
特52 此木文庫

資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

Ⅰ．支配

52.11-1 前田利家書状（穴水城普請に付）等写 （天正8年8月14日等） （前田利家→諸橋六郷百姓中） 折紙 1 朱書で書状の考察文あり

52.11-2 宇喜多一類人数・由緒書上
（元文4年、寛保元年
等）

袋綴(13丁) 1

52.11-3 金谷御殿普請方等覚書（断簡） （安永年間） 横帳 1

52.11-4 勝千代様御宮参一巻 文化8～9年 小帳(19丁) 1 斉泰の宮参り

52.11-5 前田斉泰宮参覚書 文化9年9月22日 切紙 1

52.11-6 犬千代丸様御宮参一巻 天保2年4～9月 小帳(22丁) 1 慶寧の宮参り

52.11-7 犬千代丸様御登城之御行列附 （天保期カ） 横帳(7丁) 1 犬千代は慶寧

52.11-8 万延二年柳営元旦御礼及び安政二年金城年頭御作法 安政2年・万延2年 クノキ 横帳(10丁) 1

52.11-9 御参勤御帰国 （年未詳） 横帳(62丁) 1 幕末期に作成

52.11-10
御年寄様方御関所御乗用一巻及び諸侯方旅中御三家様等御
出会一件

（年未詳） 印（「連雄」） 横帳(12丁) 1
・幕末期に作成カ
・内容は文化・文政頃カ

52.12-1 畠山家・長家旧縁家系図
（享保中頃～宝暦初
頃）

袋綴(33丁) 1

52.12-2 長家先祖由緒書 宝暦3年6月27日 袋綴(41丁) 1

52.12-3 長家系図 （宝暦3年） 切続紙 1

52.12-4 但馬国長権右衛門所持之旧記 （天保8年） 袋綴(17丁) 1

52.12-5 長家系図 （年未詳） 袋綴(16丁) 1
・近世後期作成
・女子の名前あり

52.12-6 長家陪臣系図・与力知等申付状写帳 （年未詳） 袋綴(13丁) 1 幕末期に作成

52.12-7 長家関係由来地書上 （年未詳） 横帳(4丁) 1 近世期に作成

52.12-8 長家系図・由緒書 （年未詳） 袋綴(58丁) 1 近世期に作成

52.12-9 長家一族等経歴書上 （年未詳）
仮綴(11丁)、
附録2枚あり

1 近世期に作成

52.12-10 長家系図（断簡） （年未詳） 切紙 1
・近世期に作成
・虫損あり

特52.11　藩政

特52.12　長家由緒・系図
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.12-11 長谷部家先祖論考書 （年未詳） 切紙 1 近世期に作成

52.13-1
長連龍・連頼差出書状写
(1)にか竹船積渡に付書状
(2)酒井から高畠普請出来に付書状

(1)（天正13年9月～慶
長3年4月カ）7月26日
(2)（元和5年～寛文11
年）3月11日

(1)如庵　九左（印「連龍」）→穴水　宗六
(2)九郎左　連頼判→宇留地又右衛門、小原勝
之、武部総七郎

折紙 1

52.13-2 牛が鼻長谷観音番人屋敷地検地方聞届に付書状写 寛文2年4月16日
浦野孫右衛門尉信秀（花押）→赤蔵山院主
看坊

切続紙 1

52.13-3 享保～宝暦年間覚書 享保～宝暦 横帳（47丁） 1

52.13-4 古道御家中絵図 寛政元年2月 中田一角、合田少半次 一敷（彩色） 1 47×71.6㎝

52.13-5 御屋敷并上屋敷御家中絵図（一部欠） （寛政年間カ） 一敷（彩色） 1 72.6×76㎝

52.13-6 信連記 文化7年5月29日 山田町　國分三郎右衛門 袋綴（34丁） 1

52.13-7 長連愛諸行動書上 文化14年5月 切続紙 1

52.13-8 長家旧記 天保元年 此木連雄 中本（98丁） 1

52.13-9 堀内家先祖由緒一類附帳 安政2年6月 堀内宇太夫（花押）→神保与兵衛 袋綴（50丁） 1 堀内家は長家の家臣

52.13-10 御家へ御縁辺申伝に付御糺願書 （近世後期）9月15日 太陽寺典膳盛盈（花押）→長甲斐守（連愛） 折紙 1 太陽寺は、館林藩の家臣か

52.13-11 家子・郎党・中郎書上 （近世）正月4日 折紙 1

52.13-12 長家諸役名書上 （年未詳） 長帳（8丁） 1 近世後期作成

52.13-13 能乱略記 （年未詳） 此木連邑 中本（37丁） 1 近世後期作成

52.13-14 京都建仁寺図 （年未詳） 切紙 1

・幕末期作成
・加越能文庫「京都建仁寺図」（16.52-088）と
同史料。加賀藩御借上方丈七ケ寺等を記
す。

52.13-15 長連龍合戦記等書上 （年未詳） 袋綴（7丁） 1 近世期に作成

52.13-16 御譜代之次第・御別盞之次第 （年未詳） 横帳（6丁） 1 近世期に作成

52.13-17 長家譜代家臣分類書上 （年未詳） 切続紙 1 近世期に作成

52.13-18 御元祖様御上階一巻 （年未詳） 此木 袋綴（28丁） 1
・近世期に作成
・昇進の事例

52.13-19 安土供之衆・御迎之衆書上 （年未詳） 切紙 1 近世期に作成

特52.13　長家家政
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52.13-20 家子・四郎・六郎・中郎書上 （年未詳） 切続紙 1 近世期に作成

