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宿紙

（出生之子丈夫届、不縁届、歩行届）　灰色宿紙 嘉永2年11月ll日～嘉 横切継紙・1通 822－5

永3年2月11日

（改印之節取計先例） 横切紙・1枚 818－1－4

（父方従弟妻死去二付忌服御届案）　山中小平次小壱岐 横切紙・1枚 833一葉4－3

様灰色宿紙

御用状（御出立日延二付下案）井返書（正月3日）　依 横切継紙・2通 850－9

田源之丞　斉藤友衛様　灰色宿紙共、折封

（夏足袋伺）　鹿野仲治河舎人様灰色宿紙 横切紙・1枚 822－3

中野・中之条陣屋

中野中之条陣屋御人数出張関係書類　紙繕一括 835－3

二三（中野中之条陣屋へ御人数出張上田飯山御打合 2月11日 横切継紙・1通 835－3－1

之義御尋二付申上書）　三奉行　三印郡方6為打合
案文別二記　灰色宿紙

四　回状（上田飯山等へ打合之義井御人数調之義等） 2月ll日 横切紙・1枚 835－3－2

伊野右衛門　将監様他・助之進様・采女様　灰色宿紙

六（大銃打手井人足等凡調）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－3－3

七（大小銃御引当拍）　灰色宿紙 文久（4年）子2月 横切継紙・1通 835－3－4

（ママ）

八九（大小銃方名面）　九印ハ御留守守申立先例　灰 横切紙・1枚 835－3－5
色宿紙

十（御纏、大小銃、御人数、馬凡調）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－3－6

十一十二（御人数出別紙取調評義書）　左京・神平 2月26日 横切継紙・1通 835－3－7
灰色宿紙

十三　廻状（御人数調井名面案）　伊野右衛門　但 2月26日 横切継紙・1通 835－3－8

馬様・助之進様・采女様　灰色宿紙

（御人数差出之節拝借人之義等御尋二付申上書）　御 3月 横切継紙・1通 835－3－9
目付　灰色宿紙

（御人数差出之節拝借人取調申上書）　御目付灰色 横切継紙・1通 835－3－10

宿紙

御代官所加勢関係書類　紙繕一括 834－4

（中野御陣屋へ非常御人数出二付飯山様6御使者到来 2月8日 横切紙・1枚 834－4－1

二付申上書）　玉川一学灰色宿紙

（上田様類役申談之義二付別紙添申上書）　玉川一学 2月9日 横切継紙・1通 34－4－2

灰色宿紙

（御代官所陣屋へ御加勢人数之振合）　玉川一学灰 天保8年6月朔日 横切継紙・1通 834－4－3
色宿紙

（中野中之條代官所6御人数差出申来候二付人数割書 横長美・1冊 742
上）　下札

下目付加役

付
（下目付定加役本役御直之儀御尋二付申上書拍）
　　86941・2紙繕一括

御目 2月、 横切継紙・1通 869－4－1
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町　方

伊勢町市川惣兵衛御賞筋関係書類 847－1

（伊勢町市川惣兵衛御賞之義伺書）　宮下主鈴灰色 ll月 横切継紙・1通 847－1－1
宿紙

（伊勢町市川惣兵衛御賞筋之義御尋二付申上書）　巻 12月3日 横切継紙・1通 847－1－2
上「12月2日壱岐殿御下ケ、12月3日御殿二而差出」　灰
色宿紙

（伊勢町市川惣兵衛コレラ予防薬剤代金覚） 折紙・1枚 847－1－3

西木町惣兵衛御賞筋関係書類 847－1－4

（西木町惣兵衛義二付御内々申上書）　御預所元〆役 未ll月 横切継紙・1通 847－1－4
灰色宿紙

（西木町惣兵衛御賞筋之義伺書）　御預所郡方　御町 ll月25日 横切継紙・1通 847－1－5

方様灰色宿紙

（馬喰町丸山与助施薬取調報知）　灰色宿紙 横切紙・1枚 845－4

在　方

荒町村平吉娘ふよ養子与右衛門井又吉子さき3人之者 219
親孝心之趣御尋書類

（御尋二付申上書）　荒町村名主郡兵衛・組頭盛之助 慶応3年12月 美・1冊 219－1

御代官所

（御尋二付申上書）　東条村南組名主太五左衛門他2名 慶応3年12月 美・1冊 219－2

御代官所

（御尋二付申上書）　宮崎新田村名主雅五郎・組頭重兵 慶応3年12月 美・仮1冊 219－3

衛　御代官所

（御尋二付）口上覚　後欠 （慶応3年12月） 横切継紙・1通 219－4

瀧本新田開発一件書類 横長美・1冊 634

壱（徳左衛門壱人別割地手当再下附願）　東条村南 安政6年4月 634－1

組名主清右衛門・組頭永助・長百姓恒治　郡御奉行所

二（東条村南組6顛末申上書）　東条村南組名主清右 安政7年2月 634－2
衛門他6名　御代官所

三（御尋二付瀧本新田村返答書）　瀧本新田村名主助 安政7年2月 634－3

右衛門、組頭嘉右衛門　御代官所

四（御尋二付東条村南組返答書）　東条村南組名主利 安政7年3月 634－4
兵衛他8名　御代官所

五（御尋二付瀧本新田村返答書）　瀧本新田村名主助 安政7年3月 634－5
右衛門、組頭嘉右衛門　御勘定所御元〆御役所

東條村南組徳左衛門瀧本新田割地一條書類 375

御賞替之義御内尋付御内慮伺　磯田音門　37昏1・2は 2月18日 半・仮1綴 375－1

同綴

壱　瀧本新田割地一條経緯書 半・ 375－2

壱二添　御内尋付申上（瀧本新田割増）　元〆役末 5月 半・仮1綴 375－3
尾に「弐　安政六未年四月東條村南組役人6縄り書壱
通在之略ス」とあり
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三　徳左衛門割地引渡被下度歎願書　瀧元新田村名 安政6年4月 半・1冊 375－4

