43-406
教育－社会教
育・教育雑誌他

手尓葉秘書他見不許 下巻-P18

K-2-43-407
教育－社会教
育・教育雑誌他

孝学先生〈角竹写〉 下巻-P19

K-2-43-408
教育－社会教
育・教育雑誌他

エレキトロマク子ティーセテレガラーフ解 下巻-P19

K-2-43-409
教育－社会教
育・教育雑誌他

西濃大垣桐亭塾裡（篤周写） 下巻-P19

K-2-43-410
教育－社会教
育・教育雑誌他

尾尓華尼摂渡金法永井松元 下巻-P19

K-2-43-411
教育－社会教
育・教育雑誌他

テレカラーフ傳習聞書テレカラーフ取扱之規定 下巻-P19

K-2-43-412
教育－社会教
育・教育雑誌他

「日本教育史資料」ノ飛騨国私塾・寺子屋調 下巻-P19

K-2-43-413
教育－社会教
育・教育雑誌他

明正義塾（生井修斉の事業）〈角竹写〉 下巻-P19

K-2-43-414
教育－社会教
育・教育雑誌他

知識速成表の稿 下巻-P19

K-2-43-415
教育－社会教
育・教育雑誌他

社会教育、理学会談〈角竹写〉 下巻-P19

K-2-43-416
教育－社会教
育・教育雑誌他

思誠館文武定日（洋学論講、論読の回章） 下巻-P19

K-2-43-417
教育－社会教
育・教育雑誌他

童蒙学初阪府下書林会社 下巻-P19

K-2-43-418
教育－社会教
育・教育雑誌他

御届申書付（手蹟指南より雑業渡世届） 下巻-P19

K-2-43-419
教育－社会教
育・教育雑誌他

以書付奉願上侯（明正義塾入費借用願） 下巻-P19

K-2-43-420
教育－社会教
育・教育雑誌他

学問ノスゝメ六編全福澤諭吉 下巻-P19

K-2-43-421
教育－社会教
育・教育雑誌他

単語・連語并乗算・加算（写）古川、関口成豊 下巻-P19

K-2-43-422
教育－社会教
育・教育雑誌他

洋学修業届（阿保春林長男仁太） 下巻-P19

K-2-43-423
教育－社会教
育・教育雑誌他

西川原町新聞縦覧所文書高山出張所 下巻-P19

K-2-43-424
教育－社会教
育・教育雑誌他

御届書（書林開店の件）高山上向町角竹市蔵 下巻-P19

K-2-43-425
教育－社会教
育・教育雑誌他

小学口授修身談永田方正著 下巻-P19

K-2-43-426
教育－社会教
育・教育雑誌他

明治13年度小学補助金後半年分位山学校 下巻-P19

K-2-43-427
教育－社会教
育・教育雑誌他

吉城郡旧幕府支配地内私塾取調表 下巻-P19

K-2-43-428
教育－社会教
育・教育雑誌他

達（紀元節、天長節に教員礼服着用） 下巻-P19

K-2-43-429
教育－社会教
育・教育雑誌他

書籍大安売広告高山、名古屋石版舎臨時出張所 下巻-P19

K-2-43-430
教育－社会教
育・教育雑誌他

約束三章大岩貫一郎他 下巻-P19

K-2-43-431
教育－社会教
育・教育雑誌他

式辞（斐太尋常中学校開業盛典）大岩貫一郎 下巻-P20

K-2-43-432
教育－社会教
育・教育雑誌他

婦女の教育（文学、英語、作法他） 下巻-P20

K-2-43-433
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県教育会雑誌第100号 下巻-P20

K-2-43-434
教育－社会教
育・教育雑誌他

家庭教育歴史読本第1編，第11編 下巻-P20

K-2-43-435
教育－社会教
育・教育雑誌他

履歴書（斐太尋常中学校助教諭船坂忠一） 下巻-P20

K-2-43-436
教育－社会教
育・教育雑誌他

江戸時代に於ける社会教育史料〈角竹写〉 下巻-P20



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-437
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨誌編纂の件高山学校から嶋忠兵衛宛 下巻-P20

K-2-43-438
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨国国学界系統の概略〔高山新報〕 下巻-P20

K-2-43-439
教育－社会教
育・教育雑誌他

樹徳会大会〔高山新報〕 下巻-P20

K-2-43-440
教育－社会教
育・教育雑誌他

斐太後風土記書写録 下巻-P20

K-2-43-441
教育－社会教
育・教育雑誌他

戦捷紀念図書館設立趣意書〔高山新報〕 下巻-P20

K-2-43-442
教育－社会教
育・教育雑誌他

戦捷紀念図書館設立趣意書 下巻-P20

K-2-43-443
教育－社会教
育・教育雑誌他

第27号議案、感謝状（小学校長慰労の件） 下巻-P20

K-2-43-444
教育－社会教
育・教育雑誌他

蛍窓餘影第一号斐太中学同窓会発行 下巻-P20

K-2-43-445
教育－社会教
育・教育雑誌他

寺子屋手習手本写真 下巻-P20

K-2-43-446
教育－社会教
育・教育雑誌他

寺子屋褒状写真 下巻-P20

K-2-43-447
教育－社会教
育・教育雑誌他

寺子屋教育手本書名・明治初年（主として学制頒布前） 下巻-P20

K-2-43-448
教育－社会教
育・教育雑誌他

記・御布達（小学校教員雇入、雇止について） 下巻-P20

K-2-43-449
教育－社会教
育・教育雑誌他

創立会費（物産陳列館、図書館）〈角竹写〉 下巻-P20

K-2-43-450
教育－社会教
育・教育雑誌他

御墓山巓の青年会（灘村青年会総会） 下巻-P20

K-2-43-451
教育－社会教
育・教育雑誌他

青年団調高山青年会 下巻-P20

K-2-43-452
教育－社会教
育・教育雑誌他

献納書籍目録（奥富氏蔵書高山招魂社献納） 下巻-P20

K-2-43-453
教育－社会教
育・教育雑誌他

学校創立50年記念小鷹利村教育沿革誌 下巻-P20

K-2-43-454
教育－社会教
育・教育雑誌他

大野郡灘村戸主会・主婦会・処女会・青年会一覧表 下巻-P20

K-2-43-455
教育－社会教
育・教育雑誌他

大野郡処女会規約 下巻-P20

K-2-43-456
教育－社会教
育・教育雑誌他

久々野村教育50年史 下巻-P20

K-2-43-457
教育－社会教
育・教育雑誌他

女の志川計巻の一石川県第一女子師範学校編 下巻-P21

K-2-43-458
教育－社会教
育・教育雑誌他

女の志川計巻の二石川県第一女子師範学校編 下巻-P21

K-2-43-459
教育－社会教
育・教育雑誌他

錦絵修身談巻六山名留三郎他編 下巻-P21

K-2-43-460
教育－社会教
育・教育雑誌他

作法要義全杉下友之助著 下巻-P21

K-2-43-461
教育－社会教
育・教育雑誌他

校報第二号国府尋常高等小学校 下巻-P21

K-2-43-462
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県社会教育講座記念写真（於斐太中学校） 下巻-P21

K-2-43-463
教育－社会教
育・教育雑誌他

国府村教育会主催郷土史講習会（講師依頼他） 下巻-P21

K-2-43-464
教育－社会教
育・教育雑誌他

国文学註釋叢書 下巻-P21

K-2-43-465
教育－社会教
育・教育雑誌他

郷土徳育資料岐阜県師範学校附属小学校 下巻-P21

K-2-43-466
教育－社会教
育・教育雑誌他

振興第一号益田農林学校校友会 下巻-P21

K-2-43-467
教育－社会教
育・教育雑誌他

郷土中心修身補助教材船津尋常高等小学校 下巻-P21

K-2-43-468-1
教育－社会教
育・教育雑誌他

振興第二号益田農林学校校友会 下巻-P21
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K-2-43-468-2
教育－社会教
育・教育雑誌他

振興第四号益田農林学校校友会 下巻-P21

K-2-43-469
教育－社会教
育・教育雑誌他

卒業記念写真帖第一回益田農林学校 下巻-P21

K-2-43-470
教育－社会教
育・教育雑誌他

校下概況大名田第一小学校江名子分教場 下巻-P21

K-2-43-471
教育－社会教
育・教育雑誌他

益農第一号益田農林学校 下巻-P21

K-2-43-472
教育－社会教
育・教育雑誌他

益農第二号益田農林学校 下巻-P21

K-2-43-473
教育－社会教
育・教育雑誌他

孝経奥田正造 下巻-P21

K-2-43-474
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県社会教育概要岐阜県学務部社会教育課 下巻-P21

K-2-43-475
教育－社会教
育・教育雑誌他

論語略抄奥田正造 下巻-P21

K-2-43-476
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県教育・462，・463（飛騨方言考／秋藤伍郎）他 下巻-P21

K-2-43-477
教育－社会教
育・教育雑誌他

益農第三巻第9号岐阜県益田農林学校 下巻-P21

K-2-43-478
教育－社会教
育・教育雑誌他

青年学校本科義務制実施に関して 下巻-P21

K-2-43-479
教育－社会教
育・教育雑誌他

地理教育金桶尋常小学校 下巻-P21

K-2-43-480
教育－社会教
育・教育雑誌他

宮村青年団山下支部沿革史 下巻-P21

K-2-43-481
教育－社会教
育・教育雑誌他

昭和13年度来館者統計高山市図書館 下巻-P21

K-2-43-482
教育－社会教
育・教育雑誌他

乃木大将の児童親閲について（書状、記念碑除幕式他） 下巻-P21

K-2-43-483
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県教育Ｎｏ．5222月号（垣水寿太郎の詩他） 下巻-P21

K-2-43-484
教育－社会教
育・教育雑誌他

会報第12号（会員名簿、会計報告他） 下巻-P21

K-2-43-485
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨に於けるグライダー初乗者平田藤蔵氏史料 下巻-P21

K-2-43-486
教育－社会教
育・教育雑誌他

斐太中学校同窓会会員名簿 下巻-P21

K-2-43-487
教育－社会教
育・教育雑誌他

赤坂金生山明星輪寺算額に関すること 下巻-P22

K-2-43-488
教育－社会教
育・教育雑誌他

高山市南国民学校後援会役員 下巻-P22

K-2-43-489
教育－社会教
育・教育雑誌他

会報第25号（会員名簿）岐阜師範同窓会 下巻-P22

K-2-43-490
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県教育7月号 下巻-P22

K-2-43-491
教育－社会教
育・教育雑誌他

会報第15号（同窓会会則、会員名簿他） 下巻-P22

K-2-43-492
教育－社会教
育・教育雑誌他

教化市目標と郷土（角竹案） 下巻-P22

K-2-43-493
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県教育5月号（宝暦治水義士顕彰） 下巻-P22

K-2-43-494
教育－社会教
育・教育雑誌他

久々野有道分教場設置認可〔高山タイムス〕 下巻-P22

K-2-43-495
教育－社会教
育・教育雑誌他

教育新聞第三百二号 下巻-P22

K-2-43-496
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県教育第396号岐阜県教育会 下巻-P22

K-2-43-497
教育－社会教
育・教育雑誌他

第10回修学旅行案内岐阜県高山高等女学校 下巻-P22

K-2-43-498
教育－社会教
育・教育雑誌他

濃飛地方諏訪関係史蹟踏査要項 下巻-P22

K-2-43-499
教育－社会教
育・教育雑誌他

南飛第一号益田郡教育者組合 下巻-P22
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-43-500
教育－社会教
育・教育雑誌他

祝賀記念誌高山高等女学校父兄会・同窓会・校友会 下巻-P22

K-2-43-501
教育－社会教
育・教育雑誌他

高山市公民館に就いて 下巻-P22

K-2-43-502
教育－社会教
育・教育雑誌他

白樺第二号斐太農林高等学校 下巻-P22

K-2-43-503
教育－社会教
育・教育雑誌他

最もわかりやすいくにのあゆみ下第六学年用 下巻-P22

K-2-43-504
教育－社会教
育・教育雑誌他

季刊教育ぎふ・1，・2 下巻-P22

K-2-43-505
教育－社会教
育・教育雑誌他

会員名簿斐太農林学校同窓会 下巻-P22

K-2-43-506
教育－社会教
育・教育雑誌他

第二次Ｔ．Ｏ．Ｓ．教育研究協議会高山市第二中学校 下巻-P22

K-2-43-507
教育－社会教
育・教育雑誌他

中等学校教育実験学校研究協議会益田農林学校 下巻-P22

K-2-43-508
教育－社会教
育・教育雑誌他

益高タイムス・15益田高等学校 下巻-P22

K-2-43-509
教育－社会教
育・教育雑誌他

昭和24年度高等学校入学学力検査概評 下巻-P22

K-2-43-510
教育－社会教
育・教育雑誌他

益高タイムス・17益田高等学校 下巻-P22

K-2-43-511
教育－社会教
育・教育雑誌他

斐教創刊号斐太教員養成所 下巻-P22

K-2-43-512
教育－社会教
育・教育雑誌他

学校図書館の現況その二岐阜県立武義高等学校 下巻-P22

K-2-43-513
教育－社会教
育・教育雑誌他

基底カリキュラム社会科編（中学校） 下巻-P23

K-2-43-514
教育－社会教
育・教育雑誌他

教育委員選挙啓蒙関係綴社会教育係 下巻-P23

K-2-43-515
教育－社会教
育・教育雑誌他

中京の旅高山市立南小学校 下巻-P23

K-2-43-516
教育－社会教
育・教育雑誌他

「小さな学校」のお話 下巻-P23

K-2-43-517
教育－社会教
育・教育雑誌他

社会科の単元 下巻-P23

K-2-43-518
教育－社会教
育・教育雑誌他

高山市の教育高山市教育委員会 下巻-P23

K-2-43-519
教育－社会教
育・教育雑誌他

高山市の教育高山市教育委員会 下巻-P23

K-2-43-520
教育－社会教
育・教育雑誌他

観光と教育高山市教育研究所 下巻-P23

K-2-43-521
教育－社会教
育・教育雑誌他

研究所報第二輯高山市教育研究所 下巻-P23

K-2-43-522
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐教生第一号，第二号岐阜県教員養成所 下巻-P23

K-2-43-523
教育－社会教
育・教育雑誌他

五周年記念誌岐阜県中学校長会 下巻-P23

K-2-43-524
教育－社会教
育・教育雑誌他

研究所報高山市教育研究所 下巻-P23

K-2-43-525
教育－社会教
育・教育雑誌他

たかやま（学制八十周年記念）高山市連合育友会 下巻-P23

K-2-43-526
教育－社会教
育・教育雑誌他

産業教育の実際高山市立第二中学校 下巻-P23

K-2-43-527
教育－社会教
育・教育雑誌他

開校五十周年記念誌高山市立南小学校 下巻-P23

K-2-43-528
教育－社会教
育・教育雑誌他

御母衣学校創立80周年記念誌 下巻-P23

K-2-43-529
教育－社会教
育・教育雑誌他

社会学級と町内会活動 下巻-P23

K-2-43-530
教育－社会教
育・教育雑誌他

教育月報岐阜県教育委員会編 下巻-P23

K-2-43-531
教育－社会教
育・教育雑誌他

研究会資料実態調査と農業教育の問題点 下巻-P23
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K-2-43-532
教育－社会教
育・教育雑誌他

大学の道大謹言金井十二郎 下巻-P23

K-2-43-533
教育－社会教
育・教育雑誌他

和算額と古絵図（高山市文化財に指定具申） 下巻-P23

K-2-43-534
教育－社会教
育・教育雑誌他

稀本展示案内郷土館長角竹喜登 下巻-P23

K-2-43-535
教育－社会教
育・教育雑誌他

廻状（講義開催案内ノ件）雲峯堂知事 下巻-P23

K-2-43-536
教育－社会教
育・教育雑誌他

単語篇かな附借用方依頼浄覚寺から谷平店宛 下巻-P23

K-2-43-537
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨歴史に関係ある通俗教育史料角竹喜登 下巻-P23

K-2-43-538
教育－社会教
育・教育雑誌他

往来物の研究（飛騨の一般家庭の教育資料としての） 下巻-P23

K-2-43-539
教育－社会教
育・教育雑誌他

著書解題と研究（飛騨郷土史関係） 下巻-P23

K-2-43-540
教育－社会教
育・教育雑誌他

岐阜県郷土文化史調査会規則角竹喜登関係の会 下巻-P23

K-2-43-541
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨に於ける漢文碑の読み方研究 下巻-P24

K-2-43-542
教育－社会教
育・教育雑誌他

貞永式目の出版（三浦周行、法制史の研究） 下巻-P24

K-2-43-543
教育－社会教
育・教育雑誌他

孝学書孝学道人友山 下巻-P24

K-2-43-544
教育－社会教
育・教育雑誌他

物集高見先生教授日本史略二の巻田中貢太郎筆写 下巻-P24

K-2-43-545
教育－社会教
育・教育雑誌他

高山の寺子屋〈角竹写〉 下巻-P24

K-2-43-546
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨に於ける数学史料（片野信次郎氏所蔵の算額について）垣水寿太郎 下巻-P24

K-2-43-547
教育－社会教
育・教育雑誌他

花里文庫 下巻-P24

K-2-43-548
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨地方初の寺子屋先生上山治郎右衛門の生涯、“手習教訓書”発見で
判る〔新聞記事〕

下巻-P24

K-2-43-549
教育－社会教
育・教育雑誌他

小学国史教材取扱上より観たる郷土資料 下巻-P24

K-2-43-550
教育－社会教
育・教育雑誌他

郷土教育資料（高山西小学校蔵）〈角竹写〉 下巻-P24

K-2-43-551
教育－社会教
育・教育雑誌他

新聞教育（高山市史より）〈角竹写〉 下巻-P24

K-2-43-552
教育－社会教
育・教育雑誌他

青少年の不良化防止について岐阜県警察部 下巻-P24

K-2-43-553
教育－社会教
育・教育雑誌他

飛騨に於ける楠公崇教の史料 下巻-P24

K-2-43-554
教育－社会教
育・教育雑誌他

郷土館資料蒐集委員〔飛騨新聞〕 下巻-P24

K-2-43-555
教育－社会教
育・教育雑誌他

開館第一回出品覚 下巻-P24

K-2-43-556
教育－社会教
育・教育雑誌他

高山町婦人会会則 下巻-P24

K-2-43-557
教育－社会教
育・教育雑誌他

調査書高山町婦人会沿革、事業の大要他 下巻-P24

K-2-43-558
教育－社会教
育・教育雑誌他

江戸時代の社会教育〈角竹写〉 下巻-P24

K-2-43-559
教育－社会教
育・教育雑誌他

口伸（高山宝龍院にて廣書会） 下巻-P24

K-2-43-560
教育－社会教
育・教育雑誌他

日本婦道より観たる飛騨史上の模範婦人角竹喜登 下巻-P24

K-2-43-561
教育－社会教
育・教育雑誌他

栃洞中学校新聞号外 下巻-P24

K-2-43-562
教育－社会教
育・教育雑誌他

研究所報高山市教育研究所 下巻-P24

K-2-43-563
教育－社会教
育・教育雑誌他

御請書〈角竹写〉 下巻-P24
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K-2-43-574
教育－社会教
育・教育雑誌他

心学講話聞書（脇坂義堂講話）飯田 下巻-P24

K-2-43-575
教育－社会教
育・教育雑誌他

社会教育例話（町年寄日記他より）〈角竹写〉 下巻-P24

K-2-43-576
教育－社会教
育・教育雑誌他

白川雑誌第一号 下巻-P24

K-2-43-577
教育－社会教
育・教育雑誌他

ＰＴＡのお話〔小学生新聞切抜〕 下巻-P24

K-2-43-578
教育－社会教
育・教育雑誌他

南校下の町総代会案内及び協議事項綴 下巻-P24

K-2-44-1 寺子屋手本 新版熊谷状經盛返状全 下巻-P25
K-2-44-2 寺子屋手本 西塔武蔵坊弁慶 下巻-P25
K-2-44-3 寺子屋手本 今川了俊愚息仲秋制詞条々 下巻-P25
K-2-44-4 寺子屋手本 今川（今川了俊愚息仲秋制詞条々） 下巻-P25
K-2-44-5 寺子屋手本 武家諸法度 下巻-P25
K-2-44-6 寺子屋手本 弁慶状 下巻-P25
K-2-44-7 寺子屋手本 倭女訓上 下巻-P25
K-2-44-8 寺子屋手本 寺子教訓書 下巻-P25
K-2-44-9 寺子屋手本 管丞相往来柴田感状 下巻-P25
K-2-44-10 寺子屋手本 曽我状 下巻-P25
K-2-44-11 寺子屋手本 手習教訓書（初登山手習教訓書） 下巻-P25
K-2-44-12 寺子屋手本 民家童蒙解 下巻-P25
K-2-44-13 寺子屋手本 諸国城下并名所（東海道、山陽道他手習本） 下巻-P25
K-2-44-14 寺子屋手本 御家今川（今川了俊愚息仲秋制詞条々） 下巻-P25
K-2-44-15 寺子屋手本 吉野詣 下巻-P25
K-2-44-16 寺子屋手本 飛騨国寺号集并医名奇 下巻-P25
K-2-44-17 寺子屋手本 本願通俗之書（人間一代の日用等手習手本） 下巻-P25
K-2-44-18 寺子屋手本 頼母子定証文（寺子屋手習手本） 下巻-P26
K-2-44-19 寺子屋手本 以呂波（いろは、習字手習本） 下巻-P26
K-2-44-20 寺子屋手本 連璧古状揃倭鑑完（今川状、手習状、熊谷状他） 下巻-P26
K-2-44-21 寺子屋手本 女今川 下巻-P26
K-2-44-22 寺子屋手本 絵入大学童子訓 下巻-P26
K-2-44-23 寺子屋手本 兼々御噺申置之飛騨巡（東山と飛騨七観音） 下巻-P26
K-2-44-24 寺子屋手本 今川璧書（今川了俊愚息仲秋制詞条々） 下巻-P26
K-2-44-25 寺子屋手本 頭書平仮名絵入問屋往来（問屋の有様、筆道指南他） 下巻-P26
K-2-44-26 寺子屋手本 農家専用増益百姓往来全 下巻-P26
K-2-44-27 寺子屋手本 大和女訓下 下巻-P26
K-2-44-28 寺子屋手本 一休蜷川狂歌問答全 下巻-P26
K-2-44-29 寺子屋手本 諸・ 下巻-P26
K-2-44-30 寺子屋手本 童子専用寺子調法記（実語教、童子教他） 下巻-P26
K-2-44-31 寺子屋手本 今川女教訓（寺子屋を通しての女子教育） 下巻-P26
K-2-44-32 寺子屋手本 隅田川往来 下巻-P26
K-2-44-33 寺子屋手本 農民専用百姓往来全（農民の取扱う文字、教訓状他） 下巻-P26
K-2-44-34 寺子屋手本 寺院号（寺院名の手習手本） 下巻-P26
K-2-44-35 寺子屋手本 當国郷村名 下巻-P26
K-2-44-36 寺子屋手本 女文章大和錦（年始の文、弥宵の文、花を送る文他） 下巻-P27
K-2-44-37 寺子屋手本 年中書翰用文章 下巻-P27
K-2-44-38 寺子屋手本 自違往来完 下巻-P27
K-2-44-39 寺子屋手本 百人一首（小倉百人一首） 下巻-P27
K-2-44-40 寺子屋手本 寺子往来全（手紙用分、消息往来、商売往来他） 下巻-P27
K-2-44-41 寺子屋手本 買得往来 下巻-P27
K-2-44-42 寺子屋手本 頼母子定、金子借用、御田地質入、田畑流証文（手本） 下巻-P27
K-2-44-43 寺子屋手本 龍田詣完 下巻-P27
K-2-44-44 寺子屋手本 実語教完 下巻-P27
K-2-44-45 寺子屋手本 唐詩選五言絶句 下巻-P27
K-2-44-46 寺子屋手本 大日本国名近江八景詩歌 下巻-P27
K-2-44-47 寺子屋手本 腰越状、義経会状、弁慶状、熊谷送状、経盛返状写 下巻-P27
K-2-44-48 寺子屋手本 女小学全（女子としての教育、賢女の略伝他） 下巻-P27
K-2-44-49 寺子屋手本 世話字往来 下巻-P27
K-2-44-50 寺子屋手本 六諭衍義意抄（孝順父母、尊敬長上他） 下巻-P27
K-2-44-51 寺子屋手本 養老滝 下巻-P27
K-2-44-52 寺子屋手本 頼母子証文（手習手本） 下巻-P27
K-2-44-53 寺子屋手本 二體両点大全消息往来續完（書状、手紙等について） 下巻-P27
K-2-44-54 寺子屋手本 南朝太平忠臣往来全 下巻-P27



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-44-55 寺子屋手本 御家手本名頭国盡全 下巻-P28
K-2-44-56 寺子屋手本 小野篁歌字盡全（漢字手習い） 下巻-P28
K-2-44-57 寺子屋手本 商売往来 下巻-P28
K-2-44-58 寺子屋手本 文章往来 下巻-P28
K-2-44-59 寺子屋手本 農業往来全（田法之事、風雨年中耕作、吉凶他） 下巻-P28
K-2-44-60 寺子屋手本 女学必読女訓全（女子の心構え、女訓注解） 下巻-P28
K-2-44-61 寺子屋手本 高山産物誌（産物名の手習手本） 下巻-P28
K-2-44-62 寺子屋手本 商売往来 下巻-P28
K-2-44-63 寺子屋手本 高山町・橋・社寺名所（手習手本） 下巻-P28
K-2-44-64 寺子屋手本 皇国風俗往来（日本及び諸国の風俗に関して） 下巻-P28
K-2-44-65 寺子屋手本 寿福商売往来（商売上必要な用語、心構え他） 下巻-P28
K-2-44-66 寺子屋手本 大全消息往来全（消息往来、消息往来講釈） 下巻-P28
K-2-44-67 寺子屋手本 諸職往来全（士農工商等諸職の心構え） 下巻-P28
K-2-44-68 寺子屋手本 新版大坂状全 下巻-P28
K-2-44-69 寺子屋手本 小笠原諸礼大全上（児童躾方） 下巻-P28
K-2-44-70 寺子屋手本 女今川状（寺子屋を通しての女子教育） 下巻-P28
K-2-44-71 寺子屋手本 新實語教（修身、道徳） 下巻-P28
K-2-44-72 寺子屋手本 日本國盡寺子教訓書・異見状 下巻-P28
K-2-44-73 寺子屋手本 和漢朗詠集（歌題、季語） 下巻-P28
K-2-44-74 寺子屋手本 新板實語教・童子教 下巻-P28
K-2-44-75 寺子屋手本 新板京町盡（横町の部、日本国づくし他） 下巻-P29
K-2-44-76 寺子屋手本 教訓女大学全（寺子屋を通しての女子教育） 下巻-P29
K-2-44-77 寺子屋手本 女大学操大全（寺子屋を通しての女子教育） 下巻-P29
K-2-44-78 寺子屋手本 や満登女訓中 下巻-P29
K-2-44-79 寺子屋手本 後赤壁賦 下巻-P29
K-2-44-80 寺子屋手本 消息往来 下巻-P29
K-2-44-81 寺子屋手本 農業往来（農業関係文字、作物等手習手本） 下巻-P29
K-2-44-82 寺子屋手本 孝弟忠信（修身、道徳） 下巻-P29
K-2-44-83 寺子屋手本 備置（五人組帳） 下巻-P29
K-2-44-84 寺子屋手本 飛騨国益田郡阿多野郷三拾七ケ村（飛騨村名413ケ所） 下巻-P29
K-2-44-85 寺子屋手本 （元服頃までの人の心得をかいた手習手本） 下巻-P29
K-2-44-86 寺子屋手本 龍田詣 下巻-P29
K-2-44-87 寺子屋手本 風月（四季折々の書） 下巻-P29
K-2-44-88 寺子屋手本 （学問を奨める歌） 下巻-P29
K-2-44-89 寺子屋手本 御成敗式目 下巻-P29
K-2-44-90 寺子屋手本 （キリスト教禁制手習手本） 下巻-P29
K-2-44-91 寺子屋手本 （諸国名手習手本） 下巻-P29
K-2-44-92 寺子屋手本 女不改教草 下巻-P29
K-2-44-93 寺子屋手本 商売往来 下巻-P29
K-2-44-94 寺子屋手本 （学問を奨める歌） 下巻-P29
K-2-44-95 寺子屋手本 改正百姓往来（百姓の手習手本） 下巻-P29
K-2-44-96 寺子屋手本 孝学食慎録和合編 下巻-P29
K-2-44-97 寺子屋手本 實語教童子教余師 下巻-P29
K-2-44-98 寺子屋手本 古学二千文 下巻-P29
K-2-44-99 寺子屋手本 童蒙習字教の魁 下巻-P30
K-2-44-100 寺子屋手本 女童教草全 下巻-P30
K-2-44-101 寺子屋手本 民家童蒙解二 下巻-P30
K-2-44-102 寺子屋手本 合書往来童子早学問 下巻-P30
K-2-44-103 寺子屋手本 町人身体柱立（人生訓） 下巻-P30
K-2-44-104 寺子屋手本 孝経児訓 下巻-P30
K-2-44-105 寺子屋手本 指解校本古文孝経全 下巻-P30
K-2-44-106 寺子屋手本 六諭衍義大意鈔 下巻-P30
K-2-44-107 寺子屋手本 本朝三字経 下巻-P30
K-2-44-108 寺子屋手本 天然地理学上 下巻-P30
K-2-44-109 寺子屋手本 皇朝千字文完 下巻-P30
K-2-44-110 寺子屋手本 人間交法初編二 下巻-P30
K-2-44-111 寺子屋手本 本朝三字経全 下巻-P30
K-2-44-112 寺子屋手本 国史千字文全 下巻-P30
K-2-44-113 寺子屋手本 勸孝邇言完 下巻-P30
K-2-44-114 寺子屋手本 説教心得草二編乾，坤 下巻-P30
K-2-44-115 寺子屋手本 地学教授本二 下巻-P30
K-2-44-116 寺子屋手本 家内心得草全 下巻-P30
K-2-44-117 寺子屋手本 家内心得草附録 下巻-P30
K-2-44-118 寺子屋手本 標註千字文全 下巻-P31
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-44-119 寺子屋手本 士節叢談一，二，三 下巻-P31
K-2-44-120 寺子屋手本 国のすがた 下巻-P31
K-2-44-121 寺子屋手本 孝養門全 下巻-P31
K-2-44-122 寺子屋手本 開運出世傳受上 下巻-P31
K-2-44-123 寺子屋手本 三字経譯解全 下巻-P31
K-2-44-124 寺子屋手本 二十一ケ条註解全 下巻-P31
K-2-44-125 寺子屋手本 平田先生学則童蒙入学門 下巻-P31
K-2-44-126 寺子屋手本 白川往来 下巻-P31
K-2-44-127 寺子屋手本 世界風俗往来 下巻-P31
K-2-44-128 寺子屋手本 實語教 下巻-P31
K-2-44-129 寺子屋手本 十二月帖上 下巻-P31
K-2-44-130 寺子屋手本 樫木枕之事〈角竹写〉 下巻-P31
K-2-44-131 寺子屋手本 くづ物語之事〈角竹写〉 下巻-P31
K-2-44-132 寺子屋手本 書・作文他綴 下巻-P31

K-2-45-1
文芸－郷土文
学研究

和歌解説 下巻-P32

K-2-45-2
文芸－郷土文
学研究

高山白雲山人著竹実記写真 下巻-P32

K-2-45-3
文芸－郷土文
学研究

雲橋社の歴史資料 下巻-P32

K-2-45-4
文芸－郷土文
学研究

文芸関係諸綴 下巻-P32

K-2-45-5
文芸－郷土文
学研究

文芸資料〈角竹他記録〉 下巻-P32

K-2-45-6
文芸－郷土文
学研究

文芸関係資料（和歌他）〈角竹作製掲示資料〉 下巻-P32

K-2-45-7
文芸－郷土文
学研究

飛騨の文学 下巻-P32

K-2-45-8
文芸－郷土文
学研究

文学の内“国学・和歌・俳句” 下巻-P32

K-2-45-9
文芸－郷土文
学研究

軽文学“狂歌”〈角竹他記録〉 下巻-P32

K-2-45-10
文芸－郷土文
学研究

国学及和歌〈角竹記録〉 下巻-P32

K-2-45-11
文芸－郷土文
学研究

詩・漢学人名 下巻-P32

K-2-45-12
文芸－郷土文
学研究

和歌・俳句・狂歌人名 下巻-P32

K-2-45-13
文芸－郷土文
学研究

書簡（漢詩を作った人々） 下巻-P32

K-2-45-14
文芸－郷土文
学研究

飛騨の漢詩の歴史資料 下巻-P32

K-2-45-15
文芸－郷土文
学研究

漢詩関係史料〈角竹記録〉 下巻-P32

K-2-45-16
文芸－郷土文
学研究

雑誌創刊概覧 下巻-P32

K-2-45-17
文芸－郷土文
学研究

国府尚友雑誌第一集の内容〈角竹写〉 下巻-P32

K-2-45-18
文芸－郷土文
学研究

飛騨短歌会、その他について〔記録〕 下巻-P32

K-2-45-19
文芸－郷土文
学研究

文明源流叢書第一～第三 下巻-P33

K-2-45-20
文芸－郷土文
学研究

飛騨俳壇設立趣意書 下巻-P33

K-2-45-21
文芸－郷土文
学研究

夕咲の歌碑〔新聞切抜〕 下巻-P33

K-2-45-22
文芸－郷土文
学研究

大原正純、館柳湾、津野滄洲墓略記 下巻-P33

K-2-45-23
文芸－郷土文
学研究

飛騨に於ける芭蕉の句碑 下巻-P33

K-2-45-24
文芸－郷土文
学研究

蘭亭李充ノ筆拓本（大隆寺薦塚） 下巻-P33

K-2-45-25
文芸－郷土文
学研究

句碑拓本 下巻-P33
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K-2-45-26
文芸－郷土文
学研究

大和薬師寺和歌句碑拓本 下巻-P33

K-2-45-27
文芸－郷土文
学研究

森下町黒木香樹句碑拓本 下巻-P33

K-2-45-28
文芸－郷土文
学研究

蘭亭柏翁墓碑拓本 下巻-P33

K-2-45-29
文芸－郷土文
学研究

大隆寺薦塚碑 下巻-P33

K-2-45-30
文芸－郷土文
学研究

堀左明ノ碑拓本（日枝神社） 下巻-P33

K-2-45-31
文芸－郷土文
学研究

館柳湾詩碑拓本（大隆寺） 下巻-P33

K-2-45-32
文芸－郷土文
学研究

蘭亭白翁建長等句碑拓本（大隆寺） 下巻-P33

K-2-45-33
文芸－郷土文
学研究

三声塚拓本（大隆寺） 下巻-P33

K-2-45-34
文芸－郷土文
学研究

芭蕉句碑拓本（大隆寺） 下巻-P33

K-2-45-35
文芸－郷土文
学研究

西部露江墓拓本（雲龍寺）（辞世の句あり） 下巻-P33

K-2-45-36
文芸－郷土文
学研究

高山市に在る芭蕉の句碑〈角竹作製掲示資料〉 下巻-P33

K-2-45-37
文芸－郷土文
学研究

句碑写真・句〈角竹記録〉 下巻-P33

K-2-45-38
文芸－郷土文
学研究

蘭亭句碑写真（法華寺） 下巻-P33

K-2-45-39
文芸－郷土文
学研究

俳書“くらゐや万”表紙写真 下巻-P33

K-2-45-40
文芸－郷土文
学研究

平田長等句碑・野口三声塚写真 下巻-P33

K-2-45-41
文芸－郷土文
学研究

井上士朗辞世の句写真 下巻-P33

K-2-45-42
文芸－郷土文
学研究

句碑写真・句（素玄寺） 下巻-P33

K-2-45-43
文芸－郷土文
学研究

句碑写真（凡兆） 下巻-P33

K-2-45-44
文芸－郷土文
学研究

句碑写真・句 下巻-P33

K-2-45-45
文芸－郷土文
学研究

句碑写真・句（芭蕉薦塚大隆寺） 下巻-P33

K-2-45-46
文芸－郷土文
学研究

句碑写真・句（国分寺） 下巻-P33

K-2-45-47
文芸－郷土文
学研究

江鷁句碑拓本（国分寺） 下巻-P33

K-2-45-48
文芸－郷土文
学研究

文芸まとめ袋 下巻-P34

K-2-45-49
文芸－詩歌・随
筆

蕉門秘書二十五ケ条非類仁志記 下巻-P34

K-2-45-50
文芸－詩歌・随
筆

三日月日記全（俳句） 下巻-P34

K-2-45-51
文芸－詩歌・随
筆

各詠（歳旦詠） 下巻-P34

K-2-45-52
文芸－詩歌・随
筆

壬戌年松謳（歳旦句集） 下巻-P34

K-2-45-53
文芸－詩歌・随
筆

俳諧二十五ケ条左連傳（写） 下巻-P34

K-2-45-54
文芸－詩歌・随
筆

俳諧塵塚 下巻-P34

K-2-45-55
文芸－詩歌・随
筆

俳夜燈（飛騨関係俳書） 下巻-P34

K-2-45-56
文芸－詩歌・随
筆

富山亭（上倉老梅）俳句 下巻-P34

K-2-45-57
文芸－詩歌・随
筆

俳諧美津気し起 下巻-P34
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K-2-45-58
文芸－詩歌・随
筆

一字題（飛騨関係俳書） 下巻-P34

K-2-45-59
文芸－詩歌・随
筆

はいかい甲斐家集完 下巻-P34

K-2-45-60
文芸－詩歌・随
筆

ちらし婦ミ写（俳句） 下巻-P34

K-2-45-61
文芸－詩歌・随
筆

地羅志婦美写（俳句） 下巻-P34

K-2-45-62
文芸－詩歌・随
筆

春興（俳句） 下巻-P34

K-2-45-63
文芸－詩歌・随
筆

多根飛佐古（俳句） 下巻-P34

K-2-45-64
文芸－詩歌・随
筆

新類題発句集雑之部 下巻-P34

K-2-45-65
文芸－詩歌・随
筆

時雨会集（俳句） 下巻-P34

K-2-45-66
文芸－詩歌・随
筆

細江東籬遺吟 下巻-P34

K-2-45-67
文芸－詩歌・随
筆

松竹梅（俳句） 下巻-P34

K-2-45-68
文芸－詩歌・随
筆

春事帖（俳句） 下巻-P34

K-2-45-69
文芸－詩歌・随
筆

高山春興（高山人の詩歌集） 下巻-P35

K-2-45-70
文芸－詩歌・随
筆

春の詠艸集（俳句） 下巻-P35

K-2-45-71
文芸－詩歌・随
筆

飛高山有無庵社中俳句 下巻-P35

K-2-45-72
文芸－詩歌・随
筆

春興（俳句） 下巻-P35

K-2-45-73
文芸－詩歌・随
筆

和歌手引草 下巻-P35

K-2-45-74
文芸－詩歌・随
筆

俳諧之連歌 下巻-P35

K-2-45-75
文芸－詩歌・随
筆

月次兼題 下巻-P35

K-2-45-76
文芸－詩歌・随
筆

山王宮奉額狂句合完 下巻-P35

K-2-45-77
文芸－詩歌・随
筆

飛騨高山桜山八幡宮奉額狂句合 下巻-P35

K-2-45-78
文芸－詩歌・随
筆

登里満せ草初編（俳句） 下巻-P35

K-2-45-79
文芸－詩歌・随
筆

草稿（句帖） 下巻-P35

K-2-45-80
文芸－詩歌・随
筆

美濃人の俳句出版物 下巻-P35

K-2-45-81
文芸－詩歌・随
筆

俳諧一折 下巻-P35

K-2-45-82
文芸－詩歌・随
筆

寝覚草（俳句） 下巻-P35

K-2-45-83
文芸－詩歌・随
筆

山王宮御祭祀奉證柳風句合集 下巻-P35

K-2-45-84
文芸－詩歌・随
筆

詠草（和歌） 下巻-P35

K-2-45-85
文芸－詩歌・随
筆

新年御歌会御題之件書付 下巻-P35

K-2-45-86
文芸－詩歌・随
筆

眞楫・雲蓋・繁樹飛騨国古川名弘狂句集 下巻-P35

K-2-45-87
文芸－詩歌・随
筆

丹生能川濤全（荒川延女九十賀集） 下巻-P35

K-2-45-88
文芸－詩歌・随
筆

神明社奉額栖風会集冊甲之部（川柳） 下巻-P35

K-2-45-89
文芸－詩歌・随
筆

都々歌々玖佐（随筆） 下巻-P35



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-90
文芸－詩歌・随
筆

居宅百年祝賀集全（和歌） 下巻-P35

K-2-45-91
文芸－詩歌・随
筆

国香集全 下巻-P36

K-2-45-92
文芸－詩歌・随
筆

くら為山日記全 下巻-P36

K-2-45-93
文芸－詩歌・随
筆

くらゐ山日記全 下巻-P36

K-2-45-94
文芸－詩歌・随
筆

千代の礎全 下巻-P36

K-2-45-95
文芸－詩歌・随
筆

千代の礎全 下巻-P36

K-2-45-96
文芸－詩歌・随
筆

少年華粹第一号 下巻-P36

K-2-45-97
文芸－詩歌・随
筆

詠藻（和歌） 下巻-P36

K-2-45-98
文芸－詩歌・随
筆

俳句集 下巻-P36

K-2-45-99
文芸－詩歌・随
筆

小夜千鳥全（短歌） 下巻-P36

K-2-45-100
文芸－詩歌・随
筆

海宇遺珠 下巻-P36

K-2-45-101
文芸－詩歌・随
筆

日枝神社社務所懸額発句輯 下巻-P36

K-2-45-102
文芸－詩歌・随
筆

琴屋集 下巻-P36

K-2-45-103
文芸－詩歌・随
筆

謝辞 下巻-P36

K-2-45-104
文芸－詩歌・随
筆

俳句集 下巻-P36

K-2-45-105
文芸－詩歌・随
筆

内外の海他（連句控） 下巻-P36

K-2-45-106
文芸－詩歌・随
筆

桃菫遺芳（和歌・漢詩） 下巻-P36

K-2-45-107
文芸－詩歌・随
筆

朝月互吟（俳句） 下巻-P36

K-2-45-108
文芸－詩歌・随
筆

俳句（両吟連句） 下巻-P37

K-2-45-109
文芸－詩歌・随
筆

千し万の波（和歌） 下巻-P37

K-2-45-110
文芸－詩歌・随
筆

文苑（和歌、俳句） 下巻-P37

K-2-45-111
文芸－詩歌・随
筆

そゞろあるき（随筆） 下巻-P37

K-2-45-112
文芸－詩歌・随
筆

千代のみどり（和歌） 下巻-P37

K-2-45-113
文芸－詩歌・随
筆

俳壇花蔭会句碑竣功 下巻-P37

K-2-45-114
文芸－詩歌・随
筆

花蔭会（五松庵不及宗匠立机披露俳句募集） 下巻-P37

K-2-45-115
文芸－詩歌・随
筆

他国人の吾が目に映した飛騨の高山（随筆） 下巻-P37

K-2-45-116
文芸－詩歌・随
筆

飛騨文台（俳句） 下巻-P37

K-2-45-117
文芸－詩歌・随
筆

五松庵立机披露句集 下巻-P37

K-2-45-118
文芸－詩歌・随
筆

晩香園立机会 下巻-P37

K-2-45-119
文芸－詩歌・随
筆

不可啖集 下巻-P37

K-2-45-120
文芸－詩歌・随
筆

俳句 下巻-P37

K-2-45-121
文芸－詩歌・随
筆

緑・園詩鈔完（帙入） 下巻-P37



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-122
文芸－詩歌・随
筆

俳句集 下巻-P37

K-2-45-123
文芸－詩歌・随
筆

小盞集 下巻-P37

K-2-45-124
文芸－詩歌・随
筆

追薦雅会 下巻-P37

K-2-45-125
文芸－詩歌・随
筆

享楽小品他 下巻-P37

K-2-45-126
文芸－詩歌・随
筆

押上詞叢（押上家略系・短歌他） 下巻-P38

K-2-45-127
文芸－詩歌・随
筆

清風社追弔祭 下巻-P38

K-2-45-128
文芸－詩歌・随
筆

立机披露会 下巻-P38

K-2-45-129
文芸－詩歌・随
筆

橘曙覧五十年祭・出手今滋五年祭歌集 下巻-P38

K-2-45-130
文芸－詩歌・随
筆

竹廼屋集全（短歌） 下巻-P38

K-2-45-131
文芸－詩歌・随
筆

真洞居中集上，下 下巻-P38

K-2-45-132
文芸－詩歌・随
筆

水松山人文集（詩文） 下巻-P38

K-2-45-133
文芸－詩歌・随
筆

志筬波集 下巻-P38

K-2-45-134
文芸－詩歌・随
筆

時の栞（俳句） 下巻-P38

K-2-45-135
文芸－詩歌・随
筆

荏野集 下巻-P38

K-2-45-136
文芸－詩歌・随
筆

檪園歌集附鉄壁詩稿 下巻-P38

K-2-45-137
文芸－詩歌・随
筆

俳句五百題 下巻-P38

K-2-45-138
文芸－詩歌・随
筆

ひ那多為集 下巻-P38

K-2-45-139
文芸－詩歌・随
筆

たむけくさ 下巻-P38

K-2-45-140
文芸－詩歌・随
筆

甘泉餘滴（詩） 下巻-P38

K-2-45-141
文芸－詩歌・随
筆

俳聖各務支考（二百年忌に際して） 下巻-P38

K-2-45-142
文芸－詩歌・随
筆

まゆ美園集（短歌、長歌） 下巻-P39

K-2-45-143
文芸－詩歌・随
筆

花里天満宮月次献詠献画兼題 下巻-P39

K-2-45-144
文芸－詩歌・随
筆

山ずみ 下巻-P39

K-2-45-145
文芸－詩歌・随
筆

佐るま者し（茶仏庵壺仙翁還暦祝賀句会） 下巻-P39

K-2-45-146
文芸－詩歌・随
筆

和歌墨縄集 下巻-P39

K-2-45-147
文芸－詩歌・随
筆

田中大秀翁例祭献供歌集第六輯 下巻-P39

K-2-45-148
文芸－詩歌・随
筆

田中大秀翁例祭献供歌集第十輯 下巻-P39

K-2-45-149
文芸－詩歌・随
筆

田中大秀翁例祭献供歌集第十一輯 下巻-P39

K-2-45-150
文芸－詩歌・随
筆

田中大秀翁例祭献供歌集第十三輯 下巻-P39

K-2-45-151
文芸－詩歌・随
筆

一つの世界（短歌） 下巻-P39

K-2-45-152
文芸－詩歌・随
筆

飛騨国司姉小路卿諏訪城主江馬侯慰霊祭献詠歌集 下巻-P39

K-2-45-153
文芸－詩歌・随
筆

古稀記念独来独去乾，坤（帙入） 下巻-P39
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K-2-45-154
文芸－詩歌・随
筆

細江歌塚の修理〔新聞切抜〕 下巻-P39

K-2-45-155
文芸－詩歌・随
筆

掃月集 下巻-P39

K-2-45-156
文芸－詩歌・随
筆

村上涙泉さんを悼む〔新聞切抜〕 下巻-P39

K-2-45-157
文芸－詩歌・随
筆

山刀第一号（随筆） 下巻-P39

K-2-45-158
文芸－詩歌・随
筆

四季咲花全（歌集） 下巻-P39

K-2-45-159
文芸－詩歌・随
筆

天手抉詠草上，下 下巻-P39

K-2-45-160
文芸－詩歌・随
筆

松籟集（「大前重秀翁」刊行を回顧して書簡集） 下巻-P40

K-2-45-161
文芸－詩歌・随
筆

万ゆ美園集続編 下巻-P40

K-2-45-162
文芸－詩歌・随
筆

スハ俳句・1・2 下巻-P40

K-2-45-163
文芸－詩歌・随
筆

岳人1～15 下巻-P40

K-2-45-164
文芸－詩歌・随
筆

随筆集緑のアンテナ 下巻-P40

K-2-45-165
文芸－詩歌・随
筆

雪月花（俳句） 下巻-P40

K-2-45-166
文芸－詩歌・随
筆

高山に在る芭蕉翁の眞筆に就て（勝峯晋風の手紙他） 下巻-P40

K-2-45-167
文芸－詩歌・随
筆

松む呂第17号（短歌集） 下巻-P40

K-2-45-168
文芸－詩歌・随
筆

樹氷（加藤岳雄句集） 下巻-P40

K-2-45-169
文芸－詩歌・随
筆

禁猟区にて（和仁市太郎詩集） 下巻-P40

K-2-45-170
文芸－詩歌・随
筆

詠草全 下巻-P40

K-2-45-171
文芸－詩歌・随
筆

者那の安登（俳句） 下巻-P40

K-2-45-172
文芸－詩歌・随
筆

浜辺万佐古 下巻-P40

K-2-45-173
文芸－詩歌・随
筆

蒼・翁詠諧集（俳句） 下巻-P40

K-2-45-174
文芸－詩歌・随
筆

追々例々孔沙（随筆）（写） 下巻-P40

K-2-45-175
文芸－詩歌・随
筆

美屋満久佐（随筆）（写） 下巻-P40

K-2-45-176
文芸－詩歌・随
筆

玉迺知里（随筆）（写） 下巻-P40

K-2-45-177
文芸－詩歌・随
筆

どどいつ絵集 下巻-P40

K-2-45-178
文芸－詩歌・随
筆

風月吟社詩初集 下巻-P40

K-2-45-179
文芸－詩歌・随
筆

風月吟社詩弐集 下巻-P40

K-2-45-180
文芸－詩歌・随
筆

風月吟社詩三集 下巻-P40

K-2-45-181
文芸－詩歌・随
筆

鳴鶴詠草 下巻-P40

K-2-45-182
文芸－詩歌・随
筆

詠草（和歌） 下巻-P41

K-2-45-183
文芸－詩歌・随
筆

前句づけ 下巻-P41

K-2-45-184
文芸－詩歌・随
筆

菊農香（何大・方広両吟歌仙行） 下巻-P41

K-2-45-185
文芸－詩歌・随
筆

詠艸（和歌） 下巻-P41
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K-2-45-186
文芸－詩歌・随
筆

位山集巻三（明治18年9月20日歌撰式） 下巻-P41

K-2-45-187
文芸－詩歌・随
筆

川柳 下巻-P41

K-2-45-188
文芸－詩歌・随
筆

歌僊行（俳句） 下巻-P41

K-2-45-189
文芸－詩歌・随
筆

春雨集第一輯（俳句） 下巻-P41

K-2-45-190
文芸－詩歌・随
筆

曽臼居士追句（俳句） 下巻-P41

K-2-45-191
文芸－詩歌・随
筆

俳句集（狂句） 下巻-P41

K-2-45-192
文芸－詩歌・随
筆

俳句集（雨外撰） 下巻-P41

K-2-45-193
文芸－詩歌・随
筆

雪みのわかれ（和歌） 下巻-P41

K-2-45-194
文芸－詩歌・随
筆

俳書初舞台 下巻-P41

K-2-45-195
文芸－詩歌・随
筆

獨吟歌仙（俳句） 下巻-P41

K-2-45-196
文芸－詩歌・随
筆

風流文字人形（和歌） 下巻-P41

K-2-45-197
文芸－詩歌・随
筆

非山俳林百家一吟（俳句） 下巻-P41

K-2-45-198
文芸－詩歌・随
筆

和歌（写） 下巻-P41

K-2-45-199
文芸－詩歌・随
筆

詠草（和歌） 下巻-P41

K-2-45-200
文芸－詩歌・随
筆

俳諧開催案内・水無神社奉額句集他 下巻-P41

K-2-45-201
文芸－詩歌・随
筆

花鳥の句集〈角竹写〉 下巻-P41

K-2-45-202
文芸－詩歌・随
筆

位山の和歌〈角竹記録〉 下巻-P41

K-2-45-203
文芸－詩歌・随
筆

勝峯晋風飛騨の旅“旅すれば句あり” 下巻-P41

K-2-45-204
文芸－詩歌・随
筆

勝峯晋風“裏木曽より飛騨に入る”〔雑誌黄橙掲載〕 下巻-P42

K-2-45-205
文芸－詩歌・随
筆

随筆“芭蕉の子孫を尋ねて” 下巻-P42

K-2-45-206
文芸－詩歌・随
筆

随筆“飛騨山”〈角竹写〉 下巻-P42

K-2-45-207
文芸－詩歌・随
筆

随筆“翁俳諧参序” 下巻-P42

K-2-45-208
文芸－詩歌・随
筆

随筆“三熊思考（花・）の飛騨入” 下巻-P42

K-2-45-209
文芸－詩歌・随
筆

勅撰集と位山他 下巻-P42

K-2-45-210
文芸－詩歌・随
筆

万葉集と飛騨国“斐太の細江” 下巻-P42

K-2-45-211
文芸－詩歌・随
筆

日本百人一詩〔新聞切抜〕 下巻-P42

K-2-45-212
文芸－詩歌・随
筆

分緑香即席咏二字題 下巻-P42

K-2-45-213
文芸－詩歌・随
筆

詠草 下巻-P42

K-2-45-214
文芸－詩歌・随
筆

愚詠 下巻-P42

K-2-45-215
文芸－詩歌・随
筆

書状 下巻-P42

K-2-45-216
文芸－詩歌・随
筆

書状（美都良川柳、温軒漢詩） 下巻-P42

K-2-45-217
文芸－詩歌・随
筆

講舌講案内 下巻-P42
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K-2-45-218
文芸－詩歌・随
筆

俳句 下巻-P42

K-2-45-219
文芸－詩歌・随
筆

大秀野納詩（森氏宛書簡） 下巻-P42

K-2-45-220
文芸－詩歌・随
筆

詩俳句狂歌 下巻-P42

K-2-45-221
文芸－詩歌・随
筆

書状（狂歌） 下巻-P42

K-2-45-222
文芸－詩歌・随
筆

俳句（両吟の連句） 下巻-P42

K-2-45-223
文芸－詩歌・随
筆

俳句 下巻-P42

K-2-45-224
文芸－詩歌・随
筆

七十四齢滑蔵俳句 下巻-P43

K-2-45-225
文芸－詩歌・随
筆

俳句（半歌仙） 下巻-P43

K-2-45-226
文芸－詩歌・随
筆

俳句（七部集抄） 下巻-P43

K-2-45-227
文芸－詩歌・随
筆

第三番両吟（俳句） 下巻-P43

K-2-45-228
文芸－詩歌・随
筆

俳句 下巻-P43

K-2-45-229
文芸－詩歌・随
筆

狂句（大岩山奉額会合評他） 下巻-P43

K-2-45-230
文芸－詩歌・随
筆

和歌（飛騨歌枕古歌） 下巻-P43

K-2-45-231
文芸－詩歌・随
筆

和歌詠草 下巻-P43

K-2-45-232
文芸－詩歌・随
筆

俳句集 下巻-P43

K-2-45-233
文芸－詩歌・随
筆

辛未雑旦（俳句） 下巻-P43

K-2-45-234
文芸－詩歌・随
筆

句会記録（月並会） 下巻-P43

K-2-45-235
文芸－詩歌・随
筆

句会記録（英居士七回忌追悼） 下巻-P43

K-2-45-236
文芸－詩歌・随
筆

連句（断簡） 下巻-P43

K-2-45-237
文芸－詩歌・随
筆

短歌 下巻-P43

K-2-45-238
文芸－詩歌・随
筆

俳句 下巻-P43

K-2-45-239
文芸－詩歌・随
筆

和歌 下巻-P43

K-2-45-240
文芸－詩歌・随
筆

俳句・和歌 下巻-P43

K-2-45-241
文芸－詩歌・随
筆

俳文 下巻-P43

K-2-45-242
文芸－詩歌・随
筆

短歌（高山町役場新築を祝して） 下巻-P43

K-2-45-243
文芸－詩歌・随
筆

具つ物語表紙（写） 下巻-P43

K-2-45-244
文芸－詩歌・随
筆

蠶家・・（祝詞他） 下巻-P43

K-2-45-245
文芸－詩歌・随
筆

詩 下巻-P43

K-2-45-246
文芸－詩歌・随
筆

詩（落花他） 下巻-P43

K-2-45-247
文芸－詩歌・随
筆

詩 下巻-P44

K-2-45-248
文芸－詩歌・随
筆

書画詩歌花碁 下巻-P44

K-2-45-249
文芸－詩歌・随
筆

新書画及詩歌連俳展観 下巻-P44
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庫目録」掲載頁

K-2-45-250
文芸－詩歌・随
筆

真洞居中集より宮村の湯関係の歌〈角竹写〉 下巻-P44

K-2-45-251
文芸－詩歌・随
筆

赤人宿祢の歌 下巻-P44

K-2-45-252
文芸－詩歌・随
筆

三好長頼飛騨細江の歌〈角竹記録〉 下巻-P44

K-2-45-253
文芸－詩歌・随
筆

白雲居社中請取書 下巻-P44

K-2-45-254
文芸－詩歌・随
筆

雲橋社文臺受継の辞 下巻-P44

K-2-45-255
文芸－詩歌・随
筆

歌会案内 下巻-P44

K-2-45-256
文芸－詩歌・随
筆

泉州堺伝法院所持其甫老人書簡写 下巻-P44

K-2-45-257
文芸－詩歌・随
筆

書状 下巻-P44

K-2-45-258
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

短尺の考証（解説） 下巻-P44

K-2-45-259
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

書状（社中蔵書調の事、月次草稿返却依頼の件） 下巻-P44

K-2-45-260
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

俳句（年並入句淡節書簡） 下巻-P44

K-2-45-261
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

故人俳名録（雲橋社） 下巻-P44

K-2-45-262
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

書状 下巻-P44

K-2-45-263
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

俳句（李戎・漁夕両吟、李戎独吟） 下巻-P44

K-2-45-264
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

歩簫先生の手紙 下巻-P44

K-2-45-265
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

俳句（十月十二日即興詞書あり） 下巻-P44

K-2-45-266
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

雲橋社日記（雲橋社故人之部他） 下巻-P44

K-2-45-267
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

井甫居士17回忌懐旧の俳諧 下巻-P44

K-2-45-268
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

俳句 下巻-P44

K-2-45-269
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

書状（宮峠にて句あり） 下巻-P45

K-2-45-270
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

和歌他 下巻-P45

K-2-45-271
文芸－詩歌・随
筆（雲橋社関係
文書）

雲橋社関係文書まとめ袋 下巻-P45

K-2-45-272 文芸－漢詩文 柳湾漁唱二集 下巻-P45
K-2-45-273 文芸－漢詩文 柳湾漁唱三集完 下巻-P45
K-2-45-274 文芸－漢詩文 草稿 下巻-P45
K-2-45-275 文芸－漢詩文 琴水小稿 下巻-P45
K-2-45-276 文芸－漢詩文 白檮園詩鈔初編 下巻-P45
K-2-45-277 文芸－漢詩文 花月新誌（漢詩・物語） 下巻-P45
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K-2-45-278 文芸－漢詩文 淡水吟社詩第弐輯 下巻-P45
K-2-45-279 文芸－漢詩文 漢詩寒月照梅花他 下巻-P45
K-2-45-280 文芸－漢詩文 金石餘韻完（漢詩、短歌） 下巻-P45
K-2-45-281 文芸－漢詩文 高山竹枝 下巻-P45
K-2-45-282 文芸－漢詩文 新文詩 下巻-P45
K-2-45-283 文芸－漢詩文 新文詩二編 下巻-P45
K-2-45-284 文芸－漢詩文 石田詩鈔 下巻-P45
K-2-45-285 文芸－漢詩文 萩原十二景詩 下巻-P45
K-2-45-286 文芸－漢詩文 詩林第204集（垣水寿太郎の漢詩他） 下巻-P46
K-2-45-287 文芸－漢詩文 詩林第210集 下巻-P46
K-2-45-288 文芸－漢詩文 娥峯詩抄 下巻-P46
K-2-45-289 文芸－漢詩文 林鶯競声（写） 下巻-P46
K-2-45-290 文芸－漢詩文 鄙稿 下巻-P46
K-2-45-291 文芸－漢詩文 子敬閑史・稿 下巻-P46
K-2-45-292 文芸－漢詩文 草稿（漢詩） 下巻-P46
K-2-45-293 文芸－漢詩文 草稿（漢詩） 下巻-P46
K-2-45-294 文芸－漢詩文 草稿（漢詩） 下巻-P46
K-2-45-295 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P46
K-2-45-296 文芸－漢詩文 漢詩（春雁他） 下巻-P46
K-2-45-297 文芸－漢詩文 高山みやげ（赤田臥牛・館柳湾・富田礼彦・石谷熊吉他） 下巻-P46
K-2-45-298 文芸－漢詩文 漢詩（書状） 下巻-P46
K-2-45-299 文芸－漢詩文 漢詩（美女嶺頭三山富士立山白山一望図） 下巻-P46
K-2-45-300 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P46
K-2-45-301 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P46
K-2-45-302 文芸－漢詩文 春雪 下巻-P46
K-2-45-303 文芸－漢詩文 漢詩（細江猶水盆山を愛す） 下巻-P46
K-2-45-304 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P46
K-2-45-305 文芸－漢詩文 漢詩（森習斉関係） 下巻-P47
K-2-45-306 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P47
K-2-45-307 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P47
K-2-45-308 文芸－漢詩文 漢詩 下巻-P47
K-2-45-309 文芸－小説 盤珪禅師うすひき歌全 下巻-P47
K-2-45-310 文芸－小説 西洋道中膝栗毛 下巻-P47
K-2-45-311 文芸－小説 雲妙雨夜月上之巻，下之巻 下巻-P47
K-2-45-312 文芸－小説 金花胡蝶幻二編 下巻-P47
K-2-45-313 文芸－小説 水錦隅田曙第二編上，中，下 下巻-P47
K-2-45-314 文芸－小説 時代加賀見三十編上 下巻-P47
K-2-45-315 文芸－小説 夜嵐阿衣花迺仇夢上 下巻-P47
K-2-45-316 文芸－小説 新編伊香保土産二編中，下 下巻-P47
K-2-45-317 文芸－小説 蓆蔟群馬嘶第二編中 下巻-P47
K-2-45-318 文芸－小説 恋仇花盛街夕暮初編上，中 下巻-P47
K-2-45-319 文芸－小説 名廣澤邊萍二編之上 下巻-P48
K-2-45-320 文芸－小説 東京開花膝栗毛 下巻-P48
K-2-45-321 文芸－小説 冬楓月夕栄初編上 下巻-P48
K-2-45-322 文芸－小説 高橋阿伝夜叉物語第五，六，七，八編 下巻-P48
K-2-45-323 文芸－小説 賞集花之庭木戸初編上 下巻-P48
K-2-45-324 文芸－小説 本朝金剛伝初編上，下，二編上，下，三編上 下巻-P48
K-2-45-325 文芸－小説 新撰吉凶辻占都ゞ逸稽古本上，下 下巻-P48
K-2-45-326 文芸－小説 其名も高橋毒婦の小伝東京奇聞一編～七編 下巻-P48
K-2-45-327 文芸－小説 大津へ 下巻-P48
K-2-45-328 文芸－小説 詩入ドゞ一 下巻-P48
K-2-45-329 文芸－小説 義経千本桜初編，二編，三編 下巻-P48
K-2-45-330 文芸－小説 艶孃毒蛇淵二編上 下巻-P48
K-2-45-331 文芸－小説 柳水亭種清について記録 下巻-P48
K-2-45-332 文芸－小説 杞憂小言上，下 下巻-P48
K-2-45-333 文芸－小説 佳人之奇遇巻二，巻三，巻四 下巻-P48
K-2-45-334 文芸－小説 政海艶話国会後日本 下巻-P49
K-2-45-335 文芸－小説 文明花園春告鳥全政治小説 下巻-P49
K-2-45-336 文芸－小説 政治小説花聞鶯上編 下巻-P49
K-2-45-337 文芸－小説 新奇妙談閻魔大王判決録全 下巻-P49
K-2-45-338 文芸－小説 日本新世界 下巻-P49
K-2-45-339 文芸－小説 日本之未来社会小説 下巻-P49
K-2-45-340 文芸－小説 古今妙々文庫第56号 下巻-P49
K-2-45-341 文芸－小説 古今妙々文庫第60号 下巻-P49
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K-2-45-342 文芸－小説 古今妙々文庫第63号 下巻-P49
K-2-45-343 文芸－小説 四時廼杜鵑 下巻-P49
K-2-45-344 文芸－小説 小説むら竹 下巻-P49
K-2-45-345 文芸－小説 東洋之佳人 下巻-P49
K-2-45-346 文芸－小説 明月絵物語湖上の月（紫式部） 下巻-P49
K-2-45-347 文芸－小説 不滅の像1あこがれ 下巻-P49
K-2-45-348 文芸－小説 不滅の像2彷徨 下巻-P49
K-2-45-349 文芸－小説 父祖の形見 下巻-P49

K-2-45-350
文芸－郷土文
芸雑誌

以ちひの栞第1号 下巻-P50

K-2-45-351
文芸－郷土文
芸雑誌

一位の志をり第2号 下巻-P50

K-2-45-352
文芸－郷土文
芸雑誌

一位の志をり第3号 下巻-P50

K-2-45-353
文芸－郷土文
芸雑誌

一位の志をり第5号 下巻-P50

K-2-45-354
文芸－郷土文
芸雑誌

一位の志をり第2，3，4，5号合本 下巻-P50

K-2-45-355
文芸－郷土文
芸雑誌

毛々知登利第五輯 下巻-P50

K-2-45-356
文芸－郷土文
芸雑誌

穢田の玉葱（全） 下巻-P50

K-2-45-357
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第6号 下巻-P50

K-2-45-358
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第13号 下巻-P50

K-2-45-359
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第16号 下巻-P50

K-2-45-360
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第22号 下巻-P50

K-2-45-361
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第25号 下巻-P50

K-2-45-362
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第26号 下巻-P50

K-2-45-363
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第28号 下巻-P51

K-2-45-364
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第30号 下巻-P51

K-2-45-365
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第31号 下巻-P51

K-2-45-366
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第35号 下巻-P51

K-2-45-367
文芸－郷土文
芸雑誌

言葉の花第37号 下巻-P51

K-2-45-368
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨文芸雑誌『言葉乃花』発行公告 下巻-P51

K-2-45-369
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨国古今詠歌人名録 下巻-P51

K-2-45-370
文芸－郷土文
芸雑誌

有斐第19号 下巻-P51

K-2-45-371
文芸－郷土文
芸雑誌

俳誌亀醉第一号 下巻-P51

K-2-45-372
文芸－郷土文
芸雑誌

俳誌巻葉第一号 下巻-P51

K-2-45-373
文芸－郷土文
芸雑誌

銀のすゞ 下巻-P51

K-2-45-374
文芸－郷土文
芸雑誌

松の瘤第29号（改題記念号） 下巻-P51

K-2-45-375
文芸－郷土文
芸雑誌

朱筆第一輯 下巻-P51

K-2-45-376
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第1号 下巻-P52

K-2-45-377
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第2号 下巻-P52
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K-2-45-378
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第3号 下巻-P52

K-2-45-379
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第4号 下巻-P52

K-2-45-380
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第5号 下巻-P52

K-2-45-381
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第6号 下巻-P52

K-2-45-382
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第7号 下巻-P52

K-2-45-383
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第8号 下巻-P52

K-2-45-384
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第9号 下巻-P52

K-2-45-385
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第11号 下巻-P52

K-2-45-386
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第12号 下巻-P52

K-2-45-387
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第13号 下巻-P52

K-2-45-388
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第14号 下巻-P53

K-2-45-389
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第16号 下巻-P53

K-2-45-390
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第17号 下巻-P53

K-2-45-391
文芸－郷土文
芸雑誌

衣手第18号 下巻-P53

K-2-45-392
文芸－郷土文
芸雑誌

悲陀創刊号 下巻-P53

K-2-45-393
文芸－郷土文
芸雑誌

悲陀第弐号 下巻-P53

K-2-45-394
文芸－郷土文
芸雑誌

雲橋社略誌 下巻-P53

K-2-45-395
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨公論創刊号 下巻-P53

K-2-45-396
文芸－郷土文
芸雑誌

濃飛文学読本 下巻-P53

K-2-45-397
文芸－郷土文
芸雑誌

地像創刊号 下巻-P53

K-2-45-398
文芸－郷土文
芸雑誌

地像第二号 下巻-P53

K-2-45-399
文芸－郷土文
芸雑誌

谺1，11月号 下巻-P53

K-2-45-400
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨公論第361号 下巻-P53

K-2-45-401
文芸－郷土文
芸雑誌

黎明第一号 下巻-P54

K-2-45-402
文芸－郷土文
芸雑誌

倭魂第一巻第二号 下巻-P54

K-2-45-403
文芸－郷土文
芸雑誌

郷土文芸 下巻-P54

K-2-45-404
文芸－郷土文
芸雑誌

言霊創刊号 下巻-P54

K-2-45-405
文芸－郷土文
芸雑誌

神州創刊号 下巻-P54

K-2-45-406
文芸－郷土文
芸雑誌

句集金木犀 下巻-P54

K-2-45-407
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第一巻第五号 下巻-P54

K-2-45-408
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第一巻第六号 下巻-P54

K-2-45-409
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第一巻第七号 下巻-P54
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K-2-45-410
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第二巻第六号 下巻-P54

K-2-45-411
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第二巻第七号 下巻-P54

K-2-45-412
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第三巻第一号 下巻-P54

K-2-45-413
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第三巻第三号 下巻-P55

K-2-45-414
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第三巻第五号 下巻-P55

K-2-45-415
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第三巻第六号 下巻-P55

K-2-45-416
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第四巻第一号 下巻-P55

K-2-45-417
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第四巻第二号 下巻-P55

K-2-45-418
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第四巻第五号 下巻-P55

K-2-45-419
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第五巻第四号 下巻-P55

K-2-45-420
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第六巻第三号 下巻-P55

K-2-45-421
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第六巻第五号 下巻-P55

K-2-45-422
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第六巻第六号 下巻-P55

K-2-45-423
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第七巻第一号 下巻-P55

K-2-45-424
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第九巻第三号 下巻-P55

K-2-45-425
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨短歌第十二巻第一号 下巻-P56

K-2-45-426
文芸－郷土文
芸雑誌

季節風創刊号 下巻-P56

K-2-45-427
文芸－郷土文
芸雑誌

濃飛文化創刊号 下巻-P56

K-2-45-428
文芸－郷土文
芸雑誌

濃飛文化7月号 下巻-P56

K-2-45-429
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨交際創刊号 下巻-P56

K-2-45-430
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨サロン1948，12月号 下巻-P56

K-2-45-431
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨サロン第二巻一号 下巻-P56

K-2-45-432
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨サロン第二巻二号 下巻-P56

K-2-45-433
文芸－郷土文
芸雑誌

暖流第一号 下巻-P56

K-2-45-434
文芸－郷土文
芸雑誌

城影第二輯 下巻-P56

K-2-45-435
文芸－郷土文
芸雑誌

城影4月（職場俳誌） 下巻-P56

K-2-45-436
文芸－郷土文
芸雑誌

ひこばえ創刊号 下巻-P56

K-2-45-437
文芸－郷土文
芸雑誌

ひこばえ卒業記念号 下巻-P56

K-2-45-438
文芸－郷土文
芸雑誌

ひこばえ第4号 下巻-P56

K-2-45-439
文芸－郷土文
芸雑誌

青ぶどう創刊号 下巻-P56

K-2-45-440
文芸－郷土文
芸雑誌

飛騨白菊創刊号 下巻-P57

K-2-45-441
文芸－郷土文
芸雑誌

橋畔3号 下巻-P57
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K-2-45-442
文芸－郷土文
芸雑誌

轍第2号 下巻-P57

K-2-45-443
文芸－郷土文
芸雑誌

轍第3号 下巻-P57

K-2-45-444
文芸－郷土文
芸雑誌

笹魚正月号 下巻-P57

K-2-45-445
文芸－郷土文
芸雑誌

文脈第五号 下巻-P57

K-2-45-446
文芸－郷土文
芸雑誌

のうひ・13 下巻-P57

K-2-45-447
文芸－郷土文
芸雑誌

臥龍第一輯 下巻-P57

K-2-45-448
文芸－郷土文
芸雑誌

臥龍第二集 下巻-P57

K-2-45-449
文芸－郷土文
芸雑誌

山峡の誌第6号 下巻-P57

K-2-45-450
文芸－郷土文
芸雑誌

ふるさと第一号 下巻-P57

K-2-45-451
文芸－郷土文
芸雑誌

第五回句集城可げ6月号 下巻-P57

K-2-45-452
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨同胞会雑誌第二号 下巻-P57

K-2-45-453
文芸－郷土学
術雑誌

斐太雑誌第弐号 下巻-P57

K-2-45-454
文芸－郷土学
術雑誌

斐太雑誌第三号 下巻-P58

K-2-45-455
文芸－郷土学
術雑誌

斐太雑誌第四号 下巻-P58

K-2-45-456
文芸－郷土学
術雑誌

斐太雑誌第五号 下巻-P58

K-2-45-457
文芸－郷土学
術雑誌

斐太雑誌第六号 下巻-P58

K-2-45-458
文芸－郷土学
術雑誌

斐太雑誌第一号～第七号合本 下巻-P58

K-2-45-459
文芸－郷土学
術雑誌

飛州第壹号 下巻-P58

K-2-45-460
文芸－郷土学
術雑誌

飛州第一号～第十二号合本 下巻-P58

K-2-45-461
文芸－郷土学
術雑誌

飛州第十三号～第二十四号合本 下巻-P58

K-2-45-462
文芸－郷土学
術雑誌

飛州第二十五号～第三十六号合本 下巻-P58

K-2-45-463
文芸－郷土学
術雑誌

新飛州第壹号 下巻-P58

K-2-45-464
文芸－郷土学
術雑誌

新飛州第弐号 下巻-P58

K-2-45-465
文芸－郷土学
術雑誌

新飛州第四号 下巻-P58

K-2-45-466
文芸－郷土学
術雑誌

新飛州第五号 下巻-P58

K-2-45-467
文芸－郷土学
術雑誌

新飛州第壱号～第六号合本 下巻-P58

K-2-45-468
文芸－郷土学
術雑誌

会報第壱号 下巻-P59

K-2-45-469
文芸－郷土学
術雑誌

会報第壱号 下巻-P59

K-2-45-470
文芸－郷土学
術雑誌

会報第弐号 下巻-P59

K-2-45-471
文芸－郷土学
術雑誌

会報第参号 下巻-P59

K-2-45-472
文芸－郷土学
術雑誌

会報第五号 下巻-P59

K-2-45-473
文芸－郷土学
術雑誌

集古会誌巻之四 下巻-P59
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K-2-45-474
文芸－郷土学
術雑誌

集古会誌甲辰巻之三 下巻-P59

K-2-45-475
文芸－郷土学
術雑誌

集古会誌乙巳巻之三 下巻-P60

K-2-45-476
文芸－郷土学
術雑誌

集古会誌乙巳巻之四 下巻-P60

K-2-45-477
文芸－郷土学
術雑誌

集古会誌乙巳巻之五 下巻-P60

K-2-45-478
文芸－郷土学
術雑誌

修学旅行飛騨唱歌 下巻-P60

K-2-45-479
文芸－郷土学
術雑誌

国学院雑誌第二十五巻第一号 下巻-P60

K-2-45-480
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水第一巻第一号 下巻-P60

K-2-45-481
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水第一巻第二号 下巻-P60

K-2-45-482
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水第一巻第三号 下巻-P60

K-2-45-483
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水第一巻第四号 下巻-P60

K-2-45-484
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水第一巻第五号 下巻-P60

K-2-45-485
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水第二巻第一号 下巻-P60

K-2-45-486
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水甲種第七号 下巻-P60

K-2-45-487
文芸－郷土学
術雑誌

中央山水甲種第八号 下巻-P60

K-2-45-488
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史檀8月号第一巻第一号 下巻-P60

K-2-45-489
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇5月号第一巻第八号 下巻-P61

K-2-45-490
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇5月号第二巻第四号 下巻-P61

K-2-45-491
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇3月号第六巻第三号 下巻-P61

K-2-45-492
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇4月号第六巻第四号 下巻-P61

K-2-45-493
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇6月号第六巻第六号 下巻-P61

K-2-45-494
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇9月号第六巻第九号 下巻-P62

K-2-45-495
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇1月号第七巻第九号 下巻-P62

K-2-45-496
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第四号 下巻-P62

K-2-45-497
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第五号 下巻-P62

K-2-45-498
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第六号 下巻-P62

K-2-45-499
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第七号 下巻-P62

K-2-45-500
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第八号 下巻-P63

K-2-45-501
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第九号 下巻-P63

K-2-45-502
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第十号 下巻-P63

K-2-45-503
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第十一号 下巻-P63

K-2-45-504
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十巻第十二号 下巻-P63

K-2-45-505
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十一巻第二号 下巻-P63
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K-2-45-506
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十一巻第三号 下巻-P63

K-2-45-507
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十一巻第四号 下巻-P64

K-2-45-508
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十一巻第五号 下巻-P64

K-2-45-509
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨史壇第十一巻第七号 下巻-P64

K-2-45-510
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨第三十九号～第五十号合本 下巻-P64

K-2-45-511
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨弐月之巻第三十九号 下巻-P64

K-2-45-512
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨六月号第四十三号 下巻-P64

K-2-45-513
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨七月号第四十四号 下巻-P64

K-2-45-514
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨十一月号第四十八号 下巻-P64

K-2-45-515
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨創刊号 下巻-P64

K-2-45-516
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨第弐号 下巻-P64

K-2-45-517
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨創刊号 下巻-P64

K-2-45-518
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨創刊号 下巻-P65

K-2-45-519
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第二号 下巻-P65

K-2-45-520
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第三号 下巻-P65

K-2-45-521
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第四号 下巻-P65

K-2-45-522
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨特集飛騨の旅夏季倍大号 下巻-P65

K-2-45-523
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第六号 下巻-P65

K-2-45-524
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第七号 下巻-P65

K-2-45-525
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第八号 下巻-P65

K-2-45-526
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第九号 下巻-P65

K-2-45-527
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨第十号 下巻-P65

K-2-45-528
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨2月号 下巻-P65

K-2-45-529
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨3，4月合併特大号 下巻-P65

K-2-45-530
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨5，6月号 下巻-P65

K-2-45-531
文芸－郷土学
術雑誌

総合文化誌新飛騨夏季倍大号 下巻-P65

K-2-45-532
文芸－郷土学
術雑誌

66 下巻-P65

K-2-45-533
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-534
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-535
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-536
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-537
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65
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K-2-45-538
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-539
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-540
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-541
文芸－郷土学
術雑誌

新飛騨社発行 下巻-P65

K-2-45-542
文芸－郷土学
術雑誌

郷土五月号第三年第四号 下巻-P65

K-2-45-543
文芸－郷土学
術雑誌

郷土六月号第三年第五号 下巻-P65

K-2-45-544
文芸－郷土学
術雑誌

郷土八月号第三年第七号 下巻-P65

K-2-45-545
文芸－郷土学
術雑誌

郷土九月号第三年第九号 下巻-P67

K-2-45-546
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十一月号第三年第十一号 下巻-P67

K-2-45-547
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十二月号第三年第十二号 下巻-P67

K-2-45-548
文芸－郷土学
術雑誌

郷土新年号第四年第一号 下巻-P67

K-2-45-549
文芸－郷土学
術雑誌

郷土二月号第四年第二号 下巻-P67

K-2-45-550
文芸－郷土学
術雑誌

郷土三月号第四年第三号 下巻-P67

K-2-45-551
文芸－郷土学
術雑誌

郷土五月号第四年第五号 下巻-P67

K-2-45-552
文芸－郷土学
術雑誌

郷土六月号第四年第六号 下巻-P67

K-2-45-553
文芸－郷土学
術雑誌

郷土九月号第四年第九号 下巻-P67

K-2-45-554
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十一月号第四年第十一号 下巻-P68

K-2-45-555
文芸－郷土学
術雑誌

郷土新年号第五号第一号 下巻-P68

K-2-45-556
文芸－郷土学
術雑誌

郷土六月号第五年第六号 下巻-P68

K-2-45-557
文芸－郷土学
術雑誌

郷土八月号第五年第八号 下巻-P68

K-2-45-558
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十月号第五年第十号 下巻-P68

K-2-45-559
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十一月号第五年第十一号 下巻-P68

K-2-45-560
文芸－郷土学
術雑誌

郷土新年号第六号第一号 下巻-P68

K-2-45-561
文芸－郷土学
術雑誌

郷土三月号第六年第三号 下巻-P68

K-2-45-562
文芸－郷土学
術雑誌

郷土四月号第六年第四号 下巻-P68

K-2-45-563
文芸－郷土学
術雑誌

郷土五月号第六年第五号 下巻-P68

K-2-45-564
文芸－郷土学
術雑誌

郷土六月号第六年第六号 下巻-P69

K-2-45-565
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十月号第六年第十号 下巻-P69

K-2-45-566
文芸－郷土学
術雑誌

郷土十二月号第六年第十二号 下巻-P69

K-2-45-567
文芸－郷土学
術雑誌

郷土新年号第七年第一号 下巻-P69

K-2-45-568
文芸－郷土学
術雑誌

郷土二月号第七年第二号 下巻-P69

K-2-45-569
文芸－郷土学
術雑誌

郷土三月号第七年第三号 下巻-P69
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K-2-45-570
文芸－郷土学
術雑誌

郷土新涼号第七年新涼号 下巻-P69

K-2-45-571
文芸－郷土学
術雑誌

郷土（ＴＨＥ　ＫＹＯＤＯ）創刊号 下巻-P69

K-2-45-572
文芸－郷土学
術雑誌

郷土4月 下巻-P69

K-2-45-573
文芸－郷土学
術雑誌

郷土第二年新年号 下巻-P70

K-2-45-574
文芸－郷土学
術雑誌

郷土ＶＯＬ・，・10 下巻-P70

K-2-45-575
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第三年第二号 下巻-P70

K-2-45-576
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第三年第五号（飛騨祭特輯） 下巻-P70

K-2-45-577
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第三年第六号 下巻-P70

K-2-45-578
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第三年第九号 下巻-P70

K-2-45-579
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第三年第十号 下巻-P70

K-2-45-580
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第四年第四号（創立三周年記念号） 下巻-P70

K-2-45-581
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第四年第十二号 下巻-P70

K-2-45-582
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第五年第二号 下巻-P70

K-2-45-583
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第五年第三号 下巻-P70

K-2-45-584
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第五年第四号 下巻-P70

K-2-45-585
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第六年第二号 下巻-P70

K-2-45-586
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第六年第十二号 下巻-P70

K-2-45-587
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第七年第六号 下巻-P70

K-2-45-588
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第七年第八号 下巻-P71

K-2-45-589
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第七年第九号 下巻-P71

K-2-45-590
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第七年第十一号 下巻-P71

K-2-45-591
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第七年第十二号 下巻-P71

K-2-45-592
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第八年第二号 下巻-P71

K-2-45-593
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第八年第六号 下巻-P71

K-2-45-594
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第八年第七号 下巻-P71

K-2-45-595
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第九年第八号 下巻-P71

K-2-45-596
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第九年第十二号 下巻-P71

K-2-45-597
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第十年第二号 下巻-P71

K-2-45-598
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第十年第六号 下巻-P71

K-2-45-599
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第十年第八号 下巻-P71

K-2-45-600
文芸－郷土学
術雑誌

ひだびと第十一年第二号 下巻-P71

K-2-45-601
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人6月号 下巻-P71
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K-2-45-602
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人6月号 下巻-P71

K-2-45-603
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人5月号 下巻-P71

K-2-45-604
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人7月号 下巻-P72

K-2-45-605
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人9月号 下巻-P72

K-2-45-606
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人6月号 下巻-P72

K-2-45-607
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛人1月号 下巻-P72

K-2-45-608
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人雑誌濃飛往来11月号第一巻第一号 下巻-P72

K-2-45-609
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人雑誌濃飛往来10月号第三巻第十号 下巻-P72

K-2-45-610
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人雑誌濃飛往来1月号 下巻-P72

K-2-45-611
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関郷土誌濃飛往来第十年四月号 下巻-P72

K-2-45-612
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関郷土誌濃飛往来第十年五月号 下巻-P72

K-2-45-613
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関郷土誌濃飛往来第十年七月号 下巻-P73

K-2-45-614
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関誌濃飛第十年十一月号 下巻-P73

K-2-45-615
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関誌濃飛第十一年十二月号 下巻-P73

K-2-45-616
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関誌濃飛第十一年十一月号 下巻-P73

K-2-45-617
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県人機関誌濃飛第十二年七月号 下巻-P73

K-2-45-618
文芸－郷土学
術雑誌

全岐阜県人共有雑誌濃飛振興第十三巻六月号 下巻-P73

K-2-45-619
文芸－郷土学
術雑誌

月刊濃飛九月号 下巻-P73

K-2-45-620
文芸－郷土学
術雑誌

ドルメン4月号 下巻-P73

K-2-45-621
文芸－郷土学
術雑誌

ドルメン8月号 下巻-P73

K-2-45-622
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究雑誌高志人第三巻第十二号 下巻-P74

K-2-45-623
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究雑誌高志人第四巻第五号 下巻-P74

K-2-45-624
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究雑誌高志人第三巻第六号 下巻-P74

K-2-45-625
文芸－郷土学
術雑誌

郷土出身勇士慰問雑誌斐陀1〓6 下巻-P74

K-2-45-626
文芸－郷土学
術雑誌

郷土出身勇士慰問雑誌斐陀2〓1 下巻-P74

K-2-45-627
文芸－郷土学
術雑誌

郷土文化誌しらまゆみ第二号 下巻-P74

K-2-45-628
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究雑誌しらまゆみ第三号 下巻-P74

K-2-45-629
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究雑誌しらまゆみ第四号 下巻-P74

K-2-45-630
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究雑誌志らまゆ美第五号 下巻-P74

K-2-45-631
文芸－郷土学
術雑誌

しらまゆみ第九号 下巻-P74

K-2-45-632
文芸－郷土学
術雑誌

しらまゆみ十号記念特集号 下巻-P75

K-2-45-633
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第一号 下巻-P75
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K-2-45-634
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第二号 下巻-P75

K-2-45-635
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第三号 下巻-P75

K-2-45-636
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第四号 下巻-P75

K-2-45-637
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第五号 下巻-P75

K-2-45-638
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第六号 下巻-P75

K-2-45-639
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第七号 下巻-P75

K-2-45-640
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第八号 下巻-P75

K-2-45-641
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第九号 下巻-P75

K-2-45-642
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第十号 下巻-P75

K-2-45-643
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報第十二号 下巻-P75

K-2-45-644
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県郷土学会会報 下巻-P75

K-2-45-645
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路創刊号 下巻-P75

K-2-45-646
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路第二号 下巻-P75

K-2-45-647
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路第三号 下巻-P76

K-2-45-648
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路第4，5合併号 下巻-P76

K-2-45-649
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路第6号 下巻-P76

K-2-45-650
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路第七号 下巻-P76

K-2-45-651
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨路第八号 下巻-P76

K-2-45-652
文芸－郷土学
術雑誌

分冊風土記飛騨叢書第一 下巻-P76

K-2-45-653
文芸－郷土学
術雑誌

分冊風土記飛騨叢書第二 下巻-P76

K-2-45-654
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第1号 下巻-P76

K-2-45-655
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第2号 下巻-P77

K-2-45-656
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第3号 下巻-P77

K-2-45-657
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第4号 下巻-P77

K-2-45-658
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第6号 下巻-P77

K-2-45-659
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第7号 下巻-P77

K-2-45-660
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第8号 下巻-P77

K-2-45-661
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第9号 下巻-P77

K-2-45-662
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第10号 下巻-P77

K-2-45-663
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第11号 下巻-P77

K-2-45-664
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第12号 下巻-P77

K-2-45-665
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第13号 下巻-P77
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K-2-45-666
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第14号 下巻-P77

K-2-45-667
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第15号 下巻-P78

K-2-45-668
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第16号 下巻-P78

K-2-45-669
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜史学第17号 下巻-P78

K-2-45-670
文芸－郷土学
術雑誌

文化協会々報第壱輯 下巻-P78

K-2-45-671
文芸－郷土学
術雑誌

文化協会々報第弐輯 下巻-P78

K-2-45-672
文芸－郷土学
術雑誌

文化協会々報第参輯 下巻-P78

K-2-45-673
文芸－郷土学
術雑誌

文化協会々報第四輯 下巻-P78

K-2-45-674
文芸－郷土学
術雑誌

文化協会々報第五輯（昭和29、30年度分） 下巻-P78

K-2-45-675
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究第1号 下巻-P78

K-2-45-676
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究第2号 下巻-P78

K-2-45-677
文芸－郷土学
術雑誌

郷土研究第2篇第1号 下巻-P79

K-2-45-678
文芸－郷土学
術雑誌

郷土史創刊号 下巻-P79

K-2-45-679
文芸－郷土学
術雑誌

郷土史第三号 下巻-P79

K-2-45-680
文芸－郷土学
術雑誌

郷土史第八号 下巻-P79

K-2-45-681
文芸－郷土学
術雑誌

会報昭和29年度第2号 下巻-P79

K-2-45-682
文芸－郷土学
術雑誌

会報昭和29年度第4号 下巻-P79

K-2-45-683
文芸－郷土学
術雑誌

会報昭和29年度第5号 下巻-P79

K-2-45-684
文芸－郷土学
術雑誌

みどり第三巻第一号 下巻-P79

K-2-45-685
文芸－郷土学
術雑誌

みどり第三巻第二号 下巻-P79

K-2-45-686
文芸－郷土学
術雑誌

みどり第三巻第三号 下巻-P80

K-2-45-687
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ3，・4通巻第10集 下巻-P80

K-2-45-688
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ4，・1 下巻-P80

K-2-45-689
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ4，・2 下巻-P80

K-2-45-690
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ4，・2 下巻-P80

K-2-45-691
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ4，・4 下巻-P80

K-2-45-692
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ5，・1 下巻-P80

K-2-45-693
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ5，・2 下巻-P80

K-2-45-694
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ5，・3 下巻-P80

K-2-45-695
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ5，・4 下巻-P81

K-2-45-696
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ6，・1 下巻-P81

K-2-45-697
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ6，・2 下巻-P81
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K-2-45-698
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ6，・3 下巻-P81

K-2-45-699
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ6，・4 下巻-P81

K-2-45-700
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ6，・5 下巻-P81

K-2-45-701
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ7，・1 下巻-P81

K-2-45-702
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ7，・2 下巻-P81

K-2-45-703
文芸－郷土学
術雑誌

みどりＶＯＬ7，・3 下巻-P81

K-2-45-704
文芸－郷土学
術雑誌

凡斐州創刊号 下巻-P82

K-2-45-705
文芸－郷土学
術雑誌

あらゝ樹創刊号 下巻-P82

K-2-45-706
文芸－郷土学
術雑誌

郷土科学講座 下巻-P82

K-2-45-707
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛評論創刊号 下巻-P82

K-2-45-708
文芸－郷土学
術雑誌

郷土第壱号 下巻-P82

K-2-45-709
文芸－郷土学
術雑誌

郷土第九号第壱号 下巻-P82

K-2-45-710
文芸－郷土学
術雑誌

記録第二号 下巻-P82

K-2-45-711
文芸－郷土学
術雑誌

記録第参号 下巻-P82

K-2-45-712
文芸－郷土学
術雑誌

岐阜県ニ於ケル俗謡（高山小唄・高山踊） 下巻-P82

K-2-45-713
文芸－郷土学
術雑誌

史談創刊号 下巻-P82

K-2-45-714
文芸－郷土学
術雑誌

郷土調査事業計企案 下巻-P82

K-2-45-715
文芸－郷土学
術雑誌

郷土信濃研究 下巻-P82

K-2-45-716
文芸－郷土学
術雑誌

たりほ創刊号 下巻-P82

K-2-45-717
文芸－郷土学
術雑誌

長良川の鵜飼 下巻-P82

K-2-45-718
文芸－郷土学
術雑誌

逓信の知識4月号（第二巻第四号） 下巻-P82

K-2-45-719
文芸－郷土学
術雑誌

みのり第九巻第一号 下巻-P82

K-2-45-720
文芸－郷土学
術雑誌

会誌創刊号（三船先生・白井先生招聘記念誌） 下巻-P83

K-2-45-721
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛文化第一輯 下巻-P83

K-2-45-722
文芸－郷土学
術雑誌

報告第一号 下巻-P83

K-2-45-723
文芸－郷土学
術雑誌

ほほば第四号 下巻-P83

K-2-45-724
文芸－郷土学
術雑誌

地域第一号 下巻-P83

K-2-45-725
文芸－郷土学
術雑誌

ＡＮ・ＤＩＥ・ｍｕｓｉｋあん・で・むじか 下巻-P83

K-2-45-726
文芸－郷土学
術雑誌

生活と文化57，3月号 下巻-P83

K-2-45-727
文芸－郷土学
術雑誌

生活と文化113，12月号 下巻-P83

K-2-45-728
文芸－郷土学
術雑誌

昭和29年度文化教養講座受講テキスト 下巻-P83

K-2-45-729
文芸－郷土学
術雑誌

郷土館報すみなわ第一集（校正原稿付き） 下巻-P83



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-730
文芸－郷土学
術雑誌

郷土館報すみなわ第二集（校正原稿付き） 下巻-P84

K-2-45-731
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨国神岡村地誌 下巻-P84

K-2-45-732
文芸－郷土学
術雑誌

越飛文化第二号 下巻-P84

K-2-45-733
文芸－郷土学
術雑誌

越飛文化研究会編集兼発行 下巻-P84

K-2-45-734
文芸－郷土学
術雑誌

古川町郷土史研究会経過報告並本年度事業計画他 下巻-P84

K-2-45-735
文芸－郷土学
術雑誌

やまびこ15（創立五周年記念号） 下巻-P84

K-2-45-736
文芸－郷土学
術雑誌

地方史研究第21・22・23合併号 下巻-P84

K-2-45-737
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨春秋第二年第一号（飛騨春秋誌販売広告あり） 下巻-P84

K-2-45-738
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨春秋広告 下巻-P84

K-2-45-739
文芸－郷土学
術雑誌

郷土新風 下巻-P84

K-2-45-740
文芸－郷土学
術雑誌

瓦礫・2 下巻-P84

K-2-45-741
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛民俗第2号 下巻-P85

K-2-45-742
文芸－郷土学
術雑誌

濃飛民俗第4号 下巻-P85

K-2-45-743
文芸－郷土学
術雑誌

飛騨数学史 下巻-P85

K-2-45-744
文芸－郷土学
術雑誌

日本のあゆみの研究第一輯 下巻-P85

K-2-45-745
文芸－明治文
化書籍

改服裁縫初心伝前編 下巻-P85

K-2-45-746
文芸－明治文
化書籍

辨妄和解全 下巻-P85

K-2-45-747
文芸－明治文
化書籍

両約全書自語相違上，下 下巻-P85

K-2-45-748
文芸－明治文
化書籍

時辰儀説 下巻-P85

K-2-45-749
文芸－明治文
化書籍

欧州奇事花柳春話初編，二編，三編，四編，附録 下巻-P86

K-2-45-750
文芸－明治文
化書籍

明治英名詠撰全 下巻-P86

K-2-45-751
文芸－明治文
化書籍

英国情史蝶舞奇縁初編上，下 下巻-P86

K-2-45-752
文芸－明治文
化書籍

雄弁法全 下巻-P86

K-2-45-753
文芸－明治文
化書籍

ＦＯＵＲ　ＢＯＯＫＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＣＨＩＮＥＳＥ　ＣＬＡＳＳＩＣＳＩＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ  Ａ
ＮＤ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ（英和四書別冊大学中庸英文全）

下巻-P86

K-2-45-754
文芸－明治文
化書籍

ＡＢＵＤＤＨＩＳＴＣＡＴＥＣＨＩＳＭ 下巻-P86

K-2-45-755
文芸－明治文
化書籍

禽獣世界狐の裁判 下巻-P86

K-2-45-756
文芸－明治文
化書籍

阿非利加内地三五日間空中旅行 下巻-P86

K-2-45-757
文芸－明治文
化書籍

洋食獨案内附料理法、玉突指南 下巻-P86

K-2-45-758
文芸－明治文
化書籍

西洋落語 下巻-P86

K-2-45-759
文芸－明治文
化書籍

毛糸細工獨案内 下巻-P86

K-2-45-760
文芸－明治文
化書籍

ＴＨＥＬＩＦＥＯＦＭＩＹＡＭＯＴＯＭＵＳＡＳＨＩＰＡＲＴ1 下巻-P86

K-2-45-761
文芸－明治文
化書籍

死美人後編 下巻-P86



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-762
文芸－明治文
化書籍

ＮＡＭＩ―ＫＯ（小説不如帰） 下巻-P86

K-2-45-763
文芸－明治文
化書籍

ＫＩＢＵＮＤＡＩＺＩＮＯＲＭＥＲＣＨＡＮＴＰＲＩＮＣＥ 下巻-P87

K-2-45-764
文芸－明治文
化書籍

西洋料理通下 下巻-P87

K-2-45-765
文芸－明治文
化書籍

ＮＡＴＵＲＡＬＰＨＩＬＯＳＯＰＨＹＦＯＲＣＨＩＬＤＲＥＮ 下巻-P87

K-2-45-766 文芸－語学 英語箋下 下巻-P87
K-2-45-767 文芸－語学 童解英語図会 下巻-P87
K-2-45-768 文芸－語学 本朝辞源上，中 下巻-P87
K-2-45-769 文芸－語学 掌中洋学童子訓 下巻-P87
K-2-45-770 文芸－語学 童解英語図会弐帙 下巻-P87
K-2-45-771 文芸－語学 英学楷梯完 下巻-P87
K-2-45-772 文芸－語学 いろは・英単語・漢字の対訳 下巻-P87
K-2-45-773 文芸－語学 ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬ（アルファベット） 下巻-P87
K-2-45-774 文芸－語学 英国単語図解 下巻-P87
K-2-45-775 文芸－語学 商法必携開化用文章 下巻-P87
K-2-45-776 文芸－語学 商法萬字文全 下巻-P87
K-2-45-777 文芸－語学 作文必読上，下 下巻-P88
K-2-45-778 文芸－語学 独学自在傍聴符号筆記法 下巻-P88
K-2-45-779 文芸－語学 ことば刀写真法 下巻-P88
K-2-45-780 文芸－語学 洋字入七以呂波全 下巻-P88
K-2-45-781 文芸－語学 明治新選実用作文 下巻-P88
K-2-45-782 文芸－語学 記事論説壹萬題 下巻-P88
K-2-45-783 文芸－語学 普通婦女用文 下巻-P88
K-2-45-784 文芸－語学 開化必要文章上 下巻-P88
K-2-45-785 文芸－語学 普通教育高等用文五千題 下巻-P88
K-2-45-786 文芸－語学 西洋草字いろは、西洋伊呂波字書并時計文字 下巻-P88
K-2-45-787 文芸－語学 学問ノススメ十編全〔表紙写真〕 下巻-P88
K-2-45-788 文芸－語学 奥村春斉編輯英国単語篇〔写真〕 下巻-P88
K-2-45-789 文芸－語学 點字のこよみ 下巻-P88
K-2-45-790 文芸－人物伝 猿丸由縁記 下巻-P88
K-2-45-791 文芸－人物伝 明治中興雲台図録 下巻-P88
K-2-45-792 文芸－人物伝 第一世掌破崙言行録 下巻-P89
K-2-45-793 文芸－人物伝 古今烈女伝全 下巻-P89
K-2-45-794 文芸－人物伝 那翁外伝閨秀美談完 下巻-P89
K-2-45-795 文芸－人物伝 繊手の刀全 下巻-P89
K-2-45-796 文芸－人物伝 中原逐鹿壮士之覚悟 下巻-P89
K-2-45-797 文芸－人物伝 博聞雑誌第十九号（山岡鉄舟伝） 下巻-P89
K-2-45-798 文芸－人物伝 博聞雑誌第廿二号（山岡鉄舟伝） 下巻-P89
K-2-45-799 文芸－人物伝 リチャード・コブデン伝記 下巻-P89
K-2-45-800 文芸－人物伝 詩伯森春濤伝 下巻-P89
K-2-45-801 文芸－人物伝 国会議員百首全 下巻-P89
K-2-45-802 文芸－人物伝 濃飛名誉人物評上巻，下巻 下巻-P89
K-2-45-803 文芸－人物伝 東洋先生略伝単 下巻-P89
K-2-45-804 文芸－人物伝 「岡村利蔵」氏を弔う 下巻-P89
K-2-45-805 文芸－人物伝 南洲翁遺訓與人役間切横目役大躰 下巻-P89
K-2-45-806 文芸－人物伝 板垣伯遭難記 下巻-P89
K-2-45-807 文芸－人物伝 贈従二位立入宗継 下巻-P89
K-2-45-808 文芸－人物伝 池之端惣助翁伝 下巻-P90
K-2-45-809 文芸－人物伝 かはらぬ姿 下巻-P90
K-2-45-810 文芸－人物伝 森春濤尺牘と蒲生俊孝 下巻-P90
K-2-45-811 文芸－人物伝 大楠公石碑の由来湊川神社御創立の沿革 下巻-P90
K-2-45-812 文芸－人物伝 在京飛騨国人録（附在京者住所集） 下巻-P90
K-2-45-813 文芸－人物伝 贈正五位村上義弘公伝 下巻-P90
K-2-45-814 文芸－人物伝 瀧覚御坊と大楠公 下巻-P90
K-2-45-815 文芸－人物伝 聖雄清正公伝 下巻-P90
K-2-45-816 文芸－人物伝 大楠公と飛騨 下巻-P90
K-2-45-817 文芸－人物伝 瀧覚御坊と大楠公 下巻-P90
K-2-45-818 文芸－人物伝 しら露 下巻-P90
K-2-45-819 文芸－人物伝 大楠公恩師瀧覚御房史蹟 下巻-P90
K-2-45-820 文芸－人物伝 飛騨に於ける楠氏敬慕の思想 下巻-P90
K-2-45-821 文芸－人物伝 左近様と孝池水の由来 下巻-P90



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-822 文芸－人物伝 大前重秀翁 下巻-P90
K-2-45-823 文芸－人物伝 引退記念不居集 下巻-P90
K-2-45-824 文芸－人物伝 筆のしづく 下巻-P91
K-2-45-825 文芸－人物伝 大畑先生餘光録 下巻-P91
K-2-45-826 文芸－人物伝 忠魂と師魂大楠公と恩師瀧覚坊 下巻-P91
K-2-45-827 文芸－人物伝 板垣退助先生銅像供出録 下巻-P91
K-2-45-828 文芸－人物伝 五月山 下巻-P91
K-2-45-829 文芸－人物伝 瀧覚御坊と大楠公 下巻-P91
K-2-45-830 文芸－人物伝 宇野増次郎翁 下巻-P91
K-2-45-831 文芸－人物伝 田中栄蔵伝島の明星 下巻-P91
K-2-45-832 文芸－人物伝 木喰五行上人の入飛記録 下巻-P91
K-2-45-833 文芸－人物伝 教聖広瀬淡窓 下巻-P91
K-2-45-834 文芸－人物伝 自叙伝（七十翁田中健三） 下巻-P91
K-2-45-835 文芸－人物伝 宗良親王 下巻-P91
K-2-45-836 文芸－人物伝 故広瀬旭荘日間瑣事備忘録（写） 下巻-P91
K-2-45-837 文芸－人物伝 宗龍和尚遺稿上，下 下巻-P91
K-2-45-838 文芸－人物伝 お國自慢大日本人傑調 下巻-P91

K-2-45-839
文芸－紀行・地
誌

甘雨亭叢書別集 下巻-P92

K-2-45-840
文芸－紀行・地
誌

近来支那新報初編 下巻-P92

K-2-45-841
文芸－紀行・地
誌

陸路廼記上（くぬ可知能記附言） 下巻-P92

K-2-45-842
文芸－紀行・地
誌

くぬ可路の記下 下巻-P92

K-2-45-843
文芸－紀行・地
誌

福島少佐軍騎旅行 下巻-P92

K-2-45-844
文芸－紀行・地
誌

北米游記 下巻-P92

K-2-45-845
文芸－紀行・地
誌

「白川行」の一部 下巻-P92

K-2-45-846
文芸－紀行・地
誌

飛騨乃山ふみ 下巻-P92

K-2-45-847
文芸－紀行・地
誌

「飛騨行」 下巻-P92

K-2-45-848
文芸－紀行・地
誌

高山輪廓めぐり 下巻-P92

K-2-45-849
文芸－紀行・地
誌

飛騨遊記 下巻-P92

K-2-45-850
文芸－紀行・地
誌

飛騨探勝 下巻-P92

K-2-45-851
文芸－紀行・地
誌

江名子遊記 下巻-P92

K-2-45-852
文芸－紀行・地
誌

北轅・稿 下巻-P92

K-2-45-853
文芸－紀行・地
誌

欧米の港と腰辨の視た国々 下巻-P93

K-2-45-854
文芸－紀行・地
誌

欧米の港と腰辨の視た国々別冊写真帖 下巻-P93

K-2-45-855
文芸－紀行・地
誌

「欧米の港と腰辨の視た国々」を読みて 下巻-P93

K-2-45-856
文芸－紀行・地
誌

荘・白川視察記 下巻-P93

K-2-45-857
文芸－紀行・地
誌

奥飛遊記（白川紀行） 下巻-P93

K-2-45-858
文芸－紀行・地
誌

撲渓探勝 下巻-P93

K-2-45-859
文芸－紀行・地
誌

飛騨 下巻-P93

K-2-45-860
文芸－紀行・地
誌

樺太を視るの記 下巻-P93

K-2-45-861
文芸－紀行・地
誌

高山夜話第一輯 下巻-P93
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-862
文芸－紀行・地
誌

高山夜話1，2，3，4 下巻-P93

K-2-45-863
文芸－紀行・地
誌

花の山口、美女峠をたずねて 下巻-P93

K-2-45-864
文芸－紀行・地
誌

奥羽紀行所々 下巻-P93

K-2-45-865
文芸－紀行・地
誌

見聞誌飛多みやげ 下巻-P93

K-2-45-866
文芸－紀行・地
誌

「飯山」吟行 下巻-P93

K-2-45-867-1
文芸－紀行・地
誌

白川村加須良海野金一郎 下巻-P93

K-2-45-867-2
文芸－紀行・地
誌

白川村加須良の回想―明治15年の話―富田令禾 下巻-P93

K-2-45-868
文芸－紀行・地
誌

白川郷所見〔切抜〕 下巻-P93

K-2-45-869
文芸－社会・歴
史

江戸流行料理通初編全 下巻-P93

K-2-45-870
文芸－社会・歴
史

算法地方指南全 下巻-P94

K-2-45-871
文芸－社会・歴
史

農家調寳記初編，二編，三編 下巻-P94

K-2-45-872
文芸－社会・歴
史

開知新編一，二，三，四，五，六七，八，九十 下巻-P94

K-2-45-873
文芸－社会・歴
史

芬明開化窮理外傳全 下巻-P94

K-2-45-874
文芸－社会・歴
史

文明開化乾，坤 下巻-P94

K-2-45-875
文芸－社会・歴
史

皇朝靖献遺言上 下巻-P94

K-2-45-876
文芸－社会・歴
史

近世事情初編一，二 下巻-P94

K-2-45-877
文芸－社会・歴
史

佐賀電信録上，下 下巻-P94

K-2-45-878
文芸－社会・歴
史

民間雑誌 下巻-P94

K-2-45-879
文芸－社会・歴
史

西洋農学日講随録第一巻 下巻-P94

K-2-45-880
文芸－社会・歴
史

近世太平記下 下巻-P94

K-2-45-881
文芸－社会・歴
史

世界奇談中，下 下巻-P94

K-2-45-882
文芸－社会・歴
史

明治太平記初編，二上，下，三上，下，四上，五上，下六上，下，十一下，
十二上，下

下巻-P94

K-2-45-883
文芸－社会・歴
史

今昔較上，下 下巻-P94

K-2-45-884
文芸－社会・歴
史

肥長電信録初編下 下巻-P95

K-2-45-885
文芸－社会・歴
史

欧羅巴文明史巻十一，十二 下巻-P95

K-2-45-886
文芸－社会・歴
史

西南太平記十三号上，下 下巻-P95

K-2-45-887
文芸－社会・歴
史

西南戦争紀聞第三帙上，下 下巻-P95

K-2-45-888
文芸－社会・歴
史

東京新誌第143号 下巻-P95

K-2-45-889
文芸－社会・歴
史

萬国譯図東半球 下巻-P95

K-2-45-890
文芸－社会・歴
史

民間至宝大全明治新百人一首 下巻-P95

K-2-45-891
文芸－社会・歴
史

太古史略全 下巻-P95

K-2-45-892
文芸－社会・歴
史

新約全書 下巻-P95



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-45-893
文芸－社会・歴
史

新約全書 下巻-P95

K-2-45-894
文芸－社会・歴
史

無類保護三菱会社内幕秘聞録全 下巻-P95

K-2-45-895
文芸－社会・歴
史

斉武名士経国美談前編 下巻-P95

K-2-45-896
文芸－社会・歴
史

斉武名士経国美談完 下巻-P95

K-2-45-897
文芸－社会・歴
史

通俗挿画国会審諭完 下巻-P95

K-2-45-898
文芸－社会・歴
史

二十三年未来記 下巻-P95

K-2-45-899
文芸－社会・歴
史

二十三年未来記 下巻-P95

K-2-45-900
文芸－社会・歴
史

東京新繁昌記第一編，二編 下巻-P95

K-2-45-901
文芸－社会・歴
史

東洋学藝雑誌第六十三号 下巻-P96

K-2-45-902
文芸－社会・歴
史

通俗佳人之奇遇全 下巻-P96

K-2-45-903
文芸－社会・歴
史

近世欧州事情 下巻-P96

K-2-45-904
文芸－社会・歴
史

通俗仏蘭西革命史 下巻-P96

K-2-45-905
文芸－社会・歴
史

現今実績世界の第一完 下巻-P96

K-2-45-906
文芸－社会・歴
史

町村議員雄弁会議法 下巻-P96

K-2-45-907
文芸－社会・歴
史

海外新話二，三，四，五 下巻-P96

K-2-45-908
文芸－社会・歴
史

理学会第一巻第一号 下巻-P96

K-2-45-909
文芸－社会・歴
史

理学会第一巻第二号 下巻-P96

K-2-45-910
文芸－社会・歴
史

教育界臨時増刊南朝号第拾巻第六号 下巻-P96

K-2-45-911
文芸－社会・歴
史

会報越中之友 下巻-P96

K-2-45-912
文芸－社会・歴
史

伊豫史談第参拾七号 下巻-P96

K-2-45-913
文芸－社会・歴
史

明治奇聞二 下巻-P96

K-2-45-914
文芸－社会・歴
史

史学雑誌第四十編第二号 下巻-P96

K-2-45-915
文芸－社会・歴
史

歴史公論第七巻第四号（特輯國史の研究法） 下巻-P96

K-2-45-916
文芸－社会・歴
史

民間伝承第十三巻第四号 下巻-P96

K-2-45-917
文芸－社会・歴
史

言語生活三月号（ことば風土記岐阜県の巻） 下巻-P97

K-2-45-918
文芸－社会・歴
史

高原峡第三号（風習の巻） 下巻-P97

K-2-45-919
文芸－社会・歴
史

徒然草書目 下巻-P97

K-2-45-920
文芸－社会・歴
史

史前日本人の食糧文化 下巻-P97

K-2-45-921
文芸－社会・歴
史

東洋史教案 下巻-P97

K-2-45-922
文芸－社会・歴
史

西洋史教案 下巻-P97

K-2-45-923
文芸－社会・歴
史

櫻野の今昔 下巻-P97

K-2-45-924
文芸－社会・歴
史

傳奇の双六谷 下巻-P97
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K-2-45-925
文芸－社会・歴
史

