
依田家／役職／御目付

（小林重介御賞筋親類嘆願書御尋二付口上）　御目付 未8月5日 横切継紙・1通 0831－31－3
壱岐殿灰色宿紙

（読書出精行賞）　長谷川衆作 正月15日 横切継紙・1通 0799－07

御用状（御足軽替人御上京二付御山城迄御猶予願） 6月4日 横切継紙・1通 0818－06－09
弥治郎　源之丞様灰色宿紙

水野芳之助賞罰関係書類 0799－10

（水野芳之助不及田無旨差図書）　玉川左門依田甚 8月晦日 横切・1枚 0799－10－1
兵衛殿

（水野芳之助領内渋江湯治許可差図書）　玉川左門 10月19日 横切継紙・1通 0799－10－2
御物個中

0833－12
皇国鞘巻関係書類

融融響難繍四警識死麗翻流罪 12月朔日 横切継紙・1通 0833－12－1

（犠轟善）流勢F欄箒譲『烏鷺付佐久間 12月4日 横切継紙・1通 0833・12－2

（家老・中老職位配物青銅・銀覚） 横切継紙・1通 0833－20

家中／調書

御用状（御詰高昨年門門引取調帳差上二付き）市治 2月21日 横切紙・1枚 0868－15
源之丞様

（片桐嶋之助高野覚之進御内借金高調）御勝手元〆’庚 10月 横切継紙・1通 0833－19
色宿紙

家中／諸願

（細鱗購丁丁響量丁丁 5月 横切継紙・1通 0818・05－09

書）　依田又兵衛

口上覚（鉄砲1丁御渡願）　川崎源吾依田源之丞様 5月朔日 横切紙・1枚 0880－14

御番士病人布団拝借関係書類 0826－04

一（御番士病人蒲団拝借願）　寛男 11月9日 横切継紙・1通 0826－04－1

二（御番士病人蒲団拝借之義二付申上書）　三沢刑 11月10日 横切継紙・1通 0826－04－2
部丞

三（御番士病気之者蒲団拝借言忌御尋案）　御目付 11月12日 横切継紙・1通 0826－04－3

四（蒲団之儀二付取調申上書拍）　御賄方 11月 横切継紙・1通 0826－04－4

五（蒲団之義々又御尋二付申上書拍）　御明奉行 11月 横切紙・1枚 0826・04・5

六（蒲団之義二付猶又御尋申上書案）　御目付 11月20日 横切継紙・1通 0826－04－6

覚（47、8匁迄細上之品4反願書）　御小人目付網野八兵 11月 横切継紙・1通 0807－1

衛依田又兵衛様

（鵯纏割賦蟄瀞間舞確欝雛認 12月 折紙・1枚 0857－50

二様
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家中／諸伺・諸届

口上覚（病気二付大坂表暇養生仕候得共快気難仕旨） 正月10日 横切継紙・1通 0829－02

依田源之丞　御家老中連名殿

口上覚（御暇拝領養生中近所歩行伺）　依田又兵衛 2月13日 横切継紙・1通 0818－06－03

望帰一郎回附札あり

口罐魂糟難鍋難解塾ず賦譜馨驚 3月 横切継紙・1通 0820－2－16

親類雛形

（若役御用物持壱人拝借伺）　依田源之丞 7月24日 横切紙・1枚 0833．23

御用状（大工図面手間取報知）　河原左京依田源之丞 10月1日 横切継紙・1通 0826－15

殿

御用状（於御在所妻女子出産山南）　山口孝助依田 10月2日 横切紙・1枚 0826－14
源之丞様

御用状（御側役初四人罷越二付語道筋学外比湿有之様） 10月6日 横切継紙・1通 0826－18

河原左京依田源之丞殿

御用状（御筒引替御物頭へ可申談心得失念）　河原面 10月9日 横切紙・1枚 0826－16

京依田源之丞殿

御用状（昨夜綾次郎へ申置候次第問合）　河原左京 10月10日 横切紙・1枚 0826－17

依田源之丞殿

御用状（小銃御稽古修行鴨付御酒直下候様相願候旨承 10月22日 横切継紙・1通 0826－19
済）　河原左京依田源之丞殿

（娘他所内縁之処へ差遣願口付伺書）　右兵衛灰色宿 11月 横切継紙・1通 0822．1

紙

（江戸詰二付昨冬今年切籾2俵頂戴請書）　泰助依田又 縦紙・1枚 0806－3

兵衛

中野・中之条陣屋

贈呈暮騨離断弥鵯騰於御陣屋申渡 文化3年5月 1袋 0885－61

璽麟顧慮瀧衛門様御儲写（地震災細面 弘化4年4月 横長美・1冊 0633脅

（中野等御人数一条書類御返上報知）　御両公様灰色 6月18日 横切継紙・1通 0838・07
宿紙

（中野一条書留廻達）　　　　　　　　　　　　　　・ 18日 横切継紙・1通 0818－05－06

在　方

（御郡中御百姓江前記渡御条目御書付写） 延享2年3月17日 横切縫紙・1通 0833－33

（更級郡丹波島村干乾製造所取立無差支旨申上書） 文久2年5月22日 横切継紙・1通 0815－5－5

玉川一学灰色宿紙

大瀧再普請関係書類　紙繕一括 0834－012

御用状（大瀧一条評議差図書）　小山田壱岐祢津刑 8月6日 横切紙・1枚 0834．012－1

左衛門殿

（大瀧再普請之義御尋付申上書案）　御目付灰色宿 戌8月8日 横切継紙・1通 0834－012－2

紙
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依田家／役職／御目付

（大瀧一条六之下札） 横切紙・1枚 0834－012・3

（若宮村友右衛門養子佐忠、倉之助子吉作丁丁評議書） 未6月24日 横切紙・1枚 0832・72
金左衛門取調　灰色宿紙

（上田御領築地選曲神子よと往衛相知れ不申一条内探 3月 横切継紙・1通 0825－11
穿竪書）　下目付九右衛門　灰色宿紙

申上（二丁村栄治郎常々行跡不宜二付取調）　灰色宿 5月 横切継紙・1通 0832－73
紙

（碓氷峠御小休御本陣武井藤三郎去11月類焼二二普請願 横切紙・1枚 0825－08
案）　灰色宿紙

（信州飯山座頭引廻一件島田兵助より借受写）　灰色 横切継紙・1通 0833－31
宿紙

（鷲翻櫨i釜i翻げ羅讐圃轟鴇昏魏 横切継紙・1通 0834－019

宿紙

（上押嶋田村富蔵伜宗作妻きさ、私訳合二付返被下度願 横切紙・1枚 0868・18
書）　同下村灰色宿紙

諸　届

（送り人道中入料金勘定済み江府へ送り状）　源之丞 万延2年正月22日 横切紙・1枚 0818－03－02

一二三様灰色宿紙

（宮沢左五右衛門長屋居住人書上） 横切紙・1枚 0832－71

調　書

中三叉瀦輝左衛門様御伺書写（地震災害二付永 弘化4年胡 横長美・1冊 0633曹

（安政大地震被害書上） （安政2年） 竪折紙・4枚 0886－100

（春原織右衛門御内借本証文証人印形留） 文久2年9月置同亥12月 横切紙・1枚 0835－37
御内借

御武具取調一件関係書類 0878－37～40

覚（6匁早合拝借）　依田源之丞宮嶋嘉織殿 巳8月30日 横切紙・1枚 0878－37

覚（陣太鼓拝借）　依田源之丞宮嶋嘉織殿 午8月3日 横切紙・1枚 0878－38

御用状（御武器取調付拝借品御返上申入）　三役 11月20日 横切紙・1枚 0878－39
白井平左衛門様　灰色宿紙

覚（依田・白井貸出武具取調）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0878－40

評定所修復置付張出調書類 0812－12

（評定所御修覆二丁張出之儀御用状）　音門　御当番 7月27日 横切継紙・1通 0812－12－1

御目付様

（評定所張出之儀御問合返答書） 横切継紙・1通 0812・12・2

（領分砂入・川欠年貢引高覚）　灰色宿紙 9月4日～17日 横切継紙・1通 0834－026

御勘定役江戸詰中支配調書類　紙繕一括 0812－03

（御勘定役丁丁役詰中支配之義御尋返答書）　御目 11月27日 横切継紙・1通 0812－03－1

付　下書、灰色宿紙
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壱（江戸詰番願書）　水野清左衛門他3名茶色宿紙 10月 横切継紙・1通 0812－03－2