主助左衛門他2名　郡御奉行所

三二添　瀧元新田割合御尋二付御代官江申立拍　瀧元 文政10年閏6月 半・仮1綴 375－5

新田村名主熊吉他2名　岡部八十喜様御代官所

四　瀧本新田村役人江尋申度ケ条書　375－6・7は同
　綴

半・仮1綴 375－6

五　瀧本新田村役人返答書　瀧元新田村名主助左衛 万延元年5月 半・ 375－7

門・組頭嘉右衛門　郡御奉行所

六　徳左衛門申立書　七左衛門親徳左衛門（東條村名 万延元年6月 半・仮1綴 375－8

主・組頭・長百姓奥印）　郡御奉行所　375－8～10は同
綴

七　徳左衛門申立願書　瀧本新田元世話人東條村南組 万延元年11月 半・ 375－9

七左衛門親徳左衛門

八　御尋召嘆願書　東條村徳左衛門　磯田音門様御内 正月24日 半・ 375－10

御役人中様

東條村南組徳左衛門瀧本新田割地一条関係書類　紙繕 849
一括

（東條村南組徳左衛門瀧本新田割地一条愚意大意草 3月11日 横切継紙・1通 849－1

稿）　巻上r酉3月ll日大目付新六殿へ」　灰色宿紙

（東條村南組徳左衛門瀧本新田割地一条大目付評議 3月16日 横切継紙・1通 849－2

書）　新六

（東條村徳左衛門割地一条猶御尋二付申上書）　御目 3月20日 横切継紙・1通 849－3

付　巻上「酉3月20日左京殿へ出」

祢津村星合和泉登城関係書類　紙繕一括 812－1

（御目見登城日書上）　灰色宿紙 文政10年2月14日～嘉 横切継紙・1通 812－1－1

永6年

（登城日書上）　灰色宿紙 弘化3年12月22日～弘 横切継紙・1通 812－1－2
化5年4月9日

戌年奇特者御賞筋関係書類 817－2

口上覚（中越村久次郎子開五郎御賞筋御代官申立） （文久2年）11月 横切継紙・1通 817－2－1

細田久作　巻上「12月6日采女殿6御下」　灰色宿紙、
817－2－1～3紙繕一括

奇特者御賞筋伺（開五郎）　山寺源大夫他3名　灰色 （文久2年）12月5日 横切継紙・1通 817－2－2

宿紙

（開五郎御賞筋御答案）　巻上r12月29日采女殿江差 横切継紙・1通 817－2－3

出」　灰色宿紙

口上覚（上徳間村頭立太兵衛、同村頭立茂三郎御賞 （文久2年）12月 横切継紙・1通 817－2－4

筋御代官申立）　野本力太郎　灰色宿紙、81724～6
紙繕一括

奇特者御賞筋伺（太兵衛、茂三郎）　山寺源大夫他3 （文久2年）12月 横切継紙・1通 817－2－5

名　巻上「12月24日采女殿6御下」　灰色宿紙

（太兵衛、茂三郎御賞筋御答案）　巻上rl2月29日采 横切継紙・1通 817－2－6

女殿江差出ス」　灰色宿紙

口上覚（湯田中村仲右衛門子助七女房よし御賞筋御 （文久2年）10月 横切継紙・1通 817－2－7

代官申立井村役人名面）　中嶋渡浪　灰色宿紙、
817－2－7～10紙繕一括

孝心奇特者御賞筋之義御尋付申上書下書（助七、女 （文久2年）10月 横切継紙・1通 817－2－8
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房よし）　灰色宿紙

穿盤書（太兵衛、茂三郎御賞筋）　下目付　灰色宿 （文久2年）10月 横切継紙・1通 817－2－9
紙

（太兵衛、茂三郎御賞筋伺）　山寺源大夫他3名　灰色 （文久2年）10月21日 横切継紙・1通 817－2－10
宿紙

撃（播鼎塊蟹騰鞭灘麟滞申 （文久2年）6月 横切継紙・1通 817－2－11

（栄作御賞筋穿墾書稿）　巻上r7月5日壱岐殿へ差出 横切継紙・1通 817－2－12
ス」　灰色宿紙

（栄作御賞筋伺）　山寺源大夫他3名　灰色宿紙 （文久2年）6月18日 横切継紙・1通 817－2－13

御預所栗田村紺屋甚右衛門御賞関係書類　紙繕一括 文久3年 825－7

（御賞之義二付伺）　御勝手元〆　巻上r6月27日助之進 6月 横切継紙・1通 825－7－1
殿御下二付穿墾磯之助へ」　灰色宿紙

（御賞之義伺廻状）　助之進石見様他4名　灰色宿紙 6月27日 横切継紙・1通 825－7－2

（甚右衛門穿繋被仰渡二付申上書）　調役磯之助 7月 横切継紙・1通 825－7－3

（甚右衛門穿難之義二付先年之義穿繋申上書）　調役 7月 横切継紙・1通 825－7－4
磯之助　灰色宿紙

廻状（甚右衛門御賞筋）　源之丞　正司様他5名　灰 7月15日 横切継紙・1通 825－7－5
色宿紙

（甚右衛門御賞之義御尋二付）申立案　灰色宿紙 横切継紙・1通 825－7－6

（栗田村倉石源左衛門御賞先例書抜）　安政6年、文 横切紙・1枚 825－7－7
久2年、巻上「両角三大夫書抜」

（栗田村倉石源左衛門御賞先例書抜）　戌12月26日 横切紙・1枚 825－7－8
灰色宿紙

東條村清瀧野火不始末一条関係書類　紙繕一括 834－3

壱印（東條村清瀧野火不始末申上書写）　東條村名 文久4年2月 横切継紙・1通 834－3－1
主倉吉他5名　道橋御奉行所　灰色宿紙

二印（東條村清瀧野火不始末一条東条村東光寺縄り
　書写）　東条村東光寺　道橋御奉行所　灰色宿紙

文久4年2月 横切継紙・1通 834－3－2

三印（東條村清瀧野火不始末穿墾御尋二付申上書写） 文久4年2月 横切継紙・1通 834－3－3
東条村南組名主平大夫他5名　道橋御奉行所　灰色宿紙

四印（東條村清瀧野火不始末一条東条村東光寺縫り
　書写）　東条村東光寺　道橋御奉行所　二印と同文

文久4年2月 横切継紙・1通 834－3－4

灰色宿紙

④（東條村清瀧野火不始末一条村役人一向不存旨訴
　書写）　東条村南組名主倉吉・組頭七左衛門・長百姓

文久4年2月 横切継紙・1通 834－3－5

藤太　道橋御奉行所　灰色宿紙

（龍五郎御用二付急出府御届不申上詫書）　東条村東 文久4年2月 横切継紙・1通 834－3－6
光寺　道橋御奉行所　灰色宿紙

（東條村二而野火之義二付伺）　道橋方灰色宿紙 3月 横切継紙・1通 834－3－7

回状（の火一条御答案別紙取調添削）　源之丞小 3月3日 横切継紙・1通 834－3－8
平次様他4名　灰色宿紙

（東條村清瀧辺野火之義申立案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－3－9

八幡村清浄院内献金井御賞筋関係書類　紙緩一括 834－7
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（金百両献上仕度願書）　八幡村清浄院　寺社御奉行 文久4年正月 横切継紙・1通 834－7－1