紅葉の黒部峡谷〔雑誌切抜〕 下巻-P97

K-2-45-926
文芸－社会・歴
史

神田孝平氏一行の飛騨旅行 下巻-P97

K-2-45-927 文芸－芸術 団報（郷土芸術号） 下巻-P97
K-2-45-928 文芸－芸術 飛騨乃美術 下巻-P97
K-2-45-929 文芸－芸術 高山市文化団体名鑑 下巻-P97
K-2-45-930 文芸－芸術 民藝の話 下巻-P97
K-2-45-931 文芸－芸術 民藝第五十八号 下巻-P97
K-2-45-932 文芸－芸術 飯山千山の筆 下巻-P97
K-2-45-933 文芸－芸術 竹渓先生画料受取書 下巻-P97
K-2-45-934 文芸－芸術 漢土歴代名画苑（歴代の名画家名及び得意画題） 下巻-P97
K-2-45-935 文芸－芸術 高山市出身の学生画家が油絵コンクール受賞 下巻-P98
K-2-45-936 文芸－芸術 絵画の藤井孫兵衛・嘉蔵戸籍記録 下巻-P98
K-2-45-937 文芸－芸術 絵画人名〈角竹記録〉 下巻-P98
K-2-45-938 文芸－芸術 高山市史原稿“絵画”〈角竹記録〉 下巻-P98
K-2-45-939 文芸－芸術 墨竹図（135×63） 下巻-P98
K-2-45-940 文芸－芸術 藁家之図 下巻-P98
K-2-45-941 文芸－芸術 蚕神之図（彩色） 下巻-P98
K-2-45-942 文芸－芸術 寒山拾得図（水墨画） 下巻-P98
K-2-45-943 文芸－芸術 福禄寿（水墨画） 下巻-P98
K-2-45-944 文芸－芸術 人物・鳥稽古画 下巻-P98
K-2-45-945 文芸－芸術 水墨山水図（南画） 下巻-P98
K-2-45-946 文芸－芸術 美人画浮世絵〔印刷〕 下巻-P98
K-2-45-947 文芸－芸術 漁村遍照之図〔印刷〕 下巻-P98
K-2-45-948 文芸－芸術 浮世絵板画集 下巻-P98
K-2-45-949 文芸－芸術 伊勢参宮之図（油絵） 下巻-P98
K-2-45-950 文芸－芸術 神武天皇東征之図 下巻-P98
K-2-45-951 文芸－芸術 美人画（日本画） 下巻-P98
K-2-45-952 文芸－芸術 美人 下巻-P98
K-2-45-953 文芸－芸術 手鞠 下巻-P98
K-2-45-954 文芸－芸術 杜若 下巻-P98
K-2-45-955 文芸－芸術 写真（杉下守中山水図） 下巻-P98
K-2-45-956 文芸－芸術 絵画写真 下巻-P98
K-2-45-957 文芸－芸術 写真（櫻の絵） 下巻-P99
K-2-45-958 文芸－芸術 書道・算術人名〈角竹記録〉 下巻-P99
K-2-45-959 文芸－芸術 『飛騨文化と書道史』広告 下巻-P99
K-2-45-960 文芸－芸術 書簡（竪野仁右衞門・安之助遺墨の件） 下巻-P99
K-2-45-961 文芸－芸術 葉書（上野清三郎について） 下巻-P99
K-2-45-962 文芸－芸術 書簡（上野清三郎書道に付いて） 下巻-P99
K-2-45-963 文芸－芸術 生徒の習字 下巻-P99
K-2-45-964 文芸－芸術 版画（盆踊り） 下巻-P99
K-2-45-965 文芸－芸術 版画（年賀はがき） 下巻-P99
K-2-45-966 文芸－芸術 後藤彰平君版画展入選 下巻-P99
K-2-45-967 文芸－芸術 版画 下巻-P99
K-2-45-968 文芸－芸術 篆刻人名〈角竹記録〉 下巻-P99
K-2-45-969 文芸－芸術 高山市史原稿“篆刻”〈角竹記録〉 下巻-P99
K-2-45-970 文芸－芸術 庭造秘伝全 下巻-P99
K-2-45-971 文芸－芸術 京都庭園目録 下巻-P99
K-2-45-972 文芸－芸術 築山庭造伝について〈角竹記録〉 下巻-P99
K-2-45-973 文芸－芸術 刀銘拓本 下巻-P99
K-2-45-974 文芸－芸術 書簡（飛騨刀匠宇多國長作刀銘に関し） 下巻-P99
K-2-45-975 文芸－芸術 宇多國長関係資料（拓本、写真、新聞切抜） 下巻-P99

K-2-46-1
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路氏展覧会（姉小路関係史料目録） 下巻-P100

K-2-46-2
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路国司慰霊祭御案内 下巻-P100

K-2-46-3
伝記－（1）姉小
路基綱

郷土勤皇烈士調査依頼書（姉小路尹綱顕彰の件） 下巻-P100

K-2-46-4
伝記－（1）姉小
路基綱

書簡（姉小路式の写本について） 下巻-P100

K-2-46-5
伝記－（1）姉小
路基綱

書簡第二信（姉小路式の研究） 下巻-P100
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K-2-46-6
伝記－（1）姉小
路基綱

飛騨文学の祖姉小路両卿追慕（上，下）大野政雄 下巻-P100

K-2-46-7
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路家の四天王の一人蒲氏家系 下巻-P100

K-2-46-8
伝記－（1）姉小
路基綱

飛騨国吉城郡杉崎宮谷寺趾について岡村利平 下巻-P100

K-2-46-9
伝記－（1）姉小
路基綱

宗良親王加藤諦忍 下巻-P100

K-2-46-10
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路尹綱卿開基是心坊五百回遠忌法要案内、ポスター 下巻-P100

K-2-46-11
伝記－（1）姉小
路基綱

吉野朝に誠忠の是心坊五百回忌〔新聞切抜〕 下巻-P100

K-2-46-12
伝記－（1）姉小
路基綱

基綱、済継父子こそ飛騨文学の祖〔新聞切抜〕 下巻-P100

K-2-46-13
伝記－（1）姉小
路基綱

書付（姉小路大納言飛騨八勝） 下巻-P100

K-2-46-14
伝記－（1）姉小
路基綱

写真（姉小路基綱卿像） 下巻-P100

K-2-46-15
伝記－（1）姉小
路基綱

写真（鶴巣清峰寺阯姉小路の墓と称するもの） 下巻-P100

K-2-46-16
伝記－（1）姉小
路基綱

写真（細江歌塚） 下巻-P100

K-2-46-17
伝記－（1）姉小
路基綱

写真（姉小路基綱卿慰霊祭） 下巻-P100

K-2-46-18
伝記－（1）姉小
路基綱

拓本（細江歌塚） 下巻-P100

K-2-46-19
伝記－（1）姉小
路基綱

拓本（基綱歌碑） 下巻-P100

K-2-46-20
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路氏略系図〈角竹記録〉 下巻-P101

K-2-46-21
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路家と古河城〈角竹記録〉 下巻-P101

K-2-46-22
伝記－（1）姉小
路基綱

飛騨国司姉小路尹綱卿勤皇事歴角竹喜登 下巻-P101

K-2-46-23
伝記－（1）姉小
路基綱

言継卿記第一〈角竹記録〉 下巻-P101

K-2-46-24
伝記－（1）姉小
路基綱

小鷹利落城について（飛騨治乱記より）〈角竹記録〉 下巻-P101

K-2-46-25
伝記－（1）姉小
路基綱

吉野朝延時代の飛騨角竹喜登 下巻-P101

K-2-46-26
伝記－（1）姉小
路基綱

家綱の勤王（姉小路関係）〈角竹記録〉 下巻-P101

K-2-46-27-1
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路系図（1）（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-2
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路系図（2）（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-3
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路系図（小島・古河）（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-4
伝記－（1）姉小
路基綱

姉小路家系図（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-5
伝記－（1）姉小
路基綱

室町時代飛騨国産物名（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-6
伝記－（1）姉小
路基綱

応永十八年の役（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-7
伝記－（1）姉小
路基綱

国司表（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-8
伝記－（1）姉小
路基綱

川中島戦（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-27-9
伝記－（1）姉小
路基綱

照蓮寺明了句（掲示説明用資料） 下巻-P101

K-2-46-1
伝記－（2）津野
滄洲

前々密用書（細江屋一件、山田屋一件他） 下巻-P101

K-2-46-2
伝記－（2）津野
滄洲

書状滄洲から几山宛 下巻-P101
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K-2-46-3
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲の筆跡（書状他） 下巻-P101

K-2-46-4
伝記－（2）津野
滄洲

噫滄洲翁穆風生〔高山新報〕 下巻-P101

K-2-46-5
伝記－（2）津野
滄洲

産物狂歌詠津野滄洲〔高山新報〕 下巻-P101

K-2-46-6
伝記－（2）津野
滄洲

飛州蚕業の大恩人津野滄洲の挺身記〔新聞切抜〕 下巻-P101

K-2-46-7
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲先生の偉業を偲ぶ飛騨支庁大竹章 下巻-P101

K-2-46-8
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲墓〈角竹記録〉 下巻-P101

K-2-46-9
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲・森宗弘墓しらべ〈角竹記録〉 下巻-P102

K-2-46-10
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲墓史蹟指定関係記録 下巻-P102

K-2-46-11
伝記－（2）津野
滄洲

書簡（津野滄洲後裔に関する報知） 下巻-P102

K-2-46-12
伝記－（2）津野
滄洲

趣意書写（津野滄洲翁史蹟保存） 下巻-P102

K-2-46-13
伝記－（2）津野
滄洲

御案内（津野滄洲、二木長嘯、森宗弘顕彰追弔大法要） 下巻-P102

K-2-46-14
伝記－（2）津野
滄洲

書簡（津野梧窓について） 下巻-P102

K-2-46-15
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲斐陀名勝詩集〈角竹記録〉 下巻-P102

K-2-46-16
伝記－（2）津野
滄洲

鹿源氏輪廻詠津野滄洲編 下巻-P102

K-2-46-17
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲の狂歌八賀かぶら（掲示資料）〈角竹作製〉 下巻-P102

K-2-46-18
伝記－（2）津野
滄洲

津野滄洲金華三愛巻写〈角竹記録〉 下巻-P102

K-2-46-19
伝記－（2）津野
滄洲

金華三愛写〈角竹記録〉 下巻-P102

K-2-46-20
伝記－（2）津野
滄洲

金華三愛集（黄菊庵、棣棠岡、蒲公園）津野滄洲 下巻-P102

K-2-46-21
伝記－（2）津野
滄洲

写真（津野滄洲ノ日本全国ヨリ蒐集セル希石目録ノ一部） 下巻-P102

K-2-46-22
伝記－（2）津野
滄洲

写真（津野滄洲墓） 下巻-P102

K-2-46-23
伝記－（2）津野
滄洲

拓本（津野滄洲墓） 下巻-P102

K-2-46-24
伝記－（2）津野
滄洲

拓本（津野滄洲墓） 下巻-P102

K-2-46-1
伝記－（3）加藤
歩簫

書状（越中街道の帰路を気遣へるもの） 下巻-P102

K-2-46-2
伝記－（3）加藤
歩簫

書状（森几塘に頼まれて達造を戒しめる） 下巻-P102

K-2-46-3
伝記－（3）加藤
歩簫

つちつむまの試毫歩簫書 下巻-P102

K-2-46-4
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤家過去帳写 下巻-P102

K-2-46-5
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫翁香典帳写（抜書）〈角竹写〉 下巻-P103

K-2-46-6
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫奉加帳〈角竹記録〉 下巻-P103

K-2-46-7
伝記－（3）加藤
歩簫

清境院幽山白翁居士死後記録〈角竹記録〉 下巻-P103

K-2-46-8
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫説明用資料〈角竹記録〉 下巻-P103

K-2-46-9
伝記－（3）加藤
歩簫

写真（加藤歩簫墓） 下巻-P103

K-2-46-10
伝記－（3）加藤
歩簫

写真（加藤歩簫紙魚のやとり） 下巻-P103



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-11
伝記－（3）加藤
歩簫

写真（加藤歩簫像）〔印刷物〕 下巻-P103

K-2-46-12
伝記－（3）加藤
歩簫

写真（文化功績者加籐歩簫墓） 下巻-P103

K-2-46-13
伝記－（3）加藤
歩簫

拓本（加藤白翁墓） 下巻-P103

K-2-46-14
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫翁の墓史蹟指定奉告祭記事他〔新聞切抜〕 下巻-P103

K-2-46-15
伝記－（3）加藤
歩簫

史蹟加藤歩簫墓〈角竹記録〉 下巻-P103

K-2-46-16
伝記－（3）加藤
歩簫

蘭亭歩簫加藤専一発行 下巻-P103

K-2-46-17
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫翁贈位と同時に贈位された人々 下巻-P103

K-2-46-18
伝記－（3）加藤
歩簫

蘭亭歩簫翁贈位報告祭打合会協議要項 下巻-P103

K-2-46-19
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤小三郎翁贈位記傳達式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P103

K-2-46-20
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫略傳 下巻-P103

K-2-46-21
伝記－（3）加藤
歩簫

書状（加藤歩簫翁文字書岩に関し御知らせ） 下巻-P103

K-2-46-22
伝記－（3）加藤
歩簫

写真（雲橋社の字書岩行） 下巻-P103

K-2-46-23
伝記－（3）加藤
歩簫

雲橋社中の文字書岩行〔新聞切抜〕 下巻-P103

K-2-46-24
伝記－（3）加藤
歩簫

岐阜県史蹟名勝天然記念物調査報告書原稿 下巻-P103

K-2-46-25
伝記－（3）加藤
歩簫

岐阜県史蹟名勝天然記念物調査報告書原稿案 下巻-P103

K-2-46-26
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤歩簫文字書岩関係資料（写真あり） 下巻-P103

K-2-46-27
伝記－（3）加藤
歩簫

奉祝全飛俳句大会（俳祖蘭亭白翁生誕二百年祭） 下巻-P103

K-2-46-28
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤家に関する角竹メモ〈角竹記録〉 下巻-P103

K-2-46-29
伝記－（3）加藤
歩簫

加藤正君「飛騨の神々」上梓〔新聞切抜〕 下巻-P103

K-2-46-1
伝記－（4）赤田
臥牛

乍恐書付を以御願奉申上候（教授所場所替願書写） 下巻-P104

K-2-46-2
伝記－（4）赤田
臥牛

教授所絵図面 下巻-P104

K-2-46-3
伝記－（4）赤田
臥牛

教授所規定書写谷磯石 下巻-P104

K-2-46-4
伝記－（4）赤田
臥牛

書状（無事帰京の知らせ）近藤龍徳から細江嘉助宛 下巻-P104

K-2-46-5
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所勘定巨細書上帳 下巻-P104

K-2-46-6
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所勘定書上帳 下巻-P104

K-2-46-7
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所無利足金借用小前帳 下巻-P104

K-2-46-8
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所余荷金書上 下巻-P104

K-2-46-9
伝記－（4）赤田
臥牛

教授所規定書 下巻-P104

K-2-46-10
伝記－（4）赤田
臥牛

書付（赤田謝義ニテハ盆百疋暮百疋） 下巻-P104

K-2-46-11
伝記－（4）赤田
臥牛

書状（赤田詩集の事あり）斐山外史から磯石宛 下巻-P104

K-2-46-12
伝記－（4）赤田
臥牛

書状（赤田塾之中元賀儀他） 下巻-P104

K-2-46-13
伝記－（4）赤田
臥牛

受取書赤田誠軒から谷秀之助宛 下巻-P104



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-14
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所勘定書上帳 下巻-P104

K-2-46-15
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所諸勘定仕上帳 下巻-P104

K-2-46-16
伝記－（4）赤田
臥牛

午正月ヨリ同十二月迄教諭所勘定仕訳帳 下巻-P104

K-2-46-17
伝記－（4）赤田
臥牛

教諭所諸勘定仕上帳 下巻-P104

K-2-46-18
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田家系図〈角竹記録〉 下巻-P104

K-2-46-19
伝記－（4）赤田
臥牛

馬場通り赤田屋新助屋敷〈角竹記録〉 下巻-P104

K-2-46-20
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田臥牛書状・漢詩他〈角竹記録〉 下巻-P104

K-2-46-21
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田塾釈典説明用資料〈角竹記録〉 下巻-P104

K-2-46-22
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田教諭所〈角竹記録〉 下巻-P105

K-2-46-23
伝記－（4）赤田
臥牛

高山市史原稿“赤田教諭所”〈角竹記録〉 下巻-P105

K-2-46-24
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田氏三代について記録 下巻-P105

K-2-46-25
伝記－（4）赤田
臥牛

飛騨先儒赤田氏修墓記事押上森蔵編述 下巻-P105

K-2-46-26
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田臥牛家〔新聞切抜〕 下巻-P105

K-2-46-27
伝記－（4）赤田
臥牛

写真（赤田臥牛・赤田誠軒書） 下巻-P105

K-2-46-28
伝記－（4）赤田
臥牛

写真、拓本（赤田三先生墓） 下巻-P105

K-2-46-29
伝記－（4）赤田
臥牛

拓本（花里天満宮退筆塚） 下巻-P105

K-2-46-30
伝記－（4）赤田
臥牛

拓本（赤田三先生碑陰記） 下巻-P105

K-2-46-31
伝記－（4）赤田
臥牛

・鶴行赤田臥牛山人 下巻-P105

K-2-46-32
伝記－（4）赤田
臥牛

春秋傳私考飛州赤田先生著 下巻-P105

K-2-46-33
伝記－（4）赤田
臥牛

漢詩（赤田臥牛先生六十の賀）田逸 下巻-P105

K-2-46-34
伝記－（4）赤田
臥牛

漢詩（耕月菴席上咏冬桜）赤田章斉草 下巻-P105

K-2-46-35
伝記－（4）赤田
臥牛

赤田誠軒書簡 下巻-P105

K-2-46-36
伝記－（4）赤田
臥牛

中極大紀完飛陽高山赤田・著述 下巻-P105

K-2-46-37
伝記－（4）赤田
臥牛

臥牛集初編赤田臥牛著静修館蔵版 下巻-P105

K-2-46-1
伝記－（5）田中
大秀

田中了圓所持「仏典」目録 下巻-P105

K-2-46-2
伝記－（5）田中
大秀

桐山紀行（写）荏野翁 下巻-P105

K-2-46-3
伝記－（5）田中
大秀

飛騨八所画巻田中大秀 下巻-P105

K-2-46-4
伝記－（5）田中
大秀

書状（一之宮御修理之事） 下巻-P105

K-2-46-5
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀の筆跡 下巻-P105

K-2-46-6
伝記－（5）田中
大秀

月草日記田中大秀 下巻-P105

K-2-46-7
伝記－（5）田中
大秀

水野嘉右衛門の刀田中大秀記 下巻-P105

K-2-46-8
伝記－（5）田中
大秀

書状田中大秀から専念寺・真蓮寺宛 下巻-P105
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-9
伝記－（5）田中
大秀

志能夫具佐田中大秀 下巻-P105

K-2-46-10
伝記－（5）田中
大秀

位山田中大秀 下巻-P106

K-2-46-11
伝記－（5）田中
大秀

六月晦日大秡（田中大秀若キ頃写） 下巻-P106

K-2-46-12
伝記－（5）田中
大秀

紫野まうで田中大秀 下巻-P106

K-2-46-13
伝記－（5）田中
大秀

栄花物語年立目録はなのしおり一の巻（一部） 下巻-P106

K-2-46-14
伝記－（5）田中
大秀

越前足羽神社継体天皇御世系碑陰銘田中大秀 下巻-P106

K-2-46-15
伝記－（5）田中
大秀

書状（姉小路三方の御墓探し求め三百三十三回忌を営み） 下巻-P106

K-2-46-16
伝記－（5）田中
大秀

土佐日記秀吟抄再注下田中大秀 下巻-P106

K-2-46-17
伝記－（5）田中
大秀

土佐日記解第二（一部）田中大秀 下巻-P106

K-2-46-18
伝記－（5）田中
大秀

和歌田中大秀 下巻-P106

K-2-46-19
伝記－（5）田中
大秀

木賊洞碑田中大秀 下巻-P106

K-2-46-20
伝記－（5）田中
大秀

前参議基綱卿著「志らかさねの日記」田中大秀 下巻-P106

K-2-46-21
伝記－（5）田中
大秀

安徳天皇硫黄島に忍はせ給ふとの記録田中大秀写 下巻-P106

K-2-46-22
伝記－（5）田中
大秀

萬葉集鎮懐古の歌田中大秀 下巻-P106

K-2-46-23
伝記－（5）田中
大秀

桐山八幡宮記田中大秀 下巻-P106

K-2-46-24
伝記－（5）田中
大秀

萬葉集ニ関スル研究（一部）田中大秀 下巻-P106

K-2-46-25
伝記－（5）田中
大秀

和歌田中大秀筆 下巻-P106

K-2-46-26
伝記－（5）田中
大秀

飛陽後学幽嘯軒享菴誌大石良雄自画像記田中大秀写 下巻-P106

K-2-46-27
伝記－（5）田中
大秀

一斯洞記（一部）田中大秀写 下巻-P106

K-2-46-28
伝記－（5）田中
大秀

不知火（一部）田中大秀 下巻-P106

K-2-46-29
伝記－（5）田中
大秀

飛騨総社社号石碑の図 下巻-P106

K-2-46-30
伝記－（5）田中
大秀

養老美泉碑再建寄附連名簿 下巻-P106

K-2-46-31
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀並門下遺著遺墨展覧会出品目録 下巻-P106

K-2-46-32
伝記－（5）田中
大秀

郷土勤皇十五烈士顕彰運動関係書類（田中大秀関係） 下巻-P106

K-2-46-33
伝記－（5）田中
大秀

記（大秀翁碑建設費寄付金領収書） 下巻-P106

K-2-46-34
伝記－（5）田中
大秀

荏野翁五十年祭寄附帳発起者 下巻-P106

K-2-46-35
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀大人五十年祭買物帳祭典職 下巻-P106

K-2-46-36
伝記－（5）田中
大秀

饗券渡控荏野翁五十年祭発起者 下巻-P106

K-2-46-37
伝記－（5）田中
大秀

荏野翁五十年祭寄附帳 下巻-P106

K-2-46-38
伝記－（5）田中
大秀

祭資料受納簿 下巻-P106

K-2-46-39
伝記－（5）田中
大秀

五十年祭来客人名簿 下巻-P106

K-2-46-40
伝記－（5）田中
大秀

伴有考田中大秀筆〔高山新報〕 下巻-P106
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K-2-46-41
伝記－（5）田中
大秀

松室ケ岡保存会〔高山新報〕 下巻-P107

K-2-46-42
伝記－（5）田中
大秀

越前に於ける大秀翁の遺什〔高山タイムス〕 下巻-P107

K-2-46-43
伝記－（5）田中
大秀

松室会創立委員会〔高山タイムス〕 下巻-P107

K-2-46-44
伝記－（5）田中
大秀

大秀翁贈位記念展覧会〔高山タイムス〕 下巻-P107

K-2-46-45
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀大人遺墨・遺品展覧会案内目録 下巻-P107

K-2-46-46
伝記－（5）田中
大秀

大秀翁贈位記念展覧会開催〔高山タイムス〕 下巻-P107

K-2-46-47
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀翁全椎野誠一著小峰邦壽編輯 下巻-P107

K-2-46-48
伝記－（5）田中
大秀

郷土史研究（田中大秀を媒介とせる伴蒿蹊及び橘曙覧と飛騨との関係につ
いて）

下巻-P107

K-2-46-49
伝記－（5）田中
大秀

飛騨高山田中大秀先生遺品売立目録 下巻-P107

K-2-46-50
伝記－（5）田中
大秀

郷土勤皇十五烈志（田中大秀―角竹執筆―） 下巻-P107

K-2-46-51
伝記－（5）田中
大秀

書簡（川辺町に在る田中大秀翁の歌碑） 下巻-P107

K-2-46-52
伝記－（5）田中
大秀

書簡（田中大秀翁子孫の現住所について） 下巻-P107

K-2-46-53
伝記－（5）田中
大秀

記（田中大秀大人百年祭執行予算） 下巻-P107

K-2-46-54
伝記－（5）田中
大秀

論文集「田中大秀」出版へ〔中部日本新聞記事〕 下巻-P107

K-2-46-55
伝記－（5）田中
大秀

松むろ創刊号，第二号松室会発行 下巻-P107

K-2-46-56
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀松室会編 下巻-P107

K-2-46-57
伝記－（5）田中
大秀

書簡（田中大秀翁の墓所について） 下巻-P107

K-2-46-58
伝記－（5）田中
大秀

書状（田中大秀祭典に関して） 下巻-P107

K-2-46-59
伝記－（5）田中
大秀

建議案（故田中大秀先生ノ伝記及遺墨編纂） 下巻-P107

K-2-46-60
伝記－（5）田中
大秀

千種園一夕話福田夕咲 下巻-P107

K-2-46-61
伝記－（5）田中
大秀

県社社号石碑の図 下巻-P107

K-2-46-62
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀判 下巻-P107

K-2-46-63
伝記－（5）田中
大秀

書簡（田中大秀門下加賀国山代神明社神主武内河内守ニ関スル事） 下巻-P107

K-2-46-64
伝記－（5）田中
大秀

亭子院法皇大堰河行幸両度ありしといふ考田中大秀 下巻-P108

K-2-46-65
伝記－（5）田中
大秀

荏野文庫ニ関スル高山町教育委員会記録抜記 下巻-P108

K-2-46-66
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀翁百年祭（掲示資料） 下巻-P108

K-2-46-67
伝記－（5）田中
大秀

ポスター（田中大秀翁百年祭） 下巻-P108

K-2-46-68
伝記－（5）田中
大秀

水石契久田中大秀 下巻-P108

K-2-46-69
伝記－（5）田中
大秀

竹取物語について 下巻-P108

K-2-46-70
伝記－（5）田中
大秀

居寤清泉碑田中大秀 下巻-P108

K-2-46-71
伝記－（5）田中
大秀

湯津香木園田中氏系譜 下巻-P108

K-2-46-72
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀翁年譜中谷一海 下巻-P108
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K-2-46-73
伝記－（5）田中
大秀

継体天皇の御即位と国学者田中大秀 下巻-P108

K-2-46-74
伝記－（5）田中
大秀

荏野翁田中大秀先生香木園文庫目録高山町教育会 下巻-P108

K-2-46-75
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀翁の遺蹟成田千稲 下巻-P108

K-2-46-76
伝記－（5）田中
大秀

大秀大人五十年祭借物帳西本、藤井、畠 下巻-P108

K-2-46-77
伝記－（5）田中
大秀

支拂帳 下巻-P108

K-2-46-78
伝記－（5）田中
大秀

祭資料并寄附書上 下巻-P108

K-2-46-79
伝記－（5）田中
大秀

人足寄附書上 下巻-P108

K-2-46-80
伝記－（5）田中
大秀

十月九日出席名簿 下巻-P108

K-2-46-81
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀先生遺品売立目録京都市高坂屋書房 下巻-P108

K-2-46-82
伝記－（5）田中
大秀

法要案内（田中大秀他三翁）東山雲龍寺 下巻-P108

K-2-46-83
伝記－（5）田中
大秀

拓本（桜山八幡社庭田中大秀誌の碑） 下巻-P108

K-2-46-84
伝記－（5）田中
大秀

拓本（田中翁御贈位記念碑） 下巻-P108

K-2-46-85
伝記－（5）田中
大秀

拓本（田中翁御贈位記念碑、荏野文庫阯） 下巻-P108

K-2-46-86
伝記－（5）田中
大秀

拓本（田中大秀翁碑文） 下巻-P108

K-2-46-87
伝記－（5）田中
大秀

拓本（水無神社宝鏡、田中大秀文并書） 下巻-P108

K-2-46-88
伝記－（5）田中
大秀

拓本（細江歌塚） 下巻-P108

K-2-46-89
伝記－（5）田中
大秀

拓本（田中大秀墓） 下巻-P108

K-2-46-90
伝記－（5）田中
大秀

拓本（田中大秀墓） 下巻-P108

K-2-46-91
伝記－（5）田中
大秀

写真（田中大秀著養老美泉辯） 下巻-P108

K-2-46-92
伝記－（5）田中
大秀

写真（荏野文庫額） 下巻-P108

K-2-46-93
伝記－（5）田中
大秀

写真（田中大秀翁の和歌） 下巻-P108

K-2-46-94
伝記－（5）田中
大秀

写真（田中大秀家紋） 下巻-P108

K-2-46-95
伝記－（5）田中
大秀

写真（細江歌塚、田中大秀謹誌） 下巻-P108

K-2-46-96
伝記－（5）田中
大秀

写真（田中大秀像） 下巻-P108

K-2-46-97
伝記－（5）田中
大秀

写真（荏野文庫址） 下巻-P108

K-2-46-98
伝記－（5）田中
大秀

写真（大秀翁筆史料） 下巻-P108

K-2-46-99
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀関係記事他 下巻-P108

K-2-46-100
伝記－（5）田中
大秀

大秀翁の文台は何処へ〔新聞切抜〕 下巻-P109

K-2-46-101
伝記－（5）田中
大秀

大秀翁没後の百年、田中大秀翁百年祭行事〔飛騨新聞〕 下巻-P109

K-2-46-102
伝記－（5）田中
大秀

天保十一年田中大秀撰し越中国古国府碑文の解説 下巻-P109

K-2-46-103
伝記－（5）田中
大秀

松室岡、大秀碑について記録〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-104
伝記－（5）田中
大秀

大秀先生家系研究史料〈角竹記録〉 下巻-P109



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-105
伝記－（5）田中
大秀

香木園田中氏略系并田舎系譜〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-106
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀誌姫田氏霊位〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-107
伝記－（5）田中
大秀

荏野翁桐山紀行〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-108
伝記－（5）田中
大秀

国学者伝記集成（田中大秀、橘曙覧、富田礼彦） 下巻-P109

K-2-46-109
伝記－（5）田中
大秀

荏野翁桐山紀行中選考時詣で〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-110
伝記－（5）田中
大秀

足立稲直「あら小田集」より〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-111
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀著書ノ内「万葉集第十四巻東歌疑門」「柿ノ一もと」「百歌賀説」
〈角竹記録〉

下巻-P109

K-2-46-112
伝記－（5）田中
大秀

本居大人講説萬葉集聞記一〈角竹写〉 下巻-P109

K-2-46-113
伝記－（5）田中
大秀

足立稲直君学芸伝田中登作〈角竹写〉 下巻-P109

K-2-46-114
伝記－（5）田中
大秀

足立家ニ伝ハル大秀翁ノ手紙〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-115
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀先生旧蔵文書等〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-116
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀荏野文庫蔵本一部（目録）〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-117
伝記－（5）田中
大秀

宗門帳より田中大秀家系に関する記録〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-118
伝記－（5）田中
大秀

田中大秀翁の狂歌〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-119
伝記－（5）田中
大秀

本居大人万葉集聞書〈角竹記録〉 下巻-P109

K-2-46-120
伝記－（5）田中
大秀

燕石録〈角竹写〉 下巻-P109

K-2-46-121
伝記－（5）田中
大秀

大井郡代寿墓と田中大秀及陣屋御出入高山町人との関係を知る事のでき
る文書写〈角竹写〉

下巻-P109

K-2-46-122
伝記－（5）田中
大秀

郷土先覚者田中大秀について角竹喜登 下巻-P109

K-2-46-1
伝記－（6）森宗
弘

暴・病流行諸聞記森氏（森宗弘著） 下巻-P110

K-2-46-2
伝記－（6）森宗
弘

嘉永四年内侍所御覆絹之図森宗弘写置 下巻-P110

K-2-46-3
伝記－（6）森宗
弘

森宗弘ドナチ彗星について記録〈角竹記録〉 下巻-P110

K-2-46-4
伝記－（6）森宗
弘

森宗弘墓及び彗星について〈角竹記録〉 下巻-P110

K-2-46-5
伝記－（6）森宗
弘

地震と彗星記録者森宗弘氏の功績如山生〔新聞切抜〕 下巻-P110

K-2-46-6
伝記－（6）森宗
弘

地震及び彗星記録者森宗弘伝角竹喜登稿 下巻-P110

K-2-46-7
伝記－（6）森宗
弘

敬神の人森宗弘略伝〈角竹記録〉 下巻-P110

K-2-46-8
伝記－（6）森宗
弘

森佐兵衛（宗弘）略伝〈角竹記録〉 下巻-P110

K-2-46-9
伝記－（6）森宗
弘

地震記録者としての森宗弘について〈角竹記録〉 下巻-P110

K-2-46-10
伝記－（6）森宗
弘

地震記録者としての森宗弘について角竹喜登 下巻-P110

K-2-46-11
伝記－（6）森宗
弘

地震記録者としての飛騨の森宗弘を語る〔新聞切抜〕 下巻-P110

K-2-46-12
伝記－（6）森宗
弘

森宗弘の地震記録放送に関する放送局のハガキ・手紙 下巻-P110

K-2-46-13
伝記－（6）森宗
弘

写真（森宗弘諸国地震変異録） 下巻-P110

K-2-46-14
伝記－（6）森宗
弘

諸国地震異変録に就て角竹喜登 下巻-P110



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-15
伝記－（6）森宗
弘

森佐兵衛宗弘略伝岐阜県 下巻-P110

K-2-46-16
伝記－（6）森宗
弘

写真（森宗弘筆ドナチ彗星出現見取図） 下巻-P110

K-2-46-17
伝記－（6）森宗
弘

写真（森宗弘墓） 下巻-P110

K-2-46-18
伝記－（6）森宗
弘

森宗弘より二木長右衛門へ貸出書籍 下巻-P110

K-2-46-19
伝記－（6）森宗
弘

中山観音夢物語（森佐兵衛家蔵書） 下巻-P110

K-2-46-20
伝記－（6）森宗
弘

覚（森家経済史料） 下巻-P110

K-2-46-21
伝記－（6）森宗
弘

店卸代品物改帳森佐兵衛 下巻-P110

K-2-46-22
伝記－（6）森宗
弘

（森家）案事大坂屋佐兵衛 下巻-P110

K-2-46-23
伝記－（6）森宗
弘

書付（森家相続のこと）森義賀他 下巻-P110

K-2-46-24
伝記－（6）森宗
弘

預り金証文之事 下巻-P110

K-2-46-25
伝記－（6）森宗
弘

御学場築造献金上納書上写（森彦兵衛文書） 下巻-P110

K-2-46-26
伝記－（6）森宗
弘

乍恐以書付奉願上候（酒造仕度願） 下巻-P110

K-2-46-27-1
伝記－（6）森宗
弘

森家系譜記 下巻-P110

K-2-46-27-2
伝記－（6）森宗
弘

細江略系森宗弘 下巻-P110

K-2-46-27-3
伝記－（6）森宗
弘

細江氏鬼簿写森宗弘 下巻-P110

K-2-46-28
伝記－（6）森宗
弘

森宗賢拓本 下巻-P110

K-2-46-29
伝記－（6）森宗
弘

森宗賢の家にて蜘・蛇を捕りし話〈角竹写〉 下巻-P110

K-2-46-30
伝記－（6）森宗
弘

森江鷁拓本 下巻-P111

K-2-46-31
伝記－（6）森宗
弘

森彦兵衛氏史料目録〈角竹記録〉 下巻-P111

K-2-46-32
伝記－（6）森宗
弘

森家史料〈角竹記録〉 下巻-P111

K-2-46-1
伝記－（7）富田
礼彦

加し野落葉（富田礼彦略伝） 下巻-P111

K-2-46-2
伝記－（7）富田
礼彦

書状富田節斉（礼彦）から吉嶋宛 下巻-P111

K-2-46-3
伝記－（7）富田
礼彦

拓本（岐阜県史蹟富田礼彦墓） 下巻-P111

K-2-46-4
伝記－（7）富田
礼彦

富田礼彦墓調査委員角竹喜登 下巻-P111

K-2-46-5
伝記－（7）富田
礼彦

写真（富田礼彦像） 下巻-P111

K-2-46-6
伝記－（7）富田
礼彦

書簡（富田礼彦楠公関係の詠歌について） 下巻-P111

K-2-46-7
伝記－（7）富田
礼彦

富田礼彦と同時に贈位を受けた人々〔新聞切抜〕 下巻-P111

K-2-46-8
伝記－（7）富田
礼彦

拓本（節斉富田礼彦墓碑） 下巻-P111

K-2-46-9
伝記－（7）富田
礼彦

富田礼彦書 下巻-P111

K-2-46-10
伝記－（7）富田
礼彦

富田豊彦帰幽通知 下巻-P111

K-2-46-11
伝記－（7）富田
礼彦

富田豊彦翁の歌碑建設・除幕〔新聞切抜〕 下巻-P111

K-2-46-12
伝記－（7）富田
礼彦

富田豊彦氏世上見聞記巻一（抜萃）〈角竹記録〉 下巻-P111



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-13
伝記－（7）富田
礼彦

薫蘭餘香富田・彦〔新聞切抜〕 下巻-P111

K-2-46-14
伝記－（7）富田
礼彦

高山の人々郷土史伝（宗教篇）富田令禾 下巻-P111

K-2-46-15
伝記－（7）富田
礼彦

書簡（江戸人島田花盛の事） 下巻-P111

K-2-46-16
伝記－（7）富田
礼彦

私のペンネーム富田令禾〔高山市民時報〕 下巻-P111

K-2-46-17
伝記－（7）富田
礼彦

書簡（公私日次記に関して）富田令禾 下巻-P111

K-2-46-18
伝記－（7）富田
礼彦

写真（公私日次記） 下巻-P111

K-2-46-1
伝記－（8）徳本
上人

葉書（徳本和尚の念佛碑について） 下巻-P112

K-2-46-2
伝記－（8）徳本
上人

葉書（徳本上人念佛碑の件） 下巻-P112

K-2-46-3
伝記－（8）徳本
上人

書簡（徳本上人について）加藤専一から角竹喜登宛 下巻-P112

K-2-46-4
伝記－（8）徳本
上人

徳本行者と剣客〈角竹記録〉 下巻-P112

K-2-46-5
伝記－（8）徳本
上人

写真（徳本上人石像） 下巻-P112

K-2-46-6
伝記－（8）徳本
上人

徳本行者井上吉次郎〔新聞切抜〕 下巻-P112

K-2-46-7
伝記－（8）徳本
上人

徳本上人念佛碑飛騨に於ける分布〈角竹記録〉 下巻-P112

K-2-46-8
伝記－（8）徳本
上人

拓本（大雄寺徳本上人舎利寳塔） 下巻-P112

K-2-46-9
伝記－（8）徳本
上人

拓本（西茂住旧道供養塔徳本上人念佛碑） 下巻-P112

K-2-46-10
伝記－（8）徳本
上人

拓本（徳本上人関係） 下巻-P112

K-2-46-1
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄太郎記念碑建設趣意書 下巻-P112

K-2-46-2
伝記－（9）山岡
鉄舟

鐡舟言行録安部正人編纂 下巻-P112

K-2-46-3
伝記－（9）山岡
鉄舟

鉄舟居士追悼会〔高山新報〕 下巻-P112

K-2-46-4
伝記－（9）山岡
鉄舟

講談鐡舟逸話焼芋の大道振舞〔國本新聞〕 下巻-P112

K-2-46-5
伝記－（9）山岡
鉄舟

高士山岡鐵舟葛生能久著黒龍会出版部発行 下巻-P113

K-2-46-6
伝記－（9）山岡
鉄舟

幕府三舟傳頭山満著 下巻-P113

K-2-46-7
伝記－（9）山岡
鉄舟

鐵舟翁の孫娘がカフェーの女給稼ぎ 下巻-P113

K-2-46-8
伝記－（9）山岡
鉄舟

岩佐一亭に師事した鐵舟〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P113

K-2-46-9
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟居士五十年忌法要式次第 下巻-P113

K-2-46-10
伝記－（9）山岡
鉄舟

礼状（鉄舟居士五十年忌法要並遺墨遺品展終了） 下巻-P113

K-2-46-11
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟居士五十年忌法要記念遺墨遺品展覧会目録 下巻-P113

K-2-46-12
伝記－（9）山岡
鉄舟

高山時代の鐡舟先生富田豊彦 下巻-P113

K-2-46-13
伝記－（9）山岡
鉄舟

案内状（山岡鉄舟忌法要） 下巻-P113

K-2-46-14
伝記－（9）山岡
鉄舟

案内状（山岡鉄舟居士遺墨展覧会開催） 下巻-P113

K-2-46-15
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟先生の話〈角竹記録〉 下巻-P113

K-2-46-16
伝記－（9）山岡
鉄舟

案内状（山岡鉄舟忌法要及び講演） 下巻-P113



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-46-17
伝記－（9）山岡
鉄舟

鉄舟忌法要案内法要記念遺品遺墨展覧会出品目録 下巻-P113

K-2-46-18
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鐵舟岩崎栄作小田富彌画 下巻-P113

K-2-46-19
伝記－（9）山岡
鉄舟

若き日の山岡鐵舟江馬修著 下巻-P113

K-2-46-20
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟先生と母喬松院（小野磯女）法要講話 下巻-P113

K-2-46-21
伝記－（9）山岡
鉄舟

書状（山岡鉄太郎父小野郡代の着任の状況） 下巻-P113

K-2-46-22
伝記－（9）山岡
鉄舟

書状（新年の挨拶） 下巻-P113

K-2-46-23
伝記－（9）山岡
鉄舟

書状（山岡鉄舟母の死去について） 下巻-P113

K-2-46-24
伝記－（9）山岡
鉄舟

礼状（鉄舟原稿の件） 下巻-P113

K-2-46-25
伝記－（9）山岡
鉄舟

書簡（日下部擇處宛）香石差出 下巻-P113

K-2-46-26
伝記－（9）山岡
鉄舟

書簡（鉄舟原稿について）富田から角竹宛 下巻-P113

K-2-46-27
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟の少年時代原稿依頼、見本原稿一部 下巻-P114

K-2-46-28
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟に関する展覧会出品目録〈角竹記録〉 下巻-P114

K-2-46-29
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鐵舟居士四十年忌法要報告 下巻-P114

K-2-46-30
伝記－（9）山岡
鉄舟

益田郡萩原町大字宮田明記念碑調 下巻-P114

K-2-46-31
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟門弟中田弥兵衛氏について〈角竹記録〉 下巻-P114

K-2-46-32
伝記－（9）山岡
鉄舟

振武館主義細領 下巻-P114

K-2-46-33
伝記－（9）山岡
鉄舟

勝安芳と西郷隆盛 下巻-P114

K-2-46-34
伝記－（9）山岡
鉄舟

写真（山岡鉄舟書）宗猷寺 下巻-P114

K-2-46-35
伝記－（9）山岡
鉄舟

写真（山岡鉄舟父母の墓） 下巻-P114

K-2-46-36
伝記－（9）山岡
鉄舟

写真（山岡鉄舟青年時代の筆跡） 下巻-P114

K-2-46-37
伝記－（9）山岡
鉄舟

写真（山岡鉄舟） 下巻-P114

K-2-46-38
伝記－（9）山岡
鉄舟

写真（宗猷寺境内山岡鉄舟の碑） 下巻-P114

K-2-46-39
伝記－（9）山岡
鉄舟

拓本（山岡鉄舟父母の墓） 下巻-P114

K-2-46-40
伝記－（9）山岡
鉄舟

絵はがき（山岡鐵舟と高山陣屋趾） 下巻-P114

K-2-46-41
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟関係新聞記事〔新聞切抜〕 下巻-P114

K-2-46-42
伝記－（9）山岡
鉄舟

少年鐵舟と飛騨国 下巻-P114

K-2-46-43
伝記－（9）山岡
鉄舟

鐵舟夫人―土師清二―〔新聞切抜〕 下巻-P114

K-2-46-44
伝記－（9）山岡
鉄舟

教育美談（山岡英子の内助）〔新聞切抜〕 下巻-P114

K-2-46-45
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟の肖像 下巻-P114

K-2-46-46
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟忌講演ポスター 下巻-P114

K-2-46-47
伝記－（9）山岡
鉄舟

山岡鉄舟忌法要ポスター宗猷寺 下巻-P114

K-2-46-1
伝記－（10）桐
山玄豹

盗難一件文書桐山源兵衛 下巻-P114
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K-2-46-2
伝記－（10）桐
山玄豹

京都御奉所高山御役所御下ケ金始末出入勘定帳 下巻-P114

K-2-46-3
伝記－（10）桐
山玄豹

十二大家書屏風人名録銀題富田蔵 下巻-P115

K-2-46-4
伝記－（10）桐
山玄豹

年中行事桐山君省 下巻-P115

K-2-46-5
伝記－（10）桐
山玄豹

慎中見舞於町会所 下巻-P115

K-2-46-6
伝記－（10）桐
山玄豹

観聴桐山卿誌 下巻-P115

K-2-46-7
伝記－（10）桐
山玄豹

奉差上御請証文之事 下巻-P115

K-2-46-8
伝記－（10）桐
山玄豹

乍恐以書付御願奉申上候（金百両朝廷エ献上願） 下巻-P115

K-2-46-9
伝記－（10）桐
山玄豹

覚（天朝エ献金金百両上納請取） 下巻-P115

K-2-46-10
伝記－（10）桐
山玄豹

申渡書写 下巻-P115

K-2-46-11
伝記－（10）桐
山玄豹

見聞留 下巻-P115

K-2-46-12
伝記－（10）桐
山玄豹

日新（日記）知足菴 下巻-P115

K-2-46-13
伝記－（10）桐
山玄豹

家君日記玄豹調之 下巻-P115

K-2-46-14
伝記－（10）桐
山玄豹

諸国石話雲根志（写）吉城桐山蔵 下巻-P115

K-2-46-15
伝記－（10）桐
山玄豹

北游道簿飛騨吉城郡古川町桐山源兵衛 下巻-P115

K-2-46-16
伝記－（10）桐
山玄豹

日記桐山 下巻-P115

K-2-46-17
伝記－（10）桐
山玄豹

文部省教育沿革史纂入用ニ付書上ケ下書手習児教育履歴書草案野村健
平

下巻-P115

K-2-46-18
伝記－（10）桐
山玄豹

開申書 下巻-P115

K-2-46-19
伝記－（10）桐
山玄豹

通知（役場へ御届のこと） 下巻-P115

K-2-46-20
伝記－（10）桐
山玄豹

飛騨志校正書籍貸入記吉城霧山 下巻-P115

K-2-46-21
伝記－（10）桐
山玄豹

長谷川忠崇氏撰飛州志附録拾巻一冊古川桐山蔵書 下巻-P115

K-2-46-22
伝記－（10）桐
山玄豹

姉小路家系考完桐山玄豹謹撰 下巻-P115

K-2-46-23
伝記－（10）桐
山玄豹

姉小路家系考付向小島（原本）桐山玄豹 下巻-P115

K-2-46-24
伝記－（10）桐
山玄豹

姉小路家件諸本抜翠在西京吉城玄豹謄写 下巻-P115

K-2-46-25
伝記－（10）桐
山玄豹

宣胤卿記及二水（一名止水）記抜翠桐山玄豹識 下巻-P115

K-2-46-26
伝記－（10）桐
山玄豹

覚（加州米買請代金請取上納覚） 下巻-P116

K-2-46-27
伝記－（10）桐
山玄豹

学校助成金上納請取書 下巻-P116

K-2-46-28
伝記－（10）桐
山玄豹

覚（新見様立替金）桐山屋勘兵衛他13人 下巻-P116

K-2-46-29
伝記－（10）桐
山玄豹

桐山家系図一部 下巻-P116

K-2-46-30
伝記－（10）桐
山玄豹

聞書桐山玄豹 下巻-P116

K-2-46-31
伝記－（10）桐
山玄豹

飯山氏系譜書并ニ當家伝 下巻-P116

K-2-46-32
伝記－（10）桐
山玄豹

学校司局印 下巻-P116

K-2-46-33
伝記－（10）桐
山玄豹

飛騨八景図 下巻-P116
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K-2-46-34
伝記－（10）桐
山玄豹

掛物書画の写（霞樵無名） 下巻-P116

K-2-46-35
伝記－（10）桐
山玄豹

和歌集（三嶋氏五十賀）桐山祐修 下巻-P116

K-2-46-36
伝記－（10）桐
山玄豹

漢詩知足庵（桐山如松） 下巻-P116

K-2-46-37
伝記－（10）桐
山玄豹

叔兄得所先生（桐山徳所）墓誌 下巻-P116

K-2-46-38
伝記－（10）桐
山玄豹

續日本紀略写全桐山卿謹書 下巻-P116

K-2-46-39
伝記－（10）桐
山玄豹

日本後紀略写全草莽臣桐山卿謹書 下巻-P116

K-2-46-40
伝記－（10）桐
山玄豹

續日本後紀略写完草莽臣桐山卿謹書 下巻-P116

K-2-46-41
伝記－（10）桐
山玄豹

日本三代実録抜書勘桐山卿謹写 下巻-P116

K-2-46-42
伝記－（10）桐
山玄豹

志学記桐山卿并書 下巻-P116

K-2-46-43
伝記－（10）桐
山玄豹

大日本史 下巻-P116

K-2-46-44
伝記－（10）桐
山玄豹

永代四知倉桐山力所編 下巻-P116

K-2-46-45
伝記－（10）桐
山玄豹

駒淵浴沂記 下巻-P116

K-2-46-46
伝記－（10）桐
山玄豹

聴松軒記 下巻-P116

K-2-46-47
伝記－（10）桐
山玄豹

白雲居法師小傳桐山玄豹 下巻-P116

K-2-46-48
伝記－（10）桐
山玄豹

中御門宣胤卿記 下巻-P116

K-2-46-49
伝記－（10）桐
山玄豹

扶桑略記抜書 下巻-P116

K-2-46-50
伝記－（10）桐
山玄豹

南山道草中 下巻-P116

K-2-46-51
伝記－（10）桐
山玄豹

桐山如松記 下巻-P116

K-2-46-52
伝記－（10）桐
山玄豹

飛騨略記 下巻-P116

K-2-46-53
伝記－（10）桐
山玄豹

近世一覧（竹ノ實之事、大飢饉之事他）桐山如松 下巻-P116

K-2-46-54
伝記－（10）桐
山玄豹

若草山の記基綱卿書礼彦臨写 下巻-P116

K-2-46-55
伝記－（10）桐
山玄豹

桐山玄豹蒐輯飛騨志料備忘断簡 下巻-P116

K-2-46-56
伝記－（10）桐
山玄豹

基綱書状写（桐山所蔵） 下巻-P116

K-2-46-57
伝記－（10）桐
山玄豹

古文書写 下巻-P116

K-2-46-58
伝記－（10）桐
山玄豹

商用覚他献立等諸綴 下巻-P116

K-2-46-59
伝記－（10）桐
山玄豹

桐山宛書状綴 下巻-P117

K-2-46-60
伝記－（10）桐
山玄豹

領収書（桐山家文書購入）本町田近書店 下巻-P117

K-2-46-61
伝記－（10）桐
山玄豹

売渡永代之田の事（文安六年の文書桐山写） 下巻-P117

K-2-46-1
伝記－（11）田
島春園

田島知平敷地メモ（明治6年改正地割帳） 下巻-P117

K-2-46-2
伝記－（11）田
島春園

辞令（飛騨総社及荏名神社祠官兼勤） 下巻-P117

K-2-46-3
伝記－（11）田
島春園

辞令（第十五大区二小区大名田村副戸長） 下巻-P117

K-2-46-4
伝記－（11）田
島春園

辞令（大野郡大名田村副戸長） 下巻-P117
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K-2-46-5
伝記－（11）田
島春園

通知（礼服着用出頭致すべく事） 下巻-P117

K-2-46-6
伝記－（11）田
島春園

褒状（高山神宮教会所新築之儀ニ付格別尽力の段） 下巻-P117

K-2-46-7
伝記－（11）田
島春園

履歴書大野郡高山町田島壮二郎 下巻-P117

K-2-46-8
伝記－（11）田
島春園

田島富子女史追悼歌会〔新聞切抜〕 下巻-P117

K-2-46-9
伝記－（11）田
島春園

辞令（大野郡教育会通俗教育部委員） 下巻-P117

K-2-46-10
伝記－（11）田
島春園

辞令（大野郡史編纂委員） 下巻-P117

K-2-46-11
伝記－（11）田
島春園

故春林翁追薦会〔高山タイムス〕 下巻-P117

K-2-46-12
伝記－（11）田
島春園

辞令（大野郡史編纂委員） 下巻-P117

K-2-46-13
伝記－（11）田
島春園

辞令（高山町地方改良会名誉会員） 下巻-P117

K-2-46-14
伝記－（11）田
島春園

辞令（大野郡史編纂委員長） 下巻-P118

K-2-46-15
伝記－（11）田
島春園

田島春園書状（桐山宛3通、川島宛2通） 下巻-P118

K-2-46-16
伝記－（11）田
島春園

写真（田島春園葬儀） 下巻-P118

K-2-46-17
伝記－（11）田
島春園

田島春園先生御所持史料に関する調〈角竹記録〉 下巻-P118

K-2-46-18
伝記－（11）田
島春園

飛騨人名辞書下調人名一覧編輯主務田島壮二郎 下巻-P118

K-2-46-19
伝記－（11）田
島春園

よゝのふること春園 下巻-P118

K-2-46-20
伝記－（11）田
島春園

飛山語草草稿類田島春園 下巻-P118

K-2-46-21
伝記－（11）田
島春園

飛山語草田島春園著〈角竹写〉 下巻-P118

K-2-46-1
伝記－（12）広
瀬武夫

明治十一年一月一日現人員入寄畄人名簿 下巻-P118

K-2-46-2
伝記－（12）広
瀬武夫

頼母子定証書鹿間つぎ（広瀬内方とある） 下巻-P118

K-2-46-3
伝記－（12）広
瀬武夫

軍神廣瀬中佐詳傳大分県共立教育会著 下巻-P118

K-2-46-4
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐銅像除幕式〔高山新報〕 下巻-P118

K-2-46-5
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐前田梅吉発行兼編輯 下巻-P118

K-2-46-6
伝記－（12）広
瀬武夫

七生報國廣瀬中佐井田麟鹿編廣瀬馨行 下巻-P118

K-2-46-7
伝記－（12）広
瀬武夫

純忠菊池氏村上素道著作兼発行 下巻-P118

K-2-46-8
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐高山東尋常小学校編纂二木春吉発行 下巻-P118

K-2-46-9
伝記－（12）広
瀬武夫

座談会軍神廣瀬中佐の少年時代を語る 下巻-P118

K-2-46-10
伝記－（12）広
瀬武夫

新聞切抜帳（広瀬中佐関係）〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P118

K-2-46-11
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬神社〔豊州新報附録〕 下巻-P118

K-2-46-12
伝記－（12）広
瀬武夫

大分県竹田町廣瀬神社鎮座祭記念品 下巻-P118

K-2-46-13
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬神社鎮座祭記念廣瀬海軍中佐年譜竹田町教育会 下巻-P118

K-2-46-14
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬神社鎮座祭式関係資料大分県竹田町 下巻-P118

K-2-46-15
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐を偲ぶ海軍展覧会開催に際し出品の感謝状 下巻-P119
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K-2-46-16
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐新聞資料〔大分新聞豊州新報〕 下巻-P119

K-2-46-17
伝記－（12）広
瀬武夫

案内状（軍神中佐兵学校時代之面影を墨跡謹呈） 下巻-P119

K-2-46-18
伝記－（12）広
瀬武夫

軍神廣瀬中佐の遺蹟を訪ふ飯田吉太郎 下巻-P119

K-2-46-19
伝記－（12）広
瀬武夫

煥章第二号（広瀬中佐について） 下巻-P119

K-2-46-20
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐三十五年祭ポスター 下巻-P119

K-2-46-21
伝記－（12）広
瀬武夫

飛騨高山と軍神廣瀬中佐 下巻-P119

K-2-46-22
伝記－（12）広
瀬武夫

白山町町内会主催廣瀬中佐慰霊祭回顧の辞（案） 下巻-P119

K-2-46-23
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬軍神並御家族慰霊祭書類白山町内会 下巻-P119

K-2-46-24
伝記－（12）広
瀬武夫

聖戦郷土海軍展に出品の感謝状 下巻-P119

K-2-46-25
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐慰霊祭〔新聞切抜〕 下巻-P119

K-2-46-26
伝記－（12）広
瀬武夫

飛騨高山と軍神廣瀬中佐 下巻-P119

K-2-46-27
伝記－（12）広
瀬武夫

飛騨高山と軍神廣瀬中佐〈角竹稿〉 下巻-P119

K-2-46-28
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬武夫の少年時代の話〈角竹記録〉 下巻-P119

K-2-46-29
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐の史績を解除〔高山市民時報〕 下巻-P119

K-2-46-30
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐に関する読物調〈角竹記録〉 下巻-P119

K-2-46-31
伝記－（12）広
瀬武夫

飛騨高山に於ける廣瀬中佐の少年時代角竹喜登 下巻-P119

K-2-46-32
伝記－（12）広
瀬武夫

軍神少年時代の友白川松太郎氏に関する史料 下巻-P119

K-2-46-33
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬神社御礼 下巻-P119

K-2-46-34
伝記－（12）広
瀬武夫

リーフレット（軍神広瀬中佐と高山）高山観光協会 下巻-P119

K-2-46-35
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐少年時代住居阯指示図 下巻-P119

K-2-46-36
伝記－（12）広
瀬武夫

掲示資料（広瀬中佐に関する）〈角竹記録〉 下巻-P119

K-2-46-37
伝記－（12）広
瀬武夫

水漬屍解説（写）富田豊彦誌〈角竹記録〉 下巻-P119

K-2-46-38
伝記－（12）広
瀬武夫

史略西洋上（広瀬中佐の習った外国歴史の本） 下巻-P119

K-2-46-39
伝記－（12）広
瀬武夫

飛騨高山に於ける廣瀬武夫研究資料綴〈角竹記録〉 下巻-P119

K-2-46-40
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐資料目録〈角竹記録〉 下巻-P119

K-2-46-41
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐銅像関係書類 下巻-P119

K-2-46-42
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐柔道物語石黒敬七〔新聞切抜〕 下巻-P119

K-2-46-43
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐少年時代の珍らしき書翰を発見 下巻-P119

K-2-46-44
伝記－（12）広
瀬武夫

飛騨高山に於ける軍神廣瀬中佐の少年時代〔新聞切抜〕 下巻-P120

K-2-46-45
伝記－（12）広
瀬武夫

軍神銅像除幕式〔高山新報〕 下巻-P120

K-2-46-46
伝記－（12）広
瀬武夫

新聞切抜帳（広瀬中佐関係） 下巻-P120

K-2-46-47
伝記－（12）広
瀬武夫

軍神広瀬中佐二十歳頃の詩稿（写）〈角竹記録〉 下巻-P120
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K-2-46-48
伝記－（12）広
瀬武夫

拓本（広瀬中佐義母の墓銘、岐阜市雲龍院） 下巻-P120

K-2-46-49
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐関係拓本 下巻-P120

K-2-46-50
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐年賀状廣瀬武夫から森茂源三宛 下巻-P120

K-2-46-51
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬軍神の厳父広瀬重武氏の書状 下巻-P120

K-2-46-52
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬軍神の兄広瀬勝比古氏の書状 下巻-P120

K-2-46-53
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬春江様の葉書 下巻-P120

K-2-46-54
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬末人閣下の書状 下巻-P120

K-2-46-55
伝記－（12）広
瀬武夫

書簡（森川家と広瀬中佐関係の事に就いて） 下巻-P120

K-2-46-56
伝記－（12）広
瀬武夫

森川潔夫氏宛の書状福井佐一郎から森川潔夫宛 下巻-P120

K-2-46-57
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬軍神ノ令弟森川潔夫名刺 下巻-P120

K-2-46-58
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐幼時の友飯田吉太郎氏来状 下巻-P120

K-2-46-59
伝記－（12）広
瀬武夫

飯田吉太郎氏の書状 下巻-P120

K-2-46-60
伝記－（12）広
瀬武夫

松永昇道師の書状 下巻-P120

K-2-46-61
伝記－（12）広
瀬武夫

青木清太郎氏の書状 下巻-P120

K-2-46-62
伝記－（12）広
瀬武夫

福田吉郎兵衛氏の書状 下巻-P120

K-2-46-63
伝記－（12）広
瀬武夫

書簡（広瀬中佐に関する件） 下巻-P120

K-2-46-64
伝記－（12）広
瀬武夫

吉野山如意輪寺住職加島諦忍師来状 下巻-P120

K-2-46-65
伝記－（12）広
瀬武夫

吉野山如意輪寺御住職の書状、角竹礼状扣 下巻-P120

K-2-46-66
伝記－（12）広
瀬武夫

書簡（広瀬軍神岐阜中学校に在籍せられし事） 下巻-P120

K-2-46-67
伝記－（12）広
瀬武夫

敬友杉之下與一氏書状（広瀬軍神慰霊祭に関する件） 下巻-P120

K-2-46-68
伝記－（12）広
瀬武夫

県社廣瀬神社社司佐藤次比古氏の書状 下巻-P121

K-2-46-69
伝記－（12）広
瀬武夫

書簡（広瀬中佐少年時代の書翰を発見） 下巻-P121

K-2-46-70
伝記－（12）広
瀬武夫

書簡（広瀬軍神慰霊祭に関する件） 下巻-P121

K-2-46-71
伝記－（12）広
瀬武夫

書簡（広瀬中佐に関する事項） 下巻-P121

K-2-46-72
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐に関する公私日記抄（富田令禾氏より御報） 下巻-P121

K-2-46-73
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬武夫手紙の説明〈角竹記録〉 下巻-P121

K-2-46-74
伝記－（12）広
瀬武夫

高山煥章学校上等小学第七級卒業大試験答案氏名 下巻-P121

K-2-46-75
伝記－（12）広
瀬武夫

名古屋放送局より依頼状 下巻-P121

K-2-46-76
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬神社御鎮座記念絵はがき竹田町 下巻-P121

K-2-46-77
伝記－（12）広
瀬武夫

廣瀬中佐写真（海軍兵学校在学当時十九歳頃） 下巻-P121

K-2-46-78
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬中佐寓居趾、八軒町森川宅） 下巻-P121

K-2-46-79
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬軍神の遺品を冠る柔道七段石黒敬七氏） 下巻-P121
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K-2-46-80
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬中佐の詩稿、二十歳頃） 下巻-P121

K-2-46-81
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬武夫高山在住時代の詩稿、十五歳頃） 下巻-P121

K-2-46-82
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（大分県竹田町広瀬神社） 下巻-P121

K-2-46-83
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（旧友福田吉郎兵衛氏宛手紙） 下巻-P121

K-2-46-84
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬武夫氏手紙、十六歳） 下巻-P121

K-2-46-85
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬中佐を偲ぶ展覧会記念） 下巻-P121

K-2-46-86
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（旧友富田豊彦氏宛手紙、二十八歳） 下巻-P121

K-2-46-87
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（白山町内会主催広瀬軍神慰霊祭） 下巻-P121

K-2-46-88
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬家当主広瀬末人氏） 下巻-P121

K-2-46-89
伝記－（12）広
瀬武夫

絵はがき写真 下巻-P121

K-2-46-90
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（城山の広瀬中佐銅像） 下巻-P121

K-2-46-91
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬武夫書簡、封筒のみ） 下巻-P121

K-2-46-92
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬中佐旧友座談会） 下巻-P121

K-2-46-93
伝記－（12）広
瀬武夫

印刷写真（広瀬武夫少年時代詩稿） 下巻-P121

K-2-46-94
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐戦歿三十周年記念遺品並ニ研究資料展覧会目録 下巻-P121

K-2-46-95
伝記－（12）広
瀬武夫

印刷写真（広瀬軍神の御両親） 下巻-P122

K-2-46-96
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬軍神少年時代寓居の宅持主森川月子様の書状 下巻-P122

K-2-46-97
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（少年広瀬武夫の銅像、高山東国民学校校庭） 下巻-P122

K-2-46-98
伝記－（12）広
瀬武夫

写真（広瀬軍神の御両親） 下巻-P122

K-2-46-99
伝記－（12）広
瀬武夫

絵はがき写真（広瀬軍神の学んだ高山煥章学校） 下巻-P122

K-2-46-100
伝記－（12）広
瀬武夫

広瀬中佐居住家銘石建設記念に関する新聞記事貼付屏風 下巻-P122

K-2-46-1
伝記－（13）牧
野良三

会葬御礼（牧野伊平氏逝く）〔高山新報〕 下巻-P122

K-2-46-2
伝記－（13）牧
野良三

牧野家史料〈角竹記録〉 下巻-P122

K-2-46-3
伝記－（13）牧
野良三

逓信政務次官後任に牧野良三氏決定 下巻-P122

K-2-46-4
伝記－（13）牧
野良三

牧野良三に関する記事・記録 下巻-P122

K-2-46-5
伝記－（13）牧
野良三

立候補の御挨拶牧野良三 下巻-P122

K-2-46-6
伝記－（13）牧
野良三

林内閣を撃つ―自覚の一票政府の退却―牧野良三著 下巻-P122

K-2-46-7
伝記－（13）牧
野良三

牧野良三先生歓迎会会員券歓迎会発起人 下巻-P122

K-2-46-8
伝記－（13）牧
野良三

牧野良三氏のロンドン便り 下巻-P122

K-2-46-9
伝記－（13）牧
野良三

太平洋の機上より牧野良三〔新聞記事〕 下巻-P122

K-2-46-10
伝記－（13）牧
野良三

独立日本の総選挙―イギリスの旅から帰りて― 下巻-P122

K-2-46-11
伝記－（13）牧
野良三

再軍備と民主化運動―独・伊・佛を訪ねて― 下巻-P122
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K-2-46-12
伝記－（13）牧
野良三

案内状（全国戦没者追悼式、櫻鑑賞） 下巻-P122

K-2-46-13
伝記－（13）牧
野良三

案内状（海上保安庁測量船員合同慰霊祭） 下巻-P122

K-2-46-14
伝記－（13）牧
野良三

案内状（皇太子成年式及び立太子の礼の宮中饗宴の儀） 下巻-P123

K-2-46-15
伝記－（13）牧
野良三

日本赤十字社慈善興行歌舞伎座入場券及びパンフレット 下巻-P123

K-2-46-16
伝記－（13）牧
野良三

案内状（牧野良三君の学位を祝う会） 下巻-P123

K-2-46-17
伝記－（13）牧
野良三

衆議院議員総選挙公報牧野良三 下巻-P123

K-2-46-18
伝記－（13）牧
野良三

牧野予算委員長の不信任〔中部日本新聞〕 下巻-P123

K-2-46-19
伝記－（13）牧
野良三

新党結成の報告・通知牧野良三から牧野会会員宛 下巻-P123

K-2-46-20
伝記－（13）牧
野良三

牧野良三衆議院議員立候補挨拶文 下巻-P123

K-2-46-21
伝記－（13）牧
野良三

ちらし（牧野良三大演説会） 下巻-P123

K-2-46-22
伝記－（13）牧
野良三

礼状牧野良三から角竹喜登宛 下巻-P123

K-2-46-23
伝記－（13）牧
野良三

牧野良三氏死去に関する新聞記事 下巻-P123

K-2-46-24
伝記－（13）牧
野良三

牧野英一・良三兄弟〔岐阜タイムス〕 下巻-P123

K-2-46-25
伝記－（13）牧
野良三

牧野英一博士勅選議員に選ばる〔新聞切抜〕 下巻-P123

K-2-46-26
伝記－（13）牧
野良三

牧野英一博士に文化勲章授与内定〔飛騨新聞〕 下巻-P123

K-2-46-27
伝記－（13）牧
野良三

牧野英一氏文化勲章〔毎日小学生新聞〕 下巻-P123

K-2-46-28
伝記－（13）牧
野良三

牧野博士の文化勲章を祝う〔飛騨新聞〕 下巻-P123

K-2-46-29
伝記－（13）牧
野良三

母校が生んだすぐれた人々（牧野英一先生兄弟） 下巻-P123

K-2-46-30
伝記－（13）牧
野良三

牧野英一博士銅像建設委員会結成〔飛騨新聞〕 下巻-P123

K-2-46-31
伝記－（13）牧
野良三

牧野博士の銅像を建設〔高山市民時報〕 下巻-P123

K-2-46-32
伝記－（13）牧
野良三

牧野英一博士に物を訊く座談会〔文藝春秋〕 下巻-P123

K-2-47-1 筆跡－あ行 赤田臥牛 下巻-P124
K-2-47-2 筆跡－あ行 赤田暢 下巻-P124
K-2-47-3 筆跡－あ行 赤田誠軒 下巻-P124
K-2-47-4 筆跡－あ行 秋山太郎輔 下巻-P124
K-2-47-5 筆跡－あ行 足立秀頴（忠三郎） 下巻-P124
K-2-47-6 筆跡－あ行 阿保春林 下巻-P124
K-2-47-7 筆跡－あ行 天木大隈 下巻-P124
K-2-47-8 筆跡－あ行 荒川甚三郎 下巻-P124
K-2-47-9 筆跡－あ行 荒川正忠 下巻-P124
K-2-47-10 筆跡－あ行 荒川久治 下巻-P124
K-2-47-11 筆跡－あ行 安西惣助 下巻-P124
K-2-47-12 筆跡－あ行 飯山千山 下巻-P124
K-2-47-13 筆跡－あ行 飯邨俊斉 下巻-P124
K-2-47-14 筆跡－あ行 飯山千山の妻 下巻-P124
K-2-47-15 筆跡－あ行 生井修斉 下巻-P124
K-2-47-16 筆跡－あ行 池之端惣助 下巻-P124
K-2-47-17 筆跡－あ行 勇桂雪 下巻-P124
K-2-47-18 筆跡－あ行 石川宇右衛門 下巻-P124
K-2-47-19 筆跡－あ行 石川勘蔵 下巻-P124
K-2-47-20 筆跡－あ行 石山定山 下巻-P124
K-2-47-21 筆跡－あ行 市邨孚 下巻-P124
K-2-47-22 筆跡－あ行 市村成章 下巻-P124
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K-2-47-23 筆跡－あ行 伊東元碩 下巻-P124
K-2-47-24 筆跡－あ行 稲田盛太 下巻-P124
K-2-47-25 筆跡－あ行 犬塚行蔵 下巻-P124
K-2-47-26 筆跡－あ行 岩佐一亭 下巻-P124
K-2-47-27 筆跡－あ行 岩水彦右衛門 下巻-P124
K-2-47-28 筆跡－あ行 岩水民蔵 下巻-P124
K-2-47-29 筆跡－あ行 上田東園 下巻-P124
K-2-47-30 筆跡－あ行 上木徳次郎（滄浪） 下巻-P124
K-2-47-31 筆跡－あ行 上木巴山 下巻-P124
K-2-47-32 筆跡－あ行 上木清成 下巻-P125
K-2-47-33 筆跡－あ行 上木戸与左衛門 下巻-P125
K-2-47-34 筆跡－あ行 打保屋忠次郎 下巻-P125
K-2-47-35 筆跡－あ行 大池敏國 下巻-P125
K-2-47-36 筆跡－あ行 大池眞澄 下巻-P125
K-2-47-37 筆跡－あ行 大池盛吉 下巻-P125
K-2-47-38 筆跡－あ行 大坂屋彦兵衛 下巻-P125
K-2-47-39 筆跡－あ行 大澤賢助 下巻-P125
K-2-47-40 筆跡－あ行 大前圭斎 下巻-P125
K-2-47-41 筆跡－あ行 大森長兵衛 下巻-P125
K-2-47-42 筆跡－あ行 岡村御蔭 下巻-P125
K-2-47-43 筆跡－あ行 岡村利右衛門 下巻-P125
K-2-47-44 筆跡－あ行 奥田祇兵衛 下巻-P125
K-2-47-45 筆跡－あ行 小崎利準 下巻-P125
K-2-47-46 筆跡－あ行 押上秀彦 下巻-P125
K-2-47-47 筆跡－あ行 押上森蔵 下巻-P125
K-2-47-48 筆跡－あ行 奥村春斉 下巻-P125
K-2-47-49 筆跡－か行 柏木酒 下巻-P125
K-2-47-50 筆跡－か行 上村木曽右衛門 下巻-P125
K-2-47-51 筆跡－か行 加藤鎮之助 下巻-P125
K-2-47-52 筆跡－か行 加藤・翁 下巻-P125
K-2-47-53 筆跡－か行 加藤歩簫 下巻-P125
K-2-47-54 筆跡－か行 加納吟石 下巻-P125
K-2-47-55 筆跡－か行 加納東阿 下巻-P125
K-2-47-56 筆跡－か行 加納東郊 下巻-P125
K-2-47-57 筆跡－か行 加納通元 下巻-P125
K-2-47-58 筆跡－か行 川合田夏丸 下巻-P125
K-2-47-59 筆跡－か行 川上猷 下巻-P125
K-2-47-60 筆跡－か行 川上淇堂 下巻-P125
K-2-47-61 筆跡－か行 川上斎右衛門 下巻-P125
K-2-47-62 筆跡－か行 川島小泉 下巻-P125
K-2-47-63 筆跡－か行 川上文質 下巻-P125
K-2-47-64 筆跡－か行 川上文親 下巻-P125
K-2-47-65 筆跡－か行 神谷由道 下巻-P126
K-2-47-66 筆跡－か行 柿下廣業 下巻-P126
K-2-47-67 筆跡－か行 柿下平十郎 下巻-P126
K-2-47-68 筆跡－か行 梶原陸奥守 下巻-P126
K-2-47-69 筆跡－か行 菊田泰蔵 下巻-P126
K-2-47-70 筆跡－か行 北川養元 下巻-P126
K-2-47-71 筆跡－か行 北澤七左衛門 下巻-P126
K-2-47-72 筆跡－か行 漁叟 下巻-P126
K-2-47-73 筆跡－か行 桐山中所 下巻-P126
K-2-47-74 筆跡－か行 桐山得所 下巻-P126
K-2-47-75 筆跡－か行 桐山玄豹 下巻-P126
K-2-47-76 筆跡－か行 日下部漁夕 下巻-P126
K-2-47-77 筆跡－か行 日下部素行 下巻-P126
K-2-47-78 筆跡－か行 日下部孝斉 下巻-P126
K-2-47-79 筆跡－か行 日下部擇處 下巻-P126
K-2-47-80 筆跡－か行 熊崎助蔵 下巻-P126
K-2-47-81 筆跡－か行 元田修三 下巻-P126
K-2-47-82 筆跡－か行 児玉義久 下巻-P126
K-2-47-83 筆跡－か行 駒田孫市 下巻-P126
K-2-47-84 筆跡－か行 小森桃林 下巻-P126
K-2-47-85 筆跡－か行 小森可参 下巻-P126
K-2-47-86 筆跡－か行 近藤屋勘十郎 下巻-P126
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K-2-47-87 筆跡－さ行 斉藤勝平 下巻-P126
K-2-47-88 筆跡－さ行 坂田小湖 下巻-P126
K-2-47-89 筆跡－さ行 指田森斉 下巻-P126
K-2-47-90 筆跡－さ行 佐藤泰郷 下巻-P126
K-2-47-91 筆跡－さ行 佐藤彦太郎 下巻-P126
K-2-47-92 筆跡－さ行 澤田秋平 下巻-P126
K-2-47-93 筆跡－さ行 子敬 下巻-P126
K-2-47-94 筆跡－さ行 島木一夫 下巻-P126
K-2-47-95 筆跡－さ行 島崎正樹 下巻-P126
K-2-47-96 筆跡－さ行 志村忠則 下巻-P126
K-2-47-97 筆跡－さ行 白川雨山 下巻-P126
K-2-47-98 筆跡－さ行 白鳥七兵衛 下巻-P127
K-2-47-99 筆跡－さ行 白眞弓肥太右衛門 下巻-P127
K-2-47-100 筆跡－さ行 杉下耕雲 下巻-P127
K-2-47-101 筆跡－さ行 杉下屋太郎右衛門 下巻-P127
K-2-47-102 筆跡－さ行 角竹市蔵 下巻-P127
K-2-47-103 筆跡－さ行 善應寺玉山 下巻-P127
K-2-47-104 筆跡－さ行 静水亭 下巻-P127
K-2-47-105 筆跡－さ行 楚弓 下巻-P127
K-2-47-106 筆跡－た行 高垣作助 下巻-P127
K-2-47-107 筆跡－た行 高宮乾一 下巻-P127
K-2-47-108 筆跡－た行 武川久兵衛 下巻-P127
K-2-47-109 筆跡－た行 竹村庄五郎 下巻-P127
K-2-47-110 筆跡－た行 田近孫蔵 下巻-P127
K-2-47-111 筆跡－た行 田近盛域 下巻-P127
K-2-47-112 筆跡－た行 田島稲三 下巻-P127
K-2-47-113 筆跡－た行 田島春園 下巻-P127
K-2-47-114 筆跡－た行 田中栄蔵 下巻-P127
K-2-47-115 筆跡－た行 田中羽明（半十郎） 下巻-P127
K-2-47-116 筆跡－た行 田中大秀 下巻-P127
K-2-47-117 筆跡－た行 田中十内 下巻-P127
K-2-47-118 筆跡－た行 田中半右衛門 下巻-P127
K-2-47-119 筆跡－た行 田中耕成 下巻-P127
K-2-47-120 筆跡－た行 田中貢太郎 下巻-P127
K-2-47-121 筆跡－た行 田中年彦 下巻-P127
K-2-47-122 筆跡－た行 田中半右衛門 下巻-P127
K-2-47-123 筆跡－た行 田中半十郎 下巻-P127
K-2-47-124 筆跡－た行 竹亭 下巻-P127
K-2-47-125 筆跡－た行 竹東 下巻-P127
K-2-47-126 筆跡－た行 千虎屋弥右衛門 下巻-P127
K-2-47-127 筆跡－た行 都築霊源 下巻-P127
K-2-47-128 筆跡－た行 都竹九郎四郎 下巻-P127
K-2-47-129 筆跡－た行 土屋秀世 下巻-P127
K-2-47-130 筆跡－た行 土屋有忠 下巻-P127
K-2-47-131 筆跡－た行 津野五三二 下巻-P128
K-2-47-132 筆跡－た行 津野滄洲 下巻-P128
K-2-47-133 筆跡－た行 洞水和尚（雲龍寺） 下巻-P128
K-2-47-134 筆跡－た行 戸谷家道 下巻-P128
K-2-47-135 筆跡－た行 戸谷権十郎 下巻-P128
K-2-47-136 筆跡－た行 戸谷理九郎 下巻-P128
K-2-47-137 筆跡－た行 富田淺次郎 下巻-P128
K-2-47-138 筆跡－た行 富田礼彦 下巻-P128
K-2-47-139 筆跡－な行 内・ 下巻-P128
K-2-47-140 筆跡－な行 直井信平 下巻-P128
K-2-47-141 筆跡－な行 中川八郎 下巻-P128
K-2-47-142 筆跡－な行 中丸清彦 下巻-P128
K-2-47-143 筆跡－な行 永田道俊 下巻-P128
K-2-47-144 筆跡－な行 永田吉右衛門 下巻-P128
K-2-47-145 筆跡－な行 長瀬弥兵衛 下巻-P128
K-2-47-146 筆跡－な行 中村信夫 下巻-P128
K-2-47-147 筆跡－な行 二木史等 下巻-P128
K-2-47-148 筆跡－な行 二木長嘯 下巻-P128
K-2-47-149 筆跡－な行 西本梧堂 下巻-P128
K-2-47-150 筆跡－な行 西本一風 下巻-P128
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K-2-47-151 筆跡－な行 野口養安 下巻-P128
K-2-47-152 筆跡－は行 八賀屋仁助 下巻-P128
K-2-47-153 筆跡－は行 日比野甚右衛門 下巻-P128
K-2-47-154 筆跡－は行 平田史等 下巻-P128
K-2-47-155 筆跡－は行 平田秋荷（無能庵） 下巻-P128
K-2-47-156 筆跡－は行 平田荷逸 下巻-P128
K-2-47-157 筆跡－は行 平田雲巖 下巻-P128
K-2-47-158 筆跡－は行 廣瀬重武 下巻-P128
K-2-47-159 筆跡－は行 福寿慶門 下巻-P128
K-2-47-160 筆跡－は行 福来友吉 下巻-P128
K-2-47-161 筆跡－は行 福田鋤雲 下巻-P129
K-2-47-162 筆跡－は行 二村卯兵衛 下巻-P129
K-2-47-163 筆跡－は行 船坂棟園 下巻-P129
K-2-47-164 筆跡－は行 舟坂屋半右衛門 下巻-P129
K-2-47-165 筆跡－は行 船坂雅平 下巻-P129
K-2-47-166 筆跡－は行 北條瓊州 下巻-P129
K-2-47-167 筆跡－は行 細江屋管鳥（嘉助） 下巻-P129
K-2-47-168 筆跡－は行 細江東籬 下巻-P129
K-2-47-169 筆跡－は行 細江暁籬 下巻-P129
K-2-47-170 筆跡－は行 福田吉郎兵衛 下巻-P129
K-2-47-171 筆跡－ま行 松田亮長 下巻-P129
K-2-47-172 筆跡－ま行 松村梅宰 下巻-P129
K-2-47-173 筆跡－ま行 松村屋与四右衛門 下巻-P129
K-2-47-174 筆跡－ま行 丸山元敬 下巻-P129
K-2-47-175 筆跡－ま行 丸川亀斉 下巻-P129
K-2-47-176 筆跡－ま行 圓山東巒 下巻-P129
K-2-47-177 筆跡－ま行 美都良 下巻-P129
K-2-47-178 筆跡－ま行 村上俊助 下巻-P129
K-2-47-179 筆跡－ま行 室徳三 下巻-P129
K-2-47-180 筆跡－ま行 室美済 下巻-P129
K-2-47-181 筆跡－ま行 森温軒 下巻-P129
K-2-47-182 筆跡－ま行 森仙斉 下巻-P129
K-2-47-183 筆跡－ま行 森僊斉 下巻-P129
K-2-47-184 筆跡－ま行 森習斉 下巻-P129
K-2-47-185 筆跡－ま行 森几山 下巻-P129
K-2-47-186 筆跡－ま行 森道味（几山） 下巻-P129
K-2-47-187 筆跡－ま行 森宗倫 下巻-P129
K-2-47-188 筆跡－ま行 森宗弘 下巻-P129
K-2-47-189 筆跡－ま行 森柳渓 下巻-P129
K-2-47-190 筆跡－ま行 森貞之助 下巻-P129
K-2-47-191 筆跡－ま行 森佐兵衛（宗弘） 下巻-P129
K-2-47-192 筆跡－ま行 大宮司毛利主殿 下巻-P129
K-2-47-193 筆跡－ま行 一之宮毛利金吾 下巻-P129
K-2-47-194 筆跡－ま行 森本 下巻-P130
K-2-47-195 筆跡－や行 屋貝維平 下巻-P130
K-2-47-196 筆跡－や行 屋貝清風 下巻-P130
K-2-47-197 筆跡－や行 屋貝文次右衛門 下巻-P130
K-2-47-198 筆跡－や行 山内直右衛門 下巻-P130
K-2-47-199 筆跡－や行 山崎弘泰 下巻-P130
K-2-47-200 筆跡－や行 山崎弓束 下巻-P130
K-2-47-201 筆跡－や行 山崎弓雄 下巻-P130
K-2-47-202 筆跡－や行 山崎十郎左衛門 下巻-P130
K-2-47-203 筆跡－や行 矢嶋茂右衛門 下巻-P130
K-2-47-204 筆跡－や行 矢島成美 下巻-P130
K-2-47-205 筆跡－や行 矢嶋慎斉 下巻-P130
K-2-47-206 筆跡－や行 山下定山 下巻-P130
K-2-47-207 筆跡－や行 山田秋籟 下巻-P130
K-2-47-208 筆跡－や行 山本十水 下巻-P130
K-2-47-209 筆跡－や行 結城梓 下巻-P130
K-2-47-210 筆跡－や行 柚原梅春 下巻-P130
K-2-47-211 筆跡－や行 吉島掃月 下巻-P130
K-2-47-212 筆跡－や行 吉島有慶（夕景） 下巻-P130
K-2-47-213 筆跡－や行 吉住頼武 下巻-P130
K-2-47-214 筆跡－や行 吉住禮助 下巻-P130
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K-2-47-215 筆跡－や行 横谷東・ 下巻-P130
K-2-47-216 筆跡－や行 吉田繖城 下巻-P130
K-2-47-217 筆跡－や行 吉村豊足（三右衛門） 下巻-P130

K-2-48-1
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

博物新編壹集，二集，三集英国医士合信著 下巻-P131

K-2-48-2
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

博物新編壹集，二集，三集英国医士合信著 下巻-P131

K-2-48-3
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

博物新編壹集，二集，三集英国医士合信著 下巻-P131

K-2-48-4
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

寒暑、晴雨概算、労力価高山町戸長石川勘蔵 下巻-P131

K-2-48-5
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

物理全志図宇田川準一譯 下巻-P131

K-2-48-6
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

物理全志完宇田川準一譯 下巻-P131

K-2-48-7
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨地質概報東京大学助教授富士谷孝雄 下巻-P131

K-2-48-8
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

啓蒙博物館二，三，四，五小宮山弘道編 下巻-P131

K-2-48-9
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

啓蒙博物館二，三，四，五小宮山弘道編 下巻-P131

K-2-48-10
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

啓蒙博物館二，三，四，五小宮山弘道編 下巻-P131

K-2-48-11
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

啓蒙博物館二，三，四，五小宮山弘道編 下巻-P131

K-2-48-12
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

気象信号標定（岐阜県告示第46号）知事小崎利準 下巻-P131

K-2-48-13
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

気象月報第6号（高山測候所北緯36度8分東経137度16分海面上575米7）
高山測候所発行

下巻-P131

K-2-48-14
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

気象月報第7号高山測候所発行 下巻-P131

K-2-48-15
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

気象月報第8号高山測候所発行 下巻-P131

K-2-48-16
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

気象月報第9号高山測候所発行 下巻-P131

K-2-48-17
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

気象月報第10号高山測候所発行 下巻-P131

K-2-48-18
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

名和昆虫研究所報告第二号研究所長名和靖 下巻-P131

K-2-48-19
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨の鳥川口孫治郎著 下巻-P131

K-2-48-20
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

続飛騨の鳥川口孫治郎著 下巻-P131



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-48-21
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

稀有の降灰に就て（褐色の灰）戸谷 下巻-P131

K-2-48-22
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

高山測候所気象二十五年報 下巻-P131

K-2-48-23
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

乗鞍嶽気象五年表 下巻-P131

K-2-48-24
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

高山・岐阜両地に於ける降水量 下巻-P131

K-2-48-25
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

益田郡萩原町大字上呂の稀有の大雪に就て 下巻-P131

K-2-48-26
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

日アルプス（乗鞍嶽）、平地（高山）の天候 下巻-P131

K-2-48-27
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

乗鞍嶽気象観測成績高山測候所 下巻-P131

K-2-48-28
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

再び太陽黒点と稲作豊凶との関係に就て 下巻-P131

K-2-48-29
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

華氏寒暖計観測の沿革に就て（二木家） 下巻-P132

K-2-48-30
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

乗鞍嶽気象観測成績報告高山測候所 下巻-P132

K-2-48-31
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨に於ける天変地異史 下巻-P132

K-2-48-32
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

「アルプス」ノ気象ト下界トノ気象 下巻-P132

K-2-48-33
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

乗鞍の麓で新植物を発見 下巻-P132

K-2-48-34
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

乗鞍嶽気象観測成績報告高山測候所 下巻-P132

K-2-48-35
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

日食当時の雲の変化観測成績高山測候所 下巻-P132

K-2-48-36
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

伊藤忠敬安川通りで天体観測〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P132

K-2-48-37
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

本邦天候史年表山澤金五郎編 下巻-P132

K-2-48-38
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨之雪高山測候所 下巻-P132

K-2-48-39
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

岐阜県飛騨管内気象概表高山測候所 下巻-P132

K-2-48-40
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

天然記念物名称変更願出の反証について 下巻-P132

K-2-48-41
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

乗鞍岳、白山、御岳山高山植物目録 下巻-P132
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K-2-48-42
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

高山測候所創立10周年記念気象展覧会と映画会案内 下巻-P132

K-2-48-43
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨における安永4年よりの気候変遷史 下巻-P132

K-2-48-44
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

高山市史原稿“天象”〈角竹記録〉 下巻-P132

K-2-48-45
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

笹魚写生画 下巻-P132

K-2-48-46
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨の雪について角竹喜登 下巻-P132

K-2-48-47
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

香川確斉研究天球儀写真 下巻-P132

K-2-48-48
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

昔の天体異変に就て角竹喜登 下巻-P132

K-2-48-49
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

天体の異変に関する昔の民間記録角竹喜登 下巻-P132

K-2-48-50
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

郷土の天然記念物角竹喜登 下巻-P132

K-2-48-51
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

高山植物団扇植物名表富田・彦 下巻-P132

K-2-48-52
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

化石 下巻-P132

K-2-48-53
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

大古井神社・槻木神社の大杉について 下巻-P132

K-2-48-54
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

定免草について安土孝から角竹喜登宛〔手紙〕 下巻-P133

K-2-48-55
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨地方に於ける有用樹の研究 下巻-P133

K-2-48-56
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨に於ける樹木の成長に就て山澤金五郎 下巻-P133

K-2-48-57
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

飛騨の柴犬〔写真、新聞記事〕 下巻-P133

K-2-48-58
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

鳥の写真（星鴉、仏法僧他） 下巻-P133

K-2-48-59
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

天然記念物写真（矢立杉、堤殿血の木他） 下巻-P133

K-2-48-60
博物・医療－博
物（動物・植物・
天文・気象）

郷土の天然記念物（かもしか淡墨桜他）〔新聞切抜〕 下巻-P133

K-2-48-61 博物・医療－暦 昭和七庚寅暦 下巻-P133
K-2-48-62 博物・医療－暦 こよみ便覧太玄斎校訂 下巻-P133
K-2-48-63 博物・医療－暦 甲子循環大成之図 下巻-P133
K-2-48-64 博物・医療－暦 文化五戊辰歳暦 下巻-P133
K-2-48-65 博物・医療－暦 文化十癸酉略暦 下巻-P133
K-2-48-66 博物・医療－暦 天保五年きのえむまの寛政暦 下巻-P133
K-2-48-67 博物・医療－暦 略暦 下巻-P133
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K-2-48-68 博物・医療－暦 天保九戉戌暦 下巻-P133
K-2-48-69 博物・医療－暦 天保十一庚子歳方位吉凶 下巻-P133
K-2-48-70 博物・医療－暦 天保十五年歳次甲辰 下巻-P133
K-2-48-71 博物・医療－暦 天保十六年天保壬寅元暦 下巻-P133
K-2-48-72 博物・医療－暦 七曜晴雨考 下巻-P133
K-2-48-73 博物・医療－暦 嘉永二己酉年暦 下巻-P133
K-2-48-74 博物・医療－暦 嘉永二年己酉 下巻-P133
K-2-48-75 博物・医療－暦 嘉永六癸丑略暦 下巻-P133
K-2-48-76 博物・医療－暦 安政七庚申略暦 下巻-P133
K-2-48-77 博物・医療－暦 文久壬戌漢蘭丸功能暦 下巻-P133
K-2-48-78 博物・医療－暦 方位撰擇書記 下巻-P133
K-2-48-79 博物・医療－暦 慶応三丁卯略暦 下巻-P133
K-2-48-80 博物・医療－暦 慶応三丁卯略暦土川店 下巻-P133
K-2-48-81 博物・医療－暦 年代記 下巻-P133
K-2-48-82 博物・医療－暦 明治四辛未頒暦 下巻-P133
K-2-48-83 博物・医療－暦 明治四辛未略暦 下巻-P133
K-2-48-84 博物・医療－暦 明治五年壬申頒暦 下巻-P133
K-2-48-85 博物・医療－暦 太陽暦領行の布告写 下巻-P133
K-2-48-86 博物・医療－暦 太陽暦頒布に付回達写 下巻-P134
K-2-48-87 博物・医療－暦 明治六年太陽暦 下巻-P134
K-2-48-88 博物・医療－暦 神武天皇即位紀元二千五百三十三年明治六年太陽暦 下巻-P134
K-2-48-89 博物・医療－暦 太陽暦施行 下巻-P134
K-2-48-90 博物・医療－暦 太陽暦についての注意区長船坂 下巻-P134
K-2-48-91 博物・医療－暦 太陽暦頒布高山出張所 下巻-P134
K-2-48-92 博物・医療－暦 明治九年略暦 下巻-P134
K-2-48-93 博物・医療－暦 明治十年太陽略暦 下巻-P134
K-2-48-94 博物・医療－暦 明治十二年太陽略本暦 下巻-P134
K-2-48-95 博物・医療－暦 明治十八年略暦表京都府平民住井善太郎編輯出版 下巻-P134
K-2-48-96 博物・医療－暦 明治十九年略暦名古屋区玉扇堂木村重恭編輯出版 下巻-P134
K-2-48-97 博物・医療－暦 明治廿一年略暦名古屋区宮町淇水堂梶原竹哉編輯出版 下巻-P134
K-2-48-98 博物・医療－暦 明治廿一年戉子略暦（三島豆暦） 下巻-P134
K-2-48-99 博物・医療－暦 明治廿四年略暦名古屋市押切町大鐘丈吉著作発行 下巻-P134
K-2-48-100 博物・医療－暦 明治廿八年乙未略暦飛騨国高山町丸川源三郎編輯発行 下巻-P134
K-2-48-101 博物・医療－暦 明治廿八年乙未略暦（三嶋豆の暦） 下巻-P134
K-2-48-102 博物・医療－暦 明治廿九年丙申略暦（三嶋豆の暦） 下巻-P134
K-2-48-103 博物・医療－暦 明治廿九年略本暦神宮司庁発行 下巻-P134
K-2-48-104 博物・医療－暦 明治二十九年季節略表 下巻-P134
K-2-48-105 博物・医療－暦 明治三十年丁酉年吉凶方位表 下巻-P134
K-2-48-106 博物・医療－暦 明治四十五年壬子暦 下巻-P134
K-2-48-107 博物・医療－暦 明治四十五年子年略暦（高山安川升屋重兵衛暦） 下巻-P134
K-2-48-108 博物・医療－暦 永久暦 下巻-P134
K-2-48-109 博物・医療－暦 天文中星暦 下巻-P134
K-2-48-110 博物・医療－暦 時刻法（二十四節気付） 下巻-P134
K-2-48-111 博物・医療－暦 時刻法 下巻-P134
K-2-48-112 博物・医療－暦 暦写真 下巻-P134

K-2-48-113
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文化十四丁丑暦 下巻-P134

K-2-48-114
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政二己卯暦 下巻-P135

K-2-48-115
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政三庚辰暦 下巻-P135

K-2-48-116
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政四辛巳暦 下巻-P135

K-2-48-117
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政五壬午暦 下巻-P135

K-2-48-118
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政六癸未暦 下巻-P135

K-2-48-119
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政七甲申暦 下巻-P135

K-2-48-120
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政八乙酉暦 下巻-P135

K-2-48-121
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政九丙戌暦 下巻-P135
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K-2-48-122
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政十丁亥暦 下巻-P135

K-2-48-123
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政十一戊子暦 下巻-P135

K-2-48-124
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政十三庚寅暦 下巻-P135

K-2-48-125
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

文政十四辛卯暦（天保二年暦） 下巻-P135

K-2-48-126
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保三壬辰暦 下巻-P135

K-2-48-127
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保四癸巳暦 下巻-P135

K-2-48-128
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保五甲午暦 下巻-P135

K-2-48-129
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保六乙未暦 下巻-P135

K-2-48-130
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保七丙申暦 下巻-P135

K-2-48-131
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保八丁酉暦 下巻-P135

K-2-48-132
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保十一庚子暦 下巻-P135

K-2-48-133
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保十二年辛丑暦 下巻-P135

K-2-48-134
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保十三壬寅暦 下巻-P135

K-2-48-135
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保十四癸卯暦 下巻-P135

K-2-48-136
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

天保十六乙巳暦（弘化二年） 下巻-P135

K-2-48-137
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

弘化三丙午暦 下巻-P135

K-2-48-138
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

弘化四丁未暦 下巻-P135

K-2-48-139
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

弘化五戊申暦 下巻-P135

K-2-48-140
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

嘉永二己酉暦 下巻-P135

K-2-48-141
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

嘉永四辛亥暦 下巻-P135

K-2-48-142
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

嘉永五壬子暦 下巻-P135

K-2-48-143
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

嘉永六癸丑暦 下巻-P135

K-2-48-144
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

安政四丁巳暦 下巻-P135

K-2-48-145
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

安政五戊午暦 下巻-P135

K-2-48-146
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

安政六己未暦 下巻-P135

K-2-48-147
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

安政七庚申暦 下巻-P135

K-2-48-148
博物・医療－暦
（八賀屋暦）

萬延三辛酉暦 下巻-P135

K-2-48-149
博物・医療－医
学書

痘科方雋御医権医博士藍街老人輯 下巻-P136

K-2-48-150
博物・医療－医
学書

引痘新法全書小山肆成・ 下巻-P136

K-2-48-151
博物・医療－医
学書

全体新論乾西国医士合信著 下巻-P136

K-2-48-153
博物・医療－医
学書

虞列伊氏解剖訓蒙図乾，坤松村矩明著 下巻-P136

K-2-48-154
博物・医療－医
学書

虞列伊氏解剖図松村矩明著 下巻-P136
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K-2-48-155
博物・医療－医
学書

全体新論譯解巻一巻二 下巻-P136

K-2-48-156
博物・医療－医
学書

全体新論譯解巻三巻四 下巻-P136

K-2-48-157
博物・医療－医
学書

全体新論譯解人尾張石黒厚譯 下巻-P136

K-2-48-158
博物・医療－医
学書

全体新論譯解地尾崎石黒厚譯 下巻-P136

K-2-48-159
博物・医療－医
学書

種痘辯疑坂本薫墅著 下巻-P136

K-2-48-160
博物・医療－医
学書

続種痘辯疑坂本薫墅著 下巻-P136

K-2-48-161
博物・医療－医
学書

諭達伝染病予防法心得書岐阜県 下巻-P136

K-2-48-162
博物・医療－医
学書

講筵筆記1英国法・列講述 下巻-P136

K-2-48-163
博物・医療－医
学書

講筵筆記10英医法・列・口授 下巻-P136

K-2-48-164
博物・医療－医
学書

講筵筆記34英医法・列・口授 下巻-P136

K-2-48-165
博物・医療－医
学書

講筵筆記35英医法・列・口授 下巻-P136

K-2-48-166
博物・医療－医
師・医療・薬種

金森出雲守（頼・）家来附帳に見える医師名〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-167
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山元禄検地帳に見える医師名〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-168
博物・医療－医
師・医療・薬種

医師（売渡申無役薬種名代の事他）〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-169
博物・医療－医
師・医療・薬種

売渡申無役薬種名代の事〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-170
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬草改方役人幕府より来高〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-171
博物・医療－医
師・医療・薬種

時疫流行御薬法書付 下巻-P136

K-2-48-172
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史より薬種関係（薬種取調書）〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-173
博物・医療－医
師・医療・薬種

方府記聞（宇都宮道立著か） 下巻-P136

K-2-48-174
博物・医療－医
師・医療・薬種

金子願質入證文之事（質物、薬たんす） 下巻-P136

K-2-48-175
博物・医療－医
師・医療・薬種

入歯稼来高（願書留より）〈角竹写〉 下巻-P136

K-2-48-176
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山陣屋御出入医師野口養安出精 下巻-P137

K-2-48-177
博物・医療－医
師・医療・薬種

医師稼来高（高山町年寄日記より）〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-178
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（眼科医願） 下巻-P137

K-2-48-179
博物・医療－医
師・医療・薬種

覚（写）（尾州藩医一段席森僊斉経歴） 下巻-P137

K-2-48-180
博物・医療－医
師・医療・薬種

医師買請米例（高山町年寄日記より）〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-181
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬種無役通行手続願 下巻-P137

K-2-48-182
博物・医療－医
師・医療・薬種

覚（薬種無役罷通願） 下巻-P137

K-2-48-183
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬屋株式設定願（大野郡史より）〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-184
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬種屋株持より願出（時の相場を以て売買） 下巻-P137

K-2-48-185
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬種屋以外に於ける薬物売買禁止〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-186
博物・医療－医
師・医療・薬種

差出申証文之事（薬種株持一之町田中喜左衛門、株を 下巻-P137
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K-2-48-187
博物・医療－医
師・医療・薬種

小児病驚之薬 下巻-P137

K-2-48-188
博物・医療－医
師・医療・薬種

乍恐書付を以奉願上候（施薬所設置願） 下巻-P137

K-2-48-189
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬所建設願許可されず〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-190
博物・医療－医
師・医療・薬種

差上申一札之事（「御免施薬養生所」建設願不許可） 下巻-P137

K-2-48-191-1
博物・医療－医
師・医療・薬種

乍恐口上書以御歎奉申上候 下巻-P137

K-2-48-191-2
博物・医療－医
師・医療・薬種

内々口上書を以御願申上候 下巻-P137

K-2-48-192
博物・医療－医
師・医療・薬種

無株内山忠右衛門薬種稼願却下〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-193
博物・医療－医
師・医療・薬種

乍恐以書付奉願上候（円山東巒薬畑内居宅取建願） 下巻-P137

K-2-48-194
博物・医療－医
師・医療・薬種

壱之町医師東巒居宅馬場通薬種園へ移転〈角竹写〉 下巻-P137

K-2-48-195
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山の入歯師〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-196
博物・医療－医
師・医療・薬種

乍恐書上以奉願上候（罪人御仕置、医師立会） 下巻-P138

K-2-48-197
博物・医療－医
師・医療・薬種

町会所儒書医書講談相始め候〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-198
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬料請取書〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-199
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬所出金竝世話人名前〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-200
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬所創設許可、買精米経費に充てる〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-201～207
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“施薬所関係”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-208
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“医学会談、理学会談”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-209
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“丸川元敬御目通医師”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-210
博物・医療－医
師・医療・薬種

差上申宿請届証文之事（医師二人宿請証文） 下巻-P138

K-2-48-211
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“薬種営業願”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-212～216
博物・医療－医
師・医療・薬種

館玄龍から谷屋平兵衛宛書状（百日咳流行他） 下巻-P138

K-2-48-217
博物・医療－医
師・医療・薬種

處方（館玄龍か） 下巻-P138

K-2-48-218
博物・医療－医
師・医療・薬種

御出入医師肝煎買請米増米〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-219～221
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“施薬所”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-222
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬所〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-223～225
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“施薬所”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-226～228
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“御出入医師”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-229
博物・医療－医
師・医療・薬種

格物堂社中門入姓名録 下巻-P138

K-2-48-230～231
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“陣屋御出入医師福井瑞泉”〈角竹写〉 下巻-P138

K-2-48-232
博物・医療－医
師・医療・薬種

謨私篤牛痘記全（永井篤周写） 下巻-P138

K-2-48-233
博物・医療－医
師・医療・薬種

桐亭常用薬品（永井松元写） 下巻-P138

K-2-48-234～236
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“薬草試植”〈角竹写〉 下巻-P139
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K-2-48-237
博物・医療－医
師・医療・薬種

乍憚以書付申上候 下巻-P139

K-2-48-238
博物・医療－医
師・医療・薬種

差出申証文之事（医師丸川元敬養妹住居願証文） 下巻-P139

K-2-48-239
博物・医療－医
師・医療・薬種

差出申証文之事（医師丸川元敬養子住居願証文） 下巻-P139

K-2-48-240
博物・医療－医
師・医療・薬種

疱瘡見舞の例〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-241
博物・医療－医
師・医療・薬種

金森時代―明治初期医者と飛騨の文化 下巻-P139

K-2-48-242
博物・医療－医
師・医療・薬種

医師へ苗字帯刀許可 下巻-P139

K-2-48-243
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山県にて施薬院を開く〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-244
博物・医療－医
師・医療・薬種

覚（因窮人治療方手当）（願書留より）〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-245
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬種渡世之者心得書 下巻-P139

K-2-48-246
博物・医療－医
師・医療・薬種

入歯師歯の治療に従事〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-247
博物・医療－医
師・医療・薬種

種痘局設置文部省 下巻-P139

K-2-48-248
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“薬種取調書”〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-249
博物・医療－医
師・医療・薬種

当分内同居御願申上候願人医木村周民他から戸長宛 下巻-P139

K-2-48-250
博物・医療－医
師・医療・薬種

乍恐以書付奉願上候（学費拝借願） 下巻-P139

K-2-48-251
博物・医療－医
師・医療・薬種

上表写医生奥村春斎から高山御役所宛 下巻-P139

K-2-48-252
博物・医療－医
師・医療・薬種

寄留御届書（郡上郡医師山田玄中若達町へ寄留届） 下巻-P139

K-2-48-253
博物・医療－医
師・医療・薬種

達（医学会談、理学会談会講）高山町庶務課 下巻-P139

K-2-48-254
博物・医療－医
師・医療・薬種

戸長下の医師名（戸長平田一二） 下巻-P139

K-2-48-255
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“病院”〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-256
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“健胃水” 下巻-P139

K-2-48-257
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“入歯細工”（戸籍簿より）〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-258
博物・医療－医
師・医療・薬種

達（種痘医免状他）〈角竹写〉 下巻-P139

K-2-48-259
博物・医療－医
師・医療・薬種

御願書（医業当分休業願） 下巻-P140

K-2-48-260
博物・医療－医
師・医療・薬種

願書（高山病院へ入社開業願） 下巻-P140

K-2-48-261
博物・医療－医
師・医療・薬種

達（高山病院ニ於テ規則改正ニ付）高山支庁 下巻-P140

K-2-48-262
博物・医療－医
師・医療・薬種

達（高山町病院薬価取立の儀ニ付）高山支庁 下巻-P140

K-2-48-263
博物・医療－医
師・医療・薬種

履歴明細書（漢方医中村徳右衛門他） 下巻-P140

K-2-48-264
博物・医療－医
師・医療・薬種

薬舗取締役石川勘蔵申付書岐阜県〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-265
博物・医療－医
師・医療・薬種

医務取締役加納泰元申付書岐阜県〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-266
博物・医療－医
師・医療・薬種

岐阜県医務概則室匡之助 下巻-P140

K-2-48-267
博物・医療－医
師・医療・薬種

願書（洋法内科医術開業引続き開業願） 下巻-P140

K-2-48-268
博物・医療－医
師・医療・薬種

急報（履歴書届漏開業医師名） 下巻-P140
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K-2-48-269
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“高山町売薬営業者名”〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-270
博物・医療－医
師・医療・薬種

布達（各部へ郡医を配置）岐阜県令小崎利準 下巻-P140

K-2-48-271
博物・医療－医
師・医療・薬種

岐阜県衛生課報告（郡医住所姓名） 下巻-P140

K-2-48-272
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市原稿“入歯師税”〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-273～277
博物・医療－医
師・医療・薬種

布達（医師組合準則設置他）高山町戸長役場他 下巻-P140

K-2-48-278
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“患者外用水販売方願”〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-279
博物・医療－医
師・医療・薬種

布達（入歯歯抜口中療治按骨営業取締規則） 下巻-P140

K-2-48-280～281
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿 下巻-P140

K-2-48-282
博物・医療－医
師・医療・薬種

医師養成費精算報告 下巻-P140

K-2-48-283
博物・医療－医
師・医療・薬種

御願書（高山町コレラ病院に御用立） 下巻-P140

K-2-48-284
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山市史原稿“高山徳盛会設立”〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-285
博物・医療－医
師・医療・薬種

大野郡病院写真、開院式次他大野郡長沢田乙三 下巻-P140

K-2-48-286
博物・医療－医
師・医療・薬種

岐阜県獣医会飛騨支会会則 下巻-P140

K-2-48-287
博物・医療－医
師・医療・薬種

黄蓮種子頒与〔高山新報〕 下巻-P140

K-2-48-288
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山町医規程案議決（町会議事録より）〈角竹写〉 下巻-P140