二（御勘定役御賄役願書）　長谷川三郎兵衛他1名 11月 横切継紙・1通 0812－03－3

茶色宿紙

・三（門中支配之義御尋二付返答書）　御目付茶色宿 11月 横切継紙・i通 0812－03－4
紙

四（家老）廻状采女助之進様・左門様茶色宿紙 11月17日 横切継紙・1通 0812・03・5

（家老用状）　采女御用番様茶色宿紙 11月17日 横切紙・1枚 0812－03－6

（御目付意見書）　刑左衛門灰色宿紙 11月26日 横切継紙・1通 0812－03－7

（酉暮籾大豆相場下調）　5－1～7紙繕一括、灰色宿紙 横切継紙・1通 0815－5－1

（野戦銃演習入料之義御尋二付申上書）　下書 横切継紙・1通 0818－03－06

（御目見以下二者書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0833－17

（諸士、御徒士席給金・御扶持二付御勝手元〆申立見込） 横切紙・1枚 0835・39

（御内借人別之内書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0835・19

高鶏馨二三霜出格御趣意拝借三者年限を以上納
堅小型（L58×12．2）・1冊

0880－15

手　控

御広間取計書 天保9年正月～12月 横切半・1冊 0154

手拍　（依田）忠順 天保15年5月24日～弘 横半半折・1冊 0137
化3年8月8日

風　聞

（須坂別条4名切腹助命、14高高御暇聞書）　奥書「右 （文久元）高年 横切継紙・1通 0815，5・3
者駒沢より此表へ使二参り候者之咄之よし」

（越州異船渡来穿馨書）　巻上「越州異船渡来之咄」　灰 （文久3年）4月 横切継紙・1通 0825－02
色宿紙

（三面羅勢一麗撫仕入覗三三・畑表二て承 横切継紙・1通 0831－36

留　書

南鰻鹸蘭膿鑑羅江御届書他写（顯地異国 文化4年6月写 横切継紙・1通 0821－07

（宣旨決議井対州報国之御沙汰被蘭島二野以手紙為御知 正月 横切紙・1枚 0831－23
写）　宗善之允内山崎東介御留守居中様灰色宿紙

（御目付留書）　灰色宿紙共、紙繕一括 7月5日～18日 横切継紙・4通 0818－05・03

（御目付留書）　灰色宿紙 8月9日 横切継紙・1通 0818－03－08

（御目付留書） 9月14日・15日 横切継紙・1通 0833－21

その他

御離拶広欝鷲劉井印形混血之節御帳御書

i堂上若御落飾、永蟄居等御沙汰書写）　灰色宿紙

文政7年2月5日

ﾀ政6年3月

横切継紙・1通

｡切継紙・1通

0836－2－5

O833－14－5

一37一



依田家／役職／御目付

（井伊侯病気二軸家督相続一件留）　灰色宿紙 万延元年3月29日 横切継紙・1通 0832－69

（大日向子へ相輪書籍目録） 万延元年8月20日 横切継紙・1通 0833－04－03

（御分限帳坤之方書抜）　寺社灰色宿紙 万延元年 横切継紙・1通 0835－09

（下u喜犠蠣」辮藏磯灘欝同所より之 文久2年12月28日 横切紙・1枚 0825・12

（真田信濃守家来山中小平次御番所通行手形） 元治元年11月 横切紙・1枚 0826－11

御用状（目付役被仰四二付為御知）　長谷川安太郎依 （元治元年）12月4日 横切紙・1枚 0826－13
田源之丞様

覚（御内用金渡方）　松林左金吾調役、下目付金高短 亥7月 横切継紙、横切紙 0833・04－07

冊共　灰色宿紙 1通、1枚

（亥年春城下在方悪党津名面） 亥年 横切紙・1枚 0833－04・08

御用状（田町公之御様子御問合被成下度）井勘返状 正月23日 横切継紙・1通 0820－2・03

源之丞　善兵衛様

覚（御用筋井並書状差遣）　十郎右衛門　源之丞様灰 2月朔日 横切継紙・1通 0831－07
色宿紙

御用状（別紙之通可被心得旨）　河原舎人依田源之丞 2月12日 横切紙・1枚 0868－37
殿　内容不明　灰色宿紙

御用状（昨日御願之義二付御印形願）井勘返状源之 3月7日 横切紙・1枚 0868－28

丞刑左衛門様

（助之進御下評義書弁兼二付伺書）　源之丞　御筆婆様 3月9日 横切継紙・1通 0868．23

内容不明灰色宿紙

（篠細鱗繹転縄甥御驕藷鶉黎 3月18日 横切紙・1枚 0868－54

助様　内容不明　前欠力、灰色宿紙

御融繹雛欝之蟹門門翻凹凹顯借 3月26日 横切継紙・1通 0835－44

御用状（今般斉藤友衛罷帰候二丁御懇之御意報知） 閏3月朔日 横切継紙・1通 0868－36
長谷川三郎兵衛　祢津刑左衛門様他9名　包紙

御用状（当方江御出之節私御用箱へ入置候印形持参さ 4月24日 横切継紙・1通 0835－45
れたき旨）　金左衛門　源之丞様灰色宿紙

御用状（御用状1通、並状4通御届）　菅沼小弥太依 4月28日 横切継紙・1通 0818－06－10

田源之丞殿　立紙あり、灰色宿紙

御用状（別紙書類御廻し落手可被成下）　（欠損）　源 6月17日 横切継紙・1通 0835－43

之面様

御用状（御行列帳御廻し御礼）　十郎右衛門源之丞様 6月18日 横切紙・1枚 0835－48

御用状（御役人町拝借願）　喜平太源之丞様灰色宿 6月19日 横切紙・1枚 0835－46

紙

御用状（御咄合都合伺）　兵庫源之丞様 7月11日 横切継紙・1通 0835－47

（上下御賄金乗馬賄金勘定） 7月25日 竪切紙・1枚 0821－01－08

（郡方御役替廻状）　正司　治左衛門様・小平次様・源之 8月12日 横切継紙・1通 0838－14

何様灰色宿紙

（馬場茂八郎附添下目付着二付廻達）　源之丞　刑左衛 8月29日 横切継紙・1通 0852－1

二様他5名

一38一



依田家／役職／御目付

十郎右衛門書状（目付役被仰付御小条目御条目請取） 9月5日 横切継紙・1通 0826・12

源之丞様

差遣御用状扱関係書類 0838－09

御用状（被差遣御用母御条目二付問合）　一二三源 9月14日 横切継紙・3通 0838－09・1

之二様　別紙「安政5年・6年御条目」　灰色宿紙共

（差遣候御用二二条目問合三儀不調法詫状下案） 横切継紙・1通 0838－09・2

灰色宿紙

御用状（閏八月中御用紙井蝋燭遣払伺之通承知）　赤 10月6日 横切紙・1枚 0868－35
沢助之進　御目付中　灰色宿紙

御用状（先刻御番士当番詰人数減申述之勤口外無類様） 11月10日 横切紙・1枚 0826．20
河原左京　山中小平二二

御袈装綴宙返幽晦搬二三綴内 11月15日 横切継紙・1通 0829－11

御用状（一弐拝借御切手二型三品御上納報知）　左門 11月29日 横切継紙・1通－ 0878－34

源之丞様

御用状（別紙伺穿通三献）　玉川左門　玉川一学殿灰 12月16日 横切紙・1枚 0878－35
色宿紙

（別紙之通取計方廻状プ　速見刑左衛門他9名．内容不 12月20日 横切継紙・1通 0832－74
明

覚（御礼帳御用状等今便御僧）　一二三源之丞吉上 12月23日 横切紙・1枚 0831－10
色宿紙

（小林三左衛門孫敬之進義二付書類遣し訂給旨）　源之 12日 横切継紙・1通 0818－03－04

丞政之進灰色宿紙

（チャン・ミッダサウ等諸品数量書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0818－04・09

（コレラ予防法ましない書）　奥書「右京都より右様致 横切紙・1通 0831－28
し候ヘハコロリ病のまじないと申事承り候ま・一寸申上
候」・灰色宿紙

（水野氏筆代金）　灰色宿紙 横切紙・1枚 0833－04－11、

（古金銀位附）　141～7紙繕一括、灰色宿紙 横切継紙・1通 0833．14－1

（御役人演説ケ所三面）　演説内容不明灰色宿紙 横切継紙・1通 0833－14－2

（春原分石倉分封長屋見取図） 竪紙・1枚 0833・32

（演説名面）　御目付灰色宿紙 横切継紙・1通 0835－15

（御用状濡紙）　矢沢但馬依田源之丞殿 1枚 0838－15

（御屋藪脇裏金杉町へ往来橋繕御手当下付之儀二付伺 横切紙・1枚 0855．6
書）

（蟻川他廿六名名面） 横切紙・1枚 0868－52

（野本力太郎十二二面）　灰色宿紙 横切紙・1枚 0868－53

袋［ウワ書：御用状類］ 1袋 0885－59

袋［ウワ書：御條目抜書］ 1袋 0886・120

袋　袋は「御用本生懸御蝋燭処信州松代本町丁子屋喜三郎 1袋 0886－121
製」を使用
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依田家／役職／御役場方

御役場方

日用手控　　（依田）忠順 文政6年～嘉永7年 横半半折・1冊 0124

御供方世話番心得日記　（依田）忠順 文政13年 横半半折・1冊 0118

為御用詰出府二二付候ヨリ詰中御頼振合書留心覚 文政10年閏6月3日 横切半・1冊 0151

年中行事　（依田）忠順拍国元 文政10年・同12年 横半半折・1冊 0144

大平下馬南河原御備之図　依田忠順彩色 文政11年5月4日写 （34×83）・1鋪 0639

奉書火消御人数行列（帳）　依田忠順 文政12年8月4日改 二半半折・1冊 0194

三町御人数詰場井御行列之次第　依田忠順拍 嘉永元年4月 横切小型（9×14） 0436
・1冊

（屋敷近辺出火之節三町御人数詰場井行列帳、御加勢御人数行列帳拍）　（依田）忠順拍 （嘉永元年） 竪切美・1冊 0134

公私日用記　二　依田忠順控 嘉永2年8月26日～12月 横半半折・1冊 0171
晦日

手拍　（依田）忠順 嘉永2年9月朔日～安政 横切半・1冊 0148
6年11月10日

公私日用記　依田忠順控 嘉永3年正月元旦～12 横肥半折・1冊 0172
月晦日

公私日用記　表紙含む初丁のみ 嘉永4年正月元旦 横折半折・1枚 0886－096

公私日用控 嘉永5年5月2日～7月26 横半半折・1冊 0173

日用手控　　（依田）忠順 安政元年7月23日～同3 竪下半・1冊 0123
年3月7日

手拍　（依田）忠順 安政2年5月～安政3年 横切半・1冊 0149
11月18日

公私日用手拍　（依田）忠順 安政4年正月10日～同 横切半・1冊 0153
12月24日

御艶艶湿潤韓野鶴讐翻耀騨囎 安政4年10月～12月 横切半・1冊 0156

忠順

依田手控　（依田） 安政5年3月24日～12月 横切半・1冊 0157
18日

手拍　末尾に嘉永7年、安政3年の記事あり 安政6年正月4日～同12 横切半・1冊 0152
月晦日

手控　（依田）忠順 安政6年12月26日～万 横切半・1冊 0150
延元年11月15日

手拍　（依田）忠順 万延2年正月7日～6月 横切半・1冊 0155
26日

御警衛方

日記　忠継控 元治元年4月11日・27 横半半折・1冊 0242
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依田家／役職／御警衛方

（陣立） 竪紙・1枚 0808

（御警衛先付出張御告虚名面下調）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0818－01・01

（御役方より伺之下案写） 横切継紙・1通 0818－01－02

（警衛仕法） 0818－01－03

（御警衛甥御番士名面） 横切締紙・1通 0835－08

五御明御人数調書 半・1冊 0212

（陣立図）　彩色 （87×49）・1鋪 0641

（宿営陣図） （52．2×6a8）・1鋪 0715

御山入

歯彙二身献備之御使者赤沢助之進相勤御座敷之図　天 享和4年2月6日 （36×55）・1鋪 0643
保12年3月26日分貼紙有　破損大

手拍　（依田）忠順 天保15年5月24日～弘 二半半折・1冊 0137
化3年8月8日

御広間勤方日記　依田源之丞利継 嘉永6年5月28日～12月 出語半折仮綴・1冊 0115
28日

日記帳　二番入御振合帳　依田忠二丁間に「酒井雅楽 文久2年正月18日～文 二半半折・1冊 0174
頭様御合印」（折紙） 久3年2月

学校懸

（稽古箇条奥の習巻子仕立）　平貞敦 天明元年5月25日 竪紙・1枚 0618－03

（申年修業人書上）　灰色宿紙　（万延元） 申年2月～6月 横切継紙・1通 0815－5－2

稽古初順次 文久4年正月18日 横切紙・1枚 0886－102

（郷学校御取建二付長野県達写）　長野県庁村々役人 （明治4年10月） 半・1冊 0228

（調練書面達） 2月13日 横切紙・1枚 0831－01

（血書写御下二丁熟覧被成下度）　綾二郎学校御掛様 6月21日 横切継紙・1通 0818－04－05

灰色宿紙

（砲術御手充金差上）　友衛源之丞様灰色宿紙 6月23日 横切紙・1枚 0818－03－09

覚（金壱分三百五拾文落手）　白井重左衛門依田謙次 12月10日 横切紙・1枚 0829－13
郎殿

（文武学校条目下案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0833－13－4

（塚田孔平門同数覚）　灰色宿紙 横切紙・1枚 0868－47

（跡附寸法書） 竪紙・1枚 0618－04

弓　術

日置流弓之目録、弓法度之次第、起請文前書之事　小
@幡助市直通　依田木工右衛門殿　725～734は紐にて1括

文化元年6月2日 1巻 0729
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依田家／役職／学校懸

剣　術

（剣術形覚書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0818－04・10

（剣術八箇覚書） 横切小型（6．5× 0818－04・11
16．3）・1綴

兵　学

御先手戦隊之図 （82．4×38．9）・1鋪 0702

（隊列図） （24．9×47．8）・1鋪 0706

生兵教練号令詞 黒罫紙・1枚 0886－059

兵　法

人門戸　五十騎壱隊　人数総計865人、馬155疋 弘化3年2月 帯側半折・1冊 0121

（横矢討論）　表裏 （80×84．5）・1鋪 0711

（内城陣立図） （97×141）・1鋪 0722

一　一隊積算 堅紙・1枚 0821－03・1

二　半隊第一番出張 堅紙・1枚 0821－03・2

四　一之手 堅紙・1枚 0821－03・3

五　一之手 堅紙・1枚 0821－03・4

六　三下手 堅紙・1枚 0821－03－5

七　四之手 堅紙・1枚 0821－03－6

砲　術

（整学購雛鯛糊之蘭携題鴨麟織鷹獲 安政2年2月 横切継紙・1通 0829－04

右衛門様

口上覚（西条村二而町打稽古申立）　佐久間修理行司菅 万延元年10月 横切継紙・1通 0829－03
銭太郎・依田源之丞　灰色宿紙

酉三月八日町打試表　黄宿紙 横切紙・1枚 0886・101

（来る廿九日大宝村善福寺前通往来辺二而町打稽古致候 2月27日 横切紙・1枚 0886－028
二付人足七人拝借）　源之丞道橋方

御用状（大略二付9日御内寄仕度）　二右衛門　源之丞様 3月7日 横切継紙・1通 0868－02・1

御用状（大銃雨天二付12日報知方）　二右衛門　源之丞 3月8日 横切継紙・1通 0868－02・2

様

砲術書　全　天部欠損、（黒罫紙、片面9行） 竪小型（16．5x13） 0481
・1冊

（薩邸銅造砲図）　信州松代藩中山田定義所蔵 （14．4×84）・1鋪 0697

覚（砲弾拝借、諸氏取替品代）　源之丞様 折紙・1枚 0820・2－12

大層稽古関係書類　紙繕一括 0868－02

覚（砲弾代銀御預、御再考願）　灰色宿紙 横切紙・1枚 0878－36
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依田家／役職／学校懸