所　灰色宿紙

（八幡村清浄院内献金井御賞之義伺）　磯田音門・成 2月3日 横切継紙・1通 834－7－2

沢勘左衛門　灰色宿紙

（八幡村清浄院内献金井御賞之義二付申上書）　御勝 3月6日 横切継紙・1通 834－7－3

手元〆　灰色宿紙

（八幡村清浄院内献金井御賞之義二付申上書）　御勘 3月25日 横切継紙・1通 834－7－4

定吟味灰色宿紙

（八幡村清浄院内献金井御賞之義御尋二付申上書案） 子4月3日 横切継紙・1通 834－7－5

灰色宿紙

（沓野村温泉寺奇特之申立有之二付永独御礼申渡） 横切継紙・1通 834－7－6

嘉永4年7月13日前例

青木村常源寺先住一件関係書類 837－3

穿馨書　但答書井書置弐通添 竪半・1冊 837－3－1

（青木村役人共答書）　青木村中組頭立与惣右衛門他4 文久2年5月 竪半・1冊 837－3－2

名　郡奉行所

北長池村中組名主一条関係書類　紙繕一括 837－6

（北長池村中組威一郎井親学道穿盤聞書留）　灰色 文久2年2月 横切継紙・1通 837－6－1

宿紙

（北長池村威一郎親学道之義二付極密々申上書）　中 2月22日 横切継紙・1通 837－6－2

島渡浪　灰色宿紙

（別紙内廻状取扱之義二付極御内密申上書）　源大夫 2月23日 横切継紙・1通 837－6－3

灰色宿紙

御用廻状（山寺源大夫内廻状之義伺書）　将監　壱 2月23日 横切紙・1枚 837－6－4

岐様・帰一郎様　灰色宿紙

（北長池村中組学道他同道人名面）　灰色宿紙 横切紙・1枚 837－6－5

御用状（北長池村中組学道此表へ罷出二付）　源大 2月26日・28日 横切継紙・3通 837－6－6

夫　刑左衛門様　紙繕一括

雨宮村神主片岡主計御参府御帰城之節御礼伺関係書類 837－15

紙繕一括

（雨宮村神主片岡主計御参府御帰城之節御礼申上度 万延元年閏3月、4月2 横切継紙・1通 837－15－1

願書井伺書写）　灰色宿紙 日

（雨宮村神主片岡主計御帰城之節御礼願御尋二付申上 4月 横切継紙・1通 837－15－2

書）　灰色宿紙

日名村頭立吉郎太仮名主勤中不正取計一件書類　紙繕 868－6

一括

日名村頭立吉郎太去寅年中仮名主勤中不正取計御仕 7月 横切紙・1枚 868－6－1

置之義御尋二付申上書　灰色宿紙

（日名村頭立吉郎太等御仕置伺）　山寺源大夫　灰色 7月 横切継紙・1通 868－6－2

宿紙

（日名村頭立吉郎太等御仕置一件申渡書付案）　灰 横切継紙・1通 868－6－3

色宿紙

湯田中村手踊申立関係書類　紙緩一括 869－2

（湯田中村手踊之儀御尋二付申上書）　御目付　灰色 4月 横切継紙・1通 869－2－1
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宿紙

（湯田中村手踊之儀再御尋二付申上書草稿）　御目付 4月 横切継紙・1通 869－2－2
灰色宿紙

（湯田中村手踊之儀評議廻達）　源之丞　治左衛門様 4月20日 横切継紙・1通 869－2－3
他6名

御用状（別紙内伺承知之旨）　赤沢助之進御目付中 4月18日 横切紙・1枚 869－2－4

御用状（別紙七印承知之旨）　赤沢助之進御目付中 4月20日 横切継紙・1通 869－2－5

（湯田中村手踊一条壱印～六印書留） 折紙・1枚 869－2－6

七（湯田中村手踊一条寺社奉行申上書）　金吾　灰 4月20日 横切紙・1枚 869－2－7
色宿紙

年寄一巻（矢代宿源之助・兵助年寄役拝命二付請書） 明和6年ll月 半・1冊 218

（御領分信州水内郡梅木村弥惣治一件御仕置被仰付、
　申渡之節立合一件留）　山越新八郎

文化3年5月 半・1冊 216

（在方御賞書抜）　灰色宿紙 安政2年3月14日～同6 横切継紙・1通 805－5
年12月23日

（下氷鉋村源左衛門孝心御賞筋之義御尋二付申上書） 未11月27日 横切継紙・1通 847－1－6
御目付　灰色宿紙

諸届
越州月形村角兵衛獅子舞関係書類 847－3

（越州月形村角兵衛獅子舞之義御尋二付申上書）　御 横切継紙・1通 847－3－1
目付　灰色宿紙

（越州月形村角兵衛獅子舞之義二付御内慮伺）　高田 10月22日 横切紙・1枚 847－3－2
磯太　灰色宿紙

御用状（越州月形村角兵衛獅子舞之義二付評議書類
　差上）　源之丞美濃輔様灰色宿紙

10月22日 横切紙・1枚 847－3－3

（地震被害届書写）　水内郡善光寺大本願役人山極亦兵 弘化4年4月 ・竪小型（20×15） 539
衛・大勧進役人今井磯右衛門　岡崎荘蔵他3名 ・1冊

（彗星測量御届書）　天文方三名 8月14日 竪紙・1枚 618－5

調書
御勘定調帳不審一件関係書類　紙繕一括 839

（御勘定役懸り之者共差出候調帳不審之ケ所目安覚
三帳分）

万延元年5月 横切継紙・1通 839－1

（御勘定懸り之調帳不審ケ所覚）　灰色宿紙 （万延元年）申5月 横切継紙・1通 839－2

（御勘定懸り之者調帳不審ケ所覚）　灰色宿紙 （万延元年）申5月 横切継紙・1通 839－3

御用状（高野覚之進調帳六帳返還）井勘返状　刑左 6月3日 横切紙・1枚 839－4
衛門・弥右衛門　音門様

（再考申立書） 横切紙・1枚 839－5

覚（調帳目録） 横切継紙・1通 839－6

（調帳目録） 横切紙・1枚 839－7

（御勝手元〆当座中借金留帳之内沼田屋大蔵へ下ケ 横切継紙・1通 839－8
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金之分書抜　二通之内）　弘化4年一嘉永2年灰色
宿紙

