
18．学制／1．学制

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

18．学制

1．学制

数量（件数）　3

乍恐以書付奉願上候（入校願書）　（第三大区小ニノ区山元 明治7年3月14日 竪紙・1通 4646

村山口良安長男山口左門、右父願人山口良安→天童西学校担当

学区取締御中　青罫紙。

（学校運営についての意見書、体操所建設の件・学資 （明治）14年2月15日 竪半・1冊 4644

金の件）　「東村山郡役所」名入り青罫紙。

体操所出建設二付献金願（本県師範学校体操所）東村 明治14年2月17日 竪紙・1通 4645

山郡山元村戸長山口格之助→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。

2．山元学校

数量（件数）：12．

　山元学校は明治7年5月、村内の曹洞宗聴流心を仮校舎として開校した。明治13年、山元村の郷蔵を

増改築して貫津村との連合小学校が開設された。

記（山元村887人分委託金を渡す旨）学区取締（印）→山元 明治8年4月17日 竪紙・1通 4647

学校事務取扱中　「山形県管内」名入り青罫紙。

乍恐以書付奉願上町（山元学校仮教師依頼に付他校兼 明治8年10月24日 竪紙・1通 4641

務御免願）　（第三大急小一区天童東学校・久野本本学校事
務取扱兼）願人平塚六兵衛、天童東学校事務取扱大石浩哉、青

柳清兵衛→山形県令関口隆吉殿　青罫紙。

記（高机・腰掛代金受取）老の森村若木利助（印）→山元学 明治9年4月24日 竪紙・1通 4732－2

校事務取扱山口三右衛門殿　印紙あり。

学校資本金利子請払通 明治10年1月ヨリ 横半半・1冊 4782

書籍代価調簿 明治10年1月 横半半・1冊 4784

学校資本金利子書籍器械調其外翼 明治11年3月ヨリ 横半半・1冊 4783

祝辞（山元学校開業式に際し）　山元学校訓導猪倉頼徳 明治16年5月20日 竪紙・1通 4640－2

4640・1の間に挟まっていた。

（山元尋常小学校修繕費寄付奇特に付木盃下賜）　山形 明治22年3月26日 竪紙・1通 4640－1

県知事正四位勲三等柴原和（印）→山形県羽前国東村山郡山二村

明治廿二年度山元学校経費三ヶ月分予算標準　「山形県 （明治22年度） 竪半・1冊 4639

東村山郡貫津村外四ヶ村戸長役場」名入青罫紙。

（岡岬・授業料等書付） 近代 竪紙・1通 5056－5

［書状］（学校御役場経費支払金、唐木屋へ支払の件） 近代 横切継紙・1通 5056－9－1

氏家→山口様

［書状］（唐木屋へ金50円御遣わし下されたく／他） 26日 横切継紙・1通 5056－9－2
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19．軍事・徽兵

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

19．軍事・徴兵

数量（件数）：2

　　幕末期の農兵関係史料も本頁にまとめてある。

（常備歩兵入営之儀達に付）区務所（印）（山形県第一大区＋ 明治11年4月18日 竪半・1冊 6023

四小区々務所印）→山元村用掛中　　「山形県下第一大区十四小

区」名入青罫紙使用。封筒入。

酉年十九才物調（山家村男女19歳以下年齢調、徴兵関 （戌2月） 横長半・1冊 4638

係力）
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20絵図／1．町村絵図

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

20．絵図

1．町村絵図

　数量（件数）　1

（村絵図、未完）　705×1030cm。彩色あり。 絵図（竪継紙）・1鋪　5513

2．耕地絵図

数■（件数）：2

助右衛門前元屋敷之内畑計り略分見麓絵図

（字下窪、字蓮田耕地測量絵図）

文政6年3月6日 絵図・1鋪

絵図・1鋪

4624－1

4624－2
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21家ノ1．家・書置

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

21．家

1．家・書置

　数量（件数）：3

遺物覚（形見の品配分、本寿院・山口村吉郎兵衛他へ） 文久元年4月13日 横長半・1冊 5742

（先祖没年月日書付）朝臣・教春など。 横切紙・1通 5139－24

協議決定書（写、氏家栄称家政上改革）山形県東村山郡 明治18年8月8日 竪半・1冊 4615

山元村氏家栄伝、氏家豊丸、氏家千代重（他11名）青罫紙。氏

家豊丸は海瓜坊。

2．相続・縁組

数量（件数）：2

振袖もの（婚礼衣装等注文覚）　　（長谷川） 近世後期 開脚・1冊 4699

受取証（結納金受取）西村山郡白岩村奥山忠吉（印）→山口三 明治20年6月5日 竪紙・1通 4713
右衛門殿

3．吉凶・贈答

1．（冠婚葬祭）

数量（件数）：5

今月廿二日献立（料理献立） 文政11年2月22日 横切継紙・1通 5281－48

（山家村久兵衛事法名釈顕養香典覚） 天保6年4月28日 横長半・1冊 5669

甚右衛門出家二付見舞貰（見舞品覚） 慶応3年6月2日夜 横折紙・1通 5494

教貞死去之節遺物所々へ遣し候覚 丑10月 横長半・1冊 5730

（献立、ひらめ酢の物他） 横切継紙・1通 5192

2（贈答）

数量（件数）：14

　山口家の個別的な贈答関係史料をここにおさめた。代官所役人への贈答関係史料がまとまっている。

土産物覚（江戸の宿・代官所役人等へぜんまい他） （天保以降） 横折紙・1通 5804

［書状］（かも1羽差上） ＜弘化3＞午10月28日 横切継紙・1通 4776－6

巳潮岬年始（代官所役人家族への年始御祝儀銭） 巳正月3日 横折紙・1通 5687

江戸右之進物（大貫様内内山亘・松沢様・貝塚様他） 戌12月25日便にて 横切継紙・1通 5941－2

土用見舞（代官所役人へ） 横切継紙・1通 5047－5

（江戸の代官所役人等へ見舞金覚） 横切継紙・1通 5047－6

（江戸の代官所役人御廻米方役人等へ見舞のぜんまい 横切継紙・1遍 5047－7

覚）

未年頭（江戸の代官所役人等へ見舞金品覚）権吉他3名 未 横切継紙・1通 5047－8

より山口参右衛門宛書状の裏を使用。

（江戸の代官所手指・手代・宿方等へ見舞金品覚）（三 （巳2月9日） 横切継紙・1通 5047－10

右衛門、義左衛門、門三郎、新次）

甚右衛門出府之西土産調覚（江戸御役人衆他宛） 亥8月21日 横切継紙・1通 6060

惣助二陣ス（代官所役人等へ鴨進上覚） 亥11月19日 横切継紙・1通 5919

（尾花沢代官所役人へ上金等覚） 11月13日 横折紙・1通 5660
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21．家／3．吉凶・贈答／2．（贈答）