西洋流砲術合薬法 横切紙・1枚 0885－35

包紙［ウワ書：覚］　白井平左衛門 1枚 0885－54

袋［ウワ書：砲術書類］　利継忠控 1袋 0886－020

（歩増、小銃薬包紙尺度覚） 竪紙・1枚 0886－044

（大砲名称及び図面） 竪紙・1枚 0886－046

（消石製法） 折紙・1枚 0886，047

（さはりろうかね等仕様） 横切継紙・1通 0886－050

家扶局

出納簿

御出先言用御買上丁丁拍

i金銭支払覚）

依田 竪折紙状態 明治30年10月～ 三半半折・1冊

ﾜ紙・1枚

0886－098

O885－03

日　記

日記（伊予国宇和島御祝典随行間）　中断 明治22年4月23日～同 竪折紙・4枚 0886－075
29日

宇和島御出仮日記（伊達宗紀百歳祝儀） 明治22年4月23日～5月 横半半折・1冊 0167
16日

（宇和島滞在中日記下書） 5月1日～6日 竪紙・1枚 0886凋09

（日記） 明治22年10月19日～27 竪紙半折・1枚 0886－105

日記（断片） 4月23日～5月20日 青色罫紙・2枚 0886－058

（日記下書） 7月9月 竪紙半折・1枚 0886－106

（上京日記） 10月19日～11月22日 折紙半折・1綴 0885－33

その他

高瀬殺丁丁丁丁離馨纏丁丁藩 明治9年4月 青罫紙・1枚 0886－031

状）　木挽町弐丁目拾四番地引受人上原忠七

記（給金前借証）　吉田秀蔵 明治9年4月 青罫紙・1枚 0886－032

真田家御代々井御子様方御部屋様方御法号拍　依田稠 明治9年秋調 半・1冊 0444
美拍　「真田家」青色罫紙（片面9行）

（真田幸民邸内寄留届写）　依田穏美、用懸り保崎伝 明治10年9月 横切継紙・1通 0886－090

某書状（過日内談条件進展伺）　依田稠美様 10月23日 横切継紙・1通 0787－23

長島屋治兵衛書状（樋口様金子一条経緯報知）　真田 ［］13日 横切継紙・1通 0886－035
様御屋敷依田様

一43一



依田家／役職／海軍省

海軍省

（的射・放射法） （明治6年） 「海軍省」 青罫紙・11枚 0886－078

記（修復見積） 田口熊次郎 兵器局御役所 明治9年4月 青罫紙・1枚 0886－062

（12月8日日記） 12月8日 横切紙・1枚 0885－44

12月14日出局日記 12月14日 横切継紙・1通 0885－04

海軍用火箭ノ管台 「海軍省」 茶罫紙・1枚 0886－068

（放火成績） 2枚白紙、断片 「海軍省」 青罫紙・3枚 0886・071

（大砲返納書上） 断片力 「海軍省」 青罫紙・1枚 0886－081

町総代

町総代日記　如 明治30年1月5日～8月
23日

三半半折・1冊 0288

勤役／大手門番

（御門継心得） 天明4年6月22日～文化 横長美・1冊 0185
2年8月7日

（大手門番勤方日記）　断片 寛政8年・9年、文化6 折紙半折・2枚 0885－49
年

（助勢御人数高高付高節御亭目高）　御目付 文政8年 横切継紙・1通 0833－16

（八王子山遠見番所江若御年寄様為御見廻之節出役井 3月 横切継紙・1通 0818－05－07
御用意三等三儀二丁伺）　御物頭拍

（大御目付様御廻状写）　津田転巻上「御用番助之進殿 6月10日 横切継紙・1通 0815。5．4

より御下一覧返し候様との事二付本書ハ返上写二而御廻し
申候」　灰色宿紙

（非常出火之節相詰候詰藩順次書御渡之写）　灰色宿 7月22日 横切継紙・1通 0835．12
紙

（御警衛二付御物頭より勤方伺）　灰色宿紙 9月 横切継紙・1通 0818－05－01

御本供御城下御野掛御曲輪内御行列（帳） 横切半・1冊 0189

（諸家御持番所書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0835－07

松原者

御用状（松原者・郷夫出奔者公事方江掛合取計可被成 5月24日、4月20日 横切継紙・2通 0831－21禽

旨）　金井弥惣左衛門　祢津刑左衛門殿・長谷川善兵衛
殿　差出・宛名は封紙による

松原者一件書類　紙繕一括 0831－33

（松原者金子持逃一件顛末申上）　一二三、弥惣左衛 6月3日 横切継紙・1通 0831－33－1

門　御同役中

（松原者金子持逃一件穿竪可仕旨御用状）　音門 6月10日 横切継紙・1通 0831－33－2

速見様
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依田家／勤役／海防

海　防

覚（神奈川御奉行衆名曲） 3月 横切継紙・1通 0818－03－10

（品川御殿山夷人館3棟焼失申上） 12月12日 横切紙・1枚 0831．02

（幣川御奉行以来浅野伊賀守江御門之義取計方評議 12月 横切継紙・1通 0818・04－06

（御警衛御用座付召横浜陣屋 雛形） 武州品川宿より 横切継紙・1通 0821－01－02

同州神奈川丁丁三々問屋中

行　列

新シ橋非常御人数行列帳 横切半・1冊 0191

太田陣屋
、

太田陣屋詰関係書類 0868・01

覚（御用荷駄賃）　井口良助組震平・西村喜代治組重 3月23日 横切継紙・1通 0868－01・1

大矢　紙駒一括、貼紙「江戸江送り候もの」　灰色宿
紙

覚（御用御武具駄賃）　才領七左衛門組勝蔵・久次郎 3月22日 横切継紙・1通 0868－01－2

組旧作

御用状（御用状到来、送り一向無事旨）　金左衛門 3月24日 横切紙・1枚 0868－01－3

御当番様灰色宿紙

御用状（2月17日より3月7日迄之日記写鶴野）　正 3月17日 横切紙・1枚 0868－01－4

司御同役中　灰色宿紙

御用状（着府、太田陣屋近況報知）　大日方正司 3月16日 横切継紙・1通 0868－01－5

国津刑左衛門様・小幡保之丞様　包紙

御用状（横浜陣屋詰人数不足解消）　＋郎右衛門・ 3月5日 横切継紙・1通 0868－01－6

一二馬　御同役中

御台場

（御台場勤番演説、朝廷御忌日、高進発御休泊留） 元治元年8月24日 折紙・1枚 0885－50

（肥前廻御筒打試御届）　依田又兵衛・岡本精一郎・座間 酉年2月7日 横切紙・1枚 0833・13・2－1

茂尾　玉左門　灰色宿紙、紙繕一括

（肥前姐御筒打試3発目破裂御届）　灰色宿紙 酉年2月8日 横切継紙・1通 0833－13－2－2

（装薬分量井破裂図面） 竪紙・1枚 0833－13－2－3

（御台場御警衛井御陣屋敷御固人数調之大意） 横切継紙・1通 0833－30

（愚論欝二縮翻誌羅り之儀御武具方 横切継紙・1通 0884－25

和宮下向警衛

（警衛仕法和田宿往復手紙）
　紙

刑部丞　弥右衛門様　貼 10月24日 横切継紙・1通 0821－05
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（御警衛焚出積書） 横切継紙・1通 0818－05－02

防長征討

御同席触廻状書類　真田志摩矢沢但馬様 包紙 0823

大御目付様御廻状写（浮浪之徒取締）　津田転紙 7月14日 横切継紙・1通 0823・1
繕一括

御購縷総締1聯繋懸 （元治元年）7月25日 横切継紙・1通 0823・2

御同席触廻状写（大膳大夫家来諌伐二付残党探索） （元治元年）7月27日 横切継紙・1通 0823－3
御用廻状申上津田転

御同席触廻状写（大膳大夫家来等関所出入之者取押） （元治元年）7月28日 横切継紙・1通 0823－4
津田転

大凶縫羅状写津1凝表不容易形鮒八朔御 7月29日 横切継紙・1通 0823－5

御同席触廻状写（大膳大夫家来乗物等之船可討留旨） （元治元年）8月11日 横切継紙・1通 0823－6
津田転

御用状（下表二丁ハ演説不申渡旨）　真田志摩矢沢 8月晦日 横切継紙・1通 0823－7
但馬様灰色宿紙

松平伊豆綿飴より御達之写（長州追討御免） 8月 横切継紙・1通 0823－8

（先触受取切手井木戸改雛形） 横切継紙・1通 0823－9

（防長征討触写）　郷原租助 慶応元年3月 折紙・1枚 0885－14

（長州追討出陣触写）　樹之下　玉川様 7月26日 横切継紙・1通 0821－01．03

京都警衛

幸教公論上京御供日記　依田政之進忠継複写 元治元年6月14日～同2 1冊 0763
年3月12日

御進発御行列書写 元治元年 横長美・1冊 0369

（京御固丁場名門） 7月7日 横切継紙・1通 0821－02－5

（上京御供御賄料高値、火災二藍衣類雑具焼失紛失二丈御賢慮願）

10月 横切継紙・1通 0815－2－08

覚（京都より帰り道中賃銭勘定）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0820．2－02

横切継紙・1通 0833－13－5

（京都御守町方御家人数、十万石以上書上） 折紙・1枚 0885－45
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大坂警衛

（大二方御達絶品井返答書）　矢沢但馬　依田源之丞殿 9月4日 横切継紙、横切紙 0815・7

紙繕一括 1通、2枚

面面不乱一件関係書類　紙繕一括 0826－06

（船止不乱之高下目付詰切御尋二付記上書案） ll月 横切継紙・1通 0826－06．1

（船出品品場夜分見張番之義二付御内々申上書）　横 11月 横切継紙・1通 0826－06－2

田町五左衛門

（布屋新田詰之者御挙挙義、御締筋御尋二付申上書） 横切継紙・1通 0826・06－3

（布屋船関締眼差図書） 横切継紙・1通 0826－06－4

井伊悶悶持場空砲稽古関係書類　紙繕一括 0826－07

申上（井伊様二而御持場空砲稽古御達之義申上書） 10月10日 横切継紙・1通 0826－07－1

御留守居助

（町奉行所より彦根家空砲打御達附帯申上書）　御 10月11日 横切紙・1枚 0826・07－2

留守居助

（井伊家御警衛持場空砲井地雷火稽古御達廻状） 10月12日 横切継紙・1通 0826－07－3

依田源之丞　横田甚五左衛門・金児忠兵衛・原半七郎
灰色宿紙

（井伊家御警衛持場大砲小町空発稽古伺書）　井伊 10月 横切紙・1枚 0826．07－4

掃部面内証野壷大夫

袋［ウワ書；伝法用書］ 1袋 0827

常吉新田沖砲台関係書類　紙繕一括 0827・01

（常吉沖午南北砲台設置催促） 横切継紙・1通 0827・01－1

（常吉新田沖午砲血忌附大砲一調） 横切継紙・1通 0827－01－2

（据附砲損調後歩兵写場設置門付申上書）　車引助 9月14日 横切継紙・1通 0827－01・3

源之直様

（紀瞥井鷺鍛隅隅製叢衛場所見新劇 9月12日 横切紙・1枚 0827－01－4

（上京申上書）　宇敷元之丞矢（沢）但馬様 9月12日 横切紙・1枚 0827－01－5

（別紙廻状）　源之丞甚五左衛門様他6名 9月13日 横切紙・1枚 0827－01－6

鍬理解古道具調関係書類　紙繕一括 0827－02

（鍛酵母古道具御出来射撃二付御尋書）　御目付 9月21日 横切継紙・1通‘ 0827・02－1

（御番士鍬鎗稽古道具御用意内々伺）　寛男 9月20日 横切紙・1枚 0827・02－2

（別紙番頭瓦之趣差図書）　河原左京依田源之丞殿 9月20日 横切継紙・1通 0827－02－3

京都表より申高大銃関係書類　紙繕一括 0827・03

（京都表より申来別紙之趣勘弁申上書）　矢沢但馬 8月28日 横切紙・1枚・ 0827－03－1

依田源之丞殿

（物頭・小銃組足軽・大十方士分・弓足軽・大白人 8月28日 竪紙・1枚 0827－03－2
数虚数書上）

（伝法川辺砲台絵図） 竪紙・1枚 0827－03－3
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御持場番所御取高・砲台修補新規御忌立関係書類　帯 0827－04
一括