（沼田屋大蔵へ御下ケ金書抜　二通之内）　嘉永3 横切継紙・1通 839－9

年・4年　灰色宿紙

（調帳書抜） 横切継紙、横切 839－10

紙・1通・2枚

高野広馬水戸辺穿墾関係書類　紙繕一括 817－8

（水戸辺穿墾趣意書）　広馬 9月23日 横切継紙・1通 817－8－1

（水戸辺穿難添書）　嘉兵衛・一二三刑左衛門様・友 10月26日 横切継紙・1通 817－8－2

衛様

御武具方調関係書類 811－5

（御武具方御武器調方伺書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 811－5－1

（御武具方御武器調方御勝手方壱岐殿被仰渡御承知 2月16日 横切紙・1枚 811－5－2

之旨）　灰色宿紙

申年銅小銭取集之義穿馨関係書類　紙縫一括 817－7

（銅小銭取集之義穿繋二付申上書）　下目付 申5月 横切継紙・1通 817－7－1

（銅小銭引替割合書）　灰色宿紙 文久2年5月 横切継紙・1通 817－7－2

（水戸辺之儀穿繋書）　調役 （万延元年）閏3月 横長半・1冊 868－21

（水戸辺之儀穿繋書）　調役 （万延元年）閏3月 横長半・1冊 868－22

（千曲川大雨二而出水被害書上）　灰色宿紙 横切・1枚 821－9

覚（山中分・里分作毛）　灰色宿紙 申9月17日 横切継紙・1通 835－26

乗馬鞍数覚 天保11年3月5日～弘化 横半半折・1冊 170
4年正月4日

穿墾（書留）　依田利継 安政5年7月20日～安政
6年5月18日

横切半・1冊 192

江戸御用状関係書類 810－1

（御帰城御道中御用状）　弥惣左衛門　刑左衛門様他8 午7月2日 横切継紙・1通 810－1－1

名

（御帰城二付矢代宿6御用状）　弥惣左衛門　御同役中 7月5日 横切継紙・1通 810－1－2

（御参府御供着府礼状）　弥惣左衛門　御同役中様 文久元年5月27日 横切継紙・1通 810－1－3

（御在所へ暇被下侯二付吹聴状）　金左衛門　＋郎右衛 文久元年5月26日 横切継紙、横切紙 810－1－4

門様他5名　同日付暇許可添付 ・各1通

（御帰城御道中御用状）　弥惣左衛門　治左衛門様 7月3日 横切継紙・1通 810－1－5

（江戸6暑中見舞）　一二三・弥惣左衛門　刑左衛門様 6月20日 横切継紙・1通 810－1－6

他9名

（江戸6寒中見舞）　嘉兵衛・一二三　刑左衛門様他9 12月7日 横切継紙・1通 810－1－7

名

（江戸6寒中見舞）　金左衛門・一二三　刑左衛門様他 ll月28日 横切継紙・1通 810－1－8

9名　封紙

江戸御用状
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（殿様御暇被仰出二付江戸目付御用状）　嘉兵衛・一
　二三・弥惣左衛門　刑左衛門様他8名

（殿様御暇被仰出二付江戸目付への御用状）　源之丞
　他8名　弥惣左衛門様他2名

6月21日

7月朔日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

810－1－9

810－1－10

日　記

（江戸日記）　前欠力 弘化元年7月29日～弘 横半半折仮綴・1 147
化4年正月 冊

（江戸日記）
横長美・1冊 627－3

手　控

江戸大地震御親類様方6為御知写（破損場所圧死人等
　書抜）

安政2年 半・1冊 220

御目付役内控 （安政4年）巳7月 横半・1冊 772－2

機密（手拍） 安政7年正月～万延2年 横半半折・1冊 136
8月

機密手拍 （文久元年～同3年） 横半半折・1冊 135

（御中老御下伺返書案文）　金左衛門 横切紙・工枚 847－2

（給人格御徒士席御役順書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 865－11

風　聞

三（須坂表井近在風聞書）　調役須坂藩家老野口源兵
　衛改革、奥書「安政6未年12月斉藤友衛様へ清書差上申候」
　灰色宿紙

安政6年12月 横切継紙・1通 870－2

安藤対馬守様狼籍一条関係書類　紙繕一括 （文久2年） 843

（安藤対馬守様狼籍一条留）　灰色宿紙 正月15日 横切継紙・1通 843－1

（安藤対馬守様狼籍一条留） 正月15日 折紙・1枚 843－2

（安藤様へ御使者相勤御用人内話之趣申上書）　玉 正月16日 横切継紙・1通 843－3
川一学　灰色宿紙

（安藤対馬守様狼籍一条下座見届書）　下座見宮沢吉 正月16日 横切継紙・1通 843－4
次　灰色宿紙

（安藤対馬守様狼籍一条死骸等留書）　灰色宿紙 正月16日 横切継紙・1通 843－5

（安藤対馬守様狼籍一条留書）　巻上r鹿野茂よりの 正月16・17日認 横切継紙・1通 843－6
もの」　灰色宿紙

（安藤対馬守様狼籍一条御口之者届書）　御口之者
　灰色宿紙

正月20日晩届 横切継紙・1通 843－7

（安藤対馬守様狼籍一条留書） 横切継紙・1通 843－8

（安藤対馬守様狼籍者、怪我人名前書上） 横切継紙、横切紙 843－9
・1通、2枚

（安藤対馬守様狼籍一条絵図面）　灰色宿紙 横切紙・1枚 843－10

（江戸表二而切腹御暇御答筋留）　灰色宿紙 横切紙・1枚 843－11

（狼籍討留等御賞筋書上） 横切継紙・1通 843－12
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（和泉国五條陣屋表浪士共6奪取品々御届書写）　中
　村意順　巻上「御覧後早速御返し奉願上候」　灰色宿紙

