
№ 枝№ 史 料 名 年 月 日 差出人(作成者) 受取人 形態･法量 点数 備 考

1 酒中買仲間六人儀定書 天保１３年正月１５日

酒中買本折屋嘉兵衛・同山
田屋吉兵衛・同福住屋市右
衛門・同油屋太右衛門・同
丸屋孫三郎

酒中買紙屋吉助 続紙 1 包封有

2 銀子借用証文 嘉永元年４月 一紙 1

3 奉公人取持証文 嘉永２年３月
奉公人取持山ノ上町宮袋屋
三右衛門

酒井屋伝兵衛 切紙 1

4 借用銀十年賦返済証文 嘉永３年３月 中嶋善五平 酒井屋伝兵衛 一紙 1

5 酒代残銀年賦払証文 嘉永５年４月
冬瓜町広瀬屋卯之助・同請
人中屋安左衛門

酒井屋伝兵衛 続紙 1

6 酒造米年季切分不許可に付両人打込酒造願 嘉永５年１１月 酒井屋伝兵衛 町御奉行所 一紙 1

7 酒造米年季切分不許可に付両人打込酒造願 嘉永５年１１月 酒造福嶋屋善助 町御奉行所 一紙 1

8 両人打込酒造に付酒桶極印改縮方請書 嘉永５年１１月
酒造酒井屋伝兵衛・同福嶋
屋善助

町御奉行所 一紙 2

9 酒造米稼高借請証文 嘉永５年１１月 酒造酒井屋伝兵衛
福嶋屋善助・酒中買紙屋吉
助・同福住屋市右衛門

一紙 1

10 商売元手銀等借用証文 嘉永６年正月４日 越中屋伝兵衛 酒井屋伝兵衛 続紙 1 包封有

11 銀子借用証文 嘉永６年９月５日 園部宅次郎
油屋伝兵衛・御子息勘七口
入

切紙 1

12 酒造米高内切分年季借用願 嘉永６年１１月 観音町酒井屋伝兵衛 町御奉行所 切続紙 1

13 借銀十年賦返済証文 嘉永７年７月 奥村七左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

14 利足・酒通渡方依頼
己（安政４年）
３月４日

印（印文「加州金沢茨木町
五丁目灰屋忠兵衛」）

酒井屋伝兵衛 切続紙 1

15 取替銀請取通 安政４年７月 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛 折紙 1

16 銀子借用証文 安政４年１０月 山本弥三次 酒井屋伝兵衛 一紙 1 包封有

    近　世
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17 頼母子取当リ銀差引覚
己（安政４年カ）
１１月