（蟹繊講講聯躍繍
9月18日 横切継紙・1通 0827－04－1

宇敷元之丞

（御持場御話高等之義二付横田氏懸紙） 横切継紙・1通 0827－04・2

常吉新田御忌場引渡関係書類　紙繕一括 0827－05

（常吉新田御固場御引渡之節御人数割之義申上書） 8月29日 横切紙・1枚 0827－05－1－1

1－1・2紙繕一括、灰色宿紙

御用状（猿島番所引払対応差図書）　矢沢但馬　依 8月29日 横切紙・1枚 0827－05－1－2

田源之丞殿

（讐鯉開場喉縢轡物頭組子召連撫御 8月29日 横切紙・1枚 0827・05－2

御慶藤複鯉齢場御髪購二条囎鷺駿重 8月29日 横切継紙・1通 0827・05－3

（常吉御台場御引渡二付出張御役人名面申上書）　灰 8月29日 横切継紙・1通 0827－05－4

色宿紙

（駅腱鑛鯉繁授灘驚仰鮒此表御物 8月29日 横切紙・1枚 0827－05－5

（製婿之助西洋新式大小砲術教授方頭取被仰俳付 8月29日 横切紙・1枚 0827・05－6

御忌申上（常吉出張）　兵馬 8月29日 横切紙・1枚 0827－05－7

御用状（元之丞申越之義二付）　矢沢但馬依田源之 8月29日 横切紙・1枚 0827－05－8

丞殿

御用状写（明日常吉新田御台場御引渡雨天二付延引 8月29日 横切紙・1枚 0827－05－9

達書）　矢沢但馬　依田源之丞殿灰色宿紙

警衛出御見分関係書類　紙繕一括 0827－06

御用状（警衛場見分別紙達二付目上書）　別紙見分達 9月25日 横切継紙、横切紙 0827－06－1

写共　宇敷元之丞　河（原）左京様 1通・1枚

御用状（別紙母川心得差図書）　河原左京依田源之 9月25日 横切継紙・1通 0827－06－2

丞殿

目印山沖軍船渡来関係書類　紙繕一括 0827－07

（目印山沖異船渡来御山書下案）　宇敷元之丞 8月26日 横切継紙・1通 0827－07－1

（異国船紀州富江退帆御達通達）　西番所芦屋助兵衛 8月27日 横切紙・1枚 0827．07－2

松代御役人中様

御台場道草苅関係書類　帯一括 0827－08

御用状（常吉屯所草刈差図書）　矢沢但馬依田源之 9月5日 横切継紙・1通 0827－08－1

丞殿

（御台場道草高等二二申上書） 9月6日 横切継紙・1通 0827－08－2

御用状（大盤方常吉屯所詰差図書）　矢沢但馬　依 9月6日 横切継紙・1通 0827－08－3

田源之丞殿

安治川口提灯付並田螺起関係書類　紙繕一括 0827－09

御用状（安治川口辺提灯付憎憎螺起二憎憎届書） 9月9日夜 横切紙・1枚 0827－09－1
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伝法御番所当番御尋方　矢（沢）但馬様

（御役方支配之内見差出家老差図書） 9月9日夜 横切紙・1枚 0827・09・2

覚（常吉新田御台場御据付大信御引替西町奉行所御達 子9月23日 横切継紙・1通 0827．10
申上）　津国屋友七　御留守居方御役所　折封

御影編醤舗叢鷲駐輪畑鼠鎌圭 9月12日 横切継紙・1通 0827一判

丞様

（大坂御本陣御着之節伝法より詰人割） 9月晦日 横切継紙・1通 0827．12

松鞭蕪綴羅警纂聡藩抽櫛（鶉 9月22日 横切継紙・1通 0827－13

信濃一様御固所御役人中様

（伝法村住吉社祭礼二付提灯四張献備伺書）　依田源之 9月15日 横切継紙・1通 0827・14
丞

（持場御人数出分配）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0827－15

（（潔ll駿晶出齢騎純血二藍幽幽 ①8月、②8月25日 横切紙・1枚 0827－16

へ、②牧野大右衛門へ灰色宿紙

（鞭麟講欝血囎議1囎騒詳追討御免二 9月16日 横切紙・1枚 0827・17

（長州征伐御先鋒拝命報知、此上精勤申上書）　弥治 8月17日 横切継紙・1通 0827－18
平他3名　源之丞様子2名　灰色宿紙

御綴最罐灘轡難聴篇原腰物頭江も 9月5日 横切継紙・1通 0827－19

御用状（御警衛場所左京殿出張見分二付下陣取計伺書） 9月14日 横切継紙・1通 0827－20
宇敷元之丞　成沢勘左衛門様、三沢刑部丞様

御用状（明日常吉新田御据付筒御引替色付御役方一人 9月23日 横切紙・1枚 0827・21
出帆差図書）　河原左京依田源之丞殿

（尼ケ崎往還御番所御人数御差出延引申上書）　太五 8月27日 横切紙・1枚 0827・22
之丞灰色宿紙

（岸太五之丞申出承知差図書）　真田志摩矢沢但馬殿 8月27日 横切紙・1枚 0827・23
灰色宿紙

（異国船渡来二六御持場御人数配当之義申上案）　灰色 横切継紙・1通 0827－24
宿紙

井伊掃部頭人数合印 横切紙・1枚 0827－25

（袖印下書） 横切継紙・1通 0827・26

（鞠鍵i翫擁聯繋征縮群悪用轍此岸 9月20日 横切継紙・1通 0827・27

（御下坂日限被仰出二付差図書）　真田志摩矢沢但馬様、 9月26日 横切継紙・1通 0827・28
河原左京様

御用状（常吉新田御台場勤番二流交代供乱悪伺書） 8月朔日 横切継紙・1通 0827・29
車引助源之丞様

御用状（紀州沖智慧見分差図書）　矢沢但馬依田源之 9月朔日 横切紙・1枚 0827－30
丞殿

（砲台絵図）　御役方 竪紙・1枚 0827．31

御用状（持場屯所之義二付御物列国普請奉行申通評議 9月ll日 横切継紙・1通 0827．32
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差図書）　矢沢但馬　依田源之丞殿

御用状（引移之節御番士へ引渡差図書）　河原左京 9月23日 横切継紙・1通 0827－33
依田源之丞殿

御更齪留置辱魏潮干雛型御目付壱 9月23日 横切継紙・1通 0827・34

横切継紙・1通 0827－35
（小銃組打火入稽古書上）

御用状（門徒宗本願寺焼払風聞報知）　高野車之助 8月22日 横切継紙・1通 0827・36
依田源之丞様

御用状（交代二付御番所御足軽鉄砲手配方御教示願） 8月26日 横切紙・1枚 0827－37
高野車之助　依田源之丞様

御用状（高野車之助別紙之趣、京都・太五之丞可申談　旨差図書）　矢沢但馬　依田源之丞殿

8月29日 横切継紙・1通 0827－38

横切紙・1枚 0827－39
（下馬二名逃去届書）

御用状（別紙御用稽古二付差図書）　矢沢但馬依田源 8月晦日 横切継紙・1通 0827－40
之丞殿

（常吉御番士、大門方野州江門門申附差図書） 横切継紙・1通 0827－41

（常吉新田持場人数出分配）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0827・42

（囎魏灘魏尖禦糊ii騨野之助へ申談 横切紙・1枚 0827－43

御臨写4露霜貌繋綴寸懸虚血灘 子8月26日 横切紙・1枚 0827－44

宿紙

御用状写（組子着服之義差図書）　矢沢但馬依田源之 8月29日 横切紙・1枚 0827・45
丞殿

（御台場詰人書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0827－46

（大坂・守口道中宿泊飯料、人馬増銭、買上物等書上） 12月16日～正月元旦 横長半・1冊 0261

（大坂表御警衛御持場思差図写） 子8月13日 横切継紙・1通 0818・03－11

（大阪表御警衛御持場御巡之門門手続） 横切継紙・1通 0818－06－06

（大坂表御警衛申渡写）　真田信濃守 横切継紙・1通 0821－02－1

（大小砲術稽古日割） 槙切継紙・1通 0826－08

覚（革胴黒塗賃三百文請取）　　（大坂）尼崎屋太七　真 10月23日 竪切継紙・1通 0829－06
田御陣屋御目附様

御用状（御台場明日御引渡二付詰人数御減等）　刑部 9月朔日 横切継紙・1通 0834，027
丞源之丞様

（御行画帳写） 横切紙・1枚 0826・09

袋［ウワ書：御番方野方振合］　依田源之丞 安政5年 1袋 0885・58

袋蓋胃董藷治秀温血許二幅六日大坂表出立 1袋 0885－60

袋［ウワ書：伝法之図　別条も有御覧可被三州］　　・ 1袋 0886・119
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褒賞／御璽

（金五両目録）　依田謙次郎 折紙・1枚 0886，喜16

（依田祐太郎読書出精御賞履歴）　嘉永6年・安政3年記 灰色罫紙・竪紙折 0886－110
事． 紙・1枚

（道路改修工事御尽力感謝状）　松代町字馬場町依田
@元三

大正15年8月 嬢切紙・1枚 0885・26

家政／履歴

（依田祐太郎履歴下書） 嘉永七年～慶応二年迄 緑罫紙・1枚 0886－088

御上書（軍事取調・金方取調内々被申付二付）　藤田 慶応3年12月30日 折紙・1枚 0629－1
新太郎・平林吉之助・依田忠之進他2名

（依田忠致履歴家族区務所二而認書） 明治9年4月21日 横切紙・1枚 0886－113

（依田甚兵衛履歴） 竪紙・1枚 0886－034

（依田家履歴分限帳等書抜） 横切継紙・1通 088ぴ042．

（依田家履歴分限等書抜） 横切継紙・1通 0886－043

家　禄

家禄記（下書）

ﾆ禄記　依田氏　明治8年家禄請取3枚共

明治3年～同5年

ｾ治3年～同7年

横折半折・2枚

O半半折・1冊

0792－7

曹V92－1

縁　組

依田稠二刀養嗣子祝儀関係書類 （明治30年4月） 0885－41

御用三品（食器） 竪紙・1枚 0885．41－1

（準備道具・品覚） 横切紙・1枚 0885－41－2

（借用品覚） 折紙・1枚 0885・41－3

（出席者人数書上） 横切紙・1枚 0885－41・4

（出席者人数書上） 横切紙・1枚 0885．41－5

（四月九日・後日献立） 折紙・1枚 0885－41－6

（出席者名簿） 折紙・1枚 0885－41－7

（出席者名簿） 横切紙・1枚 0885－41・8

依田稠美聾養嗣子関係書類 明治30年4月9日 0885・24

養嗣子御届　包紙 明治30年4月9日 横切紙・3通 0885・24－1

聾養嗣子送入籍届控　依田稠美、宮下秀大松代町長　小野梅三郎殿

明治30年4月 竪紙・1枚 0885－24－2
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依田家／家政／縁組