9月3日 横切継紙・1通 835－10

（松平甲斐守様御家来6到来書付写）　和州五條陣屋焼 横切継紙・1通 835－41

払一件　灰色宿紙

田　　　日

御目付留書書類 872

御条目書抜（御目付留書）　灰色宿紙 文政6年正月15日～12 横切継紙・1通 872－1

月27日

（御目付留書）　灰色宿紙 文政7年3月10日～7月9
日

横切継紙・1通 872－2

御条目書抜（御目付留書）　灰色宿紙 文政7年7月11日～8月 横切継紙・1通 872－3

14日

（御目付留書）　灰色宿紙 文政8年正月ll日～3月 横切継紙・1通 872－4
3日

（御目付留書）　灰色宿紙 文政8年3月6日～5月13
日

横切継紙・1通 872－5

御条目書抜（御目付留書）　灰色宿紙 文政9年正月3日～3月 横切継紙・1通 872－6

24日

（御目付留書）　灰色宿紙 文政9年3月18日～6月4
日

横切継紙・1通 872－7

（御目付留書）　灰色宿紙 文政9年5月29日～7月 横切継紙・1通 872－8

16日

（御目付留書）　灰色宿紙 嘉永6年正月7日～7月 横切継紙・1通 872－9

19日

（御目付留書）　灰色宿紙 文政7年正月8日～3月6
日

横切継紙・1通 837－17

御目付留書書類　紙緩一括 838－1

（御目付留書）　灰色宿紙 （嘉永7年）6月27日～8 横切継紙・1通 838－1－1

月13日

（御目付留書）　灰色宿紙 （嘉永7年）7月7日～10
日

横切継紙・1通 838－1－2

（御目付留書）　灰色宿紙 （嘉永7年）7月13日～ 横切継紙・1通 838－1－3

29日

（御目付留書） 嘉永7年8月13日～安政 横長美・1冊 320
7年8月4日

御目付留書書類　紙緩一括 876

（御目付留書）　灰色宿紙 安政元年12月～安政2 横切継紙・1通 876－1

年4月29日

（御目付留書）　灰色宿紙 安政2年5月5日～12月 横切継紙・1通 876－2

29日

御目付留書書類　短冊r安政3辰年　此表済」　紙繕一括 877

（御目付留書） 安政3年6月17日～9月5

日

横切継紙・1通 877－1

（御目付留書） 安政3年9月11日～11月 横切継紙・2通 877－2

訴刀　　童
田　　　日

一89一



依田家／役職／御目付

18日

（御目付留書） 安政3年ll月23日～12 横切継紙・1通 877－3
月晦日

御目付留書書類　短冊r安政4丁巳年」　紙繕一括 871

1壱（御目付留書）　灰色宿紙漢数字朱書、以下r五」 安政4年正月5日～3月7 横切継紙・1通 871－1
まで 日

弐（御目付留書）　灰色宿紙 安政4年3月13日～5月 横切継紙・1通 871－2
晦日

三（御目付留書）　灰色宿紙 安政4年5月26日～6月 横切継紙・1通 871－3
17日

四（御目付留書）　灰色宿紙 安政4年6月朔日～11月 横切継紙・1通 871－4
3日

五（御目付留書）　灰色宿紙 安政4年ll月9日～12月 横切継紙・1通 871－5
27日

御目付留書書類　短冊r（朱書）入用もの、（墨書）安政5 875
戊午年」、漢数字朱書、以下「七」まで

壱（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年正月5日～2月 横切継紙・1通 875－1
晦日

弐（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年2月～4月29日 横切継紙・1通 875－2

三（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年3月23日～7月2
日

横切継紙・1通 875－3

四（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年6月25日～7月 横切継紙・1通 875－4
12日

五（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年7月3日～8月10
日

横切継紙・1通 875－5

六（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月11日～8月 横切紙・1枚 875－6
晦日

七（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月18日～12月 横切継紙・1通 875－7
27日

御目付留書書類　紙縫一括 832

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年正月15日～2月 横切継紙・1通 832－1
3日

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年2月12日 横切継紙・1通 832－2

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年4月27日 横切紙・1枚 832－3

（御目付留書） 安政5年5月朔日 横切紙・1枚 832－4

（御目付留書） 安政5年5月4日 横切紙・1枚 832－5

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年5月10日 横切紙・1枚 832－6

（御目付留書） 安政5年5月12日 横切継紙・1通 832－7

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年5月22日～24日 横切継紙・1通 832－8

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年5月 横切継紙・1通 832－9

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年6月朔日～4日 横切継紙・1通 832－10

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年6月5日～11日 横切継紙・1通 832－11
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（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年6月12日～15日 横切継紙・1通 832－12

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年6月16日～20日 横切継紙・1通 832－13

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年6月21日～29日 横切継紙・1通 832－14

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年7月1日～6日 横切継紙・1通 832－15

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年7月2日夜 横切継紙・1通 832－16

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年7月11日～13日 横切継紙・1通 832－17

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月1日～5日 横切継紙・1通 832－18

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月6日～8日 横切継紙・1通 832－19

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月9日・10日 横切継紙・1通 832－20

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月11日～13日 横切継紙・1通 832－21

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月13日～20日 横切継紙・1通 832－22

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月20日～27日 横切継紙・1通 832－23

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月28日 横切継紙・1通 832－24

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月29日 横切継紙・1通 832－25

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年8月晦日 横切継紙・1通 832－26

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月1日・2日 横切継紙・1通 832－27

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月3日～7日 横切継紙・1通 832－28

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月8日 横切紙・1枚 832－29

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月9日～11日 横切継紙・1通 832－30

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月12日・13日 横切継紙・1通 832－31

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月14日 横切継紙・1通 832－32

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月15日 横切紙・1枚 832－33

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月16日 横切継紙・1通 832－34

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月17日・18日 横切継紙・1通 832－35

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月19日 横切継紙・1通 832－36

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月20日 横切継紙・1通 832－37

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月21日～23日 横切継紙・1通 832－38

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月24日 横切継紙・1通 832－39

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月25日・26日 横切継紙・1通 832－40

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月27日・28日 横切継紙・1通 832－41

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年9月29日・30日 横切継紙・1通 832－42

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年10月20日～26
日

横切継紙・1通 832－43

（御目付留書）　灰色宿紙 安政5年10月27日～29
日

横切継紙・1通 832－44
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（御目付留書） 安政5年11月朔日 横切継紙・1通 832－45

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年11月4日～10日 横切継紙・1通 832－46

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年11月ll日～14
日

横切継紙・1通 832－47

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年11月15日・16
日

横切継紙・1通 832－48

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年ll月17日・18
日

横切継紙・1通 832－49

（御目付留書） 安政5年11月 横切紙・1枚 832－50

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年ll月1日・2日 横切継紙・1通 832－51

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年11月2日 横切紙・1枚 832－52

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年11月3日～5日 横切継紙・1通 832－53

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年ll月6日～H日 横切継紙・1通 832－54

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年ll月9日 横切継紙・1通 832－55

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年11月12日～14
日

横切継紙・1通 832－56

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年ll月15日～20
日

横切継紙・1通 832－57

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月朔日・2日 横切継紙・1通 832－58

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月7日・8日 横切継紙・1通 832－59

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月9日・10日 横切紙・1枚 832－60

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月11日 横切継紙・1通 832－61

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月12日 横切継紙・1通 832－62

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月13日・14
日

横切継紙・1通 832－63

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月15日 横切継紙・1通 832－64

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月16日 横切継紙・1通 832－65

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月17日 横切継紙・1通 832－66

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月18日 横切継紙・1通 832－67

（御目付留書） 灰色宿紙 安政5年12月21日～25
日

横切継紙・1通 832－68

御目付留書書類 紙縫一括 870－7

壱（御目付留書） 灰色宿紙 漢数字朱書、以下「五」 安政6年正月15日～5月 横切継紙・1通 870－7－1
まで 28日

弐（御目付留書） 灰色宿紙 安政6年5月27日～6月 横切継紙・1通 870－7－2
18日

三（御目付留書） 灰色宿紙 安政6年6月18日～7月4
日

横切継紙・1通 870－7－3

四（御目付留書） 灰色宿紙 安政6年6月～10月29日 横切継紙・1通 870－7－4

五（御目付留書） 灰色宿紙 安政6年11月20日～12 横切継紙・1通 870－7－5
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月晦日