52.13-21 年中諸行事料理等書上 （年未詳） 長帳（7丁） 1
・近世期に作成
・挟文書あり

52.13-22 家居普請に付覚書 （年未詳） 袋綴（16丁） 1 近世期に作成

52.13-23 山中長氏関係書上 （年未詳） 切紙 1 近世期に作成

52.13-24 長谷部続連花押書写 （年未詳） 切紙 1 近世期に作成カ

52.13-25 仕与力并家来知行高等姓名帳 （明治初年） 袋綴（37丁） 1

52.13-26 穴水町長仙屋敷区画図（断簡） （明治初年） 切紙 1 24×17㎝

52.13-27 長仙金沢町穴水町屋敷図面 （明治初年） 切紙 1 24×35.5㎝

52.13-28 長家関係年表 （明治初年頃カ） 横帳（16丁） 1

52.13-29 信連公
（発行：大正5年11月22
日）

発行兼編輯者：同人会（代表：金沢市十三間
町　下村済）

冊子（43丁） 1
長谷部信連700年祭典の際に刊行されたも
の

52.13-30 長家・此木家諸事抜書帳 （年未詳） 袋綴（100丁） 1
・近代に作成
・内容は中世～近代

52.14-1 御元祖様五百回忌法会覚書（断簡） （享保2年） 横帳 1 内容は宝暦頃。裏面は、尚連の経歴

52.14-2 如庵様百五十回御忌一巻 明和5年2月3日 袋綴（20丁） 1

52.14-3 瑞源寺由来書 文化3年4月
能州鳳至郡川嶋村曹洞宗　瑞源寺　天如→宝
円寺・天徳院　両御役寮

袋綴（5丁） 1

52.14-4 信連尊霊年忌に付家中諸事申渡書 （文化14年カ）丑正月 連愛御印 切続紙 1

52.14-5 長氏嫡麁法号寺附 （文政年間頃カ） 袋綴（20丁） 1

52.14-6 御廟所并御位牌御戒名書上申帳 天保14年6月 東嶺寺 袋綴（8丁） 1

52.14-7 悦叟寺焼香等戒名一覧 天保14年6月 悦叟寺（印）→小原兵右衛門、冨田弥右衛門 袋綴（7丁） 1

52.14-8 御先霊方御戒名 天保14年6月 瑞源寺（印） 袋綴（8丁） 1

52.14-9 瑞源寺・東嶺寺来歴書上 （近世）卯3月5日 此木左大夫 切続紙 1

52.14-10 来迎寺由緒并土蔵作等書上（後欠） （近世）2月 此木治部判 切続紙 1 ・虫損あり

52.14-11 1･2 来迎寺図面及び東嶺寺・悦叟寺・瑞源寺御霊堂等書上 （年未詳）
①②袋綴（11
丁）

2
・近世後期に作成
・虫損あり

特52.14　長家寺社・法事・廟所・法号
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52.14-12 1･2
長氏嫡麁法号寺附
①長氏嫡麁法号寺附
②理性院等法号書上

（年未詳） ①此木連邑
①袋綴（14丁）
②切紙

2 近世後期に作成

52.14-13 長家法号一覧帳 （年未詳） 袋綴（18丁） 1 近世後期に作成カ

52.14-14 御過去帳草案 （年未詳） 袋綴（10丁） 1 近世後期に作成カ

52.14-15 社殿再建方書上 嘉永7年2月 此木連雄 長帳（2丁） 1

52.14-16 正遷宮御名代諸事留 嘉永7年閏7月～8月 北里雄 横帳（12丁） 1

52.14-17 長氏嫡麁法号位牌所等書上帳 （年未詳） 袋綴（19丁） 1 幕末期に作成

52.14-18 1･2
寺社方御用留
①寺社方御用留
②如庵二百回忌焼香願等々付書状

①（年未詳）
②3月26日

②太清院直龍印、永福寺石牛印、芳春院金龍
印→宝円閑居老和尚

①袋綴（40丁）
②切続紙

2

・近世に作成
・①（裏書）「吉野山」「金沢安江本町越中屋
多助製御菓子所」
・②（包封写）役局芳春院→宝円閑居老和尚
・②の太清院、永福寺、芳春院は、総持寺の
搭頭

52.14-19 社頭修造に付伺書 （年未詳） 切続紙 1 近世に作成

52.14-20 信連公御影堂方角等書上 （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.14-21 長家有縁寺院由緒等書上 （年未詳） 袋綴（57丁） 1 近世に作成