（祝儀袋）　金参百匹

　　親　類

1袋 0885・36

覚（村田直太郎親類名面）　村田直太郎 （明治3年）庚午閏10月 折封・横切継紙・1

ﾊ
0880－08

貯金事務郵便　通知書（金30円領収帳簿記載）　逓信 明治20年5月 16．6×13．8・1枚 0886－115
省為替貯金局　芝琴平町二番地宮下秀大方佐藤ふさ殿

献　上

覚（御婚姻御祝儀青銅12銅献上請取） 佐川又左衛門 嘉永6年12月 横切紙・1枚 0882．2・03
依田源之丞殿

覚（年始御礼銭青銅24銅請取御納戸江納） 斉藤善蔵 嘉永7年正月 横切紙・1枚 0882・2・04
依田源之丞殿

覚（年始御礼銭青銅24丁丁取御納戸江納） 佐川又左 安政4年正月 横切紙・1枚 0882－2－05

衛門　依田源之丞殿

覚（当用年始御礼銭受取納）　西村源兵衛 依田祐太郎 万延2年正月 横切祇・1枚 0882・2．09
殿

覚（年始御礼銭受取御納戸納） 佐藤伊与之進　依田源 万延2年正月 横切紙・1枚 0882－2－10
之丞殿

覚（御用金100両上納請取）　酒井市治 依田源之丞殿 元治元年12月15日 横切継紙・1通 0882－2－16

覚（年始御礼銭青銅5疋請取御納戸納） 上村何右衛門 慶応4年正月 横切紙・1枚 0882．2・18
依田忠之進殿

覚（年始御礼銭青銅5匹請取御納戸納） 水井市治 依 明治2年正月 横切紙・1枚 0882－2－19
田忠之進殿

覚（御祝儀青銅5匹献上請取御納戸納） 斉藤善九郎 明治2年6月 横切紙・1枚 0882・2－20
依田忠之進殿

覚（年始御礼銭青銅5匹請取御納戸納） 水井市治 依 明治3年正月 横切紙・1枚 0882－2・22
田忠之進殿

才覚金差出拍　依田忠之進 明治4年正月 横半半折・1冊 0882．2－23

覚（献上御肴代20疋請取）　大川由兵衛 依田源之丞殿 午4月5日 横切紙・1枚 0882－2・31

覚（別段御趣意拝借上納請取） 高坂民左衛門・草川吉 12月 横切紙・1枚 0882－2－36

右衛門・関田慶左衛門　依田又兵衛殿

葬儀・法事

（依田美誉葬儀弔辞）　依田忠正

i十二二二年忌書留）

竪紙・1枚

G紙・1枚

0885－11

O885－16

家作・普請

（居宅間取図） 「大工西昌四郎、屋根屋上田三吉」　貼紙
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依田家／家政／諸届

諸　届

（転居・出生井名附子写）　依田忠到　第一大区三門区 明治8年8月24日・10月 竪紙・1枚 0886－080
戸長御中　長崎海軍出張所から第一大区十小区築地弐丁 13日

目十八番地住居・長女はな出生

盗難御届下書　第二大乱二小区新桜田誌面番地寄留長野県 明治9年11月19日 青罫紙・1枚 0886・095
士族依田さく

公債証書遺物御筆（父佐久間恪死去二野）　芝区田村2 明治12年10月 竪紙・1枚 0618－06
番地寄留長野県士族佐久間継逮幼年二付後見人麻布区東町
39番地寄留長野県士族北山三画面東京府知事楠本正隆殿
代理千田貞暁殿

明治28年微初物取調拍　依田稠美 明治28年1月7日 竪紙・1枚 0884－36

（土地分割、地目変換地価取調届綴）　依田元塩崎税 明治39年 美・1冊 0361
務署長長久保得平

旅　勢

多四丁海運御守（袋） 94x75・1袋 0886。118

書　状

市治書状（御入用金3百疋御落手可被成下） 8月26日． 横切紙・1枚 0815－2－03

市治書状（借金残金差上落手被下度旨） 源之丞様 12月21日 横切継紙・1通 0815－1－01

等等遷翻半揚藷罫御書二二 御趣意 申12月22日 横切継紙・1通 0815－2－02

入弥左衛門書状（給禄過渡分御上納被下度） 依田忠 1月18日 横切紙・1枚 0882－2－33

之進様

源之丞書状（咳養生経過、大坂一の名物飴送付） お 11月晦日 横切継紙・1通 0885・22
こととの

小鮮輔。羅細事）穐鍛難灘地所譲 12月16日 横切継紙・1通 0885－23

好傑書状（御雇御免被仰付拝領物、勤仕中御厚情謝辞） 2月1日 横切継紙・1通 0886，023
穏美様

故金井先生建碑首唱者趣意書　馬場町依田嗣美殿 印刷 明治32年3月 横切紙・封筒 1 0886－070
枚

小弥太書状（御不快御様子如何画面在候出御内教願） 正月25日 横切継紙・1通 0831－08
源之丞様

佐藤則善書状（年頭挨拶） 1月2日 横切継紙・1通 0886－013

佐野秀書状包紙　東京芝区琴平町二番地依田稠美様 切手 明治22年3月13日 包紙・1枚 0886，001

佐野山書状（年頭挨拶）　依田稠美様 1月7日 横切紙・1枚 0886・065

（佐野）秀書状（小児病状詳細報知）　御兄上様 三宿 3月12日 横切継紙・1通 0886－067
紙

（佐野）秀書状（東京コレラ予防御教諭願） 御兄上 10月19日 黒罫紙・1枚 0886－083

一53一



依田家／家政／書状

様　下書力

（佐野）秀書状（去月十七・廿四日付御書拝見返書）
12月5日 横切紙・5枚 0886－039

御兄様

稠美書状（宅地組換請願諸寺料出金廻状及び別紙予算　出金割）　光義様他3名

3月27日 横切紙・2枚 0886－004

野鼠臨（馨艦載照臨評倉田野江 閏2月17日 横切継紙・1通
08ゴ5－2－01

甚兵衛書状（拝借他借明細取調等）　源之丞殿 3月4日 横切継紙・1通 0815－1－08

甚兵衛書状（西御丸不残尽焼等）　源之丞殿 5月23日 横切紙・1枚 0815－2－04

鈴木重知書状（暑中見舞）　依田綱美様参人々御中 7月21日 横切紙・1枚 0886・014

政之進書状（横浜異人館見物、稽古本仕上等） 2月16日 横切継紙・1通 0831－20

政之進書状（御祖母様23日御出立、晦日御着恐悦之段　他近況報知）

4月12日 横切紙・1枚 0826－21

政之進書状（稽古衣橋神代料支払法、肴送付謝辞） 7月27日 横切紙・1枚 0886－063

政之進書状（麻疹症状報知）　御父上様 8月3日 横切継紙・1枚 0886－072

政嚢離嶽悉1犠、簡灘灘藏齢離上候 11月晦日 横切継紙・1通 0831－06

関山藤三郎書状（同姓治兵衛死亡通知）　依田稠美様 4月4日 横切紙・1枚 0886，061

三塁欝（藪翻付書状披見近況結七々日用茶 2月13日 横切継紙・1通 0886－024

（高野）庫之助書状（殿様御供無滞相勤着府報知） 4月4日 横切継紙・1通 0886－048
源之丞様

高野庫之助書状（京都御警衛状況）　依田又兵衛様 横切継紙・1通 0833－25
重陽

高野蕃里書状（洪水被災状況報知）　稠美様 8月14日 横切継紙・1通 0886－087

高騰隷嶽藤棚難節時辰口送付謝舐諸作 12月7日 横切継紙・1通 0886－093

附議殖装踊遡矯籍鍵養蝦欝女ロ麗 9月5日 横切継紙・1通 0833．18

丞様灰色宿紙

忠致書状（ラシャ送付礼及び近況報告）　依田稠美様 明治5年9月23日一 封筒、横切継紙・1 0886・002
破損大 通

忠致書状（書状荷物落手礼、あっかり金弐分壱朱差上） 12月24日 横切紙・1枚 0886－084
御兄上君

忠兵衛書状（血道之義申立結果報知延引）　源之丞様 2月5日 横切紙・1枚 0868－50

土屋伊左衛門書状（暑中見舞）　依稠美様人々御中 7月23日 横切紙・1枚 0886－025

藤三郎書状（後見人解消請求二付裁判所へこ出頭依頼） 8月1日正午 横切継紙・1枚 0886－082
長谷川様、依田様

元はがき（送物謝辞、湯島天神参詣時詠み歌）　東京 明治31年2月2日 1枚 0886－079
芝区琴平町二番地依田稠美様

羽艘離綴弄釆諜転二四）書状（作例 5月17日 横切継紙・1通 0886－012

古川光義書状（疎遠詫）　稠美様 3月16日 横切継紙・1通 0886－003
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依田家／家政／書状

又畑野礪講弄御雛疑目付締奥権御陣 （嘉永5年）10月3日 竪紙・1枚 0826－23

又兵衛書状（生麦一件風聞之趣御心配翼下二三近況報　知），源之丞殿

5月10日 横切継紙・1通 0826－22

又兵衛書状（御礼時候伺、異国応接等） 10月1日 竪紙・1枚 0826－24

又幽幽類藷野心饗鵬此鰍減御台 11月14日 横切継紙・1通 0832・76

又兵衛書状（拝借金返上、京都騒動等） 竪紙・1枚 0826・25

ミ盆状（かいこ収穫作業概たけのこ収穫状況報 7月5日 横切継紙・1通 0886－085

宮下秀大書状（年頭御祝詞、八丈伝脱丁本社へ通知願） 1月3日 封筒、横切継紙・1 0886－010
依田穏美様 通

宮下秀大書状（小田原行、コレラ状況等報知）　綱美 8月23日 横切継紙・1枚 0886・073
様

宮蚕喬棲門下魏臨㍊羅覇翻瀦嚢 11月7日 横切紙・封筒　1 0886－091

美宛三沢浦三郎借用金証文　緑色宿紙

宮下秀大書状（金三円拝受等）　依田稠美様桃色宿紙 12月20日 横切紙・1枚 0886－022

宮原良逸書状（留守中訪問詫、御目通帰国後迄日延願） 5月6日 横切継紙・1通 0829－05
政之進様

舌音書状（御手製品献上）　兵衛様 閏月6日 横切継紙・1通 0821・08

矢野豊雄書状（亡父在職中、病中格別御懇篤謝辞） 9月7日 横切継紙・封筒 0886－092
依田綱美様 1通

与兵衛書状（源之丞死去悔状）　又兵衛様 （慶応元年）正月16日 横切継紙・1通 0886・033

理助書状（道中安否）　稠美様 8月21日 横切継紙・1通 0886・009

袋［ウワ書：遠来書状嚢］ 1袋 0885－55

袋［ウワ書：京都より書状入］ 1袋 0885－62

家計・経営／帳簿

ほや御通帳 西條村久兵衛 依田源之丞様御内 文久4年正月 横半半折／337～ 0340
342は合綴・1冊

ほや御通帳 西二村久兵衛 依田又兵衛様御内 慶応2年正月吉日 横半半折／337～ 0341
342は合綴・1冊

薪御通帳 西條村久兵衛 依田政之進様御内御役人中 慶応3年正月 三半半折／337～ 0339
342は中綴・1冊

薪卸通帳 西旭村久兵衛 依田忠之進様御内 慶応4年正月 三半半折／337～ 0337
342は合綴・1冊

薪御通 西條村久兵衛 依田忠之進様御内 明治2年正月吉日 屑綿半折／337～ 0338
342は合綴・1冊

薪御通帳 鹿嶋組槙太郎 依田政之軌範御内 明治4年7月21日よ・り 横半半折／337～ 0342
342は合綴・1冊

出納日録 一円亭 明治8年1月～11月 岡岬半折（列帖 0280
綴）・1冊
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依田家／家計・経営／帳簿

