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1．文書・記録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シリーズ記述）

史料群名　　　（三井文庫旧蔵）文書・記録

年　　　代　　永仁6年（1298）～昭和3年（1928）

数　　量　　122巻122冊・2綴・99通

出　　　所　　三井文庫（除く2件）

　三井文庫に入る前の第二次・第三次の出所については、蔵書印記欄・備考欄を参照のこと。

内　　容
　これまで「三井文庫寄贈図書内文書」として閲覧に供してきた史料が多くを占める。たとえば、幕府

評定所の記録（大塩平八郎関係）や「奏者番勤向留書」・「（奥医師）日光御供諸事留」・「具足師岩井与

左衛門公方様御召具足他御用留」などの江戸幕府の役所や藩の役所あるいは医師・御用達町人の職務記

録、「官私随筆」・「いろは抄」などの大名家臣がまとめた記録などである。これらの多くは明治40年代

から昭和11年頃までに、三井家編纂室ないしは新町三井家が購入した史料である。また「高野山古文

書集」「西大寺三宝料田畠目録」などは、本居文庫旧蔵史料である。

整理の方法

　整理にあたっては、仮整理は終えたものの、これまで閲覧に供してこなかった木箱入りの史料（「備

考」欄に適宜、仮整理段階での状況を記入）を加えて、内容による分類を行った。中項目とそれに基づ

く史料の請求番号は、以下に示す通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本項目には三井家ないし三井文
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庫で購入した文書・記録を収録し

た。およそこれらは、原本と考え

られるもの、控え・写しと考えら

れるもの、ある目的をもって文書

を集めて謄写し編纂したもの（文

書集）とに分かれる。なお、記録

のうち分限帳・親類書は、原本と

も控えとも判断しがたいため、中

項目をたてて独立させた。



〔22〕　1．文書・記録

L文書・記録

1、文書・記録／1．文書ノ1．原本

XO111－001

［慶長4年古文書綴］

慶長4（1599）

300×230ミリ1綴5通5丁写本
題簸：なし表紙：後・白色ボール紙

構成：慶長四年九月晦目川村吉兵衛殿宛古田助左衛
門重政書状ほか。

印記：丸ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和12年3月10目寄託、三井ラベル「B206・
新・45j。酸性紙混入のため取扱注意。

XO111－002－01

［毘沙門堂門跡宛書状綴　1］

寛永20・21（1643）

175×460ミリ3冊90通（90通のうち）28通写本
題簸：後・目光山古文章表紙：後・生成

構成：（宛）毘沙門堂門跡・最教院・双厳院・常照院
（差出）紀伊大納言頼宣・松平出羽守直政・松平（細川）

筑前守光尚・松平下総守清匡他
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：封筒に題箋あり（r目光山古文章天海大僧正偲
化弔状写三冊」と墨書）。天海遷化及び1周忌大師号
（慶安元年）含むか。三井ラベルrB206・新・13」

XO111－002－02

［毘沙門堂門跡宛書状綴　2］

寛永20・21（1643）

169×450ミリ（90通のうち）20通写本
題籏1後・日光山古文章表紙：後・生成

構成：（宛）毘沙門堂殿・最教院御房他（差出）日野大
納言・勧修寺大納言（経広）・高倉大納言（永慶）・生嶋

玄蕃頭・舟橋少納言他
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内容は天海遷化及び1周忌関係。三井ラベル
rB206・新・13」

XO111－002－03

［毘沙門堂門跡宛書状綴　3］

寛永20（1643）

174×464ミリ（90通のうち）42通写本
題簸：後・目光山古文章表紙：後・生成
構成：（宛）双厳院・最教院・護国院・毘沙門堂門跡・無

量院他（差出）本多伊勢守忠利・酒井讃岐守忠勝・林
民部法印道春・大外記師定・官務忠利・芳春院宗端他
印記＝宗辰所集・三井家3。

備考：一通のみ三十三回忌法要関連、他は天海遷化時
のもの。三井ラベル「B206・新・13」

XO111－003
［茶碗薬販売証文］

文政8（1825）

309×223ミリ1通　写本
題籏：後・茶碗藥販費御届表紙＝後・ボール紙
刊記：［差出1（長崎）榎津町薬種屋辰右衛門（印）、［宛

所1浜武鄭次郎殿・徳見昌八郎殿・森邦之輔殿・林城一
郎殿。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：裏判2つあり。昭和7年7月23目寄託、三井ラベ
ル「D421・新・59」

XO111－004
［扇子之通］

安政4（1857）

160×233ミリ1巻1冊4丁写本
題簸：原・御扇子之通（打付）表紙：原・生成無地

構成：口上1、注文請取記事2、白紙1
刊記＝現金かけねなし京都御扇子所江戸本町一丁
目角みゑいだう五郎兵衛南都御油煙塁。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下げニツ目綴。前表紙に「安政四年巳ノ八月吉
目加藤常右衛門様・酒田喜惣次様・奥津主膳様」（墨

書）。昭和7年4月15目寄託。三井ラベル「D409・新・
32」。ダンボールの峡に入るが、破損あり注意。

XO111－005
［扇子之通］

元治1（1864）

160×233ミリ1巻1冊4丁写本
題簸1原・御扇子之通（打付）表紙：原・生成無地

構成二口上1、注文請取記事1、白紙2
刊記：現金かけねなし京都御扇子所江戸本町一丁
目角みゑいだう五郎兵衛南都御油煙塁。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：下げニツ目綴。前表紙に「元治元年甲子正月吉
目奥津主膳様・瀬子六太夫様」（墨書）。昭和7年4月
15目寄託、三井ラベル「D409・新・32」

XO111－006

［内閣官房総務課文書綴】

大正2～昭和3（1928）

282×200ミリ1綴　写本
題簸：なし表紙：後・伽羅色・無地

構成：贈位・大礼費支出に属する諸建築物他大礼後処
置方法（大正5・6）ほか

印記＝ウサギ・三井家7。

備考：水谷書店の商札あり。昭和7年4月15日寄託、
三井ラベル「B206・新・31」。

1．文書・記録／1．文書！2．控え・写し

XO112－001（1）

［稼方仕法取締方の儀につき油稼人願書］



（1787年）

250×178ミリ3通（1つに合綴）5丁写本
題簸1後・油稼人御法式表紙：後・ボール紙

刊記＝［差出1永井飛騨守殿御領所渋川郡鞍作村新家

庄右衛門・永井左門殿知行所茨田郡常禰平村時次郎・
木村惣左衛門殿御代官所河内郡額田村文蔵・三好捨
三郎殿知行所讃良郡南部村半右衛門・小堀主税殿御
代官所茨田郡上□伏村大次郎、［宛所1御奉行所様。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：ボール紙表紙をつけてXO112－001（1）～（3）まで

合綴。端裏に「油稼人御法式」とある。昭和7年5月2
目寄託、三井ラベルrD421・新・58」

XO112－001（2）

［菜種作増並油売捌方につき願書］

（1787年）

8丁写本
刊記：［差出】御領私領河州一国十六郡村々願人惣代。

XO112－001（3）

［京都町奉行配下役人申渡につき聞書］

天明7（1787）

4丁写本
刊記1天明七年未八月（文末）。

XO112－002
［宮内省への鹿苑寺保存願書　控］

明治20（1887）

262×184ミリ1綴13丁写本
題籏：後・保存上願書表紙：後・ボール紙

構成＝元表紙1、本文12
刊記：明治二十年三月十目戸長蓮井幾太郎（印・京
都府葛野郡小北山村外六ケ村戸長蓮井幾太郎）（冒
頭）、作成は鹿苑寺住職伊藤貫宗。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ包背装・貼り継ぎ部に押印（貫宗）がある。

罫紙を使用。元表紙にr保存上願書京都府下山城国
葛野郡大北山村臨済宗鹿苑寺」（墨書）。昭和4年・
三井ラベル「K620・新・76」。

1．文書・記録！1．文書！3．文書集

XO113－001

古文零聚
文化10以降（写）（1813）

271×200ミリ1巻1冊49丁写本
題簸1原・古文零聚表紙：原・丁字引き

刊記：伴信友の本をかりて人に誹てうつさせたるなり大
平蔵書（藤垣内印）。また「永徳二年市町指図」に「信友

私云此指図五条通ヨリ西ノ方凡東寺ノ辺ノミヲ注出セル

モノ也、全カラサル事ハ惜ムベシ永徳ノ当時粗可想像
モノ也」（朱書）および「右東寺所蔵古文書櫃中之物也、

於観智院展覧之序複写之畢干時文化十癸酉年正月
十四目伴信友（花押）」（墨書）。

印記：本居文庫・三井文庫。

備考：内容は延喜9～天正14年。三井ラベルrB206・
14」

1．文書・記録　L文書・記録11．文書！3．文書集　　〔23〕

XO113－002－01

［羽黒命令上1
（1817年）

243×173ミリ2巻2冊33丁写本
題簸：後・経済叢書鈴木武介命令上（打付）表紙：

原・薄茶色無地
印記：母不敬・聴濤閣図書印・内藤恥聖・高橋義彦集古、

□［コ子□・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：下小口にr黒羽命令」（墨書）。前表紙見返しに
r鈴木武介ハ黒羽根の大夫二而政績名たかき人也、其