酒井屋伝兵衛 酒中買吉右衛門 切紙 1

18 出銀高差引覚
庚申（万延元年）
閏３月５日

佐藤誠之丞内石田宇左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

19 借用証文等綴 こより綴（4丁） 1

1 新米渡方に付覚 申８月 中尾忠三郎 酒伝      切紙

2 酒代借用証文 万延元年８月４日 今町村庄平 酒井屋伝兵衛      切紙

3 年賦払証文 申８月 森下中屋忠三郎 酒井屋伝兵衛      切紙

4 酒代惣勘定残リ年賦払証文 万延元年８月４日 二日市村三四郎 金沢観音町酒井屋伝兵衛      一紙

20 銀子借用証文 万延元年９月 今村義三郎台所 酒井屋伝兵衛 一紙 1

21 無利足借銀証文 万延元年９月 今村義三郎台所 酒井屋伝兵衛 一紙 1

22 取替銀請取通 万延元年９月 今村義三郎台所 酒井屋伝兵衛 折紙 1

23 銀子借用証文 万延元年９月 山本久兵衛 酒井屋伝兵衛 一紙 1

24 銀子借用証文 文久３年１０月 山本六郎 酒井屋伝兵衛 切紙 1

25 借用銀無利足年賦返済証文 文久３年１２月 酒中買紙屋吉右衛門 酒井屋伝兵衛 一紙 1

26 借銀残高差引覚 寅（慶応２年） 切紙 1

27 銀子借用証文 慶応３年７月１４日 寺内清之丞 前常福寺 切紙 1 包封有

28 加入銭出入通 明治２年９月

芝居小屋出入方主附酒井
屋伝兵衛・紺屋伊左衛門・
北市屋吉二・木綿屋久右衛
門

酒井屋伝兵衛 長帳（1丁） 1

29 困窮者へ施しに付褒状
己（明治２年カ）
９月

観音町酒井屋伝兵衛 切続紙 1

30 救恤方御手伝銭世話方骨折に付金百疋下賜状
午（明治３年カ）
４月

切紙 1

31 難渋者救助世話方尽力に付散肝煎列申付状
庚午（明治３年）
7月14日

市政局 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

32 窮民救恤方銭指出に付請取書 午（明治３年） ７月 市政局 観音町酒井屋伝兵衛 切紙 1
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33 困窮者救済世話方尽力に付金六百疋下賜状
庚午（明治３年）
閏１０月

聴訴掛 観音町酒井屋伝兵衛 切続紙 1

34 観音町等触次辞令
庚午（明治３年）
１１月

印（印文「下東郷会所」） 酒井屋伝兵衛 切紙 1

35 東新地中之町触次預リ辞令
庚午（明治３年）
11月

印（印文「下東郷会所」） 酒井屋伝兵衛 切紙 1

36 永年賦無利足にて銀子御取替に付後年の覚 明治４年３月 山本東涯 酒井屋伝兵衛 一紙 1

37 月入用残リ銀渡方依頼 卯３月８日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛 切紙 1

38 暮入用銀の内渡方依頼 卯１２月２５日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

39 銀子渡方依頼 切紙 2

1 銀子渡方依頼 卯１２月２８日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛        切紙 1

2 銀子渡方依頼 卯１２月２８日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛        切紙 1

40 銀子渡方依頼 切紙 3

1 銀子渡方依頼 卯１２月２９日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛        切紙 1

2 銀子渡方依頼 卯１２月２９日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛        切紙 1

3 銀子渡方依頼 卯１２月２９日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛        切紙 1

41 当月分月入用銀渡方依頼 辰５月２３日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛 切紙 1

42 銀子請取書 辰５月９日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

43 銀子渡方依頼 午７月１１日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

44 銀子渡方依頼 午７月１４日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

45 銀子上納に付渡方依頼 午７月２０日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

46 暮入用銀の内渡方依頼 午１２月２６日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

47 銀子渡方依頼 切続紙･切紙 2

1 銀子渡方依頼 午１２月晦日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛 　　　　　切続紙 1

2 銀子渡方依頼 午１２月晦日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛 　　　　切紙 1
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48 銀子渡方依頼 切紙 4

1 銀子渡方依頼 未７月１４日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛         切紙 1

2 銀子渡方依頼 未７月１４日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛         切紙 1

3 銀子渡方依頼 未７月１４日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛         切紙 1

4 銀子渡方依頼 未７月１４日 今村清左衛門台所 酒井屋伝兵衛          切紙 1

49 月入用銀渡方依頼 正月３日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

50 暮入用銀の内 ・正月分月入用銀渡方依頼 正月６日 今村内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

51 当月分月入用五十目増方依頼 正月６日 今村内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

52 新証文指遣すに付案内 7月10日 今村内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

53 月入用銀渡方依頼 切続紙・切紙 2

1 月入用今月より取りに上がるに付渡方依頼 10月2日 今村内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 　　　　　　切続紙 1

2 月入用銀渡方依頼 10月3日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 　　　　　切紙 1

54 取立物懸銀等銀子渡方依頼 12月26日 今村内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

55 来正月分月入用の内繰上げ渡方依頼 12月29日 今村清左衛門内森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