（御目付留書） （安政6年）10月朔日～ 横半半折仮綴・1 163
19日 冊

（御目付留書） 安政6年H月他 横切継紙、横切 847－5

紙・4通、2枚

御目付留書書類　紙繕一括　漢数字朱書、以下r五」まで 873

壱（御目付留書）　灰色宿紙 安政6年12月～安政7年 873－1

閏3月27日

弐（御目付留書）　灰色宿紙 安政7年閏3月19日～4 横切継紙・1通 873－2

月25日

参（御目付留書）　灰色宿紙 安政7年5月朔日～7月 横切継紙・1通 873－3

28日

四（御目付留書）　灰色宿紙 安政7年8月朔日～9月 横切継紙・1通 873－4

27日

五（御目付留書）　灰色宿紙 万延元年10月3日～12 横切継紙・1通 873－5

月28日

御目付留書書類　紙縫一括 874

壱（御目付留書）　灰色宿紙 万延元年12月～文久元 横切継紙・1通 874－1

年9月22日

（御目付留書）　裏書途中よりr一」～r四」、r一」 文久元年9月24日～12 横切継紙・1通 874－2

～「三」と継紙、灰色宿紙共 月10日

（御目付留書）　灰色宿紙 文久元年12月10日～12 横切継紙・1通 874－3

月16日

（水戸混雑一件留） 万延元年 横長美・1冊 627－1

（目付役向留書）　黒罫紙（片面9行） 文久2年正月5日～同12 仮綴（16×12．3） 159
月28日 ・1冊

（御目付留書）　黒罫紙（片面9行） 文久3年正月3日～同6 仮綴（16×12，3）160
月20日 ・1冊

（御目付留書）　黒罫紙（片面9行） 文久3年6月25日～同12 仮綴（16×12．3） 162
月26日 ・1冊

（御目付留書）　黒罫紙（片面9行） 文久4年正月朔日～同2 仮綴（16×12．3） 161

月8日 ・1冊

（御目付留書） 6月～9月 横切小型（8，5× 435
16）・1冊

（御目付留書）　長谷川深美仮養子一条等灰色宿紙共 7月12日～8月16日 横切継紙・6通 852－4

御目付留書書類　紙緩一括 819－5

（御目付留書）　灰色宿紙 8月1日～10日 横切継紙・1通 819－5－1

（御目付留書）　灰色宿紙 8月17日 横切継紙・1通 819－5－2

（御目付留書） 竪切半・1冊 574

諸事留（信政公跡目相続一件他） 半・1冊 740
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御目付加役

（御目付加役5人二而仕度伺）　宿紙 文政8年5月 横切継紙・1通 772－5

勤方日記　手拍　依田源之丞利継　国元 嘉永7年 横半半折仮綴・1 114
冊

御行列帳拍　依田源之丞利継 嘉永7年9月7日写 横半半折仮綴・1 132
冊

御目付加役勤方日記　依田源之丞利継 嘉永7年8月23日～同9 横半半折・1冊 772－1

月23日

御目付加役中忌服屈一例　宿紙 嘉永7年5月25日 横切継紙・1通 772－3

（御目付加役増員当番廻達）　　（山中）小平次　刑左衛 2月12日 横切継紙・1通 772－4
門様他3名

加役関係書類 805－7

（御用番於御宅七ツ時立会廻達振）　灰色宿紙 横切・1枚 805－7－1

（御用番於御宅七ツ時立会廻達振）　灰色宿紙 横切・1枚 805－7－2

学校懸

（馬各部位名称図写）　善継 天保15年ll月29日写 竪紙・1枚 619－13

文武学校関係書類　紙縫一括 833－7

弘締9月1櫻騨抜（佐燗修理素読相済御改 弘化2年9月11日 横切継紙・1通 833－7－1

（学校文武稽古出精之義小山田壱岐へ願書井同人返
書写）

（安政3年）丙辰正月26
日

横切継紙・1通 833－7－2

（御有合刀身御尋二付申上書）　御武具奉行灰色宿紙 正月 横切継紙・1通 833－7－3

（学校懸り之者共御賞筋之儀伺）　掛り御吟味役 11月10日 横切継紙・1通 833－7－4

稽古箇條奥之習　全　依田源之丞利継写　内題r礼式箇嘉永2年7月16日写 半・1冊 423
條集註」　奥書に嘉永2年7月16日　飯島與作勝休が伝写
許可した文言あり　「伊勢家租伝礼儀」印

江戸御用稽古白鹿屯学　全　忠　隊学号令ハ江戸御屋鋪 安政4年3月中旬写 横切小型（8．5x 460
ニテ御用稽古ノ順次牧野氏大右衛門ヨリ借写置之 12）・1冊

御馬割 安政6年 横半半折・1冊 468

（文久元年・2年稽古延引留） 横切継紙・1通 835－38

（郷学取立之義二付伺）　松代庁　長野県御中 （明治元年）辛未12月 竪紙・1枚 619－9
16日

（太刀目録、制札高札等書式、料紙色紙短冊寸法等箇
条留書）　破損大

半・1冊 414

煉身術令詞　蔵書印「松代文庫」 横切小型（9。5x 459
135）・1冊

（剣術、槍術、弓術、砲術日割） 美・1綴 617－4

（学校教授方名面） 横切継紙・1通 865－5
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（講武所・学校役附） 横切紙・1枚 868－20

弓　術

（日置流指南書）　伴道雪　前欠 慶長15年5月吉日 1巻 726

（弓術秘伝書）　藤田外記常勝　長谷川千助殿 延享元年5月吉日 1巻 734

墓目鳴弦秘伝書　奥書r長谷川隠士善員写受用」　破損大 天明（以下欠損） 半・1冊 426

日置流弓之目録、弓法度之次第、起請文前書之事　小 文化元年6月2日 1巻

幡助市直通　依田木工右衛門殿

軍用蒐録口義　簸之制　乾　依田利継 弘化4年8月7日～9月23 半・1冊 399
日（写）

軍用蒐録口義　簸之業　坤　依田利継 弘化4年9月25日～同月 半・1冊 402
末写

軍用蒐録口義　胡簸之制　乾　依田利継 弘化4年9月29日～10月 半・1冊 401
初写

軍用蒐録簾図説口義　全　依田利継 弘化4年11月初写 半・1冊 400

軍用蒐録　行装略上・下　丁間史料あり 半・1冊 406

軍用蒐録　忍緒　依田木工右衛門利貞　彩色図 横切美・1冊 横切美・1冊 445

軍用蒐録口義　単騎略　一・二巻 横半半折・1冊 470

軍用蒐録単騎略図　上・下 半・1冊 398

（就弓馬儀大概聞書）　奥書に以下の伝書記議「寛正5年 美・1冊 412
ll月　豊後守高志」「明応2年8月　賢家」「□□□年2月2
日　上原豊前守高家」「寛永10年3月　吉田助左衛門尉豊
綱」　破損大