民政二付ふれ出したる命令をあつめ出なり明治三十
年三月得之内藤恥嬰年七十一」（墨書）。三井ラベル
「H221・新・68」

XO113－002－02

［羽黒命令下］

文化14（写）（1817）

243×173ミリ35丁写本
題簸：後・鈴木武介命令下（打付）表紙：原・薄茶色

無地
構成：本文33、蹟1（市川淡斎）、遊紙1

刊記：文化三年丙寅初冬謄写成大橋順正識、文化十
四丁丑季春写市川正直。
印記：母不敬・聴濤閣図書印・内藤恥嬰・高橋義彦集古、

□□子□・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口に「黒羽命令」（墨書）。前表紙に「九八一」

と記した切紙が貼付してある。昭和10年3月22目寄
託、三井ラベル「R221・新・66」

XO113－003－01

［高野山古文書集　1］

（1838年）

273×197ミリ9巻9冊46丁写本
題簸1原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き

印記：本居文庫。

備考：1～9まで洋紙の秩に入る。

XO113－003－02

［高野山古文書集　2］

（1838年）

273×198ミリ38丁写本
題簸：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き

印記：本居文庫。

XO113－003－03

［高野山古文書集　3］

（1838年）

272×198ミリ54丁写本
題簸：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き
印記1本居文庫。

備考：1丁・17丁・51丁に貼紙あり。

XO113－003－04

［高野山古文書集　4］

（1838年）



XO113－004－02

感牒集　中・下

261×192ミリ63丁写本
題簸：原・感牒集中下表紙：原・藍色・雷紋つなぎ蓮
構成：目録7、本文55
印記：本居文庫・本居蔵書。

備考：後ろ表紙見返し「赤松院什」（墨書）、三井ラベル
「B206・15」

XO113－005
［赤穂浪人四拾六人御仕置付］

嘉永2（写）（1849）

265×192ミリ1巻1冊8丁写本
題簸：後・赤穂浪人四拾六人御仕置附表紙1後・ボー
ル紙

構成：元表紙1、本文6、元後ろ表紙1
刊記：右徳川家内史局御目記二有之嘉永二酉年八月
上旬写之（元後ろ表紙見返し）。

印記：山本氏蔵書・宗辰所集・三井家3、三井文庫。
備考：三井ラベル「H：221・新・59」

XO113－006

元禄義士書翰之写

244×173ミリ1巻1冊　写本
題簸：原・元禄義士書翰之写表紙：後・ボール紙表紙

構成＝元表紙1、本文12
刊記：（和歌山懸士族ナリ）津田三郎左衛門所持元禄敵
討義士書翰巻物之写文（内題）。

印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「B940－9」

1、文書・記　12．記録11．原本

XO121－001－01

［押小路家　日記　知］

宝永4（内容）（1707）

213×138ミリ3巻3冊79丁写本
題籏：原・目記自貞享四年至宝永四年知表紙：原・
生成

構成＝貞享4年3月26目～宝永4年12月27日
印記＝三井文庫。

備考＝前表紙に「押小路家目記三冊之内」（後筆墨書）

秩にr自貞享四年至享保十四年押小路家目記原本
三冊」（ウハ書墨書）あり。内容は朝儀・法要・対幕府関

係。紙秩裏に三井ラベル「B240・7」

XO121－001－02

［押小路家　日記　仁］

正徳3（内容）（1713）

211×142ミリ73丁写本
題籏：原・目記自宝永五年至正徳三年仁表紙＝原
生成

構成：宝永5年正月～正徳3年12月26目
印記：三井文庫。

文書・記録1〔24〕

272×198ミリ48丁写本
題籏：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き
印記＝本居文庫。

XO113－003－05

［高野山古文書集　5］

（1838年）

273×198ミリ71丁写本
題籏：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き
印記：本居文庫。

XO113－003－06

［高野山古文書集　6］

（1838年）

273×198ミリ38丁写本
題籏：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き
印記：本居文庫。

XO113－003－07

［高野山古文書集　7］

（1834年）

272×198ミリ66丁写本
題籏：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き

刊記：頼恭者今川伊予守了俊之猶子仲秋也初名國春ト
中云頼恭ト後改仲秋ト、天保九依今川家系図考之（墨
書・21丁）。

印記：本居文庫。

備考：14丁に貼紙あり。

XO113－003－08

［高野山古文書集　8］

（1834年）

272×198ミリ62丁写本
題籏：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き
印記：本居文庫。

XO113－003－09

［高野山古文書集　9］

天保5（校離）（1834）

272×198ミリ40丁写本
題簸：原・高野山古文書集表紙：原・布目地丁子引き

刊記：天保五年仲秋廿六目於風土記再訂会所望地院
書院令校雛記（朱書・39丁）・天保九考之（墨書・40
丁）。

印記1本居文庫。

XO113－004－01

感牒集　上

261×191ミリ3巻3冊（2冊に合綴）73丁写本
題簸：原・感牒集上表紙：原・藍色・雷紋つなぎ蓮

構成1墨付1、目録5、本文67
印記二本居文庫・本居蔵書。

備考＝後ろ表紙見返しに「赤松院什」（墨書）、巻頭に
「今度於江北出群抜翠之至功宴」（墨書）。三井ラベル
「B206・15j



〔25〕1、文書・記録　1．文書・記録！2．記録／L原本

題簸：原・上野増上寺御城外御規式…（方籏）表紙
原・絹薄茶色

構成：遊紙1、目録1、本文28、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。
備考：薄様を使用。

XO121－003－04

［奏者番勤向留書　4］

明和8（内容下限）（1771）

145×205ミリ106丁写本
題籏：原・元目ヨリニ月朔目迄之部…（方籏）表紙：
原・絹薄茶色

構成：遊紙1、目録1、本文103、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。67丁メ表・74丁メ裏に切紙貼付あ
り。

XO121－003－05

［奏者番勤向留書　5］

安永6（内容下限）（1777）

146×205ミリ89丁写本
題簸：原・披露席之覚…（方籏）表紙：原・絹薄茶色

構成：遊紙1、目録1、本文86、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。66丁・67丁・69丁・72丁メ表に切紙
貼付あり。

XO121－003－06

［奏者番勤向留書　6］

明和9（内容下限）（1772）

145×206ミリ41丁写本
題籔：原・御老中所司代御城代使者之部…（方籏）表
紙：原・絹薄茶色

構成：遊紙1、目録1、本文38、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考1薄様を使用。22丁メ・27丁メ・28丁メ表に切紙貼
付あり。

XO121－003－07

［奏者番勤向留書　7］

安永3（内容下限）（1774）

144×207ミリ43丁写本
題簸：原・御番之部・助番之部…（方籏）表紙：原・絹

薄茶色
構成：遊紙1、目録1、本文41
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。10丁メ裏・41丁メ表に切紙貼付あ
り。

XO121－003－08

［奏者番勤向留書　8］

安永3（内容下限）（1774）

145×206ミリ58丁写本
題籏＝原・御内書之部・拝領物之部…（方簸）表紙
原・絹薄茶色

構成：遊紙1、目録1、本文55、遊紙1

備考：三井ラベル「A3・15－5」

XO121－001－03

［押小路家　日記　勇］

享保14（内容）（1729）

214×140ミリ127丁写本
題籏：原・目記　自正徳四年至享保十四年勇　表
紙1原・生成

構成：正徳4年正月朔目～享保14年12月28日
印記：三井文庫。

備考：後ろ表紙見返しにr此押小路家目記知・仁・勇
参冊、知（智）貞享四年至宝永四年、仁宝永五年至正
徳三年、勇正徳四年至享保十四年、昭和三年戊辰歳
十一月東京浅倉屋書店ヨリ求之新町三井家損資三
井文庫格納」（朱書）

XO121－002

［伊勢松坂　山村家仕入留・詩歌抜書］

元文3（内容下限）（1738）

163×222ミリ1冊63丁写本
題簸：原・大福帳享保十七年Oに十（打付墨書）表
紙：原・生成

構成＝遊紙1、詩歌抜書50、醤油などの仕入書留め12
印記：三井文庫・三井家同族会図書印。

備考：前表紙に「子益様筆三十九」（貼紙墨書）、前表

紙見返しにr松阪町殿町山村家旧蔵大正八年五月十
五目松阪魚町書雛山口三松堂二於テ柴謙太郎購求」
（朱書）、後ろ表紙にr金銀入目記」（墨書）。三井ラベル
「A910・14」。