K-2-48-289
博物・医療－医
師・医療・薬種

迎戦捷之新年（医師年頭あいさつ） 下巻-P141

K-2-48-290
博物・医療－医
師・医療・薬種

永井環医伯と其の祖200年祭式典〔新聞〕 下巻-P141

K-2-48-291
博物・医療－医
師・医療・薬種

大野郡病院移管経営に関する謝意 下巻-P141

K-2-48-292
博物・医療－医
師・医療・薬種

久美愛病院の現況〔飛騨新聞〕 下巻-P141

K-2-48-293
博物・医療－医
師・医療・薬種

飛騨に多い股関節脱臼〔高山市民時報〕 下巻-P141

K-2-48-294
博物・医療－医
師・医療・薬種

達（高山三町ニ於て明治七年一月二日開院ニ付注意書） 下巻-P141

K-2-48-295
博物・医療－医
師・医療・薬種

達（悪性伝染病予防法）太政官 下巻-P141

K-2-48-296
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（異国より渡来の流行病の件） 下巻-P141

K-2-48-297
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（異国より流行候コロリニニタル病気ニ手当ノ薬）伝蔵から日下部擇処
宛

下巻-P141

K-2-48-298
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（コロリ病養生薬の件） 下巻-P141

K-2-48-299
博物・医療－医
師・医療・薬種

眠蒸湯効能書飛州小坂町村宮脇製 下巻-P141

K-2-48-300
博物・医療－医
師・医療・薬種

飛騨国釜崎懸壺堂製萬金丹効能書 下巻-P141

K-2-48-301
博物・医療－医
師・医療・薬種

らん志んのめうやく 下巻-P141

K-2-48-302
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬料出金并世話人名前書上帳 下巻-P141

K-2-48-303
博物・医療－医
師・医療・薬種

金森家扶持人中の医師名〈角竹写〉 下巻-P141

K-2-48-304
博物・医療－医
師・医療・薬種

阿保春林〔新聞〕 下巻-P141

K-2-48-305
博物・医療－医
師・医療・薬種

切支丹末類医師青木玄養病死〈角竹写〉 下巻-P141



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-48-306
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山医師名〈角竹写〉 下巻-P141

K-2-48-307
博物・医療－医
師・医療・薬種

田口歯科医院移転あいさつ 下巻-P141

K-2-48-308
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（熊ノ膽値段）田近方次郎から谷屋平兵衛宛 下巻-P141

K-2-48-309
博物・医療－医
師・医療・薬種

口陳丹楓から菜萸園宛 下巻-P141

K-2-48-310
博物・医療－医
師・医療・薬種

金剛丹値段一之町松秀軒土川屋儀兵衛 下巻-P141

K-2-48-311
博物・医療－医
師・医療・薬種

精斉拙刻菜萸園 下巻-P141

K-2-48-312
博物・医療－医
師・医療・薬種

郷土の薬草研究益田農林学校桂川多知子 下巻-P141

K-2-48-313
博物・医療－医
師・医療・薬種

金清丸効能書高山文猗堂製 下巻-P141

K-2-48-314
博物・医療－医
師・医療・薬種

眠蒸湯広告名古屋・樹園（森僊斉） 下巻-P141

K-2-48-315
博物・医療－医
師・医療・薬種

麻疹のくすり安藤石見守宛 下巻-P141

K-2-48-316
博物・医療－医
師・医療・薬種

高山齢璽房くすり広告本家調合所高山齢璽房勝栄 下巻-P142

K-2-48-317
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（薬草半夏の服用）宮脇から大四郎他宛 下巻-P142

K-2-48-318
博物・医療－医
師・医療・薬種

はこべの使用法〈角竹記録〉 下巻-P142

K-2-48-319
博物・医療－医
師・医療・薬種

恭田済世拓本（東山雲龍寺墓地） 下巻-P142

K-2-48-320
博物・医療－医
師・医療・薬種

痘瘡洗薬法種玉堂 下巻-P142

K-2-48-321
博物・医療－医
師・医療・薬種

暴・病治療法 下巻-P142

K-2-48-322
博物・医療－医
師・医療・薬種

眠病瘡毒有馬温泉入湯のすすめ 下巻-P142

K-2-48-323
博物・医療－医
師・医療・薬種

弥吉眠病に付手近にて療養のこと三段席森僊斉 下巻-P142

K-2-48-324
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（忰僊昌一人立、療治為仕度願） 下巻-P142

K-2-48-325
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（忰僊昌医業開業の件）一段席森僊斉 下巻-P142

K-2-48-326
博物・医療－医
師・医療・薬種

森僊斉医業一段席申付 下巻-P142

K-2-48-327
博物・医療－医
師・医療・薬種

書状（医業三段席）山口玄端 下巻-P142

K-2-48-328
博物・医療－医
師・医療・薬種

金千疋（受取書）丸川元敬から森七左衛門宛 下巻-P142

K-2-48-329
博物・医療－医
師・医療・薬種

医師画工諸職人位階行政官〈角竹写〉 下巻-P142

K-2-48-330
博物・医療－医
師・医療・薬種

金森家中及御扶持方帳にみえる医師名〈角竹写〉 下巻-P142

K-2-48-331
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬料請取書和田屋忠右衛門他2人から加納様御取次杉崎甚右衛門宛 下巻-P142

K-2-48-332
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬料請取書和田屋忠右衛門他2人から谷屋平兵衛宛 下巻-P142

K-2-48-333
博物・医療－医
師・医療・薬種

施薬料請取書中神順道他2人から広瀬村利右衛門宛 下巻-P142

K-2-48-334
博物・医療－医
師・医療・薬種

医書写本秘書名 下巻-P142

K-2-48-335
博物・医療－医
師・医療・薬種

動物の伝染病注意書 下巻-P142

K-2-48-336
博物・医療－医
師・医療・薬種

乳幼児の死亡状態に就て（一）家事科 下巻-P142

K-2-48-337
博物・医療－医
師・医療・薬種

うつぎのみ流行 下巻-P142
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庫目録」掲載頁

K-2-48-338
博物・医療－医
師・医療・薬種

久美愛病院来院案内 下巻-P142

K-2-48-339
博物・医療－医
師・医療・薬種

病院通自動車通路許可願久美愛病院 下巻-P142

K-2-48-340～343
博物・医療－養
生・衛生

養生訓巻一二，巻三四，巻五六，巻七貝原益軒著 下巻-P142

K-2-48-344～351
博物・医療－養
生・衛生

高山市史原稿“疫病流行”他〈角竹写〉 下巻-P142

K-2-48-352
博物・医療－養
生・衛生

調・禁忌辨略船木幸包著 下巻-P142

K-2-48-353
博物・医療－養
生・衛生

薬湯（風呂株明地借証文）〈角竹写〉 下巻-P142

K-2-48-354
博物・医療－養
生・衛生

養生辨上水野義尚著 下巻-P142

K-2-48-355
博物・医療－養
生・衛生

乍恐以書付奉願上候（木村秀民養生所） 下巻-P143

K-2-48-356
博物・医療－養
生・衛生

書状（植疱瘡の効果）平兵衛から安兵衛宛 下巻-P143

K-2-48-357
博物・医療－養
生・衛生

書状（小野郡代の手代進野の子供植疱瘡） 下巻-P143

K-2-48-358～359
博物・医療－養
生・衛生

養生法上，下侍医法眼松本良順 下巻-P143

K-2-48-360
博物・医療－養
生・衛生

健全学杉田拡玄端譯 下巻-P143

K-2-48-361
博物・医療－養
生・衛生

種痘の効果高山県庁 下巻-P143

K-2-48-362
博物・医療－養
生・衛生

長生法陸軍軍医松本順誌一等軍医石黒忠悳述 下巻-P143

K-2-48-363
博物・医療－養
生・衛生

達（鶏の伝染病について）高山出張所 下巻-P143

K-2-48-364
博物・医療－養
生・衛生

達（家鶏家鴨蒼蝿流行病について）高山出張所 下巻-P143

K-2-48-365
博物・医療－養
生・衛生

種痘規則文部省 下巻-P143

K-2-48-366
博物・医療－養
生・衛生

達（天然痘流行他）高山出張所 下巻-P143

K-2-48-367～373
博物・医療－養
生・衛生

高山市史原稿“コレラ病にて死者”他〈角竹写〉 下巻-P143

K-2-48-374～376
博物・医療－養
生・衛生

達（天然痘流行他）高山町扱所他 下巻-P143

K-2-48-377
博物・医療－養
生・衛生

天然痘予防規則・種痘医規則内務卿大久保利通 下巻-P143

K-2-48-378
博物・医療－養
生・衛生

種痘医師名区長から高山町正副戸長宛 下巻-P143

K-2-48-379
博物・医療－養
生・衛生

告諭（浴湯の温度） 下巻-P143

K-2-48-380
博物・医療－養
生・衛生

達（小児咳病予防法） 下巻-P143

K-2-48-381
博物・医療－養
生・衛生

演達書（溝掃除の事他）区長から正副戸長宛 下巻-P143

K-2-48-382
博物・医療－養
生・衛生

内務省衛生局報告第8号（ジフテリア予防心得） 下巻-P143

K-2-48-383
博物・医療－養
生・衛生

布達（地方衛生会規則）岐阜県令小崎利準 下巻-P143

K-2-48-384
博物・医療－養
生・衛生

布達（各町村衛生委員設置）岐阜県令小崎利準 下巻-P143

K-2-48-385
博物・医療－養
生・衛生

植疱瘡修了者〈角竹写〉 下巻-P143

K-2-48-386
博物・医療－養
生・衛生

衛生委員公撰〈角竹写〉 下巻-P143

K-2-48-387
博物・医療－養
生・衛生

道路掃除申合規則相定 下巻-P143

K-2-48-388
博物・医療－養
生・衛生

疱瘡史料（種痘済証種痘料領収證） 下巻-P143
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K-2-48-389
博物・医療－養
生・衛生

市街掃除申合規則 下巻-P143

K-2-48-390
博物・医療－養
生・衛生

觸示（塵芥溝へ流候事相成不申）高山町戸長役場 下巻-P143

K-2-48-391
博物・医療－養
生・衛生

飛騨国連合衛生集談会成議案飛騨国連合衛生集談会 下巻-P143

K-2-48-392
博物・医療－養
生・衛生

郡第七号（神奈川、千葉に於て天然痘流行） 下巻-P143

K-2-48-393
博物・医療－養
生・衛生

虎列剌病予防示談出頭願高山町戸長役場 下巻-P143

K-2-48-394
博物・医療－養
生・衛生

諭告（気候変換の折柄虎列剌病予防摂生注意） 下巻-P144

K-2-48-395～396
博物・医療－養
生・衛生

岐阜県告諭第一号，二号（伝染病予防心得書） 下巻-P144

K-2-48-397～405
博物・医療－養
生・衛生

高山市史原稿“伝染病院”他〈角竹写〉 下巻-P144

K-2-48-406
博物・医療－養
生・衛生

諭示（虎列剌病流行に付清潔法設置）高山町役場 下巻-P144

K-2-48-407
博物・医療－養
生・衛生

岐阜県訓令甲第28号（市町村衛生組合標準） 下巻-P144

K-2-48-408
博物・医療－養
生・衛生

伝染病予防上常に注意を要する方法調査の報告 下巻-P144

K-2-48-409～410
博物・医療－養
生・衛生

ははのつ登免親の巻，子の巻三島通良著 下巻-P144

K-2-48-411
博物・医療－養
生・衛生

ラジウム温泉によりリュウマチ全快〔ハガキ〕 下巻-P144

K-2-48-412
博物・医療－養
生・衛生

石浦一の谷鉱泉の広告石浦若美屋 下巻-P144

K-2-48-413～419
博物・医療－養
生・衛生

高山市史原稿“下水改良工事、簡易水道工事”他 下巻-P144

K-2-48-420
博物・医療－養
生・衛生

婦人の衛生附育児法中井哲太郎著 下巻-P144

K-2-48-421
博物・医療－養
生・衛生

下水改良地域他〈角竹記録〉 下巻-P144

K-2-48-422
博物・医療－養
生・衛生

高山署管内結核死亡者調べ〔飛騨新聞〕 下巻-P144

K-2-48-423
博物・医療－養
生・衛生

衛生関係統計（伝染病、種痘、清潔法他） 下巻-P144

K-2-48-424
博物・医療－養
生・衛生

衛生関係統計（トラホーム豫防、花柳病豫防他） 下巻-P144

K-2-48-425
博物・医療－養
生・衛生

高山市の結核問題〔高山市民時報〕 下巻-P144

K-2-48-426
博物・医療－養
生・衛生

食中毒の予防について岐阜県衛生部 下巻-P144

K-2-48-427
博物・医療－養
生・衛生

高山市保健衛生概要保健課 下巻-P144

K-2-48-428
博物・医療－養
生・衛生

高山衛生社挨拶状代表者柿本伝助、長瀬栄三 下巻-P144

K-2-48-429
博物・医療－養
生・衛生

高山町衛生組合規約 下巻-P144

K-2-48-430
博物・医療－養
生・衛生

写真（上野鹿泉記鹿の湯平湯温泉） 下巻-P144

K-2-48-431
博物・医療－養
生・衛生

コレラ病養生法 下巻-P144

K-2-48-432
博物・医療－養
生・衛生

城山公園に夏期保養所〔新聞切抜〕 下巻-P144

K-2-48-433～435
博物・医療－養
生・衛生

鍛冶橋詰に養生所取建一件（木村医師願出） 下巻-P144

K-2-48-436
博物・医療－養
生・衛生

写真（高山養老院） 下巻-P144

K-2-48-437
博物・医療－養
生・衛生

養生所取立一件〈角竹写〉 下巻-P144

K-2-48-438
博物・医療－養
生・衛生

書状（痢病薬調合法）森宗賢から森宗弘宛 下巻-P144



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-48-439
博物・医療－養
生・衛生

高山町種痘名簿 下巻-P144

K-2-49-1
考古－総記・神
代遺跡

日霊国 下巻-P145

K-2-49-2
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第14巻第三号 下巻-P145

K-2-49-3-1
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第15巻第三号 下巻-P145

K-2-49-3-2
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第15巻第四号 下巻-P145

K-2-49-3-3
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第15巻第五号 下巻-P145

K-2-49-4
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第16巻第七号 下巻-P145

K-2-49-5
考古－総記・神
代遺跡

考古学講座　第17巻 下巻-P145

K-2-49-6
考古－総記・神
代遺跡

有史前の遺物と其整理法 下巻-P145

K-2-49-7-1
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第22巻第二号 下巻-P145

K-2-49-7-2
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第22巻第三号 下巻-P146

K-2-49-7-3
考古－総記・神
代遺跡

考古学雑誌　第22巻第九号 下巻-P146

K-2-49-8
考古－総記・神
代遺跡

会報　第一号 下巻-P146

K-2-49-9
考古－総記・神
代遺跡

会報　第二年第一号 下巻-P146

K-2-49-10
考古－総記・神
代遺跡

朝戸善友法師蒐集古代石器及古泉類陳列場案内ハガキ 下巻-P146

K-2-49-11
考古－総記・神
代遺跡

位山中腹に祭壇設備の巨石、角竹喜登一行調査隊発見 下巻-P146

K-2-49-12
考古－総記・神
代遺跡

霊山位山頂上に巨石遺跡の新発見、位山参拝団加藤専一氏の発見　〔高
山日日新聞〕

下巻-P146

K-2-49-13
考古－総記・神
代遺跡

位山見たまゝの記角竹如山〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P146

K-2-49-14-1
考古－総記・神
代遺跡

位山中腹堅穴調査報告・写真 下巻-P146

K-2-49-14-2
考古－総記・神
代遺跡

位山堅穴拓本 下巻-P146

K-2-49-15
考古－総記・神
代遺跡

宮村弥陀洞調査（宮村弥陀洞の巨石実測図） 下巻-P146

K-2-49-16
考古－総記・神
代遺跡

歴史公論第六巻第一号（特輯原始文化の研究） 下巻-P146

K-2-49-17
考古－総記・神
代遺跡

石浦区長洞の弁慶岩（弁慶岩の説明図）角竹喜登 下巻-P146

K-2-49-18
考古－総記・神
代遺跡

飛騨神代遺跡研究会提唱の辞　　二口孫一編輯発行 下巻-P147

K-2-49-19
考古－総記・神
代遺跡

御前山の話　〔原稿〕 下巻-P147

K-2-49-20
考古－総記・神
代遺跡

益田郡馬瀬村大字西村大倉の岩山に就て　〔書簡〕 下巻-P147

K-2-49-21
考古－総記・神
代遺跡

飛騨の古代祭祀遺跡を調査して　〔講話概要〕 下巻-P147

K-2-49-22
考古－総記・神
代遺跡

縄文土器の出品による感謝状 下巻-P147

K-2-49-23
考古－総記・神
代遺跡

Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｙ　創刊号　　全国高中学校考古学連盟編 下巻-P147

K-2-49-24
考古－総記・神
代遺跡

埋蔵文化財の発掘に就て注意　　岐阜県教育長 下巻-P147

K-2-49-25
考古－総記・神
代遺跡

高原巨石文化趾　〔書簡〕 下巻-P147

K-2-49-26
考古－総記・神
代遺跡

岐阜県に於ける史前考古学手引　第二版 下巻-P147
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-49-27
考古－総記・神
代遺跡

巨石文化研究　（飛騨の巨石記念物、高野五社遺跡） 下巻-P147

K-2-49-28
考古－総記・神
代遺跡

位山巨石写真 下巻-P147

K-2-49-29
考古－総記・神
代遺跡

位山碑写真・拓本 下巻-P147

K-2-49-30
考古－総記・神
代遺跡

位山頂上円柱状巨石拓本 下巻-P147

K-2-49-31
考古－総記・神
代遺跡

位山の研究　（ハガキ、図、諸研究他）　　角竹喜登 下巻-P147

K-2-49-32
考古－総記・神
代遺跡

位山の地籍・古墳　　角竹喜登 下巻-P147

K-2-49-33
考古－総記・神
代遺跡

位山の巨石文化調査　　角竹喜登 下巻-P147

K-2-49-34
考古－総記・神
代遺跡

飛騨史談会第二回例会記事・青竟堂雑記　　犬塚行蔵 下巻-P147

K-2-49-35
考古－総記・神
代遺跡

飛騨考古雑記　　犬塚行蔵 下巻-P147

K-2-49-36
考古－総記・神
代遺跡

第四世紀に遡る飛騨の古墳　　犬塚行蔵 下巻-P147

K-2-49-37
考古－総記・神
代遺跡

馬に関する考古学的考察　　犬塚行蔵 下巻-P147

K-2-49-38
考古－総記・神
代遺跡

上代の鍬と鎌并に飛騨に残れる2、3の遺物　犬塚行蔵 下巻-P147

K-2-49-39
考古－総記・神
代遺跡

犬塚考古学文庫蔵書目録　（角竹編、犬塚みつ他） 下巻-P147

K-2-49-40
考古－総記・神
代遺跡

犬塚考古学文庫蔵書目録　〔原稿〕 下巻-P147

K-2-49-41
考古－総記・神
代遺跡

縄文式文化時代　（飛騨に於ける縄文式文化時代） 下巻-P147

K-2-49-42
考古－総記・神
代遺跡

日本の国ができるまで“縄文式土器”　〈角竹写〉 下巻-P147

K-2-49-43
考古－総記・神
代遺跡

中部考古学会創立大会 下巻-P147

K-2-49-44
考古－総記・神
代遺跡

宮村洞山調査　　角竹喜登 下巻-P147

K-2-49-45
考古－総記・神
代遺跡

飛騨国発掘の石器佩玉両時代の遺物に就て　（1～7，9，10）朝戸友正
〔新聞〕

下巻-P148

K-2-49-46
考古－総記・神
代遺跡

神通寺考古調　　角竹喜登 下巻-P148

K-2-49-47
考古－総記・神
代遺跡

小森家に貴重の資料　　小森元二郎　〔新聞〕 下巻-P148

K-2-49-48
考古－総記・神
代遺跡

出土品御贈の件　〔ハガキ〕 下巻-P148

K-2-49-49
考古－総記・神
代遺跡

飛騨地方に於ける林魁一報告記事目録 下巻-P148

K-2-49-50
考古－総記・神
代遺跡

考古学研究の手引　（考古学雑誌索引） 下巻-P148

K-2-49-51
考古－総記・神
代遺跡

青竟堂蔵古雑記　（硬玉製勾玉、四頭石斧について他） 下巻-P148

K-2-49-52
考古－総記・神
代遺跡

飛騨の考古学研究者調 下巻-P148

K-2-49-53
考古－総記・神
代遺跡

大場氏日本考古学索引（ア～ク）　〈角竹写〉 下巻-P148

K-2-49-54
考古－総記・神
代遺跡

人類学、先史学講座目録　　角竹喜登 下巻-P148

K-2-49-55
考古－総記・神
代遺跡

飛騨に於ける石器時代　〔新聞〕 下巻-P148

K-2-49-56
考古－総記・神
代遺跡

益田郡萩原町大字桜洞縣神社石器時代遺物展を観る 下巻-P148

K-2-49-57
考古－総記・神
代遺跡

飛騨考古研究資料 下巻-P148

K-2-49-58
考古－総記・神
代遺跡

日本考古学に於ける飛騨の位置　〔新聞〕 下巻-P148
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K-2-49-59
考古－総記・神
代遺跡

廻り洞で巨石を発見　〔新聞〕 下巻-P148

K-2-49-60
考古－総記・神
代遺跡

久々野村渚の陰陽石に就て　〔書簡〕 下巻-P148

K-2-49-61
考古－総記・神
代遺跡

御前山の考古学的研究　　角竹喜登 下巻-P148

K-2-49-62
考古－総記・神
代遺跡

遠山正雄氏の「いはくら」研究の一部抜書　〈角竹写〉 下巻-P148

K-2-49-63
考古－総記・神
代遺跡

調査書　（石神　位置、地勢、構造他） 下巻-P148

K-2-49-64
考古－総記・神
代遺跡

石造遺跡雑記　　角竹喜登 下巻-P148

K-2-49-65
考古－総記・神
代遺跡

原始神社に関する考古学的一考察　　大場磐雄 下巻-P148

K-2-49-66
考古－総記・神
代遺跡

大和民族の信仰思想　　角竹喜登 下巻-P148

K-2-49-67
考古－総記・神
代遺跡

亀甲裂石現象の謎　〔新聞〕 下巻-P149

K-2-49-68
考古－総記・神
代遺跡

舟山登山写真　（小林幹他） 下巻-P149

K-2-49-69
考古－総記・神
代遺跡

堅穴写真 下巻-P149

K-2-49-70
考古－総記・神
代遺跡

環状列石・ドルメン・積石塚等調査説明図　　角竹喜登 下巻-P149

K-2-49-71
考古－総記・神
代遺跡

萩原御前山の神社関係資料　〔新聞・写真〕 下巻-P149

K-2-49-72
考古－総記・神
代遺跡

巨石写真 下巻-P149

K-2-49-73
考古－総記・神
代遺跡

上野の人面石保存方法成る　〔新聞・写真〕 下巻-P149

K-2-49-74
考古－総記・神
代遺跡

上代の鍬、鎌写真 下巻-P149

K-2-49-75
考古－総記・神
代遺跡

古代風俗画　（天の岩戸開、舞、男女服装） 下巻-P149

K-2-49-76
考古－総記・神
代遺跡

古墳関係説明用資料　〈角竹作製〉 下巻-P149

K-2-49-77
考古－総記・神
代遺跡

石器関係説明用資料　〈角竹作製〉 下巻-P149

K-2-49-212
考古－総記・神
代遺跡

雲漢揮彩写　（津野滄洲蒐集の石品目録）　〈角竹写〉 下巻-P149

K-2-49-213
考古－総記・神
代遺跡

木内石亭雲根志　（飛騨関係事項）　〈角竹記録〉 下巻-P149

K-2-49-214
考古－総記・神
代遺跡

高山市神通寺蔵考古学資料点数　〈角竹記録〉 下巻-P149

K-2-49-215
考古－総記・神
代遺跡

金蘭遺香　（朝戸鶯涙書）　〈角竹記録〉 下巻-P149

K-2-49-216
考古－総記・神
代遺跡

考古学関係メモ　〈角竹記録〉 下巻-P149

K-2-49-78
考古－遺跡・出
土品

先史時代遺跡　（遺跡、貝塚、堅穴問題他） 下巻-P149

K-2-49-79
考古－遺跡・出
土品

飛騨大野郡三福寺の古墳　　名勝古蹟保存同志会 下巻-P149

K-2-49-80
考古－遺跡・出
土品

宮村に於ける先住民族の研究　（遺物に対する推考） 下巻-P149

K-2-49-81
考古－遺跡・出
土品

白川村ノ石器ニ於イテ　　平瀬小学校 下巻-P149

K-2-49-82
考古－遺跡・出
土品

清見村牧ケ洞発見の女子土偶　（研究説明及び図） 下巻-P149

K-2-49-83
考古－遺跡・出
土品

飛騨国石器時代の遺物　　前田新生 下巻-P149

K-2-49-84
考古－遺跡・出
土品

先史時代の南満州　（人類学、先史学講座） 下巻-P149

K-2-49-85
考古－遺跡・出
土品

北海道空知郡富良野町石器地帯図 下巻-P149
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K-2-49-86
考古－遺跡・出
土品

日本人が石器時代から雪めがね　〔毎日小学生新聞〕 下巻-P149

K-2-49-87
考古－遺跡・出
土品

大野郡荘川村中畑出土品拓本　（拓本、説明図他） 下巻-P149

K-2-49-88
考古－遺跡・出
土品

住居跡関係新聞 下巻-P150

K-2-49-89
考古－遺跡・出
土品

御番屋敷遺址の研究 下巻-P150

K-2-49-90
考古－遺跡・出
土品

大野郡荘川神社の出土品について 下巻-P150

K-2-49-91
考古－遺跡・出
土品

白川村に古代の石冠　〔岐阜タイムス〕 下巻-P150

K-2-49-92
考古－遺跡・出
土品

小坂町落合福応寺に保管されている六千年前の土器 下巻-P150

K-2-49-93
考古－遺跡・出
土品

中切分教場敷地より発掘の土器に関する件　（発掘報告） 下巻-P150

K-2-49-94
考古－遺跡・出
土品

先史時代の遺跡、遺物に関する研究 下巻-P150

K-2-49-95
考古－遺跡・出
土品

先史時代の西部日本（上） 下巻-P150

K-2-49-96
考古－遺跡・出
土品

大八賀村瀧区の考古学的考察 下巻-P150

K-2-49-97
考古－遺跡・出
土品

高山市上岡本西ノ山の弥生式遺蹟 下巻-P150

K-2-49-98
考古－遺跡・出
土品

荘白川地方の遺跡について 下巻-P150

K-2-49-99
考古－遺跡・出
土品

吉城郡数河出土石枕説明絵図　　角竹喜登 下巻-P150

K-2-49-100
考古－遺跡・出
土品

石棒物語　（江名子泉水出土石棒について） 下巻-P150

K-2-49-101
考古－遺跡・出
土品

星状撃頭不器と冠石の実測図 下巻-P150

K-2-49-102
考古－遺跡・出
土品

宮村猪山石器写し図 下巻-P150

K-2-49-103
考古－遺跡・出
土品

萩原町奥田洞出土石器報告図　（明治43年出土） 下巻-P150

K-2-49-104
考古－遺跡・出
土品

近畿地方の縄文土器　（考古学論叢第二輯別冊） 下巻-P150

K-2-49-105
考古－遺跡・出
土品

押型紋に於ける磨消手法について 下巻-P151

K-2-49-106
考古－遺跡・出
土品

郡上郡内発見石器土器等の調（石器、土器の図、寸法） 下巻-P151

K-2-49-107
考古－遺跡・出
土品

大野郡白川村木谷出土装飾ある石器写真 下巻-P151

K-2-49-108
考古－遺跡・出
土品

石器写真〔雑誌〕 下巻-P151

K-2-49-109
考古－遺跡・出
土品

石器写真 下巻-P151

K-2-49-110
考古－遺跡・出
土品

北海道富良野町石器写真 下巻-P151

K-2-49-111
考古－遺跡・出
土品

遺跡写真（江名子、新宮等の遺跡写真） 下巻-P151

K-2-49-112
考古－遺跡・出
土品

国府村広瀬町渡瀬神社境内火爐形の物の見取図 下巻-P151

K-2-49-113
考古－遺跡・出
土品

石狩江別町の堅穴住居趾説明角竹喜登 下巻-P151

K-2-49-114
考古－遺跡・出
土品

土器出土品説明及び図 下巻-P151

K-2-49-115
考古－遺跡・出
土品

土器写真 下巻-P151

K-2-49-116
考古－遺跡・出
土品

古川小学校展出品土偶写真 下巻-P151

K-2-49-117
考古－遺跡・出
土品

大八賀村滝区、岩井区石器地帯調査角竹喜登 下巻-P151



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-49-118
考古－遺跡・出
土品

石剱拓本益田郡朝日村甲 下巻-P151

K-2-49-119
考古－遺跡・出
土品

ひじ山押型紋土器の破片（弥生式土器、図と拓本） 下巻-P151

K-2-49-120
考古－遺跡・出
土品

高山近辺の石器・土器・出土品拓本 下巻-P151

K-2-49-121
考古－遺跡・出
土品

大野郡の石器・土器・出土品拓本 下巻-P151

K-2-49-122
考古－遺跡・出
土品

大野郡丹生川村の石器・土器・出土品拓本 下巻-P151

K-2-49-123
考古－遺跡・出
土品

益田郡の石器・土器・出土品拓本 下巻-P151

K-2-49-124
考古－遺跡・出
土品

吉城郡の石器・土器・出土品拓本 下巻-P151

K-2-49-125
考古－遺跡・出
土品

土器出土品拓本　（土器紋様） 下巻-P151

K-2-49-126
考古－遺跡・出
土品

江名子出土大石棒拓本　（下呂森八幡神社蔵） 下巻-P151

K-2-49-127
考古－遺跡・出
土品

石器出土品拓本　（大石斧、石鏡、他） 下巻-P151

K-2-49-128
考古－遺跡・出
土品

神通寺蔵石器拓本　（石枕、石棒他） 下巻-P151

K-2-49-129
考古－遺跡・出
土品

朝日村万石小学校裏出土女子土偶拓本 下巻-P151

K-2-49-130
考古－遺跡・出
土品

丹生川村町方学校屋敷出土女子土偶拓本 下巻-P151

K-2-49-131
考古－遺跡・出
土品

石庖丁の使い方　〔新聞切抜〕 下巻-P151

K-2-49-132
考古－遺跡・出
土品

石冠絵図　（側面図、底面図、上面図他） 下巻-P151

K-2-49-133
考古－遺跡・出
土品

弥生式土器に稲の籾跡　（説明用資料）　〈角竹作製〉 下巻-P152

K-2-49-134
考古－遺跡・出
土品

各種石器土器絵　（掛図）　　東京造画館発行 下巻-P152

K-2-49-135
考古－遺跡・出
土品

女子土偶の図 下巻-P152

K-2-49-136
考古－遺跡・出
土品

竪穴平面図　（先史時代）　　角竹喜登 下巻-P152

K-2-49-137
考古－遺跡・出
土品

竪穴生活想像図 下巻-P152

K-2-49-138
考古－遺跡・出
土品

原始時代風俗絵 下巻-P152

K-2-49-139
考古－遺跡・出
土品

鍵山一郎蔵土偶胴部拓本 下巻-P152

K-2-49-217
考古－遺跡・出
土品

飛騨國に於ける石器の特殊性の問題 下巻-P152

K-2-49-218
考古－遺跡・出
土品

土塔について　〈角竹記録〉 下巻-P152

K-2-49-219
考古－遺跡・出
土品

江名子ヨリ出土石器時代遺物写　　中田良三 下巻-P152

K-2-49-140
考古－古墳・古
寺院

考古関係絵図　（銅鐸、植輪他） 下巻-P152

K-2-49-141
考古－古墳・古
寺院

飛騨に於ける古瓦研究の歴史　　角竹喜登 下巻-P152

K-2-49-142
考古－古墳・古
寺院

考古関係写真（犬塚行蔵氏蔵銅製環鈴、上枝村赤保木古墳出土環頭刀
他）

下巻-P152

K-2-49-143
考古－古墳・古
寺院

古川町（元小鷹利村）高野古墳　（説明及写真） 下巻-P152

K-2-49-144
考古－古墳・古
寺院

越中古墳分布図、城址分布図　　富山県発行 下巻-P152

K-2-49-145
考古－古墳・古
寺院

安房山清峰寺阯　（地下式横穴古墳石室構成図、見取図） 下巻-P152

K-2-49-146
考古－古墳・古
寺院

我が校下に於ける古墳時代　　上広瀬小学校発行 下巻-P152



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-49-147
考古－古墳・古
寺院

史蹟廣瀬古墳吉城郡上広瀬尋常小学校発行 下巻-P152

K-2-49-148
考古－古墳・古
寺院

萩原町大字上呂銅鐸出土地に関して　〔書簡〕 下巻-P152

K-2-49-149
考古－古墳・古
寺院

水無神社社地出土古瓦の図　　角竹喜登 下巻-P152

K-2-49-150
考古－古墳・古
寺院

水無神社出土瓦に関し大場磐雄氏の御報 下巻-P152

K-2-49-151
考古－古墳・古
寺院

平瀬市兵衛氏蔵銅鐸重要美術品指定　（説明及写真） 下巻-P152

K-2-49-152
考古－古墳・古
寺院

青銅鏡依頼文書　〔書簡〕 下巻-P152

K-2-49-153
考古－古墳・古
寺院

考古関係新聞切抜　（県下の「ナンバーワン」めぐり、 下巻-P152

K-2-49-154
考古－古墳・古
寺院

赤保木古墳調査書　　赤保木史跡保存会 下巻-P152

K-2-49-155
考古－古墳・古
寺院

考古関係新聞切抜（大八賀村にて藤原時代の人骨と支 下巻-P153

K-2-49-156
考古－古墳・古
寺院

十能寺跡は此処　〔新聞〕 下巻-P153

K-2-49-157
考古－古墳・古
寺院

安房山の古墳調査　〔北飛タイムス〕 下巻-P153

K-2-49-158
考古－古墳・古
寺院

赤保木古窯跡発見届　（古窯跡発見届、調査願） 下巻-P153

K-2-49-159
考古－古墳・古
寺院

赤保木町のりこし古窯趾　〔高山市民時報〕 下巻-P153

K-2-49-160
考古－古墳・古
寺院

高山市下切町円墳状盛り土調査概報 下巻-P153

K-2-49-161
考古－古墳・古
寺院

飛騨石場石廃寺の戯画瓦と「飛騨国伽藍」について 下巻-P153

K-2-49-162
考古－古墳・古
寺院

三墓山古墳調査の件　〔書簡〕 下巻-P153

K-2-49-163
考古－古墳・古
寺院

吉城郡袖川村古墳らしきものの発見　〔ハガキ〕 下巻-P153

K-2-49-164
考古－古墳・古
寺院

鏡の研究　　高橋健自 下巻-P153

K-2-49-165
考古－古墳・古
寺院

墳墓の研究一　（文化発展の順序）　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-166
考古－古墳・古
寺院

墳墓の研究二　（中世以降）　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-167
考古－古墳・古
寺院

教育上より観た飛騨の古墳　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-168
考古－古墳・古
寺院

古墳時代考古関係名称説明　〈角竹写〉 下巻-P153

K-2-49-169
考古－古墳・古
寺院

「飛騨の古墳」研究の一部　（古墳分布等）　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-170
考古－古墳・古
寺院

大野郡大八賀村三福寺の古墳　　犬塚行蔵　〔新聞〕 下巻-P153

K-2-49-171
考古－古墳・古
寺院

大野郡大八賀村大字三福寺発見横穴記事　　犬塚行蔵 下巻-P153

K-2-49-172
考古－古墳・古
寺院

三福寺小丸山古墳の石室崩しの事　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-173
考古－古墳・古
寺院

上廣瀬光寿庵に就て　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-174
考古－古墳・古
寺院

古代寺院趾関係目録　　角竹喜登 下巻-P153

K-2-49-175
考古－古墳・古
寺院

塔の中心礎石　（国分寺塔の中心礎石について） 下巻-P153

K-2-49-176
考古－古墳・古
寺院

藤原京時代の芸術　　神宮皇学館教授佐藤虎雄 下巻-P153

K-2-49-177
考古－古墳・古
寺院

国府村大字廣瀬町桜野附近ノ古墳　（古墳説明図） 下巻-P153

K-2-49-178
考古－古墳・古
寺院

斐太中学校裏山横穴古墳　（古墳見取図、副葬品写真他） 下巻-P153



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-49-179
考古－古墳・古
寺院

古墳の石室比較　（石槨を有する飛騨の古墳） 下巻-P154

K-2-49-180
考古－古墳・古
寺院

国府村木曽垣内阿多由太神社附近古墳図　　角竹喜登 下巻-P154

K-2-49-181
考古－古墳・古
寺院

高山古川両盆地附近古墳分布略図　　中島勇 下巻-P154

K-2-49-182
考古－古墳・古
寺院

日焼古代窯址　　角竹喜登 下巻-P154

K-2-49-183
考古－古墳・古
寺院

塔心礎　（実測図及び写真、飛騨国分寺心礎他） 下巻-P154

K-2-49-184
考古－古墳・古
寺院

吉城郡古墳写真　（国府村三川剱緒神社の古墳他） 下巻-P154

K-2-49-185
考古－古墳・古
寺院

拓本　（大野郡荘川村大字三尾河白山神社蔵古鏡、石枕） 下巻-P154

K-2-49-186
考古－古墳・古
寺院

拓本　（古川小鷹利信包出土瓦） 下巻-P154

K-2-49-187
考古－古墳・古
寺院

拓本　（吉城郡古川町向町浦五阿弥塚の標石） 下巻-P154

K-2-49-188
考古－古墳・古
寺院

拓本　（鏡） 下巻-P154

K-2-49-189
考古－古墳・古
寺院

考古関係雑誌写真　（釣手形土器、埴輪弓、環頭柄頭他） 下巻-P154

K-2-49-190
考古－古墳・古
寺院

社寺瓦写真　（法隆寺他） 下巻-P154

K-2-49-191
考古－古墳・古
寺院

赤保木古窯址発掘品拓本　（国分寺瓦拓本） 下巻-P154

K-2-49-192
考古－古墳・古
寺院

吉城郡国府村光寿庵写真他 下巻-P154

K-2-49-193
考古－古墳・古
寺院

高山市三福寺町檜山古墳発掘写真他 下巻-P154

K-2-49-194
考古－古墳・古
寺院

飛騨国国分寺瓦写真・拓本 下巻-P154

K-2-49-195
考古－古墳・古
寺院

高山市内古墳写真 下巻-P154

K-2-49-196
考古－古墳・古
寺院

上枝村中切古木遺跡碑拓本 下巻-P154

K-2-49-197
考古－古墳・古
寺院

冬頭王塚古墳写真他 下巻-P154

K-2-49-198
考古－古墳・古
寺院

高山附近の古墳古窯跡位置図　（掲示説明用資料） 下巻-P154

K-2-49-199
考古－古墳・古
寺院

地区別古墳の数　（掲示説明用資料） 下巻-P154

K-2-49-200
考古－古墳・古
寺院

古川町細江村太江出土瓦写真・拓本 下巻-P154

K-2-49-201
考古－古墳・古
寺院

飛騨国古川町大字上町塔の腰出土瓦拓本　　押上森蔵拓 下巻-P154

K-2-49-202
考古－古墳・古
寺院

国府宇津江出土瓦拓本 下巻-P154

K-2-49-203
考古－古墳・古
寺院

飛騨国国府村大字瓜巣字釜洞出土瓦拓本 下巻-P154

K-2-49-204
考古－古墳・古
寺院

国府村名張道元、五反田出土瓦拓本 下巻-P154

K-2-49-205
考古－古墳・古
寺院

国府村広瀬桜野附近字石ばし出土瓦三種拓本 下巻-P154

K-2-49-206
考古－古墳・古
寺院

国府村上広瀬出土瓦拓本 下巻-P154

K-2-49-207
考古－古墳・古
寺院

国府光寿庵出土瓦拓本 下巻-P154

K-2-49-208
考古－古墳・古
寺院

奥江名子出土瓦拓本 下巻-P154

K-2-49-209
考古－古墳・古
寺院

上枝村出土瓦拓本　（中切日焼窯址布目瓦他） 下巻-P154

K-2-49-210
考古－古墳・古
寺院

大八賀村三福寺出土瓦拓本・写真　　押上森蔵拓 下巻-P154



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-49-211
考古－古墳・古
寺院

赤保木古窯跡写真 下巻-P154

K-2-49-220
考古－古墳・古
寺院

飛騨に於ける古墳分布〈角竹記録〉 下巻-P155

K-2-49-221
考古－古墳・古
寺院

高山盆地の古墳分布一覧表〈角竹記録〉 下巻-P155

K-2-49-222
考古－古墳・古
寺院

古川盆地古墳分布図〈角竹記録〉 下巻-P155

K-2-49-223
考古－古墳・古
寺院

三日町附近古墳分布図〈角竹記録〉 下巻-P155

K-2-49-224
考古－古墳・古
寺院

国府村附近古墳分布図〈角竹記録〉 下巻-P155

K-2-50-1601 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1602 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1603 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1604 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1605 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1606 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1607 考古遺物 須恵器 下巻-P156
K-2-50-1608 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1609 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1610 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1611 考古遺物 布目瓦 下巻-P156
K-2-50-1612 考古遺物 土器 下巻-P156
K-2-50-1613 考古遺物 須恵器（坏蓋） 下巻-P156
K-2-50-1614 考古遺物 須恵器（坏身） 下巻-P156
K-2-50-1615 考古遺物 須恵器 下巻-P156
K-2-50-1616 考古遺物 灰釉陶器 下巻-P156
K-2-50-1617 考古遺物 須恵器 下巻-P156
K-2-50-1626 考古遺物 布目瓦平瓦蓮華文入 下巻-P156
K-2-50-1627 考古遺物 布目瓦軒平瓦 下巻-P156
K-2-50-1628 考古遺物 布目瓦軒平瓦 下巻-P156
K-2-50-1629 考古遺物 布目瓦軒平瓦 下巻-P156
K-2-50-1630 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P156
K-2-50-1631 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P156
K-2-50-1632 考古遺物 窯体 下巻-P156
K-2-50-1633 考古遺物 窯体 下巻-P156
K-2-50-1634 考古遺物 窯体 下巻-P156
K-2-50-1635 考古遺物 陶片 下巻-P156
K-2-50-1636 考古遺物 陶片 下巻-P156
K-2-50-1637 考古遺物 陶片 下巻-P156
K-2-50-1638 考古遺物 陶片 下巻-P156
K-2-50-1639 考古遺物 陶片 下巻-P156
K-2-50-1640 考古遺物 陶片 下巻-P156
K-2-50-1641 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1642 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1643 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1644 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1645 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1646 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1647 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1648 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1649 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1650 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1651 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1652 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1653 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1654 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1655 考古遺物 陶片 下巻-P157
K-2-50-1656 考古遺物 窯具 下巻-P157
K-2-50-1657 考古遺物 窯具 下巻-P157
K-2-50-1658 考古遺物 窯具 下巻-P157
K-2-50-1659 考古遺物 窯具 下巻-P157
K-2-50-1660 考古遺物 窯具 下巻-P157
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K-2-50-1661 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1662 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1663 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1664 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1665 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1666 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1667 考古遺物 布目瓦 下巻-P157
K-2-50-1668 考古遺物 布目瓦 下巻-P157
K-2-50-1669 考古遺物 縄文土器 下巻-P157
K-2-50-1700 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1701 考古遺物 須恵器 下巻-P157
K-2-50-1702 考古遺物 縄文土器 下巻-P157
K-2-50-1703 考古遺物 チップ 下巻-P157
K-2-50-1704 考古遺物 不明 下巻-P157
K-2-50-1705 考古遺物 布目瓦 下巻-P157
K-2-50-1706 考古遺物 布目瓦 下巻-P157
K-2-50-1707 考古遺物 布目瓦 下巻-P158
K-2-50-1708 考古遺物 布目瓦 下巻-P158
K-2-50-1709 考古遺物 布目瓦 下巻-P158
K-2-50-1710 考古遺物 陶片 下巻-P158
K-2-50-1711 考古遺物 窯体 下巻-P158
K-2-50-1712 考古遺物 窯体 下巻-P158
K-2-50-1713 考古遺物 窯体 下巻-P158
K-2-50-1714 考古遺物 窯体 下巻-P158
K-2-50-1715 考古遺物 瓦 下巻-P158
K-2-50-1716 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P158
K-2-50-1717 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P158
K-2-50-1718 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P158
K-2-50-1719 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P158
K-2-50-1720 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P158
K-2-50-1721 考古遺物 近世軒平瓦 下巻-P158
K-2-50-1722 考古遺物 近世軒平瓦 下巻-P158
K-2-50-1723 考古遺物 瓦 下巻-P158
K-2-50-1725 考古遺物 スクレーパー 下巻-P158
K-2-50-1726 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1727 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1730 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1731 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1732 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1733 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1734 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1735 考古遺物 フレーク 下巻-P158
K-2-50-1742 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1743 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1744 考古遺物 布目瓦 下巻-P158
K-2-50-1759 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1761 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1762 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1763 考古遺物 弥生土器 下巻-P158
K-2-50-1765 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1768 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1769 考古遺物 縄文土器 下巻-P158
K-2-50-1774 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1790 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1792 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1812 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1832 考古遺物 不明 下巻-P159
K-2-50-1839 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1844 考古遺物 石鏃 下巻-P159
K-2-50-1848 考古遺物 土器片 下巻-P159
K-2-50-1852 考古遺物 石 下巻-P159
K-2-50-1859 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1869 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1872 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
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K-2-50-1879 考古遺物 縄文土器 下巻-P159
K-2-50-1890 考古遺物 布目瓦 下巻-P159
K-2-50-1891 考古遺物 布目瓦 下巻-P159
K-2-50-1893 考古遺物 須恵器（壺） 下巻-P159
K-2-50-1894 考古遺物 須恵器（坏蓋） 下巻-P159
K-2-50-1895 考古遺物 須恵器（壺） 下巻-P159
K-2-50-1896 考古遺物 須恵器（坏身） 下巻-P159
K-2-50-1897 考古遺物 須恵器（壺） 下巻-P159
K-2-50-1898 考古遺物 須恵器（坏蓋） 下巻-P159
K-2-50-1899 考古遺物 須恵器（坏蓋） 下巻-P159
K-2-50-1900 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1901 考古遺物 須恵器（坏身） 下巻-P159
K-2-50-1902 考古遺物 須恵器（壺） 下巻-P159
K-2-50-1903 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1904 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1905 考古遺物 窯体 下巻-P159
K-2-50-1906 考古遺物 窯体 下巻-P159
K-2-50-1907 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1908 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1909 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1910 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1911 考古遺物 須恵器 下巻-P159
K-2-50-1912 考古遺物 丸瓦 下巻-P159
K-2-50-1913 考古遺物 丸瓦 下巻-P159
K-2-50-1914 考古遺物 須恵器 下巻-P160
K-2-50-1915 考古遺物 須恵器 下巻-P160
K-2-50-1916 考古遺物 布目瓦 下巻-P160
K-2-50-1917 考古遺物 石 下巻-P160
K-2-50-1918 考古遺物 布目瓦 下巻-P160
K-2-50-1919 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1920 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1921 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1922 考古遺物 窯体　（炭） 下巻-P160
K-2-50-1923 考古遺物 土師器 下巻-P160
K-2-50-1924 考古遺物 土師器 下巻-P160
K-2-50-1925 考古遺物 須恵器 下巻-P160
K-2-50-1926 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1927 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1928 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1929 考古遺物 窯体 下巻-P160
K-2-50-1930 考古遺物 布目瓦 下巻-P160
K-2-50-1931 考古遺物 大雄寺瓦 下巻-P160
K-2-50-1932 考古遺物 大雄寺瓦 下巻-P160
K-2-50-1933 考古遺物 大雄寺瓦 下巻-P160
K-2-50-1934 考古遺物 大雄寺瓦 下巻-P160
K-2-50-1935 考古遺物 布目瓦 下巻-P160
K-2-50-1936 考古遺物 布目瓦 下巻-P160
K-2-50-1946 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1977 考古遺物 縄文土器　（注口） 下巻-P160
K-2-50-1978 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1979 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1980 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1981 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1982 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1983 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1984 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1985 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1986 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1987 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1988 考古遺物 縄文土器 下巻-P160
K-2-50-1989 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-1990 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-1991 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-1992 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
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K-2-50-1993 考古遺物 土師器 下巻-P161
K-2-50-1994 考古遺物 弥生土器 下巻-P161
K-2-50-1995 考古遺物 弥生土器 下巻-P161
K-2-50-1996 考古遺物 弥生土器 下巻-P161
K-2-50-1997 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-1998 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-1999 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2000 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2001 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2002 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2003 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2004 考古遺物 弥生土器 下巻-P161
K-2-50-2005 考古遺物 弥生土器 下巻-P161
K-2-50-2006 考古遺物 弥生土器 下巻-P161
K-2-50-2007 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2008 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2009 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2010 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2011 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2012 考古遺物 石錐 下巻-P161
K-2-50-2013 考古遺物 石錐 下巻-P161
K-2-50-2048 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2049 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2050 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2051 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2052 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2053 考古遺物 石核 下巻-P161
K-2-50-2054 考古遺物 粘土塊 下巻-P161
K-2-50-2055 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2056 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2057 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2058 考古遺物 縄文土器 下巻-P161
K-2-50-2059 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2060 考古遺物 土師器 下巻-P162
K-2-50-2061 考古遺物 土師器 下巻-P162
K-2-50-2062 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2063 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2074 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2095 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2103 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2104 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2105 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2106 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2107 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2108 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2109 考古遺物 土師器 下巻-P162
K-2-50-2110 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2111 考古遺物 土師器 下巻-P162
K-2-50-2112 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2113 考古遺物 縄文土器 下巻-P162
K-2-50-2114 考古遺物 土師器 下巻-P162
K-2-50-2115 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2116 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2117 考古遺物 弥生土器 下巻-P162
K-2-50-2118 考古遺物 布目瓦 下巻-P162
K-2-50-2119 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2120 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2121 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2122 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2123 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2124 考古遺物 陶質土器 下巻-P162
K-2-50-2125 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2126 考古遺物 須恵器 下巻-P162
K-2-50-2127 考古遺物 土師器 下巻-P162
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K-2-50-2128 考古遺物 窯体 下巻-P162
K-2-50-2129 考古遺物 丸瓦 下巻-P162
K-2-50-2130 考古遺物 平瓦 下巻-P162
K-2-50-2131 考古遺物 窯体 下巻-P162
K-2-50-2132 考古遺物 窯体 下巻-P163
K-2-50-2133 考古遺物 窯体 下巻-P163
K-2-50-2134 考古遺物 窯体 下巻-P163
K-2-50-2135 考古遺物 窯体 下巻-P163
K-2-50-2136 考古遺物 窯体 下巻-P163
K-2-50-2137 考古遺物 窯体 下巻-P163
K-2-50-2138 考古遺物 瓦 下巻-P163
K-2-50-2139 考古遺物 軒丸　（新） 下巻-P163
K-2-50-2140 考古遺物 石臼 下巻-P163
K-2-50-2263 考古遺物 打製石斧 下巻-P163
K-2-50-2264 考古遺物 打製石斧 下巻-P163
K-2-50-2265 考古遺物 打製石斧 下巻-P163
K-2-50-2269 考古遺物 打製石斧 下巻-P163
K-2-50-2277 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2278 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2279 考古遺物 太型蛤刃石斧 下巻-P163
K-2-50-2280 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2281 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2283 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2284 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2285 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2287 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2289 考古遺物 磨製石斧 下巻-P163
K-2-50-2294 考古遺物 石 下巻-P163
K-2-50-2299 考古遺物 石 下巻-P163
K-2-50-2301 考古遺物 平瓦 下巻-P163
K-2-50-2302 考古遺物 平瓦 下巻-P163
K-2-50-2303 考古遺物 平瓦 下巻-P163
K-2-50-2304 考古遺物 丸瓦 下巻-P163
K-2-50-2305 考古遺物 軒平瓦 下巻-P163
K-2-50-2306 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P163
K-2-50-2307 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P163
K-2-50-2308 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P163
K-2-50-2309 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P163
K-2-50-2310 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P163
K-2-50-2311 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P163
K-2-50-2312 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2313 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2314 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2315 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2316 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2317 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2318 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2319 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2320 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2321 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2322 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2323 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2324 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2325 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2326 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2327 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2328 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2329 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2330 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2331 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2332 考古遺物 古墳石棺石材サンプル 下巻-P164
K-2-50-2333 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2334 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2335 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
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K-2-50-2336 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2337 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2338 考古遺物 布目瓦　（丸瓦） 下巻-P164
K-2-50-2339 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2340 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2341 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2342 考古遺物 布目瓦 下巻-P164
K-2-50-2343 考古遺物 須恵器長頚壺 下巻-P164
K-2-50-2344 考古遺物 土師器 下巻-P164
K-2-50-2345 考古遺物 土師器 下巻-P164
K-2-50-2346 考古遺物 土師器 下巻-P164
K-2-50-2347 考古遺物 縄文土器 下巻-P164
K-2-50-2348 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2349 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2350 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2351 考古遺物 須恵器 下巻-P165
K-2-50-2352 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2353 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2354 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2355 考古遺物 縄文土器 下巻-P165
K-2-50-2356 考古遺物 弥生土器 下巻-P165
K-2-50-2357 考古遺物 須恵器高坏 下巻-P165
K-2-50-2358 考古遺物 須恵器高坏 下巻-P165
K-2-50-2359 考古遺物 土師器　壺 下巻-P165
K-2-50-2360 考古遺物 窯具 下巻-P165
K-2-50-2361 考古遺物 窯具 下巻-P165
K-2-50-2362 考古遺物 窯具 下巻-P165
K-2-50-2363 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2364 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2365 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2366 考古遺物 窯具 下巻-P165
K-2-50-2367 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2368 考古遺物 窯具 下巻-P165
K-2-50-2369 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2370 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2371 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2372 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2373 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2374 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2375 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2376 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2377 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2378 考古遺物 陶磁片 下巻-P165
K-2-50-2379 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P165
K-2-50-2380 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P165
K-2-50-2381 考古遺物 布目瓦　軒丸 下巻-P165
K-2-50-2382 考古遺物 布目瓦　軒平 下巻-P165
K-2-50-2383 考古遺物 布目瓦　軒平 下巻-P165
K-2-50-2384 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P166
K-2-50-2385 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P166
K-2-50-2386 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P166
K-2-50-2387 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2388 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2389 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2390 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2391 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2392 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2393 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2394 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2395 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2396 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2397 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2398 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2400 考古遺物 打製石器 下巻-P166



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-50-2401 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2402 考古遺物 打製石器 下巻-P166
K-2-50-2403 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2404 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2407 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2408 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2409 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2412 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2414 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2417 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2419 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2421 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2422 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2423 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2424 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2426 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2427 考古遺物 打製石斧 下巻-P166
K-2-50-2429 考古遺物 磨製石斧 下巻-P166
K-2-50-2430 考古遺物 磨製石斧 下巻-P166
K-2-50-2431 考古遺物 磨製石斧 下巻-P166
K-2-50-2433 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2434 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2435 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2436 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2437 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2438 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2439 考古遺物 磨製石斧 下巻-P167
K-2-50-2445 考古遺物 打製石錘 下巻-P167
K-2-50-2446 考古遺物 須恵器 下巻-P167
K-2-50-2521 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2522 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2523 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2524 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2525 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2526 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2527 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2528 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2529 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2553 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2554 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2555 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2556 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2557 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2558 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2559 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2560 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2561 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2562 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2563 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2564 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2565 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2566 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2567 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2568 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2569 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2570 考古遺物 縄文土器 下巻-P167
K-2-50-2571 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2572 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2573 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2574 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2575 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2576 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2589 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2590 考古遺物 土師器 下巻-P168
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K-2-50-2595 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2596 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2601 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2602 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2603 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2604 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2605 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2606 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2608 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2610 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2612 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2613 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2619 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2620 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2621 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2622 考古遺物 須恵器 下巻-P168
K-2-50-2623 考古遺物 須恵器 下巻-P168
K-2-50-2624 考古遺物 須恵器 下巻-P168
K-2-50-2625 考古遺物 フレーク 下巻-P168
K-2-50-2628 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2629 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2630 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2631 考古遺物 土器底部 下巻-P168
K-2-50-2632 考古遺物 土器底部 下巻-P168
K-2-50-2633 考古遺物 縄文土器 下巻-P168
K-2-50-2634 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2635 考古遺物 土師器 下巻-P168
K-2-50-2636 考古遺物 打製石斧 下巻-P168
K-2-50-2637 考古遺物 打製石斧 下巻-P169
K-2-50-2638 考古遺物 打製石斧 下巻-P169
K-2-50-2639 考古遺物 打製石斧 下巻-P169
K-2-50-2640 考古遺物 フレーク 下巻-P169
K-2-50-2641 考古遺物 石槨 下巻-P169
K-2-50-2642 考古遺物 フレーク 下巻-P169
K-2-50-2643 考古遺物 石槨 下巻-P169
K-2-50-2644 考古遺物 フレーク 下巻-P169
K-2-50-2645 考古遺物 フレーク 下巻-P169
K-2-50-2646 考古遺物 石鏃 下巻-P169
K-2-50-2647 考古遺物 石錘 下巻-P169
K-2-50-2648 考古遺物 魚型 下巻-P169
K-2-50-2649 考古遺物 縄文土器 下巻-P169
K-2-50-2650 考古遺物 縄文土器 下巻-P169
K-2-50-2651 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2652 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2653 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2654 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2655 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2656 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2657 考古遺物 布目平瓦 下巻-P169
K-2-50-2658 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2659 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2660 考古遺物 とちん 下巻-P169
K-2-50-2661 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2662 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2663 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2664 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2665 考古遺物 須恵器 下巻-P169
K-2-50-2666 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P169
K-2-50-2667 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P169
K-2-50-2668 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P169
K-2-50-2669 考古遺物 布目瓦　丸瓦 下巻-P169
K-2-50-2670 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P169
K-2-50-2671 考古遺物 布目瓦　丸瓦 下巻-P169
K-2-50-2672 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P169
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K-2-50-2673 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2674 考古遺物 布目瓦　丸瓦 下巻-P170
K-2-50-2675 考古遺物 布目瓦　平瓦 下巻-P170
K-2-50-2676 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2677 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2678 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2679 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2680 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2681 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2682 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2683 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2684 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2685 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2686 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2687 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2688 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2689 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2690 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2691 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2692 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2693 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2694 考古遺物 組合箱形石棺の下底の石 下巻-P170
K-2-50-2695 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2696 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2697 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2698 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2699 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2700 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2701 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2702 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2704 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2705 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2706 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2707 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2709 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2710 考古遺物 須恵器 下巻-P170
K-2-50-2711 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2712 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2713 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2714 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2715 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2716 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2717 考古遺物 ・ 下巻-P171
K-2-50-2718 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2719 考古遺物 布目瓦 下巻-P171
K-2-50-2720 考古遺物 スクレーパー 下巻-P171
K-2-50-2721 考古遺物 フレーク 下巻-P171
K-2-50-2722 考古遺物 石鏃 下巻-P171
K-2-50-2723 考古遺物 フレーク 下巻-P171
K-2-50-2724 考古遺物 フレーク 下巻-P171
K-2-50-2725 考古遺物 石 下巻-P171
K-2-50-2726 考古遺物 弥生土器 下巻-P171
K-2-50-2727 考古遺物 縄文土器 下巻-P171
K-2-50-2728 考古遺物 縄文土器 下巻-P171
K-2-50-2729 考古遺物 打製石斧 下巻-P171
K-2-50-2730 考古遺物 磨製石斧 下巻-P171
K-2-50-2731 考古遺物 フレーク 下巻-P171
K-2-50-2732 考古遺物 スクレーパー 下巻-P171
K-2-50-2733 考古遺物 フレーク 下巻-P171
K-2-50-2734 考古遺物 打製石斧 下巻-P171
K-2-50-2735 考古遺物 打製石斧 下巻-P171
K-2-50-2738 考古遺物 磨製石斧 下巻-P171
K-2-50-2741 考古遺物 打製石斧 下巻-P171
K-2-50-2746 考古遺物 石器 下巻-P171
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K-2-50-2747 考古遺物 打製石斧 下巻-P171
K-2-50-2748 考古遺物 磨製石斧 下巻-P171
K-2-50-2749 考古遺物 打製石斧 下巻-P171
K-2-50-2751 考古遺物 石剣 下巻-P171
K-2-50-2753 考古遺物 石剣 下巻-P171
K-2-50-2851 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2852 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2853 考古遺物 須恵器 下巻-P171
K-2-50-2854 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2855 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2856 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2857 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2858 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2859 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2860 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2861 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2862 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2863 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2867 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2868 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2869 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2870 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2871 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2872 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2873 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2874 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2875 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2876 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2877 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2879 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2880 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2881 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2882 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2884 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2885 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2886 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2887 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2888 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2889 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2890 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2891 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2892 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2893 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2894 考古遺物 須恵器 下巻-P172
K-2-50-2895 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2896 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2897 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2898 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2899 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2900 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2901 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2902 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2904 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2905 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2906 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2912 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2913 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2914 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2915 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2917 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2918 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2919 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2920 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2921 考古遺物 須恵器 下巻-P173
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K-2-50-2922 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2923 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2924 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2925 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2926 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2927 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2928 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2929 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2931 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2933 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2934 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2936 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2937 考古遺物 縄文土器 下巻-P173
K-2-50-2938 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2940 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2945 考古遺物 須恵器 下巻-P173
K-2-50-2951 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2952 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2953 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2954 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2955 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2956 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2957 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2958 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2959 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2960 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2961 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2962 考古遺物 布目瓦平瓦 下巻-P174
K-2-50-2963 考古遺物 須恵器 下巻-P174
K-2-50-2964 考古遺物 須恵器 下巻-P174
K-2-50-2965 考古遺物 須恵器 下巻-P174
K-2-50-2966 考古遺物 須恵器 下巻-P174
K-2-50-2967 考古遺物 石 下巻-P174
K-2-50-2968 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-2969 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-2970 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-2971 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-2972 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-2973 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-2974 考古遺物 軒丸瓦 下巻-P174
K-2-50-3434 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3435 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3436 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3437 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3438 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3439 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3440 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3441 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3442 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3443 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3444 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3445 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P174
K-2-50-3446 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3447 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3448 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3449 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3450 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3451 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3452 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3454 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3455 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3456 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3457 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3458 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
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K-2-50-3459 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3460 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3461 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3462 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3463 考古遺物 縄文土器（中期） 下巻-P175
K-2-50-3464 考古遺物 石錐 下巻-P175
K-2-50-3465 考古遺物 プロペラ形石器 下巻-P175
K-2-50-3466 考古遺物 石鏃 下巻-P175
K-2-50-3467 考古遺物 石錐 下巻-P175
K-2-50-3468 考古遺物 石匙 下巻-P175
K-2-50-3469 考古遺物 石匙 下巻-P175
K-2-50-3470 考古遺物 石匙 下巻-P175
K-2-50-3471 考古遺物 フレーク 下巻-P175
K-2-50-3472 考古遺物 スクレーパー 下巻-P175
K-2-50-3473 考古遺物 フレーク 下巻-P175
K-2-50-3474 考古遺物 スクレーパー 下巻-P175
K-2-50-3475 考古遺物 スクレーパー 下巻-P175
K-2-50-3476 考古遺物 スクレーパー 下巻-P175
K-2-50-3478 考古遺物 縄文土器 下巻-P175
K-2-50-3479 考古遺物 縄文土器 下巻-P175
K-2-50-3480 考古遺物 灰釉陶器 下巻-P175
K-2-50-3481 考古遺物 灰釉陶器 下巻-P175
K-2-50-3482 考古遺物 陶質土器 下巻-P175
K-2-50-3483 考古遺物 縄文土器 下巻-P175
K-2-50-3484 考古遺物 石 下巻-P176
K-2-50-3485 考古遺物 スクレーパー（黒曜石） 下巻-P176
K-2-50-3486 考古遺物 フレーク 下巻-P176
K-2-50-3487 考古遺物 布目平瓦 下巻-P176
K-2-50-3488 考古遺物 布目平瓦 下巻-P176
K-2-50-3489 考古遺物 布目平瓦 下巻-P176
K-2-50-3490 考古遺物 須恵器 下巻-P176
K-2-50-3491 考古遺物 須恵器 下巻-P176
K-2-50-3492 考古遺物 粗製削器 下巻-P176
K-2-50-3493 考古遺物 石 下巻-P176
K-2-50-3494 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3495 考古遺物 石灰岩 下巻-P176
K-2-50-3522 考古遺物 スリバチ 下巻-P176
K-2-50-3525 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3526 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3527 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3528 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3529 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3530 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3531 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3532 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3533 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3535 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3536 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3537 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3538 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3539 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3540 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3541 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3544 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3545 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3546 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3597 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3649 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3651 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3658 考古遺物 縄文土器 下巻-P176
K-2-50-3665 考古遺物 管状土器 下巻-P177
K-2-50-3672 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3678 考古遺物 石 下巻-P177
K-2-50-3679 考古遺物 臼 下巻-P177
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K-2-50-3681 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3682 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3683 考古遺物 縄文土器 下巻-P177
K-2-50-3685 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3686 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3687 考古遺物 縄文土器 下巻-P177
K-2-50-3688 考古遺物 半焼成須恵器 下巻-P177
K-2-50-3689 考古遺物 半焼成須恵器 下巻-P177
K-2-50-3690 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3691 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3692 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3693 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3694 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3695 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3696 考古遺物 半焼成須恵器 下巻-P177
K-2-50-3697 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3698 考古遺物 土師器 下巻-P177
K-2-50-3699 考古遺物 陶質土器 下巻-P177
K-2-50-3700 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3701 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3702 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3703 考古遺物 須恵器 下巻-P177
K-2-50-3704 考古遺物 石匙 下巻-P177
K-2-50-3705 考古遺物 石匙 下巻-P177
K-2-50-3706 考古遺物 石匙 下巻-P177
K-2-50-3707 考古遺物 小型磨製石斧 下巻-P177
K-2-50-3708 考古遺物 石鏃 下巻-P177
K-2-50-3709 考古遺物 石鏃 下巻-P177
K-2-50-3710 考古遺物 フレーク 下巻-P177
K-2-50-3711 考古遺物 スクレーパー 下巻-P177
K-2-50-3712 考古遺物 フレーク 下巻-P177
K-2-50-3713 考古遺物 下呂石石核 下巻-P177
K-2-50-3714 考古遺物 石 下巻-P178
K-2-50-3715 考古遺物 石 下巻-P178
K-2-50-3716 考古遺物 石 下巻-P178
K-2-50-3723 考古遺物 炭 下巻-P178
K-2-50-3724 考古遺物 須恵器 下巻-P178
K-2-50-3725 考古遺物 須恵器 下巻-P178
K-2-50-3726 考古遺物 須恵器 下巻-P178
K-2-50-3727 考古遺物 須恵器 下巻-P178
K-2-50-3729 考古遺物 石 下巻-P178
K-2-50-3730 考古遺物 石鏃 下巻-P178
K-2-50-3731 考古遺物 石鏃 下巻-P178
K-2-50-3732 考古遺物 石鏃 下巻-P178
K-2-50-3733 考古遺物 チップ 下巻-P178
K-2-50-3734 考古遺物 石鏃 下巻-P178
K-2-50-3735 考古遺物 石鏃 下巻-P178
K-2-50-3736 考古遺物 チップ 下巻-P178
K-2-50-3737 考古遺物 石匙 下巻-P178
K-2-50-3738 考古遺物 チップ 下巻-P178
K-2-50-3739 考古遺物 石鏃 下巻-P178
K-2-50-3740 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3741 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3742 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3743 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3744 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3745 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3746 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3747 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3748 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3749 考古遺物 スクレーパー 下巻-P178
K-2-50-3751 考古遺物 フレーク 下巻-P178
K-2-50-3753 考古遺物 縄文土器 下巻-P178
K-2-50-3754 考古遺物 縄文土器 下巻-P178
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K-2-50-3755 考古遺物 土師器 下巻-P178
K-2-50-3756 考古遺物 須恵器 下巻-P178
K-2-50-3757 考古遺物 須恵器 下巻-P178
K-2-50-3758 考古遺物 瓦 下巻-P178
K-2-50-3759 考古遺物 石 下巻-P179
K-2-50-3760 考古遺物 石 下巻-P179
K-2-50-3761 考古遺物 石錐 下巻-P179
K-2-50-3762 考古遺物 石鏃 下巻-P179
K-2-50-3763 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3764 考古遺物 石鏃 下巻-P179
K-2-50-3765 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3766 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3767 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3768 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3769 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3770 考古遺物 チップ 下巻-P179
K-2-50-3771 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3772 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3773 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3774 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3775 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3776 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3777 考古遺物 須恵器 下巻-P179
K-2-50-3778 考古遺物 縄文土器 下巻-P179
K-2-50-3781 考古遺物 須恵器 下巻-P179
K-2-50-3782 考古遺物 須恵器 下巻-P179
K-2-50-3783 考古遺物 須恵器 下巻-P179
K-2-50-3784 考古遺物 須恵器 下巻-P179
K-2-50-3785 考古遺物 打製石斧 下巻-P179
K-2-50-3786 考古遺物 打製石斧 下巻-P179
K-2-50-3787 考古遺物 石 下巻-P179
K-2-50-3788 考古遺物 石 下巻-P179
K-2-50-3789 考古遺物 打製石斧 下巻-P179
K-2-50-3790 考古遺物 打製石斧 下巻-P179
K-2-50-3791 考古遺物 打製石錘 下巻-P179
K-2-50-3792 考古遺物 石 下巻-P179
K-2-50-3793 考古遺物 スクレーパー 下巻-P179
K-2-50-3794 考古遺物 スクレーパー 下巻-P179
K-2-50-3795 考古遺物 石 下巻-P179
K-2-50-3796 考古遺物 フレーク 下巻-P179
K-2-50-3797 考古遺物 フレーク 下巻-P180
K-2-50-3798 考古遺物 石 下巻-P180
K-2-50-3799 考古遺物 石鏃 下巻-P180
K-2-50-3800 考古遺物 フレーク 下巻-P180
K-2-50-4011 考古遺物 縄文土器 下巻-P180
K-2-50-4020 考古遺物 石垣片 下巻-P180
K-2-50-4022 考古遺物 縄文土器 下巻-P180
K-2-50-4025 考古遺物 須恵器 下巻-P180
K-2-50-4057 考古遺物 陶片 下巻-P180
K-2-50-4058 考古遺物 陶片 下巻-P180
K-2-50-4059 考古遺物 陶片 下巻-P180
K-2-50-4060 考古遺物 陶片 下巻-P180
K-2-50-4061 考古遺物 陶片 下巻-P180
K-2-50-5122 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5123 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5124 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5125 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5127 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5128 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5130 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5132 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5134 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5137 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5138 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
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K-2-50-5140 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5141 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5143 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5144 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5145 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5146 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5147 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5148 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5149 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5150 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5151 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5152 考古遺物 布目瓦 下巻-P180
K-2-50-5153 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5154 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5155 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5156 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5157 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5158 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5159 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5160 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5161 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5162 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5163 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5164 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5165 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5166 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5167 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5168 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5169 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5170 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5171 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5172 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5173 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5174 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5175 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5176 考古遺物 布目瓦 下巻-P181
K-2-50-5177 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5178 考古遺物 陶器（スリバチ片） 下巻-P181
K-2-50-5179 考古遺物 小石 下巻-P181
K-2-50-5180 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5181 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5182 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5183 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5184 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5185 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5186 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5187 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5188 考古遺物 須恵器 下巻-P181
K-2-50-5189 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5190 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5191 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5192 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5193 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5194 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5195 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5196 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5197 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5198 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5199 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5200 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5201 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5202 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5203 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5204 考古遺物 須恵器 下巻-P182
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K-2-50-5205 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5206 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5207 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5208 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5209 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5210 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5211 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5212 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5213 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5214 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5215 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5216 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5217 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5218 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5219 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5220 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5221 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5222 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5223 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5224 考古遺物 須恵器 下巻-P182
K-2-50-5225 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5226 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5227 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5228 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5229 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5230 考古遺物 陶器 下巻-P183
K-2-50-5231 考古遺物 フレーク 下巻-P183
K-2-50-5232 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5233 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5234 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5235 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5236 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5237 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5238 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5239 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5240 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5241 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5242 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5243 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5244 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5245 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5246 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5247 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5248 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5249 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5250 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5251 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5252 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5253 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5254 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5255 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5256 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5257 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5258 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5259 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5260 考古遺物 須恵器 下巻-P183
K-2-50-5261 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5262 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5263 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5264 考古遺物 石 下巻-P184
K-2-50-5265 考古遺物 フレーク 下巻-P184
K-2-50-5266 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5267 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5268 考古遺物 須恵器 下巻-P184
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K-2-50-5269 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5270 考古遺物 陶器 下巻-P184
K-2-50-5271 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5272 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5273 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5274 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5275 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5276 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5277 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5278 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5279 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5280 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5281 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5282 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5283 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5284 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5285 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5286 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5287 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5288 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5289 考古遺物 スクレーパー 下巻-P184
K-2-50-5290 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5291 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5292 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5293 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5294 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5295 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5296 考古遺物 須恵器 下巻-P184
K-2-50-5297 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5298 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5299 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5300 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5301 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5302 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5303 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5304 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5305 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5306 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5307 考古遺物 陶器 下巻-P185
K-2-50-5308 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5309 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5310 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5311 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5312 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5313 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5315 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5316 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5317 考古遺物 陶器 下巻-P185
K-2-50-5318 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5319 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5320 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5321 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5322 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5323 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5324 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5325 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5326 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5327 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5328 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5329 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5330 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5331 考古遺物 須恵器 下巻-P185
K-2-50-5332 考古遺物 陶器 下巻-P185
K-2-50-5333 考古遺物 須恵器 下巻-P185



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-50-5334 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5335 考古遺物 フレーク 下巻-P186
K-2-50-5336 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5337 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5338 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5339 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5340 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5341 考古遺物 石 下巻-P186
K-2-50-5342 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5343 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5344 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5345 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5346 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5347 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5348 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5349 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5350 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5351 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5352 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5353 考古遺物 須恵器 下巻-P186
K-2-50-5354 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5355 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5357 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5358 考古遺物 縄文土器 下巻-P186
K-2-50-5359 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5360 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5361 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5362 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5363 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5364 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5365 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5366 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5367 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5368 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5369 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5370 考古遺物 布目瓦 下巻-P186
K-2-50-5371 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5372 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5373 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5374 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5375 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5376 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5377 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5378 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5379 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5380 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5381 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5382 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5384 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5385 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5386 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5387 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5388 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5389 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5390 考古遺物 石 下巻-P187
K-2-50-5392 考古遺物 巨石下の小石 下巻-P187
K-2-50-5393 考古遺物 巨石下の小石 下巻-P187
K-2-50-5394 考古遺物 巨石下の木炭片 下巻-P187
K-2-50-5395 考古遺物 巨石下の木炭小石 下巻-P187
K-2-50-5396 考古遺物 土師器 下巻-P187
K-2-50-5397 考古遺物 巨石下の小石 下巻-P187
K-2-50-5398 考古遺物 陶片 下巻-P187
K-2-50-5772 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5773 考古遺物 布目瓦 下巻-P187



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-50-5774 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5775 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5776 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5777 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5778 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5779 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5780 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5781 考古遺物 布目瓦 下巻-P187
K-2-50-5782 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5783 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5784 考古遺物 石 下巻-P188
K-2-50-5785 考古遺物 石 下巻-P188
K-2-50-5786 考古遺物 石 下巻-P188
K-2-50-5787 考古遺物 石 下巻-P188
K-2-50-5788 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5800 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5801 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5802 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5803 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5804 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5805 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5806 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5808 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5809 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5810 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-5811 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-6667 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-6668 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-6669 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-6670 考古遺物 布目瓦 下巻-P188
K-2-50-（追加）-1 考古遺物 三福寺城焼米 下巻-P188
K-2-50-（追加）-2 考古遺物 下呂石（黒雲母石英安山岩） 下巻-P188
K-2-50-（追加）-3 考古遺物 打製石斧 下巻-P188

K-2-51-1
風習－年中行
事・娯楽

飯山は花見場処　（川上善吉家記録）　〈角竹写〉 下巻-P189

K-2-51-2
風習－年中行
事・娯楽

特基駒組指方　（田中屋弥蔵写） 下巻-P189

K-2-51-3
風習－年中行
事・娯楽

雨請并踊入用割合帳　　組頭滑川屋長三郎 下巻-P189

K-2-51-4
風習－年中行
事・娯楽

数ゑう多　　川上屋亀次良 下巻-P189

K-2-51-5
風習－年中行
事・娯楽

年中行事　（一部）　〈角竹写） 下巻-P189

K-2-51-6
風習－年中行
事・娯楽

年内萬覚帳　（写） 下巻-P189

K-2-51-7
風習－年中行
事・娯楽

碁盤類預り証文　〈角竹写〉 下巻-P189

K-2-51-8
風習－年中行
事・娯楽

覚　（将棋盤・碁盤封印預り） 下巻-P189

K-2-51-9
風習－年中行
事・娯楽

囲棋定石集幽賞館蔵 下巻-P189

K-2-51-10
風習－年中行
事・娯楽

世話人免状、定 下巻-P189

K-2-51-11
風習－年中行
事・娯楽

相撲興行番附表　（於山王境内）他 下巻-P189

K-2-51-12
風習－年中行
事・娯楽

小鷹利郷笹ケ洞村若達中芝居関係　〈角竹写〉 下巻-P189

K-2-51-13
風習－年中行
事・娯楽

花火種類名　（大八賀村大字滝、和田間蔵）〈角竹写〉 下巻-P189

K-2-51-14
風習－年中行
事・娯楽

明治初年興行願書　〈角竹写〉 下巻-P189

K-2-51-15
風習－年中行
事・娯楽

願　（遊女屋開業願／願書留より）　〈角竹写〉 下巻-P189



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-51-16
風習－年中行
事・娯楽

歳内政録　　永田 下巻-P189

K-2-51-17
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付奉願上候　（芸者、遊女奉公願） 下巻-P189

K-2-51-18
風習－年中行
事・娯楽

明治二年暦　（天候、米價書入） 下巻-P189

K-2-51-19
風習－年中行
事・娯楽

遊芸師匠史料 下巻-P189

K-2-51-20～21
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付奉願上候　（噺興行・指人形浄瑠璃興行願他） 下巻-P190

K-2-51-22
風習－年中行
事・娯楽

村々芝居禁止　　高山県庁 下巻-P190

K-2-51-23
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付奉願上候　（指人形浄瑠璃興行願） 下巻-P190

K-2-51-24～25
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付御届奉申上候（旅芸者素人芝居興行願） 下巻-P190

K-2-51-26
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付御届奉申上候（能興行願他） 下巻-P190

K-2-51-27
風習－年中行
事・娯楽

邸内稲荷社飾物奉納差止メ新古諸品書画等博物園世話方へ差出方一件 下巻-P190

K-2-51-28
風習－年中行
事・娯楽

廻達 下巻-P190

K-2-51-29
風習－年中行
事・娯楽

達　（神社内の舞台、以後説教所ト可相唱旨達） 下巻-P190

K-2-51-30
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付奉願上候 下巻-P190

K-2-51-31
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付奉願上候 下巻-P190

K-2-51-32
風習－年中行
事・娯楽

達　（七夕之儀、火の元、小供かんじんと唱あるき禁止） 下巻-P190

K-2-51-33
風習－年中行
事・娯楽

乍恐以書付奉願上候　（俄踊願） 下巻-P190

K-2-51-34
風習－年中行
事・娯楽

御届申書付　（写真大目鏡見世物興行願、芸者常盤津新内小供手踊入興
行願）他

下巻-P190

K-2-51-35
風習－年中行
事・娯楽

御願書　（遊技営業但揚弓） 下巻-P190

K-2-51-36
風習－年中行
事・娯楽

達岐阜県権令小崎利準から高山町正副戸長宛 下巻-P190

K-2-51-37
風習－年中行
事・娯楽

遊女屋再営業上申〈角竹写〉 下巻-P191

K-2-51-38
風習－年中行
事・娯楽

願書　（建物借請演劇場に仕度願）〈角竹写〉 下巻-P191

K-2-51-39
風習－年中行
事・娯楽

町内報告（公園開拓ニ付市中ニ而踏歌） 下巻-P191

K-2-51-40
風習－年中行
事・娯楽

花火秘法集中丸好彦 下巻-P191

K-2-51-41
風習－年中行
事・娯楽

寄合相撲興行御届 下巻-P191

K-2-51-42
風習－年中行
事・娯楽

高山南座舞浚会番組表 下巻-P191

K-2-51-43
風習－年中行
事・娯楽

興行御願　（鳥獣并人形首キカイ、芝居興行手品、手踊り） 下巻-P191

K-2-51-44
風習－年中行
事・娯楽

高山の「市」（金森時代より明治初年迄の文献に見える「市」の種類）角竹喜
登

下巻-P191

K-2-51-45
風習－年中行
事・娯楽

新版柳玉集（日清戦争当時流行愉快節、オッペケペ節） 下巻-P191

K-2-51-46
風習－年中行
事・娯楽

相撲興行番附表（於国分寺境内）他 下巻-P191

K-2-51-47
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“旧正月”〈角竹写〉 下巻-P191

K-2-51-48
風習－年中行
事・娯楽

狂言下題、役人替名（道頓堀朝日座、京都四条南座） 下巻-P191

K-2-51-49
風習－年中行
事・娯楽

第四回新年福引大会余興番組表 下巻-P191



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-51-50
風習－年中行
事・娯楽

歌舞伎下題（木挽町歌舞伎座） 下巻-P191

K-2-51-51
風習－年中行
事・娯楽

大野郡農家年中行事〔高山新報〕 下巻-P191

K-2-51-52
風習－年中行
事・娯楽

もの言ふ器機に驚いた三十年前の昔語り 下巻-P191

K-2-51-53
風習－年中行
事・娯楽

高山の歳の市の歴史〔高山新報他〕 下巻-P191

K-2-51-54
風習－年中行
事・娯楽

球突場開業 下巻-P191

K-2-51-55
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“趣味の同好会、囲碁他”〈角竹写〉 下巻-P191

K-2-51-56
風習－年中行
事・娯楽

子供の頃の歌について最近の感想 下巻-P191

K-2-51-57
風習－年中行
事・娯楽

倭会披露浄瑠璃会番組表（於芳竹樓） 下巻-P191

K-2-51-58
風習－年中行
事・娯楽

新春日記（各商店の賣初め、雲橋社中俳莚他） 下巻-P191

K-2-51-59
風習－年中行
事・娯楽

高山囲碁天狗見立 下巻-P191

K-2-51-60
風習－年中行
事・娯楽

船津の盆踊唄横山生〔飛騨日報切抜〕 下巻-P192

K-2-51-61
風習－年中行
事・娯楽

大阪歌舞伎一座下題（於喜多座） 下巻-P192

K-2-51-62
風習－年中行
事・娯楽

郷土趣味（飛騨古川の起し大鼓岡村利平） 下巻-P192

K-2-51-63
風習－年中行
事・娯楽

鉄道競争すごろく〔大阪毎日新聞附録〕 下巻-P192

K-2-51-64
風習－年中行
事・娯楽

家庭教育世界一周すごろく〔大阪毎日新聞附録〕 下巻-P192

K-2-51-65
風習－年中行
事・娯楽

第九回全国学生相撲大会番組（主催大阪毎日新聞社） 下巻-P192

K-2-51-66
風習－年中行
事・娯楽

郷土舞踊と民謡（岐阜県神代踊他） 下巻-P192

K-2-51-67
風習－年中行
事・娯楽

一之宮の神代踊〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P192

K-2-51-68
風習－年中行
事・娯楽

征空すごろく〔大阪毎日新聞新年附録〕 下巻-P192

K-2-51-69
風習－年中行
事・娯楽

初秋の高山を彩る盆踊り風景〔高山通信〕 下巻-P192

K-2-51-70
風習－年中行
事・娯楽

歌謡が描く前代風景山田白馬 下巻-P192

K-2-51-71
風習－年中行
事・娯楽

高山音楽聯盟の歴史 下巻-P192

K-2-51-72
風習－年中行
事・娯楽

「ぼん踊」のお知らせ高山盆踊同好会 下巻-P192

K-2-51-73
風習－年中行
事・娯楽

南城藤七郎翁五十年祭追善義太夫大会目録 下巻-P192

K-2-51-74
風習－年中行
事・娯楽

民謡の意義から飛騨を語る久保多史路 下巻-P192

K-2-51-75
風習－年中行
事・娯楽

萩原町新年互礼会名簿 下巻-P192

K-2-51-76
風習－年中行
事・娯楽

スキー指導要項（於原山スキー場） 下巻-P192

K-2-51-77
風習－年中行
事・娯楽

スキーの手引斐太中学校教諭芳田武雄 下巻-P192

K-2-51-78
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“高山盆踊保存会”〈角竹写〉 下巻-P192

K-2-51-79
風習－年中行
事・娯楽

盆踊大会案内高山盆踊保存会 下巻-P192

K-2-51-80
風習－年中行
事・娯楽

高山盆踊り大会〔飛騨新聞〕 下巻-P192

K-2-51-81
風習－年中行
事・娯楽

高山盆踊歌詞選定について高山市文化協会 下巻-P192



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-51-82
風習－年中行
事・娯楽

高山市民の歌（高山市文化協会懸賞募集入選歌） 下巻-P192

K-2-51-83
風習－年中行
事・娯楽

飛騨棋界展望 下巻-P192

K-2-51-84
風習－年中行
事・娯楽

義太夫資料（鶴巣弥平提供）〈角竹写〉 下巻-P192

K-2-51-85
風習－年中行
事・娯楽

文化祭プログラム主催高山市文化協会他 下巻-P192

K-2-51-86
風習－年中行
事・娯楽

音楽史料（箏曲、尺八、三曲会、野村宗男提供） 下巻-P192

K-2-51-87
風習－年中行
事・娯楽

ひなあそび〔毎日小学生新聞〕 下巻-P193

K-2-51-88
風習－年中行
事・娯楽

岐阜県野球興亡史〔岐阜タイムス〕 下巻-P193

K-2-51-89
風習－年中行
事・娯楽

盆踊りの図巻〔高山市民時報〕 下巻-P193

K-2-51-90
風習－年中行
事・娯楽

大型映画東映スコープ映画広告 下巻-P193

K-2-51-91-1
風習－年中行
事・娯楽

大相撲土俵入之図、力士取り図他 下巻-P193

K-2-51-91-2
風習－年中行
事・娯楽

本朝相撲沿革 下巻-P193

K-2-51-92
風習－年中行
事・娯楽

ハガキ（荘川民謡踊奉納踊） 下巻-P193

K-2-51-93
風習－年中行
事・娯楽

奉願上候書付 下巻-P193

K-2-51-94
風習－年中行
事・娯楽

国技舘御名残謝恩特別割引興行ポスター 下巻-P193

K-2-51-95
風習－年中行
事・娯楽

覚（哥よみ合力、遊歴哥人、銭書上）屋貝 下巻-P193

K-2-51-96
風習－年中行
事・娯楽

書状（七日町芝居大入、一本杉芝居興行） 下巻-P193

K-2-51-97
風習－年中行
事・娯楽

狂言下題（国分寺境内） 下巻-P193

K-2-51-98
風習－年中行
事・娯楽

高山を中心とした演劇映画史斐高2年蓑谷穆 下巻-P193

K-2-51-99
風習－年中行
事・娯楽

一札（御誕辰嘉節祝、若者俄踊興行一札）花里村 下巻-P193

K-2-51-100
風習－年中行
事・娯楽

謡曲関係者氏名（小谷其吟他） 下巻-P193

K-2-51-101
風習－年中行
事・娯楽

書状（豊年、国分寺や松泰寺にて芝居） 下巻-P193

K-2-51-102
風習－年中行
事・娯楽

東濃鬼ケ窟来田 下巻-P193

K-2-51-103
風習－年中行
事・娯楽

謡いぞめ成田千稻〈角竹写〉 下巻-P193

K-2-51-104
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“義太夫”〈角竹写〉 下巻-P193

K-2-51-105
風習－年中行
事・娯楽

古大臣（歌詞） 下巻-P193

K-2-51-106
風習－年中行
事・娯楽

白川民謡白川村郷土芸術保存会 下巻-P193

K-2-51-107
風習－年中行
事・娯楽

遊舟営業綴〈角竹写〉 下巻-P193

K-2-51-108
風習－年中行
事・娯楽

郷土歌謡の再吟味万岳樓主人 下巻-P193

K-2-51-109
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“盆踊”（飛州志他より）〈角竹写〉 下巻-P193

K-2-51-110
風習－年中行
事・娯楽

神代踊見聞録（宮榾を中心にして論ず　荒川喜一） 下巻-P193

K-2-51-111
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“新宮祭礼の俗謡”〈角竹写〉 下巻-P193

K-2-51-112
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“戯作下手栗毛、飛騨の童謡” 下巻-P193
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K-2-51-113
風習－年中行
事・娯楽

岐阜縣の民謡について松田鉄雄 下巻-P194

K-2-51-114
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“音楽一箏曲、尺八他”〈角竹写〉 下巻-P194

K-2-51-115
風習－年中行
事・娯楽

高山城在番始終之覚（写）（盆踊り歌） 下巻-P194

K-2-51-116
風習－年中行
事・娯楽

合併祝賀演舞大会番組（高山、上枝） 下巻-P194

K-2-51-117
風習－年中行
事・娯楽

盆踊りの始まりを記す天保年間の絵巻物 下巻-P194

K-2-51-118
風習－年中行
事・娯楽

踊と芝居（白川村採訪日記から村田祐作） 下巻-P194

K-2-51-119
風習－年中行
事・娯楽

高山盆踊を見て大埜間霽江〔新聞切抜〕 下巻-P194

K-2-51-120
風習－年中行
事・娯楽

高山盆踊り唄、古代盡楽譜高山音楽聯盟 下巻-P194

K-2-51-121
風習－年中行
事・娯楽

子供の歌謡と唱へ言三浦薫雄 下巻-P194

K-2-51-122
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“高山の郷土色、山都の風物” 下巻-P194

K-2-51-123
風習－年中行
事・娯楽

義太夫下題目録 下巻-P194

K-2-51-124
風習－年中行
事・娯楽

（中数河村若達中）拓本 下巻-P194

K-2-51-125
風習－年中行
事・娯楽

興行広告、優待券他（東少女楽劇団興行他） 下巻-P194

K-2-51-126
風習－年中行
事・娯楽

追弔会目録（於国分寺） 下巻-P194

K-2-51-127
風習－年中行
事・娯楽

三国開戦双六（日清戦争） 下巻-P194

K-2-51-128
風習－年中行
事・娯楽

菊花美術人形絵図（高山布袋園） 下巻-P194

K-2-51-129
風習－年中行
事・娯楽

狂言下題（於国分寺境内） 下巻-P194

K-2-51-130
風習－年中行
事・娯楽

飛州志栽田歌（廣瀬殿ノ御出ト云ハ…）〈角竹写〉 下巻-P194

K-2-51-472
風習－年中行
事・娯楽

御上様勤向年中諸事記兼帯宮地村名主六蔵 下巻-P194

K-2-51-473
風習－年中行
事・娯楽

益田郡虫供養繭蒐集の依頼状 下巻-P194

K-2-51-474
風習－年中行
事・娯楽

児童福祉会行事の例〔記録〕 下巻-P194

K-2-51-475
風習－年中行
事・娯楽

年中行事の文献〈角竹記録〉 下巻-P194

K-2-51-476
風習－年中行
事・娯楽

高山の七夕祭〔写真〕 下巻-P194

K-2-51-477
風習－年中行
事・娯楽

国旗制定記念日について〈角竹記録〉 下巻-P194

K-2-51-478
風習－年中行
事・娯楽

明治5年暦日下部市兵衛 下巻-P194

K-2-51-479
風習－年中行
事・娯楽

二十四日市について〈角竹記録〉 下巻-P194

K-2-51-480
風習－年中行
事・娯楽

松倉馬市〔写真〕 下巻-P194

K-2-51-481
風習－年中行
事・娯楽

市関係説明用資料 下巻-P194

K-2-51-482
風習－年中行
事・娯楽

豚汁会と雪合戦 下巻-P194

K-2-51-483
風習－年中行
事・娯楽

寄席白木座開場〔高山新報〕 下巻-P194

K-2-51-484
風習－年中行
事・娯楽

高山座の一時間〔高山タイムス〕 下巻-P194

K-2-51-485-1
風習－年中行
事・娯楽

川柳に就いて山田美沙緒 下巻-P195
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K-2-51-485-2
風習－年中行
事・娯楽

初代川柳忌阪井久良岐〔教育新聞〕 下巻-P195

K-2-51-486
風習－年中行
事・娯楽

広告（麻雀三元荘）〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P195

K-2-51-487
風習－年中行
事・娯楽

岐阜県菓子業聯合会余興の栞高山製菓組合 下巻-P195

K-2-51-488
風習－年中行
事・娯楽

盆踊り鼓吹（時事評論）〔飛騨新聞〕 下巻-P195

K-2-51-489
風習－年中行
事・娯楽

パチンコ時代（コラム）〔中部日本新聞〕 下巻-P195

K-2-51-490
風習－年中行
事・娯楽

娯楽の調査〔中部日本新聞〕 下巻-P195

K-2-51-491
風習－年中行
事・娯楽

印刷写真（高山郊外原山スキー場） 下巻-P195

K-2-51-492
風習－年中行
事・娯楽

松泰寺能舞台普請日記写〈角竹記録〉 下巻-P195

K-2-51-493
風習－年中行
事・娯楽

御能番組（幕末風刺） 下巻-P195

K-2-51-494
風習－年中行
事・娯楽

謡曲番組 下巻-P195

K-2-51-495
風習－年中行
事・娯楽

諸流合併謡曲会〔高山新報〕 下巻-P195

K-2-51-496
風習－年中行
事・娯楽

謡曲藤橋〔高山タイムス〕 下巻-P195

K-2-51-497
風習－年中行
事・娯楽

謡曲藤はし台本 下巻-P195

K-2-51-498
風習－年中行
事・娯楽

謡曲「藤橋」に就て船津校岩垣忠一 下巻-P195

K-2-51-499
風習－年中行
事・娯楽

義太夫祭に龍昇氏出演〔飛騨新聞〕 下巻-P195

K-2-51-500
風習－年中行
事・娯楽

飛騨義太夫資料（番組表、名刺、新聞切抜等） 下巻-P195

K-2-51-501
風習－年中行
事・娯楽

伝統を誇る人形浄るり〔新聞切抜〕 下巻-P195

K-2-51-502
風習－年中行
事・娯楽

人形浄瑠璃の大阪文楽来る 下巻-P195

K-2-51-503
風習－年中行
事・娯楽

鼓打ち手本 下巻-P195

K-2-51-504
風習－年中行
事・娯楽

高山市史原稿“能、謡曲”〈角竹記録〉 下巻-P195

K-2-51-505
風習－年中行
事・娯楽

大高山市行進歌 下巻-P195

K-2-51-506
風習－年中行
事・娯楽

高山市の歌 下巻-P195

K-2-51-507
風習－年中行
事・娯楽

飛騨名物酒場歌 下巻-P195

K-2-51-131
風習－祭礼・信
仰・迷信

斐陀国神馬絵図〈角竹画〉 下巻-P195

K-2-51-132
風習－祭礼・信
仰・迷信

山王祭史料（元禄5年高山町の状況の書状） 下巻-P195

K-2-51-133
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“八幡祭”〈角竹写〉 下巻-P195

K-2-51-134
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“伊勢秋葉代参”〈角竹写〉 下巻-P195

K-2-51-135
風習－祭礼・信
仰・迷信

伊勢神宮崇敬の事実　〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-136
風習－祭礼・信
仰・迷信

書簡（豊明台修繕に関すること他） 下巻-P196

K-2-51-137
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“屋台”（紙魚のやとり他より）〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-138
風習－祭礼・信
仰・迷信

祭礼月並講銭寄帳上野屋徳兵衛組 下巻-P196

K-2-51-139
風習－祭礼・信
仰・迷信

廻状　（御神事中心得・陣屋前にてかぶり物日傘無用） 下巻-P196
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K-2-51-140
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山三之町滑川屋長三郎組人別米聞合、辻燈明台入用取 下巻-P196

K-2-51-141
風習－祭礼・信
仰・迷信

文化年間二番町屋台（五台山）史料〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-142
風習－祭礼・信
仰・迷信

絵馬、墓、石燈籠等調角竹喜登 下巻-P196

K-2-51-143
風習－祭礼・信
仰・迷信

以書付御届申上候（八幡宮祭礼例年之通執行届） 下巻-P196

K-2-51-144
風習－祭礼・信
仰・迷信

乍恐以書付奉願上候 下巻-P196

K-2-51-145
風習－祭礼・信
仰・迷信

湯火傷咒　（まじないお礼） 下巻-P196

K-2-51-146
風習－祭礼・信
仰・迷信

当組屋台修理之事（神馬台）〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-147
風習－祭礼・信
仰・迷信

差出申證文之事 下巻-P196

K-2-51-148
風習－祭礼・信
仰・迷信

秋葉大権現宝前一萬燈明堂之勤文他 下巻-P196

K-2-51-149
風習－祭礼・信
仰・迷信

萬覚帳谷屋彦兵衛 下巻-P196

K-2-51-150
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“陣屋内初午飾物”〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-151
風習－祭礼・信
仰・迷信

行者台記録（永続締方帳）〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-152
風習－祭礼・信
仰・迷信

水についての信仰（飛騨国神社名記より）〈角竹写〉 下巻-P196

K-2-51-153
風習－祭礼・信
仰・迷信

厄除祭・神霊祭執行記森宗弘 下巻-P196

K-2-51-154
風習－祭礼・信
仰・迷信

岐阜県郡上郡和良村百萬遍念佛縁起 下巻-P196

K-2-51-155
風習－祭礼・信
仰・迷信

見立書（縁組取結、運命）亮々斉 下巻-P196

K-2-51-156
風習－祭礼・信
仰・迷信

以書付御願申上候（屋台蔵前板垣朽腐に付取繕願） 下巻-P196

K-2-51-157
風習－祭礼・信
仰・迷信

奉差上御請證文之事（雨天勝ニ付氏神に祈念） 下巻-P196

K-2-51-158
風習－祭礼・信
仰・迷信

仙人台組割合帳 下巻-P197

K-2-51-159
風習－祭礼・信
仰・迷信

諸事控（飾物之次第他）日下部八作 下巻-P197

K-2-51-160
風習－祭礼・信
仰・迷信

御尋ニ付乍恐始末書ヲ以奉歎願候 下巻-P197

K-2-51-161
風習－祭礼・信
仰・迷信

達（神宮遙拝の件）田近盛域 下巻-P197

K-2-51-162
風習－祭礼・信
仰・迷信

奉願上候書付（雨乞祈祷願） 下巻-P197

K-2-51-163
風習－祭礼・信
仰・迷信

御祭礼出納諸事簿壱番組 下巻-P197

K-2-51-164
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台蔵新築雑記鳩峯車組 下巻-P197

K-2-51-165
風習－祭礼・信
仰・迷信

御祭礼出納諸事記神楽組 下巻-P197

K-2-51-166
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台修繕諸事記五台山組 下巻-P197

K-2-51-167
風習－祭礼・信
仰・迷信

明治二十二年度五台山組月行司・南車組月番 下巻-P197

K-2-51-168
風習－祭礼・信
仰・迷信

達（初午祭礼執行注意書一投叺禁止等） 下巻-P197

K-2-51-169
風習－祭礼・信
仰・迷信

号外（高山消防組雨乞祈祷執行）　高山町役場庶務掛 下巻-P197

K-2-51-170
風習－祭礼・信
仰・迷信

廣告（天満宮御神徳）高山町二之町川上文保 下巻-P197

K-2-51-171
風習－祭礼・信
仰・迷信

月並屋台講取立帳・屋台講金出入帳麒麟台組 下巻-P197
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K-2-51-172
風習－祭礼・信
仰・迷信

心得帳（大祭飾物他）荒木氏 下巻-P197

K-2-51-173
風習－祭礼・信
仰・迷信

覚書（日枝神社例祭に付屋台一般引廻の件） 下巻-P197

K-2-51-174
風習－祭礼・信
仰・迷信

布袋台修繕改造〔高山新報〕 下巻-P197

K-2-51-175
風習－祭礼・信
仰・迷信

電話架線と山車練り〔高山新報〕 下巻-P197

K-2-51-176
風習－祭礼・信
仰・迷信

祭礼割合取立帳坂田藤三郎組他 下巻-P197

K-2-51-177
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨記（八幡祭）〔岐阜日々新聞〕 下巻-P197

K-2-51-178
風習－祭礼・信
仰・迷信

江名子の醴まつり〔高山タイムス〕 下巻-P197

K-2-51-179
風習－祭礼・信
仰・迷信

御大典高山町飾物〈角竹画〉 下巻-P197

K-2-51-180
風習－祭礼・信
仰・迷信

古川起し太鼓、古川署を襲う〔高山通信〕 下巻-P197

K-2-51-181
風習－祭礼・信
仰・迷信

年行司順番産子總代（八幡） 下巻-P197

K-2-51-182
風習－祭礼・信
仰・迷信

吉田駒ひき銭版画（年賀状） 下巻-P197

K-2-51-183
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨一宮御祭禮記水無神社々務所発行 下巻-P197

K-2-51-184
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨史壇第十一巻等六号 下巻-P197

K-2-51-185
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山屋台五台山・崑崗台史料 下巻-P198

K-2-51-186
風習－祭礼・信
仰・迷信

郷土芸術（飛騨高山祭、節分豆撤の起り） 下巻-P198

K-2-51-187
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨總社の“国守獅子”（中津町氏神祭へ伝授） 下巻-P198

K-2-51-188
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台再興書翰集発見（角竹喜登保管）〔新聞切抜〕 下巻-P198

K-2-51-189
風習－祭礼・信
仰・迷信

飾物ニ関スル件 下巻-P198

K-2-51-190
風習－祭礼・信
仰・迷信

船津町大津神社大祭宣伝年賀状 下巻-P198

K-2-51-191
風習－祭礼・信
仰・迷信

飾りものゝ話 下巻-P198

K-2-51-192
風習－祭礼・信
仰・迷信

書簡（鼠除け功験の墓石について） 下巻-P198

K-2-51-193
風習－祭礼・信
仰・迷信

七生説の轉回荒家繁蔵著 下巻-P198

K-2-51-194
風習－祭礼・信
仰・迷信

春宵屋台閑話富田令禾〔飛騨新聞〕 下巻-P198

K-2-51-195
風習－祭礼・信
仰・迷信

名古屋と近郊のおまつり展 下巻-P198

K-2-51-196
風習－祭礼・信
仰・迷信

光明様の本拠を訪う（高山市西之一色町） 下巻-P198

K-2-51-197
風習－祭礼・信
仰・迷信

書簡（十字架と思われる図柄のある鱠皿） 下巻-P198

K-2-51-198
風習－祭礼・信
仰・迷信

古川情調（起し太鼓他）野村俊夫著 下巻-P198

K-2-51-199
風習－祭礼・信
仰・迷信

新しい見送り“風神雷神”（古川屋台の見送り） 下巻-P198

K-2-51-200
風習－祭礼・信
仰・迷信

最古の屋台史料（享保3年）発見 下巻-P198

K-2-51-201
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨まつりの屋台（飛騨叢書第3冊） 下巻-P198

K-2-51-202
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台物語山田白馬著発行所高山市民時報社 下巻-P198

K-2-51-203～204
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山祭に寄せて（苦言一束）〔高山市民時報〕 下巻-P198
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K-2-51-205
風習－祭礼・信
仰・迷信

華陽　4月号（高山まつり大祭の起源他） 下巻-P198

K-2-51-206
風習－祭礼・信
仰・迷信

チグハグ屋台風景大埜間霽江〔高山市民時報〕 下巻-P198

K-2-51-207
風習－祭礼・信
仰・迷信

八幡大祭飾物の批評〔高山市民時報〕 下巻-P198

K-2-51-208
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨高山大祭パンフレット（高山市桜山八幡神社） 下巻-P199

K-2-51-209
風習－祭礼・信
仰・迷信

八幡神社大祭飾物審査礼状 下巻-P199

K-2-51-210
風習－祭礼・信
仰・迷信

五月晴の高山大まつり（三日の人出10万余） 下巻-P199

K-2-51-211
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山屋台を調査（石橋台調査） 下巻-P199

K-2-51-212
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台人形の話富田令禾〔高山市民時報〕 下巻-P199

K-2-51-213
風習－祭礼・信
仰・迷信

招魂大祭飾り物〔高山市民時報〕 下巻-P199

K-2-51-214
風習－祭礼・信
仰・迷信

鹿皮羽織で伊勢参宮（高山町神明講の80名） 下巻-P199

K-2-51-215
風習－祭礼・信
仰・迷信

麒麟台古川町一之下組清水武平 下巻-P199

K-2-51-216
風習－祭礼・信
仰・迷信

日本拝見（高山、生き残った町）林房雄 下巻-P199

K-2-51-217
風習－祭礼・信
仰・迷信

天の声“大美元”第壹号 下巻-P199

K-2-51-218
風習－祭礼・信
仰・迷信

甘酒祭り（江名子荒神社）〔飛騨通信〕 下巻-P199

K-2-51-219
風習－祭礼・信
仰・迷信

祭と屋台富田令禾〔高山市民時報〕 下巻-P199

K-2-51-220
風習－祭礼・信
仰・迷信

山王祭てんまつ記野沢保〔高山市民時報〕 下巻-P199

K-2-51-221
風習－祭礼・信
仰・迷信

古色豊かな飛騨の鳥芸〔岐阜タイムス〕 下巻-P199

K-2-51-222
風習－祭礼・信
仰・迷信

白川村のどぶろく祭〔東海夕刊〕 下巻-P199

K-2-51-223
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨の大祭パンフレット（飛騨総社式年大祭） 下巻-P199

K-2-51-224
風習－祭礼・信
仰・迷信

数河獅子と金蔵獅子土田吉左衛門〔岐阜タイムス〕 下巻-P199

K-2-51-225
風習－祭礼・信
仰・迷信

日枝神社式年大祭　「飛騨の総まつり」御案内 下巻-P199

K-2-51-226
風習－祭礼・信
仰・迷信

書状（一本杉開帳へ花踊参候由） 下巻-P199

K-2-51-227
風習－祭礼・信
仰・迷信

一本杉白山神社祭礼感想記 下巻-P199

K-2-51-228
風習－祭礼・信
仰・迷信

大祭記念絵葉書　（写真）日枝神社々務所発行 下巻-P199

K-2-51-229
風習－祭礼・信
仰・迷信

泰筮（病気を易者にみてもらう　17才男子）亮々斉 下巻-P199

K-2-51-230
風習－祭礼・信
仰・迷信

病気祈祷文書（森佐兵衛娘病気に付） 下巻-P199

K-2-51-231
風習－祭礼・信
仰・迷信

入用書留め（片野村古う志ゆ虫送り、錦山雨乞入用他） 下巻-P200

K-2-51-232
風習－祭礼・信
仰・迷信

書状（宮村水無神社出輿の件　）町年寄から与頭中宛 下巻-P200

K-2-51-233
風習－祭礼・信
仰・迷信

書状（旗鉾村へ大神宮御鎭座、日々参宮人多し）他 下巻-P200

K-2-51-234
風習－祭礼・信
仰・迷信

書状（朝六橋の架替、小坂観音堂の開帳） 下巻-P200

K-2-51-235
風習－祭礼・信
仰・迷信

書状（八幡宮へ病気の祈願） 下巻-P200

K-2-51-236
風習－祭礼・信
仰・迷信

永代太御神楽札（木札、伊勢講関係か） 下巻-P200
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K-2-51-237
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台再興覚加藤屋卯兵衛から与頭滑川屋長三郎宛 下巻-P200

K-2-51-238
風習－祭礼・信
仰・迷信

覚（金物代残金領収書他） 下巻-P200

K-2-51-239
風習－祭礼・信
仰・迷信

桜山八幡宮祭礼ニ付火の用心并盗難取締 下巻-P200

K-2-51-240
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台彫物直段覚帳三塚屋清吉から滑川屋組 下巻-P200

K-2-51-241
風習－祭礼・信
仰・迷信

青龍台改修案（絵）長倉三朗 下巻-P200

K-2-51-242
風習－祭礼・信
仰・迷信

五台山設備要領角竹喜登 下巻-P200

K-2-51-243
風習－祭礼・信
仰・迷信

郷土文化古川祭岐阜県吉城郡古川町 下巻-P200

K-2-51-244
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨匠谷口與鹿略傳代情山彦 下巻-P200

K-2-51-245
風習－祭礼・信
仰・迷信

谷口権守家系譜と高山屋台の設計図角竹喜登 下巻-P200

K-2-51-246-1
風習－祭礼・信
仰・迷信

花車の起源－印度に於ける－ 下巻-P200

K-2-51-246-2
風習－祭礼・信
仰・迷信

花車の造形文様について 下巻-P200

K-2-51-247
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台寸法 下巻-P200

K-2-51-248
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台改修、再建、彫師等の記録角竹喜登 下巻-P200

K-2-51-249
風習－祭礼・信
仰・迷信

山王祭屋台要覧角竹喜登 下巻-P200

K-2-51-250
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨祭の屋台〈角竹写〉 下巻-P200

K-2-51-251
風習－祭礼・信
仰・迷信

樹氷祭特集4月号 下巻-P200

K-2-51-252
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“飛騨の大祭、山王祭”〈角竹写〉 下巻-P200

K-2-51-253
風習－祭礼・信
仰・迷信

八幡祭屋台要覧角竹喜登 下巻-P200

K-2-51-254
風習－祭礼・信
仰・迷信

船津の大まつりパンフレット、絵葉書 下巻-P200

K-2-51-255
風習－祭礼・信
仰・迷信

天下の大瑞飛騨の神馬献上角竹喜登 下巻-P201

K-2-51-256
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨松倉山絵馬の保存に関する趣意書 下巻-P201

