
依田家／家政／書状

政之進書状（歳暮御礼）　御母上様 2月2日 横切継紙・1通 831－35－1

政之進書状（足袋送付礼、江戸表御変革二付世情向） 9月5日 切継紙・1通 831－18

父上殿　灰色宿紙

雪松書状（不在詫状）　依田君 4月24日 横切紙・1枚 884－28

大日向正司書状（江戸猛風被害死失人写） 8月28日 竪紙・1枚 620－10

忠継書状（鎌二郎道中無滞着、此度之御変一切不存残 正月22日 横切継紙・1通 858－7
念、見舞送付礼）　御祖父様灰色宿紙

忠健書状（臨時出府二付厄介願） 3月8日 横切継紙・1通 861－17

直太郎書状（叔父凶変二付御悔）　大叔父様 正月26日 横切継紙・1通 861－19

日本銀行代理店田中銀行長野支店書状（金禄公債証書
押印願）　依田稠美殿　封書、罫紙（r田中銀行」10行）

明治19年10月7日 竪紙・2枚 884－32

共

繁書状（金子無心）　御父上様 3月22日 横切継紙・1通 861－16

武貞書状（京都二而出奔致侯念仏寺村八作取扱、京都 6月朔日 横切継紙・1通 880－16

帰り道中駄賃調書等）　依田君

武貞書状（大坂二而金子要用拝借）　政之進様 12月23日 横切継紙・1通 880－12

法欝麟繍舗騰欝暫在軸灘欝禦胤 正月22日 横切紙・1枚 858－5

某書状（5月始帰国、入料多く10両送付願他）　下書
力

3月16日 折紙・1枚 629－4

某書状（ドイケルスコロツクの発明人姓名製作法等） 横切継紙・1通 865－10

某書状（御上洛二付神奈川宿保土ヶ谷宿混雑・送物御 亥2月26日届 竪紙・1枚 831－35－5

礼・諸役被仰付勤方・佐久間6預書物等）

某書状（御武具方役人勤方）　灰色宿紙 横切継紙・1通 831－35－6

某書状下書（貞直高借財措置二付） 半綴・1綴（3枚） 618－10

又兵衛書状（異国船渡来風説、貞松院御発輿動向、漬 3月15日 横切継紙・1通 813－3
物送付礼等）　源之丞殿

又兵衛書状（異国船横浜帰帆状況、京都御守衛方名面 7月20日 竪切紙・1枚 813－4
御廻し報知）　源之丞殿

又兵衛書状（御悔状）　お繁殿 正月22日 横切継紙・1通 880－1－1

又兵衛書状（御悔状）　お繁との 13日 横切継紙・1通 880－1一乏

又兵衛書状（江府市中近況・御台場勤等）　又兵衛 10月21日 横切継紙・1通 831－35－3

源之丞殿　灰色宿紙

又兵衛書状（歳暮御礼・異人館居留地乱妨一件風聞・ 正月13日 横切継紙・1通 831－35－4

佐久間京都風聞等）　又兵衛源之丞殿

又壽羅墨鎌難難辮翻杢懸蕨 4月22日 横切継紙・1通 833－9－5

又講灘辮器騨辮騰羅醸 閏3月13日 横切継紙・1通 818－2－5－5

又兵衛書状（生麦殺傷事件報知）　又兵衛源之丞 閏8月3日 切継紙・1通 831－19
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又兵衛書状（祐太郎祭礼乗馬御世話御礼、古帷子遣被 8月22日 横切継紙・1通 833－9－6