XO121－003－01

［奏者番勤向留書　1］

明和7（内容下限）（1770）

145×205ミリ9巻9冊103丁写本
題簸：原・御三家之部…（方籏）表紙二原・絹薄茶色

構成：遊紙1、目録1、本文100、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。69丁丁間に切紙1あり。紙帳に入る。

紙族には「九冊物並直書廻章留一冊」（墨書）と「丁印

二百十七十冊」（下ヶ札）。三井ラベルrR221・69」

XO121－003－02

［奏者番勤向留書　2］

安永8（内容下限）（1779）

145×206ミリ92丁写本
題簸：原・御奏者番系図・申合之部・相伴之順留（方籏）

表紙：原・絹薄茶色

構成＝遊紙1、目録1、本文89、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。40丁メ表・72丁メ裏に切紙貼付あ
り。

XO121－003－03

［奏者番勤向留　書3］

明和9（内容下限）（1772）

145×205ミリ31丁写本



文政2（1819）

108×170ミリ36丁写本
題簸＝原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文34、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴じ。小口喉側に補強紙（墨書「四」）

あり。前表紙に「文政二年九月九目より十一月四目迄」
（墨書）。三井ラベル「R221・新・50」

XO121－005－04

官私随筆　4

文政2（1819）

109×171ミリ37丁写本
題籏：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文33、遊紙3
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴じ。小口喉側に補強紙あり。前表紙
に「文政二年十一月四目より十二月廿九日迄」（墨書）。

三井ラベル「H221・新・50」

XO121－005－05

官私随筆　5

文政3（1820）

109×171ミリ36丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙1原・生成

構成：遊紙1、本文35
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴じ。小口喉側に補強紙あり。前表紙

に「文政三年正月朔目より四月上旬迄」（墨書）。三井ラ

ベル「H221・新・50」

XO121－005－06

官私随筆　6

文政3（1820）

109×171ミリ39丁写本
題籏：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文37、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴じ。小口喉側に補強紙（墨書「七」）

あり。前表紙に「文政三年四月中旬より七月七目迄」（墨

書）。31丁メ表に一紙貼付あり。三井ラベル「H221・新・

50」

XO121－005－07

官私随筆　7

文政3（1820）

109×170ミリ40丁写本
題籏1原・官私随筆（打付）表紙1原・生成

構成：遊紙1、本文39
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴じ。小口喉側に補強紙あり。前表紙

に「文政三年七月十一目より十月九目迄」（墨書）。三井

ラベル「H221・新・50」

XO121－005－08

官私随筆　8

〔26〕　1．文書・記録

印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。

XO121－003－09

［奏者番勤向留書　9］

安永4（内容下限）（1775）

145×206ミリ43丁写本
題簸：原・都而西丸之部（方簸）表紙：原・絹薄茶色

構成＝内表紙1、目録4、本文30、白紙2、本文2、白紙

1、本文2、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。

XO121－004

諸事手留
文化12（内容下限）（1815）

86×194ミリ1巻1冊85丁写本
題籏：原・諸事手留（打付）　表紙：原・浅花田色：小葵

型押し
構成：見出1、本文（雁之間勤年中行事など）84

印記1丸ウサギ・三井家5。
備考：前表紙にr嶺田」（墨書）。前表紙と見返しの聞に

切紙1（r昭和十三年七月消毒」と墨書）がある。昭和13

年9月15目寄託、三井ラベルrH221・新・47」。内容は
「享和元酉三月四目高家戸田土佐守様より遠藤備前守
様江以御使者被進候書面之写（中略）文化七年庚午年

春永井飛騨守様御供頭竹村儀右衛門より致借用写之」
（27丁メ）など。

XO121－005－01

官私随筆　1

文政2（1819）

108×169ミリ25巻25冊38丁写本
題籏：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文37
刊記：記主は加賀藩士奥村助左衛門。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（墨書「二」）

あり。前表紙に「文政三（二）年二月廿六目より六月七目

迄」（墨書）とr全二十五冊」（朱書）、前表紙見返しにr前

田家編纂主任近藤磐雄氏より差上ラレシモノ也昭和
八年四月十日」。三井ラベル「且221・新・50」

XO121－005－02

官私随筆　2

文政2（1819）

109×170ミリ38丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文37
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。前表紙に「文政二年六月八日よ
り九月八日迄」（墨書）。酸性紙の紙秩にはいる。三井ラ

ベルrH221・新・50」
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文政3（1820）

109×170ミリ37丁写本
題簸＝原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文36
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（墨書「九」）

あり。前表紙にr文政三年十月十目より十二月迄」（墨
書）。6丁目裏に貼紙1あり。三井ラベルrH221・新・

50」

XO121－005－09

官私随筆　9

文政4（1821）

108×170ミリ40丁写本
題籏：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成＝遊紙1、本文38、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（墨書「十」）

あり。前表紙に「文政四年正月より六月迄」（墨書）。三

井ラベル「R221・新・50」

XO121－005－10

官私随筆　10
文政4（1821）

107×169ミリ39丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文38
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（墨書「十
一」）あり。前表紙に「文政四年七月より九月廿三目ま
て」（墨書）。三井ラベル「H221・新・50」

XO121－005－11

官私随筆　11
文政4（1821）

109×170ミリ40丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文39
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（墨書「十
二」）あり。前表紙に「文政四年九月廿三目より同十一月

十九迄」（墨書）。三井ラベルrH221・新・50」

XO121－005－12

官私随筆　12
文政5（内容下限）（1822）

109×170ミリ40丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文39
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（墨書「十
□」）あり。前表紙に「文政四年十二月廿二日より同五年

閏正月十九目まて」（墨書）。三井ラベル「R221・新・

50」

XO121－005－13

1．文書・記録　1．文書・記録ノ2．記録11．原本　　〔27〕

官私随筆　13
文政5（1822）

109×171ミリ35丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文33、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙あり。前表紙
に「文政五年閏正月廿目より至二月晦目」（墨書）。三井

ラベル「H221・新・50」

XO121－005－14

官私随筆　14
文政5（1822）

108×170ミリ39丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文37、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙あり。前表紙

に「文政五年五月六日より十月十目迄」（墨書）。三井ラ

ベル「H221・新・50」

XO121－005－15

官私随筆　15
文政5（1822）

109×171ミリ36丁写本
題籏：原・官私随筆（打付表紙：原・生成

構成二遊紙1、本文34、遊紙1
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（「十七」と墨

書）あり。前表紙に「文政五年十月十一目より十二月朔
目迄」ほか（墨書）。三井ラベルrH221・新・50」

XO121－005－16

官私随筆　16
文政5（1822）

109×170ミリ39丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文33、遊紙5
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（「十八」と墨

書）あり。前表紙にr文政五年十二月五目より晦目迄」ほ

か（墨書）。三井ラベル「R221・新・50」

XO121－005－17

官私随筆　17
文政6（1823）

108×170ミリ39丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成＝遊紙1、本文38
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙あり。前表紙
に「文政六年正月朔日より四月廿五目迄」（墨書）。三井

ラベル「且221・新・50」

XO121－005－18

官私随筆　18



文政7（1824）

109×170ミリ33丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文32
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（「二五」と墨

書）あり。前表紙に「文政七年七月六目より八月十四目

迄」ほか（墨書）。三井ラベル「H221・新・50」

XO121－005－24

官私随筆　24
文政7（1824）

108×170ミリ40丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文39
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙。前表紙に
r文政七年八月十四目より十二月晦目迄」（墨書）。19
丁目裏に貼紙1がある。三井ラベル「H221・新・50」

XO121－005－25

官私随筆　25
文政8（1825）

109×171ミリ39丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文37、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙。前表紙に
r文政八年正月より四月十四日迄」ほか（墨書）。昭和8

年4月12目寄託、三井ラベル「H221・新・50」

XO121－006
［奏者番勤向留書　直書廻章留］

文政2（内容下限）（1819）

124×197ミリ1巻1冊35丁写本
題籏：原・直書廻章留（短冊籏）表紙：原・絹こげ茶色

構成：内表紙1、本文33、遊紙1
印記：誉・宗辰所集・三井家3。

備考：薄様を使用。

XO121－007－01

幕府及要用書類覚書　乾
（1821年）

117×182ミリ2巻2冊131丁写本
題籏：原・幕府及要用書類覚書乾表紙：原・丁子色
布に唐花織
構成：遊紙1、目録1、本文128、遊紙1
印記：積慶堂収蔵記・宗辰所集・三井家3。