家税収納帳（虎ノ御門外新桜田町）　松本亥平　依田 明治9年4月14日～12月 横半半折・珊 0272
忠致

青物通　山村伊兵衛　依田様 明治9年8月8日～12月7 横半半折・1冊 0283

借財井質物請払拍　諸入用拍 明治10年4月 三半半折・1冊 0282

預金井積金拍帳　依田氏　預金、社倉、共和社・立奔注 明治10年12月～同17年 半・1冊 0359
社・養魚駄卸資金等の拍、立経義社株式券状（1枚）共 12月

灰罫紙（片面8行）

牛乳通　五番町13番地牛乳所　依田様刷物 明治11年8月 横半半折・1冊 0287

（金銭出納簿） 三半半折・1冊 0886－052

金銀出入覚（帳）　末尾に医家薬服覚、日雇人覚　破損 横長半・1冊 0886－097
大

（出納簿断簡） 折紙・1枚 0886－107

諸費勘定・請取

（刀取直即智請取綴）　たるや新五良、芝口二丁目いつみ 慶応2年3月21日、同4 横切継紙・1綴（2 0886－040
や長次良　上 月 枚）

記（金銭請取）　第29区戸長副依田稠美殿 （明治5）壬申年7月4日 横切紙・1枚 0882・2－27

（諸支払覚） 明治8年～10年 横半・1冊 0885－37

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞両文社会三役代理 （明治10年） （21×11．7）・1枚 0885－15－1

依田調美様　「十一月ヨリ丑年一月迄郵税共」

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞両町社会計役代理 （明治11年）2月2日 （22×12．5）・1枚 0885－15－2
依田調美様　　「寅ノニ月文ヨリ四月分迄郵税共」

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞願文社会計役代理 （明治11年）5月3日 （20。1×112）・1枚 0885－15－3
依田様　　「寅五月ヨリ七月迄」

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞両文社会計役代理 （明治11年）10月21日 （20．8×12．2）・1枚 0885－15－4

依田様　　「十一年十一月ヨリ十二年一月三十日迄三ケ月
前金同三ケ月郵税」

（明治12年）4月22日 （212x10．8）・1枚 0885－15－5

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞両文社会計役代理
依田稠美様　　「十二年二月ヨリ四月迄三ケ月前金郵税共
皆済」

明治12年2月18日 （213×12．2）・1枚 0886，030
領収書　東京絵入新聞両三社会計役代理信州松代馬場町

依田禰美様

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞両断社会計役代理 （明治12年）5月14日 （213×11．6）・1枚 0885－15・6
依田調美様　　「十二年五月ヨリ七月迄郵税とも前金」

領収証　東京絵入新聞社本局絵入新聞両文社会計盛代理 （明治12年）8月20日 （20．5xll．5）・1枚 0885－15－7

信州松代馬場町四十八番地　　「十二年八月ヨリ十月迄三
ケ月心月四回代」

普通逓送貨物受取証　長野県埴科郡松代駅組合信濃中牛 明治19年10月8日 （13．2×1＆7）・1枚 0886－036
馬会社松代支社　依田様

普通逓送貨物受取証　長野県埴科郡松代駅組合信濃中牛 明治20年5月20日 横切紙・1枚 0886・011
馬会社松代支店　依田様　「信濃中牛馬会社印刷」用紙

（諸税領収証綴）　埴科郡松代町収入役佐野秀依田稠美 明治27年度 （13．3・14×93・97） 0886－053
・1綴（3枚）
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（賦課令状綴）　埴科郡松代町長小野梅三郎依田稠美 明治27・28・30年度 （19．4×14．2）・1綴 0886－054
（3枚）

（諸税領収証綴）　松代町収入役佐野秀依田稠美 明治27年度～31年度 （14xg．8）・4綴 0886－094
（32枚）

証（松代学校舎改築費第一・二期寄附金領収）　松代 明治31年7月28日、9月 （16．3図17）・2枚’ 0886－055

町収入役佐野秀　依田直書殿 30日

竹之値段　明治32年秋改正 横切紙・1枚 0881－04

証（醸出金受取）　松代兵役優待委員　依田稠美殿 明治33年12月13日 （12．5×82）・1枚 0886－045

覚（諸勢代請取）　あらや勘兵衛上 子8月16日 横切継紙・1通 0821－01－04

覚（松代より海野宿迄本馬壱疋賃銭請取）　石坂市郎 丑6月 横切紙・1枚 0882－2．29

右衛門　依田政之進殿

覚綴鋸斗9鞍舗轡欝欝建江譲渡為 巳12月23日 横切紙・1枚 0882－2－30

覚（内金請取）　笹屋歳次郎依田様御内 申7月 横切継紙・1通 0886－005

（袴地網代金万屋請取証綴）　万屋七兵衛依田様 酉5月31日～11月31日 横切紙・横切継紙 0886－066
1綴（2枚・1通）

覚（金4両2分受取）　近江屋庄右衛門　依田甚兵衛様御

@内
亥4月3日 横切継紙・1通 0820－2－04

（正月～十二月利足勘定） 折紙・1枚 0886－108

記（一～八月雇人足・賃銭書上） 1月～8月 折紙・1枚 0886－111

（銀弐匁五分請取）　依田忠之進殿 3月4日 横切紙・1枚 0882－2・34

覚（ふとん代請取）　丸屋伊兵衛上 3月14日 横切紙・1枚 0886・112

覚（諸品代勘定）　灰色宿紙 9月20日 横切紙・1枚 0821－01・06

覚（つ工白壱本代金）　担屋庄兵衛上様 9月21日 竪切紙・1枚 0821・01－07

覚（本小倉代金請取）　鍵屋平［］　依田様織物見 9月25日 横切紙・1枚 0821・01・05

本添付

記（運送品預り）　内国通運会社松代社中羽生田徳左衛 10月19日 横切紙・1枚 0886－026
門　依田様御内中

記（鑓代金請取）　内国通運会社信州松代分社酒井新平 11月6日 竪紙・1枚 0885－51

（無尽金書上、金井好八郎様御三金御書上）　灰色宿 横切継紙・1枚 0858－06

紙

（俵数金高書上）　依田政之進殿 横切紙・1枚 0882－2・39

（俵数金高書上）　依田政之進殿 横切紙・1枚 0882－2－40

（籾代金・駄賃勘定） 横切紙・1綴（2枚） 0882。2．41

（諸富代金請取綴）　宛名「山口様」（1枚）、「依田政之進 横切紙・横切継 0885・25
様」（1通）、他は「上」 紙・1綴（13枚・通）

（御料理代金書上）　内田　上 竪紙・1枚 0885－52

（三品代勘定） 横切紙・1枚 0886－015
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貸借

覚（拝借上納暗証文案案）　依田甚兵衛・加判親類岩下 嘉永5年12月 竪切紙・1枚 0882－2－01

縫殿丞・中村周徹　春日儀左衛門殿他3名

覚（別格御趣意村仮借財調書付） （嘉永5年12月） 横切継紙・1通 0882－2－02

覚（川崎源吾江返金預証文）　八田競依田源之丞殿 安政4年12月 横切紙・1枚 0880－06

覚（先年御用立金7両2分之内金5両請取）　山田見龍 安政5年11月22日 竪切紙・1枚 0882－2・06

依田源之丞殿

覚（金5両拝借証文）　依田源之丞金井新六郎殿明治 安政5年12月 横切紙・1枚 0882－2－07

庚午7月12日返済

おほへ（金子3両借用証文）　岩下源之丞様 文久元年12月10日 横切紙・1枚 0882・2・11

袋［ウワ書：証文切手類］　円松亭 文久元年12月改 1袋 0882・2

覚（江府拝借金噛癖年分請取）　野中弥右衛門依田政 元治元年4月 横切紙・1枚 0834・021
之進殿　灰色宿紙

（借用証文綴）　依田政之進・依田謙次郎・依田源之丞 元治元年6月～慶応3年 横切継紙、横切 0856・1

水野清右衛門殿 5月 紙・1綴（6通、6枚）

（借用金請取証文綴）　水野清右衛門他依田宛 慶応3年～明治6年 横切継紙、横切 0856・2
紙・1綴（1通、6枚）

覚（金15両借用証文）　依田忠之進保嵜伝様端裏書 明治4年3月24日 竪切紙・1枚 0882・2・24
「明治五六日返済」　墨消

覚（金7両借用証文）　依田忠之進　保嵜伝様7月12日 明治4年4月 竪切紙・1枚 0882－2・25

返済

覚（元金返済日延証文）　依田忠之進保嵜伝殿 （明治4）辛未年12月’ 横切紙・1枚 0882・2－26

証（金3両拝借証文）　依田祐次郎大日方良之助殿 （明治5年）壬申正月18 横切紙・1枚 0882．2－32

借用金質入拍 明治6年12月～明治9年 横半半折・1冊 0263
8月22日（明治9年6月7
匹婦）

（借用金子証文）　第2大区4小区愛宕町1丁目7番地依田忠 明治7年6月25日 竪紙・1枚 0795－2
致、請人長谷川直太郎　山北幸吉　金15円　端裏書「十
月廿日返す」

地所井建家売買定約証案　松代町1107番地依田稠美・証 明治21年4月27日 竪紙・1枚 0884・33
人宮下秀丈　売主内村永生殿代理松代町1117番地片岡哲
太郎殿

宅地井建家借請証下書　埴科郡松代町借主山本繁治、同 明治22年1月 竪紙・1枚 0885・12
郡同町証人大島勝三郎　依田稠美殿

覚（長谷川直太郎江御用達金之内受取証文）　川崎源 巳12月晦日 横切紙・1枚 0880－07

吾依田源之丞殿

口上覚（親類丁丁談拝借他借共金高明細取調二付） 3月 横切継紙・1通 0815？1－10

下書　依田甚兵衛・親類樋口与兵衛・高野車之助　様

（江府御拝借金御民所信上納御座候様）　酒井栄助・池 3月 横切紙・1枚 0882・2－35

田庄右衛門　依田政之当年

口上覚（拝借金返済延期願）　依田又兵衛折封 6月 横切継紙・1通 0790・2

覚（長谷川三江御借金受取証文）　川崎源吾依田源之 10月8日 横切継紙・1通 0880－05
丞殿
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覚（要用二四借金証文）　依田忠之進水野清右衛門殿 閏10月 横切紙・1枚 0855．4

（諸書平綴）　本口籾代金、不足俵代金、金子借用証文、 竪紙、横切継紙、 0856－3
借用金返済明細、拝借夫給金上納等覚 横切紙・1綴（5枚、

1通）

（直太郎借財方取調書上） 横切継紙・1通 0880・03

長谷川直太郎借財取調方覚帳　長谷川三門拍 横長半・1冊 0880・09

（残金上納額書上） 横切継紙・1通 0882・2・38

無　尽

頼母敷面蕊取極出　発起□依［］　［フケ・破損大］ 嘉永2年12月 美・1冊 0454

覚（無尽金1両請取）　金児丈助依田源之丞殿 嘉永3年3月 横切継紙・1通 0815－2．07

（無尽帳）　安政5年暮調 横長美・1冊 0355

党（御祭礼無尽懸金5両時借証文）　依田源之丞、金井 安政6年12月19日 横切紙・1枚 0882－2－08
新六郎殿

八三兵勘定（無尽金）　継紙（酉年勘定） 万延元年 横切紙・1枚 0820－2－18－3

覚．（無尽金勘定）　太平依田様 慶応元年12月 横切紙・1枚 0820・2－07

覚（無尽御取替金請取）　酒井市治依田又兵衛殿 慶応元年12月 横切紙・1枚 0882・2－17

歳尾聚揚、（金納入高、金出高調）　一輪真相破損大 明治2年12月 横井半折・1冊， 02921

万仕入方出金覚　破損大 明治4年2月20日～4月 横長半・珊 0297
19日

貸借及預金元簿　灰罫紙（片面8行） 明治16年5月～同32年7 半・1冊 0298
月1日

預ケ金井積金元帳　灰罫紙（片面8行） 明治16年5月㌣明治21 半・1冊 0299
年7月（明治18年1月改）

覚（無尽金取替書上）　市治源之丞様 子3月 横切継紙・1通 0882－2－28

（無尽金勘定覚）　灰色宿紙 丑12月20日 横切紙・1枚 0820－2－08

覚（無尽金3分2朱落手）　市治源之丞様 寅12月 横切紙・1枚 0815－2－06

（植木様卸無尽金勘定）　大熊太平依田政之進様 辰12月 横切継紙・1通 0820－1－12

覚（無尽金勘定）　儀右衛門 巳12月22日 横切紙・1枚－ 0820－2・18－2

口上（山田氏江無尽金返金）　裏書あり 午12月29日 横切紙・1枚 0815－1－04

長谷川藤蔵勘定（無尽金）　裏書あり、灰色宿紙 未年 横切継紙・1通 0820・2．13

（八田様無尽金野年勘定）　82（》2－18－1～3紙繕一括 申年 横切紙・1枚 0820・2－18・1

（無尽金山田殿勘定）　灰色宿紙 三年 横切継紙・1通 0820－2－01

覚（代官町無尽勘定） 三年12月 横切紙・1枚 0815－1－02

覚（無尽金勘定）　市治源之二様 亥6月 横長美・1冊 0820－1－14

2月朔日 横切継紙・1通 0815・1・07
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覚（無尽御掛返し金壱両預り）　依田源兵衛中村周徹 2月1日 横切紙・1枚 0815・2．05