下度、佐久問老人死去結構之臨終、斉藤公6麦粉頂
戴御礼、祭礼日天候等）　源之丞殿

又羅芦賜雛騨欝懸麗繋懸証鎌次 9月6日 横切継紙・1通 833－9－7

友衛書状（年始・歳暮御礼）　源之丞様 正月3日 横切継紙・1通 868－45

老人書状（御悔状）　お繁との 4月4日 横切継紙・1通 880－1－3

老人書状（御悔状）　お繁との 4月23日 横切継紙・1通 880－1－4

脩理書状（婿養子存念無御座旨）　脩理甚兵衛 6月27日 横切継紙・1通 881－7

家計・経営／帳簿

年中諸用日記　依田氏 文久2年2月吉辰日 横半半折・1冊 793－6

年中諸用日記　依田忠継 文久3年正月2日 横半半折・1冊 793－2

歳準諸帳　忠継控 文久4年正月吉辰 横半半折・1冊 793－3

諸用留（内借覚、良之助江金銭渡覚、納物覚）　忠継 元治元年12月 横美半折・1冊 199
拍

月々円出納録　依忠 慶応元年中秋 横半半折・1冊 793－7

諸用料遺日記（金銭出納覚）　依田忠継 慶応元年6月14日～7月 横半半折・1冊 258
晦日

御扶持請取通帳　依田政之進使新之丞 慶応元年6月25日 横半半折・1冊 793－4

出納日録花蝶亭 慶応2年正月元旦 横半半折・1冊 793－1

歳中聚揚録　家計司　［破損大］ 明治元年12月 横美半・1冊 3

諸入費井諸税差出記　依田氏 明治4年～同8年 横半半折・1冊 792－2

買物帳馬場丁依田内 （明治4年）辛未8月 横半半折・1冊 349

上京二付諸用日記（出金簿）　一輪亭 明治8年10月 横半半折・1冊 244

雑記（出納簿）　依田抽 明治10年4月15日～23 横小型半折（10× 238
日 12）・1冊

諸払元帳 明治10年7月～同12年1
月

半・1冊 357

金銭遣払如帳依田氏 明治18年1月1日～同19 横長半・1冊 301
年10月

金銭請取拍簿　依田氏 明治18年1月13日～同 横長半・1冊 302
19年10月5日

金銭出納簿　依田氏 明治21年5月～同22年4
月

横半半折・1冊 270

手拍（金銭出納簿） 明治25年10月22日～同 横半半折・1冊 285
26年1月

金銭受納拍 明治26年1月～9月 横半半折・1冊 352

金銭出納日記 明治28年10月～同31年 横半半折・1冊 279
12月
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金銭出納日記 明治34年1月～12月 横半半折（296と 295
合綴）・1冊

金銭出納日記 明治36年1月～12月 横半半折・1冊 350

金銭出納日記　よた 明治37年1月～12月 横半半折・1冊 289

金銭出納日記　依田 明治38年1月～12月 横半半折・1冊 351

金銭出納日記　依田氏 明治39年1月～12月 横半半折（ザラ 269
紙）・1冊

日記帳（出納簿）　依田 明治40年1月～12月 横半半折・1冊 243

日記帳（出納簿）　依田 明治41年1月～12月 横半半折・1冊 247

おぼえ（金銭出納帳）　依田 大正7年3月～同9年7月 横半半折・1冊 345

（金銭出納帳） H月～翌年12月（明治） 横半半折・1冊 343

（金銭出納簿）　香典帳反故紙 8月～10月 横切美半折・1冊 884－17

（金銭出納簿） 横切小型（82× 884－34

121）・1冊

諸費勘定・請取

刀装関係書類　紙繕一括 878－30

覚（代金受取勘定）　白銀師清次郎　上 寅ll月13日 横切継紙・1通 878－30－1

覚（代金受取勘定）　白銀師清次郎　上 寅8月23日 横切継紙・1通 878－30－2

覚（刀代金勘定）　熊谷五郎 3月29日 横切継紙・1通 878－30－3

覚（刀代金落手勘定）　熊谷仲藤様桃色宿紙 7月4日 横切継紙・1通 878－30－4

覚（代金受取勘定）　鞘ぬりし六助　湯田様御内 寅12月13日 横切紙・1枚 878－30－5

覚（代金受取勘定）　山崎国治郎　ゆた様御屋敷 寅12月23日 横切紙・1枚 878－30－6

袋　上書「金賦入　よた」 1袋 882－1

明治15年・明治16年・明治17年租税符紙　地租、協 1袋 882－1－0
議費、学資金、地方税

明治15年租税符紙　埴科郡松代町役場依田稠美殿 明治15年 横切紙（ll×13） 882－1－1

地租、協議費、学資金、地方税 ・1綴（12枚）

明治16年租税符紙　埴科郡松代町役場　依田稠美殿 明治16年 横切紙（11×13〉 882－1－2
地租、協議費、学資金、地方税 ・1綴（15枚）

明治17年租税符紙　埴科郡松代町役場　依田稠美殿 明治17年 横切紙（11×13） 882－1－3
地租、協議費、学資金、地方税 ・1綴（11枚）

租税請取類　　（依田稠美） 明治8年～明治15年 横切紙・7綴（74 882－1－4
枚）、2枚

租税請取類　　（西沢春吉） 明治8年～明治14年 横切紙・5綴（28 882－1－5
枚）、6枚

記（公債証書請取御渡）　懐雄 （明治）11年10月8日 横切継紙・1通 882－1－6

町方店払残覚手控　依田源之丞 嘉永4年12月調 横半半折・1冊 793－5

覚（代金勘定）　まつや安右衛門依田様御内 明治4年2月13日 横切紙・1枚 878－27－5
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（東京依田稠美・忠致宛金銭請取綴） 明治9年・10年 横切継紙、横切紙 859
共・1綴（18通）