56 自分用に銀子借用依頼 10月8日 森松要左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

57 当月分通帳に記載依頼 12月2日 今村義三郎内棚田源兵衛 酒井屋伝兵衛 切紙 1

58 約定の銀子受取に付口演 子正月２９日 山本六郎 酒井や伝兵衛 切紙 1

59 家求めるに付銀子借用証文 卯８月９日 山本六郎 酒井屋伝兵衛 切紙 1

60 銀子渡方依頼 9月18日 山本六郎 伝兵衛 切続紙 1

61 銀子借用証文 寅２月１２日 崎田 酒井屋伝兵衛 切紙 1

62 取替銀元利覚 卯７月 酒井屋伝兵衛 崎田様御台所 切紙 1

63 利足銀請取に付案内 卯極月９日 田畑市郎左衛門 酒（ママ）伝兵衛 切紙 1

64 銀子請取書 未１２月２９日 田市 酒伝 切紙 1

65 利足渡方依頼并請取書 辰３月１６日 村松角右衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

66 利足渡方依頼并請取書 辰９月１１日 村松角右衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1
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67 利足銀請取書 己３月１４日 村角 酒伝 切続紙 1

68 預け銀の内渡方依頼 辰７月１４日 高瀬（印文「高瀬重左衛門」） 酒井屋 切紙 1

69 銀子渡方依頼 辰７月１４日 高瀬（印文「高瀬重左衛門」） 酒井屋 切紙 1

70 不破丈右衛門様取立物取当に付仕法覚 （辰１２月） 切紙 1

71 米印紙買求め依頼 12月30日 不破丈右衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

72 利足銀請取書 午７月２１日 和泉八左衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

73 元利受取書 未７月５日 和泉八左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

74 懸銀高指引覚 未１１月 荒井和平 切紙 1

75 銀子借用証文 申２月１４日 四井五郎右衛門
坂（ママ）井屋伝兵衛・能登
屋次助口入

切続紙 1

76 初掛銀請取書 申１２月 笠場幸右衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

77 取替銀指上に付覚書 酉７月６日 山久（山本久兵衛カ） 酒伝 切紙 1

78 惣寄銀差引覚 酉１２月５日
佐藤誠之丞内菊地昇兵衛・
石田宇左衛門

酒井屋伝兵衛 切続紙 1

79 二十九番会出銀受取書 酉１２月 吉村 酒井屋伝兵衛 切紙 1

80
津田采女収納米売捌代銀の内を以銀子渡す
に付覚

亥７月
弁屋新兵衛（印文「加州金
沢河原町舛屋新兵衛」）

山岸長蔵 切続紙 1

81 米切手にて済方依頼 １２月晦日 奥村七左衛門 酒伝兵衛 切紙 1

82 銀子渡方依頼 5月28日 ク七左衛門 伝兵衛 切続紙 1

83 銀子借用依頼并請取書 11月5日 ヲ七左衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

84 中勘銀指上るに付案内 12月9日 七左衛門 伝兵衛 切紙 1

85 銀子借用証文 7月28日
山田五郎左衛門・田中関左
衛門・高田松兵衛

酒井屋伝兵衛 一紙 1

86 金子拝借依頼 8月29日 酒井屋伝兵衛 高田松兵衛 一紙 1

87 金子借用証文 ９月朔日 高田松兵衛 酒井屋伝兵衛 切紙 1

88 惣寄銀高差引覚 ８月 土田左一郎 酒井屋伝兵衛 切紙 1

89 惣寄銀差引覚 １２月晦日 佐野 酒井屋 切紙 1

5／14



90 預り銀元利引渡書 子９月５日 酒伝 御小人文之助 切紙 1

91 元利請取書 卯８月朔日 越後屋作兵衛 酒井屋伝兵衛 切紙 1

92 銀高・人名書上 辰３月 弥兵衛 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