（江戸逗留中代官所役人等諸所見舞入用・品物書上）

i代官所役人等へ高進物覚）

横長半・1冊

｡折紙・1通

4938

T725

4．賞状・辞令

数量（件数）　7

申渡（軍費再度上納につき褒美として其身一代苗字御 慶応3年12月 横切紙・1通 5347

免仰付）　山田佐金二（印）→羽州村山郡山家村名主三右衛門

包紙入。

（二障大品十四小区山元村里二二付書）区長→山口格之 明治9月12月 竪紙・1冊 4577

助　青罫紙。

御請書（山元村戸長申付に付）　東村山郡山元村山口格之 明治12月1月4日 竪紙・1通 4561－1

助印→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。

履歴書（山口格之助役職）　山形県羽前国東村山郡山元村番 明治19ヵ年6月3日 竪半・1冊 4891－2

外平民山口格之助　青罫紙。

御請書（教育上尽力につき賞誉）東村山郡津山村山口三右 明治26年3月27日 竪紙・1通 4642

　衛門→山形県知事長谷部辰連殿　青罫紙。

苣ｿ書（教育上尽力につき賞誉）東村山郡津山村山口三右
@衛門→山形県知事長谷部辰連銭　青罫紙。4642と同内容。

明治26年3月27日 4643

記（賞誉受領履歴取調書）東村山郡津山村大字山元　山口 明治30年12月11日 竪半・1冊 4560

三右衛門→津山村長氏家英丸殿 、　　　　　1

5農業

（その1）では、21－5．農業の下位項目に1．小作と2．立附しか置いていないが、　（その2）では、21－5－3．

（日雇・手伝》と21－5－4．（本寿院田地管理）を追加した。

1．小作

数量（件数）：84

　山口三右衛門家の小作農業経営に関わる文書を納めた。

　小作と立附は容易に分類できないので、立附と明記されている文書のみ、2．立附にまとめてある。

（万助・勘三郎より取米覚） 横切紙・1通 5151

蔵増分馬助代り重郎兵衛支配井左内分米請取方（小作 横長半・1冊 5628

地）

（間吉渡し籾数等書上）200俵以上。 戌10月 綴・1綴 5720

敷田地小前帳　　　　　　　　高木村（高木村指南清三郎（印）、同村組頭九右

@衛門（印）、同藤兵衛（印）、同村庄屋拾右衛門（印））→（山家村三
元禄12年2月29日 横長美・1冊 5046－1

右衛門殿〉

持高之内敷金質物二相渡し申田之事（年貢米不足に付 元禄12年2月29日 竪継紙・1通 5046－5

金15両受請取、田地質物に渡す）高木村田諸相伊右
q門（印）、勘兵衛（印）他2名、同村五人与頭清三郎（印）他3

名、組頭茂兵衛（印）他1名、庄屋拾右衛門（印）、同村指南清三

郎（印）→山家村三右衛門殿

控作り申田地之事（本年貢米の外御蔵米にて15俵山立 元禄12年2月29日 竪紙・1通 5046－9

上米天童へ持ち届け渡す旨）高木三二主伊右衛門（印）
ｼ3名、同村五人与頭清三郎（印）他3名、同村組頭九右衛門他

1名、同村庄屋拾右衛門（印）、同村指南清三郎（印）、山家村取

次三五郎（印）→山家村三右衛門殿

（控田地御蔵米15俵宛立上米に定めるに付、霜月中取 元禄13年2月27日 竪紙・1通 5046－8

二相渡すべき旨）高木村組頭茂兵衛（印）、同九右衛門
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21．家／5．農業／t小作

（印）、同村庄屋拾右衛門（印）→山家村三右衛門殿

請負申手形之事（元金15両の立上米のかかり、年貢不 元禄14年2月3日 竪紙・1通 5046．7

納にて済み兼ねるに付）　高木村五人与頭新助（印）他3
名、組頭九右衛門他1名、庄屋拾右衛門（印）→山家村三右衛門

殿

手形之事（高木村伊右衛門他3名持高田地の内右敷金に 正徳2年2月 竪紙・】通 5046－4

て貫譲の処、今度山口村庄屋十右衛門を頼み年賦に
わひ事なさるにつき、上米9俵宛にて田地預りの旨）

山家三五右衛門→高木村組頭十蔵殿、同茂右衛門殿、同清

三郎殿

田地耕地二致相渡置三二付年賦相添証文之事（当村伊 正徳2年2月 竪紙・1通 5046－6

右衛門他3名持高田地、前々貫譲の所今度上山口村
十右衛門を頼み上米9俵宛にて年賦の旨）高木村組頭
請合たれ一（他）→山家村五右衛門殿　大庄屋中川弥兵衛奥書あ

り。

高木敷田請取事 巳ノ3月19日 横折紙・1通 5046－2

高木田立直覚（午年・巳年立上米） （巳ノ6月8日） 綴（横長｝・1綴 5146－3

享和元酉始杢兵衛前　伝三郎引受（田畑俵数作人書上） （享和元年） 横切継紙・1通 5139－34

覚（喜八借地小作米書付） 子10月27日 横切継紙・1通 5139－33

小路町方（田地取米書付、山家関ノ上喜助他2名分） 横切継紙・1通 5139－35

（久兵衛前字別ト c畑取米書付） （享和3年正月6日） 横切継紙・1通 5138－36

覚（藤助新田より出始改、小作地作子3立附米等書付） 文化10年4月18日 横切継紙・1通 513846

　　別紙1通あり。

（由兵衛分質流地金・永地金額書付、山家中）

文政七申年期　藤助新田（弥左衛門前・権十郎前年貢
　米・諸役米等書付）

（作右衛門分田畑取米書付）

（田畑訳高書上）

（立書取米、名取村荒地田畑成分書上、山寺村高書上
　等一括）

（字日光下畑略絵図、小路町分甚右衛門懸り）字日光は

　道山村、山家村にあり。

（小作地立附記・作子名前書付）’