よろづ拍（金銭受取） 明治7年1月17日～12月 横半半折・1冊 293
27日

金銭請取帳依田氏 明治10年9月2日～明治 横長半・1冊 300
17年7月29日

金銭請取帳 明治10年9月～同12年 半・1冊 358

囲穀積金受取通　斉藤重固他3名依田稠美殿 明治11年5月3日～同16 横半半折・1冊 284
年4月5日

（養魚会社積金受取簿）　信濃松代養魚会社依田稠美殿 明治15年2月28日～同 横半半折・1冊 286
17年12月28日

雑用払拍（竹代金）　依田 明治18年4月～10月 横美半折・1冊 348

（下屋敷手入代金、桑切代金綴） （明治24年） 横切紙、横切継紙、 884－27

竪継紙・1綴（1枚、

2通）

穀物類買入招 明治26年1月～ll月 横半半折・1冊 291

（雇人賃銭覚）　袖断裁 明治31年 折紙・1枚 881－1

（金銭出納拍） 明治31年・32年 折紙・1枚 881－2

盆前土屋喜作勘定拍 明治32年 横切紙、折紙・1
綴

881－5

（日用品代受取帳）　大島や　藤田様、依田様 丑11月25日 横長半・1冊 305

覚（代金勘定）　駿河屋錠吉　与田様御内御役人中様 申12月29日 横切紙・1枚 878－3

覚（代金勘定）　駿河屋喜太郎　依田甚兵衛様御内御役人 申12月 横切紙・1枚 878－4－1

中様

覚（代金勘定）　橡屋長兵衛依田甚兵衛様御内 申12月 横切継紙・1通 878－4－2

記（荒物代金勘定）　篠屋藤作依田忠之進様御内御役 戌8月 横切継紙・1通 878－5

人中様

覚（代金勘定）　車や佳作　ば・丁依田様御内　灰色宿紙 未7月 横切継紙・1通 878－7

覚（刀装品代金）　喜三郎　依田源之丞様御内 10月16日 横切紙・1枚 878－8

覚（代金勘定）　坂屋賀助依田甚兵衛様御内 申極月 横切紙・1枚 878－10

覚（代金受取勘定）　車屋清左衛門依田忠之進様御内 申7月 横切継紙・1通 878－14

覚（代金勘定）　車屋清左衛門依田忠之進様御内 未極月 横切継紙・1通 878－15

覚（代金勘定）　鞘塗師喜三郎依田忠之進様御内 亥12月 横切継紙・1通 878－16

覚（代金受取勘定）　車屋清左衛門依田忠之進様御内 酉1月 横切継紙・1通 878－17

覚（代金受取勘定）　依田様 申7月 横切紙・1枚 878－19

覚（代金勘定）　駿河や喜太郎依田甚兵衛様御内御役人 申12月 横切継紙・1通 878－22

中様
覚（手間賃請取勘定）　横町文吉上 未7月 横切紙・1枚 878－25

覚（代金勘定）　まつや安右衛門　依田様御内 未10月29日 横切継紙・1通 878－27－1

覚（代金勘定）　まつや安右衛門　依田政之丞様御内 午7月 横切継紙・1通 878－27－2
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覚（代金勘定）　松屋安右衛門　依田政之丞様 酉7月 横切紙・1枚 878－27－3