93 貸付銀・取当り高指引手形 巳３月 会主 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

94 卯辰山芝居小屋出来方入用銭請取書 巳８月 勘定方 酒屋伝右兵衛（ママ） 切紙 1

95 銀子取替依頼 巳１０月５日 勝田屋和右衛門 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

96 銀子引換手形 午４月１６日
和泉喜兵衛（印文「金沢法
船寺町和泉屋喜兵衛」）

切紙 1

97 座方要用に付金子借用証文 午１１月晦日
上方中使棟取越中屋半兵
衛・同長田屋加兵衛

栗崎屋弥兵衛 切紙 1

98 銀子受取書 未２月２４日 浅田屋太兵衛 酒伝 切紙 1

99 品川様地米切手に而銀子請取依頼 未７月４日 御所屋甚右衛門 酒伝 切紙 1

100 手形等借用書 未７月１５日 小松屋市兵衛 酒井屋伝兵衛 切紙 1

101 入交銀・買物代等支払約定書 未８月２９日
福久屋八郎左衛門・酒井屋
伝兵衛

越中屋彦次郎 一紙 1

102 借銀高・取替銀等書上 未８月 酒伝 長加 切続紙 1

103 出銀差引覚 未１２月８日 酒屋久平 酒井屋伝兵衛 切紙 1

104 銀指引覚 未～申 切紙 1

105 銀子借用証文 申３月 山屋治三郎 酒井屋伝兵衛 切紙 1

106 酒代銭書上 申７月
酒井屋伝兵衛（印文「酒造
所金沢観音町酒井屋伝兵
衛」）

忠縄村安兵衛 切紙 1

107 酒代銭書上 申７月
酒井屋伝兵衛（印文「酒造
所金沢観音町酒井屋伝兵
衛」）

忠縄村又右衛門 切紙 1

108 金高覚 申１２月１８日 白山屋 酒伝 切紙 1

109 銀子請取書 申１２月 山屋伝右衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1
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110 銀子借用証文 酉正月４日
こんや伝兵衛（印文「金沢
観音町紺伝」）

酒井屋伝兵衛 切紙 1

111 銀子借用証文 酉２月５日 栗崎屋弥兵衛 酒井屋伝兵衛 切紙 1

112 一貫目指上るに付書状 酉８月朔日 山屋伝右衛門 酒井屋伝兵衛 切紙 1

113 銀子受取書 酉９月５日 印（印文「出買所」） 酒井屋伝兵衛 切紙 1

114 銀子渡すに付覚書 酉１２月１４日 清水屋七郎右衛門 切紙 1

115 御取立物初掛銀受取書 戌１２月朔日
御坊役所・箱役講中・肝煎
講中

酒井屋伝兵衛 切紙 1

116 出銀等差引覚 2月6日 門左（ママ） 酒井屋 切続紙 1

117 金子渡方依頼 2月19日
印（印文「加州金沢下安江
町栂屋宗七」）

酒伝 切紙 1

118 依頼の銀子渡方依頼 4月5日 切紙 1

119 金子借用依頼 7月27日 回向方 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

120 銀子渡方依頼 9月5日 乗光寺多屋大蔵卿 酒井屋伝兵衛 切続紙 1

121 銀子預り書 11月5日 氷見屋与右衛門 酒井屋 切紙 1

122 配当銀の内指上るに付案内 年未詳
講番与右衛門（印文「柳
与」）

酒井屋伝兵衛 切紙 1

123 二番会に付出銀割当等定書 年未詳 切紙 1

124 金子・銀札高書上 年未詳 切紙 1

125 包封 年未詳 包封 2

126
越中屋故太右衛門母に手形下されるに付請
取状

子１２月１３日
越中屋与三郎・一類之内石
寺屋三右衛門・同土田清大
夫

酒井屋伝兵衛 切続紙 1

127 野田屋孀やゑ親元へ身退くに付退転承届状 寅１２月 専光寺役僧
観音町組合頭越後屋六兵
衛

切紙 1

128 御場へ呼出状 寅９月 肝煎文蔵 酒井屋伝兵衛 切紙 1

129 御場へ呼出状 7月12日 肝煎久兵衛 組合頭伝兵衛 切紙 1

130 御場へ呼出状 7月20日 肝煎篤次 組合頭伝兵衛 切紙 1
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131 第七区二番組一番地触次辞令
壬申（明治５年）
２月