K-2-51-257
風習－祭礼・信
仰・迷信

宮川における水除法華経塔数角竹喜登 下巻-P201

K-2-51-258
風習－祭礼・信
仰・迷信

二の午飾物調物帳鳩峰車組 下巻-P201

K-2-51-259
風習－祭礼・信
仰・迷信

益田郡竹原村信仰（御嶽信仰、猿田彦信仰拓本他） 下巻-P201

K-2-51-260
風習－祭礼・信
仰・迷信

ハガキ（上宝村藏柱の耳無地藏に就て） 下巻-P201

K-2-51-261
風習－祭礼・信
仰・迷信

保井戸村田神石神二柱の図〈角竹写〉 下巻-P201

K-2-51-262
風習－祭礼・信
仰・迷信

多ま祭角竹喜登 下巻-P201

K-2-51-263
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨総社大祭（すぽんさー掲載） 下巻-P201

K-2-51-264
風習－祭礼・信
仰・迷信

雅楽考（鳥毛打－かんかこかんのこと－） 下巻-P201

K-2-51-265
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨祭の新史料（徳川時代飛騨八幡祭記事他） 下巻-P201

K-2-51-266
風習－祭礼・信
仰・迷信

陣屋稲荷の初午祭り桜馬傷人 下巻-P201

K-2-51-267
風習－祭礼・信
仰・迷信

桜山未社稲荷社祭式旧例 下巻-P201



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-51-268
風習－祭礼・信
仰・迷信

達（写）（一宮へ参詣被仰出の儀に付） 下巻-P201

K-2-51-269
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨高山松泰寺まつりのおかめ神楽高山観光協会 下巻-P201

K-2-51-270
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨神社大祭奉賛飾物申込控 下巻-P201

K-2-51-271
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“飛騨の飾物”〈角竹写〉 下巻-P201

K-2-51-272
風習－祭礼・信
仰・迷信

飾物写真 下巻-P201

K-2-51-273
風習－祭礼・信
仰・迷信

一本杉名物「樽御輿」〔新聞切抜〕 下巻-P201

K-2-51-274
風習－祭礼・信
仰・迷信

水の神信仰写真（丹生川村上坊方、竹原村） 下巻-P201

K-2-51-275
風習－祭礼・信
仰・迷信

水の神信仰拓本（益田郡川西村尾崎水天明王を祀る） 下巻-P201

K-2-51-276
風習－祭礼・信
仰・迷信

馬頭さま絵馬市ポスター 下巻-P201

K-2-51-277
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山市史原稿“松倉絵馬と松倉相場”　〈角竹写〉 下巻-P201

K-2-51-278
風習－祭礼・信
仰・迷信

松倉絵馬（本版摺の絵馬、他） 下巻-P201

K-2-51-279
風習－祭礼・信
仰・迷信

大桑と屋台及び飾物について角竹喜登 下巻-P201

K-2-51-280
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山祭と屋台高山市観光課発行 下巻-P201

K-2-51-281
風習－祭礼・信
仰・迷信

屋台説明用写真 下巻-P201

K-2-51-282
風習－祭礼・信
仰・迷信

からくり人形写真 下巻-P201

K-2-51-283
風習－祭礼・信
仰・迷信

春祭りポスター高山市 下巻-P202

K-2-51-284
風習－祭礼・信
仰・迷信

古川気多若宮神社神事起し太鼓写真 下巻-P202

K-2-51-285
風習－祭礼・信
仰・迷信

信仰関係説明用資料〈角竹作製〉 下巻-P202

K-2-51-286
風習－祭礼・信
仰・迷信

神楽土藏営膳費割合取立帳組長川上市九郎 下巻-P202

K-2-51-287
風習－祭礼・信
仰・迷信

判取帳神楽組 下巻-P202

K-2-51-288
風習－祭礼・信
仰・迷信

鳩峯車考稿（附高山の屋台に就て）柿下青緑 下巻-P202

K-2-51-508
風習－祭礼・信
仰・迷信

御旅拵品々覚書当番滑川屋長三郎組 下巻-P202

K-2-51-509
風習－祭礼・信
仰・迷信

丑年祭礼献立 下巻-P202

K-2-51-510
風習－祭礼・信
仰・迷信

松田以永琴高仙人図〈角竹記録〉 下巻-P202

K-2-51-511
風習－祭礼・信
仰・迷信

春祭崑崗台人足券片原町組 下巻-P202

K-2-51-512
風習－祭礼・信
仰・迷信

山王祭に来高の軍政部長ら〈角竹記録〉 下巻-P202

K-2-51-513
風習－祭礼・信
仰・迷信

案内状（飛騨総社の大祭執行） 下巻-P202

K-2-51-514
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山祭と屋台の保存－浅野利右衛門－〔高山市民時報〕 下巻-P202

K-2-51-515
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨の高山山車まつり文化濃飛新報 下巻-P202

K-2-51-516
風習－祭礼・信
仰・迷信

名刺（山王祭屋台調査の為来高、辻合喜代太郎） 下巻-P202

K-2-51-517
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山櫻山八幡神社明治五年の大祭記録角竹喜登 下巻-P202

K-2-51-518
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨総社式年大祭リーフレット（5月2日～6日） 下巻-P202
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K-2-51-519
風習－祭礼・信
仰・迷信

大祭と屋台及び飾物について角竹喜登 下巻-P202

K-2-51-520
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨の大祭高山市観光課 下巻-P202

K-2-51-521
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山祭ポスター 下巻-P202

K-2-51-522
風習－祭礼・信
仰・迷信

高山祭文献、屋台等〔写真〕 下巻-P202

K-2-51-523
風習－祭礼・信
仰・迷信

「雅楽諸事録」を発見〔新聞切抜〕 下巻-P202

K-2-51-524
風習－祭礼・信
仰・迷信

依頼状（慧燈大師四百回御遠忌） 下巻-P202

K-2-51-525
風習－祭礼・信
仰・迷信

下呂の農業祭り 下巻-P202

K-2-51-526
風習－祭礼・信
仰・迷信

書状（京都御神馬御見立役人御越ニ付） 下巻-P202

K-2-51-527
風習－祭礼・信
仰・迷信

萩原御前山の神社（益農卒業生会通信） 下巻-P202

K-2-51-528
風習－祭礼・信
仰・迷信

飛騨地方の雨乞祭り丸山敏雄 下巻-P202

K-2-51-529
風習－祭礼・信
仰・迷信

書簡（大西の雨乞に関して）大江浩から角竹宛 下巻-P202

K-2-51-530
風習－祭礼・信
仰・迷信

雨降山由来鈴木棠三 下巻-P202

K-2-51-531
風習－祭礼・信
仰・迷信

山神石他 下巻-P202

K-2-51-532
風習－祭礼・信
仰・迷信

岐阜御祭礼子供やくわり 下巻-P202

K-2-51-533
風習－祭礼・信
仰・迷信

本年の秋季皇霊祭〈角竹記録〉 下巻-P202

K-2-51-534
風習－祭礼・信
仰・迷信

湊川祭（掲示説明用）〈角竹作製〉 下巻-P202

K-2-51-535
風習－祭礼・信
仰・迷信

丙午歳生れ子のさとし書〈角竹写〉 下巻-P202

K-2-51-536
風習－祭礼・信
仰・迷信

多々利加世比解 下巻-P203

K-2-51-537
風習－祭礼・信
仰・迷信

おみくじ札 下巻-P203

K-2-51-538
風習－祭礼・信
仰・迷信

矢島家十代運命占い 下巻-P203

K-2-51-539
風習－祭礼・信
仰・迷信

女の名について他 下巻-P203

K-2-51-540
風習－祭礼・信
仰・迷信

金性之名告（日比野甚助丈夫）居易神代元浩考誌 下巻-P203

K-2-51-541
風習－祭礼・信
仰・迷信

土性之名告（日比野甚四郎丈夫）居易神代元浩考誌 下巻-P203

K-2-51-542
風習－祭礼・信
仰・迷信

写真（ほうそう送） 下巻-P203

K-2-51-289 風習－冠婚葬 「元服史料」（袋） 下巻-P203
K-2-51-289-1 風習－冠婚葬 封建時代元服姿絵図 下巻-P203
K-2-51-289-2 風習－冠婚葬 元服祝い記録（森左右衛門子息徳次郎） 下巻-P203
K-2-51-289-3 風習－冠婚葬 元服祝盃次第 下巻-P203
K-2-51-289-4 風習－冠婚葬 書状（元服祝い）細江・藍島から森四良右衛門宛 下巻-P203
K-2-51-289-5 風習－冠婚葬 元服御祝儀御出之帳、受納帳日下部 下巻-P203
K-2-51-289-6 風習－冠婚葬 元服の次第 下巻-P203
K-2-51-290 風習－冠婚葬 嫁娵管法書（結納の次第）正利記 下巻-P203
K-2-51-291 風習－冠婚葬 官刻御改服忌令写冨田 下巻-P203
K-2-51-292 風習－冠婚葬 御祝儀請覚帳石浦村安右衛門娘 下巻-P203
K-2-51-293 風習－冠婚葬 釋尼妙而三回忌配物控（御報謝餅史料）森宗弘 下巻-P203
K-2-51-294 風習－冠婚葬 乍憚以書付奉申上候（妻合致度猶豫方願） 下巻-P203
K-2-51-295 風習－冠婚葬 衣類并祝儀物覚帳松之木村弥藤次姉おちへ 下巻-P203
K-2-51-296 風習－冠婚葬 白鳥七兵衛殿江妹左多婚姻諸事記森氏 下巻-P203
K-2-51-297 風習－冠婚葬 元服諸事記日下部 下巻-P203
K-2-51-298 風習－冠婚葬 書状（近勘61才の祝他）安兵衛から父上宛 下巻-P203
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K-2-51-299 風習－冠婚葬 葬式諸事帳（香典帳、諸拂判取、諸通他） 下巻-P203
K-2-51-300 風習－冠婚葬 豊大閣御葬式記東梧 下巻-P203
K-2-51-301 風習－冠婚葬 元腹御祝覚守之助改伊兵衛扣 下巻-P203
K-2-51-302 風習－冠婚葬 葬儀改典之儀執行筑摩県権令永山盛輝 下巻-P203
K-2-51-303 風習－冠婚葬 達（火葬禁止之儀）区長 下巻-P203
K-2-51-304 風習－冠婚葬 洋女出産諸事并ニ洋女病諸事記 下巻-P203
K-2-51-305 風習－冠婚葬 “喪服は黒に統一しましょう”高山町婦人会 下巻-P203
K-2-51-306 風習－冠婚葬 夜伽の夜食など廃止（川原町が改善運動） 下巻-P204
K-2-51-307 風習－冠婚葬 覚（若様御元服ニ付献上真綿一把代他）矢嶋 下巻-P204
K-2-51-308 風習－冠婚葬 書状（元服祝招待）甚吉から本杉甚右衛門宛 下巻-P204
K-2-51-309 風習－冠婚葬 故巡査石原要平氏事祭執行神道分院 下巻-P204
K-2-51-310 風習－冠婚葬 覚（斉藤様御婚礼御祝儀紬代他）屋貝 下巻-P204
K-2-51-311 風習－冠婚葬 書状（婚礼祝儀状）田中半十郎から日下部平兵衛宛 下巻-P204
K-2-51-312 風習－冠婚葬 嫁披露土産扣の蝶杉崎屋甚右衛門 下巻-P204
K-2-51-313 風習－冠婚葬 廻状（葬式等すべて質素のこと）高山御役所 下巻-P204
K-2-51-314 風習－冠婚葬 永田、小森両家帯刀苗字之御祝他七左衛門から親父 下巻-P204
K-2-51-315 風習－冠婚葬 宛葬式拵他 下巻-P204
K-2-51-316 風習－冠婚葬 覚（花束－数、氏名） 下巻-P204
K-2-51-317 風習－冠婚葬 結婚式次第 下巻-P204
K-2-51-318 風習－冠婚葬 教化高山市結婚斡旋委員会の設置と決戦結婚新様式の制定 下巻-P204
K-2-51-319 風習－冠婚葬 結婚式の盃の様式角竹喜登 下巻-P204
K-2-51-543 風習－冠婚葬 書状（出雲守殿死去通知） 下巻-P204
K-2-51-544 風習－冠婚葬 法事献立 下巻-P204
K-2-51-545 風習－冠婚葬 御大典奉祝行列〔写真〕 下巻-P204
K-2-51-546 風習－冠婚葬 時婚禮諸事記阪田長五郎 下巻-P204
K-2-51-547 風習－冠婚葬 高山神前結婚のはじめ〔高山新報〕 下巻-P204
K-2-51-548 風習－冠婚葬 紫蝶居士追福会 下巻-P204
K-2-51-549 風習－冠婚葬 弔辞原稿 下巻-P204

K-2-51-320
風習－礼儀作
法・諸芸

大工みまい之覚帳山口村 下巻-P204

K-2-51-321
風習－礼儀作
法・諸芸

唐軒流四疊半茶筌飾 下巻-P204

K-2-51-322
風習－礼儀作
法・諸芸

諸方茶事留茱萸園 下巻-P204

K-2-51-323
風習－礼儀作
法・諸芸

茶会記録（於京都）（福嶋宗目、茶の湯覚書森彦兵衛、永田吉右衛門出席
茶之会他）

下巻-P204

K-2-51-324
風習－礼儀作
法・諸芸

御用状荷物入記平田・日下部 下巻-P204

K-2-51-325～326
風習－礼儀作
法・諸芸

出府御見舞并ニ土産物留谷平・日下部 下巻-P204

K-2-51-327
風習－礼儀作
法・諸芸

慶事為知口上之事（組内為知覚） 下巻-P204

K-2-51-328
風習－礼儀作
法・諸芸

年始之使覚大佐控 下巻-P204

K-2-51-329
風習－礼儀作
法・諸芸

熊太郎、お勢以病気見廻控本椙 下巻-P205

K-2-51-330
風習－礼儀作
法・諸芸

旅立御餞別并御見舞諸事録本椙控 下巻-P205

K-2-51-331
風習－礼儀作
法・諸芸

飛騨習俗史料（補遺）－小林幹氏蔵史料より－ 下巻-P205

K-2-51-332
風習－礼儀作
法・諸芸

疱瘡見舞拝受納覚他小林屋甚九郎控〈角竹写〉 下巻-P205

K-2-51-333
風習－礼儀作
法・諸芸

差入申請取一札（佛具、茶釜等貰請） 下巻-P205

K-2-51-334
風習－礼儀作
法・諸芸

生華諸用記白雲居社中 下巻-P205

K-2-51-335
風習－礼儀作
法・諸芸

参詣きう諸事記本杉控 下巻-P205

K-2-51-336
風習－礼儀作
法・諸芸

大宝恵（陣内諸役人へ進上物）角川村柏木徳三郎 下巻-P205

K-2-51-337
風習－礼儀作
法・諸芸

虎治郎疱瘡見舞拝受納覚小林屋甚九郎控 下巻-P205

K-2-51-338
風習－礼儀作
法・諸芸

きうつう旅行見舞記本杉控 下巻-P205
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K-2-51-339
風習－礼儀作
法・諸芸

きうつう江戸行留守見舞并土産物帳本杉控 下巻-P205

K-2-51-340
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（孝義録代金請取他） 下巻-P205

K-2-51-341
風習－礼儀作
法・諸芸

新三郎横浜糸商音物并土産物帳本杉甚 下巻-P205

K-2-51-342
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（法要誦経頼上之事他）四良右衛門他 下巻-P205

K-2-51-343
風習－礼儀作
法・諸芸

生華諸入用記 下巻-P205

K-2-51-344
風習－礼儀作
法・諸芸

苗字御免祝儀帳（長州征伐に依る苗字御免の者） 下巻-P205

K-2-51-345
風習－礼儀作
法・諸芸

松竹梅生花絵専正 下巻-P205

K-2-51-346
風習－礼儀作
法・諸芸

祝儀音物留メ大佐 下巻-P205

K-2-51-347
風習－礼儀作
法・諸芸

書簡（祝台受取礼状） 下巻-P205

K-2-51-348
風習－礼儀作
法・諸芸

佛事に関する慣例（高山町）森正三郎他 下巻-P205

K-2-51-349
風習－礼儀作
法・諸芸

生花門弟状池坊から松之木清吉郎宛 下巻-P205

K-2-51-350
風習－礼儀作
法・諸芸

同令会組織結成（明治10年、11年出生有志者） 下巻-P205

K-2-51-351
風習－礼儀作
法・諸芸

華会記録完（会頭職披露会記録） 下巻-P205

K-2-51-352
風習－礼儀作
法・諸芸

灘会発会式報告〔新聞切抜〕 下巻-P205

K-2-51-353
風習－礼儀作
法・諸芸

清風社発会式（大野郡清見村華道同好者） 下巻-P205

K-2-51-354
風習－礼儀作
法・諸芸

高山町弊習橋正申合書（婚姻、葬儀、祭礼、法会など） 下巻-P205

K-2-51-355
風習－礼儀作
法・諸芸

華道家元池坊立正華応用花大会案内状他 下巻-P206

K-2-51-356
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（臥牛庵茶事案内書他） 下巻-P206

K-2-51-357
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（茶の湯作法尋文）森彦兵衛から山際岱山宛 下巻-P206

K-2-51-358
風習－礼儀作
法・諸芸

十二月可用草木之口傳花鳳軒稀雄 下巻-P206

K-2-51-359
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（地役人の役（厄）祝－26才－） 下巻-P206

K-2-51-360
風習－礼儀作
法・諸芸

賀状近藤秀六から森佐兵衛宛 下巻-P206

K-2-51-361
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（生花案内状） 下巻-P206

K-2-51-362
風習－礼儀作
法・諸芸

回章（生花案内状）生花会催主 下巻-P206

K-2-51-363
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（月並茶会案内状）日下部平兵衛 下巻-P206

K-2-51-364
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（各会案内状）雲橋庵幹事から客位宛他 下巻-P206

K-2-51-365
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（小鼓壱挺差上証）上木甚四郎から森七左衛門宛 下巻-P206

K-2-51-366
風習－礼儀作
法・諸芸

極月13日きん鉄漿附祝（お歯黒付祝出席者、献立） 下巻-P206

K-2-51-367
風習－礼儀作
法・諸芸

岩田様御止宿中日記川上屋市十郎 下巻-P206

K-2-51-368
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（新年虚礼廃止の件）坂田助役宛 下巻-P206

K-2-51-369
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（生花会案内状）大坂屋七左衛門主催 下巻-P206

K-2-51-370
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（人形師合力、生花修行人合力、屋貝取替） 下巻-P206
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K-2-51-371
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（若様御元服御祝儀、餞別白紬代取替金他） 下巻-P206

K-2-51-372
風習－礼儀作
法・諸芸

土産物覚松崎屋甚七組 下巻-P206

K-2-51-373
風習－礼儀作
法・諸芸

見舞音物毘哥恵茂利 下巻-P206

K-2-51-374
風習－礼儀作
法・諸芸

御見舞之覚森氏 下巻-P206

K-2-51-375
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（霜山茶受取のこと） 下巻-P206

K-2-51-376
風習－礼儀作
法・諸芸

書状（茶道関係）和田宗栄から森七左衛門宛他 下巻-P206

K-2-51-377
風習－礼儀作
法・諸芸

茶道関係文書（茶道聞書、置水遣之寸法他） 下巻-P206

K-2-51-378
風習－礼儀作
法・諸芸

薮之内流茶湯之式 下巻-P206

K-2-51-379
風習－礼儀作
法・諸芸

高山市史原稿“茶道”〈角竹写〉 下巻-P206

K-2-51-380
風習－礼儀作
法・諸芸

高山市史原稿“高山の茶道”〈角竹写〉 下巻-P206

K-2-51-381
風習－礼儀作
法・諸芸

習俗資料目録一部角竹喜登 下巻-P206

K-2-51-382
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（肴、美濃紙他） 下巻-P206

K-2-51-383
風習－礼儀作
法・諸芸

人足割（料理方、酒方、御輪番様人足他） 下巻-P206

K-2-51-384
風習－礼儀作
法・諸芸

香具合灰押様 下巻-P207

K-2-51-385
風習－礼儀作
法・諸芸

千家花活書 下巻-P207

K-2-51-386
風習－礼儀作
法・諸芸

茶器壺型図 下巻-P207

K-2-51-387
風習－礼儀作
法・諸芸

茶人・画人関係人名角竹喜登 下巻-P207

K-2-51-388
風習－礼儀作
法・諸芸

生花聞係人名 下巻-P207

K-2-51-389
風習－礼儀作
法・諸芸

回状（東籬追悼開筵案内状）細江屋二右衛門 下巻-P207

K-2-51-390
風習－礼儀作
法・諸芸

飛騨の習俗史料から観たる家庭生活の種々相角竹喜登 下巻-P207

K-2-51-391
風習－礼儀作
法・諸芸

御陣内御歳暮書上 下巻-P207

K-2-51-392
風習－礼儀作
法・諸芸

覚（米、銭割当書） 下巻-P207

K-2-51-393
風習－礼儀作
法・諸芸

目出度（年頭品物留帳）杉崎屋甚右衛門 下巻-P207

K-2-51-394
風習－礼儀作
法・諸芸

旅行見舞品留（谷屋平兵衛旅行） 下巻-P207

K-2-51-395
風習－礼儀作
法・諸芸

上京ニ付届書状音物調物品々控帳 下巻-P207

K-2-51-396
風習－礼儀作
法・諸芸

色切縁続覚華鳳所 下巻-P207

K-2-51-397
風習－礼儀作
法・諸芸

花活方指導書 下巻-P207

K-2-51-398
風習－礼儀作
法・諸芸

家元生花骨 下巻-P207

K-2-51-399
風習－礼儀作
法・諸芸

高山町を中心とする地方本膳の進め方 下巻-P207

K-2-51-550
風習－礼儀作
法・諸芸

口演（先師十年忌供花会） 下巻-P207

K-2-51-551
風習－礼儀作
法・諸芸

高山茶会日記〈角竹写〉 下巻-P207

K-2-51-552
風習－礼儀作
法・諸芸

宗和流茶道清風社概史森本栄樹〈角竹写〉 下巻-P207
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K-2-51-553
風習－礼儀作
法・諸芸

続茶器價録全 下巻-P207

K-2-51-554
風習－礼儀作
法・諸芸

爐辺閑想奥田正造著 下巻-P207

K-2-51-555
風習－礼儀作
法・諸芸

爐辺閑想奥田正造執筆数学局編纂 下巻-P207

K-2-51-556
風習－礼儀作
法・諸芸

茶味奥田正造著 下巻-P207

K-2-51-557
風習－礼儀作
法・諸芸

御大禮奉祝百華帖天之巻斐太松風社発行 下巻-P207

K-2-51-558
風習－礼儀作
法・諸芸

御大禮奉祝百華帖地之巻斐太松風社発行 下巻-P207

K-2-51-559
風習－礼儀作
法・諸芸

全飛連合池坊華展記録斐太支部 下巻-P207

K-2-51-400
風習－家制・衣
食住

平安朝宮廷服装画 下巻-P207

K-2-51-401
風習－家制・衣
食住

書状（ゑびす講祝い） 下巻-P207

K-2-51-402
風習－家制・衣
食住

病、湯治之用法、湯在所（写） 下巻-P207

K-2-51-403
風習－家制・衣
食住

豪奢な響宴（御成根立献立） 下巻-P207

K-2-51-404
風習－家制・衣
食住

箸供養拓本　（益田郡竹原村宮地） 下巻-P207

K-2-51-405
風習－家制・衣
食住

御定紋本并色本奥田屋喜助 下巻-P208

K-2-51-406
風習－家制・衣
食住

呉服染物通近江屋半兵衛から森佐兵衛宛 下巻-P208

K-2-51-407
風習－家制・衣
食住

田屋普請口祝帳宮村田屋控 下巻-P208

K-2-51-408～409
風習－家制・衣
食住

差上申一札之事（高山町住居之者御用向に付袴着用之部）　町年寄他から
高山御役所宛

下巻-P208

K-2-51-410
風習－家制・衣
食住

高山市史資料“干飯関係”角竹喜登 下巻-P208

K-2-51-411
風習－家制・衣
食住

魚類精進早見献立帳全編者東籬亭主人 下巻-P208

K-2-51-412
風習－家制・衣
食住

祭礼献立大坂屋四郎右衛門 下巻-P208

K-2-51-413
風習－家制・衣
食住

白川村木谷の民俗（年中行事・正式食事） 下巻-P208

K-2-51-414
風習－家制・衣
食住

ゑ以衣類道具取調理帳日比野甚右衛門 下巻-P208

K-2-51-415
風習－家制・衣
食住

着類手道具置物差引書日箇原から日比野宛 下巻-P208

K-2-51-416
風習－家制・衣
食住

改良竈奨励の件高山町戸長役場から各組組長宛 下巻-P208

K-2-51-417
風習－家制・衣
食住

日用助食竈の賑ひ全大倉永常編輯 下巻-P208

K-2-51-418
風習－家制・衣
食住

飛騨国白川村家族制度〔博聞雑誌第24号より切抜〕 下巻-P208

K-2-51-419
風習－家制・衣
食住

新撰やなぎだる著作者日栄万之助 下巻-P208

K-2-51-420
風習－家制・衣
食住

飛騨国大野郡白川村の景況（一位の志をり切抜） 下巻-P208

K-2-51-421
風習－家制・衣
食住

風俗及衣服（結髪始、天長節の始、七種粥の起他） 下巻-P208

K-2-51-422
風習－家制・衣
食住

御料理改良広告（朝日町金亀館）〔高山新報〕 下巻-P208

K-2-51-423
風習－家制・衣
食住

斐太迺白川（写） 下巻-P208

K-2-51-424
風習－家制・衣
食住

上枝村新宮祭中毒事件〔高山新報〕 下巻-P208

K-2-51-425
風習－家制・衣
食住

米麦混食の奨励原敬 下巻-P208
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K-2-51-426
風習－家制・衣
食住

白山裏の特殊自然生活－飛騨白川村－ 下巻-P208

K-2-51-427
風習－家制・衣
食住

飛騨白川村の大家族制 下巻-P208

K-2-51-428
風習－家制・衣
食住

大家族制に就て 下巻-P208

K-2-51-429
風習－家制・衣
食住

越中五箇山及び飛騨白川地方に於ける家族構成の研究（一） 下巻-P208

K-2-51-430
風習－家制・衣
食住

飛騨白川村の大家族と村民の起源 下巻-P208

K-2-51-431
風習－家制・衣
食住

書簡（白川村大家族制度に関する研究一端） 下巻-P208

K-2-51-432
風習－家制・衣
食住

北陸地方に於ける大家族的聚落小山隆 下巻-P209

K-2-51-433
風習－家制・衣
食住

阿曽布村、伊西、森茂、岩井谷、下之本の研究 下巻-P209

K-2-51-434
風習－家制・衣
食住

越中五筒山に於ける家族の変遷小山隆 下巻-P209

K-2-51-435
風習－家制・衣
食住

本邦古代の奇習飛騨白川大家族を語る鬼頭素朗 下巻-P209

K-2-51-436
風習－家制・衣
食住

白川村家族制度関係記事（白川村の大家族制－富田令禾－、大家族制度
の裏表数々）他〔新聞切抜〕

下巻-P209

K-2-51-437
風習－家制・衣
食住

奥美濃から白川郷へ（大家族の生活様式、お祭り、盆　正月他－時任龍南
－）（雑誌郷土掲載）

下巻-P209

K-2-51-438
風習－家制・衣
食住

体質人類学上より見たる白川人 下巻-P209

K-2-51-439
風習－家制・衣
食住

飛騨の白川村児玉幸多 下巻-P209

K-2-51-440
風習－家制・衣
食住

飛騨の蕎麥についての研究益田農林学校野首秋蔵 下巻-P209

K-2-51-441
風習－家制・衣
食住

玄米食に就て大政翼賛会 下巻-P209

K-2-51-442
風習－家制・衣
食住

甘藷の貯蔵と防空食について 下巻-P209

K-2-51-443
風習－家制・衣
食住

飛騨の白川郷（見学の栞り） 下巻-P209

K-2-51-444
風習－家制・衣
食住

白川村の大家族（中学社会掲載） 下巻-P209

K-2-51-445
風習－家制・衣
食住

学校給食（悩み深し施設と操作）〔高山市民時報〕 下巻-P209

K-2-51-446
風習－家制・衣
食住

飛騨白川郷の風物著作兼発行白木柴峰 下巻-P209

K-2-51-447
風習－家制・衣
食住

山村の「家」と資本主義 下巻-P209

K-2-51-448
風習－家制・衣
食住

飛騨白川村大家族制に関する若干の問題について（その1） 下巻-P209

K-2-51-449
風習－家制・衣
食住

岐阜県白川村の家族集団についての調査 下巻-P209

K-2-51-450
風習－家制・衣
食住

岐阜県白川村の家族集団についての調査 下巻-P209

K-2-51-451
風習－家制・衣
食住

大家族形成の経済的基礎－問題の提起－玉城肇 下巻-P209

K-2-51-452
風習－家制・衣
食住

裃と黒紋附値段（広告）上三之町加藤京染店 下巻-P209

K-2-51-453
風習－家制・衣
食住

燕菴茶事（茶事献立） 下巻-P209

K-2-51-454
風習－家制・衣
食住

御祭礼献立 下巻-P209

K-2-51-455
風習－家制・衣
食住

覚（受取書）揚鶴樓（森茂屋卯七）から大坂屋宛 下巻-P209

K-2-51-456
風習－家制・衣
食住

貰物のこと（鯨汁、菓子、うどん、しんぎく、秋餅） 下巻-P209

K-2-51-457
風習－家制・衣
食住

古式配膳図 下巻-P210



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-51-458
風習－家制・衣
食住

献立（お歯黒附祝献立） 下巻-P210

K-2-51-459
風習－家制・衣
食住

献立 下巻-P210

K-2-51-460
風習－家制・衣
食住

呉服染物近江屋半兵衛から森佐兵衛宛 下巻-P210

K-2-51-461
風習－家制・衣
食住

白川村の研究角竹喜登 下巻-P210

K-2-51-462
風習－家制・衣
食住

白川村家族制度の研究児玉幸多 下巻-P210

K-2-51-463
風習－家制・衣
食住

書簡（白川大家族の原因の問合わせ） 下巻-P210

K-2-51-464
風習－家制・衣
食住

白川村の大家族制度をめぐる諸問題赤木清 下巻-P210

K-2-51-465
風習－家制・衣
食住

山間聚落と家族構成－飛騨白川村を中心として－ 下巻-P210

K-2-51-466
風習－家制・衣
食住

県下食物調査の一端（岐阜県下） 下巻-P210

K-2-51-467
風習－家制・衣
食住

第二回市民生活協議会パンフレット 下巻-P210

K-2-51-468
風習－家制・衣
食住

七十五年前の節米挿話富田令禾 下巻-P210

K-2-51-469
風習－家制・衣
食住

4，5，6月の野外食用植物40種岐阜県野外活用委員会 下巻-P210

K-2-51-470
風習－家制・衣
食住

食べられる野草の栞（春の部） 下巻-P210

K-2-51-471
風習－家制・衣
食住

写真　（庄川の材木流し、橇引き、麻むし、除夜のうどんや他） 下巻-P210

K-2-51-560
風習－家制・衣
食住

四ツ目間取り図 下巻-P210

K-2-51-561
風習－家制・衣
食住

角正の精進料理〈角竹記録〉 下巻-P210

K-2-51-562
風習－家制・衣
食住

精進料理献立表 下巻-P210

K-2-51-563
風習－家制・衣
食住

雄服乗馬宮本勢助 下巻-P210

K-2-51-564
風習－家制・衣
食住

裃仕立所広告〔高山タイムス〕 下巻-P210

K-2-51-565
風習－家制・衣
食住

本保の鳥帽子着丹生郡吉野村誌刊行会 下巻-P210

K-2-51-566
風習－家制・衣
食住

飛騨のげてもの〈角竹記録〉 下巻-P210

K-2-51-567
風習－家制・衣
食住

食物文献色々 下巻-P210

K-2-51-568
風習－家制・衣
食住

時代風俗挿し絵　（母と子の憩い） 下巻-P211

K-2-51-569
風習－家制・衣
食住

時代風俗挿し絵　（サーカス） 下巻-P211

K-2-51-570
風習－家制・衣
食住

時代風俗挿し絵　（太陽暦の採用） 下巻-P211

K-2-51-571
風習－家制・衣
食住

民俗雑筆三浦薫雄 下巻-P211

K-2-51-572
風習－家制・衣
食住

柳田国男氏を囲みて民俗座談 下巻-P211

K-2-51-573
風習－家制・衣
食住

飛騨土俗研究山彦第一号～三号代情通蔵編 下巻-P211

K-2-51-574
風習－家制・衣
食住

風俗習慣ニ関スル材料　（丹生川村の部）〈角竹記録〉 下巻-P211

K-2-51-575
風習－家制・衣
食住

時報について〈角竹記録〉 下巻-P211

K-2-51-576
風習－家制・衣
食住

風俗写真 下巻-P211

K-2-51-577
風習－家族・相
続

離別の後手当心得書 下巻-P211
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K-2-51-578
風習－家族・相
続

覚　（離縁金受取） 下巻-P211

K-2-51-579
風習－家族・相
続

差入申証文之事　（捨て子一件） 下巻-P211

K-2-51-580
風習－家族・相
続

小遣金頂戴　（ビードロの名あり） 下巻-P211

K-2-51-581
風習－家族・相
続

一札差入申証文之事　（相続の件） 下巻-P211

K-2-51-582
風習－家族・相
続

手間状之事　（離縁状）　　川上岡太郎からおたき宛 下巻-P211

K-2-51-583
風習－家族・相
続

書状（田近様御養子は富山藩の家中より） 下巻-P211

K-2-52-1 方言 延享二年調査の飛騨方言現在分布図（1） 下巻-P212
K-2-52-2 方言 延享二年調査の飛騨方言現在分布図（2） 下巻-P212
K-2-52-3 方言 天保元年調査の飛騨方言現在分布図 下巻-P212
K-2-52-4 方言 飛騨方言分布図（1）（2） 下巻-P212
K-2-52-5 方言 飛騨方言分布図 下巻-P212
K-2-52-6 方言 飛州志拾遺中の国風の言語（大野郡、　益田郡、　吉城郡） 下巻-P212
K-2-52-7 方言 飛騨の方言　〔高山新報〕 下巻-P212
K-2-52-8 方言 大野郡方訛言集　　大野郡教育会発行 下巻-P212
K-2-52-9 方言 飛騨国吉城郡方訛言集　全 下巻-P212
K-2-52-10 方言 飛騨方言区域地図　〈角竹作製〉 下巻-P212
K-2-52-11 方言 岐阜県方言集成　全　　瀬戸重次郎著 下巻-P212
K-2-52-12 方言 飛騨国大野郡高山町方言略表　　田中正太郎 下巻-P212
K-2-52-13 方言 岐阜県方言概観　　筧五百里 下巻-P212
K-2-52-14 方言 岐阜県の方言　　筧五百里 下巻-P212
K-2-52-15 方言 書簡　（方言について） 下巻-P212
K-2-52-16 方言 昭和二十七年度岐阜県方言調査報告 下巻-P212
K-2-52-17 方言 岐阜県方言書目録　　筧五百里 下巻-P212
K-2-52-18 方言 語法上から見た岐阜県下の方言の研究　　加藤道郎 下巻-P212
K-2-52-19 方言 飛騨方言考　　秋藤伍郎 下巻-P212
K-2-52-20 方言 飛騨に残る古語・方言調査資料一部　〈角竹研究〉 下巻-P212
K-2-52-21 方言 禁止語・代用語 下巻-P212
K-2-52-22 方言 河合村に於ける方訛言　　吉城郡元田尋常小学校 下巻-P212
K-2-53-1 伝説 丙午の迷信他　（高山町年寄日記他より）　〈角竹写〉 下巻-P213
K-2-53-2 伝説 民族仰信　（ゴンボーダネに就て）　〔高山新報〕 下巻-P213
K-2-53-3 伝説 珍説鏡物語　〔高山新報〕 下巻-P213
K-2-53-4 伝説 飛騨に於ける墓碑、石像を中心とした迷信の実例他伝説 下巻-P213
K-2-53-5 伝説 熱病除はだか武兵衛の碑　　角竹喜登 下巻-P213
K-2-53-6 伝説 宮田藤ケ森観音に纏る伝説　　斐中生徒都竹憲三 下巻-P213
K-2-53-7 伝説 伝説及び名所旧蹟　（吉城郡坂上村他） 下巻-P213
K-2-53-8 伝説 吉城郡の伝説　　斐中生徒山田増雄他 下巻-P213
K-2-53-9 伝説 飛騨之伝説　　斐中生徒佐藤寿夫 下巻-P213
K-2-53-10 伝説 猿神物語　〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P213
K-2-53-11 伝説 飛騨の傳説と民謡　　高山西小学校研究部編輯兼発行 下巻-P213
K-2-53-12 伝説 高山附近の民間療法 下巻-P213
K-2-53-13 伝説 益田郡に於ける通俗石神の話 下巻-P213
K-2-53-14 伝説 益田郡伝説集　　益田農林学校郷土研究班 下巻-P213
K-2-53-15 伝説 飛騨の傳説　（上巻）　　富田令禾著 下巻-P213
K-2-53-16 伝説 盗難に付き、八卦などを見てもらう　　桐山源兵衛 下巻-P213
K-2-53-17 伝説 大野郡の伝説 下巻-P213
K-2-53-18 伝説 益田郡の伝説 下巻-P213
K-2-53-19 伝説 益田郡誌の内傳説（写） 下巻-P213
K-2-53-20 伝説 益田郡の俗信　　〈角竹写他〉 下巻-P213
K-2-53-21 伝説 昔のこよみで見る迷信　　角竹喜登 下巻-P213
K-2-53-22 伝説 小三郎池の話　　生徒森本健三 下巻-P213
K-2-53-23 伝説 小鳥と俗信二題　　老田敬吉 下巻-P213
K-2-53-24 伝説 生徒の伝説調べ目録　　角竹喜登 下巻-P213
K-2-53-25 伝説 伝説調査　　生徒賀島恒三他 下巻-P213
K-2-53-26～32 伝説 郷土の伝説　　生徒井口弘他 下巻-P213
K-2-53-33 伝説 田中大秀碩儒を閉口せしむ他伝説 下巻-P213
K-2-53-34 伝説 鉄物類御断り願書　（軽岡峠、すみか上野） 下巻-P213
K-2-53-35 伝説 吉野朝関係の飛騨伝説　　角竹喜登　〔新聞切抜〕 下巻-P213
K-2-53-36 伝説 大八賀村郷土の俗信 下巻-P214
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K-2-53-37 伝説 飛騨に於ける兎の伝説・兎僧物語・へび物語回り舞台・萩原諏訪神社の伝 下巻-P214
K-2-53-38 伝説 両面宿儺正面図・側面図 下巻-P214
K-2-53-39 伝説 倶利伽羅峠位置指示図　　角竹喜登 下巻-P214
K-2-53-40 伝説 平家落人伝説他図 下巻-P214
K-2-53-41 伝説 飛騨の伝説　　富田令禾　〔新聞切抜〕 下巻-P214
K-2-53-42 伝説 八百比丘尼・根方の大湧水　　富田令禾　〔切抜〕 下巻-P214
K-2-53-43 伝説 高山の昔はなし聞書 下巻-P214
K-2-53-44 伝説 伝説関係写真　（松倉山座禅石、上宝村双六材木岩他） 下巻-P214
K-2-54-1 馬の文献 預申金子之事（鹿毛馬二疋質入証文） 下巻-P215
K-2-54-2 馬の文献 一札（馬預り証文） 下巻-P215
K-2-54-3 馬の文献 万覚帳扣（馬に関する諸記録）日比野（杉崎屋） 下巻-P215
K-2-54-4 馬の文献 馬一件覚日比（杉崎屋） 下巻-P215
K-2-54-5 馬の文献 書状（御乗馬ニ差添遣候件） 下巻-P215
K-2-54-6 馬の文献 書状（御乗馬ニ差添遣候件） 下巻-P215
K-2-54-7 馬の文献 御馬方出入覚（芝与市右衛門他数名の名前あり） 下巻-P215
K-2-54-8 馬の文献 覚　（御馬出入方）（曲木又六郎他数名の名前あり） 下巻-P215
K-2-54-9 馬の文献 乍恐書付を以御訴奉申上候　（下書） 下巻-P215
K-2-54-10 馬の文献 書状（写）（名馬公義へ差上たき件） 下巻-P215
K-2-54-11 馬の文献 書状（小八賀郷町方村吉三郎出生の名馬を紀州家へ献 下巻-P215
K-2-54-12 馬の文献 書状（馬差出の一件取計のこと） 下巻-P215
K-2-54-13 馬の文献 書状　（馬差出の一件取計のこと） 下巻-P215
K-2-54-14 馬の文献 書状　（馬差出の一件取計のこと） 下巻-P215
K-2-54-15 馬の文献 書状　（馬差出の一件取計のこと） 下巻-P215
K-2-54-16 馬の文献 書状　（馬差出の一件取計のこと） 下巻-P215
K-2-54-17 馬の文献 書状　（甚右衛門方馬について） 下巻-P215
K-2-54-18 馬の文献 書状　（馬差出の一件取計のこと） 下巻-P215
K-2-54-19 馬の文献 書状（馬之儀について挨拶のこと） 下巻-P216
K-2-54-20 馬の文献 書状　（八賀町方村名馬のこと） 下巻-P216
K-2-54-21 馬の文献 書状（馬差出之儀相伺候処御入用御座無候知らせニ付） 下巻-P216
K-2-54-22 馬の文献 書状（小八賀郷出生名馬献上一件） 下巻-P216

K-2-54-23 馬の文献
書状（馬献上願の件で関東御代官山口鉄之助様先生馬献上の例など）木
村秀民から杉崎屋甚右衛門宛

下巻-P216

K-2-54-24 馬の文献 書状（紀州様へ差上候馬之一件）（断簡） 下巻-P216
K-2-54-25 馬の文献 書状（下書）（百姓甚右衛門馬献上のこと） 下巻-P216
K-2-54-26 馬の文献 書状（馬差出之件） 下巻-P216
K-2-54-27 馬の文献 八賀町馬見物ニ参り候者（覚） 下巻-P216
K-2-54-28 馬の文献 紀伊大納言家献上名馬の絵 下巻-P216
K-2-54-29 馬の文献 書状（山口鉄五郎御代官所野州那須郡出生の馬江戸表へ差出の件） 下巻-P216

K-2-54-30 馬の文献
御届書（飛州宮村外壱ケ村において一橋殿へ駒附牝馬買入相成候届）高
柳小三郎から御勘定所宛　〈角竹写〉

下巻-P216

K-2-54-31 馬の文献 赤かけ女馬出生音物扣 下巻-P216
K-2-54-32 馬の文献 絵馬（木版彩色） 下巻-P216
K-2-54-33 馬の文献 布達（馬駆け禁止）岐阜県令小崎利準 下巻-P216
K-2-54-34 馬の文献 宮村愛馬会の遠乗会、松倉観音へ参詣〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P216
K-2-54-35 馬の文献 全国に珍らしい飛騨の貸馬〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P216
K-2-54-36 馬の文献 馬事実習必携日本馬事会 下巻-P216
K-2-54-37 馬の文献 馬の郷土玩具〔東刊夕刊切抜〕 下巻-P216
K-2-54-38 馬の文献 久々野村に生れた珍らしい馬の双児〔切抜〕 下巻-P216
K-2-54-39 馬の文献 馬の諸難除のまじない〈角竹記録〉 下巻-P216
K-2-54-40 馬の文献 馬に関する記事〔毎日中学生新聞他〕 下巻-P216
K-2-54-41 馬の文献 馬の展覧会説明用札〈角竹記録〉 下巻-P216
K-2-54-42 馬の文献 馬に関する展覧会〈角竹記録〉 下巻-P216

K-2-55-1
日記・音信－日
記

賀州見聞録他〈角竹写〉 下巻-P217

K-2-55-2
日記・音信－日
記

日記覚（森僊斉名古屋住居、医術修業入門須達覚記） 下巻-P217

K-2-55-3
日記・音信－日
記

江戸表色々高山表いろいろ 下巻-P217

K-2-55-4
日記・音信－日
記

御用出庁検印簿住山村副戸長福蕨清九郎 下巻-P217

K-2-55-5
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-6
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217
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K-2-55-7
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-8
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-9
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-10
日記・音信－日
記

日誌大野郡久々野村尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-11
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-12
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-13
日記・音信－日
記

日誌尾崎清九郎 下巻-P217

K-2-55-14
日記・音信－日
記

尾崎清九郎日誌断片 下巻-P217

K-2-55-15
日記・音信－日
記

日誌 下巻-P217

K-2-55-16
日記・音信－日
記

日誌 下巻-P217

K-2-55-82
日記・音信－日
記

日記十（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-83
日記・音信－日
記

日記壱（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-84
日記・音信－日
記

日記三（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-85
日記・音信－日
記

日記四（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-86
日記・音信－日
記

日記五（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-87
日記・音信－日
記

日記壱（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-88
日記・音信－日
記

日記四（日下部詩渓） 下巻-P217

K-2-55-89
日記・音信－日
記

醉石雑記（地役人大池） 下巻-P217

K-2-55-17
日記・音信－音
信

森家関係書状他 下巻-P217

K-2-55-18
日記・音信－音
信

谷屋平兵衛関係書状他 下巻-P218

K-2-55-19
日記・音信－音
信

杉崎屋甚右衛門関係書状他 下巻-P218

K-2-55-20
日記・音信－音
信

滑川屋関係書状他 下巻-P218

K-2-55-21
日記・音信－音
信

中島久右衛門関係書状 下巻-P218

K-2-55-22
日記・音信－音
信

大池織右衛門関係書状 下巻-P218

K-2-55-23
日記・音信－音
信

押上森蔵関係書状 下巻-P218

K-2-55-24
日記・音信－音
信

川島小泉関係書状 下巻-P218

K-2-55-25
日記・音信－音
信

細江嘉助関係書状 下巻-P218

K-2-55-26
日記・音信－音
信

二木長右衛門関係書状 下巻-P218

K-2-55-27
日記・音信－音
信

船坂与兵衛関係書状 下巻-P218

K-2-55-28
日記・音信－音
信

佐藤泰郷関係書状 下巻-P218

K-2-55-29
日記・音信－音
信

川島忠兵衛関係書状 下巻-P218

K-2-55-30
日記・音信－音
信

後藤帯三郎関係書状 下巻-P218



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-55-31
日記・音信－音
信

擇處関係書状 下巻-P218

K-2-55-32
日記・音信－音
信

石尾氏江差遣書状留 下巻-P218

K-2-55-33
日記・音信－音
信

永田家献金褒賞関係文書 下巻-P218

K-2-55-34
日記・音信－音
信

岡村利右衛門から日比野甚右衛門宛書状 下巻-P219

K-2-55-35
日記・音信－音
信

大池平八母から平八夫婦宛書状 下巻-P219

K-2-55-36
日記・音信－音
信

桐山猪三郎から谷平次郎宛書状 下巻-P219

K-2-55-37
日記・音信－音
信

史等から蘭亭宛書状 下巻-P219

K-2-55-38
日記・音信－音
信

平瀬藤右衛門から川上房太郎宛書状 下巻-P219

K-2-55-39
日記・音信－音
信

江馬建から直井佐兵衛宛書状 下巻-P219

K-2-55-40
日記・音信－音
信

堀田清右衛門から大坂屋彦兵衛宛 下巻-P219

K-2-55-41
日記・音信－音
信

宮嶋屋忠兵衛から直井・富田宛書状 下巻-P219

K-2-55-42
日記・音信－音
信

藪田松吉から志麻甘泉宛書状 下巻-P219

K-2-55-43
日記・音信－音
信

市右衛門から本杉宛書状 下巻-P219

K-2-55-44
日記・音信－音
信

兵助から神谷善助宛書状 下巻-P219

K-2-55-45
日記・音信－音
信

矢嶋茂右衛門から福田孫市宛書状 下巻-P219

K-2-55-46
日記・音信－音
信

伊兵衛から父上宛書状 下巻-P219

K-2-55-47
日記・音信－音
信

四郎右衛門から七左衛門・達蔵宛書状 下巻-P219

K-2-55-48
日記・音信－音
信

桂川忠兵衛から中嶋谷仁助宛書状 下巻-P219

K-2-55-49
日記・音信－音
信

斗橋から暁里宛書状 下巻-P219

K-2-55-50
日記・音信－音
信

定助から父上宛書状 下巻-P219

K-2-55-51
日記・音信－音
信

うめから耕成宛書状 下巻-P219

K-2-55-52
日記・音信－音
信

充長から充里宛書状 下巻-P219

K-2-55-53
日記・音信－音
信

春當から小僊宛書状 下巻-P219

K-2-55-54
日記・音信－音
信

修次郎から大野宛書状 下巻-P219

K-2-55-55
日記・音信－音
信

千外から暁里宛書状 下巻-P219

K-2-55-56
日記・音信－音
信

正左衛門から順原・古之輔宛書状 下巻-P219

K-2-55-57
日記・音信－音
信

田近孫蔵・大嶋庄九郎から吉川唯右衛門・藤掛兵助宛書状 下巻-P219

K-2-55-58
日記・音信－音
信

桐山直兵衛から加納泰元宛書状 下巻-P219

K-2-55-59
日記・音信－音
信

下間刑部卿法橋頼和から飛州高山米屋善兵衛・高橋屋清六宛書状 下巻-P219

K-2-55-60
日記・音信－音
信

筑前守・筑後守から森四郎右衛門・七左衛門宛書状 下巻-P219

K-2-55-61
日記・音信－音
信

下林熊次郎から細江屋理平宛書状 下巻-P219

K-2-55-62
日記・音信－音
信

川嶋大人閣下宛書状 下巻-P219



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-55-63
日記・音信－音
信

直井・富田宛書状 下巻-P219

K-2-55-64
日記・音信－音
信

近藤秀六差出書状 下巻-P219

K-2-55-65
日記・音信－音
信

いせや新助差出書状 下巻-P219

K-2-55-66
日記・音信－音
信

河上斉右衛門宛書状 下巻-P219

K-2-55-67
日記・音信－音
信

細江暁籬宛書状 下巻-P219

K-2-55-68
日記・音信－音
信

川上斉右衛門宛書状 下巻-P219

K-2-55-69
日記・音信－音
信

西口屋伊兵衛宛書状 下巻-P220

K-2-55-70
日記・音信－音
信

安兵衛から父上宛書状 下巻-P220

K-2-55-71
日記・音信－音
信

高山御用場から直井顕蔵宛書状 下巻-P220

K-2-55-72
日記・音信－音
信

儀七から顕蔵宛書状 下巻-P220

K-2-55-73
日記・音信－音
信

忠右衛門から平兵衛宛書状 下巻-P220

K-2-55-74
日記・音信－音
信

各家書状　（差出・宛不明） 下巻-P220

K-2-55-75
日記・音信－覚
書

明治六年肴拂方書付・覚綴 下巻-P220

K-2-55-76
日記・音信－覚
書

筏橋御入用覚 下巻-P220

K-2-55-77
日記・音信－覚
書

弥生橋下川堰入用覚 下巻-P220

K-2-55-78
日記・音信－覚
書

鍛治橋御普請入用覚 下巻-P220

K-2-55-79
日記・音信－覚
書

町会所御入用覚 下巻-P220

K-2-55-80
日記・音信－覚
書

区会所御入用覚 下巻-P220

K-2-55-81
日記・音信－覚
書

覚 下巻-P220

K-2-56-1 通史 新日本歴史　1 下巻-P221
K-2-56-2 通史 新日本歴史　2 下巻-P221
K-2-56-3 通史 新日本歴史　3 下巻-P221
K-2-56-4 通史 新日本歴史 下巻-P221
K-2-56-5 通史 少国民世界歴史　（旧石器時代より）　〔新聞切抜〕 下巻-P221
K-2-56-6 通史 少国民にわかる日本科学史　〔新聞切抜〕 下巻-P221
K-2-56-7 通史 飛騨の上古史説明要項　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-8～9 通史 国民教授に於ける郷土教材（文化中心）の研究 下巻-P221
K-2-56-10 通史 慶応4年から昭和4年まで高山関係年表角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-11 通史 奈良、平安時代の歴史概要　　（交通、和名抄郷名他） 下巻-P221
K-2-56-12 通史 松倉城中心の飛騨戦国時代史　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-13 通史 飛騨の戦国時代史概要　　岐阜県斐太中学校 下巻-P221
K-2-56-14 通史 吉野朝廷時代の飛騨　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-15 通史 元弘・建武・吉野朝頃の飛騨史－特に飛、信、越中3国 下巻-P221
K-2-56-16 通史 徳川時代高山世相史　（紙魚のやとりの史的価値） 下巻-P221
K-2-56-17 通史 徳川時代飛騨史上の女性と世相　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-18 通史 経済方面より観たる江戸時代飛騨史　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-19 通史 飛騨の近世史講話要領　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-20 通史 飛騨近世史（略）　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-21～22 通史 高山町を中心とする近世飛騨史　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-23～24 通史 近世飛騨政治史要項　　角竹喜登 下巻-P221
K-2-56-25～26 通史 大日本古文書　3　〈角竹写〉 下巻-P221
K-2-56-27 通史 お寺を中心とせる飛騨郷土史 下巻-P221
K-2-56-28 通史 郷土史談項目 下巻-P221
K-2-56-29 通史 飛騨と信濃の史的関係　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-30 通史 富山市史中に見える飛騨の史的事項　　角竹喜登 下巻-P222



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-56-31 通史 越中史料飛騨関係事項抜書　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-32 通史 趣味の小鷹利村郷土史 下巻-P222
K-2-56-33 通史 国府村を中心に飛騨の文化はどうして発達したか 下巻-P222
K-2-56-34 通史 趣味の国府村郷土史 下巻-P222
K-2-56-35 通史 古川町を中心とする郷土史研究法要目 下巻-P222
K-2-56-36～37 通史 趣味の飛騨文化発達史 下巻-P222
K-2-56-38 通史 飛騨郷土文化史講話 下巻-P222
K-2-56-39 通史 青年の活動を中心とした飛騨史　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-40 通史 飛騨郷土より観た社会科教材の具体化説明　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-41 通史 飛騨郷土史講話要項　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-42 通史 元寇記念日講話（案）　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-43 通史 飛騨歴史講話 下巻-P222
K-2-56-44 通史 高山市成人学校講話史料　（郷土史）　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-45 通史 七曜に因んだ郷土史　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-46 通史 敬神勤王の事歴を中心とする飛騨史　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-47 通史 日本精神から観た飛騨史概説　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-48 通史 日本精神より観たる飛騨郷土史講話要項　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-49 通史 郷土史講話案　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-50 通史 教化市目標と郷土　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-51 通史 七生報国の精神　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-52 通史 日本婦道より観た飛騨史上の模範婦人　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-53～54 通史 愛国心涵養の郷土史料 下巻-P222
K-2-56-55 通史 飛騨高山史　（附日本重要事史） 下巻-P222
K-2-56-56 通史 高山はどんなに発達したか　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-57 通史 南飛を中心とする郷土史研究の着眼点　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-58 通史 飛騨に於ける楠木氏関係の伝説　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-59 通史 歴史年代の研究法　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-60 通史 大野郡明治大正時代年表　（明治元年より大正13年まで） 下巻-P222
K-2-56-61 通史 明治史要　　修史館編纂 下巻-P222
K-2-56-62 通史 飛騨史畧　全　　飛騨教育会編輯 下巻-P222
K-2-56-63 通史 稿本飛騨史談　全　　田中貢太郎著 下巻-P222
K-2-56-64 通史 角竹喜登日誌一部　　角竹喜登 下巻-P222
K-2-56-65 通史 飛騨史料大綱　上巻　　岡村利平著 下巻-P222
K-2-56-66 通史 岐阜県大野郡史々料年表第二編大野郡史編纂係 下巻-P223
K-2-56-67 通史 日本歴史上より観たる三木氏の盛衰角竹喜登 下巻-P223
K-2-56-68 通史 「飛騨史料維新前後の1」発行挨拶状 下巻-P223
K-2-56-69 通史 飛騨日誌 下巻-P223
K-2-56-70 通史 昭和5年6月中飛騨日誌材料〔新聞切抜〕 下巻-P223
K-2-56-71 通史 皇国歴代年号索引大八校郷土史研究部 下巻-P223
K-2-56-72 通史 郷土史講習要目（益田郡北部教員会講演） 下巻-P223
K-2-56-73 通史 東西美術史原貫之助・石谷辰治郎著 下巻-P223
K-2-56-74 通史 青年団発達史岐阜県連合青年団編 下巻-P223
K-2-56-75 通史 郷土史講話要項（高山市農業青年学校講演） 下巻-P223
K-2-56-76～77 通史 飛騨人と国体観念角竹喜登 下巻-P223
K-2-56-78 通史 「大桜」（高山市文化史的な観方）〔原稿〕 下巻-P223
K-2-56-79～80 通史 飛騨通史要項（本荘大将閣下に講話）角竹喜登 下巻-P223
K-2-56-81 通史 飛騨文化史概観後藤吉郎・多賀秋五郎著 下巻-P223
K-2-56-82 通史 愛国百人一首と郷土の勤皇先覚者 下巻-P223
K-2-56-83 通史 近世飛騨史要項（海軍大将高橋三吉閣下に講話） 下巻-P223
K-2-56-84 通史 飛騨古今随想（上木清根喜寿記念誌） 下巻-P223
K-2-56-85 通史 高山市の歴史講話要項（東海4県高等学校長会議講演） 下巻-P223
K-2-56-86 通史 高山市の発達と文化業績の史蹟めぐり角竹喜登 下巻-P223
K-2-56-87 通史 三千年物語（三木休庵のことあり） 下巻-P223
K-2-56-88 通史 近世飛騨通史概要角竹喜登 下巻-P223
K-2-56-89 通史 丹生川村の郷土史（丹生川村教育委員会講演） 下巻-P223
K-2-56-90 通史 西之一色村の歴史他竹之内信三 下巻-P223
K-2-56-91 通史 趣味のひだ郷土史（高山郵便局文化教養講座） 下巻-P223
K-2-56-92 通史 三千年物語付知のあゆみ三尾箕山著 下巻-P223
K-2-56-93 通史 郷土史講義要項（趣味の飛騨文化発達史） 下巻-P224
K-2-56-94 通史 きょうの飛騨史角竹喜登著 下巻-P224
K-2-56-95 通史 わが郷土岐阜県歴史編岐阜県教育委員会 下巻-P224
K-2-56-96 通史 美濃史拾遺角竹喜登 下巻-P224
K-2-56-97 通史 飛騨の歴史関係掲示説明資料〈角竹作製〉 下巻-P224
K-2-56-98 通史 美濃国史料（郡上郡篇）中飛騨関係史料写角竹喜登 下巻-P224
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-56-99 通史 飛騨と越前角竹喜登 下巻-P224
K-2-56-100 通史 岡村利平氏著飛騨編年史要他抜粋 下巻-P224
K-2-56-101 通史 飛騨山川岡村利平著住廣造発行 下巻-P224
K-2-56-102 通史 こども郷土読本大八尋常高等小学校編纂 下巻-P224
K-2-56-103 通史 古今濃飛婦女鑑柏木亀三著大衆書房発行 下巻-P224
K-2-56-104 通史 高山本線全通記念放送集神秘郷飛騨を語る 下巻-P224
K-2-56-105 通史 創立記念拾年誌高山信用組合発行 下巻-P224
K-2-56-106 通史 郷土読本金桶小学校 下巻-P224
K-2-56-107 通史 閑想数題釜洞盛太郎述 下巻-P224
K-2-56-108 通史 郷土読本下呂小学校 下巻-P224
K-2-56-109 通史 飛騨と稗飯江馬三枝子著農村更生協会発行 下巻-P224
K-2-56-110 通史 郷土勤皇十五烈士大政翼賛会岐阜支部編輯兼発行 下巻-P224
K-2-56-111 通史 史的影響より観た飛騨人の長所短所 下巻-P224
K-2-56-112 通史 趣味の郷土読本巻壱，弐，参金桶尋常小学校 下巻-P224
K-2-56-113 通史 飛騨ニオケル漢文碑ノ読方研究斐中四年角竹弘 下巻-P224
K-2-56-114 通史 歴史概観（上代～現代） 下巻-P224

K-2-57-1
町村誌及び資
料－高山市

灘村誌第1号 下巻-P225

K-2-57-2
町村誌及び資
料－高山市

上枝村誌（自然、人事、災害他） 下巻-P225

K-2-57-3
町村誌及び資
料－高山市

大八賀村誌（自然、人事、災害、雑件） 下巻-P225

K-2-57-4
町村誌及び資
料－高山市

桐生地一帯に於ける古代よりの変遷史 下巻-P225

K-2-57-5
町村誌及び資
料－高山市

郷土誌資料第一輯 下巻-P225

K-2-57-6
町村誌及び資
料－高山市

郷土（高山町及其附近地図、高山盆地の位置、地勢、 下巻-P225

K-2-57-7
町村誌及び資
料－高山市

飛騨大名田町 下巻-P225

K-2-57-8
町村誌及び資
料－高山市

飛騨之高山（史蹟、名所） 下巻-P225

K-2-57-9
町村誌及び資
料－高山市

生活相に現はれたる高山の盆地性 下巻-P225

K-2-57-10
町村誌及び資
料－高山市

郷土（高山市、大野郡、吉城郡、益田郡、飛騨国町村誌） 下巻-P225

K-2-57-11
町村誌及び資
料－高山市

上枝村の史話（上枝村青年団総会にて講話） 下巻-P225

K-2-57-12
町村誌及び資
料－高山市

高山市編纂関係書類（高山市史資料整理報告） 下巻-P225

K-2-57-13
町村誌及び資
料－高山市

市史編纂に関する報告 下巻-P225

K-2-57-14
町村誌及び資
料－高山市

大八賀の歴史研究要項角竹喜登 下巻-P225

K-2-57-15
町村誌及び資
料－高山市

灘村誌　第三号　（風俗習慣、産業、古蹟他） 下巻-P226

K-2-57-16
町村誌及び資
料－高山市

灘村誌材料　（村誌関係諸資料）　〈角竹作製〉 下巻-P226

K-2-57-17
町村誌及び資
料－高山市

高山町誌材料　（沿革、地勢、小学校沿革誌他） 下巻-P226

K-2-57-18
町村誌及び資
料－高山市

高山町誌材料　第二輯　（風俗習慣、災害、俚諺集他） 下巻-P226

K-2-57-19
町村誌及び資
料－高山市

高山町誌材料第三輯　（高山町に於ける言語調査） 下巻-P226

K-2-57-20
町村誌及び資
料－高山市

大名田町の歴史を研究する人の為に　　角竹如山 下巻-P226

K-2-57-21
町村誌及び資
料－高山市

八軒町の歴史　　角竹喜登 下巻-P226

K-2-57-22
町村誌及び資
料－高山市

高山町地理的概説　（日本地理大系より）　〈角竹写〉 下巻-P226

K-2-57-23
町村誌及び資
料－高山市

高山町に関する地理的展望・飛騨国略史稿 下巻-P226

K-2-57-24
町村誌及び資
料－高山市

郷土資料　（修身科、国語科、算術科、歴史科他資料） 下巻-P226



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-25
町村誌及び資
料－高山市

ひだびと第6年第一号所載平山敏治郎氏の岩井谷瞥見 下巻-P226

K-2-57-26
町村誌及び資
料－高山市

郷土の資料 下巻-P226

K-2-57-27
町村誌及び資
料－高山市

郷土 下巻-P226

K-2-57-390
町村誌及び資
料－高山市

高山市内桐生の地名史角竹如山 下巻-P226

K-2-57-28
町村誌及び資
料－吉城郡

飛騨之船津（船津町の風習、名勝、地勢他） 下巻-P226

K-2-57-29
町村誌及び資
料－吉城郡

日本アルプス飛騨上宝村（地勢、交通、名所他） 下巻-P226

K-2-57-30
町村誌及び資
料－吉城郡

荒城校下紀要（沿革、自然、人物伝、郷土史年表他） 下巻-P226

K-2-57-31
町村誌及び資
料－吉城郡

国立公園と飛騨高原峡（（沿革、地勢、産業、名勝旧蹟他） 下巻-P226

K-2-57-32
町村誌及び資
料－吉城郡

我が郷土（自治、社寺、人物、交通、古城跡他） 下巻-P226

K-2-57-33
町村誌及び資
料－吉城郡

郷土古川 下巻-P226

K-2-57-34
町村誌及び資
料－吉城郡

古川尋常高等小学校長川上末之助編纂発行 下巻-P227

K-2-57-35
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡国府村編纂 下巻-P227

K-2-57-36
町村誌及び資
料－吉城郡

荒城尋常小学校長島尻弘一 下巻-P227

K-2-57-37
町村誌及び資
料－吉城郡

細江村教育会編 下巻-P227

K-2-57-38
町村誌及び資
料－吉城郡

校下各区史と郷土の伝説荒城尋常小学校長島尻弘一 下巻-P227

K-2-57-39
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡山田尋常小学校長脇田直吉編輯発行 下巻-P227

K-2-57-40～41
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡船津町茂住小学校内木定一郎発行 下巻-P227

K-2-57-42
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡上宝村教育研究会上島時蔵編輯発行 下巻-P227

K-2-57-43
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡国府村荒城小学校編 下巻-P227

K-2-57-44
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡船津町茂住小学校内木定一郎発行 下巻-P227

K-2-57-45
町村誌及び資
料－吉城郡

上宝村役場発行 下巻-P227

K-2-57-46
町村誌及び資
料－吉城郡

岐阜県吉城郡国府村 下巻-P227

K-2-57-47
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡神岡町高原郷土学会 下巻-P227

K-2-57-48
町村誌及び資
料－吉城郡

朝日村カード（掲示説明用資料）〈角竹作製〉 下巻-P227

K-2-57-49
町村誌及び資
料－吉城郡

古川町を中心とする郷土史研究の着眼点角竹喜登 下巻-P227

K-2-57-50
町村誌及び資
料－吉城郡

飛騨国上宝村地名考査湘南国語研究会編 下巻-P227

K-2-57-51
町村誌及び資
料－吉城郡

国府村誌第17編雑（国府村事状一覧他） 下巻-P227

K-2-57-52
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡河合村誌（地理、歴史）河合村教育会 下巻-P227

K-2-57-53
町村誌及び資
料－吉城郡

上宝村郷土地誌（地勢、産業、交通他） 下巻-P227

K-2-57-54
町村誌及び資
料－吉城郡

国府村史料（雑録1、2）角竹喜登 下巻-P227

K-2-57-55
町村誌及び資
料－吉城郡

国府村誌史料・集状況角竹喜登 下巻-P228

K-2-57-391
町村誌及び資
料－吉城郡

吉城郡会誌全岐阜県吉城郡役所発行 下巻-P228
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K-2-57-392
町村誌及び資
料－吉城郡

我が村第1号～第26号，第55号（6，7，14号欠） 下巻-P228

K-2-57-393
町村誌及び資
料－吉城郡

古川町文化発達概要 下巻-P228

K-2-57-394
町村誌及び資
料－吉城郡

国府村全図 下巻-P228

K-2-57-56
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡川西村誌（地勢、教育、伝説、人物他） 下巻-P228

K-2-57-57
町村誌及び資
料－益田郡

宮田の歴史（名称、史蹟） 下巻-P228

K-2-57-58
町村誌及び資
料－益田郡

飛騨之萩原（沿革、官公署、神社、人物他） 下巻-P228

K-2-57-59
町村誌及び資
料－益田郡

郷土（馬瀬村の地勢、交通、教育、名勝他） 下巻-P228

K-2-57-60
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡竹原村誌　（目次、地勢、気候他） 下巻-P228

K-2-57-61
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡竹原村誌　（一部） 下巻-P228

K-2-57-62
町村誌及び資
料－益田郡

竹原村郷土史談　〈角竹記録〉 下巻-P228

K-2-57-63
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡萩原郷上村　（萩原町古文書写） 下巻-P228

K-2-57-64
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡名勝史蹟等調査資料 下巻-P228

K-2-57-65-1
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌編纂計画　　主任角竹 下巻-P228

K-2-57-65-2
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌項目　　主任角竹 下巻-P228

K-2-57-66
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌序言草案　　益田郡教育会長住幸謹 下巻-P228

K-2-57-67
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　〔原稿〕 下巻-P228

K-2-57-68
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　〔原稿〕 下巻-P228

K-2-57-69
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　〔原稿〕 下巻-P228

K-2-57-70
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌原稿 下巻-P229

K-2-57-71
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　（史蹟続き）　〔原稿〕　　角竹喜登 下巻-P229

K-2-57-72
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌〔原稿〕 下巻-P229

K-2-57-73
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　〔原稿〕 下巻-P229

K-2-57-74
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　（人物1）　〔原稿〕　　角竹喜登他 下巻-P229

K-2-57-75
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌の内　（人物2）　〔原稿〕　　角竹喜登他 下巻-P229

K-2-57-76
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡誌編纂資料・原稿　（郡誌目録、書簡他） 下巻-P229

K-2-57-395
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡制誌　完　　岐阜県益田郡役所発行 下巻-P229

K-2-57-396
町村誌及び資
料－益田郡

益田郡小坂町関係記録 下巻-P229

K-2-57-440
町村誌及び資
料－益田郡

川西村誌　全　　岐阜県益田郡川西村役場発行 下巻-P229

K-2-57-77
町村誌及び資
料－大野郡

白川村誌　　調査白川村戸長 下巻-P229

K-2-57-78
町村誌及び資
料－大野郡

白川村地理、歴史資料　　古瀬鶴之助 下巻-P229

K-2-57-79
町村誌及び資
料－大野郡

白川村誌　（自然、人事） 下巻-P229

K-2-57-80
町村誌及び資
料－大野郡

丹生川村誌　第一編　第二編　（自然、人事）〔未定稿〕 下巻-P229
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K-2-57-81
町村誌及び資
料－大野郡

丹生川村誌　第三編　（沿革）　〔未定稿〕 下巻-P229

K-2-57-82
町村誌及び資
料－大野郡

丹生川村誌　第四編　（産業）　〔未定稿〕 下巻-P229

K-2-57-83
町村誌及び資
料－大野郡

丹生川村誌　第五編　（経費）　〔未定稿〕 下巻-P229

K-2-57-84
町村誌及び資
料－大野郡

丹生川村誌　第六編　（古文書）　〔未定稿〕 下巻-P229

K-2-57-85
町村誌及び資
料－大野郡

濃北の郷土と荘白川の山郷 下巻-P229

K-2-57-86
町村誌及び資
料－大野郡

郷土読本巻二（沿革、歴史、風俗習慣、人物他） 下巻-P229

K-2-57-87
町村誌及び資
料－大野郡

飛騨の大白川郷（角竹喜登校閲）山本節編輯 下巻-P229

K-2-57-88
町村誌及び資
料－大野郡

飛騨の庄川山本節編輯 下巻-P229

K-2-57-89
町村誌及び資
料－大野郡

宮村紀要（角竹喜登校閲） 下巻-P229

K-2-57-90
町村誌及び資
料－大野郡

久々野村史編纂趣意書（編纂趣意書、編纂規定他） 下巻-P229

K-2-57-91
町村誌及び資
料－大野郡

振興躍進の荘白川展望〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P230

K-2-57-92
町村誌及び資
料－大野郡

飛騨之清見（沿革、人物、産業他） 下巻-P230

K-2-57-93
町村誌及び資
料－大野郡

白山国定公園と飛騨白川郷 下巻-P230

K-2-57-94
町村誌及び資
料－大野郡

日和田雑記（沿革、文化、風俗習慣、農作物他） 下巻-P230

K-2-57-95
町村誌及び資
料－大野郡

荘川村誌（自然、村政、災害他） 下巻-P230

K-2-57-96
町村誌及び資
料－大野郡

宮村誌（自然、人事、水無神社関係他） 下巻-P230

K-2-57-97
町村誌及び資
料－大野郡

郷土資料（宮村の伝説と史実、方言、統計） 下巻-P230

K-2-57-98
町村誌及び資
料－大野郡

五箇山誌稿第二輯（越中、飛騨連絡史） 下巻-P230

K-2-57-99
町村誌及び資
料－大野郡

荘白川村総合開調査報告書できる〔新聞切抜〕 下巻-P230

K-2-57-100
町村誌及び資
料－大野郡

飛騨の丹生川（地勢、産業、風俗、名所他） 下巻-P230

K-2-57-101
町村誌及び資
料－大野郡

白川村に関する報告 下巻-P230

K-2-57-102
町村誌及び資
料－大野郡

久々野村史改纂資料 下巻-P230

K-2-57-103
町村誌及び資
料－大野郡

荘、白川地方の研究高山高校郷土研究クラブ 下巻-P230

K-2-57-104
町村誌及び資
料－大野郡

白川郷を研究する人の為に角竹如山 下巻-P230

K-2-57-105
町村誌及び資
料－大野郡

書簡（飛騨白川郷名の初見）小山隆から角竹喜登宛 下巻-P230

K-2-57-397
町村誌及び資
料－大野郡

大野郡沿革〈角竹記録〉 下巻-P230

K-2-57-398
町村誌及び資
料－大野郡

大野郡町村青年会準則他 下巻-P230

K-2-57-399
町村誌及び資
料－大野郡

白川村地理白川尋常高等小学校 下巻-P230

K-2-57-400
町村誌及び資
料－大野郡

書簡（久々野村史編纂史料大略整理ノ由） 下巻-P230

K-2-57-106
町村誌及び資
料－地誌

地誌編輯（皇国地誌編輯例則、着手方法） 下巻-P230

K-2-57-107
町村誌及び資
料－地誌

飛騨国小地誌全飛騨教育会編輯 下巻-P230

K-2-57-108
町村誌及び資
料－地誌

斐太之路芝（飛騨三郡の地誌） 下巻-P231



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-109
町村誌及び資
料－地誌

郷土研究第壱巻第壱号～第六号 下巻-P231

K-2-57-110
町村誌及び資
料－地誌

郷土研究第弐巻第七号～第拾弐号 下巻-P231

K-2-57-111
町村誌及び資
料－地誌

郷土研究第参巻第壱号～第十二号 下巻-P231

K-2-57-112
町村誌及び資
料－地誌

飛騨国“騨と彈”〔書簡・新聞切抜〕 下巻-P231

K-2-57-113
町村誌及び資
料－地誌

新飛騨建設運動 下巻-P231

K-2-57-114
町村誌及び資
料－地誌

五箇山誌稿第二輯（越中飛騨連絡史） 下巻-P231

K-2-57-115
町村誌及び資
料－地誌

飛騨の山水その1，その2地誌篇 下巻-P231

K-2-57-116
町村誌及び資
料－地誌

和名抄郷名（掲示資料） 下巻-P231

K-2-57-117
町村誌及び資
料－地誌

三郡沿革抜書（飛騨三郡の沿革、城他）角竹喜登 下巻-P231

K-2-57-118
町村誌及び資
料－地誌

岐阜県地誌（飛騨国）（沿革、諸都、山川他） 下巻-P231

K-2-57-119
町村誌及び資
料－地誌

地名と人文（掲示資料）〈角竹作製〉 下巻-P231

K-2-57-401
町村誌及び資
料－地誌

飛騨四郡の誤〈角竹記録〉 下巻-P231

K-2-57-120
町村誌及び資
料－県勢・風土

筑摩縣一覧表（明治7年1月調の県勢、管地図） 下巻-P231

K-2-57-121
町村誌及び資
料－県勢・風土

明治23年長野県岐阜県愛知県統計表 下巻-P231

K-2-57-122
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県大野郡郡治一班第一回 下巻-P231

K-2-57-123
町村誌及び資
料－県勢・風土

縣統計（岐阜県諸統計）高山町 下巻-P231

K-2-57-124
町村誌及び資
料－県勢・風土

大野郡彙報第弐号（教育関係の記事が多い） 下巻-P231

K-2-57-125
町村誌及び資
料－県勢・風土

大野郡彙報第三号（教育関係の記事が多い） 下巻-P231

K-2-57-126
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県大野郡報第一巻第一号 下巻-P232

K-2-57-127
町村誌及び資
料－県勢・風土

大野郡報第一巻第一号～最終号 下巻-P232

K-2-57-128
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県大野郡報第二巻第四号～第二巻第九号 下巻-P232

K-2-57-129
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県大野郡報最終号 下巻-P232

K-2-57-130
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県勢要覧（大正14年岐阜県調査）岐阜縣新地図 下巻-P232

K-2-57-131
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県の大勢（第壱万五千号記念出版） 下巻-P232

K-2-57-132
町村誌及び資
料－県勢・風土

飛毎年鑑 下巻-P232

K-2-57-133
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県勢要覧岐阜県管内図 下巻-P232

K-2-57-134
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県の人口分布に就いて、羽島郡の人口 下巻-P232

K-2-57-135
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県益田郡勢要覧（昭和5、6年の事実を掲載） 下巻-P232

K-2-57-136
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県飛騨支庁管内概況（昭和7年中資料） 下巻-P232

K-2-57-137
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県飛騨支庁管内概況（昭和8年中資料） 下巻-P232

K-2-57-138
町村誌及び資
料－県勢・風土

大原風土誌（地誌、郷土史、土俗） 下巻-P232

K-2-57-139
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県飛騨支庁管内概況（昭和10年中資料） 下巻-P232



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-140
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県益田郡勢要覧（昭和10年度事実を掲載） 下巻-P232

K-2-57-141
町村誌及び資
料－県勢・風土

飛騨の概況（地勢、沿革、各種統計他） 下巻-P232

K-2-57-142
町村誌及び資
料－県勢・風土

飛騨の概況（1冊のみ飛騨全図、登山案内図あり） 下巻-P233

K-2-57-143
町村誌及び資
料－県勢・風土

飛騨の概況（1冊のみ登山案内図あり） 下巻-P233

K-2-57-144
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県勢要覧（昭和14年又は昭和14年度中の事実） 下巻-P233

K-2-57-145
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県地誌（地勢、産業、交通他） 下巻-P233

K-2-57-146
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県勢要覧（地勢、財政、産業、教育、厚生他） 下巻-P233

K-2-57-147
町村誌及び資
料－県勢・風土

岐阜県勢要覧（地勢、財政、産業、教育、厚生他） 下巻-P233

K-2-57-148
町村誌及び資
料－県勢・風土

統計上より観た岐阜県の地位昭和27年版 下巻-P233

K-2-57-149
町村誌及び資
料－県勢・風土

管内風土記（富山県、岐阜県、愛知県の地勢） 下巻-P233

K-2-57-150
町村誌及び資
料－県勢・風土

風土記日本第四巻関東中部篇 下巻-P233

K-2-57-151
町村誌及び資
料－県勢・風土

濃飛風土記 下巻-P233

K-2-57-152
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

斐太後風土記（巻首）（写）富田礼彦誌 下巻-P233

K-2-57-153
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛騨後風土記大野郡名田郷巻壹（写） 下巻-P233

K-2-57-154
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛騨後風土記大野郡巻自弐至九（写） 下巻-P233

K-2-57-155
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛騨後風土記吉城郡巻自拾三至拾六（写） 下巻-P233

K-2-57-156
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛騨後風土記　益田郡　巻首拾七至二拾　（写） 下巻-P233

K-2-57-157
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

斐太後風土記白川郷（写） 下巻-P234

K-2-57-158
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

斐太後風土記小鳥郷（写） 下巻-P234

K-2-57-159
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛州志巻第之七諸雑部 下巻-P234

K-2-57-160
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛州志巻一～巻十長谷川忠崇著（写） 下巻-P234

K-2-57-161
町村誌及び資
料－斐太後風
土記・飛州志

飛州志巻第之二国法部（写） 下巻-P234

K-2-57-162
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

名所方角鈔　（各国別名所案内）宗祇法師作 下巻-P234

K-2-57-163
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

名所図繪（陸奥名碑略、詩哥、古記、引書） 下巻-P234

K-2-57-164
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

養老名勝記（養老山の道案内書）伊奈千幹 下巻-P234



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-165
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

庭園第二巻12月号～第四巻11月号 下巻-P234

K-2-57-166
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨写真画報第二巻（飛騨地方の名所写真集） 下巻-P234

K-2-57-167
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

造園学雑誌第一巻第一号 下巻-P234

K-2-57-168
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨写真画報第三巻 下巻-P234

K-2-57-169
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝天然記念物第二集第6号 下巻-P234

K-2-57-170
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

日本八景（日本八景、日本二十五勝、日本百景選定記事、華厳瀧、十和田
湖他写真）〔大阪毎日新聞〕

下巻-P234

K-2-57-171
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝天然記念物第二集第十号 下巻-P234

K-2-57-172
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝天然記念物第二集第十一号 下巻-P235

K-2-57-173
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝天然記念物第二集第十二号 下巻-P235

K-2-57-174
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟（国府村の諸史蹟）荒城尋常小学校 下巻-P235

K-2-57-175
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨風土記上島善一著 下巻-P235

K-2-57-176
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝天然記念物第四集第十号 下巻-P235

K-2-57-177
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

位山（笏木献造、伝説、文学他） 下巻-P235

K-2-57-178～187
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝天然記念物第14集第2号～第14集第10号 下巻-P235

K-2-57-188
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

丹生川村日面両面窟地形図 下巻-P235

K-2-57-189～204
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

史蹟名勝記念物第14集第11号～第16集第9号 下巻-P235

K-2-57-205
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市史蹟の実地研究（高山城址、東山） 下巻-P235

K-2-57-206～207
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨郷土史蹟、巡歴説明要項 下巻-P235

K-2-57-208
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

郷土史蹟の実地研究（角竹指導）南校数学部 下巻-P235

K-2-57-209
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

墓碑中心郷土史蹟の実地調査概要（第一回） 下巻-P235

K-2-57-210
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

墓碑中心郷土史蹟の実地調査概要（第二回） 下巻-P235
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-211
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

墓碑中心郷土史実地研究要項三 下巻-P235

K-2-57-212
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

第四回墓碑踏査 下巻-P235

K-2-57-213
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

郷土の文化遺蹟第1号（中切の部） 下巻-P236

K-2-57-214
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

郷土の文化遺蹟第2号（益田号） 下巻-P236

K-2-57-215
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

文化財保存協議会（史蹟、名勝、天然記念物について） 下巻-P236

K-2-57-216
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

神明町・片野、史蹟巡り角竹喜登 下巻-P236

K-2-57-217
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

細江、小鷹利方面の研究（第三回） 下巻-P236

K-2-57-218
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

小絲坂附近の史蹟研究指導（第四回）角竹喜登 下巻-P236

K-2-57-219
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高原峡第一分冊上宝の巻（名所旧跡、傳説特輯号） 下巻-P236

K-2-57-220
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨白川郷の風物（歴史、人物、習俗他）白木紫峰著 下巻-P236

K-2-57-221
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市の史蹟（辻ヶ森神社附近、小絲坂附近他） 下巻-P236

K-2-57-222
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

文化財調査報告第19集（神奈川県） 下巻-P236

K-2-57-223
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

郷土の風物誌（高山の名所旧跡、風物、人物他） 下巻-P236

K-2-57-224
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

北吉城文学遺跡探訪吉城高等学校国語科 下巻-P236

K-2-57-225
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

道中名所旧跡案内－高山駅より朝日まで－ 下巻-P236

K-2-57-226
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

道中名所旧跡案内－高山駅より神岡町まで－ 下巻-P236

K-2-57-227
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山城趾及城山公園を中心とする史蹟廻り他 下巻-P236

K-2-57-228
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

東山の史蹟と庭園巡り角竹喜登〔講演原稿〕 下巻-P236

K-2-57-229
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市内国宝重要美術品、史蹟天然記念物目録 下巻-P236

K-2-57-230
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

古蹟めぐり（高山市内）南小学校6年 下巻-P236

K-2-57-231
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

第5回高山市内史蹟巡り御案内主催高山市郷土館他 下巻-P236
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-232
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市内文化財史蹟等解説 下巻-P236

K-2-57-233
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

書簡（飛騨高山に残る武学流庭園に就て） 下巻-P236

K-2-57-234
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

庭園の地方色に就いて〈角竹写〉 下巻-P236

K-2-57-235
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市史原稿“庭園”〈角竹記録〉 下巻-P236

K-2-57-236
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

名所案内札文面 下巻-P237

K-2-57-237
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

摂津国天下茶屋名所及宝物 下巻-P237

K-2-57-238
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

松本及近郊名所史蹟めぐり 下巻-P237

K-2-57-239
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

名勝古蹟（古川町、国府町） 下巻-P237

K-2-57-240
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

岐阜県史蹟名勝天然記念物調査報告書 下巻-P237

K-2-57-241
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

文化遺材と庶民史料について角竹喜登 下巻-P237

K-2-57-242
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

濃飛名区畧志（岐阜県蔵本謄写） 下巻-P237

K-2-57-243
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨郷土史蹟巡歴説明要項角竹喜登 下巻-P237

K-2-57-244
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨史料古蹟ニ関スル文書（丹生川村の部） 下巻-P237

K-2-57-245
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

名所絵葉書〔写真〕 下巻-P237

K-2-57-246
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

風景写真（下呂富士、中山七里、帯雲橋他） 下巻-P237

K-2-57-247
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛州志附録絵図写真 下巻-P237

K-2-57-248
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

名所風景写真（平湯の大瀧、白水の滝他） 下巻-P237

K-2-57-249
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

諸国城并名所表紙写真 下巻-P237

K-2-57-402
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

岐阜県史蹟名勝誌岐阜県 下巻-P237

K-2-57-403
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

岐阜県史蹟名勝天然記念物調査会書類角竹喜登 下巻-P237

K-2-57-404
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

岐阜県大野郡大八賀村大字滝区岩井区を中心とせる吉野 下巻-P237



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-405
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市上一之町々内会区域ニ於ケル史蹟ト人物 下巻-P237

K-2-57-406
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛州志附録古蹟圖帖の内容角竹喜登 下巻-P237

K-2-57-407
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

古木遺蹟碑〈角竹写〉 下巻-P237

K-2-57-408
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

書簡（上宝村大字蔵桂字石浦山上文字書岩ニ関スル事） 下巻-P237

K-2-57-409
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨金石文の研究角竹喜登 下巻-P237

K-2-57-410
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

郷土（加藤光正之墓他墓地研究）斐太研究会発行 下巻-P237

K-2-57-411
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

素玄寺、法華寺、大雄寺にある著名人の墓の所有者調べ 下巻-P238

K-2-57-412
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨の墓碑銘調〈角竹記録〉 下巻-P238

K-2-57-413
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

高山市墓碑一覧斐太高校郷土研究クラブ 下巻-P238

K-2-57-414
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

松田屋文七の墓（国分寺）〈角竹記録〉 下巻-P238

K-2-57-415
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

法華寺、善応寺の墓調べ〈角竹記録〉 下巻-P238

K-2-57-416
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

勝久寺墓地調べ 下巻-P238

K-2-57-417
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

飛騨史関係墓碑（高山市及大八賀村三福寺地内） 下巻-P238

K-2-57-418
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

北川可慎居士墓碑銘写（国分寺境内）〈角竹写〉 下巻-P238

K-2-57-419
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

墓碑中心郷土史蹟の実地調査概要 下巻-P238

K-2-57-420
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

碑文研究（可参居士、丸山先生、細江家累霊他） 下巻-P238

K-2-57-421
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

大隆寺忠犬塚〈角竹記録〉 下巻-P238

K-2-57-422
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

墓碑銘調べ（下調用小票、カード） 下巻-P238

K-2-57-423
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

上呂鹿供養塚写真 下巻-P238

K-2-57-424
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

書簡（鹿供養塚ノ碑に関する件） 下巻-P238

K-2-57-425
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

書簡（鹿供養塚に関して調査の件） 下巻-P238



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-57-426
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

郷土史鹿供養塚斐中三年乙組中島泰人 下巻-P238

K-2-57-427
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

上呂鹿供養塚拓本及び掲示資料 下巻-P238

K-2-57-428
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

岐阜県産自然物の珍種 下巻-P238

K-2-57-429
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

写真（高山の文化財5点） 下巻-P238

K-2-57-430
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

しょぼん寺跡礎石配置略図 下巻-P238

K-2-57-431
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

書簡（久々野八幡神社八重木蓮の件） 下巻-P238

K-2-57-432
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

文化財神明講所蔵品目録記録郷土館控用 下巻-P238

K-2-57-433
町村誌及び資
料－史蹟・名
勝・文化財

濃飛の文化財岐阜県教育委員会発行 下巻-P238

K-2-57-250
町村誌及び資
料－観光

飛騨高山案内斐太自動車協会 下巻-P238

K-2-57-251
町村誌及び資
料－観光

下呂温泉から飛騨高山、恵那峡へ湯之島館編 下巻-P238

K-2-57-252
町村誌及び資
料－観光

高山観光事業（昭和13年度高山観光協会事務報告他） 下巻-P238

K-2-57-253
町村誌及び資
料－観光

飛騨18萬の人士に寄す 下巻-P239

K-2-57-254
町村誌及び資
料－観光

高山市（山都高山市景勝観光鳥瞰図他） 下巻-P239

K-2-57-255
町村誌及び資
料－観光

乗鞍祭高山パラダイス 下巻-P239

K-2-57-256
町村誌及び資
料－観光

高山市中山地区観光開発計画説明書、計画書 下巻-P239

K-2-57-257
町村誌及び資
料－観光

観光事業の概要高山市観光課 下巻-P239

K-2-57-258
町村誌及び資
料－観光

乗鞍祭高山パラダイス、ポスター、行事表 下巻-P239

K-2-57-259
町村誌及び資
料－観光

観光関係豫算書高山市観光課 下巻-P239

K-2-57-260
町村誌及び資
料－観光

下呂温泉から飛騨高山及恵那峡沿道案内 下巻-P239

K-2-57-261
町村誌及び資
料－観光

みの路ひだ路（高山線沿線案内） 下巻-P239

K-2-57-262
町村誌及び資
料－観光

飛騨高山（岩波写真文庫挿入写真補足説明資料） 下巻-P239

K-2-57-263
町村誌及び資
料－観光

高山の美しさ楽しさ荒垣秀雄 下巻-P239

K-2-57-264
町村誌及び資
料－観光

高山人としての観光（飛騨を宣伝した最初の本、浪華 下巻-P239

K-2-57-265
町村誌及び資
料－観光

紀元2600年記念苔川提桜樹植栽計画 下巻-P239

K-2-57-266
町村誌及び資
料－観光

飛騨の観光と物産展写真 下巻-P239

K-2-57-434
町村誌及び資
料－観光

ハイキングコース高山市観光課 下巻-P239

K-2-57-267
町村誌及び資
料－山岳

山岳第五年第二号（写真、スケッチ、地図他） 下巻-P239

K-2-57-268
町村誌及び資
料－山岳

山岳第五年第三号 下巻-P239
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K-2-57-269
町村誌及び資
料－山岳

山岳第七年第一号 下巻-P239

K-2-57-270
町村誌及び資
料－山岳

山岳（飛騨双六谷小島烏水）他 下巻-P239

K-2-57-271
町村誌及び資
料－山岳

山（乗鞍嶽、御嶽、白山の地理）福田有作編輯 下巻-P240

K-2-57-272
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス7月号（登山案内、文芸他） 下巻-P240

K-2-57-273
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス10月号（双六谷探検福田夕咲）他 下巻-P240

K-2-57-274
町村誌及び資
料－山岳

高山案内日本アルプス三十号 下巻-P240

K-2-57-275
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス温泉案内・32（英文説明あり） 下巻-P240

K-2-57-276～281
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス三十三号～三十九号（三十六号欠） 下巻-P240

K-2-57-282
町村誌及び資
料－山岳

穂高連峯、硫黄岳噴火口絵はがき他 下巻-P240

K-2-57-283
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス四十号 下巻-P240

K-2-57-284
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス（交通地質、気象生物他） 下巻-P240

K-2-57-285～287
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス四十一号～四十三号 下巻-P240

K-2-57-288
町村誌及び資
料－山岳

日本北アルプス登山案内図 下巻-P240

K-2-57-289
町村誌及び資
料－山岳

飛騨国登山案内（飛騨川より北アルプスへ） 下巻-P240

K-2-57-290
町村誌及び資
料－山岳

富士山・日本アルプス四十四号 下巻-P240

K-2-57-291
町村誌及び資
料－山岳

山岳公園論福寿瀧蔵著 下巻-P240

K-2-57-292
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス四十五号（岐阜のアルプス金華山他） 下巻-P240

K-2-57-293
町村誌及び資
料－山岳

地理時報第三十八号 下巻-P240

K-2-57-294
町村誌及び資
料－山岳

地理時報第三十九号 下巻-P240

K-2-57-295
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス四十七号（双六谷の神秘境他） 下巻-P241

K-2-57-296
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス四十九号 下巻-P241

K-2-57-297
町村誌及び資
料－山岳

中部日本登山案内（南アルプス其の他篇）昭和六年版 下巻-P241

K-2-57-298
町村誌及び資
料－山岳

中部日本登山案内（北アルプス篇）昭和六年版 下巻-P241

K-2-57-299
町村誌及び資
料－山岳

北アルプスは飛騨口から（登山案内所と案内地図） 下巻-P241

K-2-57-300
町村誌及び資
料－山岳

北アルプス登山案内図昭和7年版 下巻-P241

K-2-57-301
町村誌及び資
料－山岳

御嶽早川金吾編輯 下巻-P241

K-2-57-302
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス五十号 下巻-P241

K-2-57-303
町村誌及び資
料－山岳

国立公園岐阜県協会創立総会 下巻-P241

K-2-57-304
町村誌及び資
料－山岳

国立公園岐阜県協会評議員会議案 下巻-P241

K-2-57-305
町村誌及び資
料－山岳

飛騨の山々－飛騨国登山案内－高山観光協会 下巻-P241

K-2-57-306
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス五十一号 下巻-P241

K-2-57-307
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス五十二号 下巻-P241
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K-2-57-308
町村誌及び資
料－山岳

北アルプス登山案内昭和12年版名古屋鉄道局 下巻-P241

K-2-57-309
町村誌及び資
料－山岳

上高地案内パンフレット、絵はがき 下巻-P241

K-2-57-310
町村誌及び資
料－山岳

飛騨山岳会の総会案内図（昭和17年度） 下巻-P241

K-2-57-311
町村誌及び資
料－山岳

白山登山案内他昭和22年版白山振興会 下巻-P241

K-2-57-312
町村誌及び資
料－山岳

北アルプス飛騨側登山案内高山観光協会発行 下巻-P241

K-2-57-313
町村誌及び資
料－山岳

乗鞍」（袋） 下巻-P242

K-2-57-313-1
町村誌及び資
料－山岳

乗鞍雲上の旅高山市教職員組合 下巻-P242

K-2-57-313-2
町村誌及び資
料－山岳

乗鞍登山バス車掌説明文 下巻-P242

K-2-57-313-3
町村誌及び資
料－山岳

観光百選地バス案内コンクール参加（乗鞍案内） 下巻-P242

K-2-57-313-4
町村誌及び資
料－山岳

自動車で乗鞍登山ポスター 下巻-P242

K-2-57-313-5
町村誌及び資
料－山岳

その他 下巻-P242

K-2-57-314
町村誌及び資
料－山岳

登高史資料（日本アルプス登高史料、書簡） 下巻-P242

K-2-57-315
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス命名者ウエストン写真 下巻-P242

K-2-57-316
町村誌及び資
料－山岳

国立公園92，93国立公園協会発行 下巻-P242

K-2-57-317
町村誌及び資
料－山岳

国立公園95国立公園協会発行 下巻-P242

K-2-57-318
町村誌及び資
料－山岳

日本国立公園中部山岳飛騨名所案内絵図東兼之助著 下巻-P242

K-2-57-319
町村誌及び資
料－山岳

中部山岳国立公園位置指示図〈角竹作製〉 下巻-P242

K-2-57-320
町村誌及び資
料－山岳

信州御嶽山案内図記 下巻-P242

K-2-57-321
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプスの命名者について畔田明氏の返信内容 下巻-P242

K-2-57-322
町村誌及び資
料－山岳

飛騨山岳会々規 下巻-P242

K-2-57-323
町村誌及び資
料－山岳

飛騨側の日本アルプス（第二輯）郵便はがき 下巻-P242

K-2-57-324
町村誌及び資
料－山岳

ＣＬＩＭＢＩＮＧＪＡＰＡＮＡＬＰＳＦＲＯＭＴＡＫＡＹＡＭＡ 下巻-P242

K-2-57-325
町村誌及び資
料－山岳

登山の栞（日本北アルプス、白山、大山、大峯山） 下巻-P242

K-2-57-326
町村誌及び資
料－山岳

北アルプス登山案内（登山案内図） 下巻-P242

K-2-57-327
町村誌及び資
料－山岳

北アルプス登山案内（北アルプスは飛騨区から） 下巻-P242

K-2-57-328
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス飛騨口登山案内飛騨山岳会 下巻-P242

K-2-57-329
町村誌及び資
料－山岳

越中国立山禅定名所附図別当岩崎寺 下巻-P242

K-2-57-330
町村誌及び資
料－山岳

国立公園と飛騨高原峡絵図 下巻-P242

K-2-57-331
町村誌及び資
料－山岳

富士五態写真・絵図（蝦夷富士他） 下巻-P242

K-2-57-332
町村誌及び資
料－山岳

高山町附近（松倉城跡）ノ日本アルプス観望図 下巻-P242

K-2-57-333
町村誌及び資
料－山岳

生物ト地ノ進化年代表、日本北アルプス展望図 下巻-P242

K-2-57-334
町村誌及び資
料－山岳

登山案内図（高山郊外より見たる日本アルプス他） 下巻-P243
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K-2-57-335
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプス写真 下巻-P243

K-2-57-336
町村誌及び資
料－山岳

御嶽（絵はがき他） 下巻-P243

K-2-57-435
町村誌及び資
料－山岳

登山之準備斐太中学校山岳部 下巻-P243

K-2-57-436
町村誌及び資
料－山岳

笠ヶ岳頂上安置の上品阿弥陀如来台座名〈角竹記録〉 下巻-P243

K-2-57-437
町村誌及び資
料－山岳

笠ヶ嶽と活動の記録〔新聞切抜〕 下巻-P243

K-2-57-438
町村誌及び資
料－山岳

日本アルプスの外人初登山者角竹如山 下巻-P243

K-2-57-439
町村誌及び資
料－山岳

ポスター（Ｍｔ．ＦＵＪＩＩＮＳＰＲＩＮＧ） 下巻-P243

K-2-57-337
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

眞木佐久斐太乃山蹈全富田豊彦編輯 下巻-P243

K-2-57-338
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

飛騨山川岡村利平編輯 下巻-P243

K-2-57-339
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山町勢一覧高山町編輯 下巻-P243

K-2-57-340
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

明治43年度末高山町勢一覧高山町編輯 下巻-P243

K-2-57-341
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

明治44年度末高山町勢一覧高山町編輯 下巻-P243

K-2-57-342
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

明治45年大正元年度末高山町勢一覧 下巻-P243

K-2-57-343
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大正2年度末高山町勢一覧高山町編輯 下巻-P243

K-2-57-344
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大正14年高山町統計一覧表 下巻-P243

K-2-57-345
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大正15年高山町統計一覧表（大正14年度） 下巻-P243

K-2-57-346
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

岐阜県吉城郡阿曽布村勢要覧 下巻-P243

K-2-57-347
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和2年高山町統計一覧表（昭和元年度） 下巻-P243

K-2-57-348
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山町統計一覧表 下巻-P243

K-2-57-349
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山町統計一覧表 下巻-P243

K-2-57-350
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山町統計一覧表 下巻-P243

K-2-57-351
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山町統計一覧表 下巻-P243

K-2-57-352
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和7年坂下村々勢要覧 下巻-P243
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K-2-57-353
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和7年岐阜県益田郡川西村勢要覧 下巻-P244

K-2-57-354
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和8年阿曽布村々勢要覧 下巻-P244

K-2-57-355
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和8年岐阜県大野郡上枝村々勢要覧 下巻-P244

K-2-57-356
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和8年岐阜県益田郡小坂町々勢要覧 下巻-P244

K-2-57-357
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和8年坂上村々勢要覧 下巻-P244

K-2-57-358
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和8年益田郡朝日村勢要覧（朝日村図他） 下巻-P244

K-2-57-359
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和9年岐阜県大野郡上枝村村勢要覧 下巻-P244

K-2-57-360
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大名田町々勢要覧 下巻-P244

K-2-57-361
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和9年高山町勢一覧岐阜県大野郡高山町 下巻-P244

K-2-57-362
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和10年版岐阜県益田郡中原村村勢要覧 下巻-P244

K-2-57-363
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

上宝村々勢要覧（昭和10年）岐阜県吉城郡上宝村 下巻-P244

K-2-57-364
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

細江村勢一覧（昭和10年、吉城郡細江村畧図他） 下巻-P244

K-2-57-365
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大名田町々勢要覧（昭和8年、昭和9年調査） 下巻-P244

K-2-57-366
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大名田町々勢要覧（昭和9年度、大名田町市街部之図他） 下巻-P244

K-2-57-367
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大野郡大八賀村更生計画書 下巻-P244

K-2-57-368
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山町勢一覧（昭和10年） 下巻-P244

K-2-57-369
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

大八賀村報第一号大野郡大八賀村役場 下巻-P244

K-2-57-370
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

白川村々勢一覧 下巻-P244

K-2-57-371
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和11年阿曽布村々勢要覧 下巻-P244

K-2-57-372
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

濃飛振興第八巻11月号（高山市制記念号） 下巻-P244

K-2-57-373
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和11年版岐阜県益田郡中原村村勢要覧 下巻-P244
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K-2-57-374
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和11年大野郡大八賀村々勢要覧 下巻-P245

K-2-57-375
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和拾壹年岐阜県大野郡清見村々勢要覧 下巻-P245

K-2-57-376
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和11年岐阜県大野郡久々野村村勢要覧 下巻-P245