備考：前田家（富山藩主）宛の内書の写しなど。紙鉄に
入る。紙秩に「庚印拾／二冊」（下ヶ札）。

XO121－007－02

幕府及要用書類覚書　坤

文政4（内容下限）（1821）

116×177ミリ103丁写本
題簸：原・幕府及要用書類覚書坤表紙：原・丁子色

文書・記録1〔28〕

文政6（1823）

108×171ミリ32丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文31
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（「二十」と墨

書）あり。前表紙に「文政六年四月廿五目より八月十一
目迄」（墨書）。三井ラベル「H221・新・50」

XO121－005－19

官私随筆　19
文政7（内容下限）（1824）

107×170ミリ35丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文34
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙（「二一」と墨

書）あり。前表紙にr文政六年八月十二目より同七年二
，月廿三目まてj（墨書）。三井ラベルrH221・新・50」

XO121－005－20

官私随筆　20
文政7（1824）

108×170ミリ35丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文33、遊紙1
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙あり。前表紙

に「文政七年二月廿四日より四月十六目朝迄」ほか（墨
書）。三井ラベル「H221・新・50」

」と墨

之事
ベノレ

華

XO121－005－21

官私随筆　21
文政7（1824）

108×172ミリ33丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文32
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙

書）あり。前表紙にr文政七年四月十六目
前冊二も有、五月八目迄」ほか（墨書）。
rH221・新・50」

XO121－005－22

官私随筆　22
文政7（1824）

109×171ミリ34丁写本
題簸：原・官私随筆（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文33
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り。小口喉側に補強紙あり。前表紙

に「文政七年五月八日より、今目之事前冊にもあり、七
月五目迄」ほか（墨書）。三井ラベル「H221・新・50」

XO121－005－23

官私随筆23



布に唐花織
構成：遊紙1、目録2、本文100
印記：積慶堂収蔵記・細川（後ろ表紙見返し裏）・宗辰

所集・三井家3。

XO121－008
［津軽家］二之丸御宝蔵　御書物井御道具目録

天保3（1832）

211×135ミリ1巻1冊80丁写本
題策1原・二之丸御宝蔵御書物井御道具目録表紙＝
原・秘色1布目地型押し
構成：遊紙1、御鍵目録3、本文75、奥書1
刊記：天保三壬辰年八月改御側役御預土門八郎・
工藤與助・釜萢伊太郎・須藤半兵衛、関口吉郎保之写
之。

印記：柳河氏蔵書印・宮本・宗辰所集・三井家3。

備考：弘前藩津軽氏関係。朱書書き入れあり。

XO121－009－01

［大塩平八郎一件評定所一座書留　1］

天保8（内容）（1837）

241×165ミリ5巻5冊276丁写本
題籏：なし表紙：後・ボール紙

構成：元表紙1、本文274、元表紙1
刊記：大坂町奉行跡部山城守組与力大塩格之助養父
大塩平八郎頭取同組与力同心等徒党いたし大坂市中
放火及乱妨候一件吟味伺書　評定所一座（元表紙に
墨書）、壱（元表紙に朱書）。

印記1三井家編纂室蔵書。

備考：元表紙にr共五ノー」（貼紙）。紙帳に入る。帳に

「大塩平八郎一件評定所一座書留雑綴五冊」（墨書）
とr明治44年9月25目購求（三井）」とある。三井ラベ
ル「B249・7」。翻刻に史料館叢書9『大塩平八郎一件
書留』（1987年）がある。

XO121－009－02

［大塩平八郎一件評定所一座書留　2］

（1837年）

241×168ミリ292丁写本
題簸：なし表紙：後・ボール紙

構成＝元表紙1、本文290、元表紙1
刊記：大坂町奉行跡部山城守組与力大塩格之助養父
大塩平八郎頭取同組与力同心等徒党いたし大坂市中
放火及乱妨候一件吟味伺書　評定所一座（元表紙に
墨書）、弐（元表紙に朱書）。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：元表紙に「共五ノニ」（貼紙）。明治44年9，月25

目購求（三井）。三井ラベルrB249・7」

XO121－009－03

［大塩平八郎一件評定所一座書留　3］

（1837年）

241×164ミリ274丁写本
題籏：なし表紙：後・ボール紙

構成：元表紙1、本文272、元表紙1
刊記：大坂町奉行跡部山城守組与力大塩格之助養父
大塩平八郎頭取同組与力同心等徒党いたし大坂市中

1．文書・記録　1．文書・記録12．記録11．原本　　〔29〕

放火及乱妨候一件吟味伺書　評定所一座（元表紙に
墨書）、三（元表紙に朱書）。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：元表紙に「共五ノ三」（貼紙）。明治44年9月購求
（三井）、三井ラベル「B249・7」

XO121－009－04

［大塩平八郎一件評定所一座書留　4】

（1837年）

241×166ミリ162丁写本
題籏：なし表紙：後・ボール紙

構成：元表紙1、本文160、元表紙1
刊記：御仕置附書付評定所一座（元表紙に墨書）。
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：元表紙に「共五ノ四」（貼紙）。明治44年9月25
目購求（三井）、三井ラベル「B249・7」

XO121－009－05

［大塩平八郎一件評定所一座書留　5前・後　細
目］

（1838年）

252×172ミリ440丁写本
題簸：なし表紙：後・ボール紙

構成1元表紙1、前目録1
刊記：別紙之分大坂一件書物（元表紙に墨書）。
印記：三井家編纂室蔵書。

備考＝元表紙に「共五ノ五止／二九盧合本」（これは29の

記録が合綴されていることを意味する）。3通の差し入れ

書状がある。明治44年9月25目購求（三井）、三井ラ
ベル「B249・7」

XO121－010

崇蘭館往来

天保8（内容下限）（1837）

234×165ミリ1巻1冊49丁写本
題籏：原・天保五甲午正月始至八年丁酉十二月崇蘭
舘往来（打付）表紙：原・薄茶色無地
印記1三井文庫。

備考：記主は地下官人か。前表紙見返しに切紙1（天保
癸巳六月廿七日廻状写し…）、19丁裏に切紙1（十月

十二日嶺松院十三回忌）、24丁表に切紙1（福井丹
波守所労二付代）、24丁丁間に切紙1（三角・高階…）、

25丁裏に切紙1（忌明御礼荻野河内守所労二付代）、
42丁丁問に切紙1（小菅忠兵衛）、後ろ表紙見返しに
切紙1（福井玄蕃権助）あり・三井ラベルrB249・18」。

XO121－011－01

［奥医師］日光御供諸事留　1

（1844年）

285×213ミリ4巻4冊48丁写本
題簸：原・日光御供諸事留一表紙＝後・水色無地
構成：内表紙1、遊紙1、目録1、本文44、遊紙1
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：鉄にはいる。三井家の図書カードあり。



弘化4（1847）

271×198ミリ73丁写本
題籏：後・御書物井御伝書合点帳（打付）表紙：後6樺
色・無地

構成：四番長持伝書・に印白木箪笥下段・中段・上段・

一番書物箱・二番書物箱・三番書物箱・四番書物箱・五

番書物箱・ち印箪笥上段・中段・下段・ぬ印箪笥上段・

中段・下段

刊記：弘化四年丁未年九月改（元表紙）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：元表紙に「御書物井御傳書帳下地御小納殿」
（墨書）。「XO120－01」と一帳に入る。三井ラベル
「A130・新・25」、昭和9年L月23目寄託

XO121－014

御絵図牒

安政6（1859）

155×238ミリ1巻1冊84丁写本
題簸：原・御縛圖牒（打付）表紙＝原・生成無地

刊記：安政四丁巳歳仲秋改神権六・預太田重右衛門
（印）・平野源太郎（印）・松岡翔次郎（印）（表紙見返し）

改臼田彦右衛門（印）・預平野源太郎（印）・奥山平三郎

安政六己未年仲秋。
印記＝ウサギ・しんまちみっいけ。

備考；縦55×横12粍の竹箋が丁聞にある。記事内容
下限は慶応3年、「忠恭公・忠澄公」などとある。酸性紙

の紙秩に入る。前表紙に書名を記した下ヶ札（一部破
れ）。昭和5年・昭和6年1月22目・三井ラベル「C130・
新・13」。

XO121－015

いろは抄

安政6（1859）

239×164ミリ1巻1冊167丁写本
題簸：原・いろは抄（打付）表紙：原・薄茶色

構成：遊紙1、目録7、本文158、奥書1
刊記：安政六己未中春成就酒井敬次郎重清蔵。
印記：白川藩臣酒井蔵書・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：表紙に反古紙を使用。後補記事あり。昭和10年
4月5目寄託。三井ラベル「R221・新・55」。

XO121－016
［屋敷拝領預入替移徒届控帖］

文久2（内容下限）（1862）

300×210ミリ1巻1冊499丁写本
題簸：原・安政四巳年より屋敷拝領預入替移徒迂宮所
労表紙：原・樺茶・つや出し
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：朱書あり。前表紙に「TOKYO
GANSHODOSHOTEN幕（朱印）」（シール）。昭和9
年6月6目寄託、三井ラベル「B206・新・30」。