52.14-22 来迎寺図面 （年未詳） 切紙（彩色） 1
・近世に作成
・40×28.5㎝

52.14-23 長谷部信連輪島墓所図 （年未詳） 一敷（彩色） 1
・近世に作成
・42×53.3㎝
・包封あり

52.14-24 開禅寺廟所之図 （年未詳） 切紙 1
・近世に作成カ
・24×35㎝

52.14-25 長家野田山御廟所之図 （年未詳） 切紙 1
・近世に作成カ
・24×35㎝

52.14-26 穴水参詣記
明治4年9月28日～11
月8日

長連豪 横帳（6丁） 1

52.14-27 武建霊社諸事書上 （明治5年）壬申6月 旧兼勤神職　四柳巻三→七尾県御役所 折紙 1 ・虫損あり

52.14-28 長家歴代法号書上 （年未詳） 切紙 1 近代に作成

4 / 20 ページ



資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

Ⅱ．勤仕

52.21-1 本土寺之門立直奉行申付状
（元和～寛文初頃か）2
月25日

九郎左衛門連頼（花押）→此木孫六 折紙 1

52.21-2 年貢納入方代官申付方等に付書状
（元和～寛文初頃か）9
月5日

九郎左衛門連頼（花押）→此木治部、木戸久
兵衛、大森武右衛門、師孫兵衛、岩間覚兵
衛、八田喜右衛門、三宅甚平、長右衛門尉、
永江善助

折紙 1

52.21-3 家老役見習申付状 （文政4年）巳3月16日 →此木左大夫 切続紙 1 左大夫＝連邑

52.21-4 組支配申付状 文政5年7月1日 （印「連愛」）→（此木孫之丞） 切続紙 1

52.21-5 嫡孫小次郎新知・近習向用事申付状 （文政7年）申7月10日 →此木左大夫（連邑） 切続紙 1 左大夫＝連邑

52.21-6 武具方主附申付状 （文政12年）丑3月 （→此木左大夫） 切続紙 1

52.21-7 1～3

役儀免除願一件
①御用月番免除願に付書状
②包封及び再度役儀免除願書等写
③役職方手薄等に付是迄通役儀勤申付状

①（天保3年）辰11月
②（天保6年）未7月25
日
③（天保6年）閏7月2日

①此木左大夫（花押）→小林平左衛門、長五
兵衛、神保貞右衛門
②此木左大夫→長五兵衛、長四郎右衛門
③（長家当主カ）→（此木左大夫）

①切紙
②包封
③切続紙

3
・左大夫＝連邑
・②包封裏に願書写あり

52.21-8 月番申付状 （天保4年）巳7月6日 →此木左大夫（連邑） 切続紙 1

52.21-9 此木左大夫組頭職申付状 （天保5年）午7月1日 切紙 1

52.21-10 月番用捨に付書状 （天保12年）丑2月2日 →此木左大夫（連邑） 切続紙 1

52.21-11 悴小次郎児小将申付状
（天保14年）卯10月21
日カ

→此木孫之丞 切紙 1 ・虫損あり

52.21-12 組支配申付状 嘉永6年10月16日 （長）連弘（印）→（此木孫之丞） 切続紙 1

52.21-13 役職就任・役料知等方申上状 （嘉永6年）丑8月 →此木孫之丞 切続紙 1

52.21-14 組頭・家老・月番・加判等申付状 （嘉永6年）丑10月16日 →此木孫之丞 切続紙 1

52.21-15 家老役任命時覚書 （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.21-16 付札（｢御用被仰付候｣） （年未詳） 切紙 1
・近世に作成
・52.22-2の袋の中にあった史料

特52.21　役職申付
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52.21-17 包封（｢御武具方主附被仰付候節御筆｣） （年未詳） 包封 1 近世に作成

52.21-18 隠居申付状 （明治2年）己10月18日 →此木朽樹（連雄） 切紙 1

52.22-1 正月御祝之次第 寛文12年12月19日 此木孫六、上野十右衛門 折紙 1

52.22-2 1～18

年頭御規式一件留・御仏殿相勤候節之一件留
①御歳男御祝御膳覚書
②年頭御規式并祝御膳覚
③文化四年年頭御用相勤候節之覚
④年頭御用勤方覚書
⑤文化九年春御規式留
⑥文化十一･十二年正月年頭御用相勤候覚書
⑦享和二年正月年始御規式相勤候節之覚書
⑧享和三年正月御規式御用御祝御膳之覚
⑨年頭御規式御用勤方之覚
⑩年頭御規式御用勤人選定等に付書状写
⑪利長来迎寺参詣時の件等書上
⑫年頭御規式御用勤方之覚
⑬規式料理膳等書上
⑭御仏殿役之覚
⑮御神前留帳
⑯御仏殿役勤等書上
⑰能州名代勤書上
⑱御仏殿役勤方に付書状写（後欠）

①（元禄3～7年、元文2
年、寛延2年、宝暦7年、
明和4年）
②文化2年正月
③文化4年
④（文化5～7年）
⑤文化9年正月
⑥文化11、13、15年
⑦享和2年正月
⑧享和3年
⑨（近世）巳12月
⑩（近世）巳12月20日
等
⑪（近世）2月22日
⑫（近世）
⑬（近世）
⑭（近世）
⑮（近世）
⑯（近世）
⑰（近世）
⑱（近世）

①②③④⑤⑥⑦⑨⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱なし
⑨左大夫→弥仁兵衛カ
⑪此木治部(花押)

①折紙
②折紙
③折紙
④折紙
⑤折紙
⑥折紙仮綴（4
丁）
⑦切紙
⑧折紙
⑨折紙
⑩切続紙
⑪切続紙
⑫折紙仮綴（2
丁）
⑬長帳（7丁）
⑭折紙
⑮横帳（7丁）
⑯折紙
⑰切続紙
⑱切紙

18
・包封あり
・⑪、⑱虫損あり

52.22-3 文政年間規式等覚書 文政8年～ 横帳（7丁） 1

52.22-4 富若様御宮参ヨリ直私宅江被為掛御腰候ニ付作法等諸事留 天保15年2月16日 袋綴（34丁） 1 富若＝長家10代連恭

52.22-5 年頭御祝膳等に付覚書 （年未詳） 横帳（断簡） 1 近世に作成

52.22-6 祭供等書上 （年未詳） 横帳錯簡 1 近世に作成

52.22-7 正月御祝御膳之次第 （年未詳） 長帳（5丁） 1 近世に作成

52.22-8 年頭御規式御用勤方 明治2年正月 此木連豪 横帳（11丁） 1

特52.22　規式
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.23-1 1～9

納米并払方勘定状
①慶安三年分納米并払方勘定状
②慶安四年分納米并払方勘定状
③承応三年分納米并払方勘定状
④明暦二年分納米并払方勘定状
⑤明暦三年分納米并払方勘定状
⑥万治元年分納米并払方勘定状
⑦万治二年分納米并払方勘定状
⑧寛文五年分納米并払方勘定状
⑨寛文六年分納米并払方勘定状

①慶安4年9月8日
②慶安5年8月11日
③明暦元年10月晦日
④明暦3年10月5日
⑤万治元年閏12月20
日
⑥万治2年12月15日
⑦万治4年正月14日
⑧寛文6年12月22日
⑨寛文7年10月27日

①連頼（花押）→此木孫六
②連頼（花押）→此木孫六
③九郎左衛門連頼（花押）→此木孫六
④九郎左衛門（連頼、花押）→此木孫六
⑤九郎左衛門（連頼、花押）→此木孫六
⑥連頼（花押）→此木孫六
⑦九郎左衛門連頼（花押）→此木孫六
⑧連頼（花押）→此木孫六
⑨連頼（花押）→此木孫六