蔵方辰十一月三日改（小前より取米書上）

午十月四日印（米俵数・名前書付）

覚（取米俵数・定石・米敷金・御手当）

（山家村井近隣村百姓より取立米書上）

（蔵増村上畑畝歩・作人書上）　蔵増村内の山口家小作
　地力。

（佐五兵衛高射、田畑反別・取米・夫米・小役米・世
　話料等）　支配人力。

（畑反別作人書上）字宮田・前野など。

土屋礼四郎6来ル差引書写　礼四郎は田地支配人ヵ。

覚（一日町長兵衛作徳米差引書）喜兵衛（印）（天童町佐藤）

　→山家村三右衛門殿

下堅作兵衛方利米

請合申手形之事（三右衛門より借用金利米相生熟ね、
　わび仕る所、貴殿頼みにより返済期限延ばしの旨）

文化11年3月

文政8年3月18日

（文化頃）

文政7年春

文政12年正月28日

辰11月3日

午6月4日

天保元年12月

万延元申年11月21日

近世

近世

（明治）

丑12月

（未）

卯12月28日

横切継紙・1通　　　5138－37

横切継紙・1通　　　5138－30

横切紙・1通　　　　5138－38

横切継紙・1通　　　5138－45

横折紙・一一括（4枚）5785

横切継紙・1通　　　5163

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横長半・1冊

横長半・1冊

横長美・1冊

5281－17

5281－30

5281－74

5281－49

5803

5638－2

5474

横長美・1冊　　　　5484

横折紙・1通　　　　5721

横切継紙・1通　　　5137－53

横切紙・1通

竪紙・1通

5137－51

5046－10
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21．家15農業ノ1．小作

高木村五人組三次兵衛（印）他3名、組頭茂兵衛（印）他1名→

山家村三五二二

寅年作子検見引 寅 横折紙・1通 5342－5

卯御年貢米仕訳（矢野目、士官米） 卯 横長半・1冊 5342．6

覚（米俵数書上）左七、高左代印 午6月 横切継紙・1通 5140

（蔵増村内小作地高反別夫米等書上）　蔵増中組郷蔵元 未4月 横切継紙・1通 4749．12

（印）

金十郎方（小作地収支勘定力）　金＋郎は支配人力。 申・酉年分 横長美・1冊 5506

（三右衛門納米の内小作人出二分書上） 申年分 横長美・1冊 5507

申涯分竹三分（小作地立附引米高ヵ） 申年 横長半・1冊 5776

［書状］（小作支配二手回り兼ねるにつき今般返還に付） 5月24日 横切継紙・1通 4733－3

矢吊目村奥山金十郎→山元村山口三右衛門様

杢兵衛前貢納記（天保9年～嘉永元年支配人人名書 竪紙・1通 4611

上力）　「山形県管内」名耳印罫紙。

左五兵衛作場印（小作地・立附米俵高）　ちんもん→御蔵 横切紙・1通 4778－21

本

（田畑取米書上、小作分ヵ）4939～4958こより一括。 横長半・1冊 4939

（山家村田畑反別総計、三右衛門家小作地分ヵ） 横切継紙・1通 4941

（山口村他平之助・三右衛門持田畑取米納高書上） 横切継紙・1通 4943－1

4943・1～13までこより紐一括。

（寺領矢野目村酒右衛門前左之助両人持田畑取米書上） 横切継紙・1通 4943－2

（山口村他田畑弥十郎分庄治郎田畑取米書上） 横切継紙・1通 4943・3

（山口村他田畑より石山豊肥立米書上） 横切継紙・1通 4943－4

（山口村他田畑より惣之助立米書上）貼紙あり。 横切継紙・1通 4943－5

（山口村他田畑より惣左衛門立米書上）貼紙あり。 横切継紙・1通 4943－6

（十右衛門分孝之助持田畑取範囲上） 横切継紙・1通 4943－7

（源助他人名書付） 小切紙・一括（2枚） 4943－8

十右衛門一高（山口村他田畑反畝作人書上） 横切継紙・1通 4943－11

（山口村他田畑より半次郎・松田半十郎取米書上）付 横長美・1冊 4943－12

憾あり。

（山口村他田畑四郎兵衛・吉郎兵衛抱地陳米書上） 横長美・1冊 4943－13

（上〆つ平吉分取米等書付） （寛政8年3月） 横切継紙・1通 4945

（下貫津喜四郎前取米他書付） 横切紙・1通 4951

（上・下貫津分山家持分田畑反畝書付） 横切継紙・一括 4952

（2通）

（佐吉前山家村田畑取米書上） 横切継紙・1通 4958－1

（作右衛門前山家村関ノ上田取米等作人書上） 横切継紙・1通 4958－2

（文蔵前山家村田畑二二書上） 横切継紙・1通 4958－3

（田畑取米等に二二、久野本分・山家請分） 横折紙・1通 4984

（久野本・老野森田畑取米・畝引覚） 横切継紙・1通 5154

（田畑取米覚） 横折紙・1通 5178

（喜四郎訳キ米書付札） 小切紙・1通 5283

天童三日町分名寄写し（三日町分理兵衛前　三日町小 横切継紙・1通 5309

作に譲ル）

高木村（入二人名前書上、他） 横折紙・1通 5541
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（山家村田地俵数作人書上） 横長美・1冊 5595