XO121－017
［具足師岩井与左衛門公方様御召具足他御用留］

元治1・2（1864）

244×172ミリ1巻1冊125丁写本
題籏：後・公方様御召畳具足其他御用留元治元年

文書・記録1〔30〕

XO124－011－02

［奥医師］日光御供諸事留　2

（1844年）

285×213ミリ59丁写本
題簸：原・目光御供諸事留二表紙：後・水色無地

構成1内表紙1、遊紙1、目録1、本文55、遊紙1
印記1宗辰所集・三井家3。

備考：本文37・38丁間に切紙1（「徳川十二代将軍目
光山社参御供之記」墨書）あり。

XO121－011－03

［奥医師日光］陪駕事務録

天保15（践）（1844）

286×213ミリ21丁写本
題簸：原・陪駕事務録三表紙：後・水色無地
構成：内表紙1、本文15、付録2、践1（十五年甲辰三
月廿八日楽真院法印［多紀1元堅識）、遊紙2

印記：宗辰所集・三井家3。

XO121－011－04

［奥医師］日光御参詣諸御書付留

（1844年）．

285×212ミリ72丁写本
題籏：原・目光御参詣諸御書附留四表紙：後・水色
無地
構成：内表紙1、本文70、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO121－012

御成御屋鋪泉村古河［土井家］　御代々御家督御

礼献上物井御目見御家老覚

徳川家重・土井利起時代（1822）

140×412ミリ1冊8丁写本
題簸：原・御成御屋鋪泉村古河御代々御家督御礼献
上物井御目見御家老覚表紙：原・生成
印記：宗辰所集・三井家3。』

備考：一っ綴り。包背装。

XO121－013－01

［人吉藩主相良家］諸御道具帳下地
弓ムイヒ4（1847）

272×197ミリ2巻2冊85丁写本
題籏：後・諸御道具合点帳（打付）表紙：後・樺茶・無

地
構成：武具一一番具足・二番具足・御持通陣道具・三番
三光具足・四番鎧・五番大円山具足・六番緋威具足・七

番白具足・二番具足（他）騎射道具弓道中道具
二番雑道具三番荘道具
刊記：弘化四丁未年九月改（元表紙）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：元表紙にr諸御道具帳下地御小納殿」（墨書）。
「XO120－02」と一帳に入る。三井ラベル「A130・新・

25」、昭和9年1月23日寄託

XO121－013－02

［人吉藩主相良家］御書物井御伝書帳下地



〔31〕1．文書・記録　L文書・記録12．記録／2．控え・写し

元禄14（写）（1701）

234×168ミリ1巻1冊70丁写本
題籏：原・越後高田戸田侯御時代寺社記全（打付け）
表紙：原・薄茶色無地

構成：目次4、寺社由緒書66
刊記1右者戸田能登守様御代元禄十四辛巳年寺社
方江由緒書被仰付書上候写也。
印記：石泰蔵・内藤恥嬰蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考＝下小口に「戸田寺社」（朱書）。前表紙に「ヲニ百

十九」（貼紙〉と「ヲ印　「政」（朱印）二百十九／一冊」

（下ケ札）

XO122－004
［勢州三領寺社・大庄屋・地士書上控］

享保8（内容下限）（1723）

123×340（横帳）ミリ2巻2冊（1冊に合綴）24丁写
本
題簸：原・勢州三領寺社控（打付）表紙：原・生成

印記：しんまちみついけ・ウサギ。

備考＝ボール紙族つき。のどに虫損。昭和11年12月
12目寄託。三井ラベル「C244・新・74」

XO122－005

浅野検地帳

享保15（1730）

238×170ミリ1巻1冊64丁写本
題簸：原・浅野検地帳全（打付）表紙：原・生成（包背
装）

刊記＝惣合光七万六千五百六十弐石五斗八升六合
小物成共二村数合千七十五ケ村高井村数ハ慶長十
八年丑六月ノ写シ家数合六万六千三百六拾一棟正
保四年亥五月ノ写シ以上、享保十五年戌四月廿五日
書写ス。

印記：本居文庫・本居蔵書。

備考＝包背装。内題は「紀伊州検地高目録」。洋紙の秩
に入る。

XO122－006
［尾州八郡村高付覚］

寛延4（写）（1751）

238×194ミリ1巻1冊63丁写本
題簸：原・尾張八郡村高覚表紙：後・薄茶色無地

刊記：寛延四年未七月以写之筆者六拾弐歳（巻末）、

万延紀元庚申八月十八目買堀尾氏遺書二十八冊於書
璋其中有此冊差亦翁遺書翁氏堀尾名秋実号秀斎要
斎陳識。

印記＝要斎珍蔵・要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙に「寛延四年未七月吉目尾州八郡村高
付覚」とあり、後ろ表紙は「安政五年午正月吉目・書籍

御通」r細野様御屋鋪大野屋惣八」の裏面を利用。前
表紙に「ホ四百十二二四」（貼紙）

XO122－007
［米相場御用金一件写］

宝暦11（内容下限）（1761）

244×170ミリ1巻1冊25丁写本
題簸1原・今度御用金被仰附候二付右一件之写（打付

表紙：後・卵色・無地

備考：元表紙に「元治元年子年八月六目於西御丸公
方様御用留御召畳具足御壱領着込御壱通御烏帽
子御みせ鞘御満知羅御具足櫃右請取物御代料書
右御新調畳於新部屋被仰付御掛御小納戸頭取須
田淡路守殿」（墨書）。1丁メ裏ほかに貼紙がある。1丁メ

の丁間に書状がある。木内書店の商札あり。三井ラベル
「B206・37」

XO121－018

静岡旅行諸入費井紀行

明治9（1876）

116×160ミリ1巻1冊95丁原本
題籏＝原・静岡旅行諸入費紀行（打付）表紙：原・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、本文28、白紙6、仮別口2、白紙51、旅
費7

刊記：明治九年鶴岡新八手控（表紙見返しに朱書）。

印記｛三井文庫。

備考：「チカクドウ」の用箋を使用。後ろ表紙に「旅費目

記鶴老」（墨書）。26丁メ裏に貼紙1。表紙見返しに
r書中、静岡三井組二関スルコト三井文庫所蔵文書一
追七七〇ノ五…」（朱書）、後ろ表紙見返しにr大正十

四年十一月十日製本師神田萬丸より買入三野村利左
衛門より鶴岡氏宛書状壱通と共二求之。此書簡研究之

一傍証として之を見るへし」（朱書）。三井ラベル
「C180・7」。酸性紙の鉄あり。

1．文書・記録／2．記録／2．控え・写し

XO122－001

西大寺三宝料田畠目録

永仁6（内容）（1298）

257×173ミリ1巻1冊44丁写本
題簸：原・西大寺三宝料田畠目録（打付）表紙；原・横

刷毛目

刊記1去文永十一庚戌井正磨元年戊子依先師和上御
命為護法住持置其後所寄田薗金為三宝久住重記録之
畢此外二巻記録為知事用意也一巻ハ郡寄一巻ハ三宝
惣別一処二記之永仁六年戊戌十二月五目　比丘鏡
恵（花押）。

印記：本居文庫・三井文庫。

備考：紙間に栞がある（明治32年7月21日付雑誌）。
三井ラベル「C246・11」。

XO122－002
［安楽寿院出入帳］

慶長8（内容下限）（1603）

251×174ミリ1巻1冊11丁写本
題籏1後・安樂寿院出入帳表紙：後・ボール紙

構成：元表紙1、本文10
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ。元表紙にr慶長五年三月三日」（墨書）。

昭和10年3月22日寄託・三井ラベル「K620・新・160」

XO122－003

越後高田戸田侯御時代寺社記



〔32〕　1．文書・記録

表紙：原・生成無地

印記：三井文庫。

備考：仮綴じ。伝達は京都町奉行より。三井ラベル
「D922・30」

XO122－008

御巡見箇所目録

寛政7以降（内容）（1795）

89×203ミリ1巻1冊129丁写本
題簸：原・御巡見箇所目録（打付）表紙：原・覗色＝雷

紋繋ぎ地に牡丹唐草型押し

構成：目録1、本文128
刊記：丹州保津川筋巡見之儀（中略）角倉帯刀方御糺
候処左之書付差出候二付為見合写之候事（中略）口上
覚（中略）卯四月。

備考：前表紙に「四十三番」（貼紙）。

XO122－009－01

［京都町奉行森川越前守俊ヂより尋之儀二付三

郷ヨリ答書　上］

（1801年）

239×168ミリ3巻3冊73丁写本
題簸：原・寛政十二申年十二月廿目　東御役所森川越
前守様より御尋之儀二付三郷ヨリ御答書表紙：後・藍

色無地
構成：内表紙2、本文69、遊紙2
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「D421・新・61」