（弓的設置法）　破損大 美・1冊 413

（揚弓問答集）　破損大 美・1冊 415

弓台法　池村氏 半・1冊 416

射学教直注書巻二　内題r日置流教直射学伝注書上巻」 半・1冊 424

辻的之書（勧進的起源、間之勝負、弓置勝負、辻的矢 半・1冊 425
代勝負、矢捌附体配、失之体拝）　破損大

墓目秘伝書 美・1冊 495

小笠原流弓法　一　破損大

小笠（原流弓法）　二・三　破損大

小笠原流弓法　四　破損大

小笠原流弓法　　（五力）　破損大

小笠原流弓法　六

小笠原流弓法　七　奥書r応永24暦8月日
　持長」

（弓術稽古心得）　前欠

（弓的之事）

小笠原備前守

美・1冊

美（合綴）・1綴

美・1冊

美・1冊

美・1冊

美・1冊

半・1冊

美仮綴・1綴

427

428

429

430

431

432

491

5≦9
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日之的井諸的図 1巻 727

日置流吉田家弓師系図 1巻 732

（騎射出役記）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－18

日置流火矢之法　金井清量 折紙、短冊・6枚 865－4

剣　術

戸川流剣術形目録 横半半折・1冊 467

槍　術

覚天流早槍中段　窪田総右衛門久簿依田清左衛門殿 寛政7年 1巻 725

覚天流早鎗長刀鍮鎗中段極意　早鎗製作卯可鎗合形合巻 半・1冊 417

覚天流単鎗稽古大概　全 半・1冊 494

学兵

歩兵学　全　依田源之丞利継 安政3年9月9日 竪小型（19．5×14） 473
・仮1綴

白鹿屯学令八田寛忠抽 安政3年ll月改 横切半・1冊 472

陳学（隊列号令）　依田利継抽 安政3年 横切小型（8×13〉 380
・1冊

陣学　全（独語）　依田源之丞利継 安政4年正月 竪小型（19．5×14） 396
・1冊

歩兵学　依田利継　フケ大黒罫紙（片面9行） 文久3年2月 竪小型（16×12） 471
・1冊

号令詞全　宮田敬之助著　内題r新式法郎西号令詞」　版 元治元年改校 横切半・1冊 387
本

1861年式小隊学　依田忠継　天部欠損 慶応元年4月27日写 横切半・1冊 483

歩操新式鼓譜抄　撒兵　源貞写慶応元年8月求実館蔵 慶応2年5月 横半半折・1冊 462

大隊号令詞略　全　歩操新式之写 慶応3年12月17日改 横切小型（7×10） 381
・1冊

西洋軍制　全柳川春三校刻版本 明治元年9月例言 竪小型（16×12．5） 391
・1冊

兵学令 （明治3年力） 半（仮綴）・1綴 493

（陣学） 横切小型（6．5x 382
12）・1冊

（陣学）
横切小型（8× 383
12．5）・1冊

法国歩兵演範　散兵部　全 竪小型（16×12．5） 392
・1冊

（大隊教練号令詞） 横切小型（7x 457
20）・1冊

1861年式改正生兵小隊号令詞　全　版本後欠 横切小型（7× 461
18．5）・1冊
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（生兵教練号令詞） 前欠黒罫紙（片面9行） 竪小型（16×12．5） 463
・仮1綴

隊学　全　依田源之丞利継 竪小型（195×14〉 474
・仮1綴

（隊学） 竪小型（165×la5） 475
・1冊

小隊教練書　黒罫紙 （片面9行） 竪小型（16．5×12．5） 476
・1冊

法国歩兵演範　下 「松代文庫」蔵書印 竪小型（19×135） 478
・1冊

小隊教練　破損大 横切美・1冊 479

（隊学）　前後欠 竪切半・1冊 484

（隊役人員表） 半（仮綴）・1綴 500

兵　法

新道流兵法太刀目録　落合量蔵保救　依田木工右衛門殿 寛政12年極月13日 1巻 728
序文あり

練訓続　上　内題r練卒訓語続編巻之一・二」　和蘭籍珀 半・1冊 403
子著

練訓続　中　内題［練卒訓語続編巻之三・四］ 半・1冊 404

練訓続　下　内題［練卒訓語続編巻之五］　後欠 半（仮綴）・1綴 405

武教全書　奥書r三宜軒」 半・1冊 409

武教全書　奥書r三宜軒元志善永」 半・1冊 410

（兵法雄鑑巻第九） 半（紙釘装）　1 420
冊

旗令　奥儀伝　全 半・1冊 421

（兵法雄鑑巻第五） 半（紙釘装）　1 422
冊

砲　術

煩砲用法　後欠（凡例、総目、巻一の一部） 弘化4年10月 美（仮綴）・1綴 496

（砲弾・西洋火縄製法） 嘉永3年2月6日試打 半（仮綴）・1綴 501

（高嶋流砲術稽古御入料凡取調申上書） 御普請方 7一 （安政元年）正月 横切継紙・1通 833－7－5－1

5－1・2紙繕一括

（高嶋流砲術稽古玉薬料御繰廻金勘定取調書） 元〆 （安政元年）卯正月 横切継紙・1通 833－7－5－2

灰色宿紙

西洋砲術（訓練覚） 安政2年6月 横長半・1冊 397

雷粉製之書 安政2年8月 横半半折・1冊 390

十三栂天砲　十二栂人砲　榴弾光弾 霧弾焼弾試 安政2年ll月6日 横半半折・1冊 465

口上覚（金児忠兵衛町打数ケ所申立留） 金児忠兵衛 安政3年正月16日～11 横切継紙・1通 820－1－17

学校懸り連名様 月18日

（砲術御一覧被仰渡二付演習主意伺書） 佐久間修理門 （安政3年）5月 横切継紙・1通 860－2
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弟管鐡三郎・白井平左衛門　（御目付）

袋　上書「砲術書類　利継忠拍」　反故紙 1袋 522

於大宝村演習 辛酉3月13日 折紙・1枚 522－1

佐久間格二郎親類名面 横切継紙・1通 522－2

（鏡版寸法書） 横切紙・2枚（1綴） 522－3

於大宝十二栂人砲演習 万延2年2月29日 横半半折（仮綴） 522－4

・1綴

三斤地砲打放玉着留 安政3年10月 横半半折・1冊 522－5

（演習日記） 安政3年～文久3年 横長半（仮綴）・ 522－6
1綴

覚（於道島十二寸人砲演習）　行司依田源之丞・菅銭 文久元年12月5・6日 横長美・1冊 522－7
太郎

於赤坂十三栂手天砲演習 （文久元年）辛酉4月4
日

横長半・1冊 522－8

十三栂弾着覚（於妻女山十三栂天砲演習）　佐久間 4月13日 横長美・1冊 522－9
修理門人白井平左衛門

於藤沢辺三斤野戦銃打放掛分井諸道具取調如 安政3年10月 横長半・1冊 487

（小銃・迅発撃銃装方装法） 安政3年ll月21日 半（仮綴）・1綴 490

砲術書類綴 1綴 523

（弾着一覧表） （安政4年力） 竪継紙・1通 523－3

（48斤36斤地砲及新式弾尺度重量書上）　朱書 竪紙・1枚 523－4

大銃方御足軽名面 折紙・1枚 523－6

（師範代頭取名面） 竪紙・1枚 523－7

（砲弾銀調合法及弾種値） 折紙・1枚 523－8

（砲弾製法書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 523－9

3斤地砲火薬袋　清水紙（袋裏書） 1袋 523－11

（大日向渡火術稽古、金児忠兵衛門弟於道島町打稽古 安政4年10月7日～9日 横切継紙・1通 820－1－11

御内慮伺留）

（屋敷内雷粉製火薬移試伺）　佐久間修理行司管銭太郎 安政5年2月29日 横切紙・1枚 868－8

口上覚（屋敷内雷粉製火薬移試伺）　灰色宿紙 横切紙・1枚 868－10

（砲術演習之義伺控）　金児忠兵衛祢津刑左衛門様・斉 安政5年7月18日 横切継紙・1通 820－1－10

藤友衛様

赤坂二而十三栂天砲演習表 安政6年5月 竪小型（16X　l2） 477
・1冊

袋　上書「砲術種々製薬之法其外諸々之法アリ　依田 1袋 524
利継忠拍」

（砲術種々製薬法諸器具図解綴）　依田利継　牛角天 竪紙、切紙、折紙 524
砲演習諸事控（安政6年5月）もあり （18点）

10月23日於道嶋6斤短地砲演習分職順次　佐久間修理行 安政6年10月 横切継紙・1通 861－4
司管銭太郎・依田源之丞　灰色宿紙
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覚（金1両2分砲術御手充金之内請取）　依田源之丞 万延元年10月 横切継紙・1通 820－1－16