（小作米の内御蔵納分・取分書上） 横長美・1冊 5598

訳畑覚（与三郎分附新畑書上） 横長半・1冊 5627

覚（一筆切田畑俵数作人書上） 横半半・1冊 5679

三太ヵ（置数・名前書付） 横切紙・1通 5707

（山口家小作地関係書類一括、立附米覚・小作地概略 横折紙・一・括（6枚） 5716

図他）

三日町分　山家［　］改（出作地・出作人ヵ） 横切継紙・1通 5732

（小路町・矢野目村等より取白米銭書上、他一括） 横折紙・一括（13枚） 5778

（小作地関係諸書付一括、小作地略図等） 横折紙・一括（6枚） 5779

（小作地関係書付、小作地略図、寺方懸銭書上等一括） 横折紙・一括（8椥 5780

（小前持田畑、支配人別小作地等書付一括） 横折紙・一撤8枚》 5788

（百姓より米取立覚） 横長半・1冊 5796

（未編綴｝

覚（田畑取米点、’老心森村他出）

i山家村田地反別・持主・作子書付）
■

横折紙・1通

｡折紙・1通

5797

T824

2．立附

数量（件数）：62

清次郎立口（田畑取高） （寛政） 横折紙・1通 4944－8

下貫津治郎古前田畑立論帳　甚右衛門 文化4年12月 横長美・1冊 5060

（久野本六兵衛分上貫津村六右衛門分林兵衛立附米覚） （文化5年～6年） 横切継紙・1通 5161

七郎兵衛前立口勘定帳（山家村小作地本膳米）若松左門 文化7年午2月晦日 横長美・1冊 5787

へ控　紙数7枚。
（未編綴）

定次郎跡分立附（山家村地内田畑山） 文化7年3月30日 横切紙・1通 5279

（佐吉前立附米より諸役米差引覚） 文化9年11月分 横切継紙・1通 5205

（丁丁米取立帳）　別紙2通あり。 文化10年10月27日 横長半・1冊 4979

（林兵衛分文化三寅年立附覚、他）後欠。 （文化） 横切継紙・1通 5139－7

文政三辰二月改立附寄（村別立附米大豆高） （文政3年2月） 横切継紙・1通 5138－33

文政四年巳三月立附（字小畑・神明壇他田畑） 文政4年3月 横長半・1冊 5638－3

佐吉前勘三郎持参（佐吉前立附）別紙1通あり。 文政8年3月5日 横切継紙・1通 5147

文政十年亥十二月二日立附覚（字中町寺浦・小畑等天 文政10年12月2日 横切継紙・1通 5281．1

童町地内）

覚（蔵増雨漏田地弥右衛門口立附米書上） 文政12年3月29日 横切紙・1通 5329

文政十二丑十一月廿五日内払（山家村誌田畑取米郷蔵 文政12年11月25日 横切継紙・1通 5281－29

納米内訳書上、「外内取納方」を張継）

文政十二年丑十一月郷蔵へ立附納人数（佐吉前郷蔵回 文政12年11月 横切継紙・1通 5225

納り立附）

天保旺盛十月可取立分（取立米） 天保2年10月 横切継紙・1通 5281－38

覚（立町米書上） 嘉永6年9月18日 横切継紙・1通 4735－13

（文久元年～3年惣立附米噸等覚） 文久期 横長美・1冊 5573

（取立立付金覚）近隣手分含む。 近世 横長美・1冊 5498

覚（山家村内小作立蒔米収納高覚） 近世 横長美・1冊 5550

（山家村田干反別立糟米収入高書上） 明治前期 横長美・1冊 5475
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子分三直勘定（立附米） 子 横長半・1冊 5775

源太郎前一高　仁兵衛・勘六持立附（田畑立附米書 横切継紙・1通 5050－2

上）

仁兵衛・勘六（田畑取米書上） 横切継紙・1通 5050・3

（土地面積書付、「申　弐丁弐反弐畝十八分…」） 小切紙・1通 5050・4

（勘五郎分ノ内吉郎兵衛・四郎兵衛持田立附米書上） 横切継紙・1通 5050－5

仁兵衛前立附改（山口村内田畑） 横切継紙・1通 5050－6

勘五郎分勘五郎持立附（山口村内田畑） 横切継紙・1通 5050．7

（字まっかくほ他畑斗米書上） 横切継紙・1通 5050・8

（下山口より取米井井に小前内訳） 横切継紙・1通 5050－9

勘五郎分田畑立言（山口村内田畑） 戌6月16日 横長半・1冊 5050・15－1

勘五郎前・源太郎前　吉郎兵衛・四郎兵衛両人塾側 文政9年5月 横長半・1冊 5050－15－2

臨書出印　下山口組印

勘五郎・源太郎分田畑立附改帳（山口村内田畑） 寅12月 横半半・1冊

（作右衛門前・九郎左衛門前立付鼻）六右衛門 寅ノ12月 横長美・1冊
1558・

卯田立附覚 卯 横折紙・1通 5342－7

辰春本方（立附米収納俵数、支配人別） 辰春 横折紙・1通 5768

覚（貫津村他、字別田畑取米立田米書上）地主利作 申2月 横切継紙・1通 5055－3

宝瞳寺分立附（人別・回附撃高） 酉9月5日 横切継紙・1通 5667

戌十一月準則佐吉前（山家村内田畑立附ヵ） 戌11月 横切継紙・1通 5149

田畑鳶口（米俵高・作人名前） 11月 横切紙・1通 5139－23

蔵増分金納（他、佐平方立附米等書上） 横長半・1冊 4749・3

（たのミ田田数・立盛業書上） 横折紙・1通 4749－8

（米向方覚）

（勘五郎分ノ内田回米立附米書上）

（立計理取立帳、七右衛門前）

（立附米取立帳、鉄次・喜右衛門・藤右衛門）

覚（田畑立附米書上、貫津村地内他）

（奈良沢村与惣兵衛組立附米書付）

（立廻米、作徳米高書付）

貫津村喜四郎前立口（立附米）　後妻。

（清助作り分取米書付）

（取米覚、立附加・手作分）

八右衛門跡権平支配田畑立附之覚（明和か安永之聖断

　と見へ幸助6写）

草生下々畑直し（山家村内立付米・持主書上）

（封事米より年貢・小役米等差引覚）立附133俵。

子分無印直勘定（立通米納画数）

（立建米高覚）

（立田米書上一括、支配人口別）

横切紙・1通

横切継紙・1通

横長半・1冊

横長半・1冊

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

　横切紙・1通

　小切紙・1通

　横切継紙・1通
♂

　横美半・1冊

横長半・1冊

立折紙・1通

横折紙・1通

横折紙・1通

横折紙・一括（2枚｝

4778－30

4957

4980

4981

5055・1

5055－2

5165

5196

5281’35

5281－44

5301

5458・1

5556

5766

5789

5826
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21．家／5農業／3．（日雇・手伝）

3．（日雇・手伝）

数量（件数）：7

手点出調（農作業） 慶応2年 横折紙・1通 4775－32

（山家村貞治口米・雑用銭書上） 午閏10月4日～3月19日 竪半・1冊 5647

分

［書状］（農事仕事後れに付雇人を頼みたき旨）→何回御 5月 竪紙・1通 6024－1

苗失念誰様　包紙のように6024－3以下を巻いてあり。

（貸金・雇い銭勘定覚）別紙1通あり。 横切紙・1通 5139－19

（雇人賃銭勘定覚一括、山家村芳松・新蔵坊分） 竪帳・3冊 5514

（山家村貞治日雇白米雑用銭轡） 竪紙・1通 5680－1

（山家村新蔵坊日雇白米雑用田下） 竪紙・1通 5680－2

4．（山鼠院田地管理）

数量（件数）：21

　本寿院の年貢納入関係文書。

　本寿院は明治8年に立付米2683俵余を取得する山家村第一の地主であり、村山郡全体としてみても

屈指の大地主である。立付米2683俵は山家村の他の立付米総計を上回る数字である。

　広い本寿院所有地の年貢納入にあたり、山家村村役人である山口甚右衛門と高橋佐五兵衛とを関与

させていたことが当項目の文書から推測される。

（若本分、小作人名前書上力） 天保4年10月 横切紙・1通 5139－29

小路分　藤島前若本分（田畑心血・夫米・赤米等書上） 天保4年12月15日 横切継紙・1通 5281－24

覚（本編院掛り覚、二番ノ高話と若松取米代共） 丑7月12日 横長美・1冊 5728

覚（上納金差引）本寿院納所→山口三右衛門様 （寅）とら7月29日 横長半・1冊 5678

覚（本主く本寿院〉米山差引勘定）佐五兵衛 卯8月21日 横切継紙・1通 5305

覚（預血）若本納所（印）→山家甚右衛門殿、佐五兵衛殿 申11月23日 横切紙・1通 5325－7

覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→山家六右衛門殿 申11月24日 横切紙・1通 5325－5