XO122－009－02

［京都町奉行森川越前守俊ヂより尋之儀二付三

郷ヨリ答書　中］

（1801年）

238×170ミリ71丁写本
題簸：無記入表紙：後・藍色無地

構成：内表紙1、本文68、遊紙2
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年11月8目寄託、三井ラベルrD421・新・
61」

XO122－009－03

［京都町奉行森川越前守俊ヂより尋之儀二付三

郷ヨリ答書　下］

享和1（内容下限）（1801）

238×168ミリ56丁写本
題簸：無記入表紙：後・藍色無地
構成：内表紙1、本文54、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：42丁裏に切紙1（送状二通…）あり。

XO122－010
［松代藩石高書上帳］

享和3（内容）（1803）

134×193ミリ1巻1冊91丁写本
題簸：なし表紙：後・藍色雲文に桐唐草型押し

構成：遊紙1、本文90

刊記：庄郷里名享和三亥年従　公義御尋二付村々尋
上御書上（末尾）。

印記：宮本氏之文庫・宮本氏。

備考1遊紙にr安政改正年数早見」（芝三島町、和泉
屋市兵衛刊、記事下限は安政6年）貼付。本文25丁
表・83丁裏に切紙1づつ貼付。末尾に史料館ラベル
「史料館H：12376j貼付；三井文庫旧蔵資料ではない。

XO122－011（1）

［辻勘兵衛古書之写］

天保3（1832）
243×175ミリ2巻2冊（1冊に合綴）18丁写本
題簸：後・辻勘兵衛古書之写北国巡杖記書抜（平家後
目1潭）表紙：後・白色・ボール紙

刊記：此一件公義江出候付林家井塙検校なとへ虚実
之儀御尋之処何連も実録なるへし、去なから此事等御

取揚御座候而ハ是迄之目本の正史潰れ可申、左候而
ハ公義おゐても先躍後跡の差響に相成候に付御取揚
にハ不相成方の御評議二決定侯由、右之趣或人耳聞
伝へしゆへ此末に附す天保三年壬辰七月廿五目　尾
張世臣深田増蔵源並紹識（18丁裏）。

印記：本居文庫・本居蔵書・三井文庫。

備考：元表紙にr摂州伊勢郡野聞村出野村辻勘兵衛
古書之写　巻末　北国巡杖記書抜」（墨書）。
XO122・011（2）［北国巡杖記書抜］も参照。

XO122－012

［山城国愛宕郡上賀茂村］国絵図御改留帳

天保8（1837）

232×164ミリ1巻1冊30丁写本
題簸：後・國絵圖御改留帳天保八年表紙：後・ボー
ル紙・茶色

構成：原表紙1、本文29
刊記：天保八年二月。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年．三井ラベル「C241・新・45」。

XO122－013

豊臣朝臣御葬式御行列書
天保12（写）（1841）

120×313ミリ1巻1冊20丁写本
題簸：原・慶長三戊戌年八月　豊臣朝臣御葬式御行列
書（打付）表紙：原・生成無地

刊記：文政八乙酉正月』文政十一子年五月、文政十四

寅年三月写之、天保十二年亥丑年十一月写之（末y
尾）。

備考：仮綴じ。末尾書写年代記載上に「昭和十年二月
廿四目東京朝日新闘夕刊」記載（ペン書）のある新聞切

抜貼付（見出し「豊臣秀吉の葬儀」r総勢三萬人豪華行
列」など、大阪府三島郡安威村旧家大川市左衛門方の
土蔵より「豊太閤秀吉公御葬式録jなる帳面発見の由）。

史料館ラベルr史料館S17601」貼付；三井文庫旧蔵
資料ではない。

XO122－014

信州大地震書上写
弓ムイヒ4（1847）
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播州斑鳩寺古記録写
明治27（写）（1894）

337×244ミリ1巻1冊41丁写本
題籏1原・播州斑鳩寺古記録篤表紙：原・樺茶・つや
出し

構成＝遊紙1、本文40

刊記：此書ハ東陽院兼住大谷智真氏ノ本住播州斑鳩
寺什物之内同寺古記録書ヲ智真氏ヨリ借リ受、之レヲ模

写為サシム、然ルニロ原本突然返附ヲ促二付未央ニシ
テ不果モ散布セサランコトヲ愕レテ其侭仮二冊子トス、

後人敢而怪ム勿レ、干時明治廿七年五月積慶堂主人
誌。

備考：内容は応永～文亀年聞。三井ラベル「B206・新・
28」

XO122－020

両宮困窮之記
大正10（写）（1921）

247×165ミリ1巻1冊17丁写本
題簸二原・爾宮困窮之記表紙：原・薄茶色：三井家編
纂室蔵型押し

構成：内表紙1、本文16
刊記：右壼冊野間囲彦氏蔵同家記録也、今日□爲校

合畢筆者山口七之助大正八年二月廿四目大西源
一記、大正十年十二月大西源一氏所蔵本ヲ影寓ス三
井文庫。

印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「G52／11」と「D210・54」。

XO122－021

御普請目論見留

236×169ミリ1巻1冊37丁写本
題簸：原・御普請目論見留表紙：原・丁子引き

構成：目録3、本文34
印記：三井文庫。

備考：表紙に反古紙を使用。三井ラベル「N700・10」。
虫損。

XO122－022
［御産物一件用書］

247×176ミリ1巻1冊28丁写本
題簸：後・御産物一件用書表紙：後・ダンボール紙

構成：元表紙1、本文26、元後ろ表紙1
刊記：子十二月　倉田耕之進（文末）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝元表紙に書名を記した下ヶ札。昭和6年12月17
日寄託、三井ラベルrEO50・新・3」。前表紙にr水戸力」

（付箋）。

1．文書・記録ノ2．記　ノ3．分限帳・親類書

XO123－001（1）

［大名旗本書上帳　1］

享保17（内容下限）（1732）

138×205ミリ1巻1冊（2冊に分冊）132丁写本

1

236×168ミリ1巻1冊14丁写本
題籏＝原・弘化四年未五月　信州大地震書上写（打付）

表紙1原・生成無地
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：仮綴じ。前表紙に書名を記した下ヶ札。昭和7年

7月4目寄託。

XO122－015

建議叢書

安政4・5（内容）（1858）

237×169ミリ1巻1冊101丁写本
題籏：原・建議叢書表紙：原・丁子引き

構成：本文97、白紙4
印記：三井文庫。

備考：虫損多い。大正10年5月13目購求（三井家
三井ラベル「B245・2」

XO122－016

桜田一件聞書

安政7（内容）（1860）

241×178ミリ1巻1冊25丁写本
題籏＝原・櫻田一件聞書写表紙：後・ボール紙
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「B245・12」

XO122－017

紀州御領分高控

慶応2（1866）
250×171（横帳）ミリ1巻1冊39丁写本
題籏：原・紀州御領分高控表紙：原・生成無地

構成：本文38、遊紙1

刊記1慶応二丙寅孟春字之勢陽松府在太田氏蔵
書」（前表紙に墨書）。

印記：三井家1。

備考：仮綴じ二つ綴り、包背装。前表紙にr昭和元年十
二月廿七目」（朱書）。三井ラベルrH222・新・24」

XO122－018（1）

［金座後藤家実歴記　上・下］

明治25（内容下限）（1892）

237×161ミリ3巻3冊（1冊に合綴）59丁写本
題簸：原・實歴記（打付）表紙：原・薄茶色格子

構成1遊紙1、伝書経緯2、遊紙1、内表紙1、上巻15
下巻39
印記：ウサギ・三井家7。

備考：内表紙の書名題「實歴記鯨白の記」。

XO122－018（2）

［金座後藤光弘手記　鯨白の記］

（1892年）

13丁写本
構成：本文12、遊紙1

備考：昭和7年6月9目寄託。三井ラベル「B983一新
一12」

XO122－019



［唐津土井家御家中親類書　4］

延享1（1744）

126×345ミリ6丁写本
題簸：原・延享元甲子年四月改親類書写七冊之内
（打付）表紙：原・生成

刊記＝河控（表紙に墨書）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：一っ綴り。前表紙に墨書（r潮田勘右衛門・佐々
木武右衛門・山本所右衛門・中村与右衛門」）。

XO123－002－05

［唐津土井家御家中親類書　5］

延享1（1744）

125×340ミリ44丁写本
題簸：原・延享元甲子年唐津御家中親類書七冊之
内三（打付）表紙：原・生成
構成：遊紙1、本文43（本国生国から起筆）

刊記：河井控（表紙に墨書）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一つ綴り。本文は「曲渕勝兵衛正任」から始まる。