殿

御薩（無尽金繰合）　市治 11月晦日 横切継紙・1通 0815－2－09

御請（無尽金繰合）　市治灰色宿紙 12月25日 横切継紙・1通 0815－2－10

覚（無尽金御差引勘定）　依田　小林様 12月25日 横切継紙・1通 0882・2－37

口上（無尽掛金上納）　仙右衛門源之丞様 12月26日 横切継紙・1通 0815・3－2

口上（華年満会之節無尽寄金落掌）　見龍　源之丞様 12月晦日 横切継紙・1通 0820・1－08

灰色宿紙

御酒（無尽金繰合）　市治 21日 横切継紙・1通 0815・3－3

口上（無尽金預）井勘返状　よた　中川様 30日 横切継紙・1通 0815－1．05

（無尽金控） 半仮綴・1冊 0319

見襲轡（雛繕騰躍分蹴嚇而取計可 横切継紙・1通 0815－3．1

覚（中村様無尽金勘定） 横切継紙・1通 0818－06．12

いせ講巳年金寄之内書抜（中村周回） 横切継紙・1通 0818・06・13

覚（馬場町無尽金勘定） 横切紙・1枚 0820・2－05・

（塩代金他勘定覚）　裏書（長谷川藤蔵殿無尽金勘定） 折紙・1枚 0820．2・06

覚（無尽金勘定） 横切紙・1枚 0820・2・09

小林勘定（無尽金）　裏書あり、灰色宿紙 横切継紙・1通 0820・2・10

（依田忠之進無尽金勘定） 横切紙・1枚 0820・2・15

（無尽金借入勘定） 折紙・1枚 0820－2・17

①無尽掛戻取調・②覚（御趣意拝借金勘定）　①依田　　　　　　　　　　　　　　　　　破損甚大　［］・親類岩下縫殿丞・中村二二

折紙・1枚 0829・14脅

（無尽金勘定覚）　鎌次郎様 横切紙・1枚 0878．20

経　営

有信会定則 明治9年4月 半・1冊 0360

長野県下蚕糸業組合之証　長野県下蚕糸業組合取締所
@埴科郡松代町依田稠美　「埴北第一四五六号」、裏面20～

明治19年9月 （10．7×7．4）・1枚 0885・34

22年検印あり

（立国義社開社二付条々内々御出願） 長谷川昭道 茶 3月26日 堅小型（19．3×1a8） 0262
罫紙（20行） ・1冊

記録・学芸／学芸

鞍鐙繋名　近藤四郎右衛門尉茂成　金井右衛門尉介　725 寛永5年正月吉日 1巻 0733
～734は紐にて1括

目録、図解目録、外巻秘伝　斎藤四郎衛門朝岡　依田縫 延享4年仲春吉日 1巻 0730
殿憎憎　銃長略、弓長略、槍計略等　725～734は紐にて

1括
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免状　斎藤四郎右衛門朝仲依田縫殿進殿725～734は紐 延享4年仲春吉日 1巻 0731

にて1括

護身法次第免状　法印英章　依田木工右衛門殿 文化11年2月吉祥日 折紙・1枚 0865凋2引

諸記録

（信濃国玉附写）　灰色宿紙 元禄15年12月 横切継紙・1通 0813．5

松本御城御請取之節御行列（帳）　依田 享保10年10月朔日 横切美・1冊 0204

松代満水之記（松代領4郡之水難改覚）　三二力 寛保2年8月2日 半仮綴・1冊 0223

（依田忠興顕彰文）　安藤忠正 享和元年8月望日 竪紙・1枚 0885－10

（東叡山御参詣御口固一件留）　依田控表紙破損 文化10年6月20日 横美半折・1冊 0180’

包記　全　依田利十型奥書に嘉永2年6月朔日、飯島與作 嘉永2年5月30日写 半・1冊 0419
勝休が伝写許可した文言あり

（京都より囚人送写）　フケ・破損大 （安政6年力） 半仮綴・1綴 0520

英ノミンストルヨリ同国コンシュル江書簡ノ写 万延元年3月22・23日 横切紙・1枚 0818・03・01

大門踊唄　雨宮村日吉山王神事踊唄　依田よし継忠 文久元年8月19E写 竪小型（16×12．4） 0885．19
黒罫紙（片面9行） ・1綴

（京大坂長州三諦木札写） 元治元年7月 竪切紙・1枚 0821．02－4

（和蘭国語衣服類名称寸法写）　与田内 慶応4年7月8日写 竪紙・1枚 0885・38

（二三復古、版籍返上届写）　真田信濃守　弁事御中 （明治2年）6月23日 竪折紙・1枚 0886－099
下部欠損

（大学校御申立、皇漢医道合併ノ学局献言案）　皇医 明治2年8月 竪紙半折・1綴（3 0886－017
道大学中博士権田直助他9名 枚）

県庁職制表　依田忠継 明治（2年）己巳11月 竪紙・2枚 0777・1

29日写

（学制改革二三人員取調表雛形） 明治（4年）辛未10月 竪紙・1枚 0777・5

（蘇無熱無難奢騒義解
（明治18年） 折紙・1枚 0886・027

用水池分水約写　依田稠美他5名　西条村東沖道下惣代佐 明治19年8月7日 竪紙・1枚 0886－041
藤清志殿他5名　破損大

雅楽協会松代支会設立趣意井仮規則　赤罫紙（片面12 明治28年9月 半・1冊 0543
行）

（鷲藩癬耀騨替二曲大献臣宛請願及請願二関ス （明治30年頃力） 竪紙・2枚 0776

入院許可書写　依田ミツ 明治32年5月18日診断 竪紙・1枚 0886・029

長州夷弓戦之事　端裏書「子八月＋八日京地二而写」 子8月18日写 切紙・1枚 0885－43

大津宿札場張紙之事 亥8月 竪紙・1枚 0885－02

（松代商法社破綻始末覚書） 11月晦日 横切紙・1枚 0886－021

（献立井配膳図）　前回 1巻 0735
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依田家／記録・学芸／諸記録

新参悪玉ちょぼくれ（須坂ちょんがれ）　灰色宿紙 横切継紙・1通 0818・04・01

（会賊誹誘書写）　列藩有志中 横切継紙・1通 0821－02－6

をみなへし歌 横切紙・1枚 0831－03

（麻疹二禁忌べきもの井食合覚書） 横切継紙・1通 0831－27

（上中下国別等級別石盛覚） 横切継紙・1通 0833・22

（教練書五部内訳井残弐部差上） 横切紙・1枚 0868・55

（諸大名参勤畳表） 320×475・1枚 0885－01

浄瑠理外題大姦 騨・1枚 0885・05

楠公之碑蔭　末尾「右東都桜田新橋於舘中病中古本之内ヨ 竪紙・1枚 0885－09
リシテ写」

（薬処方）　丁丁生る薬、髪生る薬、人をして美人とする 折紙・1枚 0885－3噌

法、婦人の髪を長くし光沢を能する法、男女ともホ髪を
長くし縮髪を治す、男女髪のはげたるを生すつけ薬

（華わ丁丁ゆめ） 折紙・1枚・1綴（3 088与一32
枚）

拓本 竪紙・1枚 0885－40

安藤様御一条（坂下門の変）留 折紙・1枚 0885・46

（撲夷勅書、勅使持参御書付写）・ 折紙・1枚 0885・48

（小学校学習指導案） 赤罫紙（片面12行） 0886・006
・11枚‘

（漢詩） 竪継紙・1通 0886・008

（おもひをのふるうた）　1枚後欠 青罫紙（片面10行） 0886－016
・2枚

（門門裁縫寸法） 折紙半折・1綴（2 0886－037
枚）

借物の弁 横切継紙・1通 0886－049

（御定書写）　前後欠 竪紙・1枚 0886－051

（東叡山由緒書）　前後欠 竪折紙・1枚 0886－056

（菌類栽培法風俗画報第九号書抜）　破損大 竪折紙・1枚 0886，057

（日光山東照宮由緒書）　断片（15～18・27丁） 竪折紙・5枚 0886－069

（木曽義仲願書・源義経含状写） 竪継紙・1通 0886－074

（古今和歌集序写） 黒罫紙・8枚 0886・077

（高輪東禅寺狼籍乱入一件、江戸武術稽古状況来書写） 竪折紙・1枚 0886・086
破損大

（画法詳論書抜） 竪紙・1枚 0886－103

（百歳マテ寿命ヲ保ツ法、色抜之法）　墨消 竪紙・1枚 0886－104
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依田家／記録・学芸／絵図

絵　図

松代
（海津城掘割図） 寛文元年6月5日 0710

（松代城普請願添図写）　依田利継写彩色 享保2年4月（嘉永3年5 （55×58）・1鋪 0645
月写）

御本丸御殿御絵図　山寺庄左衛門御用掛 宝暦6年4月成就 669～674同一袋 0669
（7α8×77．6）・1鋪

花丸御殿極り絵図 明和5年2月25日 669～674同一袋 0670
（5＆2×7a1）・1鋪

花御丸御殿絵図 享和3年5月改 （117×130）・1鋪 0724

（松代網図）　彩色 （132×156）・1鋪 0646

袋芝麟翠魍牒編礫喫耀城鱒麟 669～674同一袋
i7α8×776）・1袋

0669

図）

（海津白子割白） （751×79．4）・1鋪 0709

（二之曲輪） （56．3×794）・1鋪 0712

（海津城堀土居間数） （77．2xlll．3）・1 0714
鋪

（海津晶晶） （97．6×80．2、114．2 0716
×119．7）・2鋪

（海津城部分見取図）　貼紙 （19．3×16）・1枚 0885・30　’

御領分絵図．（包紙） 1包 0886－038

（清水寺前略図） 竪紙・1枚 0886，117

江　戸

（江戸城図）　依田利継彩色 嘉永6年7月写 （27．4×3＆6）・1枚 0693

袋（江府御殿絵図五枚） 安政4年5月皆出来 655～659同一袋・1 0655
袋

壱之割御書院井御玄関共絵図面 安政4年9月 655～659同一袋 0655
（27．7x482）・1鋪

表弐之割（絵図面）　彩色、貼紙 655～659同一袋 0658
（39．4×83）・1鋪

奥三之割絵図面　彩色、貼紙 655～659同一袋 0657
（53．2k78．2）・1鋪

表四之割絵図面　彩色、貼紙 655～659同一袋 0656
（392x60．9）・1鋪

長局五二割（絵図面）　貼紙 655～659伺一袋 0659
（27．7×59．2）・1鋪

（永田町屋敷割図）　彩色 （42×58）・1鋪 0642

（芝愛宕下屋敷割図）　彩色 （46．5×64）・1鋪 0647

（浜町神田辺町割屋敷割図）　彩色 （46x62．5）・1鋪 0648・
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依田家／記録・学芸／絵図