K-2-57-377
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

昭和12年版高山市勢要覧岐阜県高山市 下巻-P245

K-2-57-378
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

飛騨古川町勢要覧 下巻-P245

K-2-57-379
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

岐阜県大野郡久々野村勢要覧岐阜県大野郡久々野村 下巻-P245

K-2-57-380
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

川西村勢要覧（昭和13年調査） 下巻-P245

K-2-57-381
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

細江村勢一覧 下巻-P245

K-2-57-382
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

丹生川村勢要覧 下巻-P245

K-2-57-383
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

下呂町勢要覧岐阜県益田郡下呂町 下巻-P245

K-2-57-384
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

岐阜県大野郡上枝村々勢要覧 下巻-P245

K-2-57-385
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

市勢要覧高山市（昭和24年版、高山市略図他） 下巻-P245

K-2-57-386
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

郷土の実態久々野村 下巻-P245

K-2-57-387
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

市勢要覧高山市（昭和26年版）岐阜県高山市 下巻-P245

K-2-57-388
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

市勢要覧高山市（昭和28年版）高山市役所 下巻-P245

K-2-57-389
町村誌及び資
料－市町村勢
要覧他

高山市勢要覧（昭和14年）岐阜県高山市 下巻-P245

K-2-58-1-1 地図－県内 飛騨国絵図〔印刷写真〕 下巻-P246
K-2-58-1-2 地図－県内 高山県地図〔写真〕 下巻-P246
K-2-58-2 地図－県内 飛騨国絵図全区別図96．3×120ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-3 地図－県内 筑摩県管内略図21．3×22．8ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-4 地図－県内 筑摩県管内図・道路略図24．3×31．7ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-5 地図－県内 岐阜県管内地図 下巻-P246
K-2-58-6 地図－県内 郡役所敷地図24×34ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-7 地図－県内 飛騨地図53．3×42．2ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-8 地図－県内 岐阜県告示第31号（飛騨国一円測量施行通知） 下巻-P246
K-2-58-9 地図－県内 飛騨全図（五万分の一の地図継合せ）187．2×300ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-10 地図－県内 岐阜県飛騨国全図（税務統計台帳附属図） 下巻-P246
K-2-58-11-1 地図－県内 飛騨国大野郡高山全図39．5×54．5ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-11-2 地図－県内 高山町周辺地形図33．4×24．3ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-12 地図－県内 岐阜県管内図三十万分一70．2×51．6ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-13 地図－県内 白川村の一部地図（「籠の渡」位置など） 下巻-P246
K-2-58-14 地図－県内 益田川沿岸部落位置図27×38．2ｃｍ 下巻-P246
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K-2-58-15-1 地図－県内 大野郡白川村略図26．5×19．5ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-15-2 地図－県内 大野郡白川村地形図　　五万分一　46．3×57．8ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-16-1 地図－県内 萩原地形図　　五万分一　45．8×57．7ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-16-2 地図－県内 萩原地形図　　五万分一　45．8×57．7ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-17-1 地図－県内 下呂地形図　　五万分一　46×57．5ｃｍ 下巻-P246
K-2-58-17-2 地図－県内 下呂地形図　　五万分一　44．4×55．5ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-17-3 地図－県内 下呂地形図　　五万分一　45．8×57．5ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-18-1 地図－県内 金山地形図　　五万分一　45．8×57．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-18-2 地図－県内 金山地形図　　五万分一　46×57．7ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-19-1 地図－県内 加子母地形図　　五万分一　（秘）43．7×55ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-19-2 地図－県内 加子母地形図　　五万分一　（欠損）45．7×57．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-20-1 地図－県内 三日町地形図　　五万分一　45．7×57．7ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-20-2 地図－県内 三日町地形図　　五万分一　45．7×57．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-20-3 地図－県内 三日町地形図　　五万分一　（欠損） 下巻-P247
K-2-58-20-4 地図－県内 三日町地形図　　五万分一　46×58ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-21-1 地図－県内 古川地形図　　五万分一　46×57．7ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-21-2 地図－県内 古川地形図　　五万分一　45．7×53．7ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-22-1 地図－県内 舩津地形図　　五万分一　45．7×56．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-22-2 地図－県内 舩津地形図　　五万分一　（欠損）45．8×57．7ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-23-1 地図－県内 東茂住地形図　　五万分一　（欠損）45．7×57．7ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-23-2 地図－県内 東茂住地形図　　五万分一　46．3×57．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-24-1 地図－県内 鎗ヶ嶽地形図　　五万分一　45．7×57．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-24-2 地図－県内 鎗ヶ嶽地形図　　五万分一　46．3×57．8ｃｍ 下巻-P247
K-2-58-24-3 地図－県内 鎗ヶ嶽地形図　　五万分一　46×50ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-25 地図－県内 乗鞍岳地形図　　五万分一　46×56．8ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-26 地図－県内 白木峰地形図　　五万分一　46×57．8ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-27 地図－県内 高山町及其附近明細地図　　壱万分之一　27．5×35．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-28 地図－県内 高山地形図　　（秘）44．2×55．2ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-29 地図－県内 岐阜県管内全図　　四十万分一　42．6×34．0ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-30 地図－県内 高山町及其附近図　　縮尺一万分ノ三、六51×71．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-31 地図－県内 高山北部地形図　　46×57．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-32 地図－県内 高山近傍地形図　　一万分一　117．6×56．3ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-33 地図－県内 高山町一万分一　陸地測量部地図　　の件書簡他 下巻-P248
K-2-58-34 地図－県内 高山附近図　　三千分一92．8×66．6ｃｍ92．6×66．4ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-35 地図－県内 灘村及附近図　　灘村役場（大正11年測図　　） 下巻-P248
K-2-58-36 地図－県内 飛騨交通地図　　飛濃自動車株式会社51．8×36．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-37-1 地図－県内 高山町及其附近壱万分一　34．8×25ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-37-2 地図－県内 高山市街地図　　壱万分一　39．5×27．2ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-38 地図－県内 高山町及其附近一万分之一　38．5×25．8ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-39 地図－県内 岐阜県新地図　　岐阜県教育会編纂54．3×39ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-40-1 地図－県内 高山町及其附近地図　　壱万分之一　63．5×47．2ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-40-2 地図－県内 高山町及其附近地図　　壱万分之一　64×47ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-41 地図－県内 飛騨支庁管内地図　　51．8×36．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-42 地図－県内 船津町及其附近地図　　五万分一　吉沢作55×39．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-43 地図－県内 高山全図　　（高山案内あり）53×37．5ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-44 地図－県内 飛騨支庁管内地図　　52．7×36．7ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-45 地図－県内 高山市街地及其附近地図　　壱万分之一　64×47ｃｍ 下巻-P248
K-2-58-46-1 地図－県内 大日本職業別明細図　　ＮＯ187高山町54．5×78．7ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-46-2 地図－県内 大日本職業別明細図　　ＮＯ539益田郡47．2×63．8ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-47 地図－県内 岐阜県管内全図　　岐阜県経済部土木課109×79．4ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-48 地図－県内 高山市略図　　一万分一　76．4×54．7ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-49 地図－県内 高山市全図　　　　　（昭和22年9月測図　　）79×109．7ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-50-1 地図－県内 高山市全図　　（首部）三千分一79．2×109．8ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-50-2 地図－県内 高山市全図　　（北部）三千分一54．7×79．9ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-50-3 地図－県内 高山市全図　　（南部）三千分一54．7×79ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-51 地図－県内 岐阜県新市町村地図　　（昭和31年11月1日現在）〔新聞〕 下巻-P249
K-2-58-52 地図－県内 高山町全略図　　27．7×39．6ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-53-1 地図－県内 大野郡高山町区分略図　　一万分一　39×56ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-53-2 地図－県内 大野郡高山町区分略図　　31×45ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-54 地図－県内 高山各町色別図　　36．3×52ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-55 地図－県内 高山市街図　　　　　51．7×31．6ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-56 地図－県内 高山古城跡図　　面79．4×83．2ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-57 地図－県内 松之木区地図　　55．9×80ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-58 地図－県内 岐阜県大野郡大八賀村地図　　　　　18×39．6ｃｍ 下巻-P249
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K-2-58-59-1 地図－県内 大野郡上枝村大字中切字流絵図　　42．4×71．8ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-59-2 地図－県内 大野郡上枝村大字中切字清水絵図　　43．3×51ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-59-3 地図－県内 大野郡上枝村大字中切字平野谷絵図　　29．1×82．2ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-59-4 地図－県内 大野郡上枝村大字中切字日焼絵図　　37×97ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-59-5 地図－県内 凡例 下巻-P249
K-2-58-60 地図－県内 萩原町図　　10．8×23ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-61 地図－県内 中ノ沢神社附近岩多き山地図　　27×38ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-62 地図－県内 吉城郡中澤上村戸数番号屋敷絵図　　24．5×34ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-63 地図－県内 飛騨国益田郡朝日郷胡桃嶋略図　　24．5×33ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-64-1 地図－県内 朝日黒川附近絵図　　（山見廻り中井長兵衛）39．4×27．5ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-64-2 地図－県内 黒川附近新・旧道地図　　（秋津米吉控）24．2×33．6ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-65 地図－県内 岐阜県大野郡久々野村全図　　　　　36×39ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-66 地図－県内 大野郡丹生川村地図　　　　　46．5×63ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-67 地図－県内 飛騨国大野郡清見村地図　　分村図　　面27．5×39．5ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-68-1 地図－県内 大八賀村大字瀧区絵図　　（略図　　之壱部）29×30ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-68-2 地図－県内 大八賀村大字滝字御塔ノ後絵図　　・下平絵図　　29×48．8ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-68-3 地図－県内 大八賀村滝区絵図　　（極めて概略のもの）19×16．7ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-68-4 地図－県内 大八賀村滝区字下平絵図　　28×39ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-68-5 地図－県内 滝組字小田絵図　　28×39．5ｃｍ 下巻-P249
K-2-58-68-6 地図－県内 栗田洞之壱部絵図　　33×33ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-68-7 地図－県内 和田尾ノ一部絵図　　44×32．5ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-68-8 地図－県内 大野郡滝村絵図　　（断簡の一部）28×28．3ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-69-1 地図－県内 川原町附近地番絵図　　40×126．3ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-69-2 地図－県内 八軒町附近地番絵図　　28×74ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-69-3 地図－県内 高山陣屋附近地番絵図　　66．5×81ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-70 地図－県内 船津町路線図　　56×80．4ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-71 地図－県内 飛州志斐太の細江絵図　　写真 下巻-P250
K-2-58-72 地図－県内 慶長17年山口村絵図　　写真 下巻-P250
K-2-58-73 地図－県内 吉城郡横山村絵図　　写真 下巻-P250
K-2-58-74 地図－県内 高山町・大名田町絵図　　148．5×104ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-75 地図－県内 大名田町市街部之図　　　　　27．1×37ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-76 地図－県内 当組内絵図　　（二之町）80×80．8ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-77 地図－県内 大野郡荘川村全図　　54．4×78．8ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-78 地図－県内 岐阜県大野郡灘村全図　　44．5×72．3ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-79 地図－県内 岐阜県管内全図　　　四十万分一　41．6×33．3ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-80 地図－県内 岐阜県管内図　　三十万分一　63．5×47ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-81 地図－県内 岐阜県管内図　　三十万分一　63×44．5ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-82 地図－県内 飛騨地図　　類〈角竹記録〉 下巻-P250
K-2-58-83 地図－県内 岐阜県飛騨国全図　　二十三万分之一　39．7×52．5ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-84 地図－県内 飛騨全図　　（中部山岳国立公園位置記入）42．5×34．9ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-85 地図－県内 官許飛騨国中全図　　（断片） 下巻-P250
K-2-58-86 地図－県内 飛騨国地図　　（町村境界及道路）120．2×65．7ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-87-1 地図－県内 萩原土木出張所官内図　　二十万分一　46．9×31．6ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-87-2 地図－県内 萩原土木出張所官内図　　十万分一　79．5×57．7ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-88 地図－県内 飛騨全図　　略図　　（交通関係詳細）55×40．3ｃｍ他 下巻-P250
K-2-58-89 地図－県内 中山道・東海道絵図　　〈角竹記録〉36×48．5ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-90 地図－県内 焼岳五万分之一　地図　　36．4×44．7ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-91 地図－県内 岐阜県管内河川一覧図　　二十万分一　78．7×58．2ｃｍ 下巻-P250
K-2-58-92 地図－県内 岐阜県図　　（切抜） 下巻-P250
K-2-58-93 地図－県内 松泰寺蔵飛騨地図　　に関するメモ〈角竹記録〉 下巻-P250
K-2-58-94 地図－県外 尾濃古代図　　28×39ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-95 地図－県外 大日本道中獨案内之図　　近藤太十郎編輯 下巻-P251
K-2-58-96 地図－県外 明治大日本地見新細図全　樺井達之輔編輯 下巻-P251
K-2-58-97 地図－県外 加賀金沢細見図就正堂42．5×50．8ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-98 地図－県外 日清韓三国輿地図　　木村信郷著55．6×83．5ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-99 地図－県外 信濃国下伊那郡飯田地図　　二十万分一　46．2×57．8ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-100 地図－県外 陸地測量部（明治22年輯製、同35年、40年修正） 下巻-P251
K-2-58-100-1 地図－県外 大日本帝国陸地測量部（明治44年測図　　） 下巻-P251
K-2-58-100-2 地図－県外 木曽福島地図　　五万分一　46×57．5ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-102 地図－県外 吉野山地図　　五万分一　46×57．7ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-103 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　埼玉県 下巻-P251
K-2-58-104 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　富山県　　　　　　　53．5×78ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-105 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　奈良県　　　　　　　78．2×53．3ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-106 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　福島県 下巻-P251
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K-2-58-107 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　宮城・山形県 下巻-P251
K-2-58-108 地図－県外 日本鳥瞰近畿東海大図　　絵27．5×106．8ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-109 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　滋賀県 下巻-P251
K-2-58-110 地図－県外 石川県金沢附近図　　　　　46×57．5ｃｍ 下巻-P251
K-2-58-111 地図－県外 東宮御成婚記念日本交通分県地図　　岩手・青森・秋田県 下巻-P252
K-2-58-112 地図－県外 日本交通分県地図　　東京府・山梨県 下巻-P252
K-2-58-113 地図－県外 日本交通分県地図　　新潟県　　　78．2×53．5ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-114 地図－県外 大和地方地図　　　　　79×55ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-115 地図－県外 大東亜圏及太平洋図　　　　　　（欠損） 下巻-P252
K-2-58-116 地図－県外 近畿地方地勢図　　　　　　36×32ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-117 地図－県外 大日本地質図　　　　　　西田光敏156．5×110ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-118-1 地図－県外 金沢区西赤尾地形図　　五万分一　46×58ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-118-2 地図－県外 金沢区下梨地形図　　五万分一　46×58ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-119 地図－県外 金沢区白山地形図　　五万分一　46×58ｃｍ 下巻-P252
K-2-58-120 地図－県外 宮城略図　　〔日出新聞附録〕28．7×34．3ｃｍ 下巻-P252
K-2-59-1 皇室 内裏図画者山岡恭安 下巻-P253
K-2-59-2 皇室 大掌会御屏風十二帖和歌 下巻-P253
K-2-59-3 皇室 宝暦十二年書入ある暦 下巻-P253
K-2-59-4 皇室 禁中故実（写）小八賀郷柏原蘭園用之 下巻-P253
K-2-59-5 皇室 天皇陛下御遷幸御行列書類 下巻-P253
K-2-59-6 皇室 安政の大獄前に於ける皇室中心の風聞書森宗弘記 下巻-P253
K-2-59-7 皇室 明治天皇東京御入城の図 下巻-P253
K-2-59-8 皇室 御親征行幸中行在所日誌第五，第六 下巻-P253
K-2-59-9 皇室 明治天皇御即位式の図 下巻-P253
K-2-59-10 皇室 明治改元詔書草案 下巻-P253
K-2-59-11 皇室 明治初年仁政研究資料（岐阜県益田郡内の事項） 下巻-P253
K-2-59-12 皇室 神武天皇祭遙拝式 下巻-P253
K-2-59-13 皇室 奉祝天皇節会詠暮秋謌二十四首 下巻-P253
K-2-59-14 皇室 大嘗会御趣意申諭書神祇省 下巻-P253
K-2-59-15 皇室 御願書・御届書（天皇節奉祝） 下巻-P253
K-2-59-16 皇室 皇霊以下御祭日及御祝日改定布告太政大臣三条実美 下巻-P253
K-2-59-17 皇室 祈年祭班幣に付高山市中一般休業文書 下巻-P253
K-2-59-18 皇室 皇室関係（高山町役場日記他） 下巻-P253
K-2-59-19 皇室 立太子式奉祝 下巻-P253
K-2-59-20 皇室 御眞影奉迎祝辞高山尋常小学校長永瀬吉郎 下巻-P253
K-2-59-21 皇室 教育勅語 下巻-P253
K-2-59-22 皇室 紀元節式順序 下巻-P253
K-2-59-23 皇室 銀婚式養老金下賜岐阜県平民中井かね 下巻-P253
K-2-59-24 皇室 秩父宮様奉迎（巡路予定表他） 下巻-P253
K-2-59-25 皇室 大婚式25年奉祝奉祝事務所 下巻-P253
K-2-59-26 皇室 小松宮殿下御来飛に関し打合事項委員長丸山幸之助 下巻-P253
K-2-59-27 皇室 小松宮様奉迎（御来高御迎送録他）〈角竹写〉 下巻-P253
K-2-59-28 皇室 皇太子殿下御結婚奉祝式 下巻-P253
K-2-59-29 皇室 小松宮殿下奉迎に関する書類 下巻-P253
K-2-59-30 皇室 調物帳（小松宮殿下）（御旅館係御料理方） 下巻-P253
K-2-59-31 皇室 小松宮殿下追弔式関係書類〈角竹写〉 下巻-P253
K-2-59-32 皇室 明治天皇御大葬絵巻聖徳奉頌会発行 下巻-P254
K-2-59-33 皇室 明治天皇御大祭奉悼詞斐太中学校長正七位安井留三 下巻-P254
K-2-59-34 皇室 明治天皇御一代画史明治天皇年譜渡部審也編輯 下巻-P254
K-2-59-35 皇室 大正2年天長節奉祝煙火番組 下巻-P254
K-2-59-36 皇室 昭憲皇太后御尊霊遙拝詞 下巻-P254
K-2-59-37 皇室 皇太子裕仁親王結婚の礼を行ふに当り減刑の事を行はし 下巻-P254
K-2-59-38 皇室 東宮殿下御結婚奉祝関係書類高山町青年会 下巻-P254
K-2-59-39 皇室 皇孫殿下御誕生奉祝依頼高山町長から各区総代宛 下巻-P254
K-2-59-40 皇室 奉迎記念上宝村（秩父宮殿下奉迎） 下巻-P254
K-2-59-41 皇室 即位礼図（紫宸殿の御儀） 下巻-P254
K-2-59-42 皇室 大嘗祭（大嘗宮渡御）図 下巻-P254
K-2-59-43 皇室 地方賜饌（賜饌次第席順） 下巻-P254
K-2-59-44 皇室 昭和3年奉祝関係書類〈角竹写〉 下巻-P254
K-2-59-45 皇室 秩父宮殿下登山写真〔新聞切抜〕 下巻-P254
K-2-59-46 皇室 村上天皇御写真帖 下巻-P254
K-2-59-47 皇室 朝香宮殿下飛騨路御視察〔新聞切抜〕 下巻-P254
K-2-59-48 皇室 朝香宮様奉迎〈角竹写〉 下巻-P254
K-2-59-49 皇室 剣の舞絵図 下巻-P254



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-59-50 皇室 詔書 下巻-P254
K-2-59-51 皇室 書状（天子様の節分の豆、悪病悪神除け） 下巻-P254
K-2-59-52 皇室 書状（京都因幡薬師開帳）坂屋清三郎 下巻-P254
K-2-59-53 皇室 遷華供奉 下巻-P254
K-2-59-54 皇室 覚（日ノ丸旗96本他） 下巻-P254
K-2-59-55 皇室 大宮御所より出火 下巻-P254
K-2-59-56 皇室 書状（和宮様御道中の絵図さし上げ）一貫 下巻-P254
K-2-59-57 皇室 明治天皇宸翰（中部日本史上級用所載） 下巻-P254
K-2-59-58 皇室 明治天皇宸筆〔印刷〕 下巻-P254
K-2-59-59 皇室 報告書（小松宮殿下御台臨） 下巻-P254
K-2-59-60 皇室 御即位大典拝賀式次第（高山公園二ノ丸） 下巻-P254
K-2-59-61 皇室 御誓文之写牛丸延太郎 下巻-P255
K-2-59-62 皇室 玉穂宮馭宇天皇歌他写真 下巻-P255
K-2-59-63 皇室 継体天皇と田中大秀（掲示資料）〈角竹作製〉 下巻-P255
K-2-59-64 皇室 聖武天皇、光明皇后（門額写真、奈良の大仏絵はがき） 下巻-P255
K-2-59-65 皇室 鳳鳴（昭和天皇即位）飛騨毎日新聞出版部発行 下巻-P255

K-2-60-1
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

浅井屋善右衛門 下巻-P256

K-2-60-2
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

浅井屋善右衛門葬式諸日記（嘉永4年正月2日往生） 下巻-P256

K-2-60-3
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

朝戸善友 下巻-P256

K-2-60-4
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

朝戸友秀師逝く（神通寺第12世住職） 下巻-P256

K-2-60-5
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

秋山自雲 下巻-P256

K-2-60-6
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

安部清六安部清雄 下巻-P256

K-2-60-7
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

青木志やう 下巻-P256

K-2-60-8
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

阿保慶次郎 下巻-P256

K-2-60-9
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

荒川甚三郎 下巻-P256

K-2-60-10
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

荒城屋市右衛門 下巻-P256

K-2-60-11
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

新谷泰助 下巻-P256

K-2-60-12
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

安西惣助 下巻-P256

K-2-60-239
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

秋谷 下巻-P256

K-2-60-240
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

秋山太郎輔 下巻-P256

K-2-60-666
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

足立稲直（家系譜） 下巻-P256

K-2-60-667
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

赤田臥牛 下巻-P256



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-668
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

赤田先生 下巻-P256

K-2-60-730
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

秋吉雲桂 下巻-P256

K-2-60-731
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

足立忠三郎 下巻-P256

K-2-60-13
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

生井順造 下巻-P256

K-2-60-14
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

稲田元浩 下巻-P256

K-2-60-15
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

稲垣営三 下巻-P256

K-2-60-16
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

飯島屋喜兵衛 下巻-P256

K-2-60-17
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

飯島屋喜兵衛　石川勘蔵 下巻-P256

K-2-60-18
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石川定山（改名山下曽作） 下巻-P256

K-2-60-19
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石原大助 下巻-P256

K-2-60-20
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石原大助 下巻-P256

K-2-60-21
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石田春皐 下巻-P256

K-2-60-237
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石田春皐 下巻-P256

K-2-60-22
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石神梅之丞 下巻-P256

K-2-60-23
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

阿部栄之助 下巻-P257

K-2-60-24
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

池之端惣助 下巻-P257

K-2-60-25
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

伊藤広七 下巻-P257

K-2-60-26
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

伊藤広七氏の銅像について 下巻-P257

K-2-60-27
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

井上利右エ門 下巻-P257

K-2-60-28
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

井上士朗 下巻-P257

K-2-60-29
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

井上啓次郎 下巻-P257



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-30
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

井口新太郎 下巻-P257

K-2-60-31
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

井口三郎 下巻-P257

K-2-60-32
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

井田嘉藤治 下巻-P257

K-2-60-33
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

犬塚行蔵 下巻-P257

K-2-60-34
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

犬塚行蔵（ハガキ、書簡） 下巻-P257

K-2-60-35
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

犬塚行蔵氏遺稿出版に関する往復書状 下巻-P257

K-2-60-36
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

今井氏由来書（益田郡萩原町） 下巻-P257

K-2-60-37
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

今井家譜録（今井雄） 下巻-P257

K-2-60-714
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

今井孫七文書（益田郡萩原町） 下巻-P257

K-2-60-38
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

今寺儀右衛門履歴書（安政5年生まれ） 下巻-P257

K-2-60-39
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

市村家家紋 下巻-P257

K-2-60-40
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

市村成彦氏（左右吉） 下巻-P257

K-2-60-770
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岩岡伴次郎 下巻-P257

K-2-60-41
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岩佐一亭調査資料 下巻-P257

K-2-60-42
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岩佐医院の開業披露会 下巻-P257

K-2-60-43
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岩佐一亭 下巻-P257

K-2-60-44
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

久々野村柳島岩佐家の由緒 下巻-P257

K-2-60-241
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

生田源内 下巻-P257

K-2-60-242
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石川宇右衛門 下巻-P257

K-2-60-243
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

伊藤助次郎 下巻-P257

K-2-60-244
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

伊藤助次郎 下巻-P257



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-245
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

一貫 下巻-P257

K-2-60-246
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

稲田敬道 下巻-P257

K-2-60-484
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岩佐専太郎 下巻-P257

K-2-60-669
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

石川勘蔵（履歴書） 下巻-P257

K-2-60-670
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

勇直二郎（卒業書写し書） 下巻-P257

K-2-60-732
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岩田僊太郎 下巻-P257

K-2-60-733
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

今井所左衛門 下巻-P257

K-2-60-45
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上杉斉二郎略歴 下巻-P258

K-2-60-46
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上杉斉二郎氏逝去 下巻-P258

K-2-60-675
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上杉斉二郎 下巻-P258

K-2-60-47
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上杉一枝 下巻-P258

K-2-60-48
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上杉一枝 下巻-P258

K-2-60-49
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上田東園 下巻-P258

K-2-60-247
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上田東園 下巻-P258

K-2-60-50
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上木重（三之町上木家の分家） 下巻-P258

K-2-60-51
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上木可中先生七年忌追善謡曲会 下巻-P258

K-2-60-52
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上木甚四郎 下巻-P258

K-2-60-671
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上木甚四郎（葬儀案内状） 下巻-P258

K-2-60-53
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

上木屋甚兵衛 下巻-P258

K-2-60-54
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

牛丸福作 下巻-P258

K-2-60-55
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

牛丸藤十郎 下巻-P258



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-56
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

打保竹母“筑紫みやげ” 下巻-P258

K-2-60-57
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

打保屋源蔵（喚応是誰師） 下巻-P258

K-2-60-58
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

打保常次郎 下巻-P258

K-2-60-59
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

浦風林右衛門 下巻-P258

K-2-60-60
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

宇野英太郎（略歴） 下巻-P258

K-2-60-61
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

宇野増次郎忌 下巻-P258

K-2-60-62
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

宇野増次郎 下巻-P258

K-2-60-771
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

宇野増次郎 下巻-P258

K-2-60-63
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

宇野華邨 下巻-P258

K-2-60-248
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

雨渓 下巻-P258

K-2-60-249
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

梅屋 下巻-P258

K-2-60-64
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

江山 下巻-P258

K-2-60-65
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

江黒晨風（俚謡正調） 下巻-P258

K-2-60-238
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

江馬輝盛 下巻-P258

K-2-60-738
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

江馬家小記 下巻-P258

K-2-60-250
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

江戸三郎助 下巻-P258

K-2-60-723
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

遠藤左馬亮慶隆 下巻-P258

K-2-60-66
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大石島太郎（伝記） 下巻-P258

K-2-60-67
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大岩貫一郎 下巻-P258

K-2-60-68
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大池敏国（戯画、和歌） 下巻-P258

K-2-60-69
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大池蘭斉 下巻-P258



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-70
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大江・ 下巻-P259

K-2-60-71
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大沢弥之助 下巻-P259

K-2-60-72
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大沢正交 下巻-P259

K-2-60-73
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大沢玉林 下巻-P259

K-2-60-74
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大坪善右衛門 下巻-P259

K-2-60-75
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大坪藤兵衛 下巻-P259

K-2-60-76
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大前重秀 下巻-P259

K-2-60-77
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

尾竹竹坡 下巻-P259

K-2-60-78
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大森旭亭篆刻 下巻-P259

K-2-60-79
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

押上氏戸籍 下巻-P259

K-2-60-80
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

押上忠三郎 下巻-P259

K-2-60-81
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

押上忠三郎妹たゝ 下巻-P259

K-2-60-82
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

押上家先代の葬儀 下巻-P259

K-2-60-83
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

押上将軍の来高 下巻-P259

K-2-60-84
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

押上森蔵（生年月日、略歴他） 下巻-P259

K-2-60-85
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岡村利平 下巻-P259

K-2-60-673
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岡村利平（忌明け挨拶状他） 下巻-P259

K-2-60-86
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岡村利右衛門（飛騨新聞第1号掲載） 下巻-P259

K-2-60-87
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岡村御蔭 下巻-P259

K-2-60-88
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

岡田清 下巻-P259

K-2-60-89
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

奥洞元治郎 下巻-P259



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-90
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大坪てい（大新町） 下巻-P259

K-2-60-91
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

奥田祇兵衛氏逝去他 下巻-P259

K-2-60-92
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

奥田又右衛門（戸籍謄本） 下巻-P259

K-2-60-93
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

尾崎咲良（戸籍謄本） 下巻-P259

K-2-60-94
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

尾前広吉 下巻-P259

K-2-60-95
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

小坂周吉中尉 下巻-P259

K-2-60-96
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

小島半二 下巻-P259

K-2-60-97
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

奥村春斉 下巻-P259

K-2-60-98
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

小野松次（芳国舎） 下巻-P259

K-2-60-99
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

小崎利準 下巻-P259

K-2-60-100
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大森旭亭 下巻-P259

K-2-60-251
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

王阿衲 下巻-P259

K-2-60-252
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大坪曽平 下巻-P259

K-2-60-672
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大坪二市（辞職願） 下巻-P259

K-2-60-674
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－あ行

大野糾夫 下巻-P259

K-2-60-101
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

快存上人 下巻-P260

K-2-60-102
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

貝塚素牛 下巻-P260

K-2-60-103
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

貝塚文次右衛門 下巻-P260

K-2-60-736
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

貝塚文次右衛門（請取覚） 下巻-P260

K-2-60-104
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加賀の千代女 下巻-P260

K-2-60-105
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

垣内右・垣内雲・ 下巻-P260



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-106
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

垣水寿太郎 下巻-P260

K-2-60-107
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

柿本庄六 下巻-P260

K-2-60-108
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

柿下忠四郎 下巻-P260

K-2-60-109
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

柿下清六（柿下青緑） 下巻-P260

K-2-60-110
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

香川確斉 下巻-P260

K-2-60-111
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

鍵山一郎 下巻-P260

K-2-60-112
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

覚明行者 下巻-P260

K-2-60-113
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

梶原陸奥守 下巻-P260

K-2-60-114
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

柏木萬氏逝去 下巻-P260

K-2-60-115
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

角川松三 下巻-P260

K-2-60-116
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

片山正隠に就て 下巻-P260

K-2-60-117
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

片野甚三郎 下巻-P260

K-2-60-118
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤鎭之助 下巻-P260

K-2-60-119
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤源十郎（墓拓本） 下巻-P260

K-2-60-120
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤小三郎 下巻-P260

K-2-60-121
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤於菟丸 下巻-P260

K-2-60-122
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤歩簫 下巻-P260

K-2-60-123
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤素毛 下巻-P260

K-2-60-124
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

蒲彦七 下巻-P260

K-2-60-125
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

上仲鈴子 下巻-P260

K-2-60-126
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

上牧太郎助 下巻-P260



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-127
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

河合玉堂 下巻-P260

K-2-60-128
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

河崎正直 下巻-P260

K-2-60-129
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

桂中将 下巻-P260

K-2-60-130
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上徳助 下巻-P260

K-2-60-131
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤佐助 下巻-P260

K-2-60-132
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上謹一郎川上清兵衛（戸籍他） 下巻-P260

K-2-60-133
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上勝三郎 下巻-P260

K-2-60-134
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上善右衛門 下巻-P261

K-2-60-135
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

亀田誠一郎 下巻-P261

K-2-60-136
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上淇堂 下巻-P261

K-2-60-137
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上しん刀自 下巻-P261

K-2-60-138
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上朝吉 下巻-P261

K-2-60-139
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川口松次郎 下巻-P261

K-2-60-140
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川尻寛雄 下巻-P261

K-2-60-141
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川田卓 下巻-P261

K-2-60-253
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

鼎石小子 下巻-P261

K-2-60-254
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

河田清作 下巻-P261

K-2-60-255
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

鹿門 下巻-P261

K-2-60-256
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

川上確斉 下巻-P261

K-2-60-257
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

亀五郎 下巻-P261

K-2-60-281
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加納吟石 下巻-P261



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-485
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

傘見右衛門 下巻-P261

K-2-60-676
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤蘭亭 下巻-P261

K-2-60-677
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

勝見八郎（江戸御役人） 下巻-P261

K-2-60-679
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加藤為仙（屋敷絵図面） 下巻-P261

K-2-60-680
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

金子直温（改名届） 下巻-P261

K-2-60-710
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加納家譜抜萃（森彦兵衛宗貞氏編） 下巻-P261

K-2-60-734
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加納東阿（安川記、書状） 下巻-P261

K-2-60-735
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

加納道阿 下巻-P261

K-2-60-737
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

神谷由道 下巻-P261

K-2-60-760
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

狩野派系譜 下巻-P261

K-2-60-767
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

喚応是誰 下巻-P261

K-2-60-142
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

菊田泰蔵 下巻-P261

K-2-60-143
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

木曽義仲 下巻-P261

K-2-60-144
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

木谷重次郎 下巻-P261

K-2-60-145
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

木村秀民 下巻-P261

K-2-60-146
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

北村忠三郎 下巻-P261

K-2-60-147
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

北村直臣經富 下巻-P261

K-2-60-148
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

京極家系譜（飛騨国管領） 下巻-P261

K-2-60-149
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

桐野りう 下巻-P261

K-2-60-258
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

希仁 下巻-P261

K-2-60-259
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

桐山力所桐山勘兵衛 下巻-P261



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-678
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

桐山玄豹（玄豹宛感謝見舞状） 下巻-P261

K-2-60-486
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

菫花深處 下巻-P262

K-2-60-758
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

吉備氏 下巻-P262

K-2-60-150
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

楠公崇敬の史料に就て 下巻-P262

K-2-60-151
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

倉手潔雄清彦 下巻-P262

K-2-60-152
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

桑谷正道 下巻-P262

K-2-60-738
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

日下部孝斉 下巻-P262

K-2-60-753
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

日下部鳴鶴（佐藤泰太郎の書状） 下巻-P262

K-2-60-153
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

桂雪宗匠 下巻-P262

K-2-60-154
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

玄祐玄之 下巻-P262

K-2-60-260
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

慶亭 下巻-P262

K-2-60-261
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

元敬 下巻-P262

K-2-60-739
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

元田修三 下巻-P262

K-2-60-155
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小池作兵衛（碑写真） 下巻-P262

K-2-60-712
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小池家先祖書写真（大八賀村三福寺） 下巻-P262

K-2-60-156
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小阪久太郎 下巻-P262

K-2-60-157
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小鷹奇龍子 下巻-P262

K-2-60-158
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小峠平吉 下巻-P262

K-2-60-159
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小林茂園 下巻-P262

K-2-60-160
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小森橘堂 下巻-P262

K-2-60-161
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小泉 下巻-P262



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-162
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小森司参小森桃林 下巻-P262

K-2-60-163
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小森文助 下巻-P262

K-2-60-164
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小峰大羽 下巻-P262

K-2-60-165
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

梧堂 下巻-P262

K-2-60-166
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

鴻巣盛広 下巻-P262

K-2-60-167
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

河野伊勢太 下巻-P262

K-2-60-168
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

河内粂三郎 下巻-P262

K-2-60-169
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

越見初枝 下巻-P262

K-2-60-170
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

後藤厳 下巻-P262

K-2-60-262
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

香雲 下巻-P262

K-2-60-263
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

公碩 下巻-P262

K-2-60-264
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

公暉 下巻-P262

K-2-60-265
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

小森知修 下巻-P262

K-2-60-754
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－か行

権七郎（上村） 下巻-P262

K-2-60-171
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

左衛門太郎（日面）に就て 下巻-P263

K-2-60-172
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

阪本金三郎 下巻-P263

K-2-60-173
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

阪田藤三郎 下巻-P263

K-2-60-174
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

阪田長三郎（熈昌） 下巻-P263

K-2-60-175
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

阪田大佐 下巻-P263

K-2-60-176
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

酒井喜代太 下巻-P263

K-2-60-177
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

桜井稲磨 下巻-P263



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-178
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐々木信濃守 下巻-P263

K-2-60-179
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐竹光家の女子（飛騨国司の室） 下巻-P263

K-2-60-180
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐藤義夫 下巻-P263

K-2-60-181
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐藤鉄額 下巻-P263

K-2-60-182
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐藤季昌（秀昌）佐藤一斉 下巻-P263

K-2-60-183
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐藤治郎左衛門 下巻-P263

K-2-60-184
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

指田藤作 下巻-P263

K-2-60-185
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐奈姫様の供養会、法要 下巻-P263

K-2-60-186
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

沢田豊助（相撲鏡岩の弟子） 下巻-P263

K-2-60-187
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

沢田正良 下巻-P263

K-2-60-188
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

沢村忠三郎 下巻-P263

K-2-60-189
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

三川清兵衛（建具大工の名工） 下巻-P263

K-2-60-266
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

細石舎 下巻-P263

K-2-60-267
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

佐藤泰太郎佐藤泰郷 下巻-P263

K-2-60-269
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

坂清 下巻-P263

K-2-60-271
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

澤田俊一郎 下巻-P263

K-2-60-755
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

三郎兵衛 下巻-P263

K-2-60-190
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

下之関（角力） 下巻-P263

K-2-60-191
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

上島清一 下巻-P263

K-2-60-192
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

上島善一 下巻-P263

K-2-60-193
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白尾義夫 下巻-P263



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-194
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川吟行 下巻-P263

K-2-60-195
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川継紹 下巻-P263

K-2-60-196
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

鯱の里関 下巻-P263

K-2-60-197
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川琴水 下巻-P263

K-2-60-198
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川青山人 下巻-P263

K-2-60-199
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川慈孝 下巻-P263

K-2-60-200
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川政之助 下巻-P264

K-2-60-201
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川松太郎 下巻-P264

K-2-60-202
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白川利一郎 下巻-P264

K-2-60-203
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白真弓肥太右衛門 下巻-P264

K-2-60-204
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

志賀三四郎（履歴書） 下巻-P264

K-2-60-205
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

重村重光傅 下巻-P264

K-2-60-206
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

澄月釈祐円 下巻-P264

K-2-60-207
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

柴田路春 下巻-P264

K-2-60-208
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

柴田忠太郎（袖水） 下巻-P264

K-2-60-209
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

島木市十郎（戸籍） 下巻-P264

K-2-60-210
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

島甚助 下巻-P264

K-2-60-211
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

島崎藤村 下巻-P264

K-2-60-270
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

静渕 下巻-P264

K-2-60-272
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

俊逸郎 下巻-P264

K-2-60-273
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

順助 下巻-P264



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-274
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

小七 下巻-P264

K-2-60-275
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

柴庵居士 下巻-P264

K-2-60-276
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

清水保太郎 下巻-P264

K-2-60-279
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

十水 下巻-P264

K-2-60-487
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

芝正盛 下巻-P264

K-2-60-488
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

指所 下巻-P264

K-2-60-740
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

指田城西 下巻-P264

K-2-60-741
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

白翁 下巻-P264

K-2-60-212
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

菅原道眞 下巻-P264

K-2-60-213
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

鈴木吟風 下巻-P264

K-2-60-214
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

坂田秋一 下巻-P264

K-2-60-215
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉下伝三郎 下巻-P264

K-2-60-216
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉下守中 下巻-P264

K-2-60-217
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

島崎正樹 下巻-P264

K-2-60-218
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉下延郎 下巻-P264

K-2-60-219
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉下延郎 下巻-P264

K-2-60-220
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉下延郎 下巻-P264

K-2-60-682
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉下延郎 下巻-P264

K-2-60-221
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

杉崎屋家系（日比野氏） 下巻-P264

K-2-60-222
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

砂田利一郎 下巻-P264

K-2-60-223
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

砂田泰一郎 下巻-P264



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-224
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

鷲見芸文 下巻-P265

K-2-60-225
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

角竹芳郎 下巻-P265

K-2-60-226
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

角竹喜登 下巻-P265

K-2-60-718
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

角竹喜登 下巻-P265

K-2-60-227
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

角竹市蔵（戸籍） 下巻-P265

K-2-60-228
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

住民平 下巻-P265

K-2-60-681
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

住民平 下巻-P265

K-2-60-229
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

住せん子 下巻-P265

K-2-60-230
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

住幸謹 下巻-P265

K-2-60-277
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

角竹屋助次郎 下巻-P265

K-2-60-231
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

瀬木・太郎 下巻-P265

K-2-60-232
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

仙助（日比野家忠僕） 下巻-P265

K-2-60-268
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

雪峯堂 下巻-P265

K-2-60-278
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

是空是心居士 下巻-P265

K-2-60-759
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

千利休系図（一部） 下巻-P265

K-2-60-233
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

宗龍和尚 下巻-P265

K-2-60-234
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

曽我秀文 下巻-P265

K-2-60-683
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

曽我秀文 下巻-P265

K-2-60-235
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

瀬尾雅太郎 下巻-P265

K-2-60-236
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

空彦助 下巻-P265

K-2-60-280
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－さ行

相常坊（勝久寺） 下巻-P265



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-282
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中半十郎 下巻-P265

K-2-60-283
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中半十郎 下巻-P265

K-2-60-284
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中半十郎英積 下巻-P265

K-2-60-285
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中半右衛門 下巻-P265

K-2-60-286
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中半右衛門 下巻-P265

K-2-60-287
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中耕成 下巻-P265

K-2-60-288
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中耕成 下巻-P265

K-2-60-768
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中半右衛門田中耕成 下巻-P265

K-2-60-289
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田逸 下巻-P265

K-2-60-290
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田近持蔵（戸籍） 下巻-P265

K-2-60-291
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田近持蔵 下巻-P265

K-2-60-292
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田近権助 下巻-P265

K-2-60-293
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田近錦川 下巻-P266

K-2-60-294
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田近楚明 下巻-P266

K-2-60-295
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中誠之 下巻-P266

K-2-60-296
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中枝山 下巻-P266

K-2-60-297
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田村博士 下巻-P266

K-2-60-298
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田尻久六 下巻-P266

K-2-60-299
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中屋弥兵衛 下巻-P266

K-2-60-300
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中耕成 下巻-P266

K-2-60-301
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中貢太郎 下巻-P266



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-302
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中茂 下巻-P266

K-2-60-303
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田中大秀 下巻-P266

K-2-60-742
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

荏野翁（田中大秀） 下巻-P266

K-2-60-304
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

立田清辰 下巻-P266

K-2-60-305
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

立田万年 下巻-P266

K-2-60-306
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

立木一空 下巻-P266

K-2-60-307
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

瀧村高山市書記 下巻-P266

K-2-60-308
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

瀧井孝作 下巻-P266

K-2-60-309
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

瀧井孝作 下巻-P266

K-2-60-310
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

瀧井孝作 下巻-P266

K-2-60-311
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

武田由平 下巻-P266

K-2-60-312
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

武川久兵衛（系図他） 下巻-P266

K-2-60-313
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

武内三千春 下巻-P266

K-2-60-314
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

谷口玄機（与六） 下巻-P266

K-2-60-315
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

谷口桃理 下巻-P266

K-2-60-316
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

擇處 下巻-P266

K-2-60-317
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

擇處 下巻-P266

K-2-60-318
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

高嶋仙庵 下巻-P266

K-2-60-319
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

高井盛策 下巻-P266

K-2-60-320
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

橘曙覧 下巻-P266

K-2-60-321
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

伊達長丸 下巻-P266



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-322
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

垂井藤一郎 下巻-P266

K-2-60-323
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

玉舎春輝 下巻-P266

K-2-60-324
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

竹原藤右衛門 下巻-P266

K-2-60-325
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

館柳湾 下巻-P266

K-2-60-326
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

竹翁 下巻-P266

K-2-60-327
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

竹渓山人 下巻-P266

K-2-60-411
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

竹沢寛三郎 下巻-P267

K-2-60-489
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

忠輝 下巻-P267

K-2-60-490
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

龍居松之助 下巻-P267

K-2-60-686
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

田島春園 下巻-P267

K-2-60-691
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

高垣作助（別宅について送籍願） 下巻-P267

K-2-60-692
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

谷口雲泉 下巻-P267

K-2-60-693
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

垂井考太郎 下巻-P267

K-2-60-694
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

谷本作助（葬儀案内状） 下巻-P267

K-2-60-695
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

高田屋保兵衛 下巻-P267

K-2-60-328
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

力持庄助 下巻-P267

K-2-60-329
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

長平 下巻-P267

K-2-60-330
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

長助（八丈島遠島者） 下巻-P267

K-2-60-331
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

長右衛門 下巻-P267

K-2-60-332
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都竹一郎 下巻-P267

K-2-60-333
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都竹友四郎 下巻-P267



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-334
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都竹彦兵衛 下巻-P267

K-2-60-335
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都築和永 下巻-P267

K-2-60-336
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都竹東作 下巻-P267

K-2-60-337
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

東海叟州 下巻-P267

K-2-60-338
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都筑与七郎 下巻-P267

K-2-60-339
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都竹厳右衛門 下巻-P267

K-2-60-340
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

都竹峯仙 下巻-P267

K-2-60-341
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津野五三二 下巻-P267

K-2-60-689
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津野五三二（戸籍） 下巻-P267

K-2-60-342
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津田九皐亭 下巻-P267

K-2-60-343
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

堤文七郎 下巻-P267

K-2-60-344
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

土川権十郎 下巻-P267

K-2-60-345
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

土川宗左エ門 下巻-P267

K-2-60-346
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

土村伊三郎 下巻-P267

K-2-60-687
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津野滄洲 下巻-P267

K-2-60-688
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津野芳洲津野文郷 下巻-P267

K-2-60-690
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津野滄洲他五人 下巻-P267

K-2-60-743
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

津野梧窓 下巻-P267

K-2-60-347
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

哲斉 下巻-P267

K-2-60-348
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

輝経 下巻-P267

K-2-60-349
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

東漠 下巻-P267



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-350
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

東甫東江 下巻-P268

K-2-60-351
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

東卯 下巻-P268

K-2-60-352
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

東嶺和尚 下巻-P268

K-2-60-353
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

東郷元帥 下巻-P268

K-2-60-354
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

戸田柳造 下巻-P268

K-2-60-355
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

戸谷権十郎 下巻-P268

K-2-60-356
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

富田礼彦 下巻-P268

K-2-60-684
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

富田礼彦（和歌） 下巻-P268

K-2-60-357
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

富田銀一郎 下巻-P268

K-2-60-358
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

所貞吉 下巻-P268

K-2-60-359
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

とらや由兵エ 下巻-P268

K-2-60-360
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

土井元恭 下巻-P268

K-2-60-361
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

得園 下巻-P268

K-2-60-362
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

杜童 下巻-P268

K-2-60-685
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－た行

徳本 下巻-P268

K-2-60-363
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

直井左兵衛 下巻-P268

K-2-60-364
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

直井左兵衛 下巻-P268

K-2-60-365
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

直井初代高山市長 下巻-P268

K-2-60-366
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

直井在修 下巻-P268

K-2-60-367
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

直井信平 下巻-P268

K-2-60-368
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

直井信平 下巻-P268



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-369
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

長崎篁斉 下巻-P268

K-2-60-370
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

長瀬恒蔵 下巻-P268

K-2-60-371
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

長瀬茂八郎 下巻-P268

K-2-60-372
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

長田松次郎 下巻-P268

K-2-60-373
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中島清左衛門 下巻-P268

K-2-60-696
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中島清左衛門 下巻-P268

K-2-60-374
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中野龍田 下巻-P268

K-2-60-375
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中丸 下巻-P268

K-2-60-376
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中村清雄 下巻-P268

K-2-60-377
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中村兵庫頭 下巻-P268

K-2-60-378
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中村屋七兵衛 下巻-P268

K-2-60-379
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中村曠 下巻-P268

K-2-60-380
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

永島眞龍 下巻-P269

K-2-60-381
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

永田不及 下巻-P269

K-2-60-382
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

永瀬章 下巻-P269

K-2-60-383
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

中島文吉 下巻-P269

K-2-60-384
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

永田吉右エ門 下巻-P269

K-2-60-385
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

永田吉右衛門道俊 下巻-P269

K-2-60-386
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

成田三休 下巻-P269

K-2-60-387
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

成田三休 下巻-P269

K-2-60-388
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

成田家系図 下巻-P269



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-389
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

成田千稲 下巻-P269

K-2-60-390
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

成瀬精一 下巻-P269

K-2-60-391
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

成瀬信之助 下巻-P269

K-2-60-392
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

名和昆虫翁 下巻-P269

K-2-60-393
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

南裔和尚 下巻-P269

K-2-60-491
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

南裔 下巻-P269

K-2-60-744
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

夏目次郎兵衛 下巻-P269

K-2-60-394
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

二木長嘯 下巻-P269

K-2-60-395
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

二木長嘯 下巻-P269

K-2-60-396
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

二木長嘯 下巻-P269

K-2-60-397
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

二木俊恭 下巻-P269

K-2-60-398
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

二木長右衛門 下巻-P269

K-2-60-399
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

西田天香 下巻-P269

K-2-60-400
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

西野米之助 下巻-P269

K-2-60-401
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

西本一風 下巻-P269

K-2-60-402
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

錦洞 下巻-P269

K-2-60-403
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

乃木大将 下巻-P269

K-2-60-404
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

乃木将軍 下巻-P269

K-2-60-405
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

乃木将軍 下巻-P269

K-2-60-406
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野口養安 下巻-P269

K-2-60-407
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野口養安 下巻-P269



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-408
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野口活所 下巻-P269

K-2-60-409
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野尻二太郎 下巻-P269

K-2-60-410
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野中南嶽 下巻-P269

K-2-60-745
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野邨鉄斉 下巻-P269

K-2-60-746
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－な行

野中忠三郎野中修平 下巻-P269

K-2-60-412
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

梅宰 下巻-P270

K-2-60-413
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

白雲居 下巻-P270

K-2-60-414
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

白雲居 下巻-P270

K-2-60-415
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

ハイニガー 下巻-P270

K-2-60-416
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

ハンナ 下巻-P270

K-2-60-417
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

長谷場純孝 下巻-P270

K-2-60-418
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

長谷川飛行士 下巻-P270

K-2-60-419
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

畠眞太郎 下巻-P270

K-2-60-420
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

畠道意（本姓内ケ島） 下巻-P270

K-2-60-421
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

塙保己一 下巻-P270

K-2-60-422
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

八賀屋仁助 下巻-P270

K-2-60-423
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

早川章 下巻-P270

K-2-60-424
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

早川老生 下巻-P270

K-2-60-425
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

早川章 下巻-P270

K-2-60-426
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

早船ちよ 下巻-P270

K-2-60-427
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

林孝道 下巻-P270



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-428
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

原香處（原三右エ門） 下巻-P270

K-2-60-429
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

原玄吉 下巻-P270

K-2-60-697
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

八賀伊兵衛（送籍御願書他） 下巻-P270

K-2-60-756
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

磐秀 下巻-P270

K-2-60-430
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

菱村光広 下巻-P270

K-2-60-431
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

土方稲嶺 下巻-P270

K-2-60-432
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

桧垣神主 下巻-P270

K-2-60-433
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

広島粂蔵 下巻-P270

K-2-60-434
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

日比野甚右衛門 下巻-P270

K-2-60-435
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

日和田仙人 下巻-P270

K-2-60-436
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

廣瀬淡窓 下巻-P270

K-2-60-437
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平田じつ 下巻-P270

K-2-60-438
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

廣瀬武夫 下巻-P270

K-2-60-439
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平田一二 下巻-P270

K-2-60-440
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

緋縅（大関） 下巻-P270

K-2-60-441
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平田篤松 下巻-P270

K-2-60-442
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平田雲巖 下巻-P270

K-2-60-443
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平田平右衛門 下巻-P270

K-2-60-444
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平田忠次郎 下巻-P271

K-2-60-445
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平塚清 下巻-P271

K-2-60-446
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平塚武一郎 下巻-P271



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-447
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平塚武一郎 下巻-P271

K-2-60-448
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

彦太郎 下巻-P271

K-2-60-449
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平瀬松石（市兵衛） 下巻-P271

K-2-60-450
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

彦兵衛（古川町方村） 下巻-P271

K-2-60-451
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

彦助（宮村） 下巻-P271

K-2-60-452
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

広瀬亀之助 下巻-P271

K-2-60-453
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福沢諭吉 下巻-P271

K-2-60-454
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福井瑞泉 下巻-P271

K-2-60-455
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福田夕咲 下巻-P271

K-2-60-456
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福田夕咲 下巻-P271

K-2-60-457
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福田夕咲 下巻-P271

K-2-60-458
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福来甚吉 下巻-P271

K-2-60-459
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福来博士 下巻-P271

K-2-60-460
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福島屋五右衛門 下巻-P271

K-2-60-461
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

福寿瀧蔵 下巻-P271

K-2-60-462
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

二村家系図 下巻-P271

K-2-60-463
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

藤井由訓 下巻-P271

K-2-60-464
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

藤堂兵庫権助 下巻-P271

K-2-60-465
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

藤井孝太郎藤井富太郎 下巻-P271

K-2-60-466
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

フレシブイル 下巻-P271

K-2-60-467
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船田与兵衛 下巻-P271



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-468
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船坂虎次郎 下巻-P271

K-2-60-469
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船坂久吉 下巻-P271

K-2-60-470
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船坂忠一 下巻-P271

K-2-60-471
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船坂清兵衛 下巻-P271

K-2-60-472
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

藤井嘉蔵 下巻-P271

K-2-60-473
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船阪雅平 下巻-P271

K-2-60-474
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

船坂半右衛門 下巻-P271

K-2-60-492
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

二村宇兵衛 下巻-P271

K-2-60-698
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

不破弘年 下巻-P271

K-2-60-475
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

平市 下巻-P271

K-2-60-476
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

星野 下巻-P271

K-2-60-477
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

保谷与三吉 下巻-P271

K-2-60-478
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

細江嘉助 下巻-P272

K-2-60-479
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

細江氏系図 下巻-P272

K-2-60-480
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

細江嘉三 下巻-P272

K-2-60-481
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

細江四郎右衛門 下巻-P272

K-2-60-482
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

細江氏系図 下巻-P272

K-2-60-483
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－は行

芳林 下巻-P272

K-2-60-493
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松之木釣月 下巻-P272

K-2-60-494
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松浦竹四郎 下巻-P272

K-2-60-495
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松浦儀一 下巻-P272



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-496
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松田周吉松田とま 下巻-P272

K-2-60-497
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松田太右衛門 下巻-P272

K-2-60-498
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松村梅宰 下巻-P272

K-2-60-499
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三野谷力士 下巻-P272

K-2-60-500
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松本平六 下巻-P272

K-2-60-501
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松山利平 下巻-P272

K-2-60-502
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松永寛邦 下巻-P272

K-2-60-503
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松永昇道 下巻-P272

K-2-60-504
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松井玉才 下巻-P272

K-2-60-505
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

牧野伊兵衛 下巻-P272

K-2-60-506
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

牧野英一牧野良三 下巻-P272

K-2-60-747
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

牧野英一 下巻-P272

K-2-60-507
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

円山東巒 下巻-P272

K-2-60-508
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

円山太仲 下巻-P272

K-2-60-509
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

丸川亀斉 下巻-P272

K-2-60-510
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

丸川元敬 下巻-P272

K-2-60-511
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

前原意春（詩） 下巻-P272

K-2-60-512
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松井善三郎（戸籍高山向町） 下巻-P272

K-2-60-701
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松田亮長 下巻-P272

K-2-60-713
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

万葉家の略歴史 下巻-P272

K-2-60-748
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

松村与四右衛門（転宅届他） 下巻-P272



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-513
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

水口周平 下巻-P272

K-2-60-514
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

水間相模守 下巻-P272

K-2-60-515
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

水野浩 下巻-P273

K-2-60-516
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三浦薫雄 下巻-P273

K-2-60-517
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三浦屋の老母（久々野） 下巻-P273

K-2-60-518
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三原純子 下巻-P273

K-2-60-519
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三島富丸 下巻-P273

K-2-60-520
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三熊思考 下巻-P273

K-2-60-521
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三木自休 下巻-P273

K-2-60-522
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

充長光業 下巻-P273

K-2-60-523
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

南恒之助 下巻-P273

K-2-60-524
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

溝端重武 下巻-P273

K-2-60-525
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

源仲信 下巻-P273

K-2-60-526
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

源義平 下巻-P273

K-2-60-527
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

宮垣平四郎 下巻-P273

K-2-60-528
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

宮川有慶 下巻-P273

K-2-60-704
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

宮島平左衛門 下巻-P273

K-2-60-706
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

三島治平衛 下巻-P273

K-2-60-529
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

村田半六 下巻-P273

K-2-60-530
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

村田亀之助 下巻-P273

K-2-60-531
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

面平 下巻-P273



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-532
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森几山 下巻-P273

K-2-60-750
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森几山（俳句） 下巻-P273

K-2-60-533
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森宗永 下巻-P273

K-2-60-700
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森宗永 下巻-P273

K-2-60-534
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森春涛 下巻-P273

K-2-60-535
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森隆吉 下巻-P273

K-2-60-536
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森渓月 下巻-P273

K-2-60-537
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森本古泉 下巻-P273

K-2-60-772
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森本古泉 下巻-P273

K-2-60-538
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森野草六郎 下巻-P273

K-2-60-539
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

毛利衛守 下巻-P273

K-2-60-699
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

守洞春 下巻-P273

K-2-60-702
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

茂住宗貞 下巻-P273

K-2-60-723
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

茂住宗貞 下巻-P273

K-2-60-769
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

茂住宗貞略儀 下巻-P273

K-2-60-705
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森僊斉（口上） 下巻-P273

K-2-60-749
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－ま行

森柳渓（俳句） 下巻-P273

K-2-60-540

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山本十水 下巻-P274

K-2-60-541

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山沢金五郎 下巻-P274

K-2-60-542

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山岡鉄舟 下巻-P274



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-752

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山岡鉄舟 下巻-P274

K-2-60-543

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山田松吉 下巻-P274

K-2-60-544

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山田秋籟 下巻-P274

K-2-60-545

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下弥兵衛 下巻-P274

K-2-60-546

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下家歴代覚（宮村） 下巻-P274

K-2-60-547

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下泰助 下巻-P274

K-2-60-548

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下泰助 下巻-P274

K-2-60-549

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下笛郎 下巻-P274

K-2-60-707

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下笛郎（スーベニール） 下巻-P274

K-2-60-550

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下佐太郎 下巻-P274

K-2-60-751

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山下克照 下巻-P274

K-2-60-551

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎弓雄 下巻-P274

K-2-60-552

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎弓雄 下巻-P274

K-2-60-553

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎老君 下巻-P274

K-2-60-554

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎弓束 下巻-P274

K-2-60-555

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎弘泰 下巻-P274



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-556

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎弘泰 下巻-P274

K-2-60-557

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

山崎弘泰 下巻-P274

K-2-60-558

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

屋貝権四郎 下巻-P274

K-2-60-559

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

矢嶋一郎 下巻-P274

K-2-60-560

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

矢嶋善左衛門母 下巻-P274

K-2-60-561

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

弥兵衛（石浦町百姓） 下巻-P274

K-2-60-562

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

弥三郎（高山） 下巻-P274

K-2-60-563

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

柚原正富 下巻-P274

K-2-60-564

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

柚原畦三 下巻-P274

K-2-60-565

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

夕咲 下巻-P274

K-2-60-566

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

横山竹之助 下巻-P274

K-2-60-567

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

横山篤文 下巻-P274

K-2-60-568

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

横山六兵衛 下巻-P274

K-2-60-569

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

祐念坊誠諦 下巻-P274

K-2-60-570

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

吉田繖城 下巻-P274

K-2-60-571

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

吉田完明 下巻-P275



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-572

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

吉嶋清兵衛（戸籍） 下巻-P275

K-2-60-573

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

吉島斐之 下巻-P275

K-2-60-574

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

吉住頼武 下巻-P275

K-2-60-575

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

代情茂助 下巻-P275

K-2-60-576

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

四ツ滝治助 下巻-P275

K-2-60-577

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

亮々斉 下巻-P275

K-2-60-578

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

了明（寺内町不遠寺十一世戸籍） 下巻-P275

K-2-60-579

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

滝覚坊 下巻-P275

K-2-60-580

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

老竹 下巻-P275

K-2-60-581

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

若江薫子 下巻-P275

K-2-60-582

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

若山準次 下巻-P275

K-2-60-583

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

脇屋市郎次 下巻-P275

K-2-60-584

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

渡辺勝義 下巻-P275

K-2-60-722

人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－や　ら
わ行

和田瀧覚坊（略伝） 下巻-P275

K-2-60-585
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨国神官氏名 下巻-P275

K-2-60-586
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

益田郡の人物（伊能忠敬他） 下巻-P275



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-587
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

復興の帝都に活躍する飛騨人 下巻-P275

K-2-60-588
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

関東に活躍する郷土の人々 下巻-P275

K-2-60-589
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

卯年の人 下巻-P275

K-2-60-590
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

辰年の人 下巻-P275

K-2-60-591
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

高山の画家 下巻-P275

K-2-60-592
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

平田篤松中村昿 下巻-P275

K-2-60-593
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

野口良策上木光熈 下巻-P275

K-2-60-594
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

谷口久郎宗猷寺住職東海雷童 下巻-P275

K-2-60-595
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

前越双魚野津保（長尾量平） 下巻-P275

K-2-60-596
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

三輪墨崖山崎弓束 下巻-P275

K-2-60-597
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

森さと中谷長平衛 下巻-P275

K-2-60-598
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

中野董緝上木俊郊 下巻-P275

K-2-60-599
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

田中景逸上田魯斉 下巻-P275

K-2-60-600
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

藤下理周野尻仁太郎 下巻-P275

K-2-60-601
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

内海英之清水清 下巻-P275

K-2-60-602
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

桐山渓陽日下部孝斉 下巻-P275

K-2-60-603
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

石川愛山村瀬石径 下巻-P276

K-2-60-604
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

重森縫之助沢村鉄蔵 下巻-P276

K-2-60-605
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

雲龍寺住職井上道雄水口周平 下巻-P276

K-2-60-606
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

元田修三垣内松三 下巻-P276

K-2-60-607
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

坂田五・奥田成章 下巻-P276



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-608
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

英国人スペイト佐藤鉄額禅師 下巻-P276

K-2-60-609
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

上木雨台寿莚会 下巻-P276

K-2-60-610
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

水口周平白野啓助 下巻-P276

K-2-60-611
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

丸山一雄森彦兵衛重森縫之助 下巻-P276

K-2-60-612
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

高島北海杉野健三郎 下巻-P276

K-2-60-613
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

日比野延蔵不爭安守中尾崎敏郎 下巻-P276

K-2-60-614
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

国井清廉阿保任太大場安樹他 下巻-P276

K-2-60-615
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

有巣かつ江馬修 下巻-P276

K-2-60-616
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

都竹甚太郎野村宗男高木清太夫 下巻-P276

K-2-60-617
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

島田新一郎長田松次郎 下巻-P276

K-2-60-618
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

永田吉右エ門尾家安之助石本一雄 下巻-P276

K-2-60-619
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

田近芳雄奥田氏庭園牡丹 下巻-P276

K-2-60-620
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

正木一三中尉西本梧堂他 下巻-P276

K-2-60-621
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

山本博翠大野あき 下巻-P276

K-2-60-622
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

土田雪鴻原香處加納吟石 下巻-P276

K-2-60-623
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

福田朴堂上木可中江馬弥平 下巻-P276

K-2-60-624
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

柿本喜代造岩本義夫遭難 下巻-P276

K-2-60-625
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

鴻巣盛廣住民平 下巻-P276

K-2-60-626
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

杉山駒太郎金子仙助 下巻-P276

K-2-60-627
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

牛丸福作森川つき子奥田正造 下巻-P276

K-2-60-628
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

四谷啓太郎直井信平若山作右衛門 下巻-P276



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-629
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

平田仲次郎船坂久吉 下巻-P276

K-2-60-630
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

岡本一平下田惟直 下巻-P276

K-2-60-631
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

斉藤大野郡病院長永瀬吉郎 下巻-P276

K-2-60-632
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

山本久助大坪助五郎 下巻-P276

K-2-60-633
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

牛丸福作沢田乙三 下巻-P276

K-2-60-634
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

大谷吉助原なみ 下巻-P276

K-2-60-635
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

小木寅次郎瀬戸空広 下巻-P276

K-2-60-636
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

印度大学教授ウイエワチシサクソン米人ムアー 下巻-P276

K-2-60-637
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

金森出雲守の後裔杉下守中 下巻-P276

K-2-60-638
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

和佐保所兵衛吉村吏恭鈴木守忠 下巻-P276

K-2-60-639
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

山田松吉戸谷正三白川松太郎 下巻-P277

K-2-60-640
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

上島善一三島常馨 下巻-P277

K-2-60-641
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

岩佐兵一郎 下巻-P277

K-2-60-642
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

牧野良三住幸謹 下巻-P277

K-2-60-643
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

支倉常長肖像画 下巻-P277

K-2-60-644
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

二木長嘯津野滄洲 下巻-P277

K-2-60-645
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

永田吉右衛門青山端午郎田中貢太郎 下巻-P277

K-2-60-646
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

吉島斐之翁大原紹正之墓金森頼直公之墓他 下巻-P277

K-2-60-647
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

加藤素毛新見正興 下巻-P277

K-2-60-648
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

立川小兵衛冨房立川和四郎冨昌 下巻-P277

K-2-60-649
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

「岐阜県郷土偉人伝」写〈角竹写〉 下巻-P277



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-650
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

濃飛偉人伝〈角竹写〉 下巻-P277

K-2-60-651
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨史料人物に関する文書大野郡丹生川村 下巻-P277

K-2-60-652
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨史人名録（あい）〈角竹写〉 下巻-P277

K-2-60-653
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨国人物しらべ（市村鳳頂、垣内右・他） 下巻-P277

K-2-60-654
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

美濃国掌管人物録 下巻-P277

K-2-60-655
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨史上の吊霊人名調査について 下巻-P277

K-2-60-656
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

雅号調 下巻-P277

K-2-60-657
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

弓蒐集家 下巻-P277

K-2-60-658
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

文献に見ゆる人物 下巻-P277

K-2-60-659
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

人物95人（写）（上木吐六平瀬市兵衛他） 下巻-P277

K-2-60-660
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

赤田三先生碑陰記北川可慎居士墓碑名他 下巻-P277

K-2-60-661
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

奥村久郎二田村清次郎他 下巻-P277

K-2-60-662
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

有力町人の持つ石高他 下巻-P277

K-2-60-663
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

他国から来た人〈角竹作製掲示資料〉 下巻-P277

K-2-60-664
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

十八会資料 下巻-P277

K-2-60-665
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

大池写農業余話序他 下巻-P277

K-2-60-709
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

古瀬文庫角竹文庫 下巻-P277

K-2-60-711
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

田中大秀浦上玉堂 下巻-P277

K-2-60-715
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

郷土史家の略伝 下巻-P277

K-2-60-716
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

掃苔記（金森宗和富田礼彦他） 下巻-P277

K-2-60-717
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

郷土の人物（田中大秀赤田臥牛他） 下巻-P277
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-60-719
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

思い出の記（合羽屋おらく石本一夫澤日向丸他） 下巻-P278

K-2-60-720
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

人物研究史料（三木氏百済氏茂住宗貞他） 下巻-P278

K-2-60-721
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

百済姓秦姓飛騨道足 下巻-P278

K-2-60-724
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

人物墓所調（雲龍寺素玄寺国分寺） 下巻-P278

K-2-60-725
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

横山氏秘蔵集笑録（抜書）〈角竹写〉 下巻-P278

K-2-60-726
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

堤七三郎氏蔵古文書調 下巻-P278

K-2-60-727
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

我が家の歴史、中島はる 下巻-P278

K-2-60-728
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

我が家の歴史、小瀬長五郎 下巻-P278

K-2-60-729
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

人物15人（江馬小次郎二村彦次郎他） 下巻-P278

K-2-60-757
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

今井与三郎津田耕一浪 下巻-P278

K-2-60-761
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

倍安・益郷の室 下巻-P278

K-2-60-762
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

長寿の飛騨人 下巻-P278

K-2-60-763
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

郷土益田郡関係の人物（武川久兵衛佐藤一斉） 下巻-P278

K-2-60-764
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨守ニ任セラレシ人名（吉住家記録） 下巻-P278

K-2-60-765
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

午歳生れの高山の名士（加藤専一野村宗男他） 下巻-P278

K-2-60-766
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

飛騨代表十偉人略歴 下巻-P278

K-2-60-773
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

郷土の芸術的人物（南裔岩佐一亭川島小泉他） 下巻-P278

K-2-60-774
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

趣味の飛騨史（金森長光山岡鉄舟広瀬武夫他） 下巻-P278

K-2-60-775
人物記事－新
聞・角竹記録・
書状他－その

人物（長谷川忠崇大原紹正他） 下巻-P278

K-2-61-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「日露戦争関係」 下巻-P279

K-2-61-1-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争〔新愛知新聞号外〕 下巻-P279

K-2-61-1-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争〔新愛知新聞第一号外〕 下巻-P279
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K-2-61-1-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争の戦報〔東京朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-1-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争戦報〔東京朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-1-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争戦報〔東京朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-1-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争戦報〔岐阜日日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-1-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争実記〔二六新報〕 下巻-P279

K-2-61-1-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

媾和成立せん〔扶桑新聞第一号外〕 下巻-P279

K-2-61-1-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦争継続に決す談判不調の決議〔扶桑新聞第一号〕 下巻-P279

K-2-61-1-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争・購和談判〔岐阜日日新聞号外〕 下巻-P279

K-2-61-1-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争戦報〔扶桑新聞第一号外〕 下巻-P279

K-2-61-1-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

講和彙報〔扶桑新聞第一号外〕 下巻-P279

K-2-61-1-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京来電〔扶桑新聞第一号外〕 下巻-P279

K-2-61-1-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日露戦争〔号外藤井新聞店・平田新聞店〕 下巻-P279

K-2-61-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「伊藤公の遭難」 下巻-P279

K-2-61-2-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

伊藤公を悼む〔大阪朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-2-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

伊藤公の勲業〔大阪朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-2-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

伊藤公の薨去につき世界の反響〔大阪朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-2-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

伊藤公の霊柩〔大阪朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-2-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

吾皇の仁徳無邊〔大阪朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-2-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

伊藤公国葬〔大阪朝日新聞〕 下巻-P279

K-2-61-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京奠都五十年祭〔濃飛日報〕 下巻-P279

K-2-61-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

平和克服全国祝賀会〔濃飛日報切抜〕 下巻-P280

K-2-61-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米国世界一周大飛行〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P280

K-2-61-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「長野県の出来事」 下巻-P280

K-2-61-6-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憤激に燃ゆる大衆、知事官舎を襲ふ〔信濃毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-6-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

梅谷長野県知事処分〔信濃毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

リンドバーグ大西洋横断〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P280

K-2-61-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

御大禮、「悠紀・主基」両祭斉田正式に発表 下巻-P280

K-2-61-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「不戦条約調印式」 下巻-P280

K-2-61-9-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

佛国外務省時計の間に於て不戦条約調印式 下巻-P280

K-2-61-9-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

歴史的な不戦条約調印式〔大阪毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「共産党事件」 下巻-P280

K-2-61-10-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

学生の共産主義聯盟〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P280
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K-2-61-10-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

一兵卒の直訴事件〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P280

K-2-61-10-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

民政党関西大会開かる〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P280

K-2-61-10-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

学生社会運動禁止の厳重な内訓〔大阪毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

共産党秘密結社の大検挙〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P280

K-2-61-10-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

共産党事件に関し田中首相の声明〔大阪毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

大阪の共産党被告九十九名全部有罪と認定 下巻-P280

K-2-61-10-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本共産党掃滅さる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本共産党事件の挿話〔大阪毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第二次日本共産党事件〔國本新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

共産党大阪の首領株控訴判決〔大阪毎日新聞〕 下巻-P280

K-2-61-10-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本共産党事件・末〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P280

K-2-61-10-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中国共産党の大検挙〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P280

K-2-61-10-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本共産党二月事件大検挙〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P280

K-2-61-10-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本共産党二月事件大検挙〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P280

K-2-61-10-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

再建日本共産党起訴百七十三名〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-10-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

再建日本共産党起訴百七十三名〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-10-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

兵庫共産党事件五十四名起訴〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-10-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全九州赤化を企てた共産党一味検挙 下巻-P281

K-2-61-10-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

九州共産党事件〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-10-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

佐野学以下共産党弐百名の求刑〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P281

K-2-61-10-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

京阪神に跨る共産党大検挙〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-10-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

共産党全組織全く潰滅〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国民の死亡率〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P281

K-2-61-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「ツェ伯号」 下巻-P281

K-2-61-12-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ツェ伯号ヤクーツクを通過し日本へ近づく 下巻-P281

K-2-61-12-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ツェ伯号無事霞ケ浦に着く〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

万国会議・世界動力会議〔大阪毎日新聞〕 下巻-P281

K-2-61-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京支局創設記念号〔飛騨毎日新聞附録〕 下巻-P281

K-2-61-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

山梨大将らの醜事実〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P281

K-2-61-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

昭和聖代の大不祥事、勲章疑獄事件の・末 下巻-P281

K-2-61-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

幕明きの写真電報〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P281

K-2-61-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ブラジル移民入国禁止〔大阪毎日新聞〕 下巻-P281
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K-2-61-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

神戸沖、大觀鑑式の盛儀〔大阪毎日新聞臨時夕刊〕 下巻-P281

K-2-61-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

庄川事件の大訴訟、水電側の勝訴となる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P281

K-2-61-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「リンドバーグ機、霞ケ浦着」 下巻-P281

K-2-61-21-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

リンドバーグ機、霞ケ浦に安着す〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P281

K-2-61-21-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

リンドバーグ機、霞ケ浦着〔大阪時事新報夕刊〕 下巻-P282

K-2-61-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「濱口友幸逝去」 下巻-P282

K-2-61-22-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

濱口氏の遺骸解剖の結果〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P282

K-2-61-22-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

濱口氏の霊前へ優渥な御沙汰書〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P282

K-2-61-22-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

濱口前首相の国民葬〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P282

K-2-61-22-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

濱口前首相解脱の一句他〔大阪時事新報切抜〕 下巻-P282

K-2-61-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

パリ・東京間無着陸飛行〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P282

K-2-61-24
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「太平洋横断」 下巻-P282

K-2-61-24-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界最初の太平洋横断飛行〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P282

K-2-61-24-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界航空界の偉業、太平洋横断完成す 下巻-P282

K-2-61-24-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

輝かしき新記録、太平洋横断飛行〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P282

K-2-61-25
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「オリンピック大会」 下巻-P282

K-2-61-25-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

歴史的大ドラマ幕開く〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P282

K-2-61-25-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

陸上競技・棒高跳の大白熱戦〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P282

K-2-61-25-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

陸上競技、英雄南部が語る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P282

K-2-61-25-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

オリンピック水上競技初まる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P282

K-2-61-25-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

オリンピック開会式の盛観〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P282

K-2-61-25-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

オリンピック水上第七日〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P282

K-2-61-25-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

偉なるかな！日本水上は全く獨舞台 下巻-P282

K-2-61-25-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

オリンピック開会式〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P282

K-2-61-25-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

優勝の大日章旗輝く〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P282

K-2-61-25-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

オリンピック競技〔切抜〕 下巻-P282

K-2-61-26
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「国立公園」 下巻-P282

K-2-61-26-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

愈々指定される国立公園〔大阪毎日新聞〕 下巻-P282

K-2-61-26-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

内務省腹案国立公園候補地〔大阪毎日新聞〕 下巻-P282

K-2-61-27
新聞－日本情
勢（明治末～戦

生まれ出た大東京市、隣接五郡八十二ケ町村合併 下巻-P282

K-2-61-28
新聞－日本情
勢（明治末～戦

李奉昌に死刑の宣告、不逞大逆犯人事件の概要を司法省 下巻-P283

K-2-61-29
新聞－日本情
勢（明治末～戦

共産党事件判決・佐野学以下四人無期懲役 下巻-P283
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K-2-61-30
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「世界早廻り完成」 下巻-P283

K-2-61-30-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界早廻り完成、八日十五時間五十一分 下巻-P283

K-2-61-30-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界早廻り新記録、七日十八時間四十九分 下巻-P283

K-2-61-31
新聞－日本情
勢（明治末～戦

蒙古大沙漠の秘庫を開く〔大阪朝日新聞〕 下巻-P283

K-2-61-32
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ドイツ聯盟脱退宣言〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P283

K-2-61-33
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「五・一五事件」 下巻-P283

K-2-61-33-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝都に大襲撃事件勃発〔大阪毎日新聞〕 下巻-P283

K-2-61-33-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件の全貌〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P283

K-2-61-33-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

豫審決定書に現はれた五・一五事件 下巻-P283

K-2-61-33-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

歴史的五・一五事件の大公判〔大阪毎日新聞〕 下巻-P283

K-2-61-33-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

陸海軍の公判一斉、五・一五事件愈々総解剖 下巻-P283

K-2-61-33-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件、海軍の大公判〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P283

K-2-61-33-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件陸軍側の求刑〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P283

K-2-61-33-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件海軍側求刑〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P283

K-2-61-33-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

海軍側五・一五事件の大論告〔大阪毎日新聞夕刊その二〕 下巻-P283

K-2-61-33-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件陸軍側の判決理由書〔大阪毎日新聞〕 下巻-P283

K-2-61-33-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件海軍側判決理由〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P283

K-2-61-33-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

海軍被告に歴史的断罪〔新愛知夕刊〕 下巻-P283

K-2-61-33-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件民間側の大論告〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P283

K-2-61-33-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件民間側論告求刑〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P283

K-2-61-33-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五・一五事件民間側判決全文〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P283

K-2-61-34
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国策審議は閣議中心主義の方針〔大阪毎日新聞〕 下巻-P283

K-2-61-35
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本一周日帰り飛行」 下巻-P284

K-2-61-35-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

本社飛行機、日本一周日帰り飛行〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-35-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

本社空前の大飛行、新記録樹立へ〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P284

K-2-61-36
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「昭和維新血盟団事件判決」 下巻-P284

K-2-61-36-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

血盟団事件の判決〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P284

K-2-61-36-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

けふ血盟団員に判決下る〔新愛知夕刊〕 下巻-P284

K-2-61-37
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本人ハワイ移民五十年記念祭〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-38
新聞－日本情
勢（明治末～戦

補習学校廃止、青年学校開設〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-39
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「美濃部博士の天皇機関説」 下巻-P284

K-2-61-39-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

天皇機関説を排す〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284
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K-2-61-39-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法学説を提げ山本氏が爆発的質問 下巻-P284

K-2-61-39-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

山本悌次郎氏正三位の栄典を拝辞〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-39-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

天皇機関説を軍部重大視〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-39-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法学説処置一段落〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-39-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

美濃部達吉博士に起訴猶豫処分〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-40
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦乱勃発せる“東阿”地図〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-41
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「熱田神宮遷座祭」 下巻-P284

K-2-61-41-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

熱田神宮御遷座祭〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P284

K-2-61-41-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

熱田神宮御遷座祭画報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P284

K-2-61-42
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国勢調査の結果発表〔大阪毎日新聞〕 下巻-P284

K-2-61-43
新聞－日本情
勢（明治末～戦

名古屋で印刷した最初の夕刊〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P284

K-2-61-44
新聞－日本情
勢（明治末～戦

電送写真の初めての成功〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P284

K-2-61-45
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「済南事件・台湾霧社事件・・介石氏「大統領」へ」 下巻-P284

K-2-61-45-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

済南事件写真画報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P284

K-2-61-45-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

済南事件写真画報第三報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P284

K-2-61-45-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

台湾霧社事件写真第一報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-45-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

霧社事件実写第二報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-45-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

・介石氏「大統領」へ〔切抜〕 下巻-P285

K-2-61-46
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「満州事変」 下巻-P285

K-2-61-46-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日支激戦各地に起る〔大阪毎日新聞第三号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日支兵交戦画報第二報〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

最激戦地長春方面の戦況、満州事変写真第四報 下巻-P285

K-2-61-46-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

我が軍更に吉林に向ふ、満州事変画報第五報 下巻-P285

K-2-61-46-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

敵軍満鐵破壊の生ける證據、満州事変写真第六報 下巻-P285

K-2-61-46-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

満州事変と政府の声明書〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

満鐵線路爆破現場〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

外交公文の開封・支那の不法を糾弾〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P285

K-2-61-46-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

最激戦地嫩江の戦況〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

連盟理事会提出の日英米の妥協案〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本と国際連盟〔大阪毎日新聞〕 下巻-P285

K-2-61-46-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全世界に本山本社長再度の声明〔大阪毎日新聞〕 下巻-P285

K-2-61-46-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第三次連盟理事会開かる〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285
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K-2-61-46-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

チチハル戦況第一報〔大阪毎日新聞第三号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

チチハル城内に万歳の声〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

武威堂々皇軍の入城、チチハル占據写真画報 下巻-P285

K-2-61-46-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

弾雨を浴びて写す、昴々渓・チチハル戦況激戦の跡 下巻-P285

K-2-61-46-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

白旗堡・饒陽河の激戦〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

危急の北寧線方面を護る〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

連盟公開理事会〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第三次国際連盟理事会終わる〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

あるじ無き豪華の奉天「張学良邸」〔大阪毎日新聞〕 下巻-P285

K-2-61-46-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

田庄台方面の激戦〔大阪毎日新聞〕 下巻-P285

K-2-61-46-24
新聞－日本情
勢（明治末～戦

我軍占拠後の錦州城を空中より見る〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-25
新聞－日本情
勢（明治末～戦

西進した戸波枝隊装甲車で連山關着〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-26
新聞－日本情
勢（明治末～戦

古賀部隊最後の模様〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P285

K-2-61-46-27
新聞－日本情
勢（明治末～戦

湯地村戦線写真〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-46-28
新聞－日本情
勢（明治末～戦

機上より見たる奉天城兵工廠〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-46-29
新聞－日本情
勢（明治末～戦

錦州戦線画報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-47
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「上海事変」 下巻-P286

K-2-61-47-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海の日支交戦益々激化〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海事変写真第一報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海事件の報に国際連盟の態度硬化す 下巻-P286

K-2-61-47-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

・介石の対日開戦は乾坤一擲の大冒険 下巻-P286

K-2-61-47-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦火の・上海第二報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海の日支軍隊に衝突〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦火の・上海第三報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-47-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海事変写真第四報〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海砲撃を見る〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海問題座談会〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-47-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総攻撃第一日の上海〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

壮烈な上海総攻撃〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

壮烈なる上海爆撃戦〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

野砲隊の砲撃開始〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海の戦機刻々迫る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286
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K-2-61-47-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海発報〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-47-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海戦線陸軍の総攻撃第一報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海戦線、わが陸軍の総攻撃〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-47-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

我軍江湾鎮を強襲す上海総攻撃〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

げに果敢！我軍江湾鎮へ突撃〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-47-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

壮烈江湾鎮一番乗り〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海発戦闘ますます猛烈〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P286

K-2-61-47-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海事変飛騨三郡出身戦死者葬儀記録〔切抜〕 下巻-P286

K-2-61-48
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「日中戦争」 下巻-P286

K-2-61-48-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

大満州国私觀－村田孜郎－〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-48-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新星！大満州国現る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P286

K-2-61-48-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

威風堂々白川軍司令官上陸す〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P286

K-2-61-48-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海発今朝呉淞砲臺占領〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P287

K-2-61-48-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

連盟臨時総会終る〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P287

K-2-61-48-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

上海の爆撃事件刹那の惨状を見る 下巻-P287

K-2-61-48-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

朝鮮鐵橋爆破の大陰謀〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P287

K-2-61-48-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

連盟調査団一行爆襲の大陰謀暴露す〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P287

K-2-61-48-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

奉天本社特電、渾河附近において激戦中 下巻-P287

K-2-61-48-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

連盟理事会開かる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-48-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

満州国不承認決議〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P287

K-2-61-48-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

起草委員会の報告書に問題の点発見 下巻-P287

K-2-61-48-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国際連盟写真画報〔大阪毎日新聞第二夕刊〕 下巻-P287

K-2-61-48-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

御名代官殿下奉迎觀兵式の盛観〔大阪朝日新聞号外〕 下巻-P287

K-2-61-48-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

壮絶！空の大攻防陣〔大阪毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-48-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

伊東ハンニ氏提唱「新東洋主義」 下巻-P287

K-2-61-48-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

近畿大防空演習〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P287

K-2-61-48-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

近畿大防空演習開始〔大阪毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-48-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

在満機関改革案枢密院も結局承認〔大阪朝日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-48-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

在満機関改革問題に対する現地の反対の鎮撫に全力 下巻-P287

K-2-61-48-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

在満機構改革問題について〔大阪毎日新聞第二夕刊〕 下巻-P287

K-2-61-48-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

臨時議会論戦の幕開く〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P287

K-2-61-48-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

操られた名流婦人ら十余名、国際スパイの全貌 下巻-P287
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K-2-61-48-24
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米国有力記者の日本観〔大阪毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-48-25
新聞－日本情
勢（明治末～戦

満蒙国境に渋谷部隊の奮戦〔大阪毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-49
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「軍法会議」 下巻-P287

K-2-61-49-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

相沢中佐第一師団軍法会議〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P287

K-2-61-49-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

永田事件、軍法会議へ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-50
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「二・二六事件帝都の叛乱」 下巻-P287

K-2-61-50-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

首相、内府、教育総監昨曉襲撃され即死 下巻-P287

K-2-61-50-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

内閣総辞職決行〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P287

K-2-61-50-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

昨夜、帝都の治安完全に回復〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-50-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

極力帰順を説得〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P288

K-2-61-50-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

騒擾間もなく鎮静〔大阪毎日新聞第三号外〕 下巻-P288

K-2-61-50-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育総監代理任命〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-50-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

早朝来軍首脳対策を凝議〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P288

K-2-61-50-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

奇蹟・岡田首相は健在〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-50-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝都の叛乱全く鎮定す〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P288

K-2-61-50-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

園公・々あす上京〔大阪毎日新聞臨時夕刊〕 下巻-P288

K-2-61-50-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝都事件に悲壮、この犠牲〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-50-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

七軍事参議官引責、進退伺を提出す〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-50-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

未曽有の帝都叛乱事件全貌〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P288

K-2-61-50-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二・二六事件元特校等ニ死刑ノ判決下ル 下巻-P288

K-2-61-50-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二・二六事件、判決下る〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P288

K-2-61-50-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二・二六事件、判決下る〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-50-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

あす戒厳令解止〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P288

K-2-61-50-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二・二六事件地方将校・常人側判決理由 下巻-P288

K-2-61-51
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本内地総人口六千九百二十五万四千百四十八人 下巻-P288

K-2-61-52
新聞－日本情
勢（明治末～戦

革新政策を中外に宣言〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P288

K-2-61-53
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「名古屋金鯱盗難の件」 下巻-P288

K-2-61-53-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中京某重大事件犯人大阪で逮捕〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P288

K-2-61-53-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

名城・金鱗の怪賊捕はる〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P288

K-2-61-53-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

大盗、昭和の柿木金助〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-54
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「尾崎行雄氏の演説」 下巻-P288

K-2-61-54-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

尾崎行雄氏、警世の大演説〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P288
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K-2-61-54-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

尾崎行雄氏の演説、果然渦紋〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-55
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「文化勲章」 下巻-P288

K-2-61-55-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

文化勲章制定さる〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P288

K-2-61-55-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

文化勲章初の拝受者〔大阪毎日新聞〕 下巻-P288

K-2-61-56
新聞－日本情
勢（明治末～戦

汎太平洋平和博覧会」 下巻-P289

K-2-61-56-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

汎太平洋平和博覧会開幕〔大阪毎日新聞臨時夕刊〕 下巻-P289

K-2-61-56-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

いざ行け！汎太平洋へ〔大阪毎日新聞東海版〕 下巻-P289

K-2-61-57
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「憲法発布五十年式典」 下巻-P289

K-2-61-57-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

不磨の大典・憲法発布五十年〔大阪毎日新聞〕 下巻-P289

K-2-61-57-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法記念祝典、勅語を排す〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P289

K-2-61-58
新聞－日本情
勢（明治末～戦

平沼内閣、初の地方長官会議〔讀賣新聞第二夕刊〕 下巻-P289

K-2-61-59
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「ニッポン世界一周大飛行完成」 下巻-P289

K-2-61-59-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界一周ニッポンけふ出発〔大阪毎日新聞〕 下巻-P289

K-2-61-59-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世紀の大偉業完成〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P289

K-2-61-59-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界一周感激の帰還奉告〔大阪毎日新聞〕 下巻-P289

K-2-61-59-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界一周大飛行・空前の壮挙完成〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P289

K-2-61-60
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「紀元二千六百年の元旦新聞」 下巻-P289

K-2-61-60-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

紀元二千六百年、元旦〔名古屋新聞〕 下巻-P289

K-2-61-60-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

紀元二千六百年、元旦〔大阪朝日新聞〕 下巻-P289

K-2-61-61
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「昭和十五年（紀元二千六百年）二月十一日の新聞」 下巻-P289

K-2-61-61-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

奉祝、二千六百年〔岐阜新聞〕 下巻-P289

K-2-61-61-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

輝く紀元二千六百年、けふ佳節を迎ふ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P289

K-2-61-61-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

肇国二千六百年、あす輝く紀元節〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P289

K-2-61-61-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

紀元節について〔大毎小学生新聞〕 下巻-P289

K-2-61-61-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

紀元二千六百年の紀元節にあたり詔書 下巻-P289

K-2-61-61-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

佳節の朝、神韻彌高き霊峰“高千穂”〔大阪毎日新聞〕 下巻-P289

K-2-61-61-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

紀元二千六百年、梅薫る佳節〔大阪毎日新聞臨時夕刊〕 下巻-P289

K-2-61-62
新聞－日本情
勢（明治末～戦

西園寺公薨去〔新愛知〕 下巻-P289

K-2-61-63
新聞－日本情
勢（明治末～戦

阿波神社敷地地鎮祭〔大毎小学生新聞〕 下巻-P289

K-2-61-64
新聞－日本情
勢（明治末～戦

沿岸漁業〔中部日本新聞〕 下巻-P289

K-2-61-65
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地理・歴史・修身廃止〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-66
新聞－日本情
勢（明治末～戦

財政再建の三税法案発表〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P290
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K-2-61-67
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「羽仁五郎の天皇論」 下巻-P290

K-2-61-67-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

羽仁五郎、天皇制の解明〔切抜〕 下巻-P290

K-2-61-67-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

羽仁氏の天皇論〔切抜〕 下巻-P290

K-2-61-68
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米國の排日、屈辱の七月一日〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-69
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「山下奉文大将の裁判」 下巻-P290

K-2-61-69-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

裁かるゝ山下奉文大将〔教材ニュース第一号〕 下巻-P290

K-2-61-69-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

山下奉文大将死刑〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-69-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

山下奉文大将の絞首刑〔書抜〕 下巻-P290

K-2-61-70
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「公職追放令公布」 下巻-P290

K-2-61-70-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

公職追放勅令を公布〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-70-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ＥＧ項の追放基準決る〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P290

K-2-61-71
新聞－日本情
勢（明治末～戦

財産申告〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-72
新聞－日本情
勢（明治末～戦

主要物資、新統制価格一覧表〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-73
新聞－日本情
勢（明治末～戦

党費はどうなっているか、新物価体系〔毎日新聞〕 下巻-P290

K-2-61-74
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「憲法改正成案」 下巻-P290

K-2-61-74-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法改正成案〔毎日新聞〕 下巻-P290

K-2-61-74-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法改正草案成文を発表〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-74-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

四月十七日、憲法改正草案成文発表〔書抜〕 下巻-P290

K-2-61-75
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「新憲法公布と施行」 下巻-P290

K-2-61-75-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

尾崎氏らの憲法草案〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-75-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法改正、勅語を賜ふ〔中部日本新聞〕 下巻-P290

K-2-61-75-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法を承認、マッカーサ元師声明を発表 下巻-P290

K-2-61-75-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法政府案の賛否、与論調査〔毎日新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法について、金森国務大臣のお話〔小国民新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話一〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話二〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話三〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話四〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話五〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話六〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話九〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の話十〔小国民新聞切抜〕 下巻-P291
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K-2-61-75-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

歴史的新憲法茲に成立〔中部日本新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

平和日本の憲法けふ公布礎茲に定る〔岐阜タイムス〕 下巻-P291

K-2-61-75-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

民主日本の新憲法けふ公布〔中部日本新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法公布さる〔朝日新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新日本おほらかに発足〔岐阜タイムス〕 下巻-P291

K-2-61-75-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「皇室典範の改正」本議会へ提出〔切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新日本の誕生・憲法施行記念式典〔中部日本新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法一ヵ年の成果〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法二周年記念日〔中部日本新聞〕 下巻-P291

K-2-61-75-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

高山の憲法展より象徴としての天皇〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-24
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育勅語〔切抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-25
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法案〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-26
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法公布の日〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-27
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法公布記念行事〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-28
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法公布の上諭〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-29
新聞－日本情
勢（明治末～戦

憲法発布式〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-30
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法発布の式典〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-31
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法発布当日の政府行事案〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-32
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法記念行事の心構〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-33
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-34
新聞－日本情
勢（明治末～戦

勅語〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-35
新聞－日本情
勢（明治末～戦

詔書〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-36
新聞－日本情
勢（明治末～戦

貴族院の憲法審議態度〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-37
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法衆議院通過〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-38
新聞－日本情
勢（明治末～戦

民主憲法の施行日〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-39
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法の四つの大切な日〔書抜〕 下巻-P291

K-2-61-75-40
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝室博物館が国立博物館に〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-75-41
新聞－日本情
勢（明治末～戦

三種の神器は皇室の財産か〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-75-42
新聞－日本情
勢（明治末～戦

三種の神器は誰のものか〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-75-43
新聞－日本情
勢（明治末～戦

偉大な金森国務相〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-75-44
新聞－日本情
勢（明治末～戦

宮城は誰のものか〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-76
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「敗戦後の民主総選挙」 下巻-P292
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庫目録」掲載頁

K-2-61-76-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

民主総選挙当選者一覧表〔中部日本新聞選挙特輯〕 下巻-P292

K-2-61-76-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員一覧、四月十三日午後三時現在〔毎日新聞〕 下巻-P292

K-2-61-77
新聞－日本情
勢（明治末～戦

Ａ級戦犯法廷見取図〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P292

K-2-61-78
新聞－日本情
勢（明治末～戦

Ａ級戦争犯罪人二十八名起訴〔岐阜タイムス〕 下巻-P292

K-2-61-79
新聞－日本情
勢（明治末～戦

メーデ〔中部日本新聞〕 下巻-P292

K-2-61-80
新聞－日本情
勢（明治末～戦

きのふのメーデ、大阪市でデモ行進する日立造船労組 下巻-P292

K-2-61-81
新聞－日本情
勢（明治末～戦

極東国際軍事裁判開かる〔教材ニュース第十八号四〕 下巻-P292

K-2-61-82
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「Ａ級戦犯国際法廷」 下巻-P292

K-2-61-82-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

Ａ級戦犯、国際法廷開く〔中部日本新聞〕 下巻-P292

K-2-61-82-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国際裁判、東条以下無罪を主張〔中部日本新聞〕 下巻-P292

K-2-61-83
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦争犯罪人〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-84
新聞－日本情
勢（明治末～戦

Ｂ級戦犯容疑者十九名〔切抜〕 下巻-P292

K-2-61-85
新聞－日本情
勢（明治末～戦

聯合軍指定の戦争犯罪人〔書抜〕 下巻-P292

K-2-61-86
新聞－日本情
勢（明治末～戦

鳩山氏の追放指令〔切抜〕 下巻-P292

K-2-61-87
新聞－日本情
勢（明治末～戦

鳩山氏、果然失格〔毎日新聞〕 下巻-P292

K-2-61-88
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教職員適格審査委員会規程〔中部日本新聞〕 下巻-P292

K-2-61-89
新聞－日本情
勢（明治末～戦

政府食糧危機突破方針を明示〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-90
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「国際裁判証人に溥儀氏立つ」 下巻-P293

K-2-61-90-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国際裁判、証人に溥儀元皇帝〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-90-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国際裁判、神道侵略の魔手〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-90-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国際裁判、溥儀氏の訊問終る〔切抜〕 下巻-P293

K-2-61-91
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育勅語真理尊重〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-92
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「邦子さん事件」 下巻-P293

K-2-61-92-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

住友家令嬢邦子さん誘拐事件〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-92-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

邦子さん誘拐事件〔毎日新聞〕 下巻-P293

K-2-61-92-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

犯人樋口と一問一答〔朝日新聞〕 下巻-P293

K-2-61-93
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「地方公職追放令解説」 下巻-P293

K-2-61-93-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地方公職者に追放令〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-93-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地方公職者追放の影響甚大〔中部日本新聞岐阜版〕 下巻-P293

K-2-61-93-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

追放令はどう響く？〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-94
新聞－日本情
勢（明治末～戦

歴史に刻む一年の回顧上中下〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-95
新聞－日本情
勢（明治末～戦

白柳秀湖、新日本民族論〔切抜〕 下巻-P293
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K-2-61-96
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「小国民新聞記事」 下巻-P293

K-2-61-96-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法とこども〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

南極探険とバード少将〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

南極探険とバード少将〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法とこども〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新憲法とこども〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界の出来事・対日講和会議〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界の出来事・対日講和会議〔小国民新聞〕 下巻-P293

K-2-61-96-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

講和会議の見通し〔切抜〕 下巻-P293

K-2-61-97
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「全官公歴史的スト態勢」 下巻-P293

K-2-61-97-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全官公歴史的スト態勢〔切抜〕 下巻-P293

K-2-61-97-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全官公スト政府の対策〔中部日本新聞〕 下巻-P293

K-2-61-97-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

2・1スト政府、給与改善案を示す〔岐阜タイムス〕 下巻-P294

K-2-61-97-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全官公労要求賃金の内容〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-97-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

組合側は調停案を拒否〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-97-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二・一スト政府全官公声明 下巻-P294

K-2-61-98
新聞－日本情
勢（明治末～戦

吉田改造内閣成る〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-99
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国際裁判、反證の冒頭陳述〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-100
新聞－日本情
勢（明治末～戦

税制改正案なる〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「小国民新聞記事」 下巻-P294

K-2-61-101-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

六・三・三制質問箱（1）〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

六・三・三制質問箱（2）〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地震の話（1）ヨーロッパの講和条約とこの頃の欧州（下）〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地震の話（2）新しい民法（1）〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地震の話（3）新しい民法（2）〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地震の話（4）六・三制〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地震の話（5）新しい民法（3）六・三制 下巻-P294

K-2-61-101-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地震の話（終）新しい民法（4）ラジオ入浴に税金 下巻-P294

K-2-61-101-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新しい戸籍法（2）六・三制〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-101-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新しい戸籍法（終）〔小国民新聞〕 下巻-P294

K-2-61-102
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国民審判の受取方〔中部日本新聞書抜〕 下巻-P294

K-2-61-103
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「片山内閣成立」 下巻-P294
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K-2-61-103-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

片山内閣遂に成立〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-103-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社会党を中心に片山内閣生まれる〔毎日小学生新聞〕 下巻-P294

K-2-61-104
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「東京法廷、木戸被告口供書提出」 下巻-P294

K-2-61-104-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

木戸被告口供書提出〔中部日本新聞〕 下巻-P294

K-2-61-104-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、木戸口供書と政治の在り方 下巻-P294

K-2-61-105
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東条被告証人台に立つ」 下巻-P295

K-2-61-105-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東条被告、証人台に立つ〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-105-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東条被告口供書要旨〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-106
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「世界の判決下る、東京裁判再開」 下巻-P295

K-2-61-106-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世紀の判決下る、東京裁判再開〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-106-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京裁判、判決文の朗読続く〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-106-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京裁判、判決第三日〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-106-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京裁判、判決第五日〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-106-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二十五被告に断罪迫る〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-107
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「東京裁判、刑の宣告」 下巻-P295

K-2-61-107-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東条以下七名に絞首刑〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-107-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京裁判、宣告通り處刑命令〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-108
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東条大将近く刑務所へ〔書抜〕 下巻-P295

K-2-61-109
新聞－日本情
勢（明治末～戦

Ａ級戦争犯罪人氏名〔書抜〕 下巻-P295

K-2-61-110
新聞－日本情
勢（明治末～戦

Ａ級戦犯者〔書抜〕 下巻-P295

K-2-61-111
新聞－日本情
勢（明治末～戦

十一月十二日、東京裁判二十五被告に歴史的刑の宣告 下巻-P295

K-2-61-112
新聞－日本情
勢（明治末～戦

我が国最初の戦争犯罪人裁判開かる 下巻-P295

K-2-61-113
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東京裁判、キーナン検事の論告二十五被告に極刑を要求 下巻-P295

K-2-61-114
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦犯者に対する最後の判定〔切抜〕 下巻-P295

K-2-61-115
新聞－日本情
勢（明治末～戦

東条ら七戦犯処刑〔中部日本新聞〕 下巻-P295

K-2-61-116
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「新警察制度」 下巻-P295

K-2-61-116-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新警察制度確立へ〔切抜〕 下巻-P295

K-2-61-116-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新しい明るい警察〔教材ニュースＮＯ，92〕 下巻-P296

K-2-61-116-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、警察制度改革一年の経験〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-116-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

平市事件、仙台高検は騒擾罪で処刑を決定〔朝日新聞〕 下巻-P296

K-2-61-116-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新しい警察制度〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-116-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

警察制度改正と本県〔切抜〕 下巻-P296
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K-2-61-116-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

警察を二つに分ける、国家警察と都市警察〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-116-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

民主警察、一年の足跡〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-116-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中日春秋、警察制度の改革〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「ソ連引揚問題」 下巻-P296

K-2-61-117-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ソ連領の日本将兵〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ソ連領の邦人引揚〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

満州に居る旧日本軍人〔切抜・書抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ソ連引揚年内に完了〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

引揚げ者を待つ郷土館〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ソ連からの引きあげ25日からはじまる〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ソ連引揚再開第一船帰る〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

対日理事会、ソ代表は総退場〔読売新聞〕 下巻-P296

K-2-61-117-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

異国の丘さようなら・・・・〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

引揚げ再開待つ人々へ〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

出航を待つ舞鶴港〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シベリア武装と未復員者〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

引揚促進とソ連の真意〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-117-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本人引揚問題、対日理事会一波乱〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-118
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「戦後第一回・第二回民主選挙状況」 下巻-P296

K-2-61-118-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

女村長の晴れ姿拝見記〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

松野友さん県議選に出馬し見事当選〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

なかなかやるぞ女村長松野ともさん〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

初の女村長穂積村の松野友さん〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全国に初めての女村長、今度の選挙結果〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界が見ている“四月選挙”婦人よ棄権を恥よ〔切抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

婦人参政権講演会広告 下巻-P296

K-2-61-118-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

各党婦人部代表〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中部日本の婦人立候補者〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

二月十二日現在婦人立候補者数〔書抜〕 下巻-P296

K-2-61-118-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中部日本出馬の女性候補者〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員選挙選岐阜県の場合〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県の投票成績〔書抜〕 下巻-P297



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-118-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県知事武藤嘉門当選〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県の立候補者〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県の当選十氏〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙、党派別当選数〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙、五大政党参謀長〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-19
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中選挙区単記制という方法〔切抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-20
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙の戦績を顧みて〔中部日本新聞書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-21
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙、三つの大きな国民的審判の現われ〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-22
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙標語〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-23
新聞－日本情
勢（明治末～戦

福井県選出の今井はつ代議士〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-24
新聞－日本情
勢（明治末～戦

都道府県会議員の新定員〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-25
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙、立候補者惣数決定〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-26
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院各党派の分野〔切抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-27
新聞－日本情
勢（明治末～戦

新たに「日本民主党」という政党生まれる〔切抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-28
新聞－日本情
勢（明治末～戦

無所属宮田五郎氏の記事は次号に出る〔社告〕 下巻-P297

K-2-61-118-29
新聞－日本情
勢（明治末～戦

知事・市長・町村長選に関する記事〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-30
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙日程〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-31
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙、議員定数〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-32
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙の無効投票〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-33
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員の投票〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-34
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員総選挙〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-35
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五月三十一日両院分野〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-36
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙有権者数〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-37
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙に関する十月十三日閣議決定〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-38
新聞－日本情
勢（明治末～戦

大村内相言明、選挙期日予定〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-39
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙に関する四月十三日の新聞記事〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-40
新聞－日本情
勢（明治末～戦

マッカーサー元師、総選挙の結果に満足の意を表明 下巻-P297

K-2-61-118-41
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米軍婦人将校が政治行脚〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-42
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙に関する四月十四日の新聞記事 下巻-P297

K-2-61-118-43
新聞－日本情
勢（明治末～戦

四月十五日の選挙〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-44
新聞－日本情
勢（明治末～戦

地方選挙大体の予定日決る〔書抜〕 下巻-P297

K-2-61-118-45
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙、資格調査申請者〔書抜〕 下巻-P297
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K-2-61-118-46
新聞－日本情
勢（明治末～戦

参議院らしくて喜ばしいこと〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-47
新聞－日本情
勢（明治末～戦

参議院選挙の意義は大きい〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-48
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙関係の常識〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-49
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙の知識〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-50
新聞－日本情
勢（明治末～戦

四月十四日衆議員議員党派別立候補者数〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-51
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員当選者中目立つ人〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-52
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五大政党とは〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-118-53
新聞－日本情
勢（明治末～戦

今度当選した代議士中希姓名の人〔書抜〕 下巻-P298

K-2-61-119
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「芦田内閣成立」 下巻-P298

K-2-61-119-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

あす芦田内閣成立〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-119-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

芦田内閣今日認証式〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P298

K-2-61-119-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

芦田内閣成立〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P298

K-2-61-119-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

野溝新国務大臣談話〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-120
新聞－日本情
勢（明治末～戦

戦争絶滅、世界連邦の世界運動展開〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-121
新聞－日本情
勢（明治末～戦

九祝日に国旗掲揚許可〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-122
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世論調査、何故国旗をたてないか〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「教育委員選挙」 下巻-P298

K-2-61-123-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員選挙について 下巻-P298

K-2-61-123-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県教育委員会委員候補者氏名一覧表 下巻-P298

K-2-61-123-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県教育委員選挙結果 下巻-P298

K-2-61-123-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員の顔ぶれ決まる〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員立候補〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員の選挙に就て〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県教育委員立候補者 下巻-P298

K-2-61-123-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

特別投票の解説〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員選挙を語る〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

大垣市・多治見市教委立候補者〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、教育委員の選挙〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員の選挙について〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、教育委員は人物本位一本で〔切抜〕 下巻-P298

K-2-61-123-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五大市以外の市町村 下巻-P298

K-2-61-123-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員会とは〔切抜〕 下巻-P299
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K-2-61-123-16
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育長の任務重大、総司令部ウエッブ博士強調〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-123-17
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委選に波乱か、響いた教育封鎖勧告〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-123-18
新聞－日本情
勢（明治末～戦

教育委員公選のポスター 下巻-P299

K-2-61-124
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「帝銀毒殺事件」 下巻-P299

K-2-61-124-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝銀毒殺事件大詰め〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-124-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

平沢貞通追起訴〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-124-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

初の平沢公判開く〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-124-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝銀事件平沢に今日から論告〔毎日新聞〕 下巻-P299

K-2-61-124-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝銀事件に大論告〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-124-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝銀毒殺事件捜査陣不眠の活躍〔世界通信国内版〕 下巻-P299

K-2-61-124-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝銀事件〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-124-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

昭電事件とは？〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-124-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

帝銀事件〔書抜〕 下巻-P299

K-2-61-125
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「経済九原則」 下巻-P299

K-2-61-125-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本経済安定に強力措置〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-125-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

経済九原則は鉄則、マ元帥首相へ書簡〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-125-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、保守政権と九原則〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-125-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ロ長官、視察談を発表、九原則推進に期待 下巻-P299

K-2-61-125-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

北大西洋条約白書、米国務省発表〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-125-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自立経済達成への決意、首相演説〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-125-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

吉田首相政治の方針を演説〔毎日小学生新聞〕 下巻-P299

K-2-61-125-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

まん画九原則と民自党の公約〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-125-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

経済九原則の意味〔書抜〕 下巻-P299

K-2-61-125-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

吉田内閣の政治のやり方「経済九原則」を実行〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-126
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「最高裁判官国民審査・衆議院議員総選挙」 下巻-P299

K-2-61-126-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

立候補一三六八名届出締切〔切抜〕 下巻-P299

K-2-61-126-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

党派別立候補者数〔毎日小学生新聞〕 下巻-P299

K-2-61-126-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

民自党遂に過半数を獲得〔中部日本新聞〕 下巻-P299

K-2-61-126-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

岐阜県第二区衆議院議員候補者経歴公報 下巻-P299

K-2-61-126-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

最高裁判所裁判官審査公報（岐阜県選挙管理委員会） 下巻-P299

K-2-61-126-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

裁判官の国民審判〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙費用、二当一落のウワサ〔切抜〕 下巻-P300



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-126-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙のお話〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

総選挙トピックス〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

私の政見〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

選挙公営の範囲〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-12
新聞－日本情
勢（明治末～戦

候補者一覧表〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-13
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員選挙岐阜県管内全図 下巻-P300

K-2-61-126-14
新聞－日本情
勢（明治末～戦

党派別立候補者数〔書抜〕 下巻-P300

K-2-61-126-15
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員選挙第二区の市町村〔書抜〕 下巻-P300

K-2-61-127
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「衆議院議員当選者一覧」 下巻-P300

K-2-61-127-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員に当選した人たち〔毎日小学生新聞〕 下巻-P300

K-2-61-127-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本再建に選ばれた人々、衆議院議員一覧表 下巻-P300

K-2-61-127-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員当選者一覧〔中部日本新聞〕 下巻-P300

K-2-61-128
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「第三次吉田内閣成立」 下巻-P300

K-2-61-128-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第三次吉田内閣顔ぶれ〔中部日本新聞〕 下巻-P300

K-2-61-128-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第三次吉田内閣成立〔中部日本新聞〕 下巻-P300

K-2-61-129
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「人身売買地帯を探る」 下巻-P300

K-2-61-129-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

最近の人身売買の全貌〔教育新報第144号〕 下巻-P300

K-2-61-129-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

人身売買の実体を衝く〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P300

K-2-61-129-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

人身売買地帯を探る〔中部日本新聞〕 下巻-P300

K-2-61-129-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

娘を売った村を尋ねる〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-129-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

人身売買問題で岐阜監督署長ら取調べ〔濃飛新聞〕 下巻-P300

K-2-61-129-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、人身売買絶滅への根本対策〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-130
新聞－日本情
勢（明治末～戦

主食の消費者価格改訂発表〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P300

K-2-61-131
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国会、浅沼氏の質問で乱闘〔切抜〕 下巻-P300

K-2-61-132
新聞－日本情
勢（明治末～戦

割当ずみ賠償の取立継続〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P300

K-2-61-133
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「世界を驚倒、水上日本」 下巻-P301

K-2-61-133-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

渡米水泳選手の母校をたずねて・ 下巻-P301

K-2-61-133-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

水上選手けさ渡米〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-133-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

千五百予選に早くも世界新記録〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-133-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

千五百・二千に堂々優勝〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-133-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

渡米水泳選手の母校をたずねて・ 下巻-P301

K-2-61-133-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

四百・八百継泳にも世界新記録〔中部日本新聞〕 下巻-P301



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-133-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

五種目に日本優勝〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-133-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

栄光あれ水上日本歴史の上に輝く足跡〔濃飛新聞〕 下巻-P301

K-2-61-133-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

水上日本、古橋君・浜口君〔書抜〕 下巻-P301

K-2-61-134
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「シャウプ博士税制勧告書」 下巻-P301

K-2-61-134-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ博士昨夜入京〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P301

K-2-61-134-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ勧告の大綱発表〔読売新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

税金を安くして耐乏生活の合理化〔濃飛新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ博士、勧告案発表〔毎日新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ勧告案、国民の声〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

勧告案の指向するもの、高すぎた現行税率 下巻-P301

K-2-61-134-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ勧告、立法化着手〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-8
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ勧告案全文発表〔岐阜タイムス〕 下巻-P301

K-2-61-134-9
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ勧告全文発表さる〔朝日新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-10
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ税制勧告書の全文発表〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-134-11
新聞－日本情
勢（明治末～戦

シャウプ勧告書付録発表〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-135
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「日本の漁区拡張」 下巻-P301

K-2-61-135-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

漁区を東方へ拡張〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P301

K-2-61-135-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

海原埋む漁業船時代来る〔岐阜新報〕 下巻-P301

K-2-61-135-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本の漁区が86万44平方海里ひろがる〔切抜〕 下巻-P301

K-2-61-135-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

漁区拡張水域図 下巻-P301

K-2-61-136
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「湯川氏にノーベル賞授与」 下巻-P301

K-2-61-136-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

湯川秀樹博士にノーベル物理学賞〔中部日本新聞〕 下巻-P301

K-2-61-136-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

湯川博士のアメリカ生活〔毎日新聞〕 下巻-P301

K-2-61-136-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

晴のノーベル賞授与式〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-136-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

日本物理学に“最良の日”湯川氏栄冠輝く〔岐阜新聞〕 下巻-P302

K-2-61-137
新聞－日本情
勢（明治末～戦

空の旅、世界早まわり今では五日間で 下巻-P302

K-2-61-138
新聞－日本情
勢（明治末～戦

無人電車暴走事件〔読売新聞〕 下巻-P302

K-2-61-139
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ＣＩＦ運賃保険料込価格輸出早急実施〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-140
新聞－日本情
勢（明治末～戦

為替、貿易管理法成立、マッカーサー元帥声明〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-141
新聞－日本情
勢（明治末～戦

食確法、政令で実施〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-142
新聞－日本情
勢（明治末～戦

世界連邦国会委員会創立総会〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-143
新聞－日本情
勢（明治末～戦

輸出ＣＩＦ建に来月一日から実施〔切抜〕 下巻-P302



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-144
新聞－日本情
勢（明治末～戦

エジプト米が日本へ輸入される〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-145
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、日本輸出品は高過ぎる〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-146
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中日春秋、日本品に対する批評〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-147
新聞－日本情
勢（明治末～戦

中日春秋、日本で世界第一と折紙つきの「和紙」〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-148
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米の明年度対日援助費〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-149
新聞－日本情
勢（明治末～戦

ユニセフ物資〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-150
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、社会党のコミスコ参加〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-151
新聞－日本情
勢（明治末～戦

メーデーの意味〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-152
新聞－日本情
勢（明治末～戦

外資導入具体化へ〔切抜〕 下巻-P302

K-2-61-153
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米の対日民間貿易は七月中旬より再開〔書抜〕 下巻-P303

K-2-61-154
新聞－日本情
勢（明治末～戦

米に電話罷業〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-155
新聞－日本情
勢（明治末～戦

募る社会党の苦悶、左右両派の争い〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-156
新聞－日本情
勢（明治末～戦

レート決定と今後－鈴木武雄－〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-157
新聞－日本情
勢（明治末～戦

裁判官国民審査〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-158
新聞－日本情
勢（明治末～戦

証券取引所再開について〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-159
新聞－日本情
勢（明治末～戦

青森県に大飛行場、三澤飛行場〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-160
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「平和」のお使い、美しいお人形まず朝鮮・満州へ 下巻-P303

K-2-61-161
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、輸出振興への画期的措置〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-162
新聞－日本情
勢（明治末～戦

本社世論調査、婦人の見た社会相〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P303

K-2-61-163
新聞－日本情
勢（明治末～戦

奈良・京都の美術的都市の救主〔書抜〕 下巻-P303

K-2-61-164
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「野坂氏問題」 下巻-P303

K-2-61-164-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

野坂氏を非難すコミンフォルム機関誌〔毎日新聞〕 下巻-P303

K-2-61-164-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、たじろぐ日本共産党〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-164-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

野坂批判、褌しめ直す日本共産党〔岐阜新報〕 下巻-P303

K-2-61-164-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

共産党中西功氏を除名〔読売新聞〕 下巻-P303

K-2-61-164-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

コミンフォルムに問う、日本共産党声明を発表 下巻-P303

K-2-61-164-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

残留邦人を中共再建に野坂氏申入れの噂 下巻-P303

K-2-61-164-7
新聞－日本情
勢（明治末～戦

社説、日本共産党の危機〔切抜〕 下巻-P303

K-2-61-165
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全国選出参議院議員選挙」 下巻-P304

K-2-61-165-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

古池氏堂々当選す、参議院選挙開票の結果 下巻-P304

K-2-61-165-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

参議院議員通常選挙、選挙人のしおり 下巻-P304

K-2-61-165-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

資料（その1）岐阜県地区選出吉川文助君について 下巻-P304
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-165-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

参議院議員全国選出議員選挙公報 下巻-P304

K-2-61-166
新聞－日本情
勢（明治末～戦

国勢調査、日本総人口八三一九万人 下巻-P304

K-2-61-167
新聞－日本情
勢（明治末～戦

名古屋印刷再開一周年を迎えて〔毎日新聞〕 下巻-P304

K-2-61-168
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「自衛力の問題伊藤正徳」 下巻-P304

K-2-61-168-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自衛力の問題・〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P304

K-2-61-168-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自衛力の問題・〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-168-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自衛力の問題・〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-168-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自衛力の問題・〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-168-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自衛力の問題・〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-169
新聞－日本情
勢（明治末～戦

創刊一周年特集号〔学校版読売新聞〕 下巻-P304

K-2-61-170
新聞－日本情
勢（明治末～戦

木星地球に近ずく昭和二十五年十月一日の人口 下巻-P304

K-2-61-171
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「第十二回国会」 下巻-P304

K-2-61-171-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第十二回国会〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-171-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

吉田首相施政方針演説〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-171-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

臨時国会〔切抜〕 下巻-P304

K-2-61-172
新聞－日本情
勢（明治末～戦

靖国神社で平和のみたま祭〔毎日小学生新聞〕 下巻-P304

K-2-61-173
新聞－日本情
勢（明治末～戦

お召車取囲む、京大左翼学生二百名〔中部日本新聞〕 下巻-P304

K-2-61-174
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員総選挙」 下巻-P305

K-2-61-174-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員立候補者一覧〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-174-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員選挙第二区開票結果〔高山市民時報号外〕 下巻-P305

K-2-61-174-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

自民党の得票全国で優勢〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P305

K-2-61-174-4
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆議院議員当選者一覧〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-174-5
新聞－日本情
勢（明治末～戦

最高裁判所裁判官国民審査公報 下巻-P305

K-2-61-174-6
新聞－日本情
勢（明治末～戦

第二選挙区衆議院議員総選挙公報その一 下巻-P305

K-2-61-175
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「池田通産相辞任」 下巻-P305