①続紙
②～⑨一紙

9 ④虫損あり

52.23-2 津出米之内渡分に付書状 万治3年3月29日
阿岸掃部(花押、印)、浦野兵庫（花押、印)→此
木孫六

一紙 1

52.23-3 天尚院江戸表御入方御祝御膳等に付書状（後欠） （延宝6年） 切紙 1 52.22-2の袋の中にあった史料

52.23-4 足軽養子願等写（断簡） （享保～元文期） 横帳 1

52.23-5 井坂三左衛門差遣 （享保～元文期）9月 松田三郎大夫幸慶（花押）→此木孫之丞 切紙 1

52.23-6 御祝御膳御嘉例通に付書状 （宝暦8年～）正月6日 此木左太夫→原勝太夫 切紙 1 52.22-2の袋の中にあった史料

52.23-7 御儀之趣承知書 （宝暦8年～）正月6日 原勝太夫→此木左太夫 切紙 1 52.22-2の袋の中にあった史料

52.23-8 此木左大夫組支配者書上 天明7年7月 切続紙 1

52.23-9 両霊法事終了に付書状 （文化14年カ）4月24日 （長）甲斐守連愛（花押）→此木左太夫（連邑） 折紙 1

52.23-10 秀香院法事終了に付書状 （文政7年）3月9日 （長）甲斐守連愛（花押）→此木左太夫（連邑） 折紙 1

52.23-11 異国船発見時等に付覚書（断簡） （文政7年6月6日） 袋綴断簡カ 1

52.23-12 御道中被下方
文政10、11年、弘化2、
3年

此木連雄 横帳（46丁） 1

52.23-13 家内人数改方差出帳面等写 天保14年（12月カ）
横帳錯簡（4
丁）

1
前年の差出（月番　小原兵右衛門）→宛名
（此左太夫、長五兵衛、小林政太夫、大原七
郎左衛門）あり

52.23-14 御譜代務方書 （弘化3年～明治初年） 此木連雄 横帳（14丁） 1

特52.23　勤仕一般
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.23-15 先祖回忌相当に付諸事案内書 （近世）2月22日 切続紙 1 虫損あり

52.23-16 石数別諸規定等書上 （年未詳） 袋綴（6丁） 1 近世に作成

52.23-17 能州下南等に付書上（前欠） （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.23-18 包封（「御規御役鑑」） （年未詳） 包封 1 近世に作成

52.23-19 紺屋注文 （近代）2月10日 切紙 1

Ⅲ．家

52.31-1 此木家先祖由緒書 寛文9年 此木四郎兵衛、此木弥仁兵衛、此木戸左衛門 切紙 1 端裏書「右委曲与五郎家ニ留有り」

52.31-2 先祖并一類付 （延宝～元禄9年） 此木孫六 袋綴（6丁） 1

52.31-3 1･2
先祖由緒一類附之帳
①先祖由緒一類附之帳
②（差紙）天和３年

元禄4年6月28日 此木孫六→小林六右衛門
①袋綴（6丁）
②切紙

2

52.31-4 先祖由緒并一類付之帳 正徳3年 此木孫六→小林六右衛門 袋綴（6丁） 1

52.31-5 先祖由緒一類附帳 享保4年7月10日
袋綴断簡（10
丁）

1

52.31-6 私先祖一類附 明和8年正月
此木勇左衛門（花押）→篠原弥助、永原求馬、
伊藤内膳

袋綴（5丁） 1

52.31-7 先祖由緒一類附帳 安永9年3月
此木左大夫→長吉大夫、長新丞、神保貞右衛
門

袋綴（17丁） 1

52.31-8 先祖由緒一類附帳 天明6年6月 此木左大夫→山田七郎太夫 袋綴（20丁） 1

52.31-9 此木家系図草稿 文化7年正月 （此木）連邑 横帳（7丁） 1

52.31-10 先祖由緒一類附帳 天保3年
此木左大夫→小林平左衛門、長五兵衛、神保
貞右衛門

袋綴（37丁） 1
天保3年に提出した内容に、弘化3年までの
内容を加える

52.31-11 此木家家譜 （年未詳） 袋綴（50丁） 1 近世後期に作成

52.31-12 由緒一類附帳 安政5年7月 此木琢磨(花押)→長八郎左衛門 袋綴（5丁） 1

特52.31　由緒
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.31-13 先祖由緒一類附帳 安政6年7月
此木左大夫→大原小左衛門、小林平左衛門、
長八郎左衛門

袋綴（42丁） 1

52.31-14 此木家由緒一類附帳 慶応2年7月
此木小次郎→大原小左衛門、小林平左衛門、
此木左大夫、小林政大夫

袋綴（3丁） 1

52.31-15 此木系図貼紙断簡 （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.31-16 1～4 此木家系図断簡 （年未詳） 切紙（4丁） 4
・近世に作成カ
・虫損あり

52.31-17 先祖由緒一類附帳 明治2年10月 長小次郎 袋綴（46丁） 1

52.31-18 先祖由緒一類附帳 明治3年10月 長小次郎→士族掛 袋綴（8丁） 1

52.31-19 先祖由緒等帳 明治5年6月 長連豪（小次郎） 袋綴（8丁） 1

52.31-20 先祖由緒帳 明治7年4月 長小次郎 袋綴（7丁） 1

52.32-1 1･2
家伝御判物
①長連龍知行宛行状（二万疋）
②長連龍知行宛行状（二百俵）

①天正8年正月12日
②文禄2年閏9月26日

①（長）連龍(花押)→此木治部丞
②（長）連龍(花押)→此木治部丞

①②折紙 2 包封3通あり

52.32-2 家督相続願状 正保3年3月22日
此木治部連家（花押）→小林六右衛門、加藤
実正

切紙 1

52.32-3 悴苗字相続願に付書状 元禄4年5月24日 此木平十郎（花押）→長伊左衛門 切紙 1

52.32-4 隠居申付状 （元文期頃カ）6月 →此木庄大夫、同孫之丞 切続紙 1

52.32-5 此木左大夫加増申付状 （文政8年）酉10月22日 →此木左大夫（連邑） 切続紙 1

52.32-6 此木弥遺書控 嘉永4年9月 此木弥市介判→小林平左衛門 切紙 1 端裏書「弥市介分下もの」

52.32-7 長琢磨遺書下書 嘉永6年12月 長琢磨→神保与兵衛 切紙 1

52.32-8 此木琢磨新知宛行状 （安政元年）寅12月2日 →此木琢磨 切続紙 1

52.32-9 嫡孫小次郎新知申付状 （文久3年）亥12月14日 →此木左大夫（連雄） 切紙 1

52.32-10 此木小次郎相続申付状 （明治2年）巳10月18日 切続紙 1

特52.32　相続・知行
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.32-11 此木小次郎連豪相続に付書上 （明治2年カ） 切紙 1
史料では「連江」となっているが、「連豪（つら
ひで）」と同一人物