XO123－002－06

［唐津土井家御家中親類書　6］

文化15（写）（1818）

122×344ミリ63丁写本
題簸：原・延享元甲子年御家中親類書七冊之内（打
付）表紙：原・生成

刊記：河正固（表紙に墨書）、文化十五寅年四月朔日
写終（最終丁）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一つ綴りで、包背装。組み合わせ要検討。

XO123－002－07

［唐津土井家御家中親類書　7］

寛政7（内容下限）（1795）

125×345ミリ14丁写本
題簸：原・延享元甲子年御改以来親類書七冊之内
（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文13
刊記：河井控（表紙に墨書）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一つ綴り。

XO123－003
［安濃津分限帳］

明和6～天明5（後ろ表紙貼紙）（1785）

123×341ミリユ巻1冊37丁写本
題簸：後・安濃津分限帳（墨書）表紙1後・ボール紙

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考二木箱内のぐくり紐一括（10）の8番目。元後ろ表紙

見返しに考証をした貼り紙がある。三井ラベル「B972・

新・41」。昭和11年12月12日寄託。

XO123－004
［加賀藩前田家役人帳］

天明6（内容下限）（1786）

〔34〕　1．文書・記録

題籏：後・大名近代分限帳一表紙：後・枯色・つや出
し菊花雷文繋ぎ

刊記：御三家・10万石以上の大名ほか一部万石以上の
大名を含む。。

備考：木箱内のくくり紐一括（10）の3番目。三井ラベル
「B972・北・5」。

XO123－001（2）

［大名旗本書上帳　2］

享保15（内容下限）（1730）

138×205ミリ132丁写本
題簸：後・大名近代分限帳二表紙＝後・藍色・つや出し

刊記：隠居・表高家・長福院地付、1万石以上次男・三
男・分知其外知行高覚。

備考＝木箱内のくくり紐一括（10）の4番目。三井ラベル

「B972・北・5」。

XO123－002－01

［唐津土井家御家中親類書　1］

延享1（1744）

126×343ミリ7冊14丁写本
題籏：原・延享元甲子年唐津御家中親類書七冊之内
一（打付）表紙：原・生成

構成：本文14（本国・生国から起筆）

刊記：河井控（表紙に墨書）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：一つ綴り。袋共。袋上書きr唐津家中之記八冊
（打付）」。袋の底部に「ル印二百廿六八冊j（墨書）。

袋に紐2本付き。前表紙に「唐津御家中親類書八」
（下ヶ札）。本文は「小杉長兵衛谷長」から始まる。三井

ラベル「B983・13」

XO123－002－02

［唐津土井家御家中親類書　2］

延享1（1744）

127×343ミリ50丁写本
題簸：原・延享元甲子年唐津御家中親類書七冊之内
（打付）表紙：原・生成

構成：遊紙1、本文49（本国・生国から起筆）
刊記：河井控（表紙に墨書）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝一つ綴り。本文は「秋田孫左衛門重雄jから始ま
る。

XO123－002－03

［唐津土井家御家中親類書　3］

延享1（1744）

125×345ミリ37丁写本
題簸：原・延享元甲子年唐津御家中親類書七冊之内
二（打付）表紙：原・生成

構成：本文37（本国・生国から起筆）
刊記：河正薗（表紙に墨書）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一つ綴り。本文はr松高三郎左衛門正興」から始
まる。

XO123－002－04
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142×160ミリ1巻1冊59丁写本
題簸1後・金澤御役人鑑（墨書）表紙：後・水色・無地

刊記：天明六午三月　公事場御奉行不破彦三・寺社御
奉行横山又五郎・西尾隼人・篠原監物（最終丁記事、
以下略）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：木箱内のくくり紐一括（9）の4番目。三井ラベル
「B972・新・42」。昭和7年。

XO123－005
［紀州藩徳川家］御役名付

文化9（1812）

122×172ミリ1巻1冊28丁写本
題籏：後・御役名附（紀州家）（墨書・ペン書）表紙：後・

ボール紙
刊記1文化九壬申年正月改（元表紙）。

印記＝トリ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考＝木箱内のくくり紐一括（10）の5番目。三井ラベル

「B972・新・40」。昭和12年12月20目寄託。

XO123－006

［紀州徳川家］御役順

文政8以降（内容）（1825）

90×201ミリ1巻1冊51丁写本
題簸：後・享和四年御役順（墨書）表紙：後・白ボール

紙

印記1宗辰所集・三井家3。

備考：木箱内のくくり紐一括（9）の5番目。元表紙に「他

見不許御役順」（墨書）。三井ラベル「B972・新・7A」・
rB972・新・8」。

XO123－007（1）

［越前藩松平家役人帳］

慶応2（1866）

93×210ミリ1巻1冊（2冊に分冊）58丁写本
表紙：原・枯色・裂表紙

印記＝三井文庫。

備考：木箱内のくくり紐一括（9）の7番目。三井ラベル
「B972・34」。

XO123－007（2）

［越前藩松平家役人帳］

慶応2（1866）

95×209ミリ45丁写本
題籏：なし表紙：原・枯色・裂表紙

印記：三井文庫。

備考：前表紙見返しに付箋「越前石高名御記」。木箱内
のくくり紐一括（9）の6番目。三井ラベル「B972・34」。

XO123－008
［松代藩真田家役人帳］

143×180ミリ1巻1冊91丁写本
題籏＝後・松代真田家役付（墨書）表紙：後・ボール紙

印記1三井家編纂室蔵書。

備考：木箱内のくくり紐一括（10）の2番目。元表紙は檀

紙。後ろ表紙に「古書籍展覧会／松代真田家役付／金五

拾銭1本郷区元富士町　番地原田酉山堂」（商札）。三
井ラベル「B972・33」。火に焼けた跡あり。大正4年7月

11日購求。

XO123－009
［南紀分限帳】

235×167ミリ1巻1冊101丁写本
題簸：後・南紀分限帳（墨書）表紙：後・ボール紙

印記：三井文庫。

備考1木箱内のくくり紐一括（10）の6番目。包背装。元

表紙は生成。三井ラベル「B972・39」。

XO123－010

［紀州様御家中御役付御知行御礼式］

123×345ミリ1巻1冊25丁写本
題籏：後・紀州様御家中御役付御知行御禮式（墨書）
表紙：後・ボール紙

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：木箱内のくくり紐一括（10）の7番目。元表紙は生

成。三井ラベル「B972・新・38」。昭和11年12月12日
寄託。



2．名鑑（解説）　〔37〕

2．名鑑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シリーズ記述）
史料群名　　　（三井文庫旧蔵袋綴本）名　鑑

年　　代　　寛永21年（1644）～大正9年（1920）

数　　量　　1014巻1014冊・2枚

出　　　所　　三井文庫（除く2件）

　三井文庫に入る前の第二次・第三次の出所については、蔵書印記欄・備考欄を参照のこと。

内　　容

　武鑑は、大名および江戸幕府の役人の名前を記した名鑑である。中項目「1．『武鑑』」には、寛永21

年（1644）刊行のさうしや九兵衛版「1御もんづくし］」から慶応3年（1868）刊行の出雲寺萬次郎版「大

成武鑑」まで221件がある。「2，略武鑑」は、寛延元年（1748）燕屋弥七版「［有司武鑑1」以降18世

紀中頃以降に出版された、いわゆる4冊物の武鑑（巻1・巻2が大名付、巻3・4が役人付）を抄録し、

かつ独自の記事を備えた武鑑である。「3．部局武鑑」は「1．『武鑑』」の記事の一部を抜書きしたう

えで、たとえば幕府勘定所・代官所など、各部局配下の役人について記事を加筆して刊行した武鑑であ

る。「4．臨時武鑑」は将軍の目光社参や上洛など、臨時の行事ごとに編纂された幕府の役人付である。

「5．刷物武鑑jは1枚から数枚の刷物で、正月の年玉用などに利用されたものである。

　公家鑑は、天皇家・門跡・公家などの名鑑で、当館所蔵分では、寛文7年（1667）刊行の「［御公家

分限帳1」が最も古く、明治元年（1868）刊行の「雲上示正鑑」が最下限である。

　華族名鑑は、当館所蔵分では明治5年刊行の須原屋茂兵衛・和泉屋市兵衛版「華族階級」が最も古く、

大正9年（1920）刊行の「華族名簿」が最下限である。このなかには袋綴本ではない史料が含まれてお

り、それらについては紙数の表示を「OP」と示した。

　官員録・職員録は、明治政府の職員名簿である。

　商人などの名鑑の半数は、明治以降のものである。

整理の方法

　整理にあたっては、仮整

理は終えたものの、これま

で閲覧に供してこなかっ

た木箱入りの史料（r備考」

欄に適宜、仮整理段階での

状況を記入）を加え、内容

による分類を行った。中項

目とそれに基づく史料の

請求番号は、右に示す通り

である。

1．武鑑

　1．

　2．

　3．

　4．

　5．

r武鑑」

略武鑑

部局武鑑

臨時武鑑

刷物武鑑

2．公家鑑

3．華族名鑑

4．官員録・職員録

5．商人など

（請求番号Y1201）

（請求番号Y1202・Y2202）

（請求番号Y1203・Y2203）

（請求番号Y1204・Y2204）

（請求番号Y1205・Y2205）



鑑

明暦4（1658）

190×135ミリ1巻1冊38丁整版
題簸＝後・明暦四年御大名武鑑（打付墨書）表紙：後

桃色・無地

刊記：丁明暦四年三月吉目松會開板。
印記：口□之印・ウサギ・しんまちみついけ・三井家5。

備考：昭和6年。

Y1201－006　　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

明暦4（1658）

178×142ミリ1巻1冊37丁整版
題籏：後・御紋つくし（墨書）表紙＝後・藍色・横刷目

刊記：丁明暦四年三月吉目松會開板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和9年1月23目寄託。

Y1201－007　　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

万治2（1659）

202×137ミリ1巻1冊38丁整版
題簸：なし表紙：後・薄茶色・縫布目

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考二1丁メ・40丁以下欠落。「目少田氏」（墨書）。前表紙