K-2-61-175-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

池田答弁で野党硬化〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-175-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

池田通産相辞任〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-176
新聞－日本情
勢（明治末～戦

今年の国内十大ニュース〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P305

K-2-61-177
新聞－日本情
勢（明治末～戦

全国で三つ弘安年間の鐘〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-178
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「首相懲罰問題」 下巻-P305

K-2-61-178-1
新聞－日本情
勢（明治末～戦

衆院首相懲罰動機を可決〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-178-2
新聞－日本情
勢（明治末～戦

「首相懲罰動機」可決まで〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P305
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K-2-61-178-3
新聞－日本情
勢（明治末～戦

政府、衆院解散を断行〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-179
新聞－日本情
勢（明治末～戦

関西電力の送電線調査のヘリコプター〔市民時報〕 下巻-P305

K-2-61-180
新聞－日本情
勢（明治末～戦

お伊勢様御遷宮〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-181
新聞－日本情
勢（明治末～戦

外宮きょう遷御の儀〔中部日本新聞〕 下巻-P305

K-2-61-182
新聞－日本情
勢（明治末～戦

石橋内閣ようやく成立〔岐阜タイムス〕 下巻-P305

K-2-61-183
新聞－日本情
勢（明治末～戦

興安丸舞鶴に入港〔東海夕刊〕 下巻-P305

K-2-61-184
新聞－日本情
勢（明治末～戦

石橋内閣は総辞職〔岐阜タイムス〕 下巻-P305

K-2-61-185
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「再度の欧州大戦勃発」 下巻-P306

K-2-61-185-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

英の重大国会開く〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-185-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

英の宣戦布告は不可避〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-185-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

波国政府遂に首都放棄〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-185-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

米英ににらまれ日獨に宣戦〔切抜〕 下巻-P306

K-2-61-185-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

エクアドル共和国対日宣戦布告〔切抜〕 下巻-P306

K-2-61-185-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州西部戦線〔切抜〕 下巻-P306

K-2-61-186
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「ドイツの丁抹占領・諾威侵入・英独海戦」 下巻-P306

K-2-61-186-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍諾威沿岸に上陸〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-186-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

遂に諾威領海に海戦〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P306

K-2-61-186-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

諾威海岸各所で三国海空軍大激戦〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-186-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

諾威首都オスロ陥落〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P306

K-2-61-186-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

スカゲラック海戦続く〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-186-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨英両軍の死闘続く〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P306

K-2-61-186-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨、占領地区を確保〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-186-8
新聞－ヨーロッ
パ大戦

北欧和蘭・諾威・丁抹・瑞典の様子〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-186-9
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍遂に諾威を両断〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-186-10
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨佛休戦協定全文〔大阪毎日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-187
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「獨軍マジノ線突破」 下巻-P306

K-2-61-187-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

和蘭遂に対獨宣戦〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-187-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍遂にマジノ線突破〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-188
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「ドイツ軍の進撃」 下巻-P306

K-2-61-188-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨機械化部隊の猛進〔大阪朝日新聞夕刊〕 下巻-P306

K-2-61-188-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

パリ市民避難開始〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-188-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

英本土の危機〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306
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K-2-61-188-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

シエルド河渡河戦を観る〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-188-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

連合軍百萬の運命、フランス敗戦を認む 下巻-P306

K-2-61-188-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍総司令官ライヘナウ大将と語る 下巻-P306

K-2-61-188-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍のブローニュ占領の報〔大阪朝日新聞〕 下巻-P306

K-2-61-188-8
新聞－ヨーロッ
パ大戦

連合軍百萬“背水の陣”〔大阪朝日新聞〕 下巻-P307

K-2-61-188-9
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ軍カレー占領〔大阪朝日新聞夕刊〕 下巻-P307

K-2-61-188-10
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨・英の心臓襲撃作戦〔大阪朝日新聞〕 下巻-P307

K-2-61-188-11
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ベルギー軍遂に降服〔大阪毎日新聞飛騨号外〕 下巻-P307

K-2-61-188-12
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ベルギー遂に降服〔新愛知〕 下巻-P307

K-2-61-188-13
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ軍ベルギーを完全占領〔大毎小学生新聞〕 下巻-P307

K-2-61-188-14
新聞－ヨーロッ
パ大戦

佛国遂にドイツへ降伏〔大阪毎日新聞〕 下巻-P307

K-2-61-188-15
新聞－ヨーロッ
パ大戦

米内内閣総辞職に決定〔大阪朝日新聞飛騨号外〕 下巻-P307

K-2-61-188-16
新聞－ヨーロッ
パ大戦

米内内閣遂に総辞職〔大阪毎日新聞飛騨号外〕 下巻-P307

K-2-61-189
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「パリ陥落」 下巻-P307

K-2-61-189-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

社説　獨軍パリ入城〔大阪毎日新聞〕 下巻-P307

K-2-61-189-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

パリ遂に陥落〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P307

K-2-61-189-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

佛軍、対獨行動を停止〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P307

K-2-61-189-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧大陸の戦闘に終止符〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P307

K-2-61-190
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「日・獨・伊三国同盟成る」 下巻-P307

K-2-61-190-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

日獨伊三国同盟成立す〔大阪毎日新聞飛騨号外〕 下巻-P307

K-2-61-190-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

日獨伊三国同盟成る〔朝日新聞中部〕 下巻-P307

K-2-61-190-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

日獨伊三国同盟成る〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P307

K-2-61-191
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「三国同盟参加」 下巻-P307

K-2-61-191-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

洪国、三国同盟参加〔朝日新聞中部〕 下巻-P307

K-2-61-191-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

羅馬尼も三国同盟へ〔朝日新聞中部〕 下巻-P307

K-2-61-191-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

勃、三国同盟へ参加す〔朝日新聞中部〕 下巻-P307

K-2-61-191-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

勃、三国同盟参加〔大阪毎日新聞〕 下巻-P307

K-2-61-191-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ブルガリヤ国三国同盟参加〔小国民新聞大毎版〕 下巻-P307

K-2-61-191-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ軍、堂々ブルガリヤ進駐〔朝日新聞中部〕 下巻-P307

K-2-61-191-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ユーゴ、三国同盟参加〔朝日新聞中部〕 下巻-P307

K-2-61-191-8
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ユーゴの動き－枢軸参加をめぐって－ 下巻-P307

K-2-61-191-9
新聞－ヨーロッ
パ大戦

蘭印の不遜に憤激、代表即時引揚げ論〔大阪毎日新聞〕 下巻-P307
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K-2-61-192
新聞－ヨーロッ
パ大戦

佛印邦人に引揚訓令〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P307

K-2-61-193
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「泰・佛・印講和会議」 下巻-P308

K-2-61-193-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

最悪対処に万全用意〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-193-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

佛・調停案に対する回答を正式に手交〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-193-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

佛国側依然遷延策〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-193-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

東京会議けふ調印〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-193-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

タイ、佛印講和成立〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-193-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

歴史に輝く署名完了〔朝日新聞中部〕 下巻-P308

K-2-61-193-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

泰佛確約の公文発表〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-194
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「松岡外相獨伊ソ歴訪」 下巻-P308

K-2-61-194-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

松岡外相獨伊を訪問〔朝日新聞夕刊中部〕 下巻-P308

K-2-61-194-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

松岡外相獨伊ソ歴訪〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-194-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

松岡外相、歴史的伯林入り〔朝日新聞中部夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-194-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

松岡外相、ヒットラー総統と会談〔朝日新聞中部夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-195
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「独英大海戦」 下巻-P308

K-2-61-195-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

グリーンランド沖で獨英大海戦〔朝日新聞中部〕 下巻-P308

K-2-61-195-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨英、北大西洋で大海戦〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-196
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨ソ果然開戦〔大阪毎日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-197
新聞－ヨーロッ
パ大戦

明治外交史の偉人、小村侯爵三十年祭〔切抜〕 下巻-P308

K-2-61-198
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「伊太利政変・伊太利無条件降服」 下巻-P308

K-2-61-198-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

伊、新内閣成立す〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-198-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

伊、枢軸戦線離脱〔朝日新聞夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-198-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

イタリヤ無条件降伏〔毎日新聞夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-198-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

北伊にファシスト政府〔朝日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-198-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍、伊戦艦など五隻撃沈破〔朝日新聞〕 下巻-P308

K-2-61-198-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

北イタリヤに新政府できる〔小国民新聞〕 下巻-P308

K-2-61-198-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ軍ローマ市を占領〔朝日新聞夕刊〕 下巻-P308

K-2-61-198-8
新聞－ヨーロッ
パ大戦

伊太利政変と皇国－徳富猪一郎－〔切抜〕 下巻-P308

K-2-61-199
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「敗戦史ムッソリーニ救出」 下巻-P308

K-2-61-199-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ軍落下傘などでムッソリーニ氏を救い出す 下巻-P308

K-2-61-199-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ムッソリーニ統帥救出〔朝日新聞夕刊〕 下巻-P309

K-2-61-199-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ムッソリーニ統帥獨総統大本営へ〔朝日新聞切抜〕 下巻-P309
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K-2-61-199-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ムッソリーニ統帥救助の放れ業〔小国民新聞〕 下巻-P309

K-2-61-199-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ム統帥、憤激の第一声〔書抜〕 下巻-P309

K-2-61-199-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ム統帥、憤激の第一声〔朝日新聞〕 下巻-P309

K-2-61-199-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

オートジャイロの話〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-200
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「欧州第二戦線遂に強行」 下巻-P309

K-2-61-200-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州第二戦線始る〔岐阜合同新聞〕 下巻-P309

K-2-61-200-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

第二戦線遂に開始〔毎日新聞〕 下巻-P309

K-2-61-200-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨軍峻烈北佛激戦十二時間〔毎日新聞〕 下巻-P309

K-2-61-201
新聞－ヨーロッ
パ大戦

敵、米軍パリ侵入〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202
新聞－ヨーロッ
パ大戦

「ドイツ無条件降伏」 下巻-P309

K-2-61-202-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州戦況二月二十八日〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ケルン方面戦況逼迫三月三日〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州戦線、工業都市ケルン陥落三月六日〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨の意気、逆攻勢三月中旬欧州戦況〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州西部戦線三月二十八日頃〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

最近のヨーロッパ戦（上）（下）〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ソ連軍遂にベルリンに突入四月二十二日〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-8
新聞－ヨーロッ
パ大戦

伯林へ五里四月十四日〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-9
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ゲツベルス宣伝相布告〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-10
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ戦況〔書抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-11
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州西部戦線米軍ヴェーゼル渡河〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-12
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州戦況心細し〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-13
新聞－ヨーロッ
パ大戦

北獨逸平原で獨・ソ決戦か〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-14
新聞－ヨーロッ
パ大戦

戦争か降伏か、混沌たるドイツ〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-15
新聞－ヨーロッ
パ大戦

米誌のドイツ占領地報告〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-16
新聞－ヨーロッ
パ大戦

世界戦局の重心太平洋へ移る〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-17
新聞－ヨーロッ
パ大戦

欧州戦勝利の日〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-18
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ヒットラーの偉大なる足跡〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-19
新聞－ヨーロッ
パ大戦

敗戦ドイツの処遇〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-20
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツの敗因〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-202-21
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ敗戦の原因〔切抜〕 下巻-P309

K-2-61-203
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツの降服」 下巻-P310



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-203-1
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ベルリン陥落〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-2
新聞－ヨーロッ
パ大戦

北伊の獨軍坑戦を停止〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-3
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ヒットラー総統陣頭指揮中戦死す〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-4
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ヒットラー総統薨去、後任はデーニッツ元帥〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-5
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨、三国へ無条件降伏〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-6
新聞－ヨーロッ
パ大戦

獨逸の降伏に関する記事〔書抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-7
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ドイツ無条件降伏調印式〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-8
新聞－ヨーロッ
パ大戦

大島大使一行を保護拘禁、米軍の公表〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-9
新聞－ヨーロッ
パ大戦

米海軍省建艦艇計画を発表〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-10
新聞－ヨーロッ
パ大戦

米大統領トルーマンの放送〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-11
新聞－ヨーロッ
パ大戦

全軍特攻隊となりて殉国の大義に赴かん〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-12
新聞－ヨーロッ
パ大戦

帝国政府、聖戦完遂を声明〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-13
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ソ連の関心、再びアジヤへ〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-14
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ソ連のスカンヂナヴィヤ進出野心〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-203-15
新聞－ヨーロッ
パ大戦

ムッソリーニ統帥殺害〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-204
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史宣戦布告」 下巻-P310

K-2-61-204-1
新聞－太平洋
戦争

英米に対し宣戦布告〔名古屋新聞第3号外〕 下巻-P310

K-2-61-204-2
新聞－太平洋
戦争

帝国、英米に宣戦布告〔大阪毎日新聞第一夕刊〕 下巻-P310

K-2-61-204-3
新聞－太平洋
戦争

獨伊、果然対米参戦〔切抜〕 下巻-P310

K-2-61-205
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史真珠湾・香港・マニラ・シンガポール」 下巻-P310

K-2-61-205-1
新聞－太平洋
戦争

緒戦、太平洋艦隊七割撃滅〔大阪毎日新聞〕 下巻-P310

K-2-61-205-2
新聞－太平洋
戦争

米太平洋艦隊、航空兵力全滅〔大阪毎日新聞〕 下巻-P310

K-2-61-205-3
新聞－太平洋
戦争

香港島に日章旗翻る〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P310

K-2-61-205-4
新聞－太平洋
戦争

敵機七七六を撃墜破、海軍の大戦果〔新愛知〕 下巻-P310

K-2-61-205-5
新聞－太平洋
戦争

香港島、遂に陥落す〔大阪毎日新聞〕 下巻-P310

K-2-61-205-6
新聞－太平洋
戦争

戦史に燦たり、米太平洋艦隊の撃滅〔朝日新聞中部〕 下巻-P310

K-2-61-205-7
新聞－太平洋
戦争

凄烈、ハワイ大空襲実戦記〔朝日新聞中部〕 下巻-P310

K-2-61-205-8
新聞－太平洋
戦争

神速、皇軍マニラ攻略日誌〔朝日新聞〕 下巻-P310

K-2-61-205-9
新聞－太平洋
戦争

米航空母艦レキシントン撃沈〔新愛知〕 下巻-P310

K-2-61-205-10
新聞－太平洋
戦争

日獨伊新軍事協定〔名古屋新聞〕 下巻-P310

K-2-61-205-11
新聞－太平洋
戦争

世界史劃す大東亜構想宣言〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P310

K-2-61-205-12
新聞－太平洋
戦争

壮絶、英東洋艦隊爆葬〔大阪毎日新聞〕 下巻-P311



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-205-13
新聞－太平洋
戦争

真珠湾「あの一撃」〔朝日新聞〕 下巻-P311

K-2-61-205-14
新聞－太平洋
戦争

シンガポール島に敵前上陸〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-205-15
新聞－太平洋
戦争

新嘉坡猛撃最高潮〔大阪毎日新聞〕 下巻-P311

K-2-61-205-16
新聞－太平洋
戦争

シンガポール敵前上陸〔小国民新聞〕 下巻-P311

K-2-61-205-17
新聞－太平洋
戦争

シンガポール市に突入〔大阪毎日新聞〕 下巻-P311

K-2-61-205-18
新聞－太平洋
戦争

窮鼠に止めの総攻撃〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P311

K-2-61-205-19
新聞－太平洋
戦争

戦史空前の要塞殲滅戦〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-205-20
新聞－太平洋
戦争

海鷲、艦艇縦横に索敵〔新愛知〕 下巻-P311

K-2-61-205-21
新聞－太平洋
戦争

新嘉坡島の敵陣寸断〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-205-22
新聞－太平洋
戦争

最後の市街戦大殲滅戦〔朝日新聞中部臨時夕刊〕 下巻-P311

K-2-61-205-23
新聞－太平洋
戦争

新嘉坡陥落す〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-205-24
新聞－太平洋
戦争

米英抹殺の世界維新宣言〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P311

K-2-61-205-25
新聞－太平洋
戦争

山下将軍、敵将と歴史的会見〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-205-26
新聞－太平洋
戦争

豪壮、凄絶マレー血戦記〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-206
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史ジャワ沖海戦」 下巻-P311

K-2-61-206-1
新聞－太平洋
戦争

ジャワ沖海戦、蘭印艦隊主力全滅〔名古屋新聞〕 下巻-P311

K-2-61-206-2
新聞－太平洋
戦争

バリ島飛行場初攻撃〔名古屋新聞〕 下巻-P311

K-2-61-206-3
新聞－太平洋
戦争

ジャワ全島遂に陥落す〔名古屋新聞〕 下巻-P311

K-2-61-207
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史バタアン半島・コレヒドール要塞攻略戦」 下巻-P311

K-2-61-207-1
新聞－太平洋
戦争

馬来戦線、セランゴール州の要衝を占領 下巻-P311

K-2-61-207-2
新聞－太平洋
戦争

全比島戡定遂に成る〔名古屋新聞〕 下巻-P311

K-2-61-207-3
新聞－太平洋
戦争

コレヒドールへ強行上陸〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-207-4
新聞－太平洋
戦争

バタアン・コレヒドール攻略戦の花〔朝日新聞〕 下巻-P311

K-2-61-208
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史蘭印ジャバ島作戦」 下巻-P311

K-2-61-208-1
新聞－太平洋
戦争

蘭印軍膺懲の火蓋切る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P311

K-2-61-208-2
新聞－太平洋
戦争

和蘭軍に対し遂に戦闘開始〔朝日新聞中部〕 下巻-P311

K-2-61-208-3
新聞－太平洋
戦争

ニューギニア、東蘭印猛爆〔名古屋新聞〕 下巻-P311

K-2-61-208-4
新聞－太平洋
戦争

スラバヤ沖、バタビヤ沖両海戦〔切抜〕 下巻-P311

K-2-61-208-5
新聞－太平洋
戦争

帝国艦艇印度洋に出撃〔大阪毎日新聞〕 下巻-P311

K-2-61-208-6
新聞－太平洋
戦争

蘭印の首都バタビヤ陥落〔名古屋新聞夕刊〕 下巻-P311

K-2-61-208-7
新聞－太平洋
戦争

假首都バンドン突入〔名古屋新聞〕 下巻-P311

K-2-61-208-8
新聞－太平洋
戦争

帝国陸軍、三ヵ月赫々の戦果〔大阪毎日新聞〕 下巻-P312



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-208-9
新聞－太平洋
戦争

濠州爆撃絶好の基地、モレスビー・よ危殆 下巻-P312

K-2-61-208-10
新聞－太平洋
戦争

ジャワ攻略戦に武功抜群〔朝日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-209
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史海軍特別功撃隊」 下巻-P312

K-2-61-209-1
新聞－太平洋
戦争

尽忠無比、海軍「特別攻撃隊」〔朝日新聞中部〕 下巻-P312

K-2-61-209-2
新聞－太平洋
戦争

岩佐中佐、軍神の生いたちとその遺族〔朝日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-209-3
新聞－太平洋
戦争

岩佐中佐、忠烈香し軍神の生家〔大阪毎日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-209-4
新聞－太平洋
戦争

廣尾彰大尉、永遠に薫る九軍神〔大阪毎日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-209-5
新聞－太平洋
戦争

北部スマトラにわが軍無血上陸〔小国民新聞〕 下巻-P312

K-2-61-209-6
新聞－太平洋
戦争

母の戦陣訓〔朝日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-209-7
新聞－太平洋
戦争

米の空想的軍拡案はやくも難航す〔切抜〕 下巻-P312

K-2-61-210
新聞－太平洋
戦争

「帝都人最初の敵機来襲」 下巻-P312

K-2-61-210-1
新聞－太平洋
戦争

磐石不動、鐵桶の防衛陣〔名古屋新聞〕 下巻-P312

K-2-61-210-2
新聞－太平洋
戦争

京浜方面来襲の敵機忽ち撃退〔朝日新聞中部〕 下巻-P312

K-2-61-210-3
新聞－太平洋
戦争

米大尉日本空襲失敗記〔切抜〕 下巻-P312

K-2-61-211
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史印度洋作戦」 下巻-P312

K-2-61-211-1
新聞－太平洋
戦争

印度本土を初空襲〔新愛知夕刊〕 下巻-P312

K-2-61-211-2
新聞－太平洋
戦争

印度洋作戦の大戦果〔新愛知〕 下巻-P312

K-2-61-211-3
新聞－太平洋
戦争

印度洋の敵海空主力撃滅〔大阪毎日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-211-4
新聞－太平洋
戦争

英海軍基地強襲の新戦果〔朝日新聞中部〕 下巻-P312

K-2-61-211-5
新聞－太平洋
戦争

ミンダナオ全島制圧〔名古屋新聞〕 下巻-P312

K-2-61-211-6
新聞－太平洋
戦争

カーニコバル島、英機動部隊撃滅戦記〔切抜〕 下巻-P312

K-2-61-212
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史印度独立運動大会」 下巻-P312

K-2-61-212-1
新聞－太平洋
戦争

盤谷で印度独立大会〔朝日新聞中部〕 下巻-P312

K-2-61-212-2
新聞－太平洋
戦争

印度独立バンコック大会〔新愛知夕刊〕 下巻-P312

K-2-61-212-3
新聞－太平洋
戦争

インド独立運動大会〔切抜〕 下巻-P312

K-2-61-213
新聞－太平洋
戦争

雄渾無比、東太平洋の大作戦〔朝日新聞〕 下巻-P312

K-2-61-214
新聞－太平洋
戦争

「アリューシャン列島強襲」 下巻-P312

K-2-61-214-1
新聞－太平洋
戦争

全太平洋の覇権遂に掌握〔朝日新聞中部〕 下巻-P312

K-2-61-214-2
新聞－太平洋
戦争

米本土へ・よ攻撃の鋭鋒〔大阪毎日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-215
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史ビルマ作戦」 下巻-P313

K-2-61-215-1
新聞－太平洋
戦争

ビルマ戡定作戦半歳の全貌〔新愛知〕 下巻-P313

K-2-61-215-2
新聞－太平洋
戦争

英印軍第七師団の主力大部分皆殺し〔毎日新聞戦時版〕 下巻-P313



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-215-3
新聞－太平洋
戦争

アキャブで敵輸送船団粉碎〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-4
新聞－太平洋
戦争

英軍ビルマの「アキャブ」に侵入〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-5
新聞－太平洋
戦争

英軍ラムレー島に上陸〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-6
新聞－太平洋
戦争

バーモ作戦に於いて功績のあった兵に感謝〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-7
新聞－太平洋
戦争

雨季明け印緬戦線緊迫〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-8
新聞－太平洋
戦争

敵機に備へ崖の穴に住む勇士〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-9
新聞－太平洋
戦争

ビルマ戦線、シェボ平原に決戦迫る〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-215-10
新聞－太平洋
戦争

インド独立運動のラス＝ビハリ＝ボース氏逝去〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-216
新聞－太平洋
戦争

敗戦史、ビルマ独立宣言〔朝日新聞夕刊〕 下巻-P313

K-2-61-217
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史ソロモン海戦」 下巻-P313

K-2-61-217-1
新聞－太平洋
戦争

米英新聯合大艦隊を撃滅〔大阪毎日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-2
新聞－太平洋
戦争

ソロモン海の空中戦〔朝日新聞夕刊切抜〕 下巻-P313

K-2-61-217-3
新聞－太平洋
戦争

ソロモン海戦、米英艦隊撃滅戦従軍記〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-4
新聞－太平洋
戦争

凄絶、ソロモン海戦詳報〔名古屋新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-5
新聞－太平洋
戦争

第二次ソロモン海戦の大戦果〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-6
新聞－太平洋
戦争

第二次ソロモン海戦詳報〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-7
新聞－太平洋
戦争

南太平洋、ソロモン群島両海戦の大戦果 下巻-P313

K-2-61-217-8
新聞－太平洋
戦争

南太平洋に戦史空前の大海戦〔中部日本新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-9
新聞－太平洋
戦争

陸海軍、ソロモン諸島の戦果拡大〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-10
新聞－太平洋
戦争

新戦果赫々、第三次ソロモン海戦〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-217-11
新聞－太平洋
戦争

帝国海戦、ソロモン海域に又も新戦果〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-218
新聞－太平洋
戦争

凄壮、稲垣部隊のガ島死闘記〔朝日新聞切抜〕 下巻-P313

K-2-61-219
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史ガダルカナル島に散る」 下巻-P313

K-2-61-219-1
新聞－太平洋
戦争

ガ島に散る濃飛の勇士〔朝日新聞〕 下巻-P313

K-2-61-219-2
新聞－太平洋
戦争

ガ島の忠霊凱旋〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-219-3
新聞－太平洋
戦争

遺烈芳し郷土出身の英霊〔切抜〕 下巻-P313

K-2-61-219-4
新聞－太平洋
戦争

ガダルカナル島に散る16734人〔書抜〕 下巻-P313

K-2-61-219-5
新聞－太平洋
戦争

小癪、再び来襲の敵機一蹴〔大阪毎日新聞臨時夕刊〕 下巻-P314

K-2-61-220
新聞－太平洋
戦争

殉忠ガ島に玉碎、讃へん郷土の英霊〔岐阜合同新聞〕 下巻-P314

K-2-61-221
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史ギルバート諸島守備隊全員玉碎」 下巻-P314

K-2-61-221-1
新聞－太平洋
戦争

マキン・タラワ玉砕の悲報に接し三好知事談〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-221-2
新聞－太平洋
戦争

噫、忠烈タラワ・マキン島守備陸海隊〔中部日本新聞〕 下巻-P314
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K-2-61-221-3
新聞－太平洋
戦争

あゝタラワ・マキン両島守備隊〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-221-4
新聞－太平洋
戦争

タラワ・マキン島戦況〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-222
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史アッツ島玉碎」 下巻-P314

K-2-61-222-1
新聞－太平洋
戦争

アッツ島の皇軍敢闘〔毎日新聞大阪〕 下巻-P314

K-2-61-222-2
新聞－太平洋
戦争

獨国民アッツ島の終幕に驚嘆〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-222-3
新聞－太平洋
戦争

アッツ島玉碎不滅の武勲〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-222-4
新聞－太平洋
戦争

山崎部隊長〔切抜〕 下巻-P314

K-2-61-223
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史アッツ島玉碎」 下巻-P314

K-2-61-223-1
新聞－太平洋
戦争

濠州北部を猛爆〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-2
新聞－太平洋
戦争

アッツ島で激戦〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-3
新聞－太平洋
戦争

アッツ島の米軍苦戦〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-4
新聞－太平洋
戦争

我がアッツ守備隊奮戦〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-5
新聞－太平洋
戦争

アッツ島東方陣地で寡兵敵一個師を反撃〔切抜〕 下巻-P314

K-2-61-223-6
新聞－太平洋
戦争

海鷲潜艦アッツ島方面に大戦果〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-7
新聞－太平洋
戦争

アッツ島の皇軍神髄を発揮〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-8
新聞－太平洋
戦争

死せずアッツの陸軍魂〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-9
新聞－太平洋
戦争

アッツ血戦最後の状況〔朝日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-223-10
新聞－太平洋
戦争

燦たり、アッツ皇軍の奮戦〔毎日新聞大阪〕 下巻-P314

K-2-61-223-11
新聞－太平洋
戦争

噫感激新た、アッツの血戦〔切抜〕 下巻-P314

K-2-61-223-12
新聞－太平洋
戦争

敵の北方侵寇拠点アダック島に前進〔切抜〕 下巻-P314

K-2-61-223-13
新聞－太平洋
戦争

占領地名の改称、決定済は六個所〔切抜〕 下巻-P314

K-2-61-223-14
新聞－太平洋
戦争

アッツの英魂に恩命〔毎日新聞大阪〕 下巻-P314

K-2-61-223-15
新聞－太平洋
戦争

アッツ島で玉碎した山崎中将〔毎日新聞〕 下巻-P314

K-2-61-224
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史第三次特別功撃隊」 下巻-P314

K-2-61-224-1
新聞－太平洋
戦争

第三次特別攻撃隊十勇士〔小国民新聞〕 下巻-P314

K-2-61-224-2
新聞－太平洋
戦争

社説、第二特別攻撃隊の偉勲〔朝日新聞切抜〕 下巻-P314

K-2-61-224-3
新聞－太平洋
戦争

第二特別功撃隊の花、飛騨の勇士都竹兵曹長 下巻-P315

K-2-61-224-4
新聞－太平洋
戦争

欣然第二次特別攻撃隊の出陣〔中部日本新聞〕 下巻-P315

K-2-61-224-5
新聞－太平洋
戦争

第二次特別攻撃隊十勇士〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P315

K-2-61-224-6
新聞－太平洋
戦争

感状、燦たり第二次特別功撃隊〔毎日新聞夕刊〕 下巻-P315

K-2-61-224-7
新聞－太平洋
戦争

あゝ！潜航の華、都竹兵曹長〔毎日新聞大阪〕 下巻-P315

K-2-61-224-8
新聞－太平洋
戦争

青史に燦！第二特別功撃隊不滅の武勲〔朝日新聞夕刊〕 下巻-P315
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K-2-61-224-9
新聞－太平洋
戦争

皇軍の華、第二次特別攻撃隊〔読売報知〕 下巻-P315

K-2-61-224-10
新聞－太平洋
戦争

第二特別十勇士合同海軍葬〔岐阜合同新聞〕 下巻-P315

K-2-61-224-11
新聞－太平洋
戦争

第二次特別功撃隊合同海軍葬〔朝日新聞切抜〕 下巻-P315

K-2-61-224-12
新聞－太平洋
戦争

第二次特別攻撃隊十勇士ら合同葬〔朝日新聞夕刊切抜〕 下巻-P315

K-2-61-224-13
新聞－太平洋
戦争

都竹兵曹長の英霊故山へ無言の凱旋〔朝日新聞〕 下巻-P315

K-2-61-224-14
新聞－太平洋
戦争

都竹兵曹長の顕彰運動起す〔朝日新聞〕 下巻-P315

K-2-61-224-15
新聞－太平洋
戦争

特殊潜航艇濠州西印度洋を強襲〔朝日新聞中部〕 下巻-P315

K-2-61-225
新聞－太平洋
戦争

盟邦泰、米英に宣戦布告〔名古屋新聞〕 下巻-P315

K-2-61-226
新聞－太平洋
戦争

赫々たる陸海軍の戦果〔朝日新聞〕 下巻-P315

K-2-61-227
新聞－太平洋
戦争

帝国本土を空襲、米搭乗員を厳重処断〔切抜〕 下巻-P315

K-2-61-228
新聞－太平洋
戦争

大東亜戦勝利の記録図〔岐阜合同新聞〕 下巻-P315

K-2-61-229
新聞－太平洋
戦争

第八十一議会に於ける陸海両相赫々の戦果報告〔切抜〕 下巻-P315

K-2-61-230
新聞－太平洋
戦争

大東亜の外壁儼、南太平洋挺進隊戦況議会報告〔切抜〕 下巻-P315

K-2-61-231
新聞－太平洋
戦争

「アメリカ」の戦術佐藤軍務局長の説明〔切抜〕 下巻-P315

K-2-61-232
新聞－太平洋
戦争

生産者は戦闘推進力職域を戦場と化せ〔切抜〕 下巻-P315

K-2-61-233
新聞－太平洋
戦争

天長の佳節、天皇陛下今日第四十二回の御誕辰 下巻-P315

K-2-61-234
新聞－太平洋
戦争

けふ山本五十六元帥の国葬〔朝日新聞〕 下巻-P315

K-2-61-235
新聞－太平洋
戦争

山本元帥国葬儀〔朝日新聞〕 下巻-P315

K-2-61-236
新聞－太平洋
戦争

全国民を戦闘配置に総力を軍需生産集注〔朝日新聞〕 下巻-P316

K-2-61-237
新聞－太平洋
戦争

大東亜共同宣言、中外に闡明〔朝日新聞〕 下巻-P316

K-2-61-238
新聞－太平洋
戦争

成都附近帰着を捕掟Ｂ29四十機撃墜破〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-239
新聞－太平洋
戦争

拉孟守備部隊、最後の無電〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-240
新聞－太平洋
戦争

東亜を汚す米式重慶軍〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-241
新聞－太平洋
戦争

福州完全占領〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-242
新聞－太平洋
戦争

先制、成都へ必殺の野襲〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-243
新聞－太平洋
戦争

桂林、敵は半年分の食糧を蓄へ洞窟内で豪語〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-244
新聞－太平洋
戦争

支那の作戦、日本が勝利敵陣に大きなひび 下巻-P316

K-2-61-245
新聞－太平洋
戦争

荒鷲、又も成都を野襲〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-246
新聞－太平洋
戦争

桂林、柳州を占領す〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-247
新聞－太平洋
戦争

桂林市街戦果〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-248
新聞－太平洋
戦争

桂林市内突入〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-249
新聞－太平洋
戦争

桂林「航空要塞」壊滅〔切抜〕 下巻-P316
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K-2-61-250
新聞－太平洋
戦争

桂林完全攻略〔切抜〕 下巻-P316

K-2-61-251
新聞－太平洋
戦争

新鋭海軍機の名称発表「雷電」「零式」 下巻-P316

K-2-61-252
新聞－太平洋
戦争

南寧を完全占領〔毎日新聞切抜〕 下巻-P316

K-2-61-253
新聞－太平洋
戦争

震天制空隊、東久邇防衛総司令官宮殿下御命名 下巻-P317

K-2-61-254
新聞－太平洋
戦争

帝国陸海軍の最近一ケ年の大戦果〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-255
新聞－太平洋
戦争

敵第三十八機動部隊は南支那海に進入〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-256
新聞－太平洋
戦争

中南支に二大新作戦〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-257
新聞－太平洋
戦争

エツ漢線を通ずる大陸作戦に成功〔小国民新聞〕 下巻-P317

K-2-61-258
新聞－太平洋
戦争

全飛行場を占領、カン州・南雄・新城攻略〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-259
新聞－太平洋
戦争

敵撃滅大祈願祭、京都の両賀茂神社〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-260
新聞－太平洋
戦争

碎け日本抹殺の妄想を〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-261
新聞－太平洋
戦争

東海・中部両軍管区の情報放送〔書抜〕 下巻-P317

K-2-61-262
新聞－太平洋
戦争

皇都を護る「雷電」の出撃〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-263
新聞－太平洋
戦争

「Ｂ29」撃墜王戦死、遠藤大尉中佐に特進〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-264
新聞－太平洋
戦争

東海軍管区司令官岡田資中将〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-265
新聞－太平洋
戦争

全軍将兵に告ぐ阿南陸軍大臣〔書抜〕 下巻-P317

K-2-61-266
新聞－太平洋
戦争

松村陸海報道部長放送用紙〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-267
新聞－太平洋
戦争

中部軍情報放送要図〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-268
新聞－太平洋
戦争

厳かな第二御楯隊の出陣〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-269
新聞－太平洋
戦争

遠藤航空兵器総局長官確言〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-270
新聞－太平洋
戦争

戦歿軍人遺児育英資金引き上げ〔切抜〕 下巻-P317

K-2-61-271
新聞－太平洋
戦争

自戦の兵器、岐阜地区司令部募集の優秀考案十二点 下巻-P318

K-2-61-272
新聞－太平洋
戦争

英米、日本民族虐殺を企つ〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-273
新聞－太平洋
戦争

戦ふ気魄、見せよ疎開に〔書抜〕 下巻-P318

K-2-61-274
新聞－太平洋
戦争

昆明に敵の反攻主力、南寧等残存基地の動きも活発 下巻-P318

K-2-61-275
新聞－太平洋
戦争

敵の根本作戦は太平洋から支那へ〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-276
新聞－太平洋
戦争

米空軍基地、昆明へ撤退〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-277
新聞－太平洋
戦争

米、海軍勢力誇示〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-278
新聞－太平洋
戦争

佛印方面の部隊広西省に進入〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-279
新聞－太平洋
戦争

日本の防衛戦力完成〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-280
新聞－太平洋
戦争

支那戦線は日本の勝利〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-281
新聞－太平洋
戦争

南支の皇軍の新作戦〔切抜〕 下巻-P318
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-282
新聞－太平洋
戦争

重慶、対日戦へ強引の民衆把握〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-283
新聞－太平洋
戦争

米の呼号する空の対重慶補給〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-284
新聞－太平洋
戦争

桂林、柳州落ちてアメリカの野望も空し〔切抜〕 下巻-P318

K-2-61-285
新聞－太平洋
戦争

大陸戦争に関する記事〔書抜〕 下巻-P318

K-2-61-286
新聞－太平洋
戦争

海軍魂の極致、山口加来両提督の最後 下巻-P318

K-2-61-287
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史フィリピン共和国独立宣言」 下巻-P318

K-2-61-287-1
新聞－太平洋
戦争

フィリピン共和国独立宣言〔朝日新聞夕刊〕 下巻-P318

K-2-61-287-2
新聞－太平洋
戦争

フィリピン独立宣言〔毎日新聞夕刊〕 下巻-P319

K-2-61-287-3
新聞－太平洋
戦争

フィリピン共和国を承認〔朝日新聞〕 下巻-P319

K-2-61-288
新聞－太平洋
戦争

マーシャル・クエゼリン・ルオット島守備隊全員玉砕 下巻-P319

K-2-61-289
新聞－太平洋
戦争

米の新空母就役〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-290
新聞－太平洋
戦争

ラバウル要塞の皇軍（上）（下）〔小国民新聞〕 下巻-P319

K-2-61-291
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史比島戦況」 下巻-P319

K-2-61-291-1
新聞－太平洋
戦争

比島戦況十月〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-291-2
新聞－太平洋
戦争

比島戦況十一月〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-291-3
新聞－太平洋
戦争

比島戦況十二月〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-291-4
新聞－太平洋
戦争

比島戦況一月〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-291-5
新聞－太平洋
戦争

比島戦況二月〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-291-6
新聞－太平洋
戦争

比島戦況三月〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-291-7
新聞－太平洋
戦争

比島戦地図 下巻-P319

K-2-61-292
新聞－太平洋
戦争

パラオ・ヤップ島に敵襲熾烈〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-293
新聞－太平洋
戦争

社説　パラオ諸島の守り〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-294
新聞－太平洋
戦争

パラオ将兵「凛たる決意」楠戦法で量敵撃碎〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-295
新聞－太平洋
戦争

敵機連日来襲　ニューギニア島、セレベス島のメナド等 下巻-P319

K-2-61-296
新聞－太平洋
戦争

ビアク島守備隊に感状〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-297
新聞－太平洋
戦争

西ニューギニア、ムガの敵陣壊滅〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-298
新聞－太平洋
戦争

艦載機延二百数十小笠原に連襲〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-299
新聞－太平洋
戦争

父島を艦砲撃〔切抜〕 下巻-P319

K-2-61-300
新聞－太平洋
戦争

スマトラのパレンバンに来襲せる英の艦載機撃墜 下巻-P320

K-2-61-301
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史ペリリュー島」 下巻-P320

K-2-61-301-1
新聞－太平洋
戦争

ペリリュー島の戦況〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-301-2
新聞－太平洋
戦争

ペリリュー島に我が猛攻勢〔切抜〕 下巻-P320
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K-2-61-301-3
新聞－太平洋
戦争

ペリリューの敵二万斃す〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-301-4
新聞－太平洋
戦争

ペリリュー島戦況更に緊迫〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-301-5
新聞－太平洋
戦争

ペリリュー島近辺地図〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-301-6
新聞－太平洋
戦争

ペリリュー島の戦勢緊迫〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史モロタイ島」 下巻-P320

K-2-61-302-1
新聞－太平洋
戦争

敵米モロタイ島に上陸〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-2
新聞－太平洋
戦争

モロタイの敵飛行場大混乱〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-3
新聞－太平洋
戦争

モロタイ飛行場大爆碎〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-4
新聞－太平洋
戦争

モロタイ飛行場連襲〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-5
新聞－太平洋
戦争

モロタイ・レイテ敵飛行場に巨弾〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-6
新聞－太平洋
戦争

新鋭、モロタイ島に逆上陸〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-7
新聞－太平洋
戦争

ハルマヘラ島猛迎撃〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-8
新聞－太平洋
戦争

モロタイ島基地逼塞状態〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-302-9
新聞－太平洋
戦争

モロタイ島へ斬込隊〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-303
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史サイパン島」 下巻-P320

K-2-61-303-1
新聞－太平洋
戦争

サイパン軍民全員戦死〔中部日本新聞戦時版〕 下巻-P320

K-2-61-303-2
新聞－太平洋
戦争

サイパン島で敢闘を続ける勇士〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-304
新聞－太平洋
戦争

紛戦下の大宮島脱出記〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-305
新聞－太平洋
戦争

大宮島脱出記〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-306
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史大宮島・テニヤン島全員戦死」 下巻-P320

K-2-61-306-1
新聞－太平洋
戦争

大東亜戦争陸海の将星〔小国民新聞〕 下巻-P320

K-2-61-306-2
新聞－太平洋
戦争

大宮・テニヤン軍民全員戦死〔中部日本新聞〕 下巻-P320

K-2-61-306-3
新聞－太平洋
戦争

大宮・テニヤン両島で全員壮烈な戦死〔小国民新聞〕 下巻-P320

K-2-61-306-4
新聞－太平洋
戦争

テニヤン島在住老幼婦女悉く自決〔切抜〕 下巻-P320

K-2-61-307
新聞－太平洋
戦争

ものすごい威力を持つ「艦砲射撃」とは〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-308
新聞－太平洋
戦争

対日総攻撃作戦の具体的方法ケベック会談で決定 下巻-P321

K-2-61-309
新聞－太平洋
戦争

ブーゲンビル島の戦闘〔書抜〕 下巻-P321

K-2-61-310
新聞－太平洋
戦争

大宮・テニヤン島戦死〔書抜〕 下巻-P321

K-2-61-311
新聞－太平洋
戦争

パラオ諸島、ビアク島、ボルネオ島、ニューギニア島 下巻-P321

K-2-61-312
新聞－太平洋
戦争

ラバウル皇軍の降伏〔書抜〕 下巻-P321

K-2-61-313
新聞－太平洋
戦争

米敗将ミッチャー新任務で真珠湾着〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314
新聞－太平洋
戦争

「硫黄島敗戦史」 下巻-P321
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K-2-61-314-1
新聞－太平洋
戦争

敵械動部隊、依然本土近海に硫黄島上陸企図 下巻-P321

K-2-61-314-2
新聞－太平洋
戦争

敵、硫黄島に上陸を開始した〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-3
新聞－太平洋
戦争

硫黄島上陸を撃退屠る戦艦以下廿三隻〔毎日新聞〕 下巻-P321

K-2-61-314-4
新聞－太平洋
戦争

硫黄島、斬込みと呼応反撃〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-5
新聞－太平洋
戦争

硫黄島血戦・熾烈化〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-6
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の戦況、空陸呼応硫黄島に猛反撃〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-7
新聞－太平洋
戦争

硫黄島皇軍一斉逆襲〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-8
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の中村少尉に感状〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-9
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の戦況、特効御楯隊の神わざ〔小国民新聞〕 下巻-P321

K-2-61-314-10
新聞－太平洋
戦争

敵、硫黄島を総攻撃〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-11
新聞－太平洋
戦争

硫黄島全戦線一斉斬込み〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-12
新聞－太平洋
戦争

硫黄島戦況、血刀敵中突破断乎摺鉢山を死守〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-13
新聞－太平洋
戦争

硫黄島、激しい摺鉢山争奪戦〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-14
新聞－太平洋
戦争

硫黄島敵砲爆撃・熾烈〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-15
新聞－太平洋
戦争

硫黄島戦況、手榴弾で敵中突破〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-16
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の戦況、北飛行場猛攻防戦〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-17
新聞－太平洋
戦争

硫黄島、敵北飛行場に現出〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-18
新聞－太平洋
戦争

硫黄島、敵出血わが十倍以上〔切抜〕 下巻-P321

K-2-61-314-19
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の戦況、敵の占領地地図〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-20
新聞－太平洋
戦争

硫黄島皇軍各陣地を固守、新手の敵に猛反撃〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-21
新聞－太平洋
戦争

硫黄島皇軍、北部據點死守〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-22
新聞－太平洋
戦争

硫黄島敵機の発着頻繁〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-23
新聞－太平洋
戦争

硫黄島北部落殺到の敵我陣前に釘附け〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-24
新聞－太平洋
戦争

硫黄島総攻撃を開始し一斉に斬り込む〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-25
新聞－太平洋
戦争

硫黄島守備隊士気いよいよ旺盛〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-26
新聞－太平洋
戦争

硫黄島、天山東側の戦〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-27
新聞－太平洋
戦争

硫黄島、矢面に重慶兵等〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-28
新聞－太平洋
戦争

硫黄島勇士の決意、断じて戦ひぬく〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-29
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の敵戦法をかえる〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-30
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の神兵、遂に通信壮絶〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-31
新聞－太平洋
戦争

あゝ硫黄島敵手に帰す〔朝日新聞〕 下巻-P322

K-2-61-314-32
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の神兵最後の総攻撃〔小国民新聞〕 下巻-P322
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K-2-61-314-33
新聞－太平洋
戦争

小磯首相放送「硫黄島失ふも必勝の信念不動」〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-34
新聞－太平洋
戦争

戦爆連合の空襲〔小国民新聞切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-35
新聞－太平洋
戦争

硫黄島戦況、天山陣地遂に喪失、玉名山の部隊戦死 下巻-P322

K-2-61-314-36
新聞－太平洋
戦争

栗林硫黄島指揮官陸軍大将に昇任〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-37
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の陸上機とＢ29連合〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-38
新聞－太平洋
戦争

硫黄島からＢ24初来襲〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-39
新聞－太平洋
戦争

硫黄島既にＢ29が不時着〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-40
新聞－太平洋
戦争

硫黄島戦況、孤軍死守の摺鉢山〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-41
新聞－太平洋
戦争

硫黄島血戦、敵砲爆撃に島影改まる〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-42
新聞－太平洋
戦争

敵、硫黄島基地使用敵のものとなる〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-43
新聞－太平洋
戦争

硫黄島喪失の後に来るもの〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-44
新聞－太平洋
戦争

硫黄島の新戦術、独特の突撃中隊〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-45
新聞－太平洋
戦争

硫黄島北部落方面大出血戦〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-46
新聞－太平洋
戦争

硫黄島最高指揮官栗林夫人〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-47
新聞－太平洋
戦争

硫黄島で活躍するわが海軍大焔放射隊員〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-48
新聞－太平洋
戦争

神兵硫黄島を死守、敵殺傷一万四千〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-49
新聞－太平洋
戦争

準備の過ぎたるを憚らず、硫黄島に敵上陸 下巻-P322

K-2-61-314-50
新聞－太平洋
戦争

硫黄島に殺到した敵の意図〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-51
新聞－太平洋
戦争

最高指揮官栗林中将自ら第一線に獅子奮迅〔切抜〕 下巻-P322

K-2-61-314-52
新聞－太平洋
戦争

硫黄島戦況〔書抜〕 下巻-P322

K-2-61-315
新聞－太平洋
戦争

沖縄敗戦史」 下巻-P323

K-2-61-315-1
新聞－太平洋
戦争

南西諸島に機動部隊艦上機七百八十来襲〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-2
新聞－太平洋
戦争

沖縄本島を艦砲射撃、孤状連島の突破企つ 下巻-P323

K-2-61-315-3
新聞－太平洋
戦争

敵、南西諸島慶良間列島に上陸〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-4
新聞－太平洋
戦争

沖縄本島砲爆続く〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-5
新聞－太平洋
戦争

沖縄周辺で戦艦等三十隻屠る〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-6
新聞－太平洋
戦争

沖縄敵撃滅の大決戦場〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-7
新聞－太平洋
戦争

慶良間列島に上陸の敵を迎撃〔小国民新聞〕 下巻-P323

K-2-61-315-8
新聞－太平洋
戦争

沖縄の戦局刻々に苛烈〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-9
新聞－太平洋
戦争

最強基地設定狙ひ米英一丸、全力傾倒〔毎日新聞〕 下巻-P323

K-2-61-315-10
新聞－太平洋
戦争

沖縄本島艦砲撃依然熾烈〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-11
新聞－太平洋
戦争

敵、沖縄本島に上陸開始〔切抜〕 下巻-P323
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K-2-61-315-12
新聞－太平洋
戦争

沖縄周邊の邀撃戦果〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-13
新聞－太平洋
戦争

敵、沖縄本島分断狙ふ〔毎日新聞〕 下巻-P323

K-2-61-315-14
新聞－太平洋
戦争

沖縄本島に上陸の敵泡瀬・島袋附近に進出〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-15
新聞－太平洋
戦争

沖縄航空基地奪取に敵総力〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-16
新聞－太平洋
戦争

沖縄島の戦況、敵東海岸に浸出〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-17
新聞－太平洋
戦争

全員特攻、沖縄守備隊〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-18
新聞－太平洋
戦争

敵、名護村（北部）に新上陸〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-19
新聞－太平洋
戦争

敵津堅島に上陸〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-20
新聞－太平洋
戦争

沖縄の敵機動部隊を総攻撃〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-21
新聞－太平洋
戦争

沖縄に於ける敵の損害〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-22
新聞－太平洋
戦争

慶良間海狭泊地に集結した敵艦船群〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-23
新聞－太平洋
戦争

沖縄決戦第二報、沖縄本島北飛行場近海の敵艦群 下巻-P323

K-2-61-315-24
新聞－太平洋
戦争

沖縄周辺の邀撃戦果〔書抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-25
新聞－太平洋
戦争

沖縄本島、皇軍の援軍首里から続々北上 下巻-P323

K-2-61-315-26
新聞－太平洋
戦争

沖縄周辺の邀撃戦果〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-27
新聞－太平洋
戦争

敵、伊江島へ上陸〔書抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-28
新聞－太平洋
戦争

沖縄本島周辺の戦果、空母五隻を撃沈〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-29
新聞－太平洋
戦争

沖縄戦況、敵は牧港に浸出〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-30
新聞－太平洋
戦争

今次沖縄決戦、敵米艦隊殲滅一歩前〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-31
新聞－太平洋
戦争

沖縄決戦、勝機把握へ今一押し〔切抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-32
新聞－太平洋
戦争

沖縄周辺戦況〔書抜〕 下巻-P323

K-2-61-315-33
新聞－太平洋
戦争

敵、沖縄本島上陸〔書抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-34
新聞－太平洋
戦争

沖縄より小型機屋久島に来襲〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-35
新聞－太平洋
戦争

糸満沖に敵有力増援軍部隊〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-36
新聞－太平洋
戦争

沖縄の敵に衰弱の色〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-37
新聞－太平洋
戦争

沖縄決戦今や重大段階、敵陸上機を集結〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-38
新聞－太平洋
戦争

沖縄戦況、敵包囲下に奮戦、小祿地区〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-39
新聞－太平洋
戦争

久米島に敵、新上陸〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-40
新聞－太平洋
戦争

沖縄県知事島田叡氏、内務大臣より賞詞〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-41
新聞－太平洋
戦争

沖縄に於て敵米、長短両戦の構へ〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-42
新聞－太平洋
戦争

沖縄島の戦局は、末だに前途逆睹すべからざるものがある〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-43
新聞－太平洋
戦争

神山・前島には重砲陣地を急設した〔切抜〕 下巻-P324
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K-2-61-315-44
新聞－太平洋
戦争

沖縄島は硫黄島よりも更に重要な場所〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-45
新聞－太平洋
戦争

軒昴・沖縄同胞砲煙下中学生も栗鼠の動き〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-46
新聞－太平洋
戦争

沖縄県民決死の逆襲、婦人も挺身斬込み〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-47
新聞－太平洋
戦争

Ｂ25・Ｐ40沖縄から南九州へ初見参〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-315-48
新聞－太平洋
戦争

南西諸島に上陸作戦の米の兵力〔書抜〕 下巻-P324

K-2-61-316
新聞－太平洋
戦争

「空襲」 下巻-P324

K-2-61-316-1
新聞－太平洋
戦争

進め、少年兵の道・強い日本の戦車 下巻-P324

K-2-61-316-2
新聞－太平洋
戦争

台湾に昨朝敵機来襲〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-3
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29西九州及済州島を爆撃〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-4
新聞－太平洋
戦争

東海に来襲のＢ29〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-5
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29七十機帝都に来襲〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-6
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29四十機内外関東南畿・東海へ来襲した〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-7
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29帝都を夜間盲爆〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-8
新聞－太平洋
戦争

わが的確なる弾幕に這々の體で遁走するＢ29〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-9
新聞－太平洋
戦争

帝都来襲機迎撃戦果拡大〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-10
新聞－太平洋
戦争

中野伍長Ｂ29に豪膽な馬来撃墜〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-11
新聞－太平洋
戦争

この一年に敵に与へた損害〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-12
新聞－太平洋
戦争

憎々し来襲したＢ29の編隊〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-13
新聞－太平洋
戦争

名古屋制空陣の敢闘目覚し〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-14
新聞－太平洋
戦争

敵の戦法はこれ、波状攻撃と三角爆撃〔小国民新聞切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-15
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29帝都迎撃に未曽有の戦果〔切抜〕 下巻-P324

K-2-61-316-16
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29新手の小形爆弾を投下〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-17
新聞－太平洋
戦争

米機の日本爆撃状況〔切抜綴〕 下巻-P325

K-2-61-316-18
新聞－太平洋
戦争

中京等へＢ29六十機来襲、伊勢の神宮御安泰 下巻-P325

K-2-61-316-19
新聞－太平洋
戦争

伊勢の聖域に米機不逞の暴弾〔毎日新聞切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-20
新聞－太平洋
戦争

敵有力機動部隊、本土間近に現出〔毎日新聞切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-21
新聞－太平洋
戦争

友軍機と敵機との見分け方〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-22
新聞－太平洋
戦争

帝都にＢ29百五十機〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-23
新聞－太平洋
戦争

大阪市内夜空に落下する敵の焼夷弾〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-24
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29神戸地区へ六十機来襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-25
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29延二百廿機、北九州を昼夜連襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-26
新聞－太平洋
戦争

わが対空火網にのたうつＢ29〔切抜〕 下巻-P325
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K-2-61-316-27
新聞－太平洋
戦争

艦上機約五百、南九州・四国頻襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-28
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29二百機京浜夜襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-29
新聞－太平洋
戦争

阿波丸事件〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-30
新聞－太平洋
戦争

敵六百機、京浜地区へ来襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-31
新聞－太平洋
戦争

帝都へＢ29二百五十機来襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-32
新聞－太平洋
戦争

敵の機動部隊関東地方の近海に現わる〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-33
新聞－太平洋
戦争

戦訓活かす家屋疎開、敢闘桑名の風景〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-34
新聞－太平洋
戦争

対日戦略爆撃の実相〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-35
新聞－太平洋
戦争

ポツダム宣言全文・カイロ宣言全文〔書抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-36
新聞－太平洋
戦争

富山市の爆撃〔中部日本新聞〕 下巻-P325

K-2-61-316-37
新聞－太平洋
戦争

戦艦大和の最後〔毎日新聞切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-38
新聞－太平洋
戦争

対日賠償取立て中止、マッコイ少将声明要旨〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-39
新聞－太平洋
戦争

名古屋上空空中戦飛行雲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-40
新聞－太平洋
戦争

本土来襲艦載機三百十四機を屠る〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-41
新聞－太平洋
戦争

昭南にＢ29延へ百三十機来襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-42
新聞－太平洋
戦争

軍事特別措置法成立〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-43
新聞－太平洋
戦争

油断出来ぬ防空態勢、わが本土空襲、米虎視眈々 下巻-P325

K-2-61-316-44
新聞－太平洋
戦争

不逞の敵機二百余来襲、台湾神宮に投弾〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-45
新聞－太平洋
戦争

九州へ六百五十機来襲、機動部隊の艦上機〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-46
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29帝都来襲〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-47
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29関東地方偵察〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-48
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29約八十機西部九州、済州島を盲爆〔切抜〕 下巻-P325

K-2-61-316-49
新聞－太平洋
戦争

敵機Ｂ29七十機内外帝都付近侵入〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-50
新聞－太平洋
戦争

社説、本土の防衛軍何所までの強さぞ〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-51
新聞－太平洋
戦争

こんどは「東海軍情報」司令部新設で放送管区も変る 下巻-P326

K-2-61-316-52
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29大阪へ約九分で侵入し得る〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-53
新聞－太平洋
戦争

中等生徒も防空宿直〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-54
新聞－太平洋
戦争

どこから何分で敵機は侵入するか〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-55
新聞－太平洋
戦争

あくどいアメリカ機、やりかたを心得戦ひぬきましょう 下巻-P326

K-2-61-316-56
新聞－太平洋
戦争

費えの大きいＢ29の正体、したがって敵損害も大 下巻-P326

K-2-61-316-57
新聞－太平洋
戦争

軍事特別措置法の施行地域限定〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-58
新聞－太平洋
戦争

艦隊機と民防空、小幡指導課長注意喚起〔切抜〕 下巻-P326
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K-2-61-316-59
新聞－太平洋
戦争

マリアナ基地に実動敵機三百余集結〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-60
新聞－太平洋
戦争

敵の投下した焼夷弾筒から作った農具〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-61
新聞－太平洋
戦争

敵機の野獣爆撃、四大都に集中〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-62
新聞－太平洋
戦争

司令官ルメーとはこんな奴だ、「わめく日本人を殺せ」と 下巻-P326

K-2-61-316-63
新聞－太平洋
戦争

帝都来襲のＢ29、時限爆弾を使用〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-64
新聞－太平洋
戦争

敵機の落した怪しい物に手を触れてはならぬ〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-65
新聞－太平洋
戦争

敵機の新戦法、時限爆弾を投下〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-66
新聞－太平洋
戦争

敵機の投下物必ず届出よ「三月三日内務司令」〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-67
新聞－太平洋
戦争

つくりませう座ぶとん兜〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-68
新聞－太平洋
戦争

灯火管制厳重に判断と待避ぬかりなく〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-69
新聞－太平洋
戦争

横穴防空壕急設〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-70
新聞－太平洋
戦争

宮城を拝して敵撃滅を誓う戦災者たち〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-71
新聞－太平洋
戦争

警報時不在家屋の処置〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-72
新聞－太平洋
戦争

防護監視員の胸章〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-73
新聞－太平洋
戦争

自らも判断しよう敵機の到着時間〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-74
新聞－太平洋
戦争

おぼえませり空襲情報用語〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-75
新聞－太平洋
戦争

帝都上空に侵入した敵編隊〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-76
新聞－太平洋
戦争

帝都盲爆、敵機より落下する焼夷弾〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-77
新聞－太平洋
戦争

敵の本土爆撃の狙ひは廿四時間爆撃〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-78
新聞－太平洋
戦争

墜落するＢ29名古屋上空にて〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-79
新聞－太平洋
戦争

新鋭戦闘機“飛燕”〔切抜〕 下巻-P326

K-2-61-316-80
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29の新戦法爆音を消して突然他方向から投弾 下巻-P326

K-2-61-316-81
新聞－太平洋
戦争

神明に謝し奉る道、徳富蘇峰翁の絶叫〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-82
新聞－太平洋
戦争

空襲と医学〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-83
新聞－太平洋
戦争

川遊びの子供にＰ51の機銃掃射〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-84
新聞－太平洋
戦争

夜空に落下する焼夷弾〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-85
新聞－太平洋
戦争

米機“東京空襲”の真相発表〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-86
新聞－太平洋
戦争

敵米の文化破壊例〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-87
新聞－太平洋
戦争

米陸軍第八爆撃隊司令官ドウリットルの揚言〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-88
新聞－太平洋
戦争

猫にも山羊にも狂犬病がある〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-89
新聞－太平洋
戦争

帝都にＢ29七十機、数ケ所に被害〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-90
新聞－太平洋
戦争

明治神宮へ千百八十発の焼夷弾投下〔書抜〕 下巻-P327
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K-2-61-316-91
新聞－太平洋
戦争

津市の空襲戦訓〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-92
新聞－太平洋
戦争

敵襲に備え対策〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-93
新聞－太平洋
戦争

包囲火災の戦法〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-94
新聞－太平洋
戦争

「フィンランド」の宣教師はいふ〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-95
新聞－太平洋
戦争

十五日総攻撃の火蓋、手持現金は残らず応召を〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-96
新聞－太平洋
戦争

小祿、島尻に戦線整理〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-97
新聞－太平洋
戦争

警報地域、十五日より変更岐阜県は南北に〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-98
新聞－太平洋
戦争

必勝の心構へ、遠藤中将放送〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-99
新聞－太平洋
戦争

新型爆弾〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-100
新聞－太平洋
戦争

Ｂ29来襲関係〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-101
新聞－太平洋
戦争

原子爆弾〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-316-102
新聞－太平洋
戦争

敵機来襲爆撃〔書抜〕 下巻-P327

K-2-61-317
新聞－太平洋
戦争

「敗戦史體当り戦法」 下巻-P327

K-2-61-317-1
新聞－太平洋
戦争

神風特別攻撃隊（大和隊・山桜隊）〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-2
新聞－太平洋
戦争

聖武隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-3
新聞－太平洋
戦争

有馬海軍航空戦隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-4
新聞－太平洋
戦争

薫隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-5
新聞－太平洋
戦争

金剛隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-6
新聞－太平洋
戦争

菊水隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-7
新聞－太平洋
戦争

八紘隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-8
新聞－太平洋
戦争

萬朶飛行隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-9
新聞－太平洋
戦争

靖国隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-10
新聞－太平洋
戦争

敷島隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-317-11
新聞－太平洋
戦争

富嶽飛行隊〔切抜〕 下巻-P327

K-2-61-318
新聞－太平洋
戦争

「米軍進駐」 下巻-P328

K-2-61-318-1
新聞－太平洋
戦争

連合軍艦隊横須賀に入港〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-2
新聞－太平洋
戦争

マッカーサー元帥上陸〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-3
新聞－太平洋
戦争

米兵、八月二十六日より逐次東京湾周辺に到着〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-4
新聞－太平洋
戦争

南九州鹿屋に米軍進駐の予定〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-5
新聞－太平洋
戦争

米、横浜、館山に上陸〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-6
新聞－太平洋
戦争

米国北太平洋艦隊、大湊軍港（青森県）に進駐〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-7
新聞－太平洋
戦争

連合軍総司令部及空軍司令部東京に進駐〔書抜〕 下巻-P328
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K-2-61-318-8
新聞－太平洋
戦争

米国の日本管理政策〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-9
新聞－太平洋
戦争

米沿岸警備隊は大島を占領〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-10
新聞－太平洋
戦争

米軍新潟県に進駐〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-11
新聞－太平洋
戦争

米、陸軍一万五千名余進駐〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-12
新聞－太平洋
戦争

米軍進駐の東京湾周辺地図 下巻-P328

K-2-61-318-13
新聞－太平洋
戦争

東京で進駐将校の結婚式〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-14
新聞－太平洋
戦争

英軍の日本進駐〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-15
新聞－太平洋
戦争

日本占領米軍の現在兵数〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-16
新聞－太平洋
戦争

米、ウエンライト大将放送〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-17
新聞－太平洋
戦争

中国軍の進駐、名古屋中心に〔切抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-18
新聞－太平洋
戦争

マッカーサー元帥声明〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-318-19
新聞－太平洋
戦争

マッカーサー司令部公報〔書抜〕 下巻-P328

K-2-61-319
新聞－太平洋
戦争

戦争終結の詔書〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320
新聞－太平洋
戦争

「終戦当時の新聞」 下巻-P328

K-2-61-320-1
新聞－太平洋
戦争

連合軍先遣隊、厚木へ進駐〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-2
新聞－太平洋
戦争

東久邇首相宮殿下記者団と初会見〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-3
新聞－太平洋
戦争

連合軍の方針決る、日本政府と協力管理政策を樹立 下巻-P328

K-2-61-320-4
新聞－太平洋
戦争

政府、十二月議会を解散、一月下旬に総選挙を予定 下巻-P328

K-2-61-320-5
新聞－太平洋
戦争

ポツダム宣言など軍事敵条項の受託〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-6
新聞－太平洋
戦争

降伏協定調印式完了〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-7
新聞－太平洋
戦争

第八十八臨時議会開院式今日挙行〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-8
新聞－太平洋
戦争

天皇陛下開院式に親臨勅語を賜る〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-9
新聞－太平洋
戦争

首相宮文化国家再建への施政演説〔岐阜合同新聞〕 下巻-P328

K-2-61-320-10
新聞－太平洋
戦争

首相宮両院議会に挨拶、公明正大な政治を 下巻-P329

K-2-61-320-11
新聞－太平洋
戦争

戦災復興審議会内閣に設置〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329

K-2-61-320-12
新聞－太平洋
戦争

青年学校に告ぐ、前田文相ラジオ放送〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329

K-2-61-320-13
新聞－太平洋
戦争

戦災地方団体の財政措置〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329

K-2-61-320-14
新聞－太平洋
戦争

選挙人名簿調整に緊急勅令で特別措置〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329

K-2-61-320-15
新聞－太平洋
戦争

米の対日与論峻烈〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329

K-2-61-320-16
新聞－太平洋
戦争

マッカーサー司令部言論統制の方針明示 下巻-P329

K-2-61-320-17
新聞－太平洋
戦争

供出制度に関し、千石農相放送〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329

K-2-61-320-18
新聞－太平洋
戦争

吉田外相親任式挙行〔岐阜合同新聞〕 下巻-P329
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K-2-61-321
新聞－太平洋
戦争

「天皇制、民主主義」 下巻-P329

K-2-61-321-1
新聞－太平洋
戦争

天皇制に関する世界の声〔朝日新聞切抜〕 下巻-P329

K-2-61-321-2
新聞－太平洋
戦争

民主主義とは？〔朝日新聞切抜〕 下巻-P329

K-2-61-321-3
新聞－太平洋
戦争

天皇制、佐野学氏論〔毎日新聞〕 下巻-P329

K-2-61-322
新聞－太平洋
戦争

日本軍閥の太平洋戦争史、神道の国家保護禁止 下巻-P329

K-2-61-323
新聞－太平洋
戦争

「理事会創設聯合軍司令」 下巻-P329

K-2-61-323-1
新聞－太平洋
戦争

日本管理理事会創設〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P329

K-2-61-323-2
新聞－太平洋
戦争

昭和廿年の聯合軍の司令〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324
新聞－太平洋
戦争

「食糧問題戦争中・戦争後」 下巻-P329

K-2-61-324-1
新聞－太平洋
戦争

“米よこせ”宮内省へ大衆のデモ〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-2
新聞－太平洋
戦争

食糧メーデー飯米獲得人民大会〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-3
新聞－太平洋
戦争

二十二年産米の実収高、五千八百七十万石〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-4
新聞－太平洋
戦争

新農林大臣和田博雄氏〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-5
新聞－太平洋
戦争

遅缺配は・々深刻、救国米輸送僅か三分の二〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-6
新聞－太平洋
戦争

人口問題の解決　座談会〔毎日新聞〕 下巻-P329

K-2-61-324-7
新聞－太平洋
戦争

代用醤油の良否見分け方〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-8
新聞－太平洋
戦争

供米完遂に協力しよう〔教材ニュース〕 下巻-P329

K-2-61-324-9
新聞－太平洋
戦争

味・や醤油のカビ止めにカラシ〔切抜〕 下巻-P329

K-2-61-324-10
新聞－太平洋
戦争

ラバウルから復員した人がいふ“何でも喰える” 下巻-P329

K-2-61-324-11
新聞－太平洋
戦争

赤石山岳資源調査第一報〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-12
新聞－太平洋
戦争

大きな食糧資源海藻の採取〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-13
新聞－太平洋
戦争

本年度の米収穫予想高、六千百万石は確実〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-14
新聞－太平洋
戦争

生産県に危機県への救助米輸送を命令〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-15
新聞－太平洋
戦争

稲、五十年来の出来〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-16
新聞－太平洋
戦争

遅配解消に百万石、生産県から急速に搬出〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-17
新聞－太平洋
戦争

農林省調査新米収かく予想、全般的に豊作型〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-18
新聞－太平洋
戦争

すばらしいビルマのもみ種一穂に日本米の三倍半の収量 下巻-P330

K-2-61-324-19
新聞－太平洋
戦争

連合軍への見返り物資として尼崎市の薬品〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-20
新聞－太平洋
戦争

救国米移出僅かに五割〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-21
新聞－太平洋
戦争

食糧需給対策、ワラや鋸屑も粉食〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-22
新聞－太平洋
戦争

見返り物資近江扇子〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-23
新聞－太平洋
戦争

菊いもから果糖がとれる〔切抜〕 下巻-P330



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-324-24
新聞－太平洋
戦争

質より量、パンの食べ方を研究〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-25
新聞－太平洋
戦争

パン一個三十匁、県パン統制組合〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-26
新聞－太平洋
戦争

日本の食糧事情を視察するフーヴァー氏〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-27
新聞－太平洋
戦争

飛騨で葛の大量採取〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-28
新聞－太平洋
戦争

米収穫高予想〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-29
新聞－太平洋
戦争

米の問題〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-30
新聞－太平洋
戦争

今年度南瓜の増産目標〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-31
新聞－太平洋
戦争

代用食は世界的アメリカでトルーマンパン奨励〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-32
新聞－太平洋
戦争

昭和二十三年の米の収穫高〔切抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-33
新聞－太平洋
戦争

感心なトルーマン大統領〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-34
新聞－太平洋
戦争

供出米の成績〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-35
新聞－太平洋
戦争

米国、自国の食糧を節約して世界の飢饉を救ふ〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-36
新聞－太平洋
戦争

食糧危機全国的に蔓延の兆〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-37
新聞－太平洋
戦争

主食維持日数五月初旬〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-38
新聞－太平洋
戦争

温泉利用の食糧増産〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-324-39
新聞－太平洋
戦争

七月からの総合配給岐阜県食糧課発表〔書抜〕 下巻-P330

K-2-61-325
新聞－太平洋
戦争

テニアン島玉碎の真相〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P330

K-2-61-326
新聞－太平洋
戦争

グァム島守備隊の最後〔中部日本新聞〕 下巻-P330

K-2-61-327
新聞－戦争関
係の社説及び

戦争年表及び朝日新聞目次に見る日本の歩み 下巻-P331

K-2-61-328-1
新聞－戦争関
係の社説及び

大東亜戦争（第一号）〔切抜綴〕 下巻-P331

K-2-61-328-2
新聞－戦争関
係の社説及び

大東亜戦争（第二号）〔切抜綴〕 下巻-P331

K-2-61-328-3
新聞－戦争関
係の社説及び

大東亜戦争（第三号）〔切抜綴〕 下巻-P331

K-2-61-328-4
新聞－戦争関
係の社説及び

大東亜戦争（第四号）〔切抜綴〕 下巻-P331

K-2-61-328-5
新聞－戦争関
係の社説及び

大東亜戦争（第五号）〔切抜綴〕 下巻-P331

K-2-61-328-6
新聞－戦争関
係の社説及び

大東亜戦争（第六号）〔切抜綴〕 下巻-P331

K-2-61-329-1
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）十七 下巻-P331

K-2-61-329-2
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）十八 下巻-P331

K-2-61-329-3
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）十九 下巻-P331

K-2-61-329-4
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）二十 下巻-P331

K-2-61-329-5
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）二十一 下巻-P331

K-2-61-329-6
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）二十二 下巻-P331

K-2-61-329-7
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）二十四 下巻-P331



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-329-8
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞（抄）二十五 下巻-P331

K-2-61-330-1
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（1） 下巻-P331

K-2-61-330-2
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（2） 下巻-P331

K-2-61-330-3
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（3） 下巻-P331

K-2-61-330-4
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（4） 下巻-P331

K-2-61-330-5
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（5） 下巻-P331

K-2-61-330-6
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（6） 下巻-P331

K-2-61-330-7
新聞－戦争関
係の社説及び

新聞社説の研究（7） 下巻-P331

K-2-61-331
新聞－戦争関
係の社説及び

欧州戦争、新聞保存目録 下巻-P331

K-2-61-332
新聞－戦争関
係の社説及び

敗戦問答 下巻-P332

K-2-61-333-1
新聞－戦争関
係の社説及び

ガダルカナル島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-2
新聞－戦争関
係の社説及び

パラオ諸島（一部）（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-3
新聞－戦争関
係の社説及び

ニューブリテン島付近（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-4
新聞－戦争関
係の社説及び

西ヨーロッパ諸国（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-5
新聞－戦争関
係の社説及び

父島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-6
新聞－戦争関
係の社説及び

トラック島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-7
新聞－戦争関
係の社説及び

ルソン島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-8
新聞－戦争関
係の社説及び

マーシャル群島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-9
新聞－戦争関
係の社説及び

伊豆七島、小笠原諸島付近（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-10
新聞－戦争関
係の社説及び

満州（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-11
新聞－戦争関
係の社説及び

サイパン島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-12
新聞－戦争関
係の社説及び

テニヤン島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-13
新聞－戦争関
係の社説及び

モルッカ諸島中のモロタイ島位置指示図 下巻-P332

K-2-61-333-14
新聞－戦争関
係の社説及び

内南洋の進攻線（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-15
新聞－戦争関
係の社説及び

濠北諸島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-16
新聞－戦争関
係の社説及び

ソロモン諸島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-17
新聞－戦争関
係の社説及び

アリューシャン列島付近（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-18
新聞－戦争関
係の社説及び

印度洋海域、カーニコバル島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-19
新聞－戦争関
係の社説及び

トランスヨルダニヤ国位置指示図（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-20
新聞－戦争関
係の社説及び

カナダ主要都市（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-21
新聞－戦争関
係の社説及び

インド印回分割図（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-22
新聞－戦争関
係の社説及び

青森県（地図） 下巻-P332
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-333-23
新聞－戦争関
係の社説及び

日米決戦場位置図、ソロモン群島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-24
新聞－戦争関
係の社説及び

インドシナ半島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-25
新聞－戦争関
係の社説及び

タラワ島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-26
新聞－戦争関
係の社説及び

マレー半島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-27
新聞－戦争関
係の社説及び

漫画世界地図の内アフリカ（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-28
新聞－戦争関
係の社説及び

漫画インドネシア連邦共和国（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-29
新聞－戦争関
係の社説及び

インド分割図（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-30
新聞－戦争関
係の社説及び

宮古島、沖縄島位置指示図（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-31
新聞－戦争関
係の社説及び

ヤルタ位置指示図（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-32
新聞－戦争関
係の社説及び

サイパン島、テニヤン島、大宮島付近（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-33
新聞－戦争関
係の社説及び

ブーゲンビル島略図（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-34
新聞－戦争関
係の社説及び

サイパン島、テニヤン島（地図） 下巻-P332

K-2-61-333-35
新聞－戦争関
係の社説及び

騰越、拉孟位置指示図（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-36
新聞－戦争関
係の社説及び

バダアン半島（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-37
新聞－戦争関
係の社説及び

香港島、九龍半島（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-38
新聞－戦争関
係の社説及び

西ヨーロッパ、イギリス、フランス（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-39
新聞－戦争関
係の社説及び

大宮島（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-40
新聞－戦争関
係の社説及び

イタリア半島（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-41
新聞－戦争関
係の社説及び

硫黄島付近（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-42
新聞－戦争関
係の社説及び

ベスビアス火山（伊太利）（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-43
新聞－戦争関
係の社説及び

ソビエト連邦、ウクライナ共和国及び白ロシア共和国 下巻-P333

K-2-61-333-44
新聞－戦争関
係の社説及び

ハワイ真珠湾付近（地図） 下巻-P333

K-2-61-333-45
新聞－戦争関
係の社説及び

太平洋地域 下巻-P333

K-2-61-333-46
新聞－戦争関
係の社説及び

南太平洋地域 下巻-P333

K-2-61-334
新聞－戦後の
世界情勢

皇后陛下の御歌〔切抜〕 下巻-P333

K-2-61-335
新聞－戦後の
世界情勢

ありし日の我が二巨艦〔切抜〕 下巻-P333

K-2-61-336
新聞－戦後の
世界情勢

東久邇宮殿下に大命降下〔岐阜合同新聞〕 下巻-P333

K-2-61-337
新聞－戦後の
世界情勢

日本軍閥の太平洋戦争史〔毎日新聞〕 下巻-P333

K-2-61-338
新聞－戦後の
世界情勢

本社与論調査、現内閣を支持しますか〔朝日新聞〕 下巻-P333

K-2-61-339
新聞－戦後の
世界情勢

悪性インフレの危機性現実化す〔切抜〕 下巻-P333

K-2-61-340
新聞－戦後の
世界情勢

吉田首相施政演説〔切抜〕 下巻-P333

K-2-61-341
新聞－戦後の
世界情勢

空輸着陸の神奈川県厚木の位置〔書抜〕 下巻-P333
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K-2-61-342
新聞－戦後の
世界情勢

科学知識・科学手帖〔書抜〕 下巻-P333

K-2-61-343
新聞－戦後の
世界情勢

日本陸海空軍部隊の降伏すべき区分〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-344
新聞－戦後の
世界情勢

東洋第一の大空港羽田に新春完成〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-345
新聞－戦後の
世界情勢

一億総懺悔こそ日本再建、国内結束の第一である 下巻-P334

K-2-61-346
新聞－戦後の
世界情勢

大東亜戦争終結の詔書〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-347
新聞－戦後の
世界情勢

終戦理由、我戦力急速に低下〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-348
新聞－戦後の
世界情勢

チャンドラボース氏飛行事故で急逝〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-349
新聞－戦後の
世界情勢

日本の人口・岐阜市の人口〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-350
新聞－戦後の
世界情勢

前田多門、文部大臣に任〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-351
新聞－戦後の
世界情勢

台湾を台湾省とする〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-352
新聞－戦後の
世界情勢

ソ連我に宣戦を布告す〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-353
新聞－戦後の
世界情勢

ポツダム宣言による日本の領土〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-354
新聞－戦後の
世界情勢

大西瀧次郎中将自刃〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-355
新聞－戦後の
世界情勢

阿南陸軍大臣自刃〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-356
新聞－戦後の
世界情勢

マッカーサー元帥司令部より要求〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-357
新聞－戦後の
世界情勢

日本軍二十六万濠洲軍に降伏〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-358
新聞－戦後の
世界情勢

千島と南カラフト〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-359
新聞－戦後の
世界情勢

河辺中将〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-360
新聞－戦後の
世界情勢

七月十七日三頭会議始まる〔書抜〕 下巻-P334

K-2-61-361
新聞－戦後の
世界情勢

米国の直接戦費〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-362
新聞－戦後の
世界情勢

九月二日降伏調印一周年〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-363
新聞－戦後の
世界情勢

退職する警察特高隊員〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-364
新聞－戦後の
世界情勢

艦艇を造る費用どれだけかかったか〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-365
新聞－戦後の
世界情勢

追放令に触れる範囲〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-366
新聞－戦後の
世界情勢

飛行場が塩田に〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-367
新聞－戦後の
世界情勢

米・英・・の共同宣言〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-368
新聞－戦後の
世界情勢

日本軍艦三国へ分配〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-369
新聞－戦後の
世界情勢

八月十七日東久邇久内閣成立す〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-370
新聞－戦後の
世界情勢

米兵第一次進駐部隊〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-371
新聞－戦後の
世界情勢

マニラで停戦協定会議開催〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-372
新聞－戦後の
世界情勢

ペルリ提督記念碑再建〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-373
新聞－戦後の
世界情勢

日本商船の喪失〔書抜〕 下巻-P335
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K-2-61-374
新聞－戦後の
世界情勢

御前会議〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-375
新聞－戦後の
世界情勢

スターリンの演説〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-376
新聞－戦後の
世界情勢

停戦協定調印〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-377
新聞－戦後の
世界情勢

民間所有の刀剣類は警察署へ〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-378
新聞－戦後の
世界情勢

降伏協定調印式完了〔書抜〕 下巻-P335

K-2-61-379
新聞－戦後の
世界情勢

バー・モウ博士捕へらる〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-380
新聞－戦後の
世界情勢

終戦前後の日ソ関係〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-381
新聞－戦後の
世界情勢

九月十二日杉山元帥自決〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-382
新聞－戦後の
世界情勢

秋山門造中将の英霊郷里に凱旋〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-383
新聞－戦後の
世界情勢

中間賠償取立中止の意義〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-384
新聞－戦後の
世界情勢

軍需・農商・大東亜省廃止、商工・農林省復活 下巻-P336

K-2-61-385
新聞－戦後の
世界情勢

日本陸海軍戦死者数〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-386
新聞－戦後の
世界情勢

全日本宗教平和会議〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-387
新聞－戦後の
世界情勢

昭和二十年度国民貯蓄六百億円〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-388
新聞－戦後の
世界情勢

終戦時の海軍兵力〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-389
新聞－戦後の
世界情勢

お札の発行高千五百億円を突破〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-390
新聞－戦後の
世界情勢

敵国降伏の名鐘、南宮神社へ返る〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-391
新聞－戦後の
世界情勢

伊勢の外宮修理成る〔切抜〕 下巻-P336

K-2-61-392
新聞－戦後の
世界情勢

満州より最初の引揚船〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-393
新聞－戦後の
世界情勢

復員兵の数〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-394
新聞－戦後の
世界情勢

中国よりの帰還者数〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-395
新聞－戦後の
世界情勢

大陸よりの引揚邦人〔書抜〕 下巻-P336

K-2-61-396
新聞－戦後の
世界情勢

ミレ島の皇軍守備隊かえる〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-397
新聞－戦後の
世界情勢

沖縄島よりの本格的引揚〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-398
新聞－戦後の
世界情勢

ハルマヘラ島よりの引揚〔書抜〕 下巻-P337

K-2-61-399
新聞－戦後の
世界情勢

気の毒な復員軍人〔書抜〕 下巻-P337

K-2-61-400
新聞－戦後の
世界情勢

北鮮に於ける邦人の近況〔書抜〕 下巻-P337

K-2-61-401
新聞－戦後の
世界情勢

中国よりの帰還者数〔書抜〕 下巻-P337

K-2-61-402
新聞－戦後の
世界情勢

外地からの復員状況〔書抜〕 下巻-P337

K-2-61-403
新聞－戦後の
世界情勢

陸軍部隊の復員〔書抜〕 下巻-P337

K-2-61-404
新聞－戦後の
世界情勢

「東西関係〈主に米ソ関係〉」 下巻-P337

K-2-61-404-1
新聞－戦後の
世界情勢

共産系政権を攻撃、トルーマン大統領声明〔切抜〕 下巻-P337



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-404-2
新聞－戦後の
世界情勢

社説東欧の事態について〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-404-3
新聞－戦後の
世界情勢

米・対ソ強硬決意、軍備急速に拡充〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P337

K-2-61-404-4
新聞－戦後の
世界情勢

他国へ連れて行かれた北ギリシアの子ども、ここにもの 下巻-P337

K-2-61-404-5
新聞－戦後の
世界情勢

強まる米の近中東政策〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-404-6
新聞－戦後の
世界情勢

米陸軍航空当局発表「アラスカ」及び「アンカレッヂ」 下巻-P337

K-2-61-404-7
新聞－戦後の
世界情勢

米政府ハンガリーの政変問題についてソ連に対し強硬な 下巻-P337

K-2-61-404-8
新聞－戦後の
世界情勢

評時、ソ連平和攻勢の真意－加藤俊一－〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-404-9
新聞－戦後の
世界情勢

歴史を創める家、ホワイトハウス・クレムリン宮 下巻-P337

K-2-61-404-10
新聞－戦後の
世界情勢

嵐の前のバルカン〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-404-11
新聞－戦後の
世界情勢

ソ連の極東攻勢〔切抜〕 下巻-P337

K-2-61-405
新聞－戦後の
世界情勢

世界各国の動き〔小学生新聞切抜〕 下巻-P337

K-2-61-406
新聞－戦後の
世界情勢

ドイツをめぐるソ連の動き〔中部日本新聞〕 下巻-P337

K-2-61-407
新聞－戦後の
世界情勢

中国問題」 下巻-P338

K-2-61-407-1
新聞－戦後の
世界情勢

十月二十六日情状、中国政府軍は全満州から撤兵 下巻-P338

K-2-61-407-2
新聞－戦後の
世界情勢

中共軍、瀋陽を占領〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-3
新聞－戦後の
世界情勢

攻勢に出た中国共産軍、都市共産化ねらう〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-4
新聞－戦後の
世界情勢

中共軍大攻勢、北方より二十万〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-5
新聞－戦後の
世界情勢

中共軍の南京侵入近日に迫る〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-6
新聞－戦後の
世界情勢

中共陣営内の諸将領〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-7
新聞－戦後の
世界情勢

中共軍強勢、徐州ついに陥落〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-8
新聞－戦後の
世界情勢

中共軍北平に無血入城〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-9
新聞－戦後の
世界情勢

世界の十大事件・中国の内戦〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-10
新聞－戦後の
世界情勢

世界の十大事件・宋美齢夫人渡米〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-11
新聞－戦後の
世界情勢

中国の形勢、中国内戦のゆくえ〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-12
新聞－戦後の
世界情勢

中国はどうなる、外人記者対談〔中部日本新聞〕 下巻-P338

K-2-61-407-13
新聞－戦後の
世界情勢

中国政府軍に不利な満州新形勢〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-407-14
新聞－戦後の
世界情勢

十一月二日頃の状勢、中共軍徐州包囲を準備〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408
新聞－戦後の
世界情勢

「中国の問題」 下巻-P338

K-2-61-408-1
新聞－戦後の
世界情勢

戦略的に見た東亜情勢〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-2
新聞－戦後の
世界情勢

中共軍、天津市内に突入〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-3
新聞－戦後の
世界情勢

変ぼうする首都南京、政府機関の大半引揚〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-4
新聞－戦後の
世界情勢

中国政府停戦に決定〔切抜〕 下巻-P338



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-408-5
新聞－戦後の
世界情勢

・介石ついに下野〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-6
新聞－戦後の
世界情勢

変ぼうする中国情勢〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-7
新聞－戦後の
世界情勢

北平で和平会談開始される〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-8
新聞－戦後の
世界情勢

軍隊の引渡し要求、中共最後通告手交か〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-9
新聞－戦後の
世界情勢

中共、政府へ最後通告〔中部日本新聞〕 下巻-P338

K-2-61-408-10
新聞－戦後の
世界情勢

中国政府、中共の要求を拒否〔中部日本新聞〕 下巻-P338

K-2-61-408-11
新聞－戦後の
世界情勢

中国政府、全面降伏を拒否〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-12
新聞－戦後の
世界情勢

中国の内戦、再び爆発〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-13
新聞－戦後の
世界情勢

南京、包囲下に陥る中共軍一部五キロへ進撃 下巻-P338

K-2-61-408-14
新聞－戦後の
世界情勢

上海を無血占領か中共・西方十五キロに迫る 下巻-P338

K-2-61-408-15
新聞－戦後の
世界情勢

中国の戦乱と米の観測〔切抜〕 下巻-P338

K-2-61-408-16
新聞－戦後の
世界情勢

上海ついに陥落す、中共軍市政府を接収〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-17
新聞－戦後の
世界情勢

アジアの赤化、米はどうなる〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-18
新聞－戦後の
世界情勢

竹のカーテン下の上海、新旧支配の交替順調 下巻-P339

K-2-61-408-19
新聞－戦後の
世界情勢

中国人民政府成立、主席に毛沢東氏〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-20
新聞－戦後の
世界情勢

社説、中共政権承認をめぐる問題〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-21
新聞－戦後の
世界情勢

關頭に立つ国府軍〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-22
新聞－戦後の
世界情勢

中共、ビルマへ侵入佛軍、トンキンを撤退〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-23
新聞－戦後の
世界情勢

今年の世界「冷たい戦争」の雲晴れず〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-24
新聞－戦後の
世界情勢

中共の進出とビルマの表情〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-25
新聞－戦後の
世界情勢

社説中共の政策転換〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-408-26
新聞－戦後の
世界情勢

中華民国及び台湾省〔書抜〕 下巻-P339

K-2-61-409
新聞－戦後の
世界情勢

二つの世界に強い布告、前進する「北大西洋同盟」 下巻-P339

K-2-61-410
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋同盟条約はどうしてできたか〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-411
新聞－戦後の
世界情勢

「北大西洋条約調印式」 下巻-P339

K-2-61-411-1
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋条約草案成る〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-411-2
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋条約全文発表〔中部日本新聞〕 下巻-P339

K-2-61-411-3
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋条約の調印終る〔中部日本新聞〕 下巻-P339

K-2-61-411-4
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋条約調印式は四月四日〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-411-5
新聞－戦後の
世界情勢

社説北大西洋条約の成立〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-411-6
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋同盟条約の調印式〔切抜〕 下巻-P339

K-2-61-411-7
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋条約の研究〔書抜〕 下巻-P339



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-411-8
新聞－戦後の
世界情勢

モロトフ・プラン〔書抜〕 下巻-P339

K-2-61-412
新聞－戦後の
世界情勢

・総統、台湾から広東にくる予定〔書抜〕 下巻-P339

K-2-61-413
新聞－戦後の
世界情勢

「米の対華白書発表」 下巻-P339

K-2-61-413-1
新聞－戦後の
世界情勢

米対華政策白書を発表〔朝日新聞〕 下巻-P339

K-2-61-413-2
新聞－戦後の
世界情勢

米政府「対華白書」を発表〔読売新聞〕 下巻-P339

K-2-61-413-3
新聞－戦後の
世界情勢

米の対華政策五原則、アチソン長官明示〔岐阜タイムス〕 下巻-P339

K-2-61-414
新聞－戦後の
世界情勢

ユーゴ問題」 下巻-P340

K-2-61-414-1
新聞－戦後の
世界情勢

ユーゴ問題の示唆するもの〔切抜〕 下巻-P340

K-2-61-414-2
新聞－戦後の
世界情勢

噴火山上のユーゴ〔濃飛新聞〕 下巻-P340

K-2-61-414-3
新聞－戦後の
世界情勢

ユーゴへ借款米国務省二千万ドル準備〔中部日本新聞〕 下巻-P340

K-2-61-414-4
新聞－戦後の
世界情勢

ユーゴ対ソ協定破棄〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P340

K-2-61-414-5
新聞－戦後の
世界情勢

仲の悪くなったユーゴとソ連〔毎日小学生新聞〕 下巻-P340

K-2-61-414-6
新聞－戦後の
世界情勢

ユーゴ国ソ連と離れる〔切抜〕 下巻-P340

K-2-61-414-7
新聞－戦後の
世界情勢

ユーゴはどうなるか「鉄のカーテン」内のいざこざ 下巻-P340

K-2-61-415
新聞－戦後の
世界情勢

「中華人民共和国成立」 下巻-P340

K-2-61-415-1
新聞－戦後の
世界情勢

新中国成立の波紋〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P340

K-2-61-415-2
新聞－戦後の
世界情勢

中国にすさぶ革命の嵐〔毎日小学生新聞〕 下巻-P340

K-2-61-415-3
新聞－戦後の
世界情勢

首都「北京」に決定国旗は紅地に星五つ〔切抜〕 下巻-P340

K-2-61-416
新聞－戦後の
世界情勢

「講和問題の論議」 下巻-P340

K-2-61-416-1
新聞－戦後の
世界情勢

米講和条約草案ほゞ完成〔中部日本新聞〕 下巻-P340

K-2-61-416-2
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和米国の条約草案〔読売新聞〕 下巻-P340

K-2-61-416-3
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和問題の焦点（上）〔毎日新聞〕 下巻-P340

K-2-61-416-4
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和問題の焦点（中）〔毎日新聞〕 下巻-P340

K-2-61-416-5
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和問題の焦点（下）〔毎日新聞〕 下巻-P340

K-2-61-416-6
新聞－戦後の
世界情勢

講和をかく待望する本社座談会（上） 下巻-P340

K-2-61-416-7
新聞－戦後の
世界情勢

講和をかく待望する本社座談会（中） 下巻-P340

K-2-61-416-8
新聞－戦後の
世界情勢

講和をかく待望する本社座談会（下） 下巻-P340

K-2-61-417
新聞－戦後の
世界情勢

「日英通商協定調印」 下巻-P340

K-2-61-417-1
新聞－戦後の
世界情勢

「日英通商協定調印」調印〔中部日本新聞〕 下巻-P340

K-2-61-417-2
新聞－戦後の
世界情勢

日英通商協定スターリング地域〔切抜〕 下巻-P340

K-2-61-418
新聞－戦後の
世界情勢

「日本防衛に日米同盟」 下巻-P340

K-2-61-418-1
新聞－戦後の
世界情勢

日本防衛に日米同盟〔中部日本新聞〕 下巻-P340



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-418-2
新聞－戦後の
世界情勢

米軍首脳、一日に日本到着〔中部日本新聞〕 下巻-P340

K-2-61-419
新聞－戦後の
世界情勢

「戦後中ソ関係」 下巻-P340

K-2-61-419-1
新聞－戦後の
世界情勢

毛中共主席モスクワを訪問、中ソの友好を強調 下巻-P340

K-2-61-419-2
新聞－戦後の
世界情勢

社説毛主席訪ソと今後〔切抜〕 下巻-P340

K-2-61-419-3
新聞－戦後の
世界情勢

毛主席モスクワへ、中共元首初の国際的動き〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-419-4
新聞－戦後の
世界情勢

中ソ「モスクワ会談」の内幕〔朝日新聞切抜〕 下巻-P341

K-2-61-419-5
新聞－戦後の
世界情勢

中ソ合作の実体と方向、チトー化の気配なし〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-419-6
新聞－戦後の
世界情勢

中ソ友好同盟条約〔書抜〕 下巻-P341

K-2-61-420
新聞－戦後の
世界情勢

「戦後独立及び建国関係」 下巻-P341

K-2-61-420-1
新聞－戦後の
世界情勢

内蒙古第二自治共和国樹立〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-2
新聞－戦後の
世界情勢

ユダヤ臨時政府、イスラエル共和国建国宣言〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-3
新聞－戦後の
世界情勢

大韓民国独立式典挙行〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-4
新聞－戦後の
世界情勢

大韓民国きのう独立〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-5
新聞－戦後の
世界情勢

南北統一を要請、国連朝鮮委、北鮮へ呼かけ〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-6
新聞－戦後の
世界情勢

聖都エルサレム、国連総会で永久的国際都市に決定 下巻-P341

K-2-61-420-7
新聞－戦後の
世界情勢

エルサレムを首都にするとイスラエル宣言〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-8
新聞－戦後の
世界情勢

イスラエル爆弾宣言、キリストの聖地を首都に〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-9
新聞－戦後の
世界情勢

インドネシア連邦共和国きょう誕生〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-10
新聞－戦後の
世界情勢

インドネシア、連邦共和国にきのうから独立〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-11
新聞－戦後の
世界情勢

蘭印独立明年一月に〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-12
新聞－戦後の
世界情勢

きょうビルマ独立、沸き立つラングーン市民〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-13
新聞－戦後の
世界情勢

米・英、インドシナの三国を承認〔書抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-14
新聞－戦後の
世界情勢

米・英、バオダイ政権承認社説二つのヴェトナム 下巻-P341

K-2-61-420-15
新聞－戦後の
世界情勢

イタリア王制廃止、国民投票は共和制の勝利〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-16
新聞－戦後の
世界情勢

南鮮の日本名廃止〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-17
新聞－戦後の
世界情勢

ルーマニア・トランシルバニヤを併合〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-18
新聞－戦後の
世界情勢

北鮮に人民政府樹立〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-19
新聞－戦後の
世界情勢

印度の土侯領〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-20
新聞－戦後の
世界情勢

東西両陣営の外交作戦はアジアで火花散らす〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-21
新聞－戦後の
世界情勢

朝鮮臨時政府、独立を確保したいと発表〔書抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-22
新聞－戦後の
世界情勢

新しき歴史へ首途する朝鮮〔書抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-23
新聞－戦後の
世界情勢

ソ連占領下の北鮮〔書抜〕 下巻-P341



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-420-24
新聞－戦後の
世界情勢

イスラエル共和国初代大統領はワイスマン博士〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-420-25
新聞－戦後の
世界情勢

中米二国合邦、グァテマラとサルヴァドル〔切抜〕 下巻-P341

K-2-61-421
新聞－戦後の
世界情勢

米非常事態宣言」 下巻-P342

K-2-61-421-1
新聞－戦後の
世界情勢

米非常事態を宣言〔朝日新聞〕 下巻-P342

K-2-61-421-2
新聞－戦後の
世界情勢

米非常事態を宣言〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-422
新聞－戦後の
世界情勢

「マッカーサー元帥解任」 下巻-P342

K-2-61-422-1
新聞－戦後の
世界情勢

米空軍の北鮮軍に対する爆撃成功〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-422-2
新聞－戦後の
世界情勢

マッカーサー元帥最前線を視察〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-422-3
新聞－戦後の
世界情勢

米空軍38度線以北へも行動〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-422-4
新聞－戦後の
世界情勢

条件付きで戦闘終結、今週中に米大統領声明 下巻-P342

K-2-61-422-5
新聞－戦後の
世界情勢

マッカーサー元帥解任〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-422-6
新聞－戦後の
世界情勢

リッジウェイ総司令官着任〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-422-7
新聞－戦後の
世界情勢

マッカーサー元帥けさ帰国〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423
新聞－戦後の
世界情勢

「講和条約歴史的調印」 下巻-P342

K-2-61-423-1
新聞－戦後の
世界情勢

ダレス特使きょう来日、講和草案日本で作成か 下巻-P342

K-2-61-423-2
新聞－戦後の
世界情勢

講和使節団ダレス氏一行入京〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-3
新聞－戦後の
世界情勢

超党派全権団成る〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-4
新聞－戦後の
世界情勢

現地にきく講和とソ連の動向〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-5
新聞－戦後の
世界情勢

ロビンソン桑港市長を誘う〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-6
新聞－戦後の
世界情勢

ネール首相言明〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-7
新聞－戦後の
世界情勢

講和全権団あす出発〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-8
新聞－戦後の
世界情勢

講和会議準備全くなる〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-9
新聞－戦後の
世界情勢

全権団一路桑港へ〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-10
新聞－戦後の
世界情勢

日本全権第一陣桑港入り〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-11
新聞－戦後の
世界情勢

吉田全権けさ桑港入り〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-12
新聞－戦後の
世界情勢

講和会議明日開く、準備成ったオペラハウス 下巻-P342

K-2-61-423-13
新聞－戦後の
世界情勢

新日本の東西南北、現地報告〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-14
新聞－戦後の
世界情勢

講和会議第二日、審議愈よ本格化す〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-423-15
新聞－戦後の
世界情勢

講和会議ヤマを越す49カ国の調印確実 下巻-P342

K-2-61-424
新聞－戦後の
世界情勢

朝鮮動乱一年、和平へ動く〔中部日本新聞〕 下巻-P342

K-2-61-425
新聞－戦後の
世界情勢

朝鮮休戦会談」 下巻-P343

K-2-61-425-1
新聞－戦後の
世界情勢

八日開城で予備会談〔中部日本新聞〕 下巻-P343



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-425-2
新聞－戦後の
世界情勢

朝鮮停戦と今後の問題〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-425-3
新聞－戦後の
世界情勢

あす朝鮮停戦予備会談〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-425-4
新聞－戦後の
世界情勢

きょう休戦第一回会談〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-426
新聞－戦後の
世界情勢

日獨通商協定調印〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-427
新聞－戦後の
世界情勢

トルコ中立を放棄〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-428
新聞－戦後の
世界情勢

講和会議を終えて本社現地特派員に聴く 下巻-P343

K-2-61-429
新聞－戦後の
世界情勢

「エジプト対英条約廃棄」 下巻-P343

K-2-61-429-1
新聞－戦後の
世界情勢

エジプト対英条約廃棄〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-429-2
新聞－戦後の
世界情勢

英エジプト両軍ついに衝突〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-429-3
新聞－戦後の
世界情勢

中日春秋、エジプト問題〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-430
新聞－戦後の
世界情勢

「講和発行記念日」 下巻-P343

K-2-61-430-1
新聞－戦後の
世界情勢

講和発行へ各党声明〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-430-2
新聞－戦後の
世界情勢

講和発行きょう独立の日〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-431
新聞－戦後の
世界情勢

「スターリン死去」 下巻-P343

K-2-61-431-1
新聞－戦後の
世界情勢

スターリン首相重態〔中部日本新聞〕 下巻-P343

K-2-61-431-2
新聞－戦後の
世界情勢

世界を動かしたその一生、スターリン首相在りし日の面 下巻-P343

K-2-61-431-3
新聞－戦後の
世界情勢

スターリン首相死去〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P343

K-2-61-431-4
新聞－戦後の
世界情勢

ソ連の新首脳部決る、首相マレンコフ氏 下巻-P343

K-2-61-432
新聞－戦後の
世界情勢

「世界の事情」 下巻-P343

K-2-61-432-1
新聞－戦後の
世界情勢

マーシャル計画の行方〔切抜〕 下巻-P343

K-2-61-432-2
新聞－戦後の
世界情勢

欧州連合の構想、英のチャ－チル佛のブリアン両氏中心 下巻-P343

K-2-61-432-3
新聞－戦後の
世界情勢

ベルリン封鎖解除〔切抜〕 下巻-P343

K-2-61-432-4
新聞－戦後の
世界情勢

封鎖解除、歓喜のベルリン〔岐阜タイムス〕 下巻-P343

K-2-61-432-5
新聞－戦後の
世界情勢

社説、世界のをどろきモロトフ外相の辞任〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-6
新聞－戦後の
世界情勢

世界の孤児スペイン国民は窮乏にあえぐ 下巻-P344

K-2-61-432-7
新聞－戦後の
世界情勢

タイ国・日本通商条約成立〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-8
新聞－戦後の
世界情勢

世界連邦政府樹立運動〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-9
新聞－戦後の
世界情勢

極東開発の「Ａ作業」を開始〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-10
新聞－戦後の
世界情勢

抑留問題に新措置〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-11
新聞－戦後の
世界情勢

米国、ユーゴーと相互航空協定調印〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-12
新聞－戦後の
世界情勢

トルーマン大統領、水素爆弾の製造を司令〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-13
新聞－戦後の
世界情勢

西欧連盟条約成立〔切抜〕 下巻-P344
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「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-432-14
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋同盟条約とは〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-15
新聞－戦後の
世界情勢

第三回の国連総会〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-16
新聞－戦後の
世界情勢

米ソ関係のガンはソ連の「対米疑惑」 下巻-P344

K-2-61-432-17
新聞－戦後の
世界情勢

中日評論、ドッジプランの第二年〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-18
新聞－戦後の
世界情勢

毎日新聞社説重慶援助を繞る紛議〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-19
新聞－戦後の
世界情勢

存支アメリカ空軍南寧からも退却〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-20
新聞－戦後の
世界情勢

三頭会談に不満、佛ドゴール政権〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-21
新聞－戦後の
世界情勢

終戦後の朝鮮〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-22
新聞－戦後の
世界情勢

欧州復興計画〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-23
新聞－戦後の
世界情勢

シリヤ・レバノンも桑港会議招請か〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-24
新聞－戦後の
世界情勢

1949年を動かす人〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-25
新聞－戦後の
世界情勢

北大西洋同盟、来年実現か〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-26
新聞－戦後の
世界情勢

「アジア連合」機運高まる〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-27
新聞－戦後の
世界情勢

四周年を迎える国際連合、24日は国連デー〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-28
新聞－戦後の
世界情勢

西欧五ケ国同盟成る、英佛が提唱結合を強化〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-29
新聞－戦後の
世界情勢

ことばの研究室、コミンフォルム〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-30
新聞－戦後の
世界情勢

20世紀前半を動かした人々〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-31
新聞－戦後の
世界情勢

アメリカ留学、百四十二名の日本学生決まる〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-32
新聞－戦後の
世界情勢

1949年十大ニュース〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-33
新聞－戦後の
世界情勢

時局語解説コミンフォルム〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-34
新聞－戦後の
世界情勢

アメリカに水素ばくだん、原子ばくだんの百倍の威力 下巻-P344

K-2-61-432-35
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和、全面的平和かマジョリティピースか 下巻-P344

K-2-61-432-36
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和と極東委員会〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-37
新聞－戦後の
世界情勢

対日講和のりんかく〔切抜〕 下巻-P344

K-2-61-432-38
新聞－戦後の
世界情勢

時局語の解説、対日理事会〔切抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-39
新聞－戦後の
世界情勢

第二次国連総会〔世界トピック特報〕 下巻-P345

K-2-61-432-40
新聞－戦後の
世界情勢

12月15日、国会議員団アメリカへ出発〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-41
新聞－戦後の
世界情勢

ハミルトン氏12月8日極東委員会議長に選任〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-42
新聞－戦後の
世界情勢

12月1日、世界平和者会議開かる〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-43
新聞－戦後の
世界情勢

コミスコ、国際社会主義協議会〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-44
新聞－戦後の
世界情勢

時の事項　ＦＡＯの総会〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-45
新聞－戦後の
世界情勢

朝鮮及び韓国の事情〔書抜〕 下巻-P345
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庫目録」掲載頁

K-2-61-432-46
新聞－戦後の
世界情勢

軍縮大憲章きまる〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-47
新聞－戦後の
世界情勢

四月十八日、国際連盟解散〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-48
新聞－戦後の
世界情勢

国際連合歴史的開会式〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-49
新聞－戦後の
世界情勢

ベルリン問題〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-50
新聞－戦後の
世界情勢

東南亜細亜軍最高指揮官に降伏すべき区域〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-51
新聞－戦後の
世界情勢

スターリング地域〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-52
新聞－戦後の
世界情勢

パリ欧州平和会議〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-53
新聞－戦後の
世界情勢

戦勝国及び敗戦国〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-54
新聞－戦後の
世界情勢

米国務長官言明〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-55
新聞－戦後の
世界情勢

世界各国の船舶しらべ〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-56
新聞－戦後の
世界情勢

すばらしいアメリカの科学、超大型機完成〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-57
新聞－戦後の
世界情勢

米国の国旗、星条旗〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-58
新聞－戦後の
世界情勢

新語解説、極東委員会〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-432-59
新聞－戦後の
世界情勢