覚（小三郎方へ間米）甚吉（印）→郷御蔵元 申11月25日 横切紙・1通 5325－8

覚（預言、帳合頼み入る旨）本納所（印）→山家御役木甚右 申11月25日 横切紙・1通 5325－9

衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　　　、

覚（預米、帳合頼み入る旨）若本納所（印）→山家村御役人 申11月27日 横切継紙・1通 5325－6

甚右衛門殿、佐五兵衛殿

覚（細米、帳合頼み入る旨）　若本納所（印）→山家村御役人 申11月27日 横切紙・1通 5325－13

甚右衛門殿、佐五兵衛殿

覚（預米、帳合頼み入る旨）若本納所（印）→佐五兵衛殿、 申12月3日 横切紙・1通 5325－10

甚右衛門殿

覚（預証、帳合頼み入る旨）若本納所（印）→甚右衛門殿、 申12月5日 横切紙・1通 5325－1

佐五兵衛殿　5325・1～14まで入った袋あり。　「申諸方預手形

入　文政七年十一月　山家村郷御蔵元」

覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→甚右衛門殿、佐 申12月13日 横切紙・1通 5325－3

五兵衛殿

覚（預米、帳合頼み入る旨）　本納所（印〉→甚右衛門殿、佐 申12月17日 横切紙・1通 5325－2

五兵衛殿

覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→甚右衛門殿、佐 申12月17日 横切紙・1通 5325．11

五兵衛殿

覚（白米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→十右衛門殿、佐 申12月20日 横切紙’1通@1 5325－4
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21．家／5農業／4．（本寿院田地管理）

五兵衛殿

覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→甚右衛門殿、佐 申12月20日 横切継紙・1通 5325．12

五兵衛殿

（法泉坊検見引、残上高書付） 横切紙・1通 5325－14

覚（網子高内より年貢引取につき）本寿院（印）→山口三 申12月29日 横切継紙・1通 4778－22

右衛門殿

本寺暮方直勘定（願石米渡） 横切紙・1通 4778－20

6．家計

　家計直配の史料は2141．（金銭出入・差引）、2142．（買物・小遣帳）、21尋3．（通帳等）に分けた。

　（その1）では、家計の項目に小作関係史料もまじっているので注意されたい。

1．（金銭出入・差引）

数量（件数）：45

書留覚（無尽置金勘定、山中惣代らへの立替金、等） 文政4年6月3日 横半半・1冊 5049・1

5049－1～8までこより一括。

諸事書留内覚帳（無尽金等金銭出納覚）佐五兵衛紙数 文政9年戌10月 横長半・1冊 5782

9枚。
（未編綴｝

（受取米金書上一括）紙数10枚。 （文政頃） 横長美・1冊 5783

（未編綴）

覚（金118両余請取）　山口儀左衛門（印）→山家村三右衛門殿 天保11幽幽6月7日 横切継紙・1通 5393

嘉永四年亥十月朔日取立（山家村三右衛門預り金） 嘉永4年亥10月 横長半・1冊 5649

覚（貸金元利差引）本→晋＋郎殿　50541～8こより一括。 嘉永7年閏7月11日 横切継紙・1通 5054－1

午九月改三右衛門勘定（貸金元利） 午9月 横切継紙・1通 5054－2

（貸金元利書付） （辰9月6） 横切紙・1通 5054－3

辰九月改三右衛門勘定（貸金米元利） 辰9月 横切継紙・1通 5054－6

未十二月改三右衛門勘定（貸金元利） 未12月 横切継紙・1通 5054－7

覚（三右衛門分貸金元利差引勘定）寿山く本途院〉→晋＋ 嘉永6年正月 横切継紙・1通 5054－8

郎様

覚（勝治出府の醐持参金請取）善行寺内宝（印）→羽州山家
@村山口三右衛門殿　5053・1～8まで包紙入（善行寺より山口三右

安政3年12月12日 横切継紙・1通 5053．1

衛門宛書状包紙）。くくり紐。

法円寺殿東洋英柄取金拾五両用達（元利金差引に付覚） 横切継紙・1通 5053－2

五月一日為登金扇五両内訳ケ（諸所より借用金返済の 横切紙・1通 5053－3

ため）

泰三郎山形行として家出（借用金・買物諸入用金等書 （明治29年10月6日） 横折紙・1通 5056－4－1

上）

（金高書付） 丑9月20日記 横切紙・1通 4775－40

（請取金園） 卯11月3日清 横切紙・1通 4775－15

覚（山本山、輪袈裟代金勘定）来隠居→山口貞治殿

覚（金高書付500両種別）

（入金書付）

（金額・名前書付、「壱両壱分ノ内…」）

（金額・名前書付札、「弐分壱朱…」）

（金額・名前書付、「一弐朱　磯ニ…」）

（若本　金子差引勘定書付）

閏7月28日

（卯12月）

午6月

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

小切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

4775－82

4775。39

5281－52

5281－20

5281－21

5281－22

5281－50
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21．家ノ6．家計／1．（金銭出入・差引）