会所（印文「金沢町第七
区」）

酒井伝二 切紙 1

132 奉献金請取書 明治６年１１月１７日 尾山神社祠官 酒井伝二 切紙 1

133 神風講社用掛申付状 明治７年１１月２７日
祭主大教正三條西季知（印
文「神宮教院教長」）

石川懸管下加賀国第１４区
金沢観音町酒井伝二

切紙 1

134 第二百一番神風講社証 年未詳 神宮教会
石川懸管下加賀国第１４区
金沢観音町酒井伝二

札 1

135 米通挟 明治７年１２月 板 1

136 発句集 年未詳 小帳 (14丁） 1

137 入講証 明治８年１月２６日 尾山神社
加賀国第１４区小２区観音
町１３番邸酒井伝二

札 1

138 尾山神社守札 年未詳
尾山神社祠堂湯浅夏貴・厚
見覚五郎・葛城慎悟

酒井伝二 札 1 包封有

139 頼談に付出頭依頼 明治８年８月２日 管刹 酒井伝二 切紙 1 封筒有

140 志納方依頼書 明治８年８月３日 管刹寺務方 酒井伝二 切紙 1

141 学資金献納に付褒状 明治８年９月１９日 石川懸 第１４区酒井伝二 切紙 1

142 学資金献納に付褒状 明治８年９月２９日 石川懸 酒井伝二 切紙 1

143 博物大会陳列品預り証 明治９年３月２９日
博物館事務局（印文「石川
懸博物館出品係」）

酒井伝兵衛 一紙 1

144 加賀国小教校出納方申付状 明治１０年２月６日 金沢寺務出張所 酒井伝二 切紙 1 封筒有

145 加賀国小教校出納長申付状 明治１０年５月３日 金沢寺務出張所 酒井伝次 切紙 1 封筒有

146 協成舎より借用の祠堂金割当に付約定書 明治１１年７月
酒造富沢新七・安江清吉・
高桑宗平・高岡久司郎・浅
野宗平・酒井伝二

罫紙 1

147 協成舎より借用金の内借用証文 明治１１年７月５日 富沢新七 酒井伝二等五名 罫紙 1

148 協成舎より借用金の内借用証文 明治１１年７月５日 安江清吉 富沢新七等五名 一紙 1

    近　代
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149 協成舎より借用金の内借用証文 明治１１年７月５日 高桑宗平 浅野宗平等五名 一紙 1