時局語スキャピン〔書抜〕 下巻-P345

K-2-61-433
新聞－戦後の
世界情勢

戦後の欧亜に新たな七つの課題〔朝日新聞〕 下巻-P345

K-2-61-434
新聞－戦後の
世界情勢

日ソ十一年ぶりに国交回復〔岐阜タイムス〕 下巻-P345

K-2-61-435
新聞－戦後の
世界情勢

「日本の国連加盟ついに成る」 下巻-P345

K-2-61-435-1
新聞－戦後の
世界情勢

日本の国連加盟ついに成る〔岐阜タイムス〕 下巻-P345

K-2-61-435-2
新聞－戦後の
世界情勢

日本加盟に沸く国連総会議場〔東海夕刊〕 下巻-P345

K-2-61-435-3
新聞－戦後の
世界情勢

日本国連に正式加盟〔岐阜タイムス〕 下巻-P345

K-2-61-436
新聞－戦後の
世界情勢

日本経済安定の方途、ドッジ公使声明 下巻-P345

K-2-61-437 新聞－皇室 「明治天皇御大葬儀」 下巻-P346
K-2-61-437-1 新聞－皇室 大喪儀諸次第〔岐阜日日新聞附録〕 下巻-P346
K-2-61-437-2 新聞－皇室 特派使節殯宮参拝〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-437-3 新聞－皇室 奉送御霊柩〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-437-4 新聞－皇室 御霊柩〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-437-5 新聞－皇室 御埋棺式終る〔岐阜日日新聞附録〕 下巻-P346
K-2-61-437-6 新聞－皇室 桃山御陵御須屋と斉場殿〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-437-7 新聞－皇室 乃木大将赤堀大尉談〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-437-8 新聞－皇室 噫、乃木大将赤堀大尉談〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-438 新聞－皇室 「大正天皇即位の大禮」 下巻-P346
K-2-61-438-1 新聞－皇室 大正天皇、即位の禮〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-438-2 新聞－皇室 大正天皇、即位大禮〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-438-3 新聞－皇室 大嘗祭悠紀殿の御供進〔岐阜日日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-439 新聞－皇室 「皇太子殿下成年式」 下巻-P346
K-2-61-439-1 新聞－皇室 皇太子殿下御成年式〔濃飛日報夕刊〕 下巻-P346
K-2-61-439-2 新聞－皇室 東宮御成年式〔濃飛日報〕 下巻-P346
K-2-61-439-3 新聞－皇室 皇太子殿下御成年式御参内〔濃飛日報〕 下巻-P346
K-2-61-440 新聞－皇室 「東宮殿下の御外遊」 下巻-P346
K-2-61-440-1 新聞－皇室 香取艦上の東宮殿下、閑院宮殿下〔大阪毎日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-440-2 新聞－皇室 東宮殿下、香取艦上におけるデッキゴルフ御遊戯 下巻-P346
K-2-61-440-3 新聞－皇室 東宮殿下港内の光景を望ませらる、新嘉坡にて 下巻-P346
K-2-61-440-4 新聞－皇室 東宮香取艦上にて居留民小学生に謁を賜ふ 下巻-P346
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K-2-61-441 新聞－皇室 「大正天皇崩御」 下巻-P346
K-2-61-441-1 新聞－皇室 聖上陛下全く御大切〔大阪朝日新聞号外〕 下巻-P346
K-2-61-441-2 新聞－皇室 聖上陛下御容體官内省発表〔大阪毎日新聞〕 下巻-P346
K-2-61-441-3 新聞－皇室 天皇陛下崩御〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P346
K-2-61-441-4 新聞－皇室 聖上陛下本日の御容體〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P346
K-2-61-441-5 新聞－皇室 天皇皇后両陛下御在所は当分赤阪離宮〔大阪毎日新聞〕 下巻-P347
K-2-61-441-6 新聞－皇室 「昭和」と改元せられた意味〔岐阜日日新聞〕 下巻-P347
K-2-61-441-7 新聞－皇室 聖上崩御改元昭和〔岐阜日日新聞夕刊〕 下巻-P347
K-2-61-441-8 新聞－皇室 御いたはしや澄宮さま御憂ひ深く御退出 下巻-P347
K-2-61-441-9 新聞－皇室 崩御と践祚を各国に通達〔大阪毎日新聞第一夕刊〕 下巻-P347
K-2-61-441-10 新聞－皇室 御船入の儀を終らせられ霊柩新邸に移御 下巻-P347
K-2-61-441-11 新聞－皇室 大行天皇御船入の御儀〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P347
K-2-61-441-12 新聞－皇室 霊轜宮城御車寄御発引〔大阪毎日新聞〕 下巻-P347
K-2-61-442 新聞－皇室 天皇陛下崩御〔大阪朝日新聞特別朝刊〕 下巻-P347
K-2-61-443 新聞－皇室 改元の詔書発布「昭和」と決定さる 下巻-P347
K-2-61-444 新聞－皇室 両陛下初の還幸啓〔大阪朝日新聞〕 下巻-P347
K-2-61-445 新聞－皇室 先帝御臨終の御模様〔大阪朝日新聞夕刊〕 下巻-P347
K-2-61-446 新聞－皇室 元号御制定「昭和」と仰せ出さる 下巻-P347
K-2-61-447 新聞－皇室 新しき御代の象徴とも拝する両陛下の御高徳 下巻-P347
K-2-61-448 新聞－皇室 秩父宮殿下入京〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P347
K-2-61-449 新聞－皇室 御大喪儀画報〔大阪毎日新聞附録〕 下巻-P347
K-2-61-450 新聞－皇室 大正天皇大喪儀斂葬全く終わらせらる 下巻-P347
K-2-61-451 新聞－皇室 こよひにせまる哀しき大みゆき〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P347
K-2-61-452 新聞－皇室 御大喪儀画報〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P347
K-2-61-453 新聞－皇室 大正天皇大喪儀〔大阪毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-454 新聞－皇室 御大喪儀画報〔大阪毎日新聞附録〕 下巻-P348
K-2-61-455 新聞－皇室 神鎮まりませる多摩陵の第一夜〔大阪毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-456 新聞－皇室 斂葬の儀終る〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P348
K-2-61-457 新聞－皇室 「秩父宮殿下御来高記事の新聞」 下巻-P348
K-2-61-457-1 新聞－皇室 秩父宮殿下、日本アルプスの嶮峻へ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-457-2 新聞－皇室 上高地梓川丸木橋をお渡りの秩父宮さま〔切抜〕 下巻-P348
K-2-61-457-3 新聞－皇室 秩父宮殿下今朝上高地を御出発〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-457-4 新聞－皇室 秩父宮アルプス画報〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P348
K-2-61-457-5 新聞－皇室 愈々明後日秩父宮殿下御来高〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-457-6 新聞－皇室 秩父宮殿下平湯に御下山〔切抜〕 下巻-P348
K-2-61-457-7 新聞－皇室 秩父宮殿下アルプス御征服全く終る〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-457-8 新聞－皇室 秩父宮殿下、高山の御半日〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-457-9 新聞－皇室 おめでたき納采の御儀、秩父宮殿下御婚儀〔切抜〕 下巻-P348
K-2-61-458 新聞－皇室 久宮内親王殿下の御葬儀〔大阪毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-459 新聞－皇室 松平節子姫「勢津子」と御改名〔大阪毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-460 新聞－皇室 秩父宮殿下御成婚奉祝に付通知 下巻-P348
K-2-61-461 新聞－皇室 秩父宮殿下御成婚儀写真画報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P348
K-2-61-462 新聞－皇室 秩父宮殿下御成婚〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-463 新聞－皇室 けふ、秩父宮殿下御成婚〔大阪毎日新聞〕 下巻-P348
K-2-61-464 新聞－皇室 秩父宮殿下・勢津子妃御結婚の諸儀終る 下巻-P348
K-2-61-465 新聞－皇室 今上陛下御即位の大禮」 下巻-P349
K-2-61-465-1 新聞－皇室 御大禮を迎え奉る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-2 新聞－皇室 京都行幸御発輦いよいよ明後日〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-3 新聞－皇室 晴れの大禮御儀始まる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-4 新聞－皇室 両陛下京都行幸のため東京御発輦　〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-5 新聞－皇室 荘厳極まりなき御大禮鹵簿〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P349
K-2-61-465-6 新聞－皇室 名古屋御着輦御大禮画報〔大阪毎日新聞第三号外〕 下巻-P349
K-2-61-465-7 新聞－皇室 京都行幸明日御発輦〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-8 新聞－皇室 鳳輦を御迎えして喜びに輝く名古屋〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-9 新聞－皇室 両陛下名古屋に御安着〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-10 新聞－皇室 両陛下名古屋御発輦〔大阪毎日新聞第一夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-11 新聞－皇室 鳳輦京都に御安着〔大阪毎日新聞第二夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-12 新聞－皇室 奉祝曠古之大典〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-13 新聞－皇室 御大禮奉祝記念号〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-14 新聞－皇室 肅で御即位の盛儀を祝し奉る〔國本新聞御大禮奉祝号〕 下巻-P349
K-2-61-465-15 新聞－皇室 御即位の大禮に下し賜はりし勅語〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-16 新聞－皇室 即位禮当日賢所大前の儀〔大阪毎日新聞第一夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-17 新聞－皇室 荘厳を極めた紫宸殿の御儀〔大阪毎日新聞第二夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-18 新聞－皇室 御大典奉祝、岐阜各地の様子〔大阪毎日岐阜版〕 下巻-P349
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K-2-61-465-19 新聞－皇室 神代の昔も偲ばるゝ大嘗祭御儀の予習 下巻-P349
K-2-61-465-20 新聞－皇室 春興殿の浄域に響くさやかな神前の秘曲 下巻-P349
K-2-61-465-21 新聞－皇室 賢所御神楽の御儀〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-22 新聞－皇室 十四日夕から翌暁かせて大嘗祭の御儀〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-23 新聞－皇室 御大禮、大嘗祭の御儀に移る〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-24 新聞－皇室 大嘗祭の御儀〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-25 新聞－皇室 今宵、暁かけて森厳な大嘗宮の儀〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-26 新聞－皇室 大嘗宮鎮祭の儀〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-27 新聞－皇室 悠紀殿の儀〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-28 新聞－皇室 御大禮本儀終る〔大阪毎日新聞朝刊其二〕 下巻-P349
K-2-61-465-29 新聞－皇室 きのふ、厳かに執行された県下各神社の大嘗祭 下巻-P349
K-2-61-465-30 新聞－皇室 けふ大嘗御親察〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-31 新聞－皇室 けふ大饗第一日の儀〔大阪毎日新聞〕 下巻-P349
K-2-61-465-32 新聞－皇室 あす大饗に奉仕の晴れの五節の舞姫〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P349
K-2-61-465-33 新聞－皇室 けふ、大饗第二日二回に亘る御盛宴〔大阪毎日新聞〕 下巻-P350
K-2-61-465-34 新聞－皇室 光栄の饗饌を賜りみな聖恩に感泣〔大阪毎日岐阜版〕 下巻-P350
K-2-61-465-35 新聞－皇室 大饗第一日の御儀〔大阪毎日新聞第一夕刊〕 下巻-P350
K-2-61-465-36 新聞－皇室 けふの大饗に召された光栄の夫人逹のよろこび 下巻-P350
K-2-61-466 新聞－皇室 「御即位後第一回の天長節」 下巻-P350
K-2-61-466-1 新聞－皇室 今上天皇御即位大禮後初の天長節〔大阪毎日新聞〕 下巻-P350
K-2-61-466-2 新聞－皇室 風薫る、天長の佳節〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P350
K-2-61-467 新聞－皇室 天皇陛下三原山へ御登山〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P350
K-2-61-468 新聞－皇室 「大阪行幸」 下巻-P350
K-2-61-468-1 新聞－皇室 聖上陛下大阪御安着〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-468-2 新聞－皇室 大阪行幸第一日の御予定御終了〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P350
K-2-61-468-3 新聞－皇室 大阪行幸第二日の聖上陛下〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-468-4 新聞－皇室 大阪御駐輦第三日の臨幸〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-468-5 新聞－皇室 関西行幸を終わらせ給ふ〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-469 新聞－皇室 内親王御誕生〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-469-1 新聞－皇室 内親王さま御誕生〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P350
K-2-61-469-2 新聞－皇室 第三皇女殿下御命名の儀、御名は孝宮和子内親王 下巻-P350
K-2-61-469-3 新聞－皇室 〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-470 新聞－皇室 「内親王殿下御誕生」 下巻-P350
K-2-61-470-1 新聞－皇室 内親王殿下御誕生〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P350
K-2-61-470-2 新聞－皇室 内親王殿下御誕生遊ばさる〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P350
K-2-61-471 新聞－皇室 地方行幸第一日〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P350
K-2-61-472 新聞－皇室 「皇太子殿下御誕生」 下巻-P350
K-2-61-472-1 新聞－皇室 聖上、親王殿下と初の御対面あそばさる 下巻-P350
K-2-61-472-2 新聞－皇室 皇太子殿下御誕生〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P350
K-2-61-472-3 新聞－皇室 皇太子殿下御誕生奉祝記念〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-4 新聞－皇室 皇太子殿下誕生に御喜びの久邇宮大妃殿下 下巻-P351
K-2-61-472-5 新聞－皇室 各皇族方御集ひ御祝杯を重ね給ふ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-6 新聞－皇室 皇太子殿下御命名の儀、継宮明仁親王〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-7 新聞－皇室 奉祝皇太子殿下御誕生〔内国通信〕 下巻-P351
K-2-61-472-8 新聞－皇室 皇太子殿下あれまして御二カ月、今日から君民和樂の御 下巻-P351
K-2-61-472-9 新聞－皇室 初めて拝し奉る皇太子殿下の御尊容〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-10 新聞－皇室 皇太子さま御祖母陛下が御抱き遊ばさる 下巻-P351
K-2-61-472-11 新聞－皇室 皇太子継宮明仁親王殿下御尊影〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-12 新聞－皇室 けふ初の御誕辰皇太子殿下御近影〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-13 新聞－皇室 国を挙げて歓喜、初の御誕辰〔大阪毎日新聞臨時夕刊〕 下巻-P351
K-2-61-472-14 新聞－皇室 けふ新皇子さま御命名式〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-15 新聞－皇室 御気高き皇太子様の御近影〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-16 新聞－皇室 初めて仰ぐ義宮様の御姿〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-17 新聞－皇室 皇太子殿下葉山へ御避暑〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-18 新聞－皇室 皇太子殿下けふ第三回の御誕辰〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-19 新聞－皇室 おめでたい東宮御生誕日〔大毎小学生新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-20 新聞－皇室 皇太子殿下けふ第三回御誕辰〔岐阜新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-21 新聞－皇室 第四回の御誕辰を迎へさせられた皇太子殿下 下巻-P351
K-2-61-472-22 新聞－皇室 皇太子殿下けふ第六回御誕辰〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-23 新聞－皇室 皇太子さま今日から御降学〔大毎小学生新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-24 新聞－皇室 皇太子殿下けふ学習院へ御入学〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-472-25 新聞－皇室 輝く昭和の第十六春、仰ぎ奉る皇室の彌栄 下巻-P351
K-2-61-473 新聞－皇室 「第二皇子御降誕」 下巻-P351
K-2-61-473-1 新聞－皇室 親王殿下御誕生、歓喜と栄光に輝く〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
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K-2-61-473-2 新聞－皇室 第二皇子様を迎へ皇国の基礎彌々固し 下巻-P351
K-2-61-473-3 新聞－皇室 義宮さまを壽ぎ奉る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P351
K-2-61-474 新聞－皇室 澄宮殿下に三笠宮の称号宣賜」 下巻-P352
K-2-61-474-1 新聞－皇室 澄宮崇仁殿下御成年式親王家を御創立〔大阪毎日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-474-2 新聞－皇室 澄宮崇仁殿下に三笠宮の御称号宣賜 下巻-P352
K-2-61-475 新聞－皇室 「新皇子様に御命名式」 下巻-P352
K-2-61-475-1 新聞－皇室 新皇子さま御命名〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P352
K-2-61-475-2 新聞－皇室 義宮正仁親王殿下御命名の儀〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P352
K-2-61-476 新聞－皇室 義宮様今日初の御誕辰〔大阪毎日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-477 新聞－皇室 「英国皇帝戴冠式」 下巻-P352
K-2-61-477-1 新聞－皇室 イギリス皇帝戴冠式〔大阪毎日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-477-2 新聞－皇室 英帝戴冠の盛典全く終わる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-477-3 新聞－皇室 曠古の御儀を目の辺り拝して久米正雄記 下巻-P352
K-2-61-477-4 新聞－皇室 英国皇帝ジョ－ジ六世の戴冠の儀式 下巻-P352
K-2-61-478 新聞－皇室 輝く御命名の儀、清宮貴子内親王殿下 下巻-P352
K-2-61-479 新聞－皇室 天皇陛下伊勢神宮に御参拝〔朝日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-480 新聞－皇室 「天皇陛下神宮に御親拝」 下巻-P352
K-2-61-480-1 新聞－皇室 天皇陛下神宮に御親拝、戦勝を御祈念〔朝日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-480-2 新聞－皇室 天皇陛下神宮に御親拝〔中部日本新聞〕 下巻-P352
K-2-61-480-3 新聞－皇室 天皇陛下伊勢の神宮に御参拝〔切抜〕 下巻-P352
K-2-61-480-4 新聞－皇室 十二月十二日全国民職場において一斉に神宮を遥拝 下巻-P352
K-2-61-481 新聞－皇室 両陛下靖国の英霊に御拝〔朝日新聞〕 下巻-P352
K-2-61-482 新聞－皇室 民主主義こそ歴代天皇の大御心、高松宮殿下御放送 下巻-P352
K-2-61-483 新聞－皇室 「天皇陛下東海地方へ行幸」 下巻-P353
K-2-61-483-1 新聞－皇室 天皇陛下東海地方へ行幸〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P353
K-2-61-483-2 新聞－皇室 豊橋公会堂お出ましの陛下〔中部日本新聞〕 下巻-P353
K-2-61-483-3 新聞－皇室 天皇陛下名古屋港を御視察〔中部日本新聞〕 下巻-P353
K-2-61-484 新聞－皇室 天皇陛下飛騨路へ〔岐阜タイムス〕 下巻-P353
K-2-61-485 新聞－皇室 皇太后陛下崩御〔中部日本新聞〕 下巻-P353
K-2-61-486 新聞－皇室 きょう皇太后大喪儀〔切抜〕 下巻-P353
K-2-61-487 新聞－皇室 「皇太子立太子式」 下巻-P353
K-2-61-487-1 新聞－皇室 きょう晴れの立太子礼〔中部日本新聞〕 下巻-P353
K-2-61-487-2 新聞－皇室 めでたく成年、立太子礼の盛儀〔中部日本新聞〕 下巻-P353
K-2-61-487-3 新聞－皇室 皇太子さまきょう立太子の禮〔毎日小学生新聞〕 下巻-P353
K-2-61-488 新聞－皇室 秩父宮の御葬儀〔中部日本新聞〕 下巻-P353
K-2-61-489 新聞－皇室 天皇県下ご巡幸史〔岐阜タイムス〕 下巻-P353
K-2-61-490 新聞－皇室 あすを待つお二方〔岐阜タイムス〕 下巻-P353
K-2-61-491 新聞－皇室 きょう皇太子ご結婚式〔岐阜タイムス〕 下巻-P353
K-2-61-492 新聞－皇室 皇太子ご夫妻仮御所へ〔岐阜タイムス〕 下巻-P353
K-2-61-493 新聞－皇室 皇太子ご夫妻今夕ジャカルタへ〔毎日新聞〕 下巻-P353
K-2-61-494 新聞－皇室 生物学者天皇の図譜出版〔切抜〕 下巻-P353
K-2-61-495 新聞－災害 高山の大火〔岐阜日日新聞〕 下巻-P354
K-2-61-496 新聞－災害 関東大地震〔岐阜日日新聞・飛騨毎日新聞〕 下巻-P354
K-2-61-497 新聞－災害 関東大地震に関する記録〔書抜〕 下巻-P354
K-2-61-498 新聞－災害 地震・震源地は相模地方丹沢山の山中〔切抜〕 下巻-P354
K-2-61-499 新聞－災害 「城ノ崎地震」 下巻-P354
K-2-61-499-1 新聞－災害 豊岡の町から天に沖する大火柱 下巻-P354
K-2-61-499-2 新聞－災害 大震災地第三写真画報〔大阪毎日新聞第三号外〕 下巻-P354
K-2-61-499-3 新聞－災害 城崎方面大震火災の惨状〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P354
K-2-61-499-4 新聞－災害 山陰東部の大震災〔大阪毎日新聞〕 下巻-P354
K-2-61-499-5 新聞－災害 大震災の悲話哀話〔大阪毎日新聞附録京都滋賀毎日〕 下巻-P354
K-2-61-499-6 新聞－災害 涙を誘ふ惨害の跡〔国民新聞夕刊〕 下巻-P354
K-2-61-499-7 新聞－災害 焼残った木片を集めて小屋がけ、わずかに雨露を凌ぐ 下巻-P354
K-2-61-499-8 新聞－災害 畏しくも天子さまから御慰問〔切抜〕 下巻-P354
K-2-61-500 新聞－災害 「北国の大雪」 下巻-P354
K-2-61-500-1 新聞－災害 雪の暴威、信越線遂に雪に征服さる 下巻-P354
K-2-61-500-2 新聞－災害 高田市全く埋没す〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P354
K-2-61-500-3 新聞－災害 氷雪地獄の裏日本へ〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P354
K-2-61-500-4 新聞－災害 氷雪地獄の裏日本へ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P354
K-2-61-500-5 新聞－災害 風雪更に加はる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P354
K-2-61-501 新聞－災害 「奥丹後の地震」 下巻-P354
K-2-61-501-1 新聞－災害 強震後報〔岐阜日日新聞高山号外〕 下巻-P354
K-2-61-501-2 新聞－災害 惨報続々として至る、奥丹後の大震災 下巻-P354
K-2-61-501-3 新聞－災害 但馬地方再び大地震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P354
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K-2-61-501-4 新聞－災害 奥丹後の大地震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-501-5 新聞－災害 上空より見たる奥丹後の大震災 下巻-P355
K-2-61-501-6 新聞－災害 奥丹後震災地惨状を極む〔大阪毎日新聞第二夕刊〕 下巻-P355
K-2-61-501-7 新聞－災害 奥丹後震災画報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-501-8 新聞－災害 大震災被害〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-501-9 新聞－災害 奥丹後大震災の被害〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P355
K-2-61-501-10 新聞－災害 奥丹を襲ふたのは最大限度の地震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-501-11 新聞－災害 丹後大地震の震源は二個所、今村、山崎両博士発表 下巻-P355
K-2-61-501-12 新聞－災害 震源地は一ケ所、京大小川博士の非公式発表〔切抜〕 下巻-P355
K-2-61-502 新聞－災害 「駒ケ岳噴火」 下巻-P355
K-2-61-502-1 新聞－災害 駒ケ嶽噴煙尚やまず〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-502-2 新聞－災害 駒ケ岳大爆発の惨状〔大阪毎日新聞切抜〕 下巻-P355
K-2-61-502-3 新聞－災害 駒ケ嶽爆発溶岩流出は初めて－今村明恒博士の談－ 下巻-P355
K-2-61-503 新聞－災害 「関東地方強震」 下巻-P355
K-2-61-503-1 新聞－災害 関東地方に強震起る〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P355
K-2-61-503-2 新聞－災害 強震関東地方を襲ふ〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P355
K-2-61-504 新聞－災害 南紀と四国の地震〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P355
K-2-61-505 新聞－災害 浅間山大爆発〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P355
K-2-61-506 新聞－災害 九州各地を猛威した大暴風雨惨害の実況 下巻-P355
K-2-61-507 新聞－災害 長崎地方の大惨状〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-508 新聞－災害 大颱風襲来して九州地方稀有の大被害 下巻-P355
K-2-61-509 新聞－災害 佐賀県下における暴風雨の被害〔大阪毎日新聞〕 下巻-P355
K-2-61-510 新聞－災害 大低気圧が刺激して地震七回熊本に起る 下巻-P356
K-2-61-511 新聞－災害 「近畿大洪水」 下巻-P356
K-2-61-511-1 新聞－災害 近畿大洪水画報〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P356
K-2-61-511-2 新聞－災害 近畿大洪水被害〔大阪毎日新聞〕 下巻-P356
K-2-61-512 新聞－災害 「拳大の大降雹」 下巻-P356
K-2-61-512-1 新聞－災害 大雷鳴と共に突如拳大の大降雹〔岐阜新聞〕 下巻-P356
K-2-61-512-2 新聞－災害 大降雹の被害七十万圓に上る〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-513 新聞－災害 台南地方の激震〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-514 新聞－災害 「伊豆地方の大地震」 下巻-P356
K-2-61-514-1 新聞－災害 伊豆大震災地実況〔大阪毎日新聞第三号外〕 下巻-P356
K-2-61-514-2 新聞－災害 伊豆地方大震災続報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P356
K-2-61-514-3 新聞－災害 伊豆地方の大地震〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-514-4 新聞－災害 伊豆大地震豫言の電報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P356
K-2-61-514-5 新聞－災害 大震災の地に早くも復興の響き〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-514-6 新聞－災害 若き豫言者、椋平君嘲笑の中に立つ村の「地震博士」 下巻-P356
K-2-61-515 新聞－災害 大旋風襲来して惨たる太刀洗飛行隊〔大阪毎日新聞〕 下巻-P356
K-2-61-516 新聞－災害 浅間山大爆発〔大阪毎日新聞〕 下巻-P356
K-2-61-517 新聞－災害 「関東地方強震」 下巻-P356
K-2-61-517-1 新聞－災害 けふ、関東地方に強震〔大阪時事新報夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-517-2 新聞－災害 関東以西一帯にけさ強震起る〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-518 新聞－災害 「九州・中国・四国激震」 下巻-P356
K-2-61-518-1 新聞－災害 九州・中国・四国に激震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P356
K-2-61-518-2 新聞－災害 南九州の大地震、宮崎稀有の惨害〔大阪時事新報〕 下巻-P356
K-2-61-519 新聞－災害 浅間山大爆発〔報知新聞夕刊〕 下巻-P356
K-2-61-520 新聞－災害 大池辷りが関西線を脅かしトンネル移動 下巻-P357
K-2-61-521 新聞－災害 「近畿を中心中部日本の大洪水」 下巻-P357
K-2-61-521-1 新聞－災害 水禍、西日本の大被害〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-521-2 新聞－災害 大洪水各地に襲来〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-521-3 新聞－災害 濁流に浚はれて農作物の被害甚大〔岐阜日日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-521-4 新聞－災害 近畿を中心に中部日本の大洪水〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P357
K-2-61-522 新聞－災害 「中津町の水禍」 下巻-P357
K-2-61-522-1 新聞－災害 中津町の水禍惨状〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-522-2 新聞－災害 中津町水禍の大惨状〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P357
K-2-61-523 新聞－災害 「東北・北海道の大地震」 下巻-P357
K-2-61-523-1 新聞－災害 岩手県の大地震〔岐阜日日新聞高山号外〕 下巻-P357
K-2-61-523-2 新聞－災害 東北・北海道の大津波〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-523-3 新聞－災害 三陸大災害後報〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-524 新聞－災害 凄惨、函館市の大火〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P357
K-2-61-525 新聞－災害 「近畿一帯の大颱風」 下巻-P357
K-2-61-525-1 新聞－災害 内務省発表、全国暴風雨被害総計 下巻-P357
K-2-61-525-2 新聞－災害 大阪府下の学校倒壊〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-525-3 新聞－災害 けさの大颱風、空前の大惨害〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P357
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K-2-61-525-4 新聞－災害 小学校建築の取締りに重大改正〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-525-5 新聞－災害 一挙に奪はれた大都の灯光〔大阪毎日新聞第一臨時夕刊〕 下巻-P357
K-2-61-525-6 新聞－災害 官民挙げて復興に蹶起す〔大阪毎日新聞第二臨時夕刊〕 下巻-P357
K-2-61-525-7 新聞－災害 大大阪の復興救護着々として進む〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-525-8 新聞－災害 久松侍従畏しくも惨禍を見舞はせ給ふ 下巻-P357
K-2-61-525-9 新聞－災害 更に災害五県へ侍従を御差遣遊さる〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-525-10 新聞－災害 惨禍の赤子へ畏き聖旨〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P357
K-2-61-525-11 新聞－災害 関西大風水害の対策〔大阪毎日新聞〕 下巻-P357
K-2-61-525-12 新聞－災害 けふ、浸水更に二尺廃墟に仰ぐ長恨の天 下巻-P357
K-2-61-525-13 新聞－災害 風水害救済、提案項目早くも決定〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-525-14 新聞－災害 各地災害対策協議ならびに臨時議会の召集 下巻-P358
K-2-61-525-15 新聞－災害 関西大風水害画報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-525-16 新聞－災害 破壊された名勝古跡古都の惨害をめぐる 下巻-P358
K-2-61-525-17 新聞－災害 破壊された名勝古跡惨害の跡をめぐりて 下巻-P358
K-2-61-525-18 新聞－災害 関西大風水害画報〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-526 新聞－災害 宝塚大劇場全焼〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P358
K-2-61-527 新聞－災害 「台湾の震災」 下巻-P358
K-2-61-527-1 新聞－災害 戦慄の震害地を行く〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-527-2 新聞－災害 台湾の震害更に激甚〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P358
K-2-61-527-3 新聞－災害 台湾大震災のこの惨状〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P358
K-2-61-528 新聞－災害 「西日本の豪雨」 下巻-P358
K-2-61-528-1 新聞－災害 西日本近来稀有の豪雨惨禍〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-528-2 新聞－災害 水禍地獄の「阪神」を行く〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-528-3 新聞－災害 交通機関全部不通全く孤立の京都市 下巻-P358
K-2-61-528-4 新聞－災害 西日本の各河減水、愈よ復興の第一歩へ 下巻-P358
K-2-61-529 新聞－災害 「静岡地方の激震」 下巻-P358
K-2-61-529-1 新聞－災害 静岡地方の強震〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P358
K-2-61-529-2 新聞－災害 静岡地方激震の惨害〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P358
K-2-61-529-3 新聞－災害 静岡地方に激震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-529-4 新聞－災害 不安の夜明けた震災地〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P358
K-2-61-530 新聞－災害 台湾に急激な余震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P358
K-2-61-531 新聞－災害 「北陸の猛吹雪」 下巻-P358
K-2-61-531-1 新聞－災害 北陸線今庄・波間で工夫五十名生埋め 下巻-P358
K-2-61-531-2 新聞－災害 北陸湯ノ尾トンネルに大泡雪〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P359
K-2-61-531-3 新聞－災害 猛吹雪と闘ふ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P359
K-2-61-531-4 新聞－災害 大雪崩に乗上げ列車脱線・覆す〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P359
K-2-61-531-5 新聞－災害 雪害のため線路崩れ列車、五十米の谷底へ 下巻-P359
K-2-61-532 新聞－災害 秒速廿メートルの暴風雪、京阪神を猛襲す 下巻-P359
K-2-61-533 新聞－災害 「伊豆、新島の地震」 下巻-P359
K-2-61-533-1 新聞－災害 今朝地震の惨害〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P359
K-2-61-533-2 新聞－災害 大阪地方の激震〔大阪毎日新聞〕 下巻-P359
K-2-61-533-3 新聞－災害 大阪地方激震の跡〔大阪毎日新聞〕 下巻-P359
K-2-61-534 新聞－災害 「尾去澤の水禍」 下巻-P359
K-2-61-534-1 新聞－災害 毒水禍の尾去澤〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P359
K-2-61-534-2 新聞－災害 地獄絵巻の尾去澤へ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P359
K-2-61-534-3 新聞－災害 淒惨、目を蔽う尾去澤の水禍〔大阪毎日新聞夕刊〕 下巻-P359
K-2-61-535 新聞－災害 「伊豆、新島の地震」 下巻-P359
K-2-61-535-1 新聞－災害 惨たり激震下の伊豆新島〔大阪毎日新聞第二号外〕 下巻-P359
K-2-61-535-2 新聞－災害 余震歇まず恐怖の新島〔大阪毎日新聞〕 下巻-P359
K-2-61-535-3 新聞－災害 伊豆新島の地震〔大毎小学生新聞〕 下巻-P359
K-2-61-536 新聞－災害 濃尾震災五十周年〔岐阜新聞〕 下巻-P359
K-2-61-537 新聞－災害 東海大地震〔切抜〕〔書抜〕 下巻-P359
K-2-61-538 新聞－災害 南海地震〔書抜〕 下巻-P359
K-2-61-539 新聞－災害 利根川の大洪水〔切抜〕〔書抜〕 下巻-P359
K-2-61-540 新聞－災害 北陸地方の大地震、福井市殆ど全滅〔中部日本新聞〕 下巻-P359
K-2-61-541 新聞－災害 北陸地震〔切抜〕〔書抜〕 下巻-P360
K-2-61-542 新聞－災害 高山地方吹雪に見舞われ被害続出〔中部日本新聞〕 下巻-P360
K-2-61-543 新聞－災害 「台風13号の被害」 下巻-P360
K-2-61-543-1 新聞－災害 荒れ狂った台風13号〔中部日本新聞号外〕 下巻-P360
K-2-61-543-2 新聞－災害 台風13号東海地方を襲う〔中部日本新聞〕 下巻-P360
K-2-61-543-3 新聞－災害 猛威振った台風13号〔中部日本新聞夕刊〕 下巻-P360
K-2-61-544 新聞－災害 輪中堤めぐる貴重な古文書歴代庄屋宅から多数発見 下巻-P360

K-2-61-545
新聞－各種の
新聞

文久二年の日本使節和蘭訪問の際の新ロッテルダム新聞 下巻-P360
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K-2-61-546
新聞－各種の
新聞

横濱新聞（写） 下巻-P360

K-2-61-547
新聞－各種の
新聞

慶応元年の日本新聞（印刷写真） 下巻-P360

K-2-61-548
新聞－各種の
新聞

日本新聞第四十八号横濱開版（写） 下巻-P360

K-2-61-549
新聞－各種の
新聞

中外新聞巻二（写） 下巻-P360

K-2-61-550
新聞－各種の
新聞

鄰好新聞（写） 下巻-P360

K-2-61-551
新聞－各種の
新聞

都鄙新聞第一 下巻-P360

K-2-61-552
新聞－各種の
新聞

遠近新聞第一号（複製） 下巻-P360

K-2-61-553
新聞－各種の
新聞

横濱新報第一編もしほ草（複製） 下巻-P360

K-2-61-554
新聞－各種の
新聞

そよふく風第一号（複製） 下巻-P360

K-2-61-555
新聞－各種の
新聞

江湖新聞第一集（複製） 下巻-P361

K-2-61-556
新聞－各種の
新聞

江湖新聞第一集之内抜書（写） 下巻-P361

K-2-61-557
新聞－各種の
新聞

中外新聞第一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-558
新聞－各種の
新聞

六合新聞第一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-559
新聞－各種の
新聞

明治新聞第一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-560
新聞－各種の
新聞

箱館戦争新聞（写） 下巻-P361

K-2-61-561
新聞－各種の
新聞

博問新報第一号（印刷写真） 下巻-P361

K-2-61-562
新聞－各種の
新聞

海外新聞の表紙（印刷写真） 下巻-P361

K-2-61-563
新聞－各種の
新聞

海外新聞一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-564
新聞－各種の
新聞

海外新聞四号ヨリ抄出伝信機ノ報告（写） 下巻-P361

K-2-61-565
新聞－各種の
新聞

明治三年二月十二日横濱新聞紙（写） 下巻-P361

K-2-61-566
新聞－各種の
新聞

横濱新聞（写） 下巻-P361

K-2-61-567
新聞－各種の
新聞

日本横濱開板所ニウテル氏ノ電信新聞（写） 下巻-P361

K-2-61-568
新聞－各種の
新聞

萬國新聞第一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-569
新聞－各種の
新聞

名古屋新聞第一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-570
新聞－各種の
新聞

日要新聞第一号（複製） 下巻-P361

K-2-61-571
新聞－各種の
新聞

官許開化新聞第一号 下巻-P361

K-2-61-572
新聞－各種の
新聞

明治四年開化新聞記事 下巻-P361

K-2-61-573
新聞－各種の
新聞

官許開化新聞 下巻-P362

K-2-61-574
新聞－各種の
新聞

内々新聞紙十六号（写） 下巻-P362

K-2-61-575
新聞－各種の
新聞

新聞雑誌第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-576
新聞－各種の
新聞

都鄙新聞第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-577
新聞－各種の
新聞

東京日日新聞第一号（複製） 下巻-P362
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K-2-61-578
新聞－各種の
新聞

郵便報知新聞第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-579
新聞－各種の
新聞

峡中新聞第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-580
新聞－各種の
新聞

愛知新聞第二十号〈角竹写〉 下巻-P362

K-2-61-581
新聞－各種の
新聞

内外各種新聞要録第一号東京書肆萬巻楼 下巻-P362

K-2-61-582
新聞－各種の
新聞

教義新聞第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-583
新聞－各種の
新聞

愛知新聞附録第三十一号（太陽暦時刻表定） 下巻-P362

K-2-61-584
新聞－各種の
新聞

日新眞事誌第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-585
新聞－各種の
新聞

東京假名書新聞一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-586
新聞－各種の
新聞

大西新聞第一号の表と裏（印刷写真） 下巻-P362

K-2-61-587
新聞－各種の
新聞

木更津新聞第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-588
新聞－各種の
新聞

東京新報第一号（複製） 下巻-P362

K-2-61-589
新聞－各種の
新聞

英政新聞第一号（写） 下巻-P362

K-2-61-590
新聞－各種の
新聞

信飛新聞第六号〈角竹写〉 下巻-P362

K-2-61-591
新聞－各種の
新聞

信飛新聞第九号 下巻-P363

K-2-61-592
新聞－各種の
新聞

新聞雑誌第八十四号 下巻-P363

K-2-61-593
新聞－各種の
新聞

新聞雑誌第八十五号 下巻-P363

K-2-61-594
新聞－各種の
新聞

新聞雑誌第八十六号 下巻-P363

K-2-61-595
新聞－各種の
新聞

新聞雑誌第二百十四号東京両国薬研堀町日新堂 下巻-P363

K-2-61-596
新聞－各種の
新聞

東京日日新聞の第百号と第四百号（印刷写真） 下巻-P363

K-2-61-597
新聞－各種の
新聞

民間雑誌第一編（複製）慶応義塾出版社 下巻-P363

K-2-61-598
新聞－各種の
新聞

教会新聞第百十号附録（眞宗分離始末続編） 下巻-P363

K-2-61-599
新聞－各種の
新聞

愛知新聞五十二号附録證券印紙貼用早見表 下巻-P363

K-2-61-600
新聞－各種の
新聞

世益新聞第九号 下巻-P363

K-2-61-601
新聞－各種の
新聞

新社発行の新聞（日新眞事誌と思われる） 下巻-P363

K-2-61-602
新聞－各種の
新聞

信飛新聞第四十号～百二号百十五号百五十号 下巻-P363

K-2-61-603
新聞－各種の
新聞

信飛新聞飛騨関係記事抜書〈角竹写〉 下巻-P363

K-2-61-604
新聞－各種の
新聞

信飛新聞第百五十一号（写真） 下巻-P363

K-2-61-605
新聞－各種の
新聞

農業雑誌第一号（複製）東京麻布学農社 下巻-P363

K-2-61-606
新聞－各種の
新聞

讀賣新聞（※ファイル） 下巻-P363

K-2-61-607-1
新聞－各種の
新聞

郵便報知新聞第弐千五百参拾九号報知社 下巻-P364

K-2-61-607-2
新聞－各種の
新聞

郵便報知新聞第四千八百六十四号 下巻-P364

K-2-61-608
新聞－各種の
新聞

東京日日新聞第一号（色刷画） 下巻-P364
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K-2-61-609-1
新聞－各種の
新聞

朝野新聞第二千九百号 下巻-P364

K-2-61-609-2
新聞－各種の
新聞

朝野新聞第四千十八号 下巻-P364

K-2-61-609-3
新聞－各種の
新聞

朝野新聞第四千十九号 下巻-P364

K-2-61-609-4
新聞－各種の
新聞

朝野新聞第四千二十号 下巻-P364

K-2-61-610
新聞－各種の
新聞

東海新聞 下巻-P364

K-2-61-611
新聞－各種の
新聞

中外電報 下巻-P364

K-2-61-612
新聞－各種の
新聞

名古屋絵入新聞 下巻-P364

K-2-61-613
新聞－各種の
新聞

朝日新聞附録 下巻-P364

K-2-61-614
新聞－各種の
新聞

東京日日新聞附録 下巻-P364

K-2-61-615
新聞－各種の
新聞

横濱貿易新聞第一号 下巻-P364

K-2-61-616-1
新聞－各種の
新聞

毎日新聞第五千九百三十六号 下巻-P364

K-2-61-616-2
新聞－各種の
新聞

毎日新聞第七千五百三十号 下巻-P364

K-2-61-617
新聞－各種の
新聞

報知新聞附録（報知叢話） 下巻-P364

K-2-61-618
新聞－各種の
新聞

商況報告号外横濱南仲通増田屋安部幸兵衛 下巻-P364

K-2-61-619
新聞－各種の
新聞

商況報告号外横濱南仲通増田屋安部幸兵衛 下巻-P364

K-2-61-620
新聞－各種の
新聞

富山日報 下巻-P364

K-2-61-621
新聞－各種の
新聞

日本 下巻-P364

K-2-61-622
新聞－各種の
新聞

扶桑新聞附録（平壤攻略實見録） 下巻-P365

K-2-61-623
新聞－各種の
新聞

時事新報附録（日清戦争中の新聞附録） 下巻-P365

K-2-61-624
新聞－各種の
新聞

時事新報 下巻-P365

K-2-61-625-1
新聞－各種の
新聞

岐阜日日新聞第四千三百五拾九号 下巻-P365

K-2-61-625-2
新聞－各種の
新聞

岐阜日日新聞第四千三百六拾五号 下巻-P365

K-2-61-625-3
新聞－各種の
新聞

岐阜日日新聞号外 下巻-P365

K-2-61-625-4
新聞－各種の
新聞

岐阜日日新聞第六千八百七十二号 下巻-P365

K-2-61-625-5
新聞－各種の
新聞

岐阜日日新聞第壱萬参千壱号 下巻-P365

K-2-61-626
新聞－各種の
新聞

毎日新聞附録（紀文大盡第一編） 下巻-P365

K-2-61-627
新聞－各種の
新聞

商業の中心大阪市南区商業中心社 下巻-P365

K-2-61-628
新聞－各種の
新聞

大阪商業大阪市北区大阪商用新報社 下巻-P365

K-2-61-629
新聞－各種の
新聞

新愛知附録岐阜雑報 下巻-P365

K-2-61-630-1
新聞－各種の
新聞

名古屋新聞第六千百七号 下巻-P365

K-2-61-630-2
新聞－各種の
新聞

名古屋新聞第六千二百廿七号 下巻-P365

K-2-61-630-3
新聞－各種の
新聞

名古屋新聞第六千二百廿九号 下巻-P365



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-631
新聞－各種の
新聞

日本アルプス三十景朝日新聞 下巻-P365

K-2-61-632-1
新聞－各種の
新聞

官報第三千三百二十七号，第三千三百二十八号 下巻-P365

K-2-61-632-2
新聞－各種の
新聞

官報第三千四百五十三号 下巻-P365

K-2-61-632-3
新聞－各種の
新聞

官報第三千四百五十四号 下巻-P365

K-2-61-633
新聞－各種の
新聞

朝日新聞社欧州訪問大飛行記念画報第二輯 下巻-P365

K-2-61-634-1
新聞－各種の
新聞

中央山水第十四号 下巻-P366

K-2-61-634-2
新聞－各種の
新聞

中央山水第十八号 下巻-P366

K-2-61-634-3
新聞－各種の
新聞

中央山水第十九号 下巻-P366

K-2-61-634-4
新聞－各種の
新聞

中央山水第二十号 下巻-P366

K-2-61-634-5
新聞－各種の
新聞

中央山水第二十一号 下巻-P366

K-2-61-635
新聞－各種の
新聞

教育新聞 下巻-P366

K-2-61-636
新聞－各種の
新聞

健康増進運動記念健康への道大阪毎日新聞附録 下巻-P366

K-2-61-637
新聞－各種の
新聞

大阪毎日新聞（英字あり） 下巻-P366

K-2-61-638-1
新聞－各種の
新聞

大阪毎日新聞創刊五十周年記念号 下巻-P366

K-2-61-638-2
新聞－各種の
新聞

時事新報五十周年記念号 下巻-P366

K-2-61-639
新聞－各種の
新聞

新聞読本大阪毎日新聞 下巻-P366

K-2-61-640
新聞－各種の
新聞

東京日日新聞夕刊大阪毎日新聞社東京支店 下巻-P366

K-2-61-641
新聞－各種の
新聞

絵はがき（朝日新聞社提唱愛国機全日本号命名式記念） 下巻-P366

K-2-61-642
新聞－各種の
新聞

純国産機“ニッポン”世界一周大飛行 下巻-P366

K-2-61-643
新聞－各種の
新聞

岐阜輿論新聞第五号岐阜市岐阜輿論新聞社 下巻-P366

K-2-61-644
新聞－各種の
新聞

ＮＥＷＳＳＣＲＡＰ新聞月鑑第9号 下巻-P366

K-2-61-645
新聞－各種の
新聞

毎日中学生新聞第1号～第24号（※ファイル） 下巻-P366

K-2-61-646-1
新聞－各種の
新聞

毎日小学生新聞第4059号毎日新聞社 下巻-P366

K-2-61-646-2
新聞－各種の
新聞

毎日小学生新聞第4060号 下巻-P366

K-2-61-646-3
新聞－各種の
新聞

毎日小学生新聞第4065号 下巻-P366

K-2-61-647
新聞－各種の
新聞

大毎こども新聞（地理・歴史・理科）関係事項 下巻-P367

K-2-61-648
新聞－各種の
新聞

日本宗教新聞岐阜県大垣市日本宗教新聞社 下巻-P367

K-2-61-649
新聞－各種の
新聞

新聞附録絵・写真 下巻-P367

K-2-61-650
新聞－各種の
新聞

新聞の歴史記録 下巻-P367

K-2-61-651
新聞－各種の
新聞

新聞社電報 下巻-P367

K-2-61-652
新聞－各種の
新聞

新聞保存目録角竹如山 下巻-P367

K-2-61-653
新聞－各種の
新聞

斐中六十周年祝賀行事新聞展覧会出品目録 下巻-P367



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-654
新聞－各種の
新聞

斐中創立六十周年祝賀展覧会貸出覚 下巻-P367

K-2-61-655
新聞－各種の
新聞

新聞の歴史に関する書簡（角竹宛礼状） 下巻-P367

K-2-61-656-1
新聞－各種の
新聞

新愛知（角竹喜登ラジオ放送“飛騨の匠の話”） 下巻-P367

K-2-61-656-2
新聞－各種の
新聞

伊勢新聞（角竹喜登ラジオ放送“飛騨の匠の話”） 下巻-P367

K-2-61-657
新聞－各種の
新聞

角竹喜登ラジオ講演「地震記録者としての森宗弘につい 下巻-P367

K-2-61-658
新聞－各種の
新聞

舌代岐阜新聞社支局川上猷から森宛 下巻-P367

K-2-61-659
新聞－各種の
新聞

新聞代価請取証（東京日日新聞） 下巻-P367

K-2-61-660
新聞－各種の
新聞

新聞代価請取証（読売新聞） 下巻-P367

K-2-61-661-1
新聞－各種の
新聞

高山新報第一号 下巻-P368

K-2-61-661-2
新聞－各種の
新聞

高山新報第二号 下巻-P368

K-2-61-661-3
新聞－各種の
新聞

高山新報第三号 下巻-P368

K-2-61-662
新聞－各種の
新聞

高山新報第五号 下巻-P368

K-2-61-663
新聞－各種の
新聞

高山新報第十八号 下巻-P368

K-2-61-664-1
新聞－各種の
新聞

高山新報第十二号 下巻-P368

K-2-61-664-2
新聞－各種の
新聞

高山新報第十九号 下巻-P368

K-2-61-664-3
新聞－各種の
新聞

高山新報第四十三号 下巻-P368

K-2-61-664-4
新聞－各種の
新聞

高山新報第五十三号 下巻-P368

K-2-61-664-5
新聞－各種の
新聞

高山新報第百八十号 下巻-P368

K-2-61-664-6
新聞－各種の
新聞

高山新報第百八十四号 下巻-P368

K-2-61-665
新聞－各種の
新聞

高山新報第百号（角竹記録1枚あり） 下巻-P368

K-2-61-666
新聞－各種の
新聞

高山新報第百十廿二号附録 下巻-P368

K-2-61-667
新聞－各種の
新聞

高山新報（高山新報廃刊の知らせ） 下巻-P368

K-2-61-668-1
新聞－各種の
新聞

高山タイムス第壱号附録 下巻-P368

K-2-61-668-2
新聞－各種の
新聞

高山タイムス第三十二号 下巻-P368

K-2-61-668-3
新聞－各種の
新聞

高山タイムス第七一号 下巻-P368

K-2-61-668-4
新聞－各種の
新聞

高山タイムス第七三号 下巻-P368

K-2-61-668-5
新聞－各種の
新聞

高山タイムス第七八号 下巻-P368

K-2-61-669-1
新聞－各種の
新聞

高山新聞第百三十九号 下巻-P368

K-2-61-669-2
新聞－各種の
新聞

高山新聞第百四十一号 下巻-P368

K-2-61-669-3
新聞－各種の
新聞

高山新聞第百四十二号 下巻-P368

K-2-61-669-4
新聞－各種の
新聞

高山新聞第百四十七号 下巻-P368

K-2-61-669-5
新聞－各種の
新聞

高山新聞第二百丗二号 下巻-P368



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-669-6
新聞－各種の
新聞

高山新聞第二百丗三号 下巻-P368

K-2-61-669-7
新聞－各種の
新聞

高山新聞第二百丗四号 下巻-P368

K-2-61-670
新聞－各種の
新聞

株式組織前後の飛騨日報（※ファイル） 下巻-P369

K-2-61-671-1
新聞－各種の
新聞

飛騨日報第一千四号 下巻-P369

K-2-61-671-2
新聞－各種の
新聞

飛騨日報第一千五百七十四号 下巻-P369

K-2-61-671-3
新聞－各種の
新聞

飛騨日報第一千五百九十二号 下巻-P369

K-2-61-672
新聞－各種の
新聞

飛騨日報（高山新聞との祝併合） 下巻-P369

K-2-61-673-1
新聞－各種の
新聞

高山通信第一号 下巻-P369

K-2-61-673-2
新聞－各種の
新聞

高山通信第一号特別版 下巻-P369

K-2-61-673-3
新聞－各種の
新聞

高山通信第三百五十号 下巻-P369

K-2-61-673-4
新聞－各種の
新聞

高山通信第九〇号 下巻-P369

K-2-61-674-1
新聞－各種の
新聞

飛騨旭新聞第一号 下巻-P369

K-2-61-674-2
新聞－各種の
新聞

飛騨旭新聞第百五号 下巻-P369

K-2-61-675
新聞－各種の
新聞

飛州文藝第十二号 下巻-P369

K-2-61-676
新聞－各種の
新聞

高山通信第二九号 下巻-P369

K-2-61-677-1
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞第四千百五号 下巻-P369

K-2-61-677-2
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞第五千号 下巻-P369

K-2-61-677-3
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞号外 下巻-P369

K-2-61-677-4
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞第六千二百七号 下巻-P369

K-2-61-677-5
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞第六千六百八十八号 下巻-P369

K-2-61-677-6
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞第七千号 下巻-P369

K-2-61-677-7
新聞－各種の
新聞

飛騨毎日新聞第七千九百六十七号 下巻-P369

K-2-61-678
新聞－各種の
新聞

挨拶状（飛騨毎日新聞廃刊の知らせ） 下巻-P369

K-2-61-679
新聞－各種の
新聞

挨拶状（飛騨毎日新聞社と岐阜日日新聞社の合併） 下巻-P369

K-2-61-680-1
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞第壹百六号 下巻-P369

K-2-61-680-2
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞週刊第38号 下巻-P369

K-2-61-680-3
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞週刊第246号 下巻-P370

K-2-61-680-4
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞週刊第250号 下巻-P370

K-2-61-680-5
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞週刊第251号 下巻-P370

K-2-61-680-6
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞週刊第254号 下巻-P370

K-2-61-680-7
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞第518号 下巻-P370

K-2-61-680-8
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞第539号 下巻-P370



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-680-9
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞第557号 下巻-P370

K-2-61-681
新聞－各種の
新聞

新飛騨 下巻-P370

K-2-61-682-1
新聞－各種の
新聞

飛騨通信第弐号 下巻-P370

K-2-61-682-2
新聞－各種の
新聞

飛騨通信第125号 下巻-P370

K-2-61-683
新聞－各種の
新聞

高山日日新聞（改題記念号） 下巻-P370

K-2-61-684
新聞－各種の
新聞

濃飛クラブ第三号～第七号 下巻-P370

K-2-61-685
新聞－各種の
新聞

飛騨新報第一号 下巻-P370

K-2-61-686
新聞－各種の
新聞

飛高タイムズ第一号～第四号 下巻-P370

K-2-61-687
新聞－各種の
新聞

飛騨タイムス（※ファイル） 下巻-P370

K-2-61-688
新聞－各種の
新聞

吉城時報第二号 下巻-P370

K-2-61-689
新聞－各種の
新聞

神岡時報新年特別号 下巻-P370

K-2-61-690
新聞－各種の
新聞

北飛タイムス（※ファイル） 下巻-P370

K-2-61-691
新聞－各種の
新聞

益田新聞（※ファイル） 下巻-P370

K-2-61-692
新聞－各種の
新聞

高山市民時報（※ファイル） 下巻-P371

K-2-61-693-1
新聞－各種の
新聞

高山市民時報第八三〇号 下巻-P371

K-2-61-693-2
新聞－各種の
新聞

高山市民時報第八三五号 下巻-P371

K-2-61-694-1
新聞－各種の
新聞

市民時報 下巻-P371

K-2-61-694-2
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞 下巻-P371

K-2-61-695
新聞－各種の
新聞

太陽第3号～第7号，第10号 下巻-P371

K-2-61-696
新聞－各種の
新聞

飛越通信 下巻-P371

K-2-61-697
新聞－各種の
新聞

飛騨青年新報 下巻-P371

K-2-61-698
新聞－各種の
新聞

週刊高山創刊号 下巻-P371

K-2-61-699
新聞－各種の
新聞

飛騨ニュース（※ファイル） 下巻-P371

K-2-61-700
新聞－各種の
新聞

山都高山第3号，第4号（1部号数不明） 下巻-P371

K-2-61-701-1
新聞－各種の
新聞

飛騨民報 下巻-P371

K-2-61-701-2
新聞－各種の
新聞

飛騨ニュ－ス 下巻-P371

K-2-61-701-3
新聞－各種の
新聞

二中通信 下巻-P371

K-2-61-701-4
新聞－各種の
新聞

高山市民時報 下巻-P371

K-2-61-701-5
新聞－各種の
新聞

飛騨ウイークリー 下巻-P371

K-2-61-701-6
新聞－各種の
新聞

南校育友会報第4年6月号 下巻-P371

K-2-61-702-1
新聞－各種の
新聞

高山市民時報 下巻-P371

K-2-61-702-2
新聞－各種の
新聞

益田新聞 下巻-P371



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-702-3
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞 下巻-P371

K-2-61-703-1
新聞－各種の
新聞

北飛タイムス 下巻-P371

K-2-61-703-2
新聞－各種の
新聞

飛騨新聞 下巻-P371

K-2-61-703-3
新聞－各種の
新聞

新飛騨3月号，4月号 下巻-P372

K-2-61-703-4
新聞－各種の
新聞

益田新聞 下巻-P372

K-2-61-703-5
新聞－各種の
新聞

飛騨タイムス 下巻-P372

K-2-61-703-6
新聞－各種の
新聞

濃飛新報 下巻-P372

K-2-61-703-7
新聞－各種の
新聞

高山市民時報 下巻-P372

K-2-61-704-1
新聞－各種の
新聞

北飛タイムス 下巻-P372

K-2-61-704-2
新聞－各種の
新聞

益田新聞 下巻-P372

K-2-61-704-3
新聞－各種の
新聞

高山市民時報 下巻-P372

K-2-61-705
新聞－各種の
新聞

新聞掲載広告（※ファイル） 下巻-P372

K-2-61-706
新聞－各種の
新聞

高山町新聞縦覧所記事角竹喜登 下巻-P372

K-2-61-707
新聞－各種の
新聞

飛騨に於ける新聞の歴史研究資料〈角竹記録〉 下巻-P372

K-2-61-708
新聞－郷土の
出来事

万波山公売広告〔高岡商業新報〕 下巻-P372

K-2-61-709
新聞－郷土の
出来事

文学雑誌「さぎり」伊吹会発行〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-710-1
新聞－郷土の
出来事

高橋碁客の来高〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-710-2
新聞－郷土の
出来事

丹羽海鶴先生来高〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-711-1
新聞－郷土の
出来事

第二回牛馬品評会〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-711-2
新聞－郷土の
出来事

堂鉱山の却売〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-712
新聞－郷土の
出来事

有道紀行－西筑生－〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-713
新聞－郷土の
出来事

広告（飛騨史料大綱上巻）〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-714
新聞－郷土の
出来事

大野郡白川村医師大澤正顯氏逝去〔高山新報〕 下巻-P372

K-2-61-715-1
新聞－郷土の
出来事

飛騨林業株式会社株式募集広告〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-715-2
新聞－郷土の
出来事

飛騨蚕業講習所開所式〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-715-3
新聞－郷土の
出来事

飛騨林業会社の成立〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-716
新聞－郷土の
出来事

荏野翁に就て、附盤谷和尚に就て〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-717
新聞－郷土の
出来事

広告（萬小間物・小説貸本商長尾商店他） 下巻-P373

K-2-61-718
新聞－郷土の
出来事

酒仙列傅－遇感子－〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-719
新聞－郷土の
出来事

白雲居の墨竹〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-720
新聞－郷土の
出来事

繭絲付属品委托販売業中村久米蔵広告〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-721
新聞－郷土の
出来事

女子の都会熱〔高山新報〕 下巻-P373



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-722
新聞－郷土の
出来事

石版印刷の開業〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-723
新聞－郷土の
出来事

飛騨の美術界寂漠〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-724
新聞－郷土の
出来事

工女功績表彰〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-725
新聞－郷土の
出来事

大野郡病院十周年祝賀式〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-726
新聞－郷土の
出来事

戊辰三ケ月日誌〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-727
新聞－郷土の
出来事

漆垣内雨の半日〔高山新報〕 下巻-P373

K-2-61-728
新聞－郷土の
出来事

高山清雅会主催書画展覧会〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-729
新聞－郷土の
出来事

篠田製版所を観る〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-730
新聞－郷土の
出来事

阿保勝次郎氏逝去〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-731
新聞－郷土の
出来事

広告（飛州志住伊商店）〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-732
新聞－郷土の
出来事

樹徳会設立に就て〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-733
新聞－郷土の
出来事

碁客追善碁会〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-734
新聞－郷土の
出来事

嗚呼松室岡（田中大秀に関する記事）〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-735
新聞－郷土の
出来事

安河記〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-736
新聞－郷土の
出来事

農事功労者十二名表彰〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-737
新聞－郷土の
出来事

酉十題〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-738
新聞－郷土の
出来事

明治四十一年回顧録－玄城生－〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-739
新聞－郷土の
出来事

広告（あらきや・岩佐商店）〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-740
新聞－郷土の
出来事

商栄講〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-741
新聞－郷土の
出来事

松園大人をまつる詞〔高山新報〕 下巻-P374

K-2-61-742-1
新聞－郷土の
出来事

闘球盤大会他〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-742-2
新聞－郷土の
出来事

高山社交倶楽部他〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-743
新聞－郷土の
出来事

二十一大師廻り〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-744
新聞－郷土の
出来事

産牛奨励下付〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-745
新聞－郷土の
出来事

佐藤勝徳名誉教師披露会〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-746
新聞－郷土の
出来事

新島追慕編〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-747
新聞－郷土の
出来事

新島追慕編〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-748
新聞－郷土の
出来事

高山商工会を設立すべし他〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-749
新聞－郷土の
出来事

広告（飛騨風景合写絵葉書）〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-750
新聞－郷土の
出来事

高山町の図書館について批評他〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-751
新聞－郷土の
出来事

野犬吠空－富田豊彦－〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-752
新聞－郷土の
出来事

犬二題〔高山新報〕 下巻-P375



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-753
新聞－郷土の
出来事

新案特許品の続出〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-754
新聞－郷土の
出来事

平田呉服店開業五十年紀念大売出〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-755
新聞－郷土の
出来事

源十郎焼展覧会〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-756
新聞－郷土の
出来事

一位細工匠の光栄〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-757
新聞－郷土の
出来事

飛騨山岳会他〔高山新報〕 下巻-P375

K-2-61-758
新聞－郷土の
出来事

田島稲三氏歓迎会〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-759
新聞－郷土の
出来事

狐松を弔ふ〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-760
新聞－郷土の
出来事

広告（高山印刷合資会社）〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-761
新聞－郷土の
出来事

松室岡奥城奉告祭〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-762
新聞－郷土の
出来事

木通蔓細工講習会〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-763
新聞－郷土の
出来事

飛騨山川出版〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-764
新聞－郷土の
出来事

国府村晩香園小菊宗匠立机狂句合〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-765
新聞－郷土の
出来事

柳風界北壽連社中立机会〔切抜〕 下巻-P376

K-2-61-766
新聞－郷土の
出来事

広小路の拡張〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-767
新聞－郷土の
出来事

西本一風翁逝く〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-768
新聞－郷土の
出来事

高山別院大門再建〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-769
新聞－郷土の
出来事

萩原町の大火他〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-770
新聞－郷土の
出来事

警察官招魂祭〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-771
新聞－郷土の
出来事

高山町及其附近－岡村利平未定稿－〔高山新報〕 下巻-P376

K-2-61-772
新聞－郷土の
出来事

上木清成翁の五十年追悼会〔高山新報〕 下巻-P377

K-2-61-773
新聞－郷土の
出来事

上嵯峨の庵主鉄舟居士の女と語る　〔高山新報〕 下巻-P377

K-2-61-774
新聞－郷土の
出来事

再び飛騨權掾菅原兼茂の事に就きて－柏木城谷－ 下巻-P377

K-2-61-775
新聞－郷土の
出来事

小学生出来心後聞〔岐阜日日新聞〕 下巻-P377

K-2-61-776
新聞－郷土の
出来事

飛騨牛乳株式会社設立〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-777
新聞－郷土の
出来事

舟橋の架橋〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-778
新聞－郷土の
出来事

三種庵雨外宗匠古稀賀莚〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-779
新聞－郷土の
出来事

東山大雄教寺十夜忌〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-780
新聞－郷土の
出来事

古川町役場落成式〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-781
新聞－郷土の
出来事

村田惣兵衛氏逝く〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-782
新聞－郷土の
出来事

饂飩屋評判記〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-783
新聞－郷土の
出来事

広告（材木小白木商川徳製材所）〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-784
新聞－郷土の
出来事

大正三年に於ける飛騨文壇の印象－上島善一－ 下巻-P377



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-785
新聞－郷土の
出来事

高山町港町青年会発会式〔高山タイムス〕 下巻-P377

K-2-61-786
新聞－郷土の
出来事

回華亭雅会〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-787
新聞－郷土の
出来事

飛騨史談会講演会〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-788
新聞－郷土の
出来事

国分寺通庚申堂のこと〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-789
新聞－郷土の
出来事

秀文祭中橋詰御大典燈据付〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-790
新聞－郷土の
出来事

御即位記念燈奉燈式〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-791
新聞－郷土の
出来事

奉祝御大典〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-792
新聞－郷土の
出来事

飛騨の国に於ける辰年の出来事〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-793
新聞－郷土の
出来事

郷土と龍〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-794
新聞－郷土の
出来事

押上詞叢出版〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-795
新聞－郷土の
出来事

小白木業者の福音〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-796
新聞－郷土の
出来事

美術考究会を観て〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-797
新聞－郷土の
出来事

社交的倶楽部の設立を推奨す〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-798
新聞－郷土の
出来事

謡曲俳諧聯合雅莚〔高山タイムス〕 下巻-P378

K-2-61-799
新聞－郷土の
出来事

飛騨物産会社の営業は小白木が主眼〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-800
新聞－郷土の
出来事

大野郡史編纂委員会〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-801
新聞－郷土の
出来事

塩崎逸陵画伯来高〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-802-1
新聞－郷土の
出来事

飛騨詠史（其三）－田島春園－〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-802-2
新聞－郷土の
出来事

飛騨詠史（其四）－田島春園－〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-802-3
新聞－郷土の
出来事

飛騨詠史（其五）－田島春園－〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-803
新聞－郷土の
出来事

女医多田宇多子〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-804
新聞－郷土の
出来事

素謡会を催す〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-805
新聞－郷土の
出来事

高山タイムス創刊三周年〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-806
新聞－郷土の
出来事

七観音巡拜亡記〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-807
新聞－郷土の
出来事

大秀翁の贈位奉告祭〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-808
新聞－郷土の
出来事

錦山神社の臨時大祭〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-809
新聞－郷土の
出来事

高山町婦人会発会式〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-810
新聞－郷土の
出来事

雲橋社立机披露会〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-811
新聞－郷土の
出来事

噫池之端惣助氏逝く〔高山タイムス〕 下巻-P379

K-2-61-812
新聞－郷土の
出来事

大野郡病院長の新婚〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-813
新聞－郷土の
出来事

西之一色東照宮の修覆〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-814
新聞－郷土の
出来事

郡農会の桑園改良〔高山タイムス〕 下巻-P380



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-815
新聞－郷土の
出来事

巳年の人〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-816
新聞－郷土の
出来事

高山陣屋左義長の餘風－向陽生－〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-817
新聞－郷土の
出来事

高山町の風流韻事は調落気味、謡曲会のみ全盛 下巻-P380

K-2-61-818
新聞－郷土の
出来事

杉下守中画伯披露式〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-819
新聞－郷土の
出来事

丹生川村平塚藤喜氏表彰披露式〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-820
新聞－郷土の
出来事

シンガーミシン会社講習生募集の広告〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-821
新聞－郷土の
出来事

高山町史編纂〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-822
新聞－郷土の
出来事

永井家の祖先祭〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-823
新聞－郷土の
出来事

高山町立實科高等女学校開校式〔飛騨日報切抜〕 下巻-P380

K-2-61-824
新聞－郷土の
出来事

花蔭会句碑除幕式〔高山タイムス〕 下巻-P380

K-2-61-825
新聞－郷土の
出来事

飛騨日報・高山タイムスの合同他〔高山タイムス〕 下巻-P381

K-2-61-826
新聞－郷土の
出来事

一千号紀念和歌〔飛騨日報〕 下巻-P381

K-2-61-827
新聞－郷土の
出来事

「郡上八幡町大火」 下巻-P381

K-2-61-827-1
新聞－郷土の
出来事

八幡町大火〔飛騨日報〕 下巻-P381

K-2-61-827-2
新聞－郷土の
出来事

湮滅跡なき八幡の焼地に飢と疲に泣く避難者の群 下巻-P381

K-2-61-827-3
新聞－郷土の
出来事

郡上八幡、本県未曽有の大火〔飛騨日報〕 下巻-P381

K-2-61-828
新聞－郷土の
出来事

垣内雲・画伯逝去〔飛騨日報〕 下巻-P381

K-2-61-829
新聞－郷土の
出来事

歌留多倶楽部立田会組織さる〔飛騨日報〕 下巻-P381

K-2-61-830
新聞－郷土の
出来事

飛騨小坂町大火〔岐阜日日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-830-1
新聞－郷土の
出来事

菅公左遷の真相〔教育新聞〕 下巻-P381

K-2-61-830-2
新聞－郷土の
出来事

農村の模範青年－梅村登君の半生－〔教育新聞〕 下巻-P381

K-2-61-830-3
新聞－郷土の
出来事

詩苑（夢庵・鋤雲・袖水）〔教育新聞〕 下巻-P381

K-2-61-830-4
新聞－郷土の
出来事

山陽外史百年祭〔教育新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832
新聞－郷土の
出来事

「飛騨地方の災害」 下巻-P381

K-2-61-832-1
新聞－郷土の
出来事

高山地方の降雪〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-2
新聞－郷土の
出来事

珍し雪のない飛騨、徳川時代以来の事 下巻-P381

K-2-61-832-3
新聞－郷土の
出来事

再び襲った豪雨、悲惨な報告が頻々〔大阪毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-4
新聞－郷土の
出来事

豪雨による益田街道の復旧容易ならず〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-5
新聞－郷土の
出来事

下山中の大雪崩〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-6
新聞－郷土の
出来事

白川村の水禍〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-7
新聞－郷土の
出来事

地に空に荒れ狂ふ暴風雨〔飛騨毎日新聞号外〕 下巻-P381

K-2-61-832-8
新聞－郷土の
出来事

暴風雨被害（大名田町の被害家屋二百戸） 下巻-P381



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-832-9
新聞－郷土の
出来事

飛騨地方に豪雨襲来〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-10
新聞－郷土の
出来事

目も当てられぬ苔川沿岸の惨害〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P381

K-2-61-832-11
新聞－郷土の
出来事

日枝神社、昨年の暴風難に続き今年は火災 下巻-P382

K-2-61-832-12
新聞－郷土の
出来事

大雪のため北陸線不通、高山線旅客迂廻輸送 下巻-P382

K-2-61-832-13
新聞－郷土の
出来事

細江－笹津間雪崩のため不通〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-833
新聞－郷土の
出来事

国府村紹介号〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-834
新聞－郷土の
出来事

高山地方雪降〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-835
新聞－郷土の
出来事

「船津町の大火」 下巻-P382

K-2-61-835-1
新聞－郷土の
出来事

飛騨船津町の大火〔岐阜新聞〕 下巻-P382

K-2-61-835-2
新聞－郷土の
出来事

船津町大火の詳報〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-835-3
新聞－郷土の
出来事

復興へと焼跡に新しい進行を開始〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-835-4
新聞－郷土の
出来事

船津大火復興を信じ復興に邁進せよ〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-835-5
新聞－郷土の
出来事

復興を急ぐ船津町〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P382

K-2-61-835-6
新聞－郷土の
出来事

船津町大火後報〔岐阜新聞〕 下巻-P382

K-2-61-836
新聞－郷土の
出来事

広告（国技館、劇場としての第一回披露興行） 下巻-P382

K-2-61-837
新聞－郷土の
出来事

御遷宮に御用の御笏上納〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-838
新聞－郷土の
出来事

雲橋社中祝賀俳莚〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-839
新聞－郷土の
出来事

飛騨蠶絲類品評会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-840
新聞－郷土の
出来事

石原基輝巡査殉職碑前慰霊祭〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-841
新聞－郷土の
出来事

濃飛八景当選決定〔岐阜新聞〕 下巻-P382

K-2-61-842
新聞－郷土の
出来事

飛騨総社の大祭〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-843
新聞－郷土の
出来事

麻雀講習会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P382

K-2-61-844
新聞－郷土の
出来事

福田夕咲氏新作「高山小唄」〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-845
新聞－郷土の
出来事

北山公園〔高山通信〕 下巻-P383

K-2-61-846
新聞－郷土の
出来事

船津町にまた大火〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-847
新聞－郷土の
出来事

船津町大火後報〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-848
新聞－郷土の
出来事

古代建築原始型の発見－櫻井水無宮司の話－ 下巻-P383

K-2-61-849
新聞－郷土の
出来事

犀川改修工事、岐垣国道改修起工祝賀を今日挙行 下巻-P383

K-2-61-850
新聞－郷土の
出来事

男女共学制実施問題、高山町会本会議で可決す 下巻-P383

K-2-61-851
新聞－郷土の
出来事

古川町役場全焼〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-852
新聞－郷土の
出来事

共学制実施、高山の小学校他〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-853
新聞－郷土の
出来事

能楽界の暗闘〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-854
新聞－郷土の
出来事

岐阜県下代表民謡投票〔岐阜日日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-855
新聞－郷土の
出来事

高山町最初の町会議長〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-856
新聞－郷土の
出来事

高山町聨合橋渡橋式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-857
新聞－郷土の
出来事

飛騨行軍の飛行隊〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-858
新聞－郷土の
出来事

松倉城趾史蹟保存の標柱建設〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-859
新聞－郷土の
出来事

上岡本の貯水池完成〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P383

K-2-61-860-1
新聞－郷土の
出来事

非人道的な米屋の協定〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-860-2
新聞－郷土の
出来事

経済界対策協議の区総代会開く〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-860-3
新聞－郷土の
出来事

財界に善処する商工会の決議〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-861
新聞－郷土の
出来事

「高山町・大名田合併問題」 下巻-P384

K-2-61-861-1
新聞－郷土の
出来事

両町合併速成聯盟組織〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-861-2
新聞－郷土の
出来事

大名田町民両町合併研究大会、合併は刻下の急務と認む 下巻-P384

K-2-61-861-3
新聞－郷土の
出来事

高山町側合併交渉委員会、直に正式交渉開始 下巻-P384

K-2-61-861-4
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田合併問題（一）－杉山又男－ 下巻-P384

K-2-61-861-5
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田両町合併問題座談会（一） 下巻-P384

K-2-61-861-6
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田両町合併問題座談会（二） 下巻-P384

K-2-61-861-7
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田両町合併問題座談会（三） 下巻-P384

K-2-61-861-8
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田両町合併問題座談会（四） 下巻-P384

K-2-61-861-9
新聞－郷土の
出来事

合併速進の叫びなほ盛ん、即時断行を可決 下巻-P384

K-2-61-862
新聞－郷土の
出来事

「船津町二の午叺たくり襲撃事件」 下巻-P384

K-2-61-862-1
新聞－郷土の
出来事

二の叺手繰から大挙して四家を襲ふ〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-862-2
新聞－郷土の
出来事

船津二の午祭の襲撃事件詳報〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-862-3
新聞－郷土の
出来事

船津の二の午祭事件計画的の暴行か〔切抜〕 下巻-P384

K-2-61-862-4
新聞－郷土の
出来事

稲荷祭暴行事件後報寛大な処置をと当局へ陳状〔切抜〕 下巻-P384

K-2-61-863
新聞－郷土の
出来事

根方大清水の鱒増殖場起工式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P384

K-2-61-864
新聞－郷土の
出来事

国分寺通り歩拡施工〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-865
新聞－郷土の
出来事

長者議員互選資格者の顔ぶれ 下巻-P385

K-2-61-866
新聞－郷土の
出来事

高山雑観－Ｓ・Ｎ生－〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-867
新聞－郷土の
出来事

中津町の水禍〔岐阜日日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-868
新聞－郷土の
出来事

国府村議逐鹿戦〔岐阜日日新聞高山号外〕 下巻-P385

K-2-61-869
新聞－郷土の
出来事

高山町議の改選〔岐阜日日新聞高山号外〕 下巻-P385

K-2-61-870
新聞－郷土の
出来事

乗鞍スキー場開場式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-871
新聞－郷土の
出来事

新高山商工会けふ晴れの総会〔切抜〕 下巻-P385

K-2-61-872
新聞－郷土の
出来事

「高山線全通」 下巻-P385

K-2-61-872-1
新聞－郷土の
出来事

高山、飛越線連結軌条納め式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-2
新聞－郷土の
出来事

開通式の前奏曲、歓びの準備工作〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-3
新聞－郷土の
出来事

飛越国境を越えて鉄道全通の高山へ〔大阪毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-4
新聞－郷土の
出来事

山都の玄関高山駅二十五日開業〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-5
新聞－郷土の
出来事

全通式々場準備〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-6
新聞－郷土の
出来事

歓喜に輝く飛騨路〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P385

K-2-61-872-7
新聞－郷土の
出来事

全町民を挙げて古川町の全通祝賀〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-8
新聞－郷土の
出来事

飛騨鉄道の回顧〔高山日日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-9
新聞－郷土の
出来事

飛騨路に沸る歓喜〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P385

K-2-61-872-10
新聞－郷土の
出来事

狂喜する乗客の波に新駅のダイヤも狂ふ 下巻-P385

K-2-61-872-11
新聞－郷土の
出来事

高山本線全通祝賀第二日〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-872-12
新聞－郷土の
出来事

紅葉と競ふ飛騨路の歓び〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P385

K-2-61-872-13
新聞－郷土の
出来事

鉄道全通祝賀気分最高潮〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P385

K-2-61-873
新聞－郷土の
出来事

飛騨山系国立公園の名称に関する意見書提出 下巻-P386

K-2-61-874
新聞－郷土の
出来事

「上仲鈴子嬢郷土訪問飛行」 下巻-P386

K-2-61-874-1
新聞－郷土の
出来事

上仲鈴子嬢けさ東京出発〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-874-2
新聞－郷土の
出来事

飛騨防空飛行大会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-874-3
新聞－郷土の
出来事

上仲鈴子機昨夕各務原着陸〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-874-4
新聞－郷土の
出来事

郷土訪問飛行を完成した上仲嬢〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-875
新聞－郷土の
出来事

飛越線、高山線全通の示す数字〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-876
新聞－郷土の
出来事

久々野山梨上水道近く工事に着手〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-877
新聞－郷土の
出来事

高山観光協会発会式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-878
新聞－郷土の
出来事

日枝神社の大祭〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-879
新聞－郷土の
出来事

一銭銅貨大の降雹〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-880
新聞－郷土の
出来事

眠り病襲来、日赤斐太病院長水野博士急逝 下巻-P386

K-2-61-881
新聞－郷土の
出来事

「狛犬展覧会」 下巻-P386

K-2-61-881-1
新聞－郷土の
出来事

高麗犬展覚書－山田白馬－〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-881-2
新聞－郷土の
出来事

狛犬漫談－富田令禾－〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-882
新聞－郷土の
出来事

「牧野良三氏当選」 下巻-P386

K-2-61-882-1
新聞－郷土の
出来事

衆議院議員選挙結果〔新愛知飛騨号外〕 下巻-P386



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
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K-2-61-882-2
新聞－郷土の
出来事

歓びに沸き返り牧野派の選挙事務所〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-882-3
新聞－郷土の
出来事

国民審判の結果〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-883
新聞－郷土の
出来事

高山都市計画－直井高山町長談－〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P386

K-2-61-884
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田両町の合併促進懇談会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P386

K-2-61-885
新聞－郷土の
出来事

「高山市制施行告示」 下巻-P387

K-2-61-885-1
新聞－郷土の
出来事

大名田町会に呼応して高山町会繰上招集 下巻-P387

K-2-61-885-2
新聞－郷土の
出来事

高山、大名田町を廃止し一気に市制実施 下巻-P387

K-2-61-885-3
新聞－郷土の
出来事

市制施行の上申案あすの高山町会へ〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-4
新聞－郷土の
出来事

愈よ市制の実施〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-5
新聞－郷土の
出来事

両町合併に関するけふ大詰の委員会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-6
新聞－郷土の
出来事

過去の合併問題を顧みて感慨無量げに直井町長語る 下巻-P387

K-2-61-885-7
新聞－郷土の
出来事

大高山の誕生を語る〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P387

K-2-61-885-8
新聞－郷土の
出来事

高山市制実施祝賀に贈る“高山市行進歌” 下巻-P387

K-2-61-885-9
新聞－郷土の
出来事

新都市を描く〔大阪毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-10
新聞－郷土の
出来事

市制への工作完了〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-11
新聞－郷土の
出来事

市制執行の告示、来る廿四日頃〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-12
新聞－郷土の
出来事

輝く事蹟を遺してけふ最終高山町会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-13
新聞－郷土の
出来事

輝く躍進の新高山市〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-14
新聞－郷土の
出来事

大名田町あす全町の慰労会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-885-15
新聞－郷土の
出来事

あす高山市誕生〔岐阜新聞〕 下巻-P387

K-2-61-886
新聞－郷土の
出来事

「高山町文右エ門坂の大火」 下巻-P387

K-2-61-886-1
新聞－郷土の
出来事

目抜の文右エ門坂に火の手四方に延ぶ〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-886-2
新聞－郷土の
出来事

高山大火の詳報〔大坂毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-887
新聞－郷土の
出来事

けふ松倉絵馬市〔切抜〕 下巻-P387

K-2-61-888
新聞－郷土の
出来事

「高山市制施行祝賀」 下巻-P387

K-2-61-888-1
新聞－郷土の
出来事

輝く躍進の新高山市〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-888-2
新聞－郷土の
出来事

高山市の誕生〔名古屋新聞岐阜版〕 下巻-P387

K-2-61-888-3
新聞－郷土の
出来事

けふぞ大“高山市”誕生〔新愛知飛騨附録〕 下巻-P387

K-2-61-888-4
新聞－郷土の
出来事

けふ待望の高山市生る〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P387

K-2-61-888-5
新聞－郷土の
出来事

躍進飛騨の誇り、高山市誕生す〔大阪朝日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-888-6
新聞－郷土の
出来事

あす高山市施行祝賀幕あけ〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-888-7
新聞－郷土の
出来事

けふ開く高山市制祝賀譜〔大阪毎日新聞岐阜版〕 下巻-P387



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-888-8
新聞－郷土の
出来事

全市にわきたつ歓喜〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P387

K-2-61-888-9
新聞－郷土の
出来事

けふ晴れの祝賀式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-888-10
新聞－郷土の
出来事

豪華な催しに高山全市は沸く〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-888-11
新聞－郷土の
出来事

惜しくも雨に濡れた市制祝賀最後の日〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-889
新聞－郷土の
出来事

小型自動車の出現に早くも許可出願、市内タクシーの戦 下巻-P388

K-2-61-890
新聞－郷土の
出来事

「第一回高山市会議員選挙」 下巻-P388

K-2-61-890-1
新聞－郷土の
出来事

高山市最初の市会議員選挙〔大阪毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-890-2
新聞－郷土の
出来事

選挙は最終戦へけふ立候補締切〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-890-3
新聞－郷土の
出来事

当選者の面影得票順〔大阪毎日新聞号外〕 下巻-P388

K-2-61-890-4
新聞－郷土の
出来事

粛正選挙けふゴールへ〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-890-5
新聞－郷土の
出来事

開票結果〔飛騨毎日新聞第一号外〕 下巻-P388

K-2-61-890-6
新聞－郷土の
出来事

初市会の大混乱〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-890-7
新聞－郷土の
出来事

高井議員不明朗を難詰、昨十三日の続行高山市会 下巻-P388

K-2-61-891
新聞－郷土の
出来事

飛騨国造大八椅命千八百年記念祭〔切抜〕 下巻-P388

K-2-61-892
新聞－郷土の
出来事

高山市上水道設計趣意書を配布〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-893
新聞－郷土の
出来事

上野平開墾起工式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-894
新聞－郷土の
出来事

「高山別院大法会」 下巻-P388

K-2-61-894-1
新聞－郷土の
出来事

高山別院大法会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-894-2
新聞－郷土の
出来事

光暢師夫妻を迎へて飛騨にひらく法悦〔大阪毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-894-3
新聞－郷土の
出来事

讃仰の春陽麗かに高山別院の大法会〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-895
新聞－郷土の
出来事

「船津町大津神社大祭」 下巻-P388

K-2-61-895-1
新聞－郷土の
出来事

大津神社大祭愈々迫る〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-895-2
新聞－郷土の
出来事

船津町大津神社臨時大祭〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P388

K-2-61-896
新聞－郷土の
出来事

飛騨の昔と今〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P389

K-2-61-897
新聞－郷土の
出来事

飛騨のスキー場を語る〔大阪毎日新聞〕 下巻-P389

K-2-61-898
新聞－郷土の
出来事

直井市長辞職勧告、柿下清六氏が当時を説明〔切抜〕 下巻-P389

K-2-61-899
新聞－郷土の
出来事

高山市史資料調査着手〔切抜〕 下巻-P389

K-2-61-900
新聞－郷土の
出来事

久美愛病院開院式〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P389

K-2-61-901
新聞－郷土の
出来事

選ばれた新市議三十名〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P389

K-2-61-902
新聞－郷土の
出来事

地方事務所けふから開設〔切抜〕 下巻-P389

K-2-61-903
新聞－郷土の
出来事

目出度い子福者や納税功労者を表彰〔飛騨毎日新聞〕 下巻-P389

K-2-61-904
新聞－郷土の
出来事

城山のドライヴウェー白雲水から金龍ケ岡が完成 下巻-P389
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「角竹郷土資料文
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K-2-61-905
新聞－郷土の
出来事

公職追放に満足〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P389

K-2-61-906
新聞－郷土の
出来事

宗和流茶道研究会〔飛騨新聞〕 下巻-P389

K-2-61-907
新聞－郷土の
出来事

種畜場創立四十周年記念式〔飛騨新聞〕 下巻-P389

K-2-61-908-1
新聞－郷土の
出来事

山都の発展を期して復活する観光協会〔飛騨新聞〕 下巻-P389

K-2-61-908-2
新聞－郷土の
出来事

高山別院周辺火災見舞金配分案〔飛騨新聞〕 下巻-P389

K-2-61-909
新聞－郷土の
出来事

ヒダ労協江馬修氏と絶縁を決議す〔飛騨新聞〕 下巻-P389

K-2-61-910
新聞－郷土の
出来事

飛騨美術作家連盟結成〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-911
新聞－郷土の
出来事

国分寺通りの美装〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-912
新聞－郷土の
出来事

歓迎福戸国人氏歌会〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-913
新聞－郷土の
出来事

国際観光乗鞍ホテル〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-914
新聞－郷土の
出来事

高山郵趣会生る〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-915
新聞－郷土の
出来事

高山市公民館多彩な記念行事で開く〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-916
新聞－郷土の
出来事

高山営林署造林五ケ年計画〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-917
新聞－郷土の
出来事

引揚者高山支部消費組合の発会式〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-918
新聞－郷土の
出来事

飛騨労働基準協会の設立〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-919
新聞－郷土の
出来事

十月二十四日初雪〔切抜〕 下巻-P390

K-2-61-920
新聞－郷土の
出来事

アメリカえ行く飛騨の特産木工製品〔飛騨新聞〕 下巻-P390

K-2-61-921
新聞－郷土の
出来事

奈良朝初期の窯跡を発見－小糸焼の長倉氏－ 下巻-P391

K-2-61-922
新聞－郷土の
出来事

スキー王国飛騨の建設〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-923
新聞－郷土の
出来事

高山市内の各学校先生方の俸給平均額〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-924
新聞－郷土の
出来事

郷土の生んだ歌姫、川路公恵さん〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-925
新聞－郷土の
出来事

柔道クラブの誕生〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-926
新聞－郷土の
出来事

厳冬の乗鞍嶽登山記－岡本胡伊治－〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-927
新聞－郷土の
出来事

飛騨と富山の物資交流〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-928
新聞－郷土の
出来事

高山市公安委員問題〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-929
新聞－郷土の
出来事

発足する飛騨振興会　〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-930
新聞－郷土の
出来事

高山驛構内の火事〔飛騨新聞〕 下巻-P391

K-2-61-931
新聞－郷土の
出来事

飛騨築経済復興会議〔高山市民時報〕 下巻-P391

K-2-61-932
新聞－郷土の
出来事

高山市消防後援会予算八十万円で発足する 下巻-P391

K-2-61-933
新聞－郷土の
出来事

ポンプ十二台配置、消防力の機械化〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-934
新聞－郷土の
出来事

飛騨観光連盟結成準備会開催〔飛騨新聞〕 下巻-P392

K-2-61-935
新聞－郷土の
出来事

森野亀之助氏（斐太中学校教諭）逝く〔高山市民時報〕 下巻-P392
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K-2-61-936
新聞－郷土の
出来事

六・三・三制発足〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-937
新聞－郷土の
出来事

名外科医の栄転に市民留任嘆願〔飛騨新聞〕 下巻-P392

K-2-61-938-1
新聞－郷土の
出来事

山王の大祭〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-938-2
新聞－郷土の
出来事

宇佐川秀氏県民生部長に栄転〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-938-3
新聞－郷土の
出来事

飛騨青年建設懇談会〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-939
新聞－郷土の
出来事

前田青邨飾物談話〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-940
新聞－郷土の
出来事

高山別院の大法要〔飛騨新聞〕 下巻-P392

K-2-61-941
新聞－郷土の
出来事

飛騨の人士に寄す（上）（下）－宮部幸三－ 下巻-P392

K-2-61-942
新聞－郷土の
出来事

市民運動場出来上る〔高山市民時報〕 下巻-P392

K-2-61-943
新聞－郷土の
出来事

池之坊華道会斐太支部長住進氏の名誉〔飛騨新聞〕 下巻-P392

K-2-61-944
新聞－郷土の
出来事

観光ホテル建設計画〔高山市民時報〕 下巻-P393

K-2-61-945
新聞－郷土の
出来事

久邇朝融氏の一行飛騨観光地を視察〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-946
新聞－郷土の
出来事

徳永富士子洋画塾〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-947
新聞－郷土の
出来事

廣島久米蔵氏逝去他〔高山市民時報〕 下巻-P393

K-2-61-948
新聞－郷土の
出来事

宮川筋へ子鮎放流〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-949-1
新聞－郷土の
出来事

“光明さま”に疑惑の眼〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-949-2
新聞－郷土の
出来事

福田夕咲氏の歌碑建設〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-950-1
新聞－郷土の
出来事

高山市仏教文化展他〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-950-2
新聞－郷土の
出来事

宮川護岸補修開始〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-951
新聞－郷土の
出来事

梅若猶義師を迎えて観世流謡曲大会開く〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-952
新聞－郷土の
出来事

満州引揚者95戸飛騨へ入植〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-953
新聞－郷土の
出来事

夕咲氏の歌碑月見平に着工〔飛騨新聞〕 下巻-P393

K-2-61-954
新聞－郷土の
出来事

天皇陛下、文化貢献者と御歓談〔切抜〕 下巻-P393

K-2-61-955
新聞－郷土の
出来事

高山・松本間を国道編入運動〔飛騨新聞〕 下巻-P394

K-2-61-956
新聞－郷土の
出来事

教育委員選挙に平田・つ氏立候補〔飛騨新聞〕 下巻-P394

K-2-61-957
新聞－郷土の
出来事

随想飛騨の人となりて－酒井喜代太－〔飛騨新聞〕 下巻-P394

K-2-61-958
新聞－郷土の
出来事

高山煙草協同商業組合発会式〔高山市民時報〕 下巻-P394

K-2-61-959
新聞－郷土の
出来事

長足発展の小坂町〔新飛騨〕 下巻-P394

K-2-61-960
新聞－郷土の
出来事

子供らの手で児童文化会館他 下巻-P394

K-2-61-961
新聞－郷土の
出来事

石井八畝画伯個展開く〔飛騨新聞〕 下巻-P394

K-2-61-962
新聞－郷土の
出来事

南市民運動場スタンド構築、プールも作る他 下巻-P394

K-2-61-963
新聞－郷土の
出来事

夕咲の歌碑城山に竣工他〔飛騨新聞〕 下巻-P394
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K-2-61-964
新聞－郷土の
出来事

高山市の上水道他〔高山市民時報〕 下巻-P394

K-2-61-965
新聞－郷土の
出来事

豆伝記土川田鶴他〔高山市民時報〕 下巻-P394

K-2-61-966
新聞－郷土の
出来事

初春街道逍遥記－市長－〔高山市民時報〕 下巻-P394

K-2-61-967
新聞－郷土の
出来事

大谷・氏、久美愛病院を退職〔高山市民時報〕 下巻-P394

K-2-61-968
新聞－郷土の
出来事

高山検察審査会とは〔高山市民時報〕 下巻-P394

K-2-61-969
新聞－郷土の
出来事

光明さま物語他〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-970
新聞－郷土の
出来事

別院再建論〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-971
新聞－郷土の
出来事

高山長者番付〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-972
新聞－郷土の
出来事

高山祭りの統合問題〔飛騨新聞〕 下巻-P395

K-2-61-973
新聞－郷土の
出来事

飛騨椎茸をアメリカヘ〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-974
新聞－郷土の
出来事

消防本部を開設〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-975
新聞－郷土の
出来事

新興宗教の「お光様」〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P395

K-2-61-976-1
新聞－郷土の
出来事

高山ダンス連盟ダンス祭を催す他〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-976-2
新聞－郷土の
出来事

高山軟式野球連盟の新役員他〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-977
新聞－郷土の
出来事

櫻町大火義捐金好調他〔飛騨新聞〕 下巻-P395

K-2-61-978
新聞－郷土の
出来事

農業協同組合の新役員〔高山市民時報〕 下巻-P395

K-2-61-979
新聞－郷土の
出来事

文化祭行事の壓巻金森時代の文化美術展〔飛騨新聞〕 下巻-P395

K-2-61-980
新聞－郷土の
出来事

黄玄会絵画展〔飛騨新聞〕 下巻-P395

K-2-61-981-1
新聞－郷土の
出来事

教育研究所近く出来る〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-981-2
新聞－郷土の
出来事

農産加工組合生れる他〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-982
新聞－郷土の
出来事

上枝校建つ〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-983
新聞－郷土の
出来事

悲しい運命のロマンスカー他〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-984
新聞－郷土の
出来事

公民館運営委員初会議〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-985
新聞－郷土の
出来事

農地委員選挙〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-986
新聞－郷土の
出来事

社会学級を各校下別に〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-987
新聞－郷土の
出来事

萩原天文台長来飛〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-988
新聞－郷土の
出来事

宇野増次郎翁十七回忌〔飛騨新聞〕 下巻-P396

K-2-61-989
新聞－郷土の
出来事

美女峠改修陳情〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-990
新聞－郷土の
出来事

荏名文庫の虫ぼし〔飛騨新聞〕 下巻-P396

K-2-61-991
新聞－郷土の
出来事

乗鞍山荘開業〔飛騨新聞〕 下巻-P396

K-2-61-992-1
新聞－郷土の
出来事

本町会のビックリ市他〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-992-2
新聞－郷土の
出来事

高根村中洞の火事へ義捐金を募る〔高山市民時報〕 下巻-P396



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-992-3
新聞－郷土の
出来事

市のマーク制定〔高山市民時報〕 下巻-P396

K-2-61-993
新聞－郷土の
出来事

上野平の水路工事進む〔飛騨新聞〕 下巻-P397

K-2-61-994
新聞－郷土の
出来事

農地委員会選挙〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-995
新聞－郷土の
出来事

農地委員会選挙終る〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-996-1
新聞－郷土の
出来事

成田三休二百五十年祭他〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-996-2
新聞－郷土の
出来事

飛騨へ最初にトラックを持ちこんだ人他 下巻-P397

K-2-61-997
新聞－郷土の
出来事

あぶない毒皿久々野に出現〔飛騨新聞〕 下巻-P397

K-2-61-998
新聞－郷土の
出来事

百年間つきぬ松本の石灰山〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-999
新聞－郷土の
出来事

辻ケ森に児童福祉会館〔飛騨新聞〕 下巻-P397

K-2-61-1000-1
新聞－郷土の
出来事

農業委員会委員選任他〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-1000-2
新聞－郷土の
出来事

岐阜富山間の国道編入運動他〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-1001
新聞－郷土の
出来事

乗鞍に阪大の宇宙線研究所他〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-1002
新聞－郷土の
出来事

一中落成式〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-1003
新聞－郷土の
出来事

きょう四名最後の引揚者〔高山市民時報〕 下巻-P397

K-2-61-1004
新聞－郷土の
出来事

今日開く秋の大音楽祭〔飛騨新聞〕 下巻-P397

K-2-61-1005
新聞－郷土の
出来事

岐阜富山間を国道編入運動〔高山市民時報〕 下巻-P398

K-2-61-1006
新聞－郷土の
出来事

よくなった公民館〔高山市民時報〕 下巻-P398

K-2-61-1007
新聞－郷土の
出来事

国体登山と観光飛騨－岡本胡伊治－〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1008
新聞－郷土の
出来事

乗鞍登山10回、昨廿三年の記録〔切抜〕 下巻-P398

K-2-61-1009-1
新聞－郷土の
出来事

増加する高山の生活困窮者〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1009-2
新聞－郷土の
出来事

七夕の夜の高山の火事〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1009-3
新聞－郷土の
出来事

高山市の老人週間〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1009-4
新聞－郷土の
出来事

七日町の火事〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1010
新聞－郷土の
出来事

飛騨の長者番付、姿消す木材業〔切抜〕 下巻-P398

K-2-61-1011
新聞－郷土の
出来事

朝日・高根両村の大野郡編入成る〔切抜〕 下巻-P398

K-2-61-1012
新聞－郷土の
出来事

新設校開校式〔高山市民時報〕 下巻-P398

K-2-61-1013
新聞－郷土の
出来事

長瀬旅館再開業、大浴場も計画〔高山市民時報〕 下巻-P398

K-2-61-1014
新聞－郷土の
出来事

市議長改選〔高山市民時報〕 下巻-P398

K-2-61-1015
新聞－郷土の
出来事

朝日・高根大野郡編入祝賀式〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1016
新聞－郷土の
出来事

朝日・高根大野郡編入祝賀式〔飛騨新聞〕 下巻-P398

K-2-61-1017
新聞－郷土の
出来事

中山開発始まる〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1018
新聞－郷土の
出来事

英文乗鞍案内を県で一萬部刊行〔高山市民時報〕 下巻-P399



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1019
新聞－郷土の
出来事

水道委員辞任〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1020
新聞－郷土の
出来事

側溝改良工事廿一ケ所施工〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1021
新聞－郷土の
出来事

“神岡町”今日から発足〔飛騨ニュース〕 下巻-P399

K-2-61-1022
新聞－郷土の
出来事

回顧十五年〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1023
新聞－郷土の
出来事

昨日の地震、震源地は高山附近〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1024
新聞－郷土の
出来事

市営住宅今年廿戸建つ〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1025
新聞－郷土の
出来事

国道に安房峠を編入運動〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1026
新聞－郷土の
出来事

屋台に市から一万円を補助〔高山市民時報切抜〕 下巻-P399

K-2-61-1027-1
新聞－郷土の
出来事

水源工事鍬入式〔高山市民時報切抜〕 下巻-P399

K-2-61-1027-2
新聞－郷土の
出来事

朝日ダム工事促進に上京〔高山市民時報〕 下巻-P399

K-2-61-1028
新聞－郷土の
出来事

高山芙蓉会秋の温習会〔飛騨新聞〕 下巻-P399

K-2-61-1029
新聞－郷土の
出来事

高山市獵友会結成〔飛騨新聞〕 下巻-P400

K-2-61-1030
新聞－郷土の
出来事

お役所前の市場移転他〔高山市民時報〕 下巻-P400

K-2-61-1031
新聞－郷土の
出来事

陣屋跡保存に十万円の国庫補助〔飛騨新聞〕 下巻-P400

K-2-61-1032
新聞－郷土の
出来事

飛騨弓道会納会〔高山市民時報切抜〕 下巻-P400

K-2-61-1033
新聞－郷土の
出来事

教育祭に功労者を表彰〔飛騨新聞〕 下巻-P400

K-2-61-1034
新聞－郷土の
出来事

観光高山におくる佳話〔高山市民時報切抜〕 下巻-P400

K-2-61-1035-1
新聞－郷土の
出来事

商工会議所新役員〔切抜〕 下巻-P400

K-2-61-1035-2
新聞－郷土の
出来事

上枝地区学校落成〔切抜〕 下巻-P400

K-2-61-1036
新聞－郷土の
出来事

中山開発、桝形橋に擬寳珠〔高山市民時報〕 下巻-P400

K-2-61-1037
新聞－郷土の
出来事

高山キリスト教会幼児生活園で幼児を募集 下巻-P400

K-2-61-1038
新聞－郷土の
出来事

高山米穀販売企業組合〔高山市民時報〕 下巻-P400

K-2-61-1039
新聞－郷土の
出来事

高山市財政白書〔高山市民時報〕 下巻-P400

K-2-61-1040
新聞－郷土の
出来事

教育委員会一日から新発足〔高山市民時報〕 下巻-P400

K-2-61-1041
新聞－郷土の
出来事

市上水道工事起債陳情〔飛騨新聞〕 下巻-P400

K-2-61-1042
新聞－郷土の
出来事

高山高校に洋裁別科〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1043
新聞－郷土の
出来事

「御嶽登山バス」開通期成同盟会発足〔飛騨新聞〕 下巻-P401

K-2-61-1044
新聞－郷土の
出来事

水道案内〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1045
新聞－郷土の
出来事

高山に劇団「路踏志会」結成〔飛騨新聞〕 下巻-P401

K-2-61-1046-1
新聞－郷土の
出来事

赤保木出身の力士、三野谷春夫君三段に飛躍他 下巻-P401

K-2-61-1046-2
新聞－郷土の
出来事

市財政やりくり話〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1047
新聞－郷土の
出来事

牧野博士の銅像を建設〔高山市民時報〕 下巻-P401



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1048
新聞－郷土の
出来事

西町の火事他〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1049
新聞－郷土の
出来事

市警察署の犯罪決算帳〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1050
新聞－郷土の
出来事

踊りの研究所「くるみ会」の研究生募る〔飛騨新聞〕 下巻-P401

K-2-61-1051
新聞－郷土の
出来事

斐太高校に育英資金〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1052
新聞－郷土の
出来事

市政の焦点、平衡交付金とは〔高山市民時報〕 下巻-P401

K-2-61-1053
新聞－郷土の
出来事

国鉄と交通公社の合議で推薦旅館選定 下巻-P401

K-2-61-1054-1
新聞－郷土の
出来事

霊泉寺の火災発生に際し、功績あった第二中学校へ感謝 下巻-P402

K-2-61-1054-2
新聞－郷土の
出来事

孝道幼稚園開校他〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1055-1
新聞－郷土の
出来事

市政の焦点、行政機構のあらまし〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1055-2
新聞－郷土の
出来事

櫻山八幡神社の大祭〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1056-1
新聞－郷土の
出来事

伊藤廣七氏に謝恩の壁堂会他〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1056-2
新聞－郷土の
出来事

孝道幼稚園開設他〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1057
新聞－郷土の
出来事

高山「春の祭り」に臨時列車運転〔飛騨民報〕 下巻-P402

K-2-61-1058
新聞－郷土の
出来事

正調俚謡鑑賞〔飛騨新聞〕 下巻-P402

K-2-61-1059
新聞－郷土の
出来事

市庁舎の建築秘話〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1060-1
新聞－郷土の
出来事

市長は日下部禮一氏に決定〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1060-2
新聞－郷土の
出来事

税金攻勢に備えて便利な日掛貯金を 下巻-P402

K-2-61-1060-3
新聞－郷土の
出来事

上水道工事に建設特別委員 下巻-P402

K-2-61-1061
新聞－郷土の
出来事

高山演劇集団路踏志座練習開始〔飛騨新聞切抜〕 下巻-P402

K-2-61-1062
新聞－郷土の
出来事

夕咲忌、碑前で供養と献詠〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1063
新聞－郷土の
出来事

柳橋渡橋式〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1064
新聞－郷土の
出来事

柳橋の渡橋式〔高山市民時報〕 下巻-P402

K-2-61-1065
新聞－郷土の
出来事

嗚呼先覚夕咲師〔ＴＨＥＨＩＤＡＮＥＷＳ切抜〕 下巻-P402

K-2-61-1066
新聞－郷土の
出来事

乗鞍と通話、100万円で電話工事〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1067
新聞－郷土の
出来事

市議会各委員の顔ぶれ〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1068
新聞－郷土の
出来事

別院前の火事〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1069
新聞－郷土の
出来事

岐阜・高山の両市を観光基地に県下九地区を観光開発地 下巻-P403

K-2-61-1070
新聞－郷土の
出来事

北山について〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1071
新聞－郷土の
出来事

飛騨春慶会まずは発足〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1072
新聞－郷土の
出来事

広告（裃の月賦販売）他〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1073
新聞－郷土の
出来事

驛前舗装工事始まる他〔高山市民時報切抜〕 下巻-P403

K-2-61-1074
新聞－郷土の
出来事

観光課新設と市吏員の異動〔高山市民時報〕 下巻-P403



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1075
新聞－郷土の
出来事

上枝保育園開始〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1076-1
新聞－郷土の
出来事

乗鞍観光ホテル株式会社生れる他〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1076-2
新聞－郷土の
出来事

農業委員会きのう成立他〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1076-3
新聞－郷土の
出来事

江馬修さんに老いらくの恋〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1077
新聞－郷土の
出来事

五年後の高山〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1078
新聞－郷土の
出来事

観光登山遊覧ガイド〔文化濃飛新報〕 下巻-P403

K-2-61-1079
新聞－郷土の
出来事

夏山列車乗鞍号あす試運転〔高山市民時報〕 下巻-P403

K-2-61-1080-1
新聞－郷土の
出来事

郷土館の建設計画〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1080-2
新聞－郷土の
出来事

高山文庫へ角竹さん寄付〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1081
新聞－郷土の
出来事

公平委員会とは〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1082
新聞－郷土の
出来事

岐阜県の観光と産業〔中部日本新聞〕 下巻-P404

K-2-61-1083-1
新聞－郷土の
出来事

郷土産業いよいよ躍進〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1083-2
新聞－郷土の
出来事

国分寺通り舗装〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1083-3
新聞－郷土の
出来事

下呂行バス五日から一日に八往復〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1084
新聞－郷土の
出来事

国鉄が乗鞍を天然色映画に〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1085
新聞－郷土の
出来事

飛騨・高山の抹殺を読みて　（上）（下） 下巻-P404

K-2-61-1086
新聞－郷土の
出来事

高山文庫と郷土館〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1087
新聞－郷土の
出来事

郷土館と高山文庫全市民の声で〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1088
新聞－郷土の
出来事

新“飛騨の抹殺”－富田令禾－〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1089
新聞－郷土の
出来事

七日町二丁目の火事〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1090
新聞－郷土の
出来事

高齢者十五名へ祝長寿お祝い〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1091
新聞－郷土の
出来事

乗鞍登山客三万八千人登る〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1092
新聞－郷土の
出来事

杉村署長辞職他〔高山市民時報〕 下巻-P404

K-2-61-1093
新聞－郷土の
出来事

神岡町に国家警察誕生〔飛騨新聞〕 下巻-P405

K-2-61-1094
新聞－郷土の
出来事

乗鞍開発来年の施策成る〔高山市民時報〕 下巻-P405

K-2-61-1095
新聞－郷土の
出来事

側溝工事始まる、十五ケ所を修理〔高山市民時報〕 下巻-P405

K-2-61-1096
新聞－郷土の
出来事

上水道の市内工事始まる〔高山市民時報〕 下巻-P405

K-2-61-1097
新聞－郷土の
出来事

乗鞍に挺身する医学徒〔中部日本新聞〕 下巻-P405

K-2-61-1098
新聞－郷土の
出来事

国立療養所長辻浦鶴松氏逝去〔高山市民時報〕 下巻-P405

K-2-61-1099-1
新聞－郷土の
出来事

文化勲章にかがやく人びと「菊地正士」 下巻-P405

K-2-61-1099-2
新聞－郷土の
出来事

文化勲章にかがやく人びと「斉藤茂吉」 下巻-P405

K-2-61-1099-3
新聞－郷土の
出来事

文化勲章にかがやく人びと「武者小路実篤」 下巻-P405



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1099-4
新聞－郷土の
出来事

文化勲章にかがやく人びと「中村吉右衛門」 下巻-P405

K-2-61-1100
新聞－郷土の
出来事

神岡小学校新校舎完成〔飛騨新聞〕 下巻-P405

K-2-61-1101
新聞－郷土の
出来事

濃飛自動車バス値上げ〔高山市民時報〕 下巻-P405

K-2-61-1102
新聞－郷土の
出来事

文化の日、県教委功労者を表彰〔切抜〕 下巻-P405

K-2-61-1103
新聞－郷土の
出来事

飛騨の伝説蒲田温泉由来－富田令禾－〔飛騨新聞〕 下巻-P406

K-2-61-1104
新聞－郷土の
出来事

社会福祉事務所ひらく〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1105
新聞－郷土の
出来事

久美愛病院にモデル病棟を〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1106
新聞－郷土の
出来事

飛騨匠に憧れて来高〔飛騨新聞〕 下巻-P406

K-2-61-1107
新聞－郷土の
出来事

飛騨農業経営の合理化〔飛騨新聞〕 下巻-P406

K-2-61-1108
新聞－郷土の
出来事

山田トンネルに警備出張所おく〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1109
新聞－郷土の
出来事

第三回飛騨書道展を了えて他〔飛騨新聞〕 下巻-P406

K-2-61-1110
新聞－郷土の
出来事

恩愛のいざり車、故郷の土にあこがれ婆さん七十年ぶり 下巻-P406

K-2-61-1111
新聞－郷土の
出来事

熊野橋竣工式〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1112
新聞－郷土の
出来事

観光事業の現状と将来〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1113
新聞－郷土の
出来事

高山音楽聯盟二十年の想出〔飛騨新聞〕 下巻-P406

K-2-61-1114
新聞－郷土の
出来事

別院輪番吉田智信氏〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1115
新聞－郷土の
出来事

国分寺の櫻について－安土孝－〔高山市民時報〕 下巻-P406

K-2-61-1116
新聞－郷土の
出来事

白雲山のサクラ－安土孝－〔高山市民時報〕 下巻-P407

K-2-61-1117
新聞－郷土の
出来事

高山市の・章〔毎日中学生新聞切抜〕 下巻-P407

K-2-61-1118
新聞－郷土の
出来事

随筆飛騨のサクラ上下－安土孝－〔飛騨新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1119
新聞－郷土の
出来事

「のりくら岳」をしらべる（上）（下） 下巻-P407

K-2-61-1120
新聞－郷土の
出来事

岐阜県教育委員選挙〔高山市民時報他〕 下巻-P407

K-2-61-1121
新聞－郷土の
出来事

“藤村郷”を行く〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1122
新聞－郷土の
出来事

文化人国記－岐阜県の巻－〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1123
新聞－郷土の
出来事

鳥居龍蔵博士逝く〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1124
新聞－郷土の
出来事

山中紙の生産好調他〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1125
新聞－郷土の
出来事

前潮関に記念品〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1126-1
新聞－郷土の
出来事

会社スポット乗鞍観光ホテル〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1126-2
新聞－郷土の
出来事

竹原文楽、神業の人形使い洞奥さん〔中部日本新聞〕 下巻-P407

K-2-61-1127
新聞－郷土の
出来事

岐阜県の町村合併史〔岐阜タイムス〕 下巻-P407

K-2-61-1128
新聞－郷土の
出来事

牧野良三氏法務大臣に就任〔報知新報号外〕 下巻-P407

K-2-61-1129
新聞－郷土の
出来事

郷土館あんない、郷土の鳥類〔高山市民時報〕 下巻-P407



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1130
新聞－郷土の
出来事

桜五百本を城山に植樹〔高山市民時報〕 下巻-P407

K-2-61-1131
新聞－郷土の
出来事

宗和流茶会〔高山市民時報〕 下巻-P407

K-2-61-1132
新聞－郷土の
出来事

衛生的な街、天満森を中心に〔高山市民時報〕 下巻-P408

K-2-61-1133
新聞－郷土の
出来事

市を相手どった城山の土地争い〔高山市民時報〕 下巻-P408

K-2-61-1134
新聞－郷土の
出来事

城山一帯を小鳥の楽園に〔高山市民時報〕 下巻-P408

K-2-61-1135
新聞－郷土の
出来事

岐阜城落成式〔岐阜タイムス〕 下巻-P408

K-2-61-1136
新聞－郷土の
出来事

古川短歌会八月歌会詠草他〔北飛タイムス〕 下巻-P408

K-2-61-1137
新聞－郷土の
出来事

高原郷学術調査の総決算〔岐阜タイムス〕 下巻-P408

K-2-61-1138-1
新聞－郷土の
出来事

国府村の石田校長珍しい蝶を発見他 下巻-P408

K-2-61-1138-2
新聞－郷土の
出来事

宮川村の伝説－吉城高校土田吉左衛門－他 下巻-P408

K-2-61-1138-3
新聞－郷土の
出来事

旧坂上村の沿革史他〔北飛タイムス〕 下巻-P408

K-2-61-1138-4
新聞－郷土の
出来事

広告（新興タクシー国府営業所） 下巻-P408

K-2-61-1139
新聞－郷土の
出来事

バスで登る御岳〔東海夕刊〕 下巻-P408

K-2-61-1140
新聞－郷土の
出来事

石徹白村現地ルポ〔東海夕刊〕 下巻-P408

K-2-61-1141
新聞－郷土の
出来事

天生線開通バス同乗記〔切抜〕 下巻-P408

K-2-61-1142
新聞－郷土の
出来事

「市制20周年記事」 下巻-P408

K-2-61-1142-1
新聞－郷土の
出来事

高山市制施行二十周年の祝歌〔高山市民時報〕 下巻-P408

K-2-61-1142-2
新聞－郷土の
出来事

高山市政あす20周年記念日〔岐阜タイムス〕 下巻-P408

K-2-61-1142-3
新聞－郷土の
出来事

市制二十周年を迎えて、日下部市長お祝いの言葉 下巻-P408

K-2-61-1142-4
新聞－郷土の
出来事

市制施行20周年〔広報たかやま〕 下巻-P408

K-2-61-1142-5
新聞－郷土の
出来事

市制20周年記念広告・切抜他 下巻-P408

K-2-61-1143
新聞－郷土の
出来事

市制施行二十周年〔広報たかやま〕 下巻-P408

K-2-61-1144
新聞－郷土の
出来事

麻雀狂時代－上野森三－〔飛騨新聞〕 下巻-P409

K-2-61-1145
新聞－郷土の
出来事

福来記念館城山に建設〔高山市民時報〕 下巻-P409

K-2-61-1146
新聞－郷土の
出来事

初の県人間文化財内定（加藤重右衛門氏ら陶芸の三氏） 下巻-P409

K-2-61-1147
新聞－郷土の
出来事

芸術院補充会員の候補瀧井孝作氏ら13氏〔切抜〕 下巻-P409

K-2-61-1148
新聞－郷土の
出来事

人里離れた飛騨の辺地にできた二つの分校 下巻-P409

K-2-61-1149
新聞－郷土の
出来事

カワノリの生態、大池先生半生を捧げて分布を調査 下巻-P409

K-2-61-1150
新聞－郷土の
出来事

ともしび（高山地方灯火道具の歴史）〔東海夕刊〕 下巻-P409

K-2-61-1151
新聞－郷土の
出来事

祝成人－杉下静処－〔高山市民時報〕 下巻-P409

K-2-61-1152
新聞－郷土の
出来事

郡下素人本因坊大会〔北飛タイムス〕 下巻-P409

K-2-61-1153
新聞－郷土の
出来事

高山駅長桜井勲氏勇退〔飛騨通信〕 下巻-P409



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1154
新聞－郷土の
出来事

飛騨と飛騨びと－江馬三枝子－〔飛騨通信〕 下巻-P409

K-2-61-1155
新聞－郷土の
出来事

古川を中心にしたスポーツの今昔－麓山人－ 下巻-P409

K-2-61-1156
新聞－郷土の
出来事

高山ロータリークラブの歩み〔高山市民時報〕 下巻-P409

K-2-61-1157
新聞－郷土の
出来事

鳥飼兵治氏昆虫標本で展覧〔岐阜タイムス〕 下巻-P409

K-2-61-1158
新聞－郷土の
出来事

参議院議員、古池信三氏の岐阜事務所長の保谷与三吉氏 下巻-P409

K-2-61-1159
新聞－郷土の
出来事

武徳殿あとの確認事件解決〔高山市民時報〕 下巻-P410

K-2-61-1160
新聞－郷土の
出来事

郷土芸能の最高峰、竹原文楽の神技〔益田新聞〕 下巻-P410

K-2-61-1161
新聞－郷土の
出来事

湯川博士の来高〔朝日新聞〕〔毎日新聞〕 下巻-P410

K-2-61-1162
新聞－郷土の
出来事

都市町村別の得票数〔切抜〕 下巻-P410

K-2-61-1163
新聞－郷土の
出来事

北校グランド事件〔切抜〕 下巻-P410

K-2-61-1164
新聞－郷土の
出来事

秋「靖国」の新祭神〔切抜〕 下巻-P410

K-2-61-1165
新聞－郷土の
出来事

パリーの地理展へ丹生川の部落と農家実態を出品する 下巻-P410

K-2-61-1166
新聞－郷土の
出来事

高山の七夕〔切抜〕 下巻-P410

K-2-61-1167
新聞－郷土の
出来事

南校育友会報（子供の作文） 下巻-P410

K-2-61-1168
新聞－郷土の
出来事

新しき春に－郷土愛と真実愛－江馬三枝子 下巻-P410

K-2-61-1169
新聞－郷土の
出来事

飛騨経済史問答・飛騨文学史総論－田中健三－ 下巻-P410

K-2-61-1170
新聞－郷土の
出来事

神秘の飛騨を探る〔切抜〕 下巻-P410

K-2-61-1171
新聞－郷土の
出来事

郷土史餘滴－富田令禾－〔切抜〕 下巻-P410

K-2-61-1172
新聞－記事切
抜・切抜帳

「山岳関係」 下巻-P410

K-2-61-1172-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

岐阜農専山岳部員三名岐阜金華山で遭難 下巻-P410

K-2-61-1172-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

乗鞍岳への登山バス開通 下巻-P410

K-2-61-1172-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

女性初のビョウブ岩征服 下巻-P410

K-2-61-1172-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

新粧の槍ケ岳をゆく 下巻-P410

K-2-61-1172-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

恐ろしかった槍ケ岳の縦走を語る－四家文子－ 下巻-P411

K-2-61-1172-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

乗鞍山荘はどうして出来たか〔飛騨春秋切抜〕 下巻-P411

K-2-61-1172-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

白雪映ゆ緑の仙境 下巻-P411

K-2-61-1172-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

乗鞍に道しるべを建つ 下巻-P411

K-2-61-1172-9
新聞－記事切
抜・切抜帳

夏山は招く近代化す山の公園 下巻-P411

K-2-61-1172-10
新聞－記事切
抜・切抜帳

大白川温泉 下巻-P411

K-2-61-1172-11
新聞－記事切
抜・切抜帳

埋もれ行く大正池 下巻-P411

K-2-61-1172-12
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本アルプス立山 下巻-P411