（三右衛門方金銭差引勘定書付） 午7月10B 横切紙・1通 5248

覚（立替貸金・無尽金等差引勘定） 午7月10日 横切継紙・1通 5249

（貸金元利勘定） 午7月11日改 横切紙・1通 5813　　　（

儀左衛門小差引（代官所節句入用・見舞金等） 未4月19日改 横長美・1冊 5637

覚（下屋敷未年御取替金書上）三方 申2月 横長半・1冊 5825

覚（延年勘定残り銭請取）田麦野源＋郎（印）（画論野村東 酉3月5日 横切紙・1通 5692

海林）→山家村三右衛門様

佐七大小方（渡し金書上） （酉） 横切紙・1通 4735－18

覚（為登金10両請取）佐藤兵介（印）→山口三右衛門様 戌10月22日 横切継紙・1通 4710－2

亥四月三日改（本主より届出書付、注文物入用等） 亥4月3日 横切紙・1通 5289

覚（金銭受取書）本（印）→山回様 亥5月5日 横切紙・1通 5346

覚（受取金の内過金15両御返し）本く寿院〉→山三様 6月25日 横切継紙・1通 4733．2

覚（金3両落手）　巨峯寺（印）→山口三右衛門様 12月13日 横切紙・1通 4733．1

預金覚（百姓預金） 7月14日 横折紙・1通 5812

（金銭出入書上、買物等覚）47341～13まで綴。 横切継紙・1通 4734－1

（蔵増村左内出金覚）
7日 横切継紙・1通 4734－2

（源助出金覚）
7日 横切紙・1通 4734．3

覚（金銭元利勘定） 横切継紙・1通 4734－13

（正月26日三右衛門持出し金等覚） 横切紙・1通 5047－11

（小遣・差替金覚、郡中・御用勤中）虫損（閲覧不剛。 横長美（綴紐欠）・一 5508

括（1冊

覚（金貸借勘定、三右衛門・権平間）年貢廻米関係ヵ「清 横長美・1冊 5512

助船」。

（取立上納冥加金一年分総計、他山差引） 横長美・1冊 5765

2．（買物・小遣帳）

数量（件数）：98

覚（買物代、駄賃書上）市作 文化8年 横長半・1冊 4750－2

家内へ差下し買もの調（江戸二而買物ヵ）4750－1～gまで 横長半・】冊 4750－1

綴。

覚（買物代金等差引勘定）　土屋→山三様 （天保11）子2月 横切継紙・1通 4961－6

覚（棒鱈等代金）越後屋長治郎（印）（庄内酒田［］屋）→仁右 ＜嘉永2＞酉閏4月21日 横切紙・1通 5975

衛門様

キ（鞍買入注文御頼）　落合村佐藤兵左衛門（印）→山家村山口 （明治8年）6月6日 横切紙・1通 4725－2

三右衛門様

（山口家買物息出金融） （明治） 横折紙・1通 5795

覚（瀧嶋木綿他品物代金差引）利兵衛→晋三郎様 子5月 横切継紙・1通 4854

覚（古松印品物代金受取）東根台北富源兵衛（印）（塩屋｝→ 寅5月19日 横切紙・1通 5970　・

山家山口様　包紙入。

覚（反物・太物類買物通帳），角店→御茶間様 寅極月 横長美・1冊 5753

覚（搾代金仕切書）大丸屋又四郎力（印）（江戸大伝馬町三丁目 卯5月晦日 横切継紙・1通 5968－4

大むら）→山口三右衛門様

覚（山中山等買物代金書上）惣吉→三右衛門様 卯8月 横切紙・1通 4778－42

覚（御弁当代金請求）越前屋平兵衛→三右衛門様 （巳）11月23日 横切継紙・1通 4989

有酒改（門門・焼酎等） 未2月29日 横折紙・1通 5304
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2t家／6．家計／2．（買物・小過帳）