覚（代金勘定）　松屋安右衛門　依田政之進様御内 辰7月 横切継紙・1通 878－27－4

覚（代金勘定）　松屋安右衛門　依田政之丞様御内 未7月 横切継紙・1通 878－27－6

覚（代金勘定）　松屋安右衛門　依田政之進様御内 巳12月 横切継紙・1通 878－27－7

覚（代金勘定）　笹屋栄次郎依田様御内 酉1月 横切紙・1枚 878－28

覚（水鉢・土びん代金勘定）　せと房蔵　依田様御内御 酉1月 横切紙・1枚 878－29－1

役人中様

覚（水鉢代金勘定）　せと焼房蔵．依田様御内御役人中 午12月 横切紙・1枚 878－29－3

様

覚（下駄2足代金勘定）　和助与田様御内 午極月 横切紙・1枚 878－29－4

覚（内取差引勘定）　現金屋祖吉　依田様御内御役人中 午12月 横切継紙・1通 878－29－5

様

覚（代金勘定）　松屋安右衛門　依田政之丞様御内 午12月 横切継紙・1通 878－29－6

覚（代金勘定）　西条村久兵衛依田様御内 午12月 横切紙・1枚 878－29－7

覚（代金勘定）　さし物栄治郎依田様御内 午極月 横切継紙・1通 878－29－8

覚（払残代金勘定）　橡屋長兵衛　依田様御内 午12月 横切紙・1枚 878－29－9

覚（代金勘定）　車や友左衛門　依田忠之進様御内 午極月 横切継紙・1通 878－29－10

覚（代金勘定）　車や佳作　依田様御内 午12月 横切継紙・1通 878－29－11

覚（代金勘定）　さし物栄治郎　馬場丁依田様御内 未7月 横切継紙・1通 878－31

覚（しら菊5升5合代受取）　きく屋佐助　上 5月7日 横切紙・1枚 878－42

記（食品代勘定）　のとや富作　上 7月5日 横切継紙・1通 878－43

覚（代金勘定）　松屋安右衛門　依田政之丞様御内 酉12月 横切継紙・1通 878－44

覚（代金受取勘定）　松屋安右衛門　依田様御内 戌1月29日 横切紙・1枚 878－45

（辰暮払方書上） 横切継紙・1通 880－4

記（歯7回治療代）　高野車 横切継紙・1通 881－9

（小森山崎分材木本数・代金書上） 折紙・1枚 884－16

覚（金銭受払、依田氏分） 横切紙・1枚 804－22

調書（白柄龍雲頭脇差払覚） 横切継紙・1通 878－9

（金銭勘定） 横切紙・1枚 878－21

（山雑用、山中入用勘定） 折紙・1枚 878－26

藩札

信濃国全国通用札（600文） 藩県引換所・松代藩会計 （明治2年力） （1L7×3．9） ・1枚 774－4
方

信濃国全国通用札（100文） 藩県引換所・松代藩会計 （明治2年力） （11．1×3．5） ・1枚 774－5
方

金為替手形（金1両）　松代藩商法社 破損大、下部裁断 （明治2年力） （欠損×4） ・1枚 774－6
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金手形（金1分） 松代藩計政局 「支配所済急」とあり （明治3年）午3月限 （10．5×3，7） ・2枚 774－2