150 協成舎より借用金の内借用証文 明治１１年７月５日 高岡久司郎 酒井伝二等五名 一紙 1

151 協成舎より借用金の内借用証文 明治１１年７月５日 浅野宗平 高桑宗平等五名 一紙 1

152 協成舎より借用の内酒井伝二分より借用証文 明治１１年７月５日
富沢新七・高桑宗平・高岡
久二郎

酒井伝二 一紙 1

153 協成舎より借用の内浅野宗平分より借用証文 明治１１年７月５日 安江清吉 浅野宗平 一紙 1

154 協成舎仲間借割当高差引覚 明治１１年７月６日 行司 酒伝 折紙 2

155 物品出陳に付馬上杯寄贈目録 明治１２年１０月 金沢勧業博物館 酒井伝二 切紙 1

156 金沢勧業博物館二等社員申付状 明治12年 11月21日 石川懸 酒井伝二 切紙 1

157 馬上杯製造に付送付状 明治１３年４月１６日 勧業博物館 観音町酒井伝二 罫紙 ・切紙 2

158 金沢病院新築費寄付に付褒状 明治１３年６月１９日 石川懸 酒井伝二 一紙 1

159 金沢勧業博物館へ寄付に付銀盃下賜状 明治１３年 ７月３０日 石川懸 平民酒井伝二 切紙 1

160 金沢勧業博物館維持法尽力に付花瓶附与状 明治１３年 ８月１日 千坂石川懸令 酒井伝二 切紙 2

161 宴席欠席に付辞令等送付状 明治１３年 ８月２日 石川懸勧業課 酒井伝二 切紙 1 封筒有

162 区会議員撰挙委員当撰状 明治１５年１２月６日 金沢区会所
金沢区観音町１丁目１３番
地酒井伝二

罫紙 1

163
大正天皇即位大礼に付清酒いち姫献納願并
履歴書

大正4年 10月23日
（金沢市観音町１丁目）酒井
作欠郎

宮内大臣男爵波多野敬直 罫紙綴 (8丁） 1

164 清酒いち姫業歴書 大正１３年 ９月16日 酒井四郎 罫紙綴 (5丁） 1

165 清酒いち姫註文書等一括 罫紙・切紙 3

1 清酒いち姫註文書 大正１３年 １０月２９日 宮内省大膳寮 酒井四郎           罫紙（印刷） 1 宮内省罫紙

2 清酒いち姫献上願採納に付案内 昭和3年 9月18日
宮内大臣官房庶務課長白
根松介

金沢市観音町１丁目１３番
地酒井四郎

          罫紙（印刷） 1 宮内省罫紙

3 清酒いち姫大礼奉祝上納領収書 昭和3年 １２月３日
宮内大臣官房庶務課大礼
献上品掛

酒井四郎           切紙（印刷） 1

166 いち姫献上に付請願書 昭和3年 ３月２８日
金沢市観音町１丁目１３番
地酒井四郎

石川県知事中山佐之助 罫紙 1
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167 天皇大典に付いち姫伝献願 昭和3年 ３月２８日
（金沢市観音町１丁目１３番
地）酒井四郎

石川県知事中山佐之助 罫紙綴 (2丁） 1

168 清酒いち姫醸造業歴書 昭和3年 ３月２８日 酒井四郎 罫紙綴 (5丁） 1

169 天皇大礼に付清酒いち姫献上願 昭和3年 ８月１８日
金沢市観音町１丁目１３番
地酒井四郎

宮内大臣一木喜徳郎 一紙 1

170 秩父宮・閑院宮台覧に付案内 昭和５年１０月４．５日
石川懸商品陳列所従５位勲
６等青木外吉

酒井四郎 切紙 1 封有

171 清酒いち姫献上許可に付案内 昭和5年 11月2日
梨本宮附宮内事務官三雲
敬一郎

酒井四郎 切紙 1

172 天皇行幸に付清酒いち姫伝献願 昭和８年８月
金沢市観音町１丁目１３番
地清酒醸造業酒井四郎

石川県知事 山口安憲 罫紙綴 (5丁） 1

173 清酒いち姫伝献願 昭和８年９月
金沢市観音町１丁目１３番
地清酒醸造業酒井四郎

石川県知事 山口安憲 罫紙 1

174 清酒いち姫調書（後欠） 年未詳
金沢市観音町１丁目１３番
地酒井四郎

罫紙 1

175 行啓拝録
大正１４年６月２６日
発行 （発行）石川県金沢市役所 書籍(210頁) 1

176 昭和北陸名鑑
昭和３年９月４日
発行

（発行）金沢市下胡桃町４番
地昭和北陸名鑑出版部

書籍(167頁) 1

177 新撰碁経大全(当流碁経大全 序） 享保5年序
秋山仙林著・東都上総屋惣
兵衛板

小本(木版）
（56丁)

1 袋有

178 明和武鑑 明和2年 江戸日本橋須原屋茂兵衛
横半帳(木版）
（63丁)

1

179 俳諧 をだまき綱目大成　上下巻 安永10年正月
洛下竹亭著・書林京寺町通
田中庄兵衛

小本（木版） 2
新版改正
元禄10年露吹房和及跋・洛
下書林新井弥兵衛版

180 古今図鑑　古銭価附 寛政5年9月
南紀青霞堂志友著・和歌山
細工町帯屋伊兵衛梓

袋綴(木版）
（20丁)