52.33-1 同苗六郎右衛門死去に付見舞状
（明暦3年～寛文11年）
12月6日

九郎左衛門連頼（花押）→此木孫六 折紙 1

52.33-2 此木連純相性書 延享5年春 菅泰品 切紙 1 史料は「相性」を「相生」書いている

52.33-3 袋（「秘密書」） 文政11年7月 此（木）連雄 袋 1

52.33-4 小次郎婚礼一巻 嘉永5年 横帳（99丁） 1

52.33-5 年始御祝詞申上状 （近世後期～幕末）1月 金田義直（花押）、松本保久（花押）→連雄 折紙 1 武建社関係の書上が余白にあり

52.33-6 紙面落手願等に付書状（前欠） （近世）3月29日 切紙 1 52.22-2の袋の中にあった史料

52.33-7 御紋御上下拝領覚書 （年未詳） 切紙 1
・酉12月29日
・近世に作成
・52.22-2の袋の中にあった史料

52.33-8 名前書上（「小二郎事 此木龍之助」） （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.33-9 名前相性書上 （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.33-10 日記（錯簡） （年未詳） 切紙 1 近世に作成

52.33-11 包封（「此木孫六殿」） （年未詳） 包封 1 近世に作成

52.33-12 包封（｢仮所附｣） （年未詳） 包封 1 近世に作成

52.33-13 1･2
長氏名乗願一件
①長氏名乗願許可に付書状
②長氏名乗許可に付礼状

①明治3年11月3日
②明治3年11月4日

①少参事賢→此木小次郎
②長小次郎連豪(花押)→小林平左エ門、此木
朽樹、小林六右衛門、長心計

①②切紙 2 包封あり

52.33-14 長小次郎金沢町穴水町屋敷図面 （明治初年） 切紙 1 24×36㎝

52.33-15 1･2
住所書上
①長小次郞分
②長仙分

（明治初年頃カ） ①②切紙 2

52.33-16 此木氏法号帳 （年未詳） 袋綴（6丁） 1 昭和に作成

特52.33　家一般
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.34-1 1～9
共済生命保険株式会社保険料領収証
①～④保険料領収証書
⑤～⑨保険料領収証

①大正9年11月27日
②大正11年12月22日
③大正13年1月17日
④大正13年12月17日
⑤大正14年12月24日
⑥大正15年12月2日
⑦昭和2年11月28日
⑧昭和3年12月20日
⑨昭和4年12月20日

①共済生命保険株式会社　金城代理店（印）
→長雄吉
②共済生命保険株式会社　金城代理店　主幹
和田伝次郎（印）→長雄吉
③共済生命保険株式会社金城代理店　主幹
和田伝次郎（印）→長雄吉
④共済生命保険株式会社金城代理店　和田
伝次郎（印）→長雄吉
⑤共済生命保険株式会社金城代理店　店主
和田伝次郎（印）→長雄吉
⑥共済生命保険株式会社仙台支店　支店長
中尾文治郎（印）→長雄吉
⑦共済生命保険株式会社仙台支店　支店長
植山益冶（印）→長雄吉
⑧共済生命保険株式会社仙台支店　支店長
植山益冶（印）→長雄吉
⑨共済生命保険株式会社仙台支店　支店長
植山益冶（印）→長雄吉

①～⑨用紙 9

52.34-2 金銭受領票 （大正カ） 麹町区永楽町　万歳生命株式会社→ 用紙 1

特52.34　家計

11 / 20 ページ



資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.34-3 1～10
安田生命保険株式会社保険料領収証
①～⑩保険料領収証

①（昭和3年カ）8月28日
②昭和6年11月27日
③（払込期日：昭和6年
11月27日）
④昭和7年12月26日
⑤昭和9年2月1日
⑥昭和9年5月18日
⑦昭和9年12月1日
⑧昭和10年3月22日
⑨昭和11年1月4日
⑩昭和11年4月17日

①安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→富来町字領家町　長小次郞
②安田生命保険株式会社京都支店　京都支
店長　佐藤文二（印）→上京区烏丸通一条下
ル龍前町　長雄吉
③安田生命保険株式会社　京都支店　京都支
店長　佐藤文二→長雄吉
④安田生命保険株式会社京都支店　京都支
店長　佐藤文二（印）→太平火災内　長雄吉
⑤安田生命保険株式会社　京都支店長　吉山
宗之丞（印）→石川県羽咋郡富来町領家　長
雄吉
⑥東京市日本橋区小網町　安田生命保険株
式会社　常務取締役　丹治経三（印）→石川県
富来町　契約者　長雄吉
⑦安田生命保険株式会社金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県富来町　長雄吉
⑧安田生命保険株式会社金城代理店　店主
菅野武夫（印）→石川県富来町　保険契約者
長雄吉
⑨安田生命保険株式会社　金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県富来町　長雄吉
⑩安田生命保険株式会社　金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県富来町　長雄吉

①～⑩用紙 31
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52.34-3 11～20
安田生命保険株式会社保険料領収証
⑪～⑳保険料領収証

⑪昭和11年12月24日
⑫昭和12年5月5日
⑬昭和12年12月1日
⑭昭和13年5月28日
⑮昭和14年1月11日
⑯昭和14年1月（カ）31
日
⑰昭和14年12月2日
⑱（払込期日：昭和15
年3月24日）
⑲昭和15年12月17日
⑳（払込期日：昭和16
年3月24日）

⑪安田生命保険株式会社　金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県富来町　長雄吉
⑫安田生命保険株式会社　金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県富来町　長雄吉
⑬安田生命保険株式会社　金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県富来町　長雄吉
⑭安田生命保険株式会社　金城代理店　菅野
武夫（印）→石川県羽咋郡富来町　長雄吉
⑮安田生命保険株式会社　金城代理店　柴田
謙（印）→石川県羽咋郡富来町　長雄吉
⑯安田生命保険株式会社　金城代理店主　柴
田謙（印）→長雄吉
⑰安田生命保険株式会社　常務取締役　丹治
経三（印）→高田市南城町三丁目長小次郎様
方　長雄吉
⑱安田生命保険株式会社　金城代理店主　柴
田謙（印）→長雄吉
⑲安田生命保険株式会社　金城代理店　柴田
謙（印）→高田市南城町三丁目長小次郎様方
長雄吉
⑳安田生命保険株式会社　金城代理店主　柴
田謙（印）→長雄吉