K-2-61-1172-13
新聞－記事切
抜・切抜帳

バス（濃飛自動車会社）最初の乗鞍登山 下巻-P411



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-61-1172-14
新聞－記事切
抜・切抜帳

富士山の山開き 下巻-P411

K-2-61-1172-15
新聞－記事切
抜・切抜帳

科学の山乗鞍 下巻-P411

K-2-61-1172-16
新聞－記事切
抜・切抜帳

コロナ観測所開設式 下巻-P411

K-2-61-1172-17
新聞－記事切
抜・切抜帳

コロナの説明 下巻-P411

K-2-61-1172-18
新聞－記事切
抜・切抜帳

御嶽山開き 下巻-P411

K-2-61-1172-19
新聞－記事切
抜・切抜帳

轉月ケ丘由来－小峠朔太郎－ 下巻-P411

K-2-61-1172-20
新聞－記事切
抜・切抜帳

乗鞍登山 下巻-P411

K-2-61-1173
新聞－記事切
抜・切抜帳

「日本山岳飛行〔大阪毎日新聞切抜〕」 下巻-P411

K-2-61-1173-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（6）「焼岳（信州）」 下巻-P411

K-2-61-1173-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（7）「焼岳（信州）」 下巻-P411

K-2-61-1173-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（8）「穂高岳（信州）」 下巻-P411

K-2-61-1173-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（10）「烏帽子連嶺（信州）」 下巻-P411

K-2-61-1173-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（11）「大山（伯耆）」 下巻-P411

K-2-61-1173-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（12）「白山（加賀）」 下巻-P411

K-2-61-1173-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（13）「三瓶山（石見）」 下巻-P411

K-2-61-1173-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（14）「阿蘇山（肥後）」 下巻-P411

K-2-61-1173-9
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（15）「阿蘇山（肥後）」 下巻-P411

K-2-61-1173-10
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（16）「木曽御嶽（信州）」 下巻-P411

K-2-61-1173-11
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（17）「黒部渓谷（越中）」 下巻-P411

K-2-61-1173-12
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（18）「霧島連山（宮崎）」 下巻-P411

K-2-61-1173-13
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（19）「剣岳（越中）」 下巻-P411

K-2-61-1173-14
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（21）「立山（越中）」 下巻-P411

K-2-61-1173-15
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（22）「櫻島御岳（薩摩）」 下巻-P411

K-2-61-1173-16
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（23）「乗鞍ケ岳（信州）」 下巻-P411

K-2-61-1173-17
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（24）「由布岳（豊後富士）」 下巻-P411

K-2-61-1173-18
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（27）「久住連山（豊後）」 下巻-P411

K-2-61-1173-19
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（28）「大歩危渓谷（阿波）」 下巻-P412

K-2-61-1173-20
新聞－記事切
抜・切抜帳

日本山岳飛行（完）「石鎚山（伊予）」 下巻-P412

K-2-61-1174
新聞－記事切
抜・切抜帳

「新しい日本〔朝日新聞切抜〕」 下巻-P412

K-2-61-1174-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（1）「鹿児島県」 下巻-P412

K-2-61-1174-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（2）「青森県」 下巻-P412

K-2-61-1174-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（3）「岡山県」 下巻-P412
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K-2-61-1174-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（4）「岐阜県」 下巻-P412

K-2-61-1174-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（7）「大分県」 下巻-P412

K-2-61-1174-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（8）「群馬県」 下巻-P412

K-2-61-1174-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい日本（14）「京都府」 下巻-P412

K-2-61-1175
新聞－記事切
抜・切抜帳

「懸賞文入選われらの町（岐阜県下）」 下巻-P412

K-2-61-1175-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その一「阪下町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三「岩村町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その四「船津町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その六「関町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その七「菅田町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その八「駄知町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その十三「明知町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その十五「土岐津町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-9
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その十八「下石町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-10
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その十九「中津町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-11
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十「大藪町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-12
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十一「大井町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-13
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十三「垂井町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-14
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十四「美濃町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-15
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十五「揖斐町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-16
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十六「兼山町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-17
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十七「高富町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-18
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十八「加納町の巻（上）」 下巻-P412

K-2-61-1175-19
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その二十九「加納町の巻（下）」 下巻-P412

K-2-61-1175-20
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十「今渡町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-21
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十一「苗木町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-22
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十一「廣見町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-23
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十二「多治見町の巻」 下巻-P412

K-2-61-1175-24
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十三「豊岡町の巻」 下巻-P413

K-2-61-1175-25
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十四「笠松町の巻」 下巻-P413

K-2-61-1175-26
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十四「長島町の巻」 下巻-P413

K-2-61-1175-27
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十六「泉町の巻」 下巻-P413
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K-2-61-1175-28
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十七「御嵩町の巻」 下巻-P413

K-2-61-1175-29
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その三十八「太田町の巻」 下巻-P413

K-2-61-1175-30
新聞－記事切
抜・切抜帳

われらの町その四十二「川辺町の巻」 下巻-P413

K-2-61-1176
新聞－記事切
抜・切抜帳

「身近な歴史〔毎日中学生新聞〕」 下巻-P413

K-2-61-1176-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「のし」 下巻-P413

K-2-61-1176-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「こんぶ」 下巻-P413

K-2-61-1176-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「えんぴつ」 下巻-P413

K-2-61-1176-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「べに」 下巻-P413

K-2-61-1176-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「ケーキ」 下巻-P413

K-2-61-1176-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「うどん」 下巻-P413

K-2-61-1176-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「銭湯」 下巻-P413

K-2-61-1176-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「茶」 下巻-P413

K-2-61-1176-9
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「はな紙」 下巻-P413

K-2-61-1176-10
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「かわら」 下巻-P413

K-2-61-1176-11
新聞－記事切
抜・切抜帳

わが国のキリスト教（下） 下巻-P413

K-2-61-1177
新聞－記事切
抜・切抜帳

「読者課題“県下一”」 下巻-P413

K-2-61-1177-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（2）「草魚」 下巻-P413

K-2-61-1177-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（3）「古代土器」 下巻-P413

K-2-61-1177-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（8）「下大須の盆踊り」 下巻-P413

K-2-61-1177-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（8）「濃飛国境紛争古図」 下巻-P413

K-2-61-1177-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（9）「小さい学校」 下巻-P413

K-2-61-1177-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（9）「ちご岩」 下巻-P413

K-2-61-1177-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

県下一（10）「加子母村の大杉」 下巻-P413

K-2-61-1178
新聞－記事切
抜・切抜帳

「各種記事〔毎日小・中学生新聞〕」 下巻-P413

K-2-61-1178-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

光学製品のおはなし（中）〔毎日小学生新聞〕 下巻-P413

K-2-61-1178-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

新しい三つの発電所〔毎日小学生新聞〕 下巻-P413

K-2-61-1178-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

冬の星座〔毎日小学生新聞〕 下巻-P413

K-2-61-1178-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

おもしろい鳥の先祖のお話・〔毎日小学生新聞〕 下巻-P413

K-2-61-1178-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

「へくら島」の子どもたち（中）〔毎日小学生新聞〕 下巻-P413

K-2-61-1178-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「インフルエンザ」〔毎日中学生新聞〕 下巻-P414

K-2-61-1178-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「マスク」〔毎日中学生新聞〕 下巻-P414

K-2-61-1178-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

身近な歴史「ふとん」〔毎日中学生新聞〕 下巻-P414
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K-2-61-1179
新聞－記事切
抜・切抜帳

主に昭和初期の国際情勢切抜（台紙貼付） 下巻-P414

K-2-61-1180
新聞－記事切
抜・切抜帳

緑の週間・京都の庭園（台紙貼付） 下巻-P414

K-2-61-1181
新聞－記事切
抜・切抜帳

「昭和三年、郷土に関する新聞切抜（主に考古）」 下巻-P414

K-2-61-1181-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

飛騨の上代遺物管見（一）～（四）－犬塚行蔵－ 下巻-P414

K-2-61-1181-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

「琴塚」と「大墳」いよいよ近く古墳に指定か 下巻-P414

K-2-61-1181-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

濃飛両国に於ける石器時代概観－星野庄太郎－ 下巻-P414

K-2-61-1181-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

彩管漫談－富田・彦－ 下巻-P414

K-2-61-1181-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

大きい地震は約三十五年目に、飛騨地方の周期率 下巻-P414

K-2-61-1181-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

飛騨百社神社絵はがきの五社の由緒大観 下巻-P414

K-2-61-1182
新聞－記事切
抜・切抜帳

「郷土に関する各種記事切抜」 下巻-P414

K-2-61-1182-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

県指定、郷土の文化財 下巻-P414

K-2-61-1182-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

高山市郷土館関係 下巻-P414

K-2-61-1182-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

角竹文庫関係 下巻-P414

K-2-61-1182-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

高山市史関係（高山市史百話の訂正表8枚あり） 下巻-P414

K-2-61-1182-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

角竹喜登氏文 下巻-P414

K-2-61-1182-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

天然記念物関係 下巻-P414

K-2-61-1182-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

発掘関係 下巻-P414

K-2-61-1182-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

文化財関係 下巻-P414

K-2-61-1182-9
新聞－記事切
抜・切抜帳

飛騨の工・像関係 下巻-P414

K-2-61-1182-10
新聞－記事切
抜・切抜帳

著名人の墓 下巻-P414

K-2-61-1182-11
新聞－記事切
抜・切抜帳

合掌造 下巻-P414

K-2-61-1182-12
新聞－記事切
抜・切抜帳

逝去の知らせ他 下巻-P414

K-2-61-1182-13
新聞－記事切
抜・切抜帳

史料発見の記事 下巻-P414

K-2-61-1182-14
新聞－記事切
抜・切抜帳

出版物関係 下巻-P414

K-2-61-1182-15
新聞－記事切
抜・切抜帳

高山祭関係 下巻-P414

K-2-61-1182-16
新聞－記事切
抜・切抜帳

民謡関係 下巻-P414

K-2-61-1182-17
新聞－記事切
抜・切抜帳

郷土芸能関係 下巻-P414

K-2-61-1182-18
新聞－記事切
抜・切抜帳

岐阜城関係 下巻-P414

K-2-61-1182-19
新聞－記事切
抜・切抜帳

岐阜市で発見のキリシタン灯ろう 下巻-P414

K-2-61-1182-20
新聞－記事切
抜・切抜帳

湖底に沈む郷土文化－土屋常義－ 下巻-P415

K-2-61-1182-21
新聞－記事切
抜・切抜帳

浮世往来 下巻-P415

K-2-61-1182-22
新聞－記事切
抜・切抜帳

高山歳事記 下巻-P415
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K-2-61-1182-23
新聞－記事切
抜・切抜帳

趣味の飛騨史－角竹如山－ 下巻-P415

K-2-61-1182-24
新聞－記事切
抜・切抜帳

雪七題－守洞春－ 下巻-P415

K-2-61-1182-25
新聞－記事切
抜・切抜帳

晩秋の飛騨路訪ねて 下巻-P415

K-2-61-1182-26
新聞－記事切
抜・切抜帳

歴史関係 下巻-P415

K-2-61-1182-27
新聞－記事切
抜・切抜帳

随想・作文など 下巻-P415

K-2-61-1182-28
新聞－記事切
抜・切抜帳

高山市関係 下巻-P415

K-2-61-1182-29
新聞－記事切
抜・切抜帳

吉城郡関係 下巻-P415

K-2-61-1182-30
新聞－記事切
抜・切抜帳

益田郡関係 下巻-P415

K-2-61-1183
新聞－記事切
抜・切抜帳

「台紙貼付各種記事切抜」 下巻-P415

K-2-61-1183-1
新聞－記事切
抜・切抜帳

中日春秋 下巻-P415

K-2-61-1183-2
新聞－記事切
抜・切抜帳

社説 下巻-P415

K-2-61-1183-3
新聞－記事切
抜・切抜帳

紙上相談室 下巻-P415

K-2-61-1183-4
新聞－記事切
抜・切抜帳

新語ノート 下巻-P415

K-2-61-1183-5
新聞－記事切
抜・切抜帳

話の泉・数字塔 下巻-P415

K-2-61-1183-6
新聞－記事切
抜・切抜帳

評論・相談など 下巻-P415

K-2-61-1183-7
新聞－記事切
抜・切抜帳

岐阜県内の出来事・ニュース 下巻-P415

K-2-61-1183-8
新聞－記事切
抜・切抜帳

国際情勢 下巻-P415

K-2-61-1183-9
新聞－記事切
抜・切抜帳

国内情勢 下巻-P415

K-2-61-1183-10
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事書抜〈角竹記録〉 下巻-P415

K-2-61-1184
新聞－記事切
抜・切抜帳

昭和十三年、郷土の出来事（袋入） 下巻-P415

K-2-61-1185
新聞－記事切
抜・切抜帳

飛騨の出来事・ニュース（葉書大台紙貼付） 下巻-P415

K-2-61-1186
新聞－記事切
抜・切抜帳

主に文化財関係切抜（台紙貼付） 下巻-P415

K-2-61-1187
新聞－記事切
抜・切抜帳

主に地誌関係切抜（台紙貼付） 下巻-P415

K-2-61-1188
新聞－記事切
抜・切抜帳

郷土の寺院・人物等切抜（台紙貼付） 下巻-P415

K-2-61-1189
新聞－記事切
抜・切抜帳

歴史一般（袋入） 下巻-P415

K-2-61-1190
新聞－記事切
抜・切抜帳

古城有韻他城関係（台紙貼付） 下巻-P416

K-2-61-1191
新聞－記事切
抜・切抜帳

掲示教育新聞社説（中日春秋）（角竹解説あり） 下巻-P416

K-2-61-1192
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（飛騨日誌材料） 下巻-P416

K-2-61-1193
新聞－記事切
抜・切抜帳

飛騨日誌（新聞記事切抜貼付）〈角竹記録〉 下巻-P416

K-2-61-1194
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（飛騨関係事項） 下巻-P416

K-2-61-1195
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（飛騨関係事項） 下巻-P416

K-2-61-1196
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（角竹研究関係事項） 下巻-P416
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K-2-61-1197
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（益田郡関係事項） 下巻-P416

K-2-61-1198
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（郷土の出来事） 下巻-P416

K-2-61-1199
新聞－記事切
抜・切抜帳

記事切抜帳（飛騨関係事項） 下巻-P416

K-2-61-1200
新聞－記事切
抜・切抜帳

廣瀬亀之助先生御手の跡新聞切抜帖 下巻-P416

K-2-61-1201
新聞－記事切
抜・切抜帳

事変と世相の巻〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P416

K-2-61-1202
新聞－記事切
抜・切抜帳

戦闘経過及戦捷祝賀の巻〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P416

K-2-61-1203
新聞－記事切
抜・切抜帳

陣中便りの巻〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P416

K-2-61-1204
新聞－記事切
抜・切抜帳

戦死戦傷の巻〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P416

K-2-61-1205
新聞－記事切
抜・切抜帳

銃後奉公の巻〔飛騨毎日新聞切抜〕 下巻-P416

K-2-61-1206
新聞－記事切
抜・切抜帳

鵜の花ざかり〔中部日本新聞切抜〕 下巻-P416

K-2-61-1207
新聞－記事切
抜・切抜帳

闘鶏〔東海夕刊切抜〕 下巻-P416

K-2-62-1 雑 三条御高札之写 下巻-P417
K-2-62-2 雑 江戸時代の幣政 下巻-P417
K-2-62-3 雑 若狭守様御書出之写 下巻-P417
K-2-62-4 雑 書状仙台旅宿大内左太夫から茂久先生宛 下巻-P417
K-2-62-5 雑 廻状（韓人鄭鎮弘氏揮毫依頼の件） 下巻-P417
K-2-62-6 雑 大新板花乃お江戸桜田ちゃんかれ 下巻-P417
K-2-62-7 雑 国花万葉記に見える飛騨産物 下巻-P417
K-2-62-8 雑 秦氏の研究史料（大日本古文書より抜粋） 下巻-P417
K-2-62-9 雑 帰化人百済氏秦氏の一般的研究より両氏の飛騨国司に及ぶ 下巻-P417
K-2-62-10 雑 雑誌切抜写真（明治期日本の諸資料） 下巻-P417
K-2-62-11 雑 南飛の史料を観るの記角竹如山 下巻-P417
K-2-62-12 雑 子を持てる親達に寺一圭翁 下巻-P417
K-2-62-13 雑 世界国画（外国地理の教科書） 下巻-P417
K-2-62-14 雑 湯屋覗記〔高山新報〕 下巻-P417
K-2-62-15 雑 きょうの飛騨史原稿角竹喜登 下巻-P417
K-2-62-16 雑 国旗（米・ソ・中）（角竹記録4枚あり） 下巻-P417
K-2-62-17 雑 江馬侯講演会広告ポスター（角竹喜登講演於船津） 下巻-P417
K-2-62-18 雑 郷土館展覧会ポスター（燈火展・交通展） 下巻-P417
K-2-62-19 雑 口分田一人ノ実収入（男子・女子）〈角竹記録〉 下巻-P417
K-2-62-20 雑 古文書（郵便ノ方法、山林荒蕪開墾之法他） 下巻-P417
K-2-62-21 雑 古文書断簡 下巻-P417
K-2-62-22 雑 本の大きさメモ〈角竹記録〉 下巻-P417
K-2-62-23 雑 色々史料メモ百五十件〈角竹記録〉 下巻-P417
K-2-62-24 雑 角竹メモ及び記録断簡 下巻-P417
K-2-62-25 雑 鳥の絵切抜 下巻-P417
K-2-62-26 雑 育児日記（角竹久子誕生）角竹喜登 下巻-P417

K-2-63-1～3
写真－人物・墓
碑・古文書

人物 下巻-P419

K-2-63-4
写真－人物・墓
碑・古文書

永田不及 下巻-P419

K-2-63-5
写真－人物・墓
碑・古文書

広瀬亀之助 下巻-P419

K-2-63-6
写真－人物・墓
碑・古文書

人物 下巻-P419

K-2-63-7
写真－人物・墓
碑・古文書

二村ゑい女 下巻-P419

K-2-63-8
写真－人物・墓
碑・古文書

奥洞中尉 下巻-P419

K-2-63-9
写真－人物・墓
碑・古文書

加藤歩簫、田中大秀、富田礼彦、桐山玄豹肖像画 下巻-P419

K-2-63-10
写真－人物・墓
碑・古文書

紙魚のやとり、斐太後風土記、木内石亭肖像画 下巻-P419
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K-2-63-11
写真－人物・墓
碑・古文書

学生旅行写真 下巻-P419

K-2-63-12～14
写真－人物・墓
碑・古文書

昭和12年撮影児童写真（於霊雲寺） 下巻-P419

K-2-63-15
写真－人物・墓
碑・古文書

岐阜県下三市連合方面委員協議会 下巻-P419

K-2-63-16
写真－人物・墓
碑・古文書

本居宣長 下巻-P419

K-2-63-17～18
写真－人物・墓
碑・古文書

辻善之助博士参拝 下巻-P419

K-2-63-19
写真－人物・墓
碑・古文書

荏名神社前角竹喜登説明風景 下巻-P419

K-2-63-20
写真－人物・墓
碑・古文書

阿曽布村石神にて人物 下巻-P419

K-2-63-21
写真－人物・墓
碑・古文書

成年式 下巻-P419

K-2-63-22
写真－人物・墓
碑・古文書

船山中腹スキー場ヒュッテにて角竹喜登他 下巻-P419

K-2-63-23
写真－人物・墓
碑・古文書

図書室風景 下巻-P419

K-2-63-24～28
写真－人物・墓
碑・古文書

市内見学角竹喜登他 下巻-P419

K-2-63-29
写真－人物・墓
碑・古文書

萩原先生歓迎会 下巻-P419

K-2-63-30
写真－人物・墓
碑・古文書

高山高等小学校女子専習科生徒 下巻-P419

K-2-63-31
写真－人物・墓
碑・古文書

高山市出身内務省社会局技師長瀬恒蔵国際会議写真 下巻-P419

K-2-63-32
写真－人物・墓
碑・古文書

旧制斐太中学校尋常高等科教師生徒（城山校舎北舎） 下巻-P419

K-2-63-33
写真－人物・墓
碑・古文書

芭蕉翁句碑（国分寺境内） 下巻-P419

K-2-63-34
写真－人物・墓
碑・古文書

芭蕉翁句碑（大隆寺、雲橋社建） 下巻-P419

K-2-63-35
写真－人物・墓
碑・古文書

万葉歌碑（吉城郡細江村） 下巻-P419

K-2-63-36
写真－人物・墓
碑・古文書

館柳湾詩碑（大隆寺） 下巻-P419

K-2-63-37
写真－人物・墓
碑・古文書

教育功労者菊田良静墓 下巻-P419

K-2-63-38
写真－人物・墓
碑・古文書

都筑與七郎翁功績碑（益田郡川西村） 下巻-P419

K-2-63-39
写真－人物・墓
碑・古文書

公園功労者貝塚素牛墓（大雄寺） 下巻-P419

K-2-63-40
写真－人物・墓
碑・古文書

俳人井上士朗墓 下巻-P420

K-2-63-41
写真－人物・墓
碑・古文書

谷口与鹿墓 下巻-P420

K-2-63-42
写真－人物・墓
碑・古文書

元禄検地名請畑標石（竹原村御厩野） 下巻-P420

K-2-63-43
写真－人物・墓
碑・古文書

鈴木唯七墓（宗猷寺） 下巻-P420

K-2-63-44
写真－人物・墓
碑・古文書

は多か武兵衛の碑 下巻-P420

K-2-63-45
写真－人物・墓
碑・古文書

宇野増次郎翁の碑 下巻-P420

K-2-63-46
写真－人物・墓
碑・古文書

節操院栄室貞松大姉墓 下巻-P420

K-2-63-47
写真－人物・墓
碑・古文書

乃木希典忠魂碑（清見村藤瀬） 下巻-P420

K-2-63-48
写真－人物・墓
碑・古文書

直井佐兵衛翁頌徳碑（城山） 下巻-P420

K-2-63-49
写真－人物・墓
碑・古文書

清風社紀念之碑銘 下巻-P420
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K-2-63-50
写真－人物・墓
碑・古文書

無名氏の墓 下巻-P420

K-2-63-51
写真－人物・墓
碑・古文書

館柳湾詩碑（大隆寺） 下巻-P420

K-2-63-52
写真－人物・墓
碑・古文書

大八賀村大字瀧川尻備中守墓他 下巻-P420

K-2-63-53
写真－人物・墓
碑・古文書

小野郡代墓 下巻-P420

K-2-63-54
写真－人物・墓
碑・古文書

大井源永昌之墓 下巻-P420

K-2-63-55
写真－人物・墓
碑・古文書

金森頼直夫妻墓（大隆寺） 下巻-P420

K-2-63-56
写真－人物・墓
碑・古文書

佐奈姫様の墓他 下巻-P420

K-2-63-57
写真－人物・墓
碑・古文書

清境院幽山白翁居士墓（加藤歩簫） 下巻-P420

K-2-63-58
写真－人物・墓
碑・古文書

墓 下巻-P420

K-2-63-59
写真－人物・墓
碑・古文書

燈籠 下巻-P420

K-2-63-60
写真－人物・墓
碑・古文書

澄月祐圓墓 下巻-P420

K-2-63-61
写真－人物・墓
碑・古文書

飛騨匠石碑 下巻-P420

K-2-63-62
写真－人物・墓
碑・古文書

貝塚素牛追善桜帖 下巻-P420

K-2-63-63
写真－人物・墓
碑・古文書

野口午有遺稿美津気し起 下巻-P420

K-2-63-64
写真－人物・墓
碑・古文書

高山白雲山人著竹実記 下巻-P420

K-2-63-65
写真－人物・墓
碑・古文書

上倉老梅著俳夜燈 下巻-P420

K-2-63-66
写真－人物・墓
碑・古文書

水音社俳諧之連歌 下巻-P420

K-2-63-67
写真－人物・墓
碑・古文書

飛騨鑑 下巻-P420

K-2-63-68
写真－人物・墓
碑・古文書

福沢諭吉纂西洋事情外篇 下巻-P420

K-2-63-69
写真－人物・墓
碑・古文書

古稀紀念独来独去乾遺 下巻-P420

K-2-63-70
写真－人物・墓
碑・古文書

飛騨巡（寺子屋手本） 下巻-P420

K-2-63-71
写真－人物・墓
碑・古文書

養老滝（寺子屋手本） 下巻-P420

K-2-63-72
写真－人物・墓
碑・古文書

竹原郷田畑高帳 下巻-P420

K-2-63-73
写真－人物・墓
碑・古文書

足立稲直著狭衣物語 下巻-P420

K-2-63-74
写真－人物・墓
碑・古文書

川嶋小泉宛書状 下巻-P420

K-2-63-75～83
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（竹原郷田畑高帳、大威徳寺関係宗猷寺文書他） 下巻-P420

K-2-63-84～90
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（松田太右衛門作仏壇の和歌他） 下巻-P421

K-2-63-91
写真－人物・墓
碑・古文書

萩原町上野田家歴史関係史料 下巻-P421

K-2-63-92～94
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（社寺反別木数取調書上帳益田郡大嶌村） 下巻-P421

K-2-63-95
写真－人物・墓
碑・古文書

足立稲直著続々津本物語 下巻-P421

K-2-63-96～98
写真－人物・墓
碑・古文書

英文書籍他 下巻-P421

K-2-63-99～103
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（宛行） 下巻-P421
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K-2-63-104～108
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（田畑） 下巻-P421

K-2-63-109～110
写真－人物・墓
碑・古文書

短冊、掛軸（足立稲直他） 下巻-P421

K-2-63-111
写真－人物・墓
碑・古文書

陣屋稲荷奉納額 下巻-P421

K-2-63-112～120
写真－人物・墓
碑・古文書

短冊、掛軸他 下巻-P421

K-2-63-121～127
写真－人物・墓
碑・古文書

短冊、掛軸他 下巻-P421

K-2-63-128
写真－人物・墓
碑・古文書

昭和31年10月現在角竹文庫 下巻-P421

K-2-63-129
写真－人物・墓
碑・古文書

角竹文庫整理箱と角竹喜登〔東海夕刊〕 下巻-P421

K-2-63-456
写真－人物・墓
碑・古文書

茂住宗貞 下巻-P421

K-2-63-457
写真－人物・墓
碑・古文書

高札 下巻-P421

K-2-63-458
写真－人物・墓
碑・古文書

天保飢饉供養碑（北ケ洞墓地） 下巻-P421

K-2-63-459
写真－人物・墓
碑・古文書

英霊墓地と堀之内さん父子 下巻-P421

K-2-63-460
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（建家造作建具取調理書上帳） 下巻-P421

K-2-63-461
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（居鍛冶、出鍛冶文書） 下巻-P421

K-2-63-462
写真－人物・墓
碑・古文書

垣水寿太郎著飛騨数学史 下巻-P421

K-2-63-463
写真－人物・墓
碑・古文書

古文書（大佐宛書状） 下巻-P421

K-2-63-464
写真－人物・墓
碑・古文書

越前国堀名銀山荷物絵符 下巻-P421

K-2-63-465
写真－人物・墓
碑・古文書

角竹郷土教育資料保存庫内 下巻-P421

K-2-63-130～133 写真－神社 一ノ宮水無神社（富貴講額、大々神楽額他） 下巻-P421
K-2-63-134～143 写真－神社 桜山八幡神社 下巻-P421
K-2-63-144～149 写真－神社 西之一色東照宮、金龍神社 下巻-P421
K-2-63-150～155 写真－神社 新宮神社（大般若経他） 下巻-P421
K-2-63-156～173 写真－神社 片野日枝神社（絵馬額他） 下巻-P421
K-2-63-174～177 写真－神社 飛騨総社 下巻-P421
K-2-63-178～181 写真－神社 花里町天満神社（昇格記念写真他） 下巻-P421
K-2-63-182～188 写真－神社 萩原町久津八幡神社 下巻-P422
K-2-63-189～200 写真－神社 神社 下巻-P422
K-2-63-201 写真－神社 大八賀村漆垣内四天王神社本殿 下巻-P422
K-2-63-202 写真－神社 大八賀村岩滝 下巻-P422
K-2-63-203 写真－神社 一本杉白山神社社号石建設 下巻-P422
K-2-63-204 写真－神社 江名子荒神社 下巻-P422
K-2-63-205 写真－神社 本母国津神社、県社気多若宮神社 下巻-P422
K-2-63-206 写真－神社 信州戸隠神社所蔵法華経、同版木 下巻-P422
K-2-63-207 写真－神社 三河猿投神社の鎧 下巻-P422
K-2-63-208 写真－神社 上宝村桂本神社、村上神社 下巻-P422
K-2-63-209 写真－神社 大八賀村上野松森神社石燈籠 下巻-P422
K-2-63-210 写真－神社 昇格記念写真 下巻-P422
K-2-63-211 写真－神社 神社写真袋 下巻-P422
K-2-63-212～219 写真－寺院 飛騨国分寺 下巻-P422
K-2-63-220～228 写真－寺院 益田郡竹原村大威徳寺 下巻-P422
K-2-63-229～233 写真－寺院 飛騨国千光寺（三木直頼寄進大鐘他） 下巻-P422
K-2-63-234～236 写真－寺院 国府村安国寺 下巻-P422
K-2-63-237～240 写真－寺院 東山宗猷寺（大威徳寺関係宗猷寺文書他） 下巻-P422
K-2-63-241 写真－寺院 清見村了徳寺 下巻-P422
K-2-63-242～243 写真－寺院 宮村往還寺（往還寺より二條殿御役所宛文書） 下巻-P422
K-2-63-244 写真－寺院 古川林昌寺山門 下巻-P422
K-2-63-245 写真－寺院 円光寺 下巻-P422
K-2-63-246 写真－寺院 善光寺別当大勧進奥書院 下巻-P422
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K-2-63-247 写真－寺院 飛騨小坂浄福寺 下巻-P422
K-2-63-248～249 写真－寺院 飛騨禅昌寺 下巻-P422
K-2-63-250 写真－寺院 速入寺（正和元年写大般若経） 下巻-P422
K-2-63-251～252 写真－寺院 上宝村本郷本覚寺 下巻-P422
K-2-63-253 写真－寺院 照蓮寺 下巻-P423
K-2-63-254～255 写真－寺院 長久寺（九條家寄進状他） 下巻-P423
K-2-63-256～257 写真－寺院 飛騨一ノ宮大幢寺（聖徳太子作十一面観世音菩薩像他） 下巻-P423
K-2-63-258～260 写真－寺院 ・谷寺 下巻-P423
K-2-63-261～262 写真－寺院 東山雲龍寺（庭園） 下巻-P423
K-2-63-263 写真－寺院 船津町小萱薬師堂 下巻-P423
K-2-63-264～265 写真－寺院 大隆寺（白牛車塔、弁天堂） 下巻-P423
K-2-63-266 写真－寺院 清峯寺書写大般若経 下巻-P423
K-2-63-267～268 写真－寺院 国府村安国寺経典 下巻-P423
K-2-63-269 写真－寺院 益田郡大島村薬師如来堂絵図 下巻-P423
K-2-63-270 写真－寺院 寿楽寺（札） 下巻-P423
K-2-63-271 写真－寺院 小坂町吉田山長谷寺（記録） 下巻-P423
K-2-63-272 写真－寺院 寺院写真袋 下巻-P423
K-2-63-273 写真－仏像 不動尊像 下巻-P423
K-2-63-274～278 写真－仏像 宗猷寺、林昌寺仏像 下巻-P423
K-2-63-279 写真－仏像 大八賀村漆垣内四天王神社狛犬 下巻-P423
K-2-63-280 写真－仏像 郷社阿多由太神社仏像（室町末期） 下巻-P423
K-2-63-281 写真－仏像 国府村鶴巣白山神社仏像 下巻-P423
K-2-63-282 写真－仏像 禅昌寺涅槃像図 下巻-P423
K-2-63-283～287 写真－仏像 保寿寺、清峰寺、霊泉寺仏像（鎌倉、室町末期） 下巻-P423
K-2-63-288～290 写真－仏像 山口八幡神社御神像他 下巻-P423
K-2-63-291 写真－仏像 下呂八幡神社神像 下巻-P423
K-2-63-292 写真－仏像 法隆寺金堂釈迦三尊像他 下巻-P423
K-2-63-293 写真－仏像 奈良薬師寺の弥勒菩薩座像 下巻-P423
K-2-63-294～362 写真－仏像 仏像絵はがき（奈良東大寺南大門金剛力士像他） 下巻-P423

K-2-63-363～375
写真－神官・僧
侶

大八賀村瀧覚坊 下巻-P423

K-2-63-376
写真－神官・僧
侶

田島春園像 下巻-P423

K-2-63-377
写真－神官・僧
侶

徳本上人石像（吉城郡神岡町） 下巻-P423

K-2-63-378
写真－神官・僧
侶

嘉念坊明心 下巻-P423

K-2-63-379 写真－祭器 正応2年銘鰐口（高山大隆寺蔵） 下巻-P424
K-2-63-380 写真－祭器 嘉吉元年銘鰐口（清峰寺白山権現） 下巻-P424
K-2-63-381 写真－祭器 祭修具古鈴 下巻-P424
K-2-63-382 写真－祭器 舟津東町白山神社鰐口 下巻-P424
K-2-63-383～385 写真－宝物 狛犬（御厩野日枝神社他） 下巻-P424
K-2-63-386～387 写真－宝物 高山市江名子加茂神社御神像と狛犬 下巻-P424
K-2-63-388 写真－宝物 木鶴大明神神木像（飛騨国分寺） 下巻-P424
K-2-63-389～391 写真－宝物 飛騨国分寺小烏丸太刀他 下巻-P424
K-2-63-392～393 写真－宝物 甲冑（法華寺蔵加藤光正遺品他） 下巻-P424
K-2-63-394 写真－宝物 古川林昌寺蔵金森氏掛軸 下巻-P424

K-2-63-395
写真－祭礼・信
仰

大八賀村大字滝加賀さき踊 下巻-P424

K-2-63-396
写真－祭礼・信
仰

大八賀村漆垣内二の宮神社神事（槍踊り） 下巻-P424

K-2-63-397
写真－祭礼・信
仰

高山市松本盗人神 下巻-P424

K-2-63-398
写真－祭礼・信
仰

荒神様信仰 下巻-P424

K-2-63-399
写真－祭礼・信
仰

山の神信仰（高山法華寺） 下巻-P424

K-2-63-400
写真－祭礼・信
仰

重軽様信仰（高山桜山八幡神社） 下巻-P424

K-2-63-401
写真－祭礼・信
仰

水神 下巻-P424

K-2-63-402～404
写真－祭礼・信
仰

水無神社神田御田植他 下巻-P424
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K-2-63-405
写真－祭礼・信
仰

飛騨一ノ宮神代踊 下巻-P424

K-2-63-406
写真－祭礼・信
仰

古川町の忠霊塔 下巻-P424

K-2-63-407
写真－祭礼・信
仰

万人講六地蔵様ほうそう送 下巻-P424

K-2-63-408～410
写真－祭礼・信
仰

飛騨高山町山王祭御輿 下巻-P424

K-2-63-411
写真－祭礼・信
仰

闘鶏楽 下巻-P424

K-2-63-412～434
写真－祭礼・信
仰

郡上郡関係写真 下巻-P424

K-2-63-435
写真－祭礼・信
仰

闘鶏楽 下巻-P424

K-2-63-436～438 写真－その他 大八賀村滝区津島神社棟札等 下巻-P425
K-2-63-439～440 写真－その他 松本松亭他 下巻-P425
K-2-63-441 写真－その他 高山町公益質屋 下巻-P425
K-2-63-442 写真－その他 高山市八軒町矢立杉 下巻-P425
K-2-63-443 写真－その他 法隆寺木造百万塔 下巻-P425
K-2-63-444～449 写真－その他 著者不明「東山詣」他 下巻-P425
K-2-63-450 写真－その他 小出大助寄進石盥 下巻-P425
K-2-63-451 写真－その他 出雲伯耆に於ける石塔 下巻-P425
K-2-63-452 写真－その他 高山寺宝篋印塔 下巻-P425
K-2-63-453 写真－その他 東鳩ノ家保育園 下巻-P425
K-2-63-454 写真－その他 郡上郡北濃村長瀧寺歴史絵はがき 下巻-P425
K-2-63-455 写真－その他 山王別当松樹院棟札他 下巻-P425
K-2-63-466 写真－その他 岡田甚兵衛作千鳥格子 下巻-P425
K-2-63-467 写真－その他 神岡鉱山栃洞境風景 下巻-P425
K-2-63-468 写真－その他 城山より眺める高山の風景 下巻-P425
K-2-63-469 写真－その他 雪の中橋周辺風景 下巻-P425
K-2-63-470 写真－その他 飛騨高山市街全景絵はがき 下巻-P425
K-2-63-471 写真－その他 片野町野首蔵氏住宅 下巻-P425
K-2-63-472～476 写真－その他 合掌造りの民家 下巻-P425
K-2-63-477 写真－その他 高山東小学校玄関 下巻-P425
K-2-63-478 写真－その他 能登和倉温泉共浴場絵はがき 下巻-P425
K-2-63-479～484 写真－その他 国宝他雑誌切抜写真 下巻-P425
K-2-63-485 写真－その他 積雪中の高山測候所観測所 下巻-P425
K-2-64-1 写真ガラス原板 飛州大野郡高山城絵図（損傷） 下巻-P426
K-2-64-2 写真ガラス原板 高山城址 下巻-P426
K-2-64-3 写真ガラス原板 松倉城址 下巻-P426
K-2-64-4 写真ガラス原板 位山 下巻-P426
K-2-64-5 写真ガラス原板 鍋山 下巻-P426
K-2-64-6 写真ガラス原板 三福寺古墳 下巻-P426
K-2-64-7 写真ガラス原板 金森長近肖像画 下巻-P426
K-2-64-8 写真ガラス原板 金森可重肖像画 下巻-P426
K-2-64-9 写真ガラス原板 金森重頼肖像画 下巻-P426
K-2-64-10 写真ガラス原板 金森頼直肖像画 下巻-P426
K-2-64-11 写真ガラス原板 金森頼業肖像画 下巻-P426
K-2-64-12 写真ガラス原板 金森頼・肖像画 下巻-P426
K-2-64-13 写真ガラス原板 金森宗和肖像画 下巻-P426
K-2-64-14 写真ガラス原板 姉小路基綱卿肖像画 下巻-P426
K-2-64-15 写真ガラス原板 三木自綱肖像画 下巻-P426
K-2-64-16 写真ガラス原板 山下氏勝肖像画 下巻-P426
K-2-64-17 写真ガラス原板 嘉念坊釋明心肖像画 下巻-P426
K-2-64-18 写真ガラス原板 茂住宗貞肖像画 下巻-P426
K-2-64-19 写真ガラス原板 梅村速水肖像画 下巻-P426
K-2-64-20 写真ガラス原板 長谷川忠崇肖像画 下巻-P426
K-2-64-21 写真ガラス原板 加藤歩簫肖像画（1枚損傷） 下巻-P426
K-2-64-22 写真ガラス原板 田中大秀肖像画 下巻-P426
K-2-64-23 写真ガラス原板 富田礼彦肖像画 下巻-P426
K-2-64-24 写真ガラス原板 諸国地震変異録 下巻-P426
K-2-64-25 写真ガラス原板 ドナチ彗星出現見取図 下巻-P426
K-2-64-26 写真ガラス原板 越中立山略図 下巻-P426
K-2-64-27 写真ガラス原板 広瀬武夫書状 下巻-P426
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K-2-64-28 写真ガラス原板 広瀬武夫肖像 下巻-P426
K-2-64-29 写真ガラス原板 広瀬武夫差出封筒 下巻-P426
K-2-64-30 写真ガラス原板 広瀬中佐居住地址 下巻-P427
K-2-64-31 写真ガラス原板 家屋（広瀬武夫宅か） 下巻-P427
K-2-64-32 写真ガラス原板 高山・春の中橋 下巻-P427
K-2-64-33 写真ガラス原板 高山・春の桝形橋 下巻-P427
K-2-64-34 写真ガラス原板 高山・桝形橋 下巻-P427
K-2-64-35 写真ガラス原板 高山・いかだ橋 下巻-P427
K-2-64-36 写真ガラス原板 宮川風景（いかだ橋より下） 下巻-P427
K-2-64-37 写真ガラス原板 高山・聨合橋（ネガ） 下巻-P427
K-2-64-38 写真ガラス原板 萩原・益田橋（ネガ） 下巻-P427
K-2-64-39 写真ガラス原板 下呂・六見橋（ネガ） 下巻-P427
K-2-64-40 写真ガラス原板 古川・宮城橋（ネガ） 下巻-P427
K-2-64-41 写真ガラス原板 小出大助先触状 下巻-P427
K-2-64-42 写真ガラス原板 益田郡大嶋村社寺反別木数取調書上帳 下巻-P427
K-2-64-43 写真ガラス原板 公家文書 下巻-P427
K-2-64-44 写真ガラス原板 金森長近宛徳川秀忠書状 下巻-P427
K-2-64-45 写真ガラス原板 金森宗和書状 下巻-P427
K-2-64-46 写真ガラス原板 金森頼直書状 下巻-P427
K-2-64-47 写真ガラス原板 位山笏献上記録 下巻-P427
K-2-64-48 写真ガラス原板 金森家臣連署状 下巻-P427
K-2-64-49 写真ガラス原板 根尾隼人宛龍興院宣心書状 下巻-P427
K-2-64-50 写真ガラス原板 尾張大根受取覚 下巻-P427
K-2-64-51 写真ガラス原板 大八賀郷六ケ村覚 下巻-P427
K-2-64-52 写真ガラス原板 納松本村御年貢米之事 下巻-P427
K-2-64-53 写真ガラス原板 榾切出、川下ケの一件覚 下巻-P427
K-2-64-54 写真ガラス原板 金子壱匁頼母子証文 下巻-P427
K-2-64-55 写真ガラス原板 肴屋株免許状 下巻-P427
K-2-64-56 写真ガラス原板 大野郡大八賀村郷山口村湯のはな祭一件に付願書 下巻-P427
K-2-64-57 写真ガラス原板 請取銀之事 下巻-P427
K-2-64-58 写真ガラス原板 森山又左衛門様元手代より事務引渡文書 下巻-P427
K-2-64-59 写真ガラス原板 高山陣屋御触書 下巻-P427
K-2-64-60 写真ガラス原板 御巣鷹之儀申渡書 下巻-P427
K-2-64-61 写真ガラス原板 飛騨国絵図 下巻-P427
K-2-64-62 写真ガラス原板 乗鞍ケ嶽 下巻-P428
K-2-64-63 写真ガラス原板 細江図 下巻-P428
K-2-64-64 写真ガラス原板 鍾乳洞 下巻-P428
K-2-64-65 写真ガラス原板 不明（文書） 下巻-P428
K-2-64-66 写真ガラス原板 天明六年暦 下巻-P428
K-2-64-67 写真ガラス原板 天保五年暦 下巻-P428
K-2-64-68 写真ガラス原板 安政五年暦 下巻-P428
K-2-64-69 写真ガラス原板 加藤光正墓 下巻-P428
K-2-64-70 写真ガラス原板 加藤光正遺品 下巻-P428
K-2-64-71 写真ガラス原板 玉穂宮天皇御世系 下巻-P428
K-2-64-72 写真ガラス原板 天長節会詠暮秋謌 下巻-P428
K-2-64-73 写真ガラス原板 後藤基弘、上木清成短冊 下巻-P428
K-2-64-74 写真ガラス原板 山崎弘泰、蒲八十村短冊 下巻-P428
K-2-64-75 写真ガラス原板 足立稲直短冊 下巻-P428
K-2-64-76 写真ガラス原板 加藤歩簫書 下巻-P428
K-2-64-77 写真ガラス原板 加藤李充書 下巻-P428
K-2-64-78 写真ガラス原板 人物画讃 下巻-P428
K-2-64-79 写真ガラス原板 人力車挿絵 下巻-P428
K-2-64-80 写真ガラス原板 西洋料理通 下巻-P428
K-2-64-81 写真ガラス原板 英語箋 下巻-P428
K-2-64-82 写真ガラス原板 博物新編 下巻-P428
K-2-64-83 写真ガラス原板 東遊記 下巻-P428
K-2-64-84 写真ガラス原板 信飛新聞 下巻-P428
K-2-64-85 写真ガラス原板 火消し纏 下巻-P428
K-2-64-86 写真ガラス原板 火消し組旗 下巻-P428
K-2-64-87 写真ガラス原板 犬塚行蔵蒐集品 下巻-P428
K-2-64-88 写真ガラス原板 石剣（大野郡久々野渚出土） 下巻-P428
K-2-64-89 写真ガラス原板 木彫仏像 下巻-P428
K-2-64-90 写真ガラス原板 一本杉白山神社矢立杉 下巻-P428
K-2-64-91 写真ガラス原板 二宮神社槍踊り 下巻-P428
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K-2-64-92 写真ガラス原板 二ツ葉栗 下巻-P428
K-2-64-93 写真ガラス原板 雲海 下巻-P428
K-2-64-94 写真ガラス原板 細江歌塚 下巻-P429
K-2-64-95 写真ガラス原板 曽我秀文碑 下巻-P429
K-2-64-96 写真ガラス原板 梅村知県事碑 下巻-P429
K-2-64-97 写真ガラス原板 梅村知県事碑拓本風景 下巻-P429
K-2-64-98 写真ガラス原板 白川郷 下巻-P429
K-2-64-99 写真ガラス原板 白川郷鳩谷にある墓 下巻-P429
K-2-64-100 写真ガラス原板 白川郷遠山家の階上 下巻-P429
K-2-64-101 写真ガラス原板 建設中の白川郷の建物 下巻-P429
K-2-64-102 写真ガラス原板 纏（ネガ） 下巻-P429
K-2-64-103 写真ガラス原板 人物（ネガ） 下巻-P429
K-2-64-104 写真ガラス原板 乗鞍畳平（ネガ） 下巻-P429
K-2-64-105 写真ガラス原板 老の木打保屋（ネガ） 下巻-P429
K-2-64-106 写真ガラス原板 陸軍歩兵中尉角竹喜登 下巻-P429
K-2-64-107 写真ガラス原板 不明（看板か） 下巻-P429
K-2-64-108 写真ガラス原板 高山城下町絵図 下巻-P429
K-2-64-109 写真ガラス原板 高山陣屋絵図 下巻-P429
K-2-64-110 写真ガラス原板 武人像 下巻-P429
K-2-64-111 写真ガラス原板 子供3人 下巻-P429
K-2-64-112 写真ガラス原板 松倉観音祭礼当日 下巻-P429
K-2-64-113 写真ガラス原板 松倉観音絵馬市 下巻-P429
K-2-64-114 写真ガラス原板 別院前の縁日風景 下巻-P429
K-2-64-115 写真ガラス原板 一本杉の祭礼の行灯 下巻-P429
K-2-64-116 写真ガラス原板 素玄寺鶴毛陣羽織 下巻-P429
K-2-64-117 写真ガラス原板 飛州志由緒書 下巻-P429
K-2-64-118 写真ガラス原板 高山区裁判所 下巻-P429
K-2-64-119 写真ガラス原板 高山町役場 下巻-P429
K-2-64-120 写真ガラス原板 観音菩薩像 下巻-P429
K-2-64-121 写真ガラス原板 飛行機 下巻-P429
K-2-64-122 写真ガラス原板 宝篋印塔 下巻-P429
K-2-64-123 写真ガラス原板 太鼓 下巻-P429
K-2-64-124 写真ガラス原板 女性風俗 下巻-P429
K-2-64-125 写真ガラス原板 わら民具 下巻-P429
K-2-65-1 拓本 内木龍舟書拓本 下巻-P430
K-2-65-2 拓本 正三位山岡高歩書拓本 下巻-P430
K-2-65-3 拓本 増田平四郎次男増田信七碑拓本 下巻-P430
K-2-65-4 拓本 司法権少判事正七位三島・拝稿司法少属大塚尚謹書 下巻-P430
K-2-65-5 拓本 刷毛書良山翁之碑拓本（通称栄吉兵衛号良山刷毛） 下巻-P430
K-2-65-6 拓本 獻燈拓本（飛騨郡宰内藤好行の名あり） 下巻-P430
K-2-65-7 拓本 伊東家墓碑拓本（宗猷寺墓地） 下巻-P430
K-2-65-8 拓本 故郡丞素廡君之墓拓本（俗名川島奥六東山洞雲院） 下巻-P430
K-2-65-9 拓本 遠藤常昭墓碑銘拓本（郡上郡八幡町慈恩寺墓地） 下巻-P430
K-2-65-10 拓本 国幸真洞尸大人墓拓本 下巻-P430
K-2-65-11 拓本 旭光院殿天岳良英大居士墓（家紋あり） 下巻-P430
K-2-65-12 拓本 正元拓本 下巻-P430
K-2-65-13 拓本 増暉院釈堅隆師墓碑拓本（古川町真宗寺） 下巻-P430
K-2-65-14 拓本 南嶽野中君之墓碑拓本 下巻-P430
K-2-65-15 拓本 白雲居相常墓碑拓本（大隆寺墓地） 下巻-P430
K-2-65-16 拓本 宝性院椎嶽静英居士墓碑拓本 下巻-P430
K-2-65-17 拓本 懐徳碑拓本（高山市新宮） 下巻-P430
K-2-65-18 拓本 光明院顕誉普照□現大姉墓碑拓本他 下巻-P430
K-2-65-19 拓本 飯溟幸平霊碑拓本 下巻-P430
K-2-65-20 拓本 釈道弘處士、釈貞順禅尼墓碑拓本 下巻-P430
K-2-65-21 拓本 尾下亀之助恩愛の碑拓本 下巻-P430
K-2-65-22 拓本 戦死軍人碑拓本（丹生川村大字大谷東郷大将題額） 下巻-P430
K-2-65-23 拓本 洗心庵宗匠空廣之墓碑拓本（国分寺） 下巻-P430
K-2-65-24 拓本 小坂町はだか武兵エ碑拓本 下巻-P430
K-2-65-25 拓本 佐奈姫様所持円形硯箱拓本（大八賀村三福寺歓喜寺） 下巻-P430
K-2-65-26 拓本 川島家之墓碑拓本（宗猷寺墓地） 下巻-P430
K-2-65-27 拓本 三代田口忠左衛門、忠左衛門室墓碑拓本 下巻-P430
K-2-65-28 拓本 真島慶三郎先生之墓碑拓本 下巻-P431
K-2-65-29 拓本 天保壬辰春三月菊田秋宜碑拓本 下巻-P431
K-2-65-30 拓本 釈坦斉実儀居士、尼妙芳碑拓本（平瀬坦斉夫妻） 下巻-P431
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K-2-65-31 拓本 俳人西部露江墓碑拓本（高山雲龍寺） 下巻-P431
K-2-65-32 拓本 美国墓拓本 下巻-P431
K-2-65-33 拓本 延洪院殿□□□位牌拓本 下巻-P431
K-2-65-34 拓本 小池作兵衛碑拓本（下呂） 下巻-P431
K-2-65-35 拓本 豪士蔵田氏碑拓本 下巻-P431
K-2-65-36 拓本 奉納御神前拓本 下巻-P431
K-2-65-37 拓本 蘭亭柏翁墓碑拓本 下巻-P431
K-2-65-38 拓本 万人坑の石碑の銘拓本 下巻-P431
K-2-65-39 拓本 法銘釈安休拓本 下巻-P431
K-2-65-40 拓本 関孝和墓碑拓本 下巻-P431
K-2-65-41 拓本 三塚庄八墓碑拓本（古川町本光寺） 下巻-P431
K-2-65-42 拓本 塚田中立墓碑拓本 下巻-P431
K-2-65-43 拓本 初代南恒之助、妻せう墓碑拓本 下巻-P431
K-2-65-44 拓本 大森家の墳拓本 下巻-P431
K-2-65-45 拓本 拓本後裔藤原孝順建之縁者清水高秀謹書 下巻-P431
K-2-65-46 拓本 拓本和川青年会戸平山北公園 下巻-P431
K-2-65-47 拓本 獻燈拓本鍛冶屋町氏子 下巻-P431
K-2-65-48 拓本 庚申敬白拓本（古川町是重火災除けの伝あり） 下巻-P431
K-2-65-49 拓本 一字一石塔拓本（宗猷寺墓地浅野氏後室建之） 下巻-P431
K-2-65-50 拓本 明治記念碑拓本 下巻-P431
K-2-65-51 拓本 佐名姫墓碑拓本 下巻-P431
K-2-65-52 拓本 桐生万人講の碑銘拓本 下巻-P431
K-2-65-53 拓本 松村與四右衛門益良拓本（法華寺） 下巻-P431
K-2-65-54 拓本 拓本 下巻-P431
K-2-65-55 拓本 川上逸翁先生墓拓本（法華寺） 下巻-P431
K-2-65-56 拓本 大野小四郎典則墓拓本（大雄寺墓地山崎弘泰高弟） 下巻-P431
K-2-65-57 拓本 二村ゑい女の墓拓本（行年81才益田郡川西村尾崎） 下巻-P431
K-2-65-58 拓本 拓本平田俊包再建 下巻-P432
K-2-65-59 拓本 平田直達家墓拓本 下巻-P432
K-2-65-60 拓本 上木重敏家墓碑拓本（二之町上木甚四郎家初代） 下巻-P432
K-2-65-61 拓本 澄月祐円墓拓本（細江村） 下巻-P432
K-2-65-62 拓本 雲龍寺墓地拓本 下巻-P432
K-2-65-63 拓本 棋五段（平野久三郎）墓碑拓本（江戸の人） 下巻-P432
K-2-65-64 拓本 下呂尋常高等小学校長林幹拓本（行年35才） 下巻-P432
K-2-65-65 拓本 墓碑、燈籠の紋拓本 下巻-P432
K-2-65-66 拓本 拓本（見本） 下巻-P432
K-2-65-67 拓本 益田郡著名人物の墓碑調 下巻-P432
K-2-65-68 拓本 郷土外拓本 下巻-P432
K-2-65-69 拓本 武川久兵衛墓の拓本 下巻-P432
K-2-65-70 拓本 故岐阜県令従五位長谷部君碑拓本 下巻-P432
K-2-65-71 拓本 故高山県知事梅村君遺愛碑拓本 下巻-P432
K-2-65-72 拓本 岐阜県益田郡中原村孝感泉碑拓本 下巻-P432
K-2-65-73 拓本 岐阜県益田郡中原村孝池水碑拓本 下巻-P432
K-2-65-74 拓本 田島氏の墓拓本（雲龍寺） 下巻-P432
K-2-65-75 拓本 金森将監母墓拓本（雲龍寺） 下巻-P432
K-2-65-76 拓本 上山治郎右衛門墓拓本（河村源内墓の角竹写あり） 下巻-P432
K-2-65-77 拓本 杉下太郎兵衛、木翁墓拓本（雲龍寺） 下巻-P432
K-2-65-78 拓本 大隆寺著名墓碑拓本及び記録 下巻-P432
K-2-65-79 拓本 姉小路宰相入道墓、広瀬常登入道墓拓本 下巻-P432
K-2-65-80 拓本 あさんづの橋所拓本（浅水橋右岸） 下巻-P432
K-2-65-81 拓本 あさむつの橋所拓本（小坂町） 下巻-P432
K-2-65-82 拓本 万人講是誰庵主の墓、茶接待所拓本 下巻-P432
K-2-65-83 拓本 水音社碑拓本 下巻-P432
K-2-65-84 拓本 船津町関係拓本 下巻-P432
K-2-65-85 拓本 国分寺塔阯碑拓本 下巻-P432
K-2-65-86 拓本 鹿供養塚拓本 下巻-P432
K-2-65-87 拓本 飛騨郡丞内藤好行献燈拓本（法華寺） 下巻-P433
K-2-65-88 拓本 車田碑拓本 下巻-P433
K-2-65-89 拓本 楠木正成の玄武鈴拓本（書簡1通あり） 下巻-P433
K-2-65-90 拓本 田中大秀、田島春園碑拓本 下巻-P433
K-2-65-91 拓本 北川可慎墓拓本（高山別院裏） 下巻-P433
K-2-65-92 拓本 北川雀集館関係拓本 下巻-P433
K-2-65-93 拓本 了宝居士拓本 下巻-P433
K-2-65-94 拓本 甲冑拓本（斐太中学校所蔵、上広瀬諏訪神社所蔵他） 下巻-P433
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K-2-65-95 拓本 拓本（飯島喜兵衛由訓他） 下巻-P433
K-2-65-96 拓本 清風社記念碑拓本森本重六、平瀬邦之助他 下巻-P433
K-2-65-97 拓本 正倉院文書写〈角竹写〉 下巻-P433
K-2-65-98 拓本 竹原村乗政八幡神社御嶽山信仰拓本 下巻-P433
K-2-65-99 拓本 益田郡萩原町大字上呂新道造替之碑拓本 下巻-P433
K-2-66-1 印譜 旭亭平豹 下巻-P433
K-2-66-2 印譜 大雅、遵道、仁者好山、旭亭平豹他 下巻-P433
K-2-66-3 印譜 印譜帳（翠軒、耕雲他） 下巻-P433
K-2-66-4 印譜 今井正保他 下巻-P433
K-2-66-5 印譜 高山御役所の印〈角竹写〉 下巻-P433
K-2-67-1 版木 飛騨国絵図版木 下巻-P433

K-2-68-1
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

高山市史索引上巻下巻高山市 下巻-P435

K-2-68-2
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

高山市史上巻索引高山市 下巻-P435

K-2-68-3
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

高山市史下巻索引高山市 下巻-P435

K-2-68-4
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史中巻1索引（あ、か）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-5
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史中巻2索引（さ、た、な）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-6
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史中巻3索引（は、ま、や、ら、わ）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-7
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史政治・経済索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-8
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史地理・紀行索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-9
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史文芸・風俗・世相史料索引 下巻-P435

K-2-68-10
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史天災・気象索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-11
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史人名索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-12
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史寺院索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-13
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

大野郡史神社索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-14
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

益田郡誌索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-15
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

袖川村誌索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-16
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

斐太後風土記上巻索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-17
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

斐太後風土記下巻索引〈角竹写〉 下巻-P435



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-18
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

斐太後風土記人名索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-19
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨国中案内索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-20
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛州志索引（1）（あ、か、は、や）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-21
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛州志索引（2）（さ、た、な、ま、ら、わ）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-22
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

旧版飛騨山川索引（1）（あ、か、さ） 下巻-P435

K-2-68-23
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

旧版飛騨山川索引（2）（た、な、は、ま、や、ら、わ） 下巻-P435

K-2-68-24
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨・一位のしをり・飛州・斐太雑誌索引〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-25
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

雑誌「飛州」〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-26
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（あ）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-27
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（か）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-28
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（さ）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-29
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（た）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-30
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（な）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-31
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（は）〈角竹写〉 下巻-P435

K-2-68-32
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（ま）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-33
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（や）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-34
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇諸事項索引（ら）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-35
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇題目索引（第八巻まで） 下巻-P436

K-2-68-36
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇産業関係事項索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-37
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇近国の部索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-38
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史壇索引（大八賀村の歴史）〈角竹写〉 下巻-P436



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-39
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史群書索引（う之部）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-40
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史群書索引（え・ゑ之部）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-41
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史群書索引（お・を之部）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-42
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史群書索引（か・け・こ之部）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-43
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨遺乗合府索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-44
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

遺乗合府人名抜書〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-45
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨編年史要・濃飛両国史・紙魚のやとり索引1〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-46
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨編年史要・濃飛両国史・紙魚のやとり索引2〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-47
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨編年史要・濃飛両国史・紙魚のやとり索引3〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-48
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

飛騨史料索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-49
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

蘭亭遺稿上巻索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-50
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

斐太雑誌索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-51
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

岷江記索引（案）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-52
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

真洞居中集索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-53
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

竹廼屋集・白梼園詩抄・押上森蔵経歴索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-54
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

高山タイムス索引1号～12号索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-55
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

高山新報1号～150号索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-56
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

官報索引第2号〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-57
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

郷土索引（湯之島館）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-58
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

山の民索引〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-59
索引及びカード
－郷土史・地誌
索引

照蓮寺の文献索引〈角竹写〉 下巻-P436



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-60
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名索引（あ行之部）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-61
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（か行之部）〈角竹写〉 下巻-P436

K-2-68-62
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（さ行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-63
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（た行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-64
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（な行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-65
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（は行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-66
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（ま行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-67
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（や行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-68
索引及びカード
－飛騨史人名

飛騨史人名録（ら行・わ行之部）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-69
索引及びカード
－飛騨史人名

岐阜県郷土偉人傳索引〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-70
索引及びカード
－飛騨史人名

姉小路氏索引〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-71
索引及びカード
－飛騨史人名

三木自綱・秀綱関係索引〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-72
索引及びカード
－町村文書目

国府村役場文書調（郷土関係）〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-73
索引及びカード
－町村文書目

五箇山白川郷関係参考文献目録稿 下巻-P437

K-2-68-74
索引及びカード
－町村文書目

白川村の文献保存目録 下巻-P437

K-2-68-75
索引及びカード
－町村文書目

大野郡白川村文献索引 下巻-P437

K-2-68-76
索引及びカード
－町村文書目

大野郡大八賀村大字岩井・瀧両区郷土史資料目録 下巻-P437

K-2-68-77
索引及びカード
－町村文書目

高山市内旧灘村古文書写（灘村沿革、古文書説明書） 下巻-P437

K-2-68-78
索引及びカード
－町村文書目

清見村文書調〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-79
索引及びカード
－町村文書目

宮村文書調〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-80
索引及びカード
－町村文書目

高山市上枝村文書調〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-81
索引及びカード
－町村文書目

高山市之内石浦文書調〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-82
索引及びカード
－町村文書目

古川町役場蔵文書写〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-83
索引及びカード
－町村文書目

益田郡羽根村尾崎二村家古文書〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-84
索引及びカード
－町村文書目

萩原町古文書写 下巻-P437

K-2-68-85
索引及びカード
－町村文書目

大野郡荘川村郷土科材料拾遺集 下巻-P437

K-2-68-86
索引及びカード
－町村文書目

国府村誌古文献覚〈角竹写〉 下巻-P437

K-2-68-87
索引及びカード
－町村文書目

丹生川村古文書（写） 下巻-P437

K-2-68-88
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山博覧会史料綴（里正詰所日記他より）〈角竹写〉 下巻-P438

K-2-68-89
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

日本人物画展覧会目録 下巻-P438



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-90
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

書画展覧目録（於東山眞龍精舎） 下巻-P438

K-2-68-91
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

飛騨故人名士墨跡及び陶器彫刻木製品展覧会 下巻-P438

K-2-68-92
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

飛騨国自治資料展覧会（於高山男子尋常高等小学校） 下巻-P438

K-2-68-93
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

郷土史資料抜書（斐太中学校図書館書籍より） 下巻-P438

K-2-68-94～96
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山町図書館蔵書目録高山町教育会 下巻-P438

K-2-68-97
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

郷土教育展覧会出品目録（歴史の部） 下巻-P438

K-2-68-98
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

山岳展覧会貸出覚（飛騨山岳会主催）〈角竹写〉 下巻-P438

K-2-68-99
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

香木園文庫目録（荏野翁田中大秀先生） 下巻-P438

K-2-68-100
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

山岡鉄舟居士50年忌法要記念遺墨遺品展覧会目録 下巻-P438

K-2-68-101～102
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

山岳展覧会目録 下巻-P438

K-2-68-103
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山市文化史展覧会時代別目録 下巻-P438

K-2-68-104
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山市文化史展覧会出品目録〈角竹記録〉 下巻-P438

K-2-68-105
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山文化史展覧会研究資料覚（飛騨毎日新聞主催） 下巻-P438

K-2-68-106～107
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

郷土先賢者書遺墨展覧会陳列目録 下巻-P438

K-2-68-108
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

吉川奨文堂著名出版目録 下巻-P438

K-2-68-109
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

図書目録第4冊岐阜県立岐阜図書館 下巻-P438

K-2-68-110
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

岐阜県治水史目録岐阜県 下巻-P438

K-2-68-111
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山町図書館蔵書目録 下巻-P438

K-2-68-112
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

全飛美術工芸展覧会出品目録 下巻-P438

K-2-68-113
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

田中大秀翁の展覧会を観る（於東山法華寺） 下巻-P439

K-2-68-114
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

岐阜県名宝展目録（於民間情報教育部岐阜公民読書室 下巻-P439
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庫目録」掲載頁

K-2-68-115
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

角竹喜登蒐集郷土文化展覧会書類綴 下巻-P439

K-2-68-116
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

改革落成記念飛騨文芸史料展出品目録斐太高等学校 下巻-P439

K-2-68-117～118
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山高等学校創立一周年記念郷土文化史展出品目録 下巻-P439

K-2-68-119
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

美濃文化史資料展「私達の祖先はどんな生活をしたか」 下巻-P439

K-2-68-120
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

袖水文庫目録（主要郷土文献目録）船高郷土研究部 下巻-P439

K-2-68-121
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

金沢文庫案内金沢文庫 下巻-P439

K-2-68-122
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山市上川原町松井喜吉氏蔵文書拝見（借用文書一覧） 下巻-P439

K-2-68-123
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

黄玄展目録（於公民館） 下巻-P439

K-2-68-124
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山パラダイス乗鞍祭第一会場郷土館出品目録 下巻-P439

K-2-68-125
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

明治、大正、昭和、高山市役所所蔵帳簿一覧目録 下巻-P439

K-2-68-126
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

昔の家庭生活展併せて陶器発達展（於高山高校） 下巻-P439

K-2-68-127
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山第四中展覧会重要出品物〈角竹記録〉 下巻-P439

K-2-68-128
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

大西文庫目録（大野郡久々野村大字大西帳面蔵古文書） 下巻-P439

K-2-68-129
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

日本古代文化展 下巻-P439

K-2-68-130
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

神岡町史資料展覧会計画神岡文化協会他 下巻-P439

K-2-68-131～132
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

神岡町史編纂資料展覧会出品目録 下巻-P439

K-2-68-133
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

神岡町史編纂史料展覧会〈角竹記録〉 下巻-P439

K-2-68-134
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

第5回黄玄展目録（公民館主催） 下巻-P439

K-2-68-135
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

美濃考古資料展陳列品目録 下巻-P440

K-2-68-136
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

郷土館文献目録一般〈角竹記録〉 下巻-P440

K-2-68-137
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

木内書店古書目録東京木内書店 下巻-P440



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-138
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

第6回特別展覧会古代文化展覧会出品目録 下巻-P440

K-2-68-139
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山市市制施行20周年協賛特別展飛騨の工匠展目録 下巻-P440

K-2-68-140
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

市制20周年協賛飛騨のたくみ展ポスター 下巻-P440

K-2-68-141
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

第3回全飛発明考案展出品目録 下巻-P440

K-2-68-142
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

岡村文庫内飛騨史料の内容角竹喜登 下巻-P440

K-2-68-143
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

明治文化全集書目解題日本評論社 下巻-P440

K-2-68-144
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

高山市図書館の書籍（郷土関係）〈角竹記録〉 下巻-P440

K-2-68-145
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

吉城郡国府村岡村文庫目録（押上文庫の内八種231冊入） 下巻-P440

K-2-68-146
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

岐阜県高山高等女学校30周年記念郷土文化室借入品目録 下巻-P440

K-2-68-147
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

塚越文庫図書目録 下巻-P440

K-2-68-148
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

大名田第二小学校々舎落成記念展覧会郷土史料出品目録 下巻-P440

K-2-68-149
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

大名田第二校展覧会出品物目録（郷土史関係） 下巻-P440

K-2-68-150
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

郷土史展覧会出品物飛騨史談会〈角竹記録〉 下巻-P440

K-2-68-151
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

岐阜県美術刀剣展覧会岐阜県教育委員会 下巻-P440

K-2-68-152～154
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

乗鞍パラダイス郷土館陳列品の研究　1，2，3 下巻-P440

K-2-68-155
索引及びカード
－図書・文庫・
博覧会目録

飛騨文化史展覧会（斐太農林学校主催） 下巻-P440

K-2-68-156
索引及びカード
－史料目録

類別史料目録角竹喜登 下巻-P440

K-2-68-157
索引及びカード
－史料目録

飛騨の庶民史料分類（土地、戸口、政治、産業） 下巻-P440

K-2-68-158
索引及びカード
－史料目録

近世庶民史料調査実施申合事項 下巻-P440

K-2-68-159
索引及びカード
－史料目録

郷土史研究の歩み角竹喜登 下巻-P440

K-2-68-160
索引及びカード
－史料目録

歴史研究資料蒐集目録1角竹如山 下巻-P441

K-2-68-161
索引及びカード
－史料目録

郷土史料蒐集目録2角竹如山 下巻-P441

K-2-68-162
索引及びカード
－史料目録

歴史研究資料目録3角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-163
索引及びカード
－史料目録

田中大秀翁研究資料目録角竹飛騨郷土史料文庫 下巻-P441



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-164
索引及びカード
－史料目録

墓碑銘目録2（飛騨国関係）角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-165～166
索引及びカード
－史料目録

明治文化研究資料目録（明治関係）角竹文庫 下巻-P441

K-2-68-167
索引及びカード
－史料目録

重要美術品目録岐阜県 下巻-P441

K-2-68-168～169
索引及びカード
－史料目録

国宝目録岐阜県 下巻-P441

K-2-68-170
索引及びカード
－史料目録

高山市内重要美術品巡り 下巻-P441

K-2-68-171
索引及びカード
－史料目録

高山市に所在する国指定・県市指定文化財一覧表 下巻-P441

K-2-68-172
索引及びカード
－史料目録

文化史器物保存目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-173
索引及びカード
－史料目録

墓碑、位牌、標石拓本保存目録角竹如山 下巻-P441

K-2-68-174
索引及びカード
－史料目録

錦絵所蔵目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-175
索引及びカード
－史料目録

記念盃、徳利、湯呑保存目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-176
索引及びカード
－史料目録

郷土史写真所蔵目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-177
索引及びカード
－史料目録

寺子屋教育習字手本保存目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-178
索引及びカード
－史料目録

人物筆蹟保存目録（故人の部）角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-179
索引及びカード
－史料目録

飛騨郷土史研究綴保存目録（角竹文庫現存分） 下巻-P441

K-2-68-180
索引及びカード
－史料目録

饑饉及食糧関係文献保存目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-181
索引及びカード
－史料目録

詩人廣瀬武夫研究資料所蔵目録 下巻-P441

K-2-68-182
索引及びカード
－史料目録

地理関係古図書蒐集目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-183
索引及びカード
－史料目録

郷土史関係来翰保存目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-184
索引及びカード
－史料目録

角竹研究綴保存目録角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-185
索引及びカード
－史料目録

宮村紀要編纂資料として宮小学校へ貸出の史料目録 下巻-P441

K-2-68-186
索引及びカード
－史料目録

明治文化史料の内往来物等蒐集目録角竹文庫 下巻-P441

K-2-68-187
索引及びカード
－史料目録

近世庶民史料目録角竹飛騨郷土史料文庫 下巻-P441

K-2-68-188
索引及びカード
－史料目録

角竹喜登研究発表一覧角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-189
索引及びカード
－史料目録

角竹文庫郷土史料教育資料利用者御芳名角竹喜登 下巻-P441

K-2-68-190
索引及びカード
－史料目録

宮村藤江家蔵文書目録 下巻-P441

K-2-68-191
索引及びカード
－史料目録

花里村古文書買入覚 下巻-P441

K-2-68-192
索引及びカード
－史料目録

高山二之町小森元三郎氏所蔵文書拝見覚 下巻-P441

K-2-68-193
索引及びカード
－史料目録

大野郡川上郷藤瀬村の古文書調べ 下巻-P441

K-2-68-194
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

高山市 下巻-P442

K-2-68-195
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

古川附近 下巻-P442



資料番号 参考大項目 資料名
「角竹郷土資料文
庫目録」掲載頁

K-2-68-196
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

萩原町件名カード 下巻-P442

K-2-68-197
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

船津町方面件名カード 下巻-P442

K-2-68-198
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

小坂町件名カード 下巻-P442

K-2-68-199
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

丹生川村件名カード 下巻-P442

K-2-68-200
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

竹原・上・中・下原件名カード 下巻-P442

K-2-68-201
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

下呂町件名カード 下巻-P442

K-2-68-202
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

白川・荘川・清見村件名カード 下巻-P442

K-2-68-203
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

馬瀬村件名カード 下巻-P442

K-2-68-204
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

宮村・久々野・山之口件名カード 下巻-P442

K-2-68-205
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

宮川村 下巻-P442

K-2-68-206
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

国府村 下巻-P442

K-2-68-207
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

大八賀村（高山市） 下巻-P442

K-2-68-208
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

朝日村高根村 下巻-P442

K-2-68-209
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

白川村荘川村 下巻-P442

K-2-68-210
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

古川町・小鷹利村以北宮川沿岸 下巻-P442

K-2-68-211
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

益田郡川西村 下巻-P442

K-2-68-212
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

吉城郡 下巻-P442

K-2-68-213
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛騨一般 下巻-P442

K-2-68-214
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

一般 下巻-P442

K-2-68-215
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛騨史人物辞典資料 下巻-P442

K-2-68-216
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

水無神社の歴史 下巻-P442
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K-2-68-217
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

安国寺 下巻-P442

K-2-68-218
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

照蓮寺カード 下巻-P442

K-2-68-219
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

文化財 下巻-P442

K-2-68-220
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛騨匠 下巻-P442

K-2-68-221
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

鉱山カード 下巻-P442

K-2-68-222
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛州志習俗 下巻-P442

K-2-68-223
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛州志古城 下巻-P442

K-2-68-224
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛州志祠跡 下巻-P442

K-2-68-225
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

姉小路氏 下巻-P442

K-2-68-226
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛騨編年史要廣瀬氏索引カード 下巻-P442

K-2-68-227
索引及びカード
－飛州志・編年
史要索引カード

飛騨編年史要姉小路基綱索引カード 下巻-P442

K-2-68-228
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

あ行 下巻-P443

K-2-68-229
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

か行 下巻-P443

K-2-68-230
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

さ行 下巻-P443

K-2-68-231
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

た行 下巻-P443

K-2-68-232
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

な行 下巻-P443

K-2-68-233
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

は行 下巻-P443

K-2-68-234
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

ま行 下巻-P443

K-2-68-235
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

や・わ行 下巻-P443

K-2-68-236
索引及びカード
－蘭亭遺稿索
引カード

紙魚のやとり索引 下巻-P443

K-2-68-237

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

大野郡史前編索引 下巻-P443
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K-2-68-238

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

大野郡史下巻件名カード 下巻-P443

K-2-68-239

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

梅村騒動史料（明治元年町年寄日記分類カード） 下巻-P443

K-2-68-240

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

高山町古文献目録カード 下巻-P443

K-2-68-241

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

明治2年願書留の事項研究分類別カード 下巻-P443

K-2-68-242

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

説明用小票 下巻-P443

K-2-68-243

索引及びカード
－大野郡史・町
会所日記索引
カード

大野郡七日町村庶民史料分類カード（元中敏郎氏蔵） 下巻-P443

K-2-69-1～16 角竹研究 教化市メモ 下巻-P444
K-2-69-17～34 角竹研究 納租メモ 下巻-P444
K-2-69-35～50 角竹研究 工業の内鍛冶、線銅、鋳掛メモ 下巻-P444
K-2-69-51～128 角竹研究 鉱業メモ 下巻-P444
K-2-69-129～130 角竹研究 町会所メモ 下巻-P444
K-2-69-131～190 角竹研究 政治メモ 下巻-P444
K-2-69-191～327 角竹研究 神社メモ 下巻-P444
K-2-69-328 角竹研究 公園メモ 下巻-P444
K-2-69-329～330 角竹研究 宰取渡世メモ 下巻-P444
K-2-69-331～346 角竹研究 伊勢神宮、楠公崇敬、キリスト教、外国人メモ 下巻-P444
K-2-69-347～393 角竹研究 天災メモ 下巻-P444
K-2-69-394～406 角竹研究 兵事メモ 下巻-P444
K-2-69-407～557 角竹研究 役場メモ 下巻-P444
K-2-69-558～561 角竹研究 農、牧、林業メモ 下巻-P444
K-2-69-562～571 角竹研究 土木メモ 下巻-P444
K-2-69-572 角竹研究 衛生メモ 下巻-P444
K-2-69-573～606 角竹研究 年中行事メモ 下巻-P444
K-2-69-607～686 角竹研究 神社メモ 下巻-P444
K-2-69-687～700 角竹研究 文化色々メモ 下巻-P444
K-2-69-701～704 角竹研究 租税メモ 下巻-P444
K-2-69-705～729 角竹研究 風習研究資料メモ 下巻-P444
K-2-69-730～757 角竹研究 役場メモ 下巻-P444
K-2-69-758 角竹研究 高山郷土館出品郷土資料の研究（其一） 下巻-P444
K-2-69-759 角竹研究 郷土館研究記録（第二冊） 下巻-P444
K-2-69-760 角竹研究 郷土館陳列品目録 下巻-P444
K-2-69-761 角竹研究 郷土館執務、研究日記（第三冊） 下巻-P444
K-2-69-762～763 角竹研究 郷土館便りつづり（はがき） 下巻-P444
K-2-69-764 角竹研究 覚色々（郷土館へ寄付物） 下巻-P444
K-2-69-765 角竹研究 郷土研究日進録（人名録） 下巻-P444
K-2-69-766 角竹研究 郷土研究色々 下巻-P444
K-2-69-767 角竹研究 沿革 下巻-P444
K-2-69-768 角竹研究 郷土館 下巻-P444
K-2-69-769～770 角竹研究 高山郷土館陳列品の研究 下巻-P444
K-2-69-771 角竹研究 歴史研究関係訪問及寄状覚 下巻-P445
K-2-69-772 角竹研究 社会科を習った生徒の感想（角竹のよい所、わるい所） 下巻-P445
K-2-69-773 角竹研究 史料貸出覚（郷土史料文庫） 下巻-P445
K-2-69-774 角竹研究 史料貸出覚（郷土史料文庫） 下巻-P445
K-2-69-775 角竹研究 高山市郷土館へ寄付した角竹文庫類別箱入点数 下巻-P445
K-2-69-776 角竹研究 社会科見学生徒感想文（新宮小学校第三学年） 下巻-P445
K-2-69-777 角竹研究 角竹喜登原稿（飛騨の現代史あれこれ） 下巻-P445
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K-2-69-778 角竹研究 角竹喜登賀寿頌徳会趣意書 下巻-P445
K-2-69-779 角竹研究 賀寿頌徳会御礼のことば角竹喜登 下巻-P445
K-2-69-780～781 角竹研究 借覧証他角竹喜登 下巻-P445
K-2-69-782 角竹研究 松本市立博物館「観覧のてびき」の研究角竹喜登 下巻-P445
K-2-69-783 角竹研究 横山言局の「古今横山氏之書」を読む角竹喜登 下巻-P445
K-2-69-784 角竹研究 大八賀村奥在所について 下巻-P445
K-2-69-785 角竹研究 郷土史メモ 下巻-P445
K-2-69-786 角竹研究 益田郡研究史料色々 下巻-P445
K-2-69-787 角竹研究 吉城郡益田郡郷土史料研究色々 下巻-P445
K-2-69-788 角竹研究 上古に於ける諸氏繁 下巻-P445
K-2-69-789 角竹研究 歴史関係メモ 下巻-P445
K-2-69-790 角竹研究 賀寿頌徳会御礼のことば（下書）角竹喜登 下巻-P445
K-2-69-791 角竹研究 岡村利右衛門家証文研究 下巻-P445
K-2-69-792 角竹研究 阿波に隠れたる建武の忠臣岩松経家を読みて 下巻-P445
K-2-69-793 角竹研究 益田郡中原村和佐地方の研究 下巻-P445
K-2-69-794 角竹研究 楠公会関係記録 下巻-P445
K-2-69-795 角竹研究 紙魚のやとり類別研究カード 下巻-P445
K-2-69-796 角竹研究 郷土史研究活動の一端記録角竹喜登 下巻-P445
K-2-70-1～52 掲示教育 戦争中色々掲示教育 下巻-P446
K-2-70-53～305 掲示教育 終戦後の掲示教育 下巻-P446
K-2-70-306～421 掲示教育 益田農林学校（主として終戦後）掲示教育 下巻-P446
K-2-70-422～526 掲示教育 科学掲示教育 下巻-P446
K-2-70-527～631 掲示教育 皇室関係掲示教育 下巻-P446
K-2-70-632～712 掲示教育 雑掲示教育 下巻-P446
K-2-70-713～729 掲示教育 日本史掲示教育 下巻-P446
K-2-70-730～740 掲示教育 郷土館説明用 下巻-P446
K-2-70-741 掲示教育 掲示教育について角竹喜登 下巻-P446
K-2-70-742～769 掲示教育 農業関係掲示教育 下巻-P446
K-2-70-770～792 掲示教育 見返り物資について掲示教育 下巻-P446
K-2-70-793～797 掲示教育 大工・飛騨の匠関係掲示教育 下巻-P446
K-2-70-798 掲示教育 安永大原騒動五藩出兵図 下巻-P446
K-2-70-799 掲示教育 農民一揆分布図 下巻-P446
K-2-70-800 掲示教育 幕府の財政円グラフ 下巻-P446
K-2-71-1 名家来状 昭和4年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-2 名家来状 昭和4年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-3 名家来状 昭和5年～8年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-4 名家来状 昭和5年～8年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-5 名家来状 昭和5年～8年犬塚行蔵氏来状 下巻-P447
K-2-71-6 名家来状 昭和5年～8年都竹友四郎氏来状 下巻-P447
K-2-71-7 名家来状 昭和8年中蒲与九郎氏来状 下巻-P447
K-2-71-8 名家来状 昭和8年中大江浩氏来状 下巻-P447
K-2-71-9 名家来状 昭和8年中立田長太郎氏・杉下伝三郎氏来状 下巻-P447
K-2-71-10 名家来状 昭和8年中上島時蔵氏・後藤秋五郎氏来状 下巻-P447
K-2-71-11 名家来状 昭和8年中垣水寿太郎氏来状 下巻-P447
K-2-71-12 名家来状 昭和8年中上杉一枝氏来状 下巻-P447
K-2-71-13 名家来状 昭和9年中倉善次郎氏来状 下巻-P447
K-2-71-14 名家来状 昭和9年中寺一研造氏来状 下巻-P447
K-2-71-15 名家来状 昭和9年中石原大助氏・柴田袖水氏来状 下巻-P447
K-2-71-16 名家来状 昭和9年中中野御坊杉野義丹師来状 下巻-P447
K-2-71-17 名家来状 昭和9年中中島眞吉氏来状 下巻-P447
K-2-71-18 名家来状 昭和9年中郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-19 名家来状 昭和10年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-20 名家来状 昭和10年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-21 名家来状 昭和11年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-22 名家来状 昭和12年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-23 名家来状 昭和12年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-24 名家来状 昭和12年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-25 名家来状 昭和13年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-26 名家来状 昭和14年郷土史関係来状 下巻-P447
K-2-71-27 名家来状 高山市史百話礼状 下巻-P447
K-2-71-28 名家来状 昭和31年中高山市郷土館利用者来状 下巻-P448
K-2-71-29 名家来状 松葉惣四郎氏来状 下巻-P448
K-2-71-30 名家来状 山本健三氏来状 下巻-P448
K-2-71-31 名家来状 荒川深氏来状 下巻-P448
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K-2-71-32 名家来状 田中健三氏来状 下巻-P448
K-2-71-33 名家来状 浦上玉堂氏来状 下巻-P448
K-2-71-34 名家来状 八十島霞舟氏来状 下巻-P448
K-2-71-35 名家来状 月ケ瀬善光寺来状 下巻-P448
K-2-71-36 名家来状 花林尚雄氏来状（岐阜県立図書館司書） 下巻-P448
K-2-71-37 名家来状 福村芳英氏来状（東京市） 下巻-P448
K-2-71-38 名家来状 佐藤虎雄氏来状（神宮皇学館教授） 下巻-P448
K-2-71-39 名家来状 岡村利平先生来状 下巻-P448
K-2-71-40 名家来状 田澤金吾氏・大場磐雄氏来状 下巻-P448
K-2-71-41 名家来状 大場磐雄氏来状（内務省神社局考証課） 下巻-P448
K-2-71-42 名家来状 森城太郎氏来状（大日本楠公会） 下巻-P448
K-2-71-43 名家来状 梅原末治先生来状（2通手紙なし） 下巻-P448
K-2-71-44 名家来状 高久中佐礼状（富山連隊区司令部） 下巻-P448
K-2-71-45 名家来状 長谷川與三治氏来状（広島高師教授） 下巻-P448
K-2-71-46 名家来状 鍵谷傅先生来状（益田農林学校長） 下巻-P448
K-2-71-47 名家来状 栗岩英治氏来状（2通手紙なし） 下巻-P448
K-2-71-48 名家来状 工学博士田中吉郎氏来状 下巻-P448
K-2-71-49 名家来状 長野県諏訪郡教育会 下巻-P448
K-2-71-50 名家来状 山上八郎氏来状（甲冑研究大家） 下巻-P448
K-2-71-51 名家来状 森八幡神社氏子総代来状（益田郡下呂町） 下巻-P448
K-2-71-52 名家来状 牧野良三氏来状 下巻-P448
K-2-71-53 名家来状 鈴木兼太郎氏来状（河合村） 下巻-P448
K-2-71-54 名家来状 加藤専一氏来状 下巻-P449
K-2-71-55 名家来状 柔道七段石黒敬七氏来状 下巻-P449
K-2-71-56 名家来状 子爵西尾忠方氏来状 下巻-P449
K-2-71-57 名家来状 日野誠憲氏来状（大政翼賛会岐阜県支部実践部長） 下巻-P449
K-2-71-58 名家来状 富田令禾氏来状（京都市） 下巻-P449
K-2-71-59 名家来状 清水政之氏来状（福井県今立郡五皇神社社司） 下巻-P449
K-2-71-60 名家来状 文学博士辻善之助氏来状（1通手紙なし） 下巻-P449
K-2-71-61 名家来状 黒正厳博士来状（京都帝国大学教授） 下巻-P449
K-2-71-62 名家来状 川田卓氏来状 下巻-P449
K-2-71-63 名家来状 大政翼賛会高山市支部長来状 下巻-P449
K-2-71-64 名家来状 船坂三七郎氏来状 下巻-P449
K-2-71-65 名家来状 桜井稲磨氏来状（三重県国幣中社敢国神社宮司） 下巻-P449
K-2-71-66 名家来状 児玉幸多氏来状（元農林省嘱託文学士） 下巻-P449
K-2-71-67 名家来状 大池菅根氏来状 下巻-P449
K-2-71-68 名家来状 山鹿傅寿郎氏来状（東京市） 下巻-P449
K-2-71-69 名家来状 松浦善雄氏来状（呉市） 下巻-P449
K-2-71-70 名家来状 八軒町南町内会長辞令関係来状 下巻-P449
K-2-71-71 名家来状 江馬修氏来状 下巻-P449
K-2-71-72 名家来状 熊原政男氏来状 下巻-P449
K-2-71-73 名家来状 立田清立氏来状 下巻-P449
K-2-71-74 名家来状 森義一氏来状（岐阜市） 下巻-P449
K-2-71-75-1 名家来状 小坂町長中島真吉氏来状 下巻-P449
K-2-71-75-2 名家来状 上宝村長三桶富康氏来状 下巻-P449
K-2-71-75-3 名家来状 坂上村長吉田藤助氏来状 下巻-P449
K-2-71-75-4 名家来状 古川町桑月信天氏来状 下巻-P449
K-2-71-76 名家来状 吉丸栄三郎氏来状 下巻-P449
K-2-71-77 名家来状 片野温氏他来状（岐阜県立岐阜図書館） 下巻-P449
K-2-71-78 名家来状 石原大助氏来状（古川町） 下巻-P449
K-2-71-79 名家来状 林魁一氏来状 下巻-P449
K-2-71-80 名家来状 正田篤五郎氏来状（東京市） 下巻-P449
K-2-71-81 名家来状 三輪国治氏来状 下巻-P450
K-2-71-82 名家来状 吉城郡上宝村役場 下巻-P450
K-2-71-83 名家来状 加藤輝次氏来状 下巻-P450
K-2-71-84 名家来状 立正大学教授友松円諦先生来状 下巻-P450
K-2-71-85 名家来状 手塚豊氏来状（慶応大学学生主事） 下巻-P450
K-2-71-86 名家来状 永井孝次郎氏来状（大阪市大日本勤王義烈宣揚会長） 下巻-P450
K-2-71-87 名家来状 田多井四郎治氏来状（1通手紙なし） 下巻-P450
K-2-71-88 名家来状 熊原政男氏来状 下巻-P450
K-2-71-89 名家来状 郡山義夫氏来状（大阪府学務部長） 下巻-P450
K-2-71-90～91 名家来状 犬塚行蔵氏他来状 下巻-P450
K-2-71-92 名家来状 川田卓氏来状 下巻-P450
K-2-71-93～94 名家来状 大野政雄氏来状 下巻-P450
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K-2-71-95 名家来状 羽田重一郎氏来状（長野善光寺尼公上人執事） 下巻-P450
K-2-71-96 名家来状 小川幸雄氏来状（布施市） 下巻-P450
K-2-71-97 名家来状 星野政吉氏来状（東京市） 下巻-P450
K-2-71-98 名家来状 渡辺一郎氏来状 下巻-P450
K-2-71-99 名家来状 三浦耕作氏来状（大阪市皇道発揚会理事） 下巻-P450
K-2-71-100 名家来状 上杉千年氏来状 下巻-P450
K-2-71-101 名家来状 吉村文次郎氏来状（舟津町朝浦八幡神社氏子惣代） 下巻-P450
K-2-71-102 名家来状 富賀鹿蔵氏来状（大阪府南河内郡観心寺信徒惣代） 下巻-P450
K-2-71-103 名家来状 内藤政恒氏来状 下巻-P450
K-2-71-104 名家来状 山形八重氏来状（大阪市） 下巻-P450
K-2-71-105 名家来状 奥田正造氏来状 下巻-P450
K-2-71-106 名家来状 名古屋中央放送局放送部 下巻-P450
K-2-71-107 名家来状 渡辺一氏礼状（東京市上野美術研究所） 下巻-P450
K-2-71-108 名家来状 二木春吉氏来状 下巻-P450
K-2-71-109 名家来状 鈴木秀之氏（山梨県郷土学会） 下巻-P450
K-2-71-110 名家来状 岩崎岐阜県土木課長礼状 下巻-P450
K-2-71-111 名家来状 元田修三氏来状 下巻-P450
K-2-71-112 名家来状 二口孫一氏来状（大阪市） 下巻-P450
K-2-71-113 名家来状 長尾元一郎氏来状（北海道根室町郷土史研究家） 下巻-P450
K-2-71-114 名家来状 飛騨一宮水無神社宮司大住厳氏来状 下巻-P450
K-2-71-115 名家来状 松下松平氏来状 下巻-P451
K-2-71-116 名家来状 福寿泉翁氏来状 下巻-P451
K-2-71-117 名家来状 松永昇道師来状 下巻-P451
K-2-71-118 名家来状 早川章氏来状 下巻-P451
K-2-71-119 名家来状 谷口幸三氏来状 下巻-P451
K-2-71-120 名家来状 森義一氏、安江房吉氏来状（岐阜県庁河川課） 下巻-P451
K-2-71-121 名家来状 老田敬吉氏来状 下巻-P451
K-2-71-122 名家来状 成田千稲氏来状 下巻-P451
K-2-71-123～124 名家来状 辻合喜代太郎氏来状 下巻-P451
K-2-71-125 名家来状 佐藤登氏来状 下巻-P451
K-2-71-126 名家来状 楠妣庵加藤鎮之助氏来状 下巻-P451
K-2-71-127 名家来状 広瀬栄一氏礼状（茨城県高浜町古瓦研究家） 下巻-P451
K-2-71-128 名家来状 富田・彦氏来状 下巻-P451
K-2-71-129 名家来状 福田夕咲氏来状 下巻-P451
K-2-71-130 名家来状 杉之下與一氏来状（東京市） 下巻-P451
K-2-71-131 名家来状 鈴木栄太郎氏来状（岐阜高等農林学校教授） 下巻-P451
K-2-71-132 名家来状 田島誠太郎氏来状（奈良女高師教授） 下巻-P451
K-2-71-133 名家来状 安藤一馬氏来状 下巻-P451
K-2-71-134 名家来状 富田豊彦氏来状 下巻-P451
K-2-71-135 名家来状 細川長平氏来状 下巻-P451
K-2-71-136 名家来状 元田三郎氏来状（東京市） 下巻-P451
K-2-71-137 名家来状 野々田清純氏来状（大阪府） 下巻-P451
K-2-71-138 名家来状 岡安中佐、杏中佐礼状 下巻-P451
K-2-71-139～140 名家来状 阿部栄之助氏来状（岐阜県教育会） 下巻-P451
K-2-71-141 名家来状 馬嶋米太郎氏来状 下巻-P451
K-2-71-142 名家来状 三橋時雄氏来状 下巻-P451
K-2-71-143 名家来状 長野県諏訪郡教育会、上諏訪町細川隼人氏、高山二之町 下巻-P451
K-2-71-144 名家来状 松井一郎氏来状 下巻-P451
K-2-71-145～146 名家来状 深川専七氏、後藤治兵衛氏来状（武儀郡関町） 下巻-P451
K-2-71-147 名家来状 早川老生来状 下巻-P452
K-2-71-148 名家来状 牧野彦太郎氏来状 下巻-P452
K-2-71-149 名家来状 長野県知事郡山義夫氏来状 下巻-P452
K-2-71-150 名家来状 小西四郎氏来状（維新史料編纂事務局） 下巻-P452
K-2-71-151 名家来状 大阪営林局 下巻-P452
K-2-71-152 名家来状 波麿実太郎氏来状 下巻-P452
K-2-71-153 名家来状 東京三井男爵家礼状、向山武勇氏来状 下巻-P452
K-2-71-154～155 名家来状 高柳寿男氏、上窪信持氏来状 下巻-P452
K-2-71-156 名家来状 成田幸一氏来状 下巻-P452
K-2-71-157 名家来状 塚越米造氏来状 下巻-P452
K-2-71-158 名家来状 萼博芳氏来状 下巻-P452
K-2-71-159～163 名家来状 岩垣忠一氏他来状 下巻-P452
K-2-71-164 名家来状 垣内昇氏来状 下巻-P452
K-2-71-165～168 名家来状 石原勉氏、喜多七五郎氏他来状 下巻-P452
K-2-71-169～171 名家来状 水口周平氏他来状 下巻-P452
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K-2-71-172～178 名家来状 鬼頭素朗氏他来状 下巻-P452
K-2-71-179 名家来状 山澤金五郎氏来状 下巻-P452
K-2-71-180～181 名家来状 栗田善吉氏、柴田忠太郎氏来状 下巻-P452
K-2-71-182～183 名家来状 田中貢太郎氏、平井孝一氏来状 下巻-P452
K-2-71-184～186 名家来状 小川栄一氏他来状 下巻-P452
K-2-71-187～189 名家来状 多賀秋五郎氏、長瀬寛二氏他来状 下巻-P452
K-2-71-190 名家来状 名家来状袋 下巻-P452
K-2-71-191 名家来状 今井恪郎氏来状 下巻-P452
K-2-71-192 名家来状 加藤恭太郎氏来状（名古屋民芸協会会長） 下巻-P452
K-2-71-193 名家来状 松葉惣四郎氏来状（赤保木史蹟保存会） 下巻-P452
K-2-71-194 名家来状 藤井治左恵氏来状 下巻-P452
K-2-71-195 名家来状 勝木英夫氏来状（平凡社風土記日本編集部） 下巻-P452
K-2-71-196 名家来状 荒井徹夫氏来状 下巻-P452
K-2-71-197 名家来状 泉氏来状 下巻-P452
K-2-71-198 名家来状 布村安弘氏来状 下巻-P452
K-2-71-199 名家来状 吉田静雄氏来状（社会見学博物館編集部） 下巻-P452
K-2-71-200 名家来状 立命館大学歴史研究会来状 下巻-P452
K-2-71-201 名家来状 京都大学国史研究室来状 下巻-P452
K-2-71-202 名家来状 二村勝美氏来状 下巻-P452
K-2-71-203 名家来状 土屋常義氏来状 下巻-P453
K-2-71-204 名家来状 伊勢崎市教育長林亮太郎氏来状 下巻-P453
K-2-71-205 名家来状 高岡市立高陵中学校礼状 下巻-P453
K-2-71-206 名家来状 東山法華寺来状 下巻-P453
K-2-71-207 名家来状 天性寺町素玄寺来状 下巻-P453
K-2-71-208 名家来状 北飛タイムス大島英男氏来状 下巻-P453
K-2-71-209 名家来状 十六銀行本店来状 下巻-P453
K-2-71-210 名家来状 吉岡勲氏来状 下巻-P453
K-2-71-211 名家来状 中野効四郎氏来状 下巻-P453
K-2-71-212 名家来状 下呂教育委員会田口和男氏来状 下巻-P453
K-2-71-213 名家来状 水間氏来状 下巻-P453
K-2-71-214 名家来状 岐阜県立図書館長来状 下巻-P453
K-2-71-215 名家来状 佐藤美喜雄氏来状 下巻-P453
K-2-71-216 名家来状 中田俊造氏来状 下巻-P453
K-2-71-217 名家来状 高橋義正氏来状 下巻-P453
K-2-71-218 名家来状 観心寺来状（大楠公学問所大阪府） 下巻-P453
K-2-71-219 名家来状 萩原実氏来状 下巻-P453
K-2-71-220 名家来状 小野正明氏来状 下巻-P453
K-2-71-221 名家来状 水間慶二郎氏来状 下巻-P453
K-2-71-222 名家来状 白川継紹氏来状（願生寺） 下巻-P453
K-2-71-223 名家来状 浅井治平氏来状 下巻-P453
K-2-71-224 名家来状 大野郡久々野村役場来状 下巻-P453
K-2-71-225 名家来状 大野郡清見村役場来状 下巻-P453
K-2-71-226 名家来状 桐山磐根氏来状（手紙なし） 下巻-P453
K-2-71-227 名家来状 市村咸人氏来状 下巻-P453
K-2-71-228 名家来状 大野勇氏来状 下巻-P453
K-2-71-229～230 名家来状 萬葉友吉氏他来状 下巻-P453
K-2-71-231 名家来状 高山市・大野郡・吉城郡青年教育研究会長来状 下巻-P453
K-2-71-232 名家来状 杉之下與一氏来状 下巻-P453
K-2-71-233 名家来状 三尾金三氏来状 下巻-P453
K-2-71-234 名家来状 中村蔵氏来状 下巻-P453
K-2-71-235 名家来状 日野誠憲氏来状 下巻-P453
K-2-71-236 名家来状 岐阜県青少年団来状 下巻-P453
K-2-71-237 名家来状 石川修次氏来状 下巻-P453
K-2-71-238 名家来状 上木捨三氏来状 下巻-P453
K-2-71-239～240 名家来状 高山南校後援会他来状 下巻-P453
K-2-71-241 名家来状 都竹じつ子氏来状 下巻-P454
K-2-71-242 名家来状 益田郡高根村役場来状 下巻-P454
K-2-71-243 名家来状 白川正中氏来状 下巻-P454
K-2-71-244～245 名家来状 金森綱平氏他来状 下巻-P454
K-2-71-246 名家来状 武藤嘉門氏来状（岐阜県知事） 下巻-P454
K-2-71-247 名家来状 高山観光協会来状 下巻-P454
K-2-71-248 名家来状 倉善次郎氏来状 下巻-P454
K-2-71-249 名家来状 大江浩氏来状 下巻-P454
K-2-71-250 名家来状 大阪朝日新聞社名古屋支社来状 下巻-P454
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K-2-71-251 名家来状 青木掃部氏来状 下巻-P454
K-2-71-252 名家来状 杉下守中氏来状（手紙なし） 下巻-P454
K-2-71-253 名家来状 如意輪寺来状（奈良県） 下巻-P454
K-2-71-254 名家来状 大埜間霽江氏来状 下巻-P454
K-2-71-255 名家来状 伊藤真吾氏来状 下巻-P454
K-2-71-256 名家来状 杉崎英夫氏来状 下巻-P454
K-2-71-257 名家来状 牧野久雄氏来状 下巻-P454
K-2-71-258 名家来状 宮本勢助氏来状 下巻-P454
K-2-71-259 名家来状 布セ八十人氏来状 下巻-P454
K-2-71-260 名家来状 中谷一海氏来状 下巻-P454
K-2-71-261 名家来状 勝峯晋風氏来状 下巻-P454
K-2-71-262 名家来状 牧野彦太郎氏来状 下巻-P454
K-2-71-263 名家来状 文部省荻野仲三郎、田沢金吾、田山信郎氏来状 下巻-P454
K-2-71-264 名家来状 渡辺一氏来状 下巻-P454
K-2-71-265 名家来状 吉井中佐来状 下巻-P454
K-2-71-266 名家来状 森田芳之助氏来状 下巻-P454
K-2-71-267 名家来状 山上八郎氏来状（東京市） 下巻-P454
K-2-71-268 名家来状 玉田栄二郎氏来状（今治市丹生川村出身） 下巻-P454
K-2-71-269 名家来状 徳富猪一郎氏来状（東京市） 下巻-P454
K-2-71-270 名家来状 安藤専七氏来状（愛知県） 下巻-P454
K-2-71-271 名家来状 陸軍大将井上幾太郎氏他来状 下巻-P454
K-2-71-272～274 名家来状 牧村久雄氏、伊藤信氏他来状 下巻-P454
K-2-71-275 名家来状 近衛文麿氏来状 下巻-P454
K-2-71-276 名家来状 久留島武彦氏礼状 下巻-P454
K-2-71-277 名家来状 川尻鼎山氏来状（名古屋市） 下巻-P454
K-2-71-278 名家来状 中島正文氏来状 下巻-P455
K-2-71-279 名家来状 広瀬亀之助氏来状 下巻-P455
K-2-71-280 名家来状 陸軍少将荒川眞門閣下来状（熊本市） 下巻-P455
K-2-71-281 名家来状 野尻二太郎氏来状 下巻-P455
K-2-71-282 名家来状 栗田善太郎氏来状 下巻-P455
K-2-71-283 名家来状 高梨輝憲氏来状（東京市） 下巻-P455
K-2-71-284 名家来状 杉下傅三郎氏来状 下巻-P455
K-2-71-285 名家来状 上杉一枝氏来状 下巻-P455
K-2-71-286 名家来状 時任為文氏来状 下巻-P455
K-2-71-287～291 名家来状 長尾量平氏他来状 下巻-P455
K-2-71-292 名家来状 吉島休兵衛氏来状（手紙なし） 下巻-P455
K-2-71-293～295 名家来状 天野俊也氏他来状（福井県） 下巻-P455
K-2-71-296～299 名家来状 名家来状箱 下巻-P455
K-2-71-300 名家来状 鬼頭素朗氏来状 下巻-P455
K-2-71-301 名家来状 山上八郎氏来状 下巻-P455
K-2-71-302 名家来状 垣水寿太郎氏来状 下巻-P455
K-2-71-303 名家来状 早川金吾氏来状 下巻-P455
K-2-71-304 名家来状 成田千稲氏来状 下巻-P455
K-2-71-305 名家来状 荒川喜一氏来状 下巻-P455
K-2-71-306 名家来状 高山屋台保存会来状 下巻-P455
K-2-71-307 名家来状 安部正雄氏来状 下巻-P455
K-2-71-308 名家来状 田中磐氏来状 下巻-P455
K-2-71-309 名家来状 溝端重武氏来状 下巻-P455
K-2-71-310 名家来状 石谷熊吉氏来状 下巻-P455
K-2-71-311 名家来状 市川準一氏来状 下巻-P456
K-2-71-312 名家来状 三尾金三氏来状 下巻-P456
K-2-71-313 名家来状 阿部栄之助氏来状 下巻-P456
K-2-71-314 名家来状 今井峯三郎氏来状 下巻-P456
K-2-71-315 名家来状 林孝道氏来状 下巻-P456
K-2-71-316 名家来状 鈴木雅子氏来状 下巻-P456
K-2-71-317 名家来状 吉島新六氏来状 下巻-P456
K-2-71-318 名家来状 加藤専一氏来状 下巻-P456
K-2-71-319 名家来状 森英策氏他来状 下巻-P456
K-2-71-320～324 名家来状 古池信三氏他来状 下巻-P456
K-2-71-325～330 名家来状 住進氏他年賀状 下巻-P456
K-2-71-331 名家来状 高桑了英氏来状（袋のみ） 下巻-P456
K-2-71-332 名家来状 成田幸一氏来状 下巻-P456
K-2-71-333 名家来状 山本博輔氏来状 下巻-P456
K-2-71-334 名家来状 竹原文楽案内状 下巻-P456
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K-2-71-335～344 名家来状 角竹喜登から犬塚みつ宛はがき 下巻-P456
K-2-71-345 名家来状 田澤金吾来状 下巻-P456
K-2-72-1 高山市史原稿 高山市史上巻目次 下巻-P457
K-2-72-2 高山市史原稿 総記 下巻-P457
K-2-72-3 高山市史原稿 史蹟天然記念物・文化財 下巻-P457
K-2-72-4 高山市史原稿 観光 下巻-P457
K-2-72-5 高山市史原稿 交通目次 下巻-P457
K-2-72-6 高山市史原稿 産業 下巻-P457
K-2-72-7 高山市史原稿 町人の経済生活 下巻-P457
K-2-72-8 高山市史原稿 教育 下巻-P457
K-2-72-9 高山市史原稿 宗教 下巻-P457
K-2-72-10 高山市史原稿 文芸 下巻-P457
K-2-72-11 高山市史原稿 文化相篇 下巻-P457
K-2-72-12 高山市史原稿 災害 下巻-P457
K-2-72-13 高山市史原稿 上水道 下巻-P457
K-2-72-14 高山市史原稿 保健衛生 下巻-P457
K-2-72-15 高山市史原稿 治安 下巻-P457
K-2-72-16 高山市史原稿 社会福祉 下巻-P457
K-2-72-17 高山市史原稿 追録 下巻-P457
K-2-72-18 高山市史原稿 政治関係 下巻-P457
K-2-72-19 高山市史原稿 土木関係 下巻-P457
K-2-72-20 高山市史原稿 風習関係 下巻-P457
K-2-72-21 高山市史原稿 人物関係 下巻-P457
K-2-72-22 高山市史原稿 高山市史鉛筆書仮史料 下巻-P457
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