1

181 俳諧 発句五百題　　上巻 文化4年序
春秋庵自雄房輯・俳門書林
万笈堂・文生堂

小本(木版）
（42丁)

1

    学　芸
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182 囃謡 五十五番 文化7年正月改正 宝生大夫
横本(木版）
（138丁)

1

183 万代用文章 文政9年仲春 龍章堂主人書
中本(木版）
（151丁)

1

184 唐詩選　巻六・七 天保3年初春
江戸嵩山房小林新兵衛梓
行

小本(木版）
（54丁)

1

185

改正月令博物筌
　① 俳諧大意並口伝  ・ 月令博物筌大意  ・
　　　門部分並目録之註  ・ 正月部目録
　② 二月部目録　③ 三月部目録
　④ 春部目録　⑤ 四月部目録
　⑥ 五月之部目録　⑦ 六月部目録
　⑧ 夏部目録
　⑨ 改正月令箔博物筌凡例  ・ 七月部目録
　⑩ 八月部目録　⑪ 九月部目録
　⑫ 三秋之部目録　⑬ 十月部目録
　⑭十一月之部目録　⑮ 十二月部目録
　⑯三冬之部目録

天保12年3月
鳥飼洞斉編述・貝原先生歳
時増選

横帳(木版） 16

186 四季詞林　こしあふき 天保14年孟春 大阪書林塩屋忠兵衛・弥七
横半本(木版）
（27丁)

1 寛政10年駝岳・麻斉序

187 天保訂正　寺子読書千字文 天保14年晩鐘
浪花一円斎訂正・書肆播磨
屋理助

中本(木版）
（16丁)

1

188 小野篁歌字尽 弘化3年 いせや津兵衛板
小本(木版）
（12丁)

1

189 念仏和讃 弘化5年2月下旬 酒井屋吉太郎 横帳（8丁） 1

190 増補改正 俳諧歳時記栞草　1～5（春～冬・雑） 嘉永4年11月 江戸書林英屋大助他 横本 （木版） 5 嘉永3年　藍亭青藍序

191 金沢より京都まで道中名所記 甲寅（7年） 金府等願精舎蔵
横半帳(木版）
（43丁)

1

192 俳人百家撰 嘉永8年孟春
緑亭川柳輯・東都甘泉堂和
泉屋市兵衛板

小本(木版）
（56丁)

1

193 つゆのたま
安政庚申（7年）
望月

声尽庵旭斉序
小本(木版）
（13丁)

1
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194 安政新刻　早割塵劫記 安政
中本(木版）
（19丁)

1 「明治2年正月二日改之」と書入

195 玉川行記 文久2年序 潜窓みき雄編
横半本(木版）
（31丁)

1

196 御慶帳　初編 慶応2年春 上毛一籟居撰
中本(木版）
（24丁)

1 封有

197 新令字解 慶応4年6月
阪谷素撰・大坂大野木市兵
衛他梓

横半本(木版）
（26丁)

1

198 四時行　 年未詳
相応軒編・蕉門御摺物所・
京四条湖雲堂近江屋利助

中本 3 封 2有

199
華実年浪草
　巻１下・２・４下・５・７上・7下・８～１１

年未詳 中本（木版） 10

200 発句類題　上 年未詳
雪中庵完来評・万笈堂英平
吉板

小本(木版）
（61丁)

1

201 [　]葉集　下巻 年未詳 加州成田家蔵板
横帳(木版）
（79丁)

1

202 常磐菊　十三編 年未詳 六合庵茶山輯
小本(木版）
（57丁)

1

203 新板　正説楽屋通　初編 年未詳 正月堂 小本（木版） 2

204 翁小皷手配り幸清次郎流伝書 年未詳 袋綴(23丁) 1

205 謡曲 年未詳 袋綴（7丁） 1
源氏五拾題
冨有園
好文木

206 謡曲 年未詳 袋綴(3丁) 1 江戸名所

207 謡曲 年未詳 　 こより綴(2丁)　 1
竹の林
君ヵ代
正成遺訓

208 謡曲 年未詳 こより綴(2丁)　 1
雪山
雑一字題

209 帰三宝偈 年未詳 横帳(5丁) 1
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210 大全消息往来 年未詳 江戸出雲寺万次郎他
小本(木版）
（36丁)