⑪～⑳用紙 31
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52.34-3 21～31
安田生命保険株式会社保険料領収証
㉑～㉛保険料領収証

㉑昭和17年1月30日
㉒（払込期日：昭和17
年11月27日）
㉓昭和17年5月25日
㉔（払込期日：昭和18
年3月24日）
㉕（払込期日：昭和18
年6月30日）
㉖（払込期日：昭和18
年11月27日）
㉗昭和19年5月1日
㉘（払込期日：昭和19
年6月30日）
㉙昭和20年1月20日
㉚昭和20年8月24日
㉛（払込期日：昭和20
年11月27日）

㉑安田生命保険株式会社　常務取締役　丹治
経三→石川県富来町字領家町　長小次郎様
方　長雄吉
㉒安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→石川県富来町字領家町　長小次郎様
方　長雄吉
㉓安田生命保険株式会社　富来代理店主　小
堀石太郎（印）→長雄吉
㉔安田生命保険株式会社　富来代理店主　小
堀石太郎→長雄吉
㉕安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→富来町字領家町　長小次郞
㉖安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→石川県富来町字領家町　長雄吉
㉗安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→石川県富来町字領家町　長雄吉
㉘安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→石川県富来町字領家町　長小次郞
㉙安田生命保険株式会社　代理店主　小堀石
太郎→富来町領家町　長小次郎方　長雄吉
㉚安田生命保険株式会社　富来代理店主　小
堀石太郎（印）→富来町字領家町　長小次郎
㉛安田生命保険株式会社 富来代理店→羽咋
郡富来町字領家町　長雄吉

㉑～㉛用紙 31

52.34-4 1～5

生命保険関係書類
①生命保険証券
②保険料払込書
③保険料払込案内及び払込書
④増額補充保険料のお払込みの御案内
⑤資材節約のため領収証不発行に付案内

①昭和6年4月17日
②昭和23年3月24日
③（昭和）
④（昭和）
⑤（昭和）

①安田生命保険株式会社　取締役社長　四條
隆英（印）→長雄吉
②（安田生命保険株式会社）→長小次郎
③名古屋市中区南大津通　安田生命保険株
式会社名古屋事務局→長小次郎
④（安田生命保険株式会社）
⑤（安田生命保険株式会社）

①用紙（印刷）
②用紙
③用紙
④用紙
⑤用紙

5
・封筒あり。名古屋市中区南大津通　光姓名
保険相互会社名古屋事務局→石川県羽咋
郡富来町字領家町　長小次郎

52.34-5 株主配当金支払案内等書上 昭和6年4月28日 台湾製糖株式会社→株主各位 切紙（印刷） 1
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52.34-6 1～6

物件売渡関係書類一式
①物件売渡証書
②物件売渡証書及び明細書
③土地抵当借用金領収証
④納入米受取に付御礼及び残り分持参願書
⑤火災保険金受取方に関する証人請求書
⑥登録税金額等書上

①昭和8年4月5日
②昭和8年12月6日
③昭和9年4月5日
④（昭和）12月18日
⑤（昭和）
⑥（昭和）

①羽咋郡西浦村字赤崎　岩崎富（印）→金沢
市大音町　長雄吉
②羽咋郡富来町字領家　石田義成（印）→長
雄吉
③長根尾佐右衛門代理　浜谷理太郎（印）→
長雄吉
④長雄吉→高橋隆蔵
⑤石川県羽咋郡富来町字地頭　中瀬幸吉
（印）→東京火災保険株式会社
⑥浜谷清三郎→長

①罫紙
②罫紙綴（2
丁）
③罫紙
④罫紙
⑤用紙
⑥罫紙

6

・封筒あり（「権利証書　富来町領家宅地分
東嶋穂村相神田地分」
・⑥の罫紙「司法代書人　浜谷清三郎事務
所用紙」

52.34-7 郵便貯金通帳 （昭和8～11年） 高田市寺町　常敬寺内　長ふみじ 用紙（印刷） 1

52.34-8 1～4 台湾製糖株式会社株券 昭和9年1月 株主　長雄吉 用紙（印刷） 4 帯封付

52.34-9 1･2
土地売渡一件
①土地売渡証書
②売買登記費用書上

①昭和10年3月12日
②（昭和）

①羽咋郡富来町字地頭町　富沢左門（印）→
富来町字領家町　長雄吉
②浜谷清三郎（印）→長

①②罫紙 2

・封筒あり（「山之登記」）
・昭和10年3月12日、登記済（印「七尾区裁
判所富来出張所印」）
・①罫紙「書記料金　拾銭　司法代書人　浜
谷清三郎（印）
・②罫紙「司法代書人　浜谷三郎事務所用
紙」

52.34-10 安田生命保険株式会社営業案内 （昭和10年頃カ） 安田生命保険株式会社 切紙（印刷） 1

52.34-11 郵便貯金通帳 昭和11年～16年 長野貯金支局→長小次郎 冊子（8丁） 1 「新潟県立高田中学校」封筒付

52.34-12 1～11 証券保管証 昭和13、17年 貯金局長（印）→長小次郎 用紙 11 証券保管証専用袋付

52.34-13 掛金領収証 昭和14年11月30日 郵便局長（印）→長小次郎 用紙（印刷） 1

52.34-14 郵便年金証書 昭和14年12月6日 保険院簡易保険局長（印） 用紙 1
枠外に「株式会社北國銀行富来支店（印）」
あり

52.34-15 1～5

徴兵保険契約一件
①第一回保険料領収証
②徴兵保険証券
③徴兵保険料領収証
④富国徴兵保険相互会社普通保険約款・富国徴兵保険相互
会社定款
⑤印鑑届

①昭和15年6月30日
②昭和15年7月10日
③昭和16年2月27日
④（昭和）
⑤（昭和）

①東京市麹町区内幸町　富国徴兵保険相互
会社　田村武治（印）→長小次郎
②東京市麹町区内幸町　富国徴兵保険相互
会社　取締役社長　吉田義輝→長小次郎
③富国徴兵保険相互会社　取締役社長　吉田
義輝（印）、各会社保険代理店　近藤徳蔵（印）
→高田市南城町　長小次郎
④（富国徴兵保険相互会社）
⑤長小次郎（印）