金手形（金1朱） 松代藩計政局 「支配所済急」とあり （明治3年）午3月限 （9．4×3．5） ・1枚 774－3

金札（金1両） 松代藩計政局 明治3年4月 （欠損x4．2） 1 774－1

枚

覚（有合藩札・ 商社札）　依田忠之進 （明治4年）辛未正月3
日

横切紙・1枚 862－4

経　営

年中細工物井仕入物覚帳　一輪亭　忠 嘉永5年正月吉辰 横長半・1冊 793－8

年中諸用日記　一輪亭忠　天部見出付 嘉永7年正月吉辰 横長半・1冊 793－9

辰年中諸用記録　一輪亭 慶応4年正月 横長半・1冊 793－10

（公証証書御下ケ願下書）　依田稠美他4名　東京府知事 明治12年10月 縦紙・1枚 792－5

楠本正隆代理大書記官千田貞睦殿

雇人日数覚　依田 明治21年1月 横半半折・1冊 264

明治22年養蚕成績御屈　依田稠美埴科郡長中島精一殿 明治23年1月27日 竪紙・1枚 884－35

家屋及畑地代請取記　依田稠美　鈴木雄之助 明治30・31年 横半半折・1冊 353

金銭出納日記　日雇拍 明治32年1月～12月 横半半折・2冊合 274
綴

五齢桑切出し覚 明治32年6月18日～28 横切小型（9，5× 881－3
日 14）・1冊

金銭出納日記　雇人日数拍 明治33年1月～12月 横半半折・2冊合 271
綴

（公債証書番号、融通会社利子渡賦紙、白紙委任状等） 明治33年 縦紙、横切紙、横 792－6

折封 切継紙・6通、6枚

雇人日数拍 明治34年1月～同35年8 横半半折（295と 296
月 合綴）・1冊

家賃井桑畑小作代金請取拍　依田氏 明治35年9月5日～同38 横長半・1冊 304
年8月13日

養鶏覚帳依田 大正ll年4月～大正13 横半半折・1冊 347
年3月

記（桑代金請取）　玉井依田様 8月5日 竪切紙・1枚 881－8

（桑摘賃銭覚）　末尾断裁 折紙・1枚 881－10

（繭量・養蚕費用書上） 折紙・『1枚 884－15

金銭出納雇人日数拍帳　依田 袋・1袋 881

記録・学芸／諸記録

日記（伊勢参宮）　十五百々村つくはり右衛門・ 寛延2年2月28日～3月 竪小型（13．2×8．8） 311
21日 1冊

（万留書帳）　r御納戸上納金通帳」等反故紙 宝暦10年正月吉日帳） 横半半折・1冊 580
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依田家／記録・学芸／諸記録

（諸家秘聞集抜葦） 天明～寛政 半・1冊 547

天明3年12月18日殿様四品被仰付候節之次第、翌正月 天明3年12月18日～天 半・1冊 631

辰元旦御装束之次第、御礼被仰上候次第　中川九平 明4年正月朔日
次殿方6写借留置候

（海津侯臣鈴木重履歴書） （寛政9年）丁巳冬 美・1冊 455

覚書（手習指南書、末尾に茂菅通、川東通、有旅通、 寛政10年7月18日 横切半・1冊 206
大岡通、川南通村名書上〉

本朝武芸小伝　西沢源明警 文化13年12月写 半・1冊 586

御道中記（上屋敷より松代までの里程調）　金井清令 文政元年5月 横切半・1冊 179
控

風怪状写（筑前福岡藩中桑野半五右衛門より江戸同藩 文政11年8月19日 半・1冊 630
親類方へ申越侯書状写、文政ll年8月9日大風被害状
況、郡中潰家死人之覚）

義士銘々伝　依田源之丞 弘化2年5月写 横半半折・1冊 442

御軍役大積 弘化3年 半・1冊 211

仁孝天皇尊儀御葬送御当夜役者備忘 （弘化3年） 横半半折・1冊 538

道程記　全一（肥後まで35か国巡歴里程調）　依田源 嘉永2年春 横半半折・1冊 177
之丞利継

合衆国書翰　漢文和解　全　依田源之丞利継破損大 嘉永6年8月写 半・1冊 622

御軍役御定　依田源之丞利継写 嘉永6年10月 半・1冊 210

（和蘭新聞記事聞書留）　フケ大 （安政4年）丁巳 半・1綴 617－2

江戸御本城炎上記 （安政6年） 横切紙・1枚 862－3

（御大老、御老中、御側御用人、若年寄名面） 安政6年5月改 横切紙・1枚 818－2－5－6

伊勢町狂言番附 安政6年8月 横小型（8x25） 571
・1冊

（万国旗） 万延元年写 半・1冊 626

（水戸浪士一件公明正大之御沙汰願写）　…部欠損 万延元年閏3月 半・1綴 620－7

（文久辛酉新板チョボクレふし）　上原屋佐善主京都二 文久元年 半・1綴 617－6

而写、フケあり

（よこはまかけのりはるのもようし）　フケ・破損大 文久2年4月3・4日 半仮綴・1綴 521

御両敬・御間繰外・御駕籠入　依田忠継 慶応元年8月中旬改正 横切小型（7×10） 437
1冊

御両敬・御間繰外・御駕籠入 横切小型（5．6x 438
12）・1冊

（御両敬・御間繰外・御駕籠入、官位次第、城中詰所、 横半半折（列帖 440
御規式御成定日等留書） 綴）・1冊

御籏本御両敬 横切半・1冊 190

（城下各町居住人留）　依田姓付：家老・中老・差立衆 嘉永2年2月改置（慶応 加除式（13。5×22） 443
等宛書状案　黒台紙貼込帳 2年10月改正） 1冊

閣老松山侯御役御辞退書写　久松隠岐守定昭　後欠、破 （慶応3年） 半・1枚 619－3

損
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依田家／記録・学芸／諸記録

米藩名義世運諭解　フケ大 慶応3年12月（異本） 半・1綴 615－1

職員令 明治2年8月 半仮綴・1冊 221

（御遺勅、学体写〉 明治3年5月20日写 半・1綴 617－1

西郷氏論　端書朱書「辛未季春廿日東京6達ス　四月廿一 （明治4年）辛未4月21 半・1綴 615－4
日写」、表題下朱書「一二薩州見込書」 日写

士族卒給禄ノ義二付山口県6建言書ノ写　新聞雑誌第54号 明治5年 半・1綴 617－3
付録、青罫紙（片面10行）

公用文（留）　依田知代　（出生屈、生糸仲買営業届、出 明治22年・同23年 半・1冊 607
寄留屈、末尾に日本小史問答あり）　　「長野県尋常師範
学校」赤罫紙（片面12行）