祢津刑左衛門殿・大日向正司殿・金井弥惣左衛門殿　灰
色宿紙

2月29日12栂人砲演習中附覚（於大宝村）　佐久間修理万延2年3月2日 横切継紙・1通 820－1－7

行司依田源之丞・菅銭太郎　灰色宿紙

口上覚（来ル13日大宝村二而12栂人砲町打稽古御届） 文久元年3月ll日 横切紙・1枚 820－1－4

佐久問修理行司菅銭太郎・依田源之丞　祢津刑左衛門
様・大日向正司様・金井弥惣左衛門様

（道島井赤坂船渡上二而町打二付御内慮伺） 文久元年11月14日 横切紙・1枚 820－1－6

覚（於道島13寸天砲演習留）　依田源之丞・菅銭太郎 文久元年12月11日 横長美・1冊 820－1－3

覚（砲術入料書上抽）　灰色宿紙82α1－1－1・2紙繕一括 文久元年12月 横切継紙・1通 820－1－1－2

覚（砲術入料書上拍）　平左衛門 文久2年7月 折紙・1枚 820－1－1－1

12寸人砲演習中附覚（於道島）　佐久間修理行司依田源 文久元年12月 横切継紙・1通 820－1－5

之丞・菅銭太郎　灰色宿紙

大砲弾着覚　依田源之丞3月12日於道嶋＋三栂天砲演習 文久2年4月 横長美・1冊 395

硝石精煉法　全（写）　書騨文渓堂発党 文久3年 美・1冊 525

西洋流大銃伝書　全　依田忠致黒罫紙（片面9行） 慶応2年6月 竪小型（16×12，5） 480
・1冊

（高野氏或翻訳書ノ説問答写、象山先生より白井氏へ 慶応2年6月写 竪小型（16．5× 466
贈書之書付写）　与田忠致　黒罫紙（片面9行） 12，5）・1綴

（足軽砲術教練申渡）　依田謙次郎灰色宿紙 慶応4年正月19日 横切紙・1枚 786－3

西洋大小銃稽古打拍　フケ大 慶応4年2月～5月 横半半折・1冊 434

（学校砲術御用稽古申渡）　依田謙次郎 慶応4年4月13日 横切紙・1枚 786－2

（砲術調練申渡）　依田謙次郎 慶応4年6月 横切紙・1枚 786－5

遠西火術範　序「天保（10）己亥春月書於星望堂之薬室 美・1冊 407
大塚同庵」　破損大

（酉年中町打稽古書上） 正月終日 横切継紙・1通 820－2－14

御用状（大宝村二而打放仕度伺書）井勘返状　平左衛 3月IO日 横切紙・1通 820－1－13

門　久作様

（砲術稽古日程書上） 6月21日 横切継紙・1通 820－2－11

覚（来ル8日丹波島河原大銃稽古二付人足6人拝借） 8月 横切紙・1枚 820－1－2

依田源之丞・菅鐡太郎　祢津刑左衛門様・斉藤友衛様

（丹波島河原6四ツ屋村表、水沢村東河原6西寺尾村
作場船渡場下、丹波島村河原、天王山6皆神山麓町

8月朔日～10月12日 横切継紙・1通 820－1－9

打二付御内慮伺留）　灰色宿紙

（赤坂延命地蔵前6宮山江町打稽古、人足拝借伺） 8月26日・27日 横切継紙・1通 820－1－15

金児忠兵衛行司三村大之助　祢津刑左衛門様・斉藤友衛
様

於道島三斤野戦銃　十三栂天砲演習順次拍 巳10月24日 横長半・1冊 486

御用状（弾代御手元拍書抜、借用大銃諸品返却御教示 11月2日 横切紙・1枚1通 790－3

願）　銭太郎　源之丞様

於道島十ニトイム地砲演習順次 12月4日 横長半・1冊 485
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口上覚（同門道嶋往来辺6赤坂山麓二而町打稽古伺案
　文）　裏書「書籍貸借覚」

横切継紙・1通 833－04－10

（砲術稽古心得留書） 横長半・1冊 188

（弾丸製造薬品配合帳） 横半半折・1冊 388

（赤坂砲術見分日書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 868－25

（中附井打前順次）　佐久間修理行司管鐡太郎・依田源之 横切継紙・1通 870－5
丞　前欠　灰色宿紙

（雷粉製法）
美・1冊 411

銃槍術抄　フケ大 横半半折（仮綴） 433
・1綴

砲術書目 横半半折・1冊 458

家扶局

辞令・命令

家扶局辞令・命令関係書類 787

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治8年10月24日 横切紙・1枚 787－2

（家従申付）　依田稠美 明治8年10月24日 横切紙・1枚 787－11

（松代表暇許可）　依田稠美 明治10年4月17日 横切紙・1枚 787－14

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治10年7月14日 横切継紙・1通 787－10

（松代表暇許可）　依田稠美 明治ll年10月19日・ 横切継紙・1通 787－18

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治12年2月11日 横切紙・1枚 787－13

（松代表暇許可）　依田稠美 明治13年4月17日 横切紙・1枚 787－6

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治13年8月28日 横切紙・1枚 787－8

（松代表暇許可）　依田稠美 明治14年10月18日 横切紙・1枚 787－4

（松代表暇許可）　依田稠美 明治16年5月3日 横切紙・1枚 787－17

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治18年3月25日 横切紙・1枚 787－20

（松代表暇許可）　依田稠美 明治19年4月18日 横切紙・1枚 787－16

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治19年9月15日 横切継紙・1通 787－22

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治21年9月28日 横切継紙・1通 787－26

（松代表暇許可）　依田稠美 明治22年ll月8日 横切紙・1枚 787－25

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治23年4月15日 横切紙・1枚 787－21

（松代表暇許可）　依田稠美 明治24年4月24日 横切紙・1枚 787－19

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治24年10月5日 横切紙・1枚 787－5

（松代表暇許可）　依田稠美 明治25年10月21日 横切紙・1枚 787－3

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治26年9月4日 横切紙・1枚 787－15

（松代表暇許可）　依田稠美 明治27年ll月24日 横切紙・1枚 787－1
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