覚（松や分きせる本数書上） 未3月24日 横切継紙・1通 5054－4

在府中受取（在府中受取金井品物受取分控、代料勘定 4月 横切継紙・1通 5054－5

御頼の旨）　本→山三様

本主分買もの覚（きせん、唐紙他） （戌5月23日） 横折紙・1通 4936

中山口分買もの覚（結城紺地単物反物他） （戌5月～亥3月） 横折紙・1通 4933

矢野目分買もの覚（雪踏、真岡単物反物他） （戌5月～亥4月） 横折紙・1通 4935

（元〆様・善行寺他3名分買物覚） （戌） 横折紙・1通 4934

口上（魚類取扱に付、他魚買物代金書上等）　（天劃五日 （亥）い9月20日 横長美・1冊 5591一、

町与三郎（印）→山家村松次郎様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

口上（塩の無心）　山家村三右衛門→田町金兵衛様

覚（『親鶯御一代記』等購入代金）　出雲寺（印）→上

宿（たが・小かまり代金等）

覚（反物代金、仕立代金）嶋や徳九郎→前田新蔵様反物
　に付いていた（と思われる札）6点あり。

覚（盃・花入等品物代金請取）越後屋幸右衛門（印〉（日本橋
　室町三丁目萬［］）→山口三右衛門様　汚損。5421－1と2は重ね

　て巻込み。

羽織仕立懸り〆（仕立代金受取）　よしのや嘉兵衛（印）→山

　口三右衛門筆

記（着物・下下代金請取）瀬戸田吉治（印）→山元村山口三

　右衛門様

覚（黒塗り下駄等代金）田町升屋甚右衛門→山家御名主三右

　衛門酔

覚（かれい他魚代金）　（田町伊之吉分）

覚（反物・小胆物類買物代金勘定）嶋や卯八→山口三右衛

　門様

覚（更紗縮緬振袖比翼代金等受取）秩父屋重次郎（印）（両

　国印竪町）→御講　三右衛門様

記（酒肴代等勘定綴）　大文字や（印）（天童）→上

覚（ふし・かながしら・すじ子等食物代金）源助内使丁

　太裏にも記載あり。

上山口吉郎兵衛分買もの調（元結・髪付他）

覚（古着代金受取）　（印）（浅草東仲町古着店長岡屋四郎左衛

　門）→三右衛門様

覚（注文のきりたばこ差上）義左衛門→山家様

覚（魚類代金）三河や紋治郎→上

（松平河内彰彰公用人等名前覚、江戸にて腰懸茶代等
　覚）

覚（買物注文書、真鍮花瓶・書籍・真鍮香炉等）

次郎吉方之分・擶山分（板・酒代金勘定）

覚（白川附子・辰砂等代金）

買物（代金書上、たこ・いしかれい他）

町かへ覚（食品買物代金書上、ふし・くらげ代金）

町かへ覚（食品買物代金書上、ふし・くらげ他）

（茶道具代金書上）

（鯨代金書上）　茂兵衛

亥11月5日

正月18日

（4月2日）

5月

6月4日

6月11日

8月

閏8月24日

閏8月．23日

9月

10月2日

10月9日

10月27日

（11月6日）

11月晦日

28日

横切紙・1通

1横切継紙・1通

1横切紙．1通

1

横切紙・1通

5373

5921

5281。26

6069

横切継紙・1通　　5421－1

横切継紙・1通

，横長半・1冊

横切継紙・1通

5968－3

5829

5505－1

横切紙・1通　　　　5505－2

横切継紙・1通　　　5390

横切継紙・1通 4868

綴・1綴　　　　　5056－4－2

横切継紙・1通　　5440－28

横折紙・1通　　　　4932

横切継紙・1通　　　5404

横切継紙・1通

横切紙・1通

横折紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横折紙・1通

横長美・1冊

横長美・1冊

横長半・1冊

横切紙・1通

5920

4734－8

5047－9

5234

5266

5281－10

5587

5591－5

5592

5710

5974
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21．家／6．家計ノ2．（買物・小遺帳）

覚（生酒代金勘定）矢野目酒屋（印）（最上矢野目佐藤）→山家 天保14年霜月12日 横切紙・1通 4775－8

村晋十郎様

惣吉・庄助へ注文（「雪の梅」・「山本山」・おしろい等） 丑7月4日 横切紙・1通 4775－19

（源八登りに付粉茶・半股引等注文書） 辰10月11日 横切紙・1通 4775－27

覚（悪寒・川根山等代金算入書）源八→山口様御取次衆中 辰12月 横切継紙・1通 4775－28

久次郎帰便下しもの（直し時計、扇子、小火三等）江 未8月9日 横切継紙・1通 4775－31

戸6三右衛門→晋十郎殿

覚（革文庫の鍵直し代、山本山、しら二等買物代金書 辰7月11日 横切継紙・1通 4775二41

上）　門三郎→山家様

覚（丸盆・八丈嶋木綿等買物荷物書上）三右衛門→晋＋ 未12月16日 横切継紙・1通 4775．43

毛様、弁之助様

覚（花の山・仙粉等御調物代金差引）庄助→山家様 申7月13日 横切紙・1通 4775．49

覚（静唐戸筆・袴・恥曝代金書上）源八→山口惣代様 3月28日 横切継紙・1通 4775－52

覚（御羽織紐代金）越後屋八郎右衛門（印）（日本橋室町三丁 2月21日 竪切紙・1通 4775－53

目）→上

覚（白紬売上代金請取）加島屋吉右衛門（印）（福島本町）→上 卯2月18日 横切継紙・1通 4775．54

覚（黒耕袴代金請取）藤木喜兵衛（印）旧本橋南二町目）→上 2月26日 横切継紙・1通 4775－55

覚（鼠張星代金請取）松屋銀蔵（印）（大伝馬町ヵ大門通）→源 2月30日 横切継紙・1通 4775－56

八様

覚（針代金請取）静寿堂義兵衛（印）（下谷御成道）→上 3月2日 横切紙・1通 4775－57

覚（笠代金受取）松屋幸助（印）（横山町三丁目）→上 3月5日 横切継紙・1通 4775－58

源八へ注文覚（白革・小筆・きせる等）

覚（山本山・はっかゑん・筆等調物代金勘定）源八→山

　口様

覚（乃卜形・小性張・小形墨水等代金請取）村田八郎兵
　衛（印）→三右衛門様

（重硯箱仕切書紛失に付書付）

重硯注文寸法酔

覚（白地本金錦代金書上）大丸屋惣四郎（印）（江戸大伝馬町

　三丁目大丸屋下むら）→庄吉様

（かんちきとふ紙・唐紙・引手釘隠等買物書上）

覚（川たや藤蔵口残金勘定）

（染代等勘定覚）

覚（染もの2反代金）→御惣代様

覚（反物読代金請取）大丸［　］（印）（江戸大伝馬町三丁目

　大丸屋）→山口三右衛門様

覚（山中山、鰹節代金等勘定）　久次郎→山家御惣代様

覚（うなぎ・鶏子代金）円蔵→御惣代三右衛門様

覚（飯米代金勘定）

覚（間仁合紙代金受取〉噛足利二七右衛門（印〉（山形）→上

覚（金はく代金等受取）高田屋（印）（山形七日町）→若松の常

　二様

覚（反物読代金請取）澤屋定八、彦七（印）（「杓泉」藤井）→三

　右衛門様

覚（反物読代金）雁金屋専助（印）（神田鍋町）→山家村三右衛

　門様

（卯2月15日出立）

8月18日

正月21日

6月23日

6月24日

3月27日

申7月

子6月4日

6月6日

10月4日

7月26日

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

横折紙・1通

横切継紙・1通

横折紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

4775－59

4775－60

4775－65

4775－66

4775－67

4775－68

4775－73

4775－83

4777－4

4777－5

4777－6

4777－7

4777－8

4777－9

4777－10

4777－11

4777－13

4778－44
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21．家ノ6．家計／2．（買物・小遣帳）

江戸注文物覚（山仲山粉茶等） 横切紙・1通 4778．43

覚（仕切表、反物代金請求）吉郎兵衛→晋＋郎様 子11月25日 横切紙・1通 4735－9

覚（嶋木綿反物他代金） 横切継紙・1通 4735．10

（買物代金覚、衣装・食品等）　（惣吉） 横切紙・1通 4735－16

覚（染物代金請求）天童染や茂七→山家村山口五右衛門様 巳12月 横切紙・1通 4735－23

覚（唐紙代金）入江作兵衛（印）（竹川町唐紙屋）→上 2月24日 横切紙・1通 4735－24

覚（食品買物代金）彦次郎→三右衛門様 8月5日 横切継紙・1通 4735－27

覚（酒代金）田町市作→山家村惣兵衛殿 寅9月19日 横切紙・1通 4735－28

覚（肴代受取）小野彦一→山家村山口三右衛門様 10月7日 横切紙・1通 4735．29

覚（食品類買物代金）　（彦市） 横切継紙・1通 4735－30

覚（紙代金）〈カド三〉店→山口三右衛門様 8月ll日 横切紙・1通 4735－31

覚（すだれ他雑貨類代金） 横切継紙・1通 4735－32

（たまり他食品買物代金覚） 横切紅・1通 4735－33

覚（下駄等雑貨類代金）青柳店（印）（天童）→山口三右衛門様 巳9月16日 横切継紙・1通 4735－34

（薬代銭請取）　下山口村庄屋与衛門（印）→山家村庄や彦左衛 子ノ8月26日 横切紙・1通 5058－22

門殿

覚（山口より廻り申うすへり代請取）下貫津村庄や八兵 寅4月26日 横切紙・1通 5058－31

衛（印）→山家村庄や彦左衛門殿

覚（880文受取）久ノ本村酒屋利兵衛（印）→山家村七右衛門 辰6月10日 横切紙・1通 5058－130

殿、勘三郎殿

覚（かみ・すみ・筆代金請取）いせや七兵衛（印）→山家村 申12月29日 横切継紙・1通 5058－109

彦左衛門殿

（紙代請取書）　天童与兵衛（印）→山家村彦左衛門殿 6月1日 横切継紙・1通 5058－129

3．（通帳等）

数量（件数）　0

7．諸道具

1．（家内諸道具）

数量（件数）：3

（山口三右衛門様分食器台所用具書上）青罫紙。 竪紙・1通 4619

可直分（家屋調度につき） 横折紙・1通 5712

管兵衛分（貸道具類覚、食器・床飾り等） 横長美・1冊 5734

2、日記

数量（件数）　0

8雑
1、（山手家学芸・教養）

数量（件数）：37

　山口三右衛門の修めた学芸・教養に関する文書をいれた。三右衛門は、黒田友直の最上流算術を学

んでいたことが、数々の算術問答の写から推測される。また、和歌や雅楽といった雅の分野にも造詣

が深かったと思われる。雅楽は笙を「北山先生」に学び、多くの楽譜が残されている。

開平開立法（面積容積計算法）

i天元活法一門流算法問題・解法）黒田友直

享和2年10月吉日

ｶ政6年7月吉日

横四半・1冊

｡切継紙・1通

4787

T051－5
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21．家ノ8．雑／1．（山ロ家学芸・教養）