清酒及各種酢製造法（抜書）　香川県高松市中酒造家ヨ 明治24年3月写 半・1冊 456
リ議院へ請願書之内ヨリ抜写、明治24年3月1日官報

郵便報知新聞　第16008号写　教育新報社 明治31年2月4日発行 竪紙・1枚 884－30

ゆめの世 （明治）32年1月稿 竪小型（仮綴）（20 556
×14）・1綴

海防愚存　よし継写（別称r水公存意書＋箇条」） 半・1冊 615－3

従江戸松代迄行程付　正徳元年5月江戸日本橋御制札之写 横小型（8×16） 306
あり 1冊

（中山道宿附道法附） 横切小型（8×16） 313
1冊

（法朗西文典訳字） 横切小型（8x 386
16．5）・1冊

刺工抄　全　見台、衣桁、将棋盤、碁盤等 半・1冊 418

（久能山宝物見聞記） 半・1冊 449

（漢詩習作帳） 横半半折・1冊 464

婚礼法式　　［中・後欠］ 半（仮綴）・1冊 554

（養蚕之準備他種々飲食物製法）　乱丁 半（仮綴）・1綴 557

崇道天皇（略歴） 半・1冊 558

陸前多賀城碑　　r真田家」青罫紙（片面9行） 半・1冊 559

滋野親王考 半（仮綴）・1綴 560

滋野親王後胤海野氏系図　破損大 半・1冊 561

秀良親王（系図） 半・1冊 562

六雄論　青山延光著　後欠 半（仮綴）・1綴 563

（滋野姓氏権輿）　破損大 半（仮綴）・1綴 564

（法朗西文典訳書）　破損大 横半半折・1冊 572

（天皇系譜）　　［文武～順徳天皇］ 横半半折・1冊 573

九々之書　　「松代文庫」蔵書印 竪切美・1冊 575

（紅塵集、泊酒舎集抜書）　末尾にr御家中知行所収納 竪小型（19．5× 576
之大概」あり 135）・1冊

（羅旬語教本）　表紙欠損 横半半折・1冊 578
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依田家／記録・学芸／諸記録

（説話3題）（杜若屋敷亡魂、大亀の怪、一目坊） 横美半折・1冊 581

筆法帖　乾 半・1冊 582

筆法帖　坤 半・1冊 583

日本中臣抜弁書　全　r松扶蔵書」印 半・1冊 584

（夢窓国師のカナ法語　二十三問答）　表紙破損大 半・1冊 587

祢津城祢津賦 升形（18．5×175） 594
・1冊

歌稿　［綴紐破損］ 半・1冊 599

牛込古諺記　依田忠順 半・1冊 600

蹉事亀毛之歌池村氏 美・1冊 602

諸家深秘録　フケ大 横美半折・1冊 604

ふみの文　フケ大 美・1冊 608

評物定会入句拍 半・1冊 609

（本能寺間取図） 竪紙・1枚 618－2

第4区疑問題（寄留、嫡孫承祖等書式） 竪紙・1枚 619－5

（漢文武田信玄） 美・1綴 621－7

大鳥圭介獄中日記書抜（葡萄酒製造法、大藩中藩小藩 折紙・1枚 629－5

総高、磨粉砥石産地、石鹸製法）

（倹約論） 半・1冊 632

（西国地名里程図）　大坂～臼杵 （498×14α3）・1 680
鋪

（小牧戦の図） （98×80）・1鋪 723

（療法諸作法指南）　前欠 1巻 736

唐音歌 横切継紙・1通 813－6

麻疹療法書類　紙縫一括 834－6

（麻疹治法）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－6－1

（麻疹之節食合等） 横切継紙・1通 834－6－2

（三豆湯）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－6－3

（横浜市金丸謙次郎銃器値段書上） 横切継紙・1通 865－2

（五行説書留） 横切紙・2枚 868－12

（金銀匁方調書）　金銀貨図共 横切継紙、切紙・ 868－13

1通、1枚

（元号覚書）　天正～文久 横切紙・1枚 868－19

書会案文 横切継紙・1通 868－31

銀ヲ銭ニナス早算 横切紙・1枚 868－38

（千曲川出水記）　25日 横切継紙・1通 868－44
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依田家／記録・学芸／風聞・聞書