に「萬治二年」（貼紙・下ヶ札）。昭和6年12月11目寄
託。

Y1201－008　　　　　　　　　　大名付・屋敷付

御紋尽

寛文4（1664）

192×135ミリ1巻1冊36丁整版
題籏：原・［　1之事／□（新）御紋尽屋敷附・御［　1

／御知□之事表紙：原・藍色・無地
印記：吉田。

備考：15丁・18丁・27丁・33丁は欠落。前表紙見返し
にr吉田弥三郎」（墨書）。後ろ表紙見返しにr武廿番」
（下ケ札）。

Y1201－009　　　　　　　　　　　　　　大名付

御紋盤

寛文5春（1665）

193×138ミリ1巻1冊33丁整版
題簸：原・新／御紋壷／御知行付／御官位付／御国居
城／御家老付／御屋敷付表紙1原・藍色・無地
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：20～30丁は1丁で丁付は「廿光」としてある。41
丁の後に1丁ある。昭和7年6月30目寄託。『江戸幕
府大名武鑑編年集成』に所収。

大名付

2．名鑑

2．名

Y1201－010
［紋尽］

〔38〕

2．名鑑／1．武鑑11．「武鑑」

Y1201－001　　　　　　　　　　　　　　大名付

［御もんづくし］

［寛永21コ（1644）

157×111ミリ1巻1冊10丁整版
題簸：後・御もんづくし（墨書）表紙：後・黒色・雷紋地に

蓮・桜型押し

刊記：二条通そうしや九兵衛板。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「寛永二十年原刊寛永二十一（正保
元年）補訂」（貼紙）。鉄入。昭和6年7月22目寄託。

深井雅海・藤賞久美子編『江戸幕府大名武鑑編年集
成』（東洋書林）に所収。

Y1201－002　　　　　　　　　　　　　　屋敷付
F［屋敷付］

正保4（1647）

138×203ミリ1巻1冊129丁整版
題籏：なし表紙：原・藍色・無地

刊記：正保四年三月日。
印記：霞亭図書・ウサギ・しんまちみついけ・瓢箪に三井
家。

備考：前表紙見返しにr正保二年江戸屋敷附」（墨書）。

鉄入。昭和6年1L月18日寄託。深井雅海・藤實久美
子編『江戸幕府役職武鑑編年集成』（東洋書林）に所
収。

Y1201－003　　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

［承応2］（1653）

189×140ミリ1巻1冊9丁整版
題簸：後・御もんづくし（墨書）表紙：後・草紙・無地

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝秩に「御紋づくし」（貼紙）。前表紙に「承応二年」

（貼紙）。後ろ表紙見返しに「米沢城下竹股泉」（墨書）。

昭和6年12月15目寄託、『江戸幕府大名武鑑編年集
成』に所収。

Y1201－004　　　　　　　　　　　　　　大名付

［諸大名旗指物揃］

明暦3（1657）

185×138ミリ1巻1冊33丁整版
題簸：原・諸大［　］表紙：原・藍色・雷紋繋ぎ型押

刊記：干時明暦三丁酉／十月上旬。
印記＝沼田文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「明暦三年」（貼紙）。昭和10年11月12
目寄託。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

大名付Y1201－005
［紋尽］



寛文7（1667）

191×138ミリ1巻1冊31丁整版
題籏1後・寛文武鑑紋蓋（墨書）表紙：後・柿色・卍繋ぎ

地花模様型押
刊記：寛文七年正月吉日　山本五兵衛開板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr寛文七年武鑑紋蓋」（下ヶ札）。昭和7

年3月12目寄託。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－011　　　　　　　　　　　　　　大名付

御紋尽

寛文8（1668）

191×131ミリ1巻1冊33丁整版
題籏1原・御位付之事／御紋尽／御知行［コ之事表
紙1原・草色・卍繋ぎ型押

刊記：右之紋盤相違於有之今改令開板者也寛文八
戊申年五月吉目（朱印）。

印記＝源［コ〔コ・ウサギ・しんまちみついけ。

備考；20～30は1丁で丁付は「廿光」、40丁の後に3丁
あり丁付はr三十一」r三十二」r■」としてある。昭和9年。

『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－012　　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

寛文9（1669）

199×134ミリ1巻1冊30丁整版
題簸：後・武鑑寛文九年（墨書）表紙：後・秘色・無地

刊記：寛文九己酉初春吉日松会開板。
印記＝上州握水沼田□屋・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：1・2丁は欠落。前表紙にr寛文九年武鑑一冊／首
一枚欠ヶ」（ペン書・貼紙）と「寛文九年」（下ヶ札）、前表

紙見返しに「秋田氏儀右衛門」（墨書）。昭和6年1，月

28目寄託。

Y1201－013　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

寛文9（1669）

152×106ミリ1巻1冊34丁整版
題簸：後・寛文武鑑（墨書）表紙：後・藍色・亀甲繋ぎ型

押

刊記＝寛文九己酉五月吉日。
印記：日本橋□町目（消印）・沼田文庫・ウサギ・しんま

ちみついけ。

備考：前表紙にr寛文九年」（下ヶ札）。昭和6年9月15
目寄託。

Y1201－014－1　　　　　　　　　　　　　大名付

［江戸鑑上］

寛文10（1670）

272×181ミリ2巻2冊12丁整版
題籏：なし表紙：後・柿色・無地つや出し

刊記：右御紋盤世問に是あるといへとも改寛文十年にく

ハしく吟味いたし一字一点あやまらずつまひらかによろ
しく開板せしむる者也、寛文十年六月吉目開板。

備考＝前表紙見返しに「寛文御紋盤」（墨書）。旧番号
「武16」の上巻。

2．名　鑑　2．名鑑ノ1．武鑑11．r武鑑」　〔39〕

Y1201－014－2　　　　　　　　　　　　役人付

［江戸鑑下］

寛文10（1670）

272×182ミリ21丁整版
題簸：なし表紙：後・柿色・無地つや出し

刊記：右江戸鑑世間二類板錐有之御役替之相違有之
故二改之開板せしむる者也、寛文十年六月二改之。
備考：前表紙見返しに「寛文江戸分限帳」（墨書）。『江

戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－015　　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

寛文10（1670）

190×136ミリ1巻1冊33丁整版
題籏：なし表紙：後・赤茶色・布目地

刊記：寛文十庚戌正月吉目　松会開板。

印記：斎藤□蔵図書之記・□斎蔵書・ほか1。
備考＝前表紙に「寛文十年」（付箋）。

Y1201－016　　　　　　　　　　大名付・役人付

［増補江戸鑑］

［寛文10］（1670）

79×178ミリ2巻2冊（1冊に合綴）104丁整版
題籏：なし表紙：後・エビ茶色・無地

構成1目録1～4、大名1～44、役人4～56
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1後欠。26丁の後にr後ノ廿六」、30丁の後にr後ノ
三十j、31丁の後にr後光一」がある。前後ろ表紙見返
しに「積翠堂」（墨書）、前表紙に「寛文十年」（貼紙・

下ヶ札）と「寛文時代武鑑館林綱吉後二五代将軍赤
穂浅野［コニて高□吉良」（貼紙）。昭和6年7月6目寄
託、『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－017　　　　　　　　　　大名付・役人付

［増補江戸鑑］

寛文12（1672）

82×184ミリ2巻2冊（1冊に合綴）104丁整版
題籏：なし表紙：原・藍色・無地

構成：目録1～4、大名1～44、役人4～57
刊記：寛文拾弐壬子歳五月吉目山形屋／開板。
印記：高倉載印・瀬貞蔵本。

備考