1

211 三業問答 年未詳 折紙 1

212 宗祖見真大師御詠歌 一紙・切紙 2

1 見真大師御詠歌二首 年未詳

東京府下武蔵国豊島郡浅
草区浅草北清島町真宗東
派高龍山謝徳院坂東報恩
寺（印文「坂東監事」）

一紙（印刷） 1
御旧跡本座二十四輩第一番
巡回筆始

2 御形見御真影授与証歌 年未詳
東京浅草報恩寺監事（印文
「坂東監事」）

切紙（印刷） 1
二十四輩第一番開基性信坊
普済

213 民家手引　布令字引 明治元年 知足蹄原衛
横半本(木版）
（24丁)

1

214 芳春帖 明治2年
萩原秋厳書・東京対梅宇編
蔵板

小本(木版）
（26丁)

1

215 撮要文章 明治7年9月
本多成周編・波華二書堂森
本太助蔵版

中本(木版）
（72丁)

1

216 耀衣 ・ 身延両番相伝書 明治10年8月 野村蘭作 酒井伝二 袋綴(4丁)　 1

217 新撰数学 明治11年6月 関口開撰・柳遊舎蔵版
横本(木版）
（128丁)

1

218 雅言小解 明治12年8月
佐々木弘綱著・三重県加藤
万作出版

横半本(木版）
（123丁)

1

219 官令新誌第七号乙　刑法・治罪法 明治13年7月 大野堯運編出版
書冊(印刷）
（88頁)

1

220 明治大家文鈔　巻一・四 明治13年 吉田長祥編・七友書樓蔵 小本(銅版) 2

221 観心十方界図 明治14年4月8日
長野県雨宮源右衛門著出
版

一枚（木版） 1

222 長曽川 明治15年秋日 書籍摺仕立所若林長平
中本(木版）
（28丁)

1 包封有

223 大谷派内伝来世称そばくい御真影縁起 明治16年7月 越後安養寺 一枚（印刷） 1
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224 竹の浦 明治16年
風羅庵蔵板・京御摺物師馬
場利助

中本（23丁） 1 包封有

225 三日月三唯 明治16年
句空庵蔵・金沢書籍摺仕立
所若林長平

中本(木版）
（15丁)

1

226 秋風集 明治17年 句空庵蔵・金沢有文堂板 中本(27丁) 1

227 牧野故良春追悼会　花のかたみ 明治23年3月23日 南無庵文器序
小本(印刷）
（11丁)

1

228 句集（題箋欠） 明治27年序 京洛遊作・木母舎蔵版 折本（木版） 1

229 厳島実地真景之図 明治28年5月
大阪田井久之助著印刷発
行

一枚（銅版） 1

230 酒造税法等新税法 明治29年10月
金沢小坂作平編・雲根堂発
行

書冊(印刷）
（74頁)

1

231 そばくいの御真影 年未詳 比叡山大乗院 一枚（木版） 1

232 史略　巻２～４ 売弘所金沢中村喜平 中本（木版） 3

1 　巻２　　支那 年未詳 　　　中本（木版） 1

2 　巻３　　西洋上 年未詳 　　　中本（木版） 1

3 　巻４　　西洋下 年未詳 　　　中本（木版） 1

233 板敷山大覚寺略縁起 年未詳
茨城県常陸国新治郡恋瀬
村板敷山大覚寺堂司

一枚（印刷） 1

234 風羅庵木圭句 年未詳 大聖寺町二宮十平 一枚（印刷） 1

235 双玉類題集 ・漢語便覧袋 年未詳 封 2

236 酒井秀子　絵と習字 年未詳 酒井秀子 一紙 7
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