（紙勘定仕方）　断簡 横切半半折・1枚 884－1

（漆用途製法覚） 横切美・1冊 884－19

（謡本曲名目録）　内22番110曲、外13番62曲 横長半・1冊 884－20

藩史修正材料拾聚会概則試稿　茶色罫紙（片面13行）、 竪紙・1枚 884－22
「本社資産調」の裏書、貼紙

詠草 竪紙・1枚 884－31

風聞・聞書

品々聞書　破損大 天明5年～天明7年 半・1冊 227

見聞抜書集　弍　フケ大 半・1冊 451

天狗党、防長征伐書類 1綴 612

（天狗党探索留書） 半・1冊 612－1

（長州征伐留書） 半・1冊 612－2

（寄留人覚書） 半・1綴 612－3

長州留守居へ御渡し二相成候御沙汰書之御請書写 5月 半・1枚 612－4
長州京留守居役乃美織江

（所司代6古高俊太郎事升屋喜右衛門探索及び在京
家夫又者書上御達二付写）

6月 半・1枚、1綴 612－5

因州家幕府江建白之写　松平相模守黒田日向 5月23日 半・1綴 612－6

因州之土肥謙蔵差出候問策十則江尾州之周旋方某其 元治元年3月 半・1綴 612－7
席二而即答之書付写

（備前少将殿より歎願書之写、水府藩中野州大平山 元治元年3月・4月 半・1綴 612－8
籠居之者共6備前少将殿江差出侯嘆願書写）

（審撫鋸櫨欝酵灘繍野’下総’常陸 元治元年4月 半・1綴 612－g

宇佐奉幣使二付長州より差出し候書付写　毛利左京 子4月 半・1枚 612－10

亮内村上衛士

亀井隠岐守建白　亀井隠岐守源蕪監 子5月 半・1綴 612－11

（毛利淡路守小性松野力次男松野頴申口御糺、高松 半・1綴 612－12

翫磐禦鵠響醐助・吉川監物芸州江罷越

松平筑前守殿建言　松平筑前守 6月6日 竪紙・1枚 612－13

水府沈愉党趣意書写　諸生共 半・1綴 612－14

松平備前侯建白　松平備前守 子3月 半・1綴 612－15

（毛利一家長崎蔵屋敷召上二付老中連署状及び京都暴 子9月23日 美・1冊 612－16

発之末召捕二相成候長州藩村岡伊助申立書）

防羅押備後福山家帳州へ探索として髄候手 （元治元年8月） 美・1冊 612－17

元治元甲子年9月10日朝日本橋高麗橋之両所江張紙
致有之侯写　天下万民中　有志諸大名様

（元治元年）甲9月上旬 美・1冊 612－18
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依田家／記録・学芸／蔵書