①②③⑤用紙
④切紙

5 封筒あり
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52.34-16 定期預金継続に付案内書 昭和16年4月30日
金沢市上堤町　株式会社安田銀行金沢支店
（印）→石川県富来町領家　長小次郎

切紙（印刷） 1

52.34-17 1～8

定期預金書替等一式
①定期預金書替願書
②～⑤定期預金利息計算書
⑥～⑧定期預金書替及び新定期預金証書預りに付通知書

①昭和16年11月4日
②～⑤昭和16～19年
⑥昭和18年4月28日
⑦昭和19年4月28日
⑧昭和19年10月28日

①石川県羽咋郡富来町領家　長小次郎（印）
→株式会社安田銀行
②～⑤株式会社安田銀行　金沢支店（印）→
長小次郎
⑥株式会社安田銀行金沢支店長　山根高遠
（印）→石川県羽咋郡富来町領家　長小次郎
⑦株式会社安田銀行金沢支店長　山根高遠
（印）→長小次郎
⑧株式会社安田銀行金沢支店長　山根高遠
（印）→長小次郎

①～⑧用紙
（印刷）

8
封筒「保護預り証書」あり。封筒：株式会社安
田銀行

52.34-18 郵便貯金通帳 （昭和16～19年） 石川県羽咋郡富来町字領家町　長志津 用紙（印刷） 1

52.34-19 第一回保険料預り証 昭和17年6月30日
安田生命保険株式会社　金沢支部長　大西普
隆→長小次郎

用紙 1

52.34-20 生命保険証券 昭和17年7月23日
東京市日本橋区小網町　安田生命保険株式
会社　取締役社長　田中直通（印）→長小次郎

切紙（印刷） 1

52.34-21 1～5
第一生命保険相互会社保険料領収証
①～⑤保険料領収証

①昭和17年9月28日
②昭和18年8月10日
③昭和18年11月25日
④昭和19年5月26日
⑤昭和19年12月1日

①～⑤第一生命保険相互会社　取締役社長
石坂泰三→長小次郎

用紙 5

52.34-22 1･2
定期預金書替一件
①定期預金書替及び新定期預金証書預りに付通知書
②定期預金利息計算書

①②昭和17年10月28
日

①株式会社安田銀行　金沢支店（印）→羽咋
郡富来町領家　長小次郎
②株式会社安田銀行　金沢支店（印）→長小
次郎

①②用紙 2
封筒あり。封筒：金沢市上堤町　株式会社安
田銀行金沢支店→羽咋郡富来町　長小次
郞

52.34-23 国民貯金通帳 昭和17年12月30日
無限責任東増穂村信用販売購買利用組合→
東増穂村　国民貯蓄組合　組合員　長小次郞

冊子（2丁） 1

52.34-24 保険料領収帳 （昭和17～19年） 長小次郎 用紙（印刷） 1

16 / 20 ページ



資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.34-25 1～7

証券保管証等一式
①～⑤証券保管証
⑥特別据置貯金証書
⑦奨金附福券

①～③昭和18年3月3
日
④⑤（昭和18年）10月
22日
⑥昭和20年3月8日
⑦（昭和）

①～⑤　　→長志津
⑥貯蓄局長→長志津
⑦株式会社日本勧業銀行　総裁　西野元（印）

①～⑥用紙
⑦切紙（印刷）

7
封筒あり。封筒：貯金局→石川県富来町領
家町　長志津

52.34-26 1～3 小作料振込通知書
①昭和19年2月
②③昭和20年2月

西増穂産業組合（印）→羽咋郡富来町領家町
地主　長小次郎

用紙（印刷） 3

52.34-27 1～12

長家宛封筒
①給与明細封筒
②長小次郎宛封筒
③長雄吉宛封筒
④長志津宛封筒
⑤～⑧長小次郎宛封筒
⑨長雄吉宛封筒
⑩安田生命保険株式会社封筒
⑪株券用封筒
⑫封筒（「生命保険証券」）

①昭和19年7月
②（昭和）7月29日
③～⑫（昭和）

①石川県立金沢第一中学校→長小次郎
②東京市麹町区内幸町　富国徴兵保険相互
会社→新潟県高田市南城町　長小次郎
③大阪市北区堂島浜通　東洋紡績株式会社
→石川県羽咋郡富来町領家　長雄吉
④貯金局→富来町領家　長志津
⑤大阪市今橋　日本生命保険相互会社→石
川県羽咋郡富来町字領家　長小次郎
⑥金沢市上堤町　株式会社安田銀行金沢支
店→羽咋郡富来町領家　長小次郎
⑦大阪市東区今橋　日本生命保険相互会社
社長　弘世現
⑧（東京）昭和経済研究所→石川県羽咋郡富
来町　富来高等学校　長小次郎
⑨大阪市北区堂島浜通　東洋紡績株式会社
→石川県羽咋郡富来町字領家　長雄吉
⑩なし
⑪東洋紡績株式会社→長雄吉
⑫安田生命保険株式会社→長小次郎

①～⑫封筒 12
・④⑧欠損あり
・⑩半分欠損、もとは封筒

52.34-28 日歩貯金通帳 昭和19年12月 株式会社安田銀行金沢支店→長小次郎 小帳（2丁） 1

52.34-29 保険料払込に付注意点等案内書 （年未詳） 第一生命保険相互会社 切紙（印刷） 1 昭和に作成

52.34-30 課税所得控除保険証明書及び保険領領収書 （年未詳）
日本生命保険相互会社（印）→石川県富来町
領家　長小次郎

用紙（印刷）綴
（2丁）

1 昭和に作成

52.34-31 保険証書袋 （年未詳） 郵政省簡易保険局 袋 1 昭和に作成

52.34-32 生命保険案内書 （年未詳） 共済生命保険株式会社 切紙（印刷） 1
・昭和に作成
・一部欠損あり要補修

52.34-33 契約御礼状 （年未詳）
東京市日本橋区小網町　安田生命保険株式
会社

切紙（印刷） 1 昭和に作成
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52.34-34 包封（預金証書） （年未詳） 北國銀行 包封 1
・昭和に作成
・表面のみ