（天元活法一引流算術問題解法覚）黒田友直 文政6年7月吉日 横切継紙・1通 5332　　ノ

（天元活法一引流算術問解法覚）黒田友直 文政6年7月吉日 横切継紙・1通 5339

開立法（面積容積計算法） 横美半・1冊 4788

（組立法・三色三組、算法関係の書物） 横切継紙・1通 5049－2

（元利合二分之法、算法書物） 横切継紙・1通 5049－3

（欠所見出法、也面積算出法に関する覚書一括）3枚 横切継紙・一括 5049－4

巻込み。
（3枚）

位附　最上流（算法書物一括） 横切継紙・一括 5049－5

（2通）

開平法（面積算法書物） 横切紙・一括（2通） 5049｛1

（円の直径算出法問題とその術く解答〉）　土壁1通あ 横切継紙・1通 5049－7

り。

開平法（図解の書付） 横切継紙・1通 5049－8

位附　最上流 横切紙・1通 5214

（零約ノ術　薄舞算法上ノ巻、他和算に関する覚）2通 横切継紙・2通 5286

は一緒に巻込まれていた。

森谷（米相場・紅花代金・青苧・たばこ代金等につい 竪美半・1冊 5509

ての算術問答）

（和歌・俳句等書付「長命で只はたらくにこそしくそな 近世 横切継紙・1通 5542

き　ながく水のくさらぬとみよ…」）

（村山郡の地名を詠み込んだ連歌と江戸吉原狂歌） 横切継紙・1通 4815－8

今様歌「親ノ形見ノ中ニシモ…」 横切継紙・1通 5575－3

［書状］（追出付替えに付）仙台北渓→勝五郎様 8月8日 横切紙・1通 5574

（「青海波」楽譜） 横切継紙・1通 5490

（「林歌」楽譜） 横折紙・1通 5491

（「陪腫」楽譜） 横折紙・1通 5492

（笙ノ孤竹） 横切継紙・1通 5493

（雅楽楽譜「錫鼓譜」他） 横折紙・1通 5562－1

（雅楽楽譜「巌頭」他一括） 横切継紙・10通 5562－2

（鳳画譜「幽幽急」） 横折紙・1通 5562－3

（雅楽楽譜「蘇愚者」他） 横折紙・横切継紙・ 5575－1

2通

吹止貯法（雅楽演奏法） 横折紙・1通 5575－2

（雅楽の小楽譜） 小切紙・6通 5575－6

北山先生江（雅楽免許料・謝礼金等覚） 横折紙・1通 5626

（影斎という人物について綴った文章と歌）美さこ 近世 横切紙・1通 5551

（買物覚、数学筆記、山下取立調、戦国期の人物伝記 大正 竪紙・一括 5666

写等一括）　（花輪忠三郎ヵ）学校での学習ノートカ。

手本写（書状文例） 横切紙・1通 4735－11

（日本古代の歴史に関する覚書、太上天皇尊号の始 横折紙・1通 5172

り・火葬の始り等に付）

（漢文「真死姓泣畜事…」） 竪紙・1通 5495

（単語札一括、「払衣」他）袋入。 小切紙・一括 6032

（単語札一括、「可憐」他） 小切紙・一括 6034
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21．家／8雑／2．（書籍・版本）

2．（書籍・版本）

数量（件数）：5

　書籍・版本の数が文書に比して少ないのは、文書群出所の山口家に残されたためである。

料理目録（八百善様料理名伝授）　小林倉吉 横切継紙・1通 4735・19

（武鑑）涼雨。 竪帳（小帳）・1冊 4894

（江戸名所記写） 竪紙・一括 5663

山形新聞（904号～907号）山形七日町＋九番地山形新聞社 （明治15年8月9日～14 竪折紙・4通 4610

活版印刷。 日）

陸軍刑法　（東京博聞社印行）表紙別紙。活字印刷。 竪半・1冊 5066

3．（風説留・聞書）

数量（件数）：9

差上申一札之事（東海道川崎宿において民部卿様御徒 天保7年5月19日 横切継紙・1通 5315

士中嶋吉太郎外回人松平肥前守様御関札抜取り乱妨
に及ぶ一件吟味の上仰渡書受書）中村八太夫支配所東
海道川崎宿本陣兵庫、兵旗下男伊之助、九兵衛、問屋平十郎

（他5名）二代庄左衛門、五郎右衛門、百姓代善蔵、定使久左衛

門、百姓四七、平旅篭屋忠右衛門、同源太郎→道中御奉行所

焼場方角場所三二（江戸大火にて類焼の町名）木版刷。 安政5年11月 横長半・1冊 5565

［書状］（生麦事件についての聞書）　　　　し 文久2年8月 横切継紙・1通 6024－3

（御改書写、播州兵庫高田屋と申す問屋異国へ米積送 巳9月 横切継紙・1通 5281－15

り売買に付家内閥所の次第）

（幕府へ大名家来露虫書画写、堀田摂津守家来下谷広 （幕末期3月19日～） 横長半・1冊 4991

小路辻番廻り場内で乱妨の件、他）

（某藩職名書上） 横切紙・1通 5316

評判記覚書（浅草観世音御開帳珍敷宝物之次第） 横半半・1冊 5440－2

浅草観世音御開帳二宝物共一見二付覚書井米高直故出 竪紙・1通 5440－3

来候悪口共左二御覧二入墨候

［書状］（浅草観世音開帳・宝物の次第／芝居・見世物 横切継紙・1通 5440・4

の件／近日米高値の件）　別紙と思われる状を重ねて巻 （2枚｝

込。

4（信仰）

数量（件数）　5

長歌（念仏仏道歌） 竪美半・1冊　　　・ 4785

蓮如上人御詠（写）西岸寺→晋＋郎様 横切継紙・1通 4811－10

（心学に関する教諭の覚）太兵衛可福（花押） 横切継紙・1通 5333

扇乃五常（敬父母の教訓書） 横切継紙・1通 5575－4

（数え歌、仏教の教えを歌にしたもの）　山口千代吉（印） 横折紙・1通 5575－5

5．（その他）

数量（件数）　20

（家族・親族名前書上） 享和3年 横折紙・1通 5684

（出陣の際入用道具等書上） 近世 竪美（綴紐なし）・ 5543

1冊（12枚）

証（杏林堂病室寄付金領収）東村山国画津村外四ケ村戸長 明治19年6月26日 小切紙・1通 4730－3

役場（印）→山元村山口三右衛門
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