（江戸城周辺屋敷割図）　彩色、摺物 （26×37．3）・1枚 0649

柳鰐之翻タ袋ウワ書（柳営之図弐枚江戸御半 650～654同一袋
i76．2×70．5）・1鋪

0650

（上屋敷図　長局五之割） 650～654同一袋 0651
（20．8×66．8）・1鋪

（上屋敷図　奥三之割絵図面）　彩色 650～654同一袋 0652
（528×77．8）・1鋪

（上屋敷図　両町通観書院臨御玄関共絵図面） 650～654同一袋 0653
（27．8×50）・1鋪

（柳営図） 650～654同一袋 0654
（39．1×59．1）・1鋪

駿河台小川町（割図）　彩色、破損大 （47．8×63．2）・1鋪 0689

谷中本郷丸山（屋敷割図）　彩色、破損大 （41．9×5＆2）・1鋪 0704

（京橋辺町屋敷割図）　彩色、破損大 （42。3×57．1）・1鋪 0705

（江戸城）　1鋪は輪郭のみ （54．8×50．4、61！7 0713
×47．4）・2鋪

その他

松本城之図　村田貞応彩色 文化4年8月22日謄写 （82．5×97）・1鋪 0644

袋（三国通覧図　依田利継）　依田利継 665～668同一袋・1

ﾜ
0665

朝影露塵幽幽力縄スカラツコ嶋等数国接 665～668同一袋
i63．9×50．2）・1鋪

0665

蝦夷国全図　仙台林子平更依田善継彩色 天保15年2月26日時 665～668同一袋 0666
（49．3×62．6）・1鋪

朝鮮八道之図　依田善継彩色 天保15年2月23日写 665～668同一袋 0667
（49．4×78．4）・1鋪

琉球三省井三十六嶋之図　仙台林子平図依田善継 天保15年2月24日写 665～668同一袋 0668．1
彩色 （32．2×49．8）・1鋪

無人嶋本名小笠原嶋ト云大小八十余山之図　仙台　林 天保15年2月25日写 665～668同一袋 0668－2
子平図　依田善継　彩色 （25．2×624）・1鋪

薩州霧島山天逆鋒、霧島山隅州曽於郡正面山形之図 嘉永3年5月17日写 （27．6×38．7）・1枚 0695
依田源之丞利継

（大坂落城之節の略図）　依田よし継 万延2年2月写 669～674同一袋 0671
（3＆8×27．8）・1枚

長華押画嚢崎警職諭羅欝）乙丑春3月魯 文久2年2月12日写 669～674同一袋
i38．3×53．8）・1鋪

0672

（七月朔日戦之図） 7月14日 （24．5×31．2）・1枚 0708

（魯西亜使節長崎渡来行列図） 669～674同一袋 0673
（28．3×58）・1鋪

（東照宮境内図） （279×38．9）・1枚 0707

（屋敷図） （105×67．4）・・1鋪 0717

（茶湯曲輪古丁丁） （74．6×48．8）・1鋪 0720
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依田家／記録・学芸／絵図

袋［ウワ書：相州浦賀海辺之図三紙、江都大坂松代御城図 1袋 0885－57
壱紙、西国海辺之図壱枚、越州春日山城之図壱枚、信州
小県郡砥石松尾城之図、松代上田松本辺之略図壱紙、横
浜御固之略図壱枚、大坂御台場略図壱枚、日向国霧島山
天逆鉾白図壱、御預り六番御台場之油井御据筒破裂之図、
唐船ノ図壱枚、外国船印之図］

蔵　書

大日本国掌覧全図　摺物 弘化3年閏（5）月1日 （1＆1×249）・1枚 0676

万寿大阪細見図（帯）　積典町回梓裏書「元治元子年 慶応2年4月5日ヨリ （17．6×12．8）・1帯 0886－114
秋浪花二而求之　松代藩臣依田利継」　文久3歳再改正
摺物

（中村座演目）　板元猿若町壱丁目かたばみ屋米次郎 明治9年 竪小型（1Z5×10．2） 0885－27
・1冊

五重宝画図　摺物、彩色 明治15年1月6日御届 （1＆7×16．6）・1枚 0885－07

鎌倉古図・東京深川近藤圭造刷物 明治18年8月1日御届 竪紙・1枚 0884－21

横須賀明細弍覧図　編輯兼出版人東京府平民山本良助 明治20年10月1日御届 （37．4×50．8）・1枚 0885－18
刷物

相州鎌倉下田谷山定泉寺略絵図　編輯兼出版人佐藤七左 明治22年4月16日改正 （455×30．9）・1枚 0885－08
衛門　刷物、袋入、破損大

新橋横浜及国府津間汽車時刻表　鉄道局刷物 （52．8×34．7）・1枚 0885．21

御開港横浜之図　横浜本町2丁目角新栄堂東屋新吉蔵板 （46．4×66．2）・1鋪 0677
摺物

（江戸図）　摺物 （49．1×36．4）・1枚 0684

御開港横浜田図　677の丁丁 （4＆4×65．3）・1鋪 0685

象頭山金比羅全図　一ノ坂成功堂蔵版彩色摺物 （35．6×49）・1枚 0687

副査峯之図　摺物、彩色、平安速水春暁斉画 （36．1×49．5）・1枚 0688

阿蘭陀船図　大和屋板彩色摺物 （30．5×22．5）・1枚 0691

方角の図（嘉永3年2月江戸大火）　摺物、彩色 （36．5×50．1）・1枚 0698

鳥念沙摩　布袋入、摺物 1巻 0737

江之島金亀山三宮細見図　摺物 竪紙・1枚 0884－23

東湖先生正気歌　文信公正気歌　「明治四辛未初夏写 （10．6×172）・1枚 0885・06
之」　摺物

（徳川十六人衆武者絵）　摺物 （81．2×31．2）・1枚 0885－17

和漢書画便覧　書画房蔵摺物、裏「松代文庫」蔵書印 （37．5×90）・1枚 0885－20

てホをはのつかね法　摺物 竪紙・1枚 0885－29

（薬剤能書）　京室町通四條下ル処元祖近江事上田重達入 竪紙・3枚 0886－007
轟轟閑、当代上田元彊誓嵩置　摺物

第十四師団凱旋歓迎歌（本社懸賞募集一等当選）　東 竪紙・1枚 0886，076
京日日新聞附録・刷物

古銭と近代銭の鑑定法（切抜）　刷物（265～272頁） （22．1x14．2）・4枚 0886－089
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藩主真田家／系図・系譜

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

藩主真田家／系図・系譜

御梨轟甲霧註鱒響畿黙燕論嵩欄 延享5年2月 美・1冊 0229

とあり

（真田家譜）　依田源之丞利継複写 文久元年7月朔日写 1冊 0762

家　格

（当藩管下騒擾之義二付知事職継続嘆願書）　元松代藩 （明治4年）辛未正月22 美・1綴 0615－5

士族権大史長谷川昭道他3名　吉井民部大丞殿　黒罫紙 日

（片面8行）

（廃藩置県勅書、免藩知事写） 明治4年7月14日 竪紙・1枚 0620・01

（藩知事職返上御下問二付藩士一同嘆願書下書）　御藩 （明治4年） 半・1綴 0620－04
士一同

家　禄

御家禄ノ事　高野考嬰 明治26年11月 半・1綴 0792－8

書　状

小笠原壱岐守書状（初登城二付殿中心添願）
　正忠様

真田弾 12月晦日 横切継紙・1通 0781－08
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藩政／法制／触・廻状

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

藩政／法制／触・廻状

御家御触演説之部　公儀及び領内触演説 文化6～安政6年 横半半折仮綴・1綴 0075

（演説留書） 文政9年正月29日～弘 野洲半折仮綴・1冊 0139
化元年7月4日

（御家御触演説）　公儀及び領内触演説、前欠 弘化元～安政5年 横半半折仮綴・1綴 0076

御触井演説控 （嘉永6年） 横半半折・1冊 0128

（灘灘騰矯開脚塵縮舗壽 （安政6年）8月 横切継紙・1通 0829．09

記帳麟細筆灘望雛騰 文久2年閏8月22日 横長半仮綴・1冊 0079

①真田・松平家留守居②真田・岡部・西尾・松平家留守
居

御鵬魏購鎌り聡簾へ御達（留守居井類役 文久3年2月 横切継紙・1通 0831－24

（御道中法度） 文久3年3月 横切継紙・1通 0863

（1灘左馨囎●幽幽守連名御直廻状写）（震解 （元治元年）2月25日　　　　　1
半・1冊 0447

（御触演説留）　小崎貫兵衛　大膳大夫父子官位平門放、 （元治元年）9月5日 横切継紙・1通 0862－5
御出発話節道筋旅館小諸品用意、長防両国武器米穀等輸
入禁灰色宿紙

（武州横浜交易停止触井ちょぼくれ）　執事成章　別当 戌5月 横切継紙・1通 0831－26
所老中江

（鵯霧灘鴇顯鵬欝今日より不差出山盛 戌12月5日・15日 横切継紙・1通 0831－29

（御上臨御乗船日限被仰出自付演説触）　一二三　灰色 正月 横切紙・1枚 0831－11
宿紙

（御曲輪内異変御触留）　巻上「公辺より被溜出二言御屋
@敷二号も被仰畔引」　灰色宿紙

3月12日 横切継紙・1通 0868－49

（還御御触写）　灰色宿紙 5月25日 横切継紙・1通 0835－13

（副耳院様東叡山二軍御法事執行旧事） 6月2日 横切継紙・1通 0829・08

①騰欝矯耀：猿難鞭 ①6月23日、②⑥月27
冝A③6月19日

横切継紙・1通 0831－17

①松平修理大夫家来西筑右衛門②町奉行灰色宿紙

（横浜交易停止内状写）　執事成章別当所老中灰色宿 6月 横切紙・1枚 0831－16
紙

（御勝手向逼迫二十節倹触留） 8月12日 竪紙・1枚 0885－53

（和宮様御実母御逝去慎触写） 8月15日 切紙・1枚 0885－42

（演説留）　灰色宿紙 10月16日～11月17日 横切継紙・1通 0835－40

（衣服制度御改革二付御触留）　灰色宿紙 11月13日 横切継紙・1通 0833－26
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藩政／法制／触・廻状

中野県管下村民騒擾二付厳重進退達写）　藩庁後欠 12月20日 横切継紙・1通 0886－018

（艘朧勾配締二駿『麗㍊被仰出候鮒井諸藩 12月 横切継紙・1通 0838・10

（御上洛二付東海道中山道旅行見合触書） 横切継紙・1通 0831－05

（上意有之面々月番老中へ以使者御請可申達廻状写） 横切継紙・1通 0831・25
柳原式部大輔・奥平大膳大夫　真田信濃守様　灰色宿紙

布告・布達

（駅逓御布告写） 明治3年3月23日 半仮綴・1冊 0222

達書（御用有之其藩江被差遣）　弁官松代藩 （明治3年）庚午12月2 横切紙・1枚 0629・2

（神武天皇御祭典太政官布達写）　太政官　黒罫紙（片 （明治4年）辛未3月 美・1枚 0618－01
面8行）、破損大

（曖禦礫駆穏予州鶏罐露翻野達 （明治4年）辛未3月 美・1綴 0620．06

太政官布告（廃藩置県、弁官廃止） 明治4年7月 半・1枚 0619－06

兵部省、東京府、太政官、松代県庁布達留 （明治4年）辛未8月～ 半綴・1綴（4枚） 0618・13
10月

（灘讐膿難聴激襲野行’明細舘式 明治4年 横切紙・1枚 0886－019

（禄券売買差止太政官布告写）　太政官上部欠損 （明治5年）壬申2月 竪紙・1枚 0620－02

財　政

旧債伺書類 半・1綴 0614－3

（藩債額御取箇等伺書）　仮戸長副 0614・3－1

（藩債額利息額書上） 0614・3－2

初10ケ年授産之方法試 0614－3・3

日　記

御用所々留日記　吉池儀右衛門 寛政7年6月吉祥日改之 横切美・1冊 0205

若殿様之方日記　御膳番 文政11年2月28日～12 半・1冊 0226
月29日

日記　御膳番御刀番　後序、破損大 弘化4年正月朔日～8月 半・1冊 0225
2日

松代庁
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藩政／法制／松代庁

（藩議員選挙、幹事公選法及び職務留書写）　一部欠損 堅紙・1枚 0620・08
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