52.34-35 保護預リ証書 （年未詳） 株式会社　安田銀行 封筒 1 昭和に作成

52.34-36 安田銀行諸規定案内 （年未詳） 株式会社安田銀行 切紙（印刷） 1 昭和に作成カ

52.34-37 御社附・社番附工別帳届引直渡方等書上 （年未詳） 切紙 1 近代に作成

52.34-38 軍用金改律方算用書 （年未詳） 切紙 1 近代に作成

52.34-39 包封（有職扇） （年未詳） 包封 1 近代に作成

Ⅳ．学芸

52.41-1 1～9

三州図
①羽咋・鹿島両郡
②河北郡
③石川郡
④能美郡
⑤江沼郡
⑥新川郡
⑦射水郡
⑧婦負郡
⑨砺波郡

天保期 ①～⑨樟氏 ①～⑨一鋪 9

①56.8×92㎝
②38×65㎝
③51.2×91.1㎝
④60.3×75㎝
⑤52.4×36.5㎝
⑥113.3×76㎝
⑦52.7×56.8㎝
⑧53.4×36.6㎝
⑨51.5×90.5㎝

④⑤に印（「此木印」）あり
タトウ（「三州図　共十葉」あり。実際は9葉

52.41-2 1･2
神殿・床の間等飾付図
①神殿図
②床の間等図

（年未詳） 切紙 2
・近世後期に作成
・①②35.5×24㎝

52.41-3 陣取図 （年未詳） 切紙（彩色） 1
・近世に作成
・24.4×35.5㎝

52.41-4 陣取図 （年未詳） 一鋪（彩色） 1
・近世に作成
・104.8×94㎝

52.41-5 陣取図 （年未詳） 河野敬通（印） 一敷 1
・近世に作成
・107.5×89.5㎝

特52.41　絵図
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52.41-6 城縄張図 （年未詳） 切紙（彩色） 1
・近世に作成
・27×35.5㎝

52.41-7 金沢能登間里程図 （年未詳） 横帳断簡 1
・近世に作成
・蝶の図あり

52.41-8 1･2
高松～本吉海岸風景図（錯簡）
①高松～徳光村
②本吉周辺

（年未詳）
①切続紙
②切紙

2 ・近世に作成

52.42-1 1～5

和歌
①若竹
②やまぶきの
③あきのたき
④たとえても
⑤黒・白

（年未詳） ①（長）連邑 切紙 5

・近世後期に作成
・①の裏に和歌（青）あり
・③の裏に｢石井三位行豊郷　写之｣
・⑤は、包紙（｢越府中御鳥子屋　五色御色
紙墨流　広場次左衛門｣）の裏面に記載
・全て⑤に挟み込んであったもの

52.42-2 漢詩課題答案綴 （明治初年カ） 長連豪等 袋綴（2丁） 1

52.42-3 漢詩集 （明治初年カ） 長連豪等 袋綴（11丁） 1

52.42-4 長連雄戎衣句 （年未詳） 長連雄 絹本 1
・明治期に作成
・55×16.5㎝
・一部欠損あり

52.42-5 樟翁漢詩 （年未詳） 樟翁 切紙 1 近代に作成

52.42-6 和歌作成に付書上 （年未詳） 切紙 1
・上下欠
・虫損あり

52.42-7 漢詩書上 （年未詳） 横帳（16丁） 1

52.43-1 本多豊前守正貫碑銘 （慶安２年6月7日） 切紙 1
・近代に作成
・もと袋綴

52.43-2
刀匠・古刀書上
①刀匠雑録（加越能三州刀匠系図･懐宝釼尺・右刀角刀銘鑑）
②古刀角力銘鑑

①（貞享4年・寛政9年・
文政11年2月）
②文政11年2月

①後未申庵
②江戸麻布住　石山常時

袋綴（合綴）
①12丁
②14丁

1
②「長谷部信連の次男小次郎の後矞長子八
郎の蔵書」とあり

特52.42　和歌・漢詩

特52.43　学芸一般
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資料番号 枝№ 標    題 年 月 日 差出・宛所・作成者 形  態 点数 備    考

52.43-3 能登国四拾三座式内社附等帳 寛政元年5月 横帳（20丁） 1

52.43-4 浅井縄手迫合抜書 寛政7年 桑井庵竹 袋綴（12丁） 1

52.43-5 加海巡見記 嘉永6年10月4日 北里雄
横帳（13丁）、
附録１枚あり

1

52.43-6 此木氏佩刀根帳 安政6年 後未申庵 横帳（34丁） 1

52.43-7 「謁管公廟」「咏史　八幡太郎」等 （年未詳） 長連豪 袋綴（10丁） 1
・幕末～明治初期に作成
・漢詩による随筆

52.43-8 切紙伝之写 （年未詳） 袋綴（22丁） 1 幕末期頃に作成カ

52.43-9 ｢桜のことは｣ （年未詳） 吉田穭 一紙 1
・近世に作成
・随筆

52.43-10 包封 （年未詳） 包封 1
・近世に作成
・52.13-4,52.13-5,52.41-3,52.41-4,52.41-5
がこれに包まれていた

52.43-11 紀聞学海草 （年未詳） 北里雄 横帳（37丁） 1 近世に作成

52.43-12 山陵小記 （明治初年カ） 此木連雄
袋綴（17丁）、
附録絵図3枚
あり

1

52.43-13 1･2 手習書 （年未詳） 切紙 2

52.43-14 1～3 大坂の陣等の事（漢文） （年未詳） 切紙 3
・近代に作成
・もと袋綴

52.43-15 末森合戦等記録 （年未詳） 罫線 1 ・近代に作成

52.43-16 重編応仁記（断簡） （年未詳） 切紙 1 ・近代に作成

52.43-17 算法・九々数等書上 （年未詳） 折紙 1 ・近代に作成カ

52.43-18 大系図巻二十五　大和源氏 （年未詳） 折紙 1

52.43-19 穴水諸事住々古伝言上 （年未詳） 袋綴（11丁） 1

52.43-20 書上（「川西記聞」） （年未詳） 切紙 1
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