（桜田門外一件留） 安政7年 半・仮1綴 614－2

（幕末上方筋風評写留） 袋綴内糊付史料あり、一部フケ （文久） 半（仮合綴） ・9 616
綴

（渡辺友右衛門之噺（赤穂義士顛末）留書） 下部欠 半綴・1綴 619－14

損

蔵書

早字二重鑑　東都書騨崇文堂日本橋南2町目前川六左衛門 宝暦12年5月 竪切半・1冊 548
小口「依田忠順」、版本

（古註新註大成四書字引）　浪華書林柏原屋清右衛門・ 明和7年11月再板 豆本（11×8）・1 549
柏原屋佐兵衛　裏表紙「馬場町依田姓蔵書」、版本 冊

道中小遣帳（堺、大坂）　信州松代家中長谷川甚太夫内 天保3年正月27日～4月 横小型（5．8×164） 307
柴田粂吉 27日 （茶表紙）・1冊

千字文　長善継写 天保13年5月20日終 半・1冊 565

古士残夢噺　下　野村光貞写　フケ大 天保15年10月10日 半・1冊 593

習礼抄　全　依田源之丞源利継　奥書に嘉永2年7月20日、 嘉永2年7月19日写 半・1冊 545
飯島與作勝休が伝写許可した文言あり

算勘術　全　依田源之丞利継写奥書はr初学日用算」 嘉永3年6月写 半・1冊 363

八算除乗法 安政5年11月 横半半折・1冊 364

（伊勢暦）　伊勢度会郡山田瀬川舎人 元治2年 折本（26，5×8） 590
・1冊

（武鑑）　御書物師出雲寺万次郎板　裏表紙「松藩依田忠 慶応元年 横切半・1冊 535
継］

（伊勢暦）　伊勢度会郡山田瀬川舎人 慶応4年 折本（26．5×8） 591

・1冊

（書籍一見拍）　一輪堂 明治元年 横小型（6×16） 796
・1冊

東京地学協会規則案　鍋島直大他4名　刷物 明治12年3月 半・1冊 595

木賀温泉松阪　眺海楼松坂寿平治刷物 明治14年仲春 竪小型（18Xl2） 592
・1冊

小学唱歌集　初編　文部省音楽取調掛編纂　版本 明治M年ll月 横切半・1冊 577

（壇之浦夢物語　上・中・下巻） 大正6年5月28日成 半・1冊 555

（東海道木曽街道里程）　版本 横切半（版本）・ 203
1冊

（武家撹要）　版本 横切美・1冊 441

明君家訓　　（上力）　フケ大 美・1冊 452

明君家訓　下　フケ大 美・1冊 453

覚（日誌・新聞在庫書上）　　r書林村上店」青罫紙（片 竪小型（20．5× 513
面8行） 14，5）・1冊

（国名尽、諏訪の七不思議神事等故事来歴録） 横半・1冊 536

（謡国分題号、寛文12年観世大夫於京都勧進能振合） 竪小型（20×13．5） 537
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・1冊

国楽唱歌（富士・桜樹・国之光他） 依田 半・1冊 540

国楽唱歌（国見・花鳥・若菜他） 後欠 半・1冊 541

国楽唱歌（御芳野・園生梅・秋ノ稲葉他） 半・1冊 542

（国楽唱歌） 半・1冊 544

（闇雲愚抄巻一）　裏表紙r栃原所持」 豆本（13×9）・1 550
冊

南桐夢優妓舞衣　二編下 団扇地本問屋江戸芝神明町丸 竪小型（17．5× 551
屋清郎　版本、破損大 11．5）・1冊

慶応義塾社中之約束　刷物 竪小型（1＆5×13） 552
・1冊

（五行方取・日取・地相・井田八陣秘伝、他吉凶占覚
書）　r松扶蔵書」

竪小型（20×14）

・1冊
553

伊勢土産志那戸能風　長谷川子静 （奥書）　序「明和9年 半・1冊 585
辰正月吉日　遊鶴」

橋弁慶（謡本） 半・1冊 588

唱歌集 半・1冊 596

三字経　依田氏 半・1冊 597

本朝三字経　依田氏 半・1冊 598

（仮名手本忠臣庫写） 半・1冊 601

一休はなし　巻之一 半・1冊 603

翁物語　巻之一・二　小早川式部編輯 フケ大 美（仮綴）・1綴 605

翁物語　巻之三・四　小早川式部編輯 美（仮綴）・1綴 606

（甲陽軍艦末書下巻下九品之三） 小幡勘右兵衛 美・1冊 610

（甲陽軍艦末書下巻之下九品之五） フケ大 美・1冊 611

末書結要本　五（甲陽軍艦末書結要本 五之巻） 半・1冊 589

御進発一ツトせぶし　刷物 横切紙・2枚 628－1

（江戸府内及周辺渡場御備御役人附） 刷物 竪紙・1枚 628－2

高野山独案内　刷物 （68．5×39．7）・1 679
鋪

遠州秋葉山境内の図　御堂平河村蔵板 刷物 （33．3×43．9）・1 683
枚

日光関係刷物貼込（日光迄里程、 日光山之絵図、日光 横切継紙・1通 865－7
山旧事来歴）　反故紙台紙

祭文　泉岳寺蔵梓 竪紙・1枚 865－8

新堀遊女競（番付）　写 竪紙・1枚 865－9
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蔵書目録

書物出入覚依田利継 弘化3年8月ll日～嘉永 横切小型（8．5× 439
2年6月 16，5）・1冊

（書籍貸出・拝借覚帳） （明治4・5年） 横長半・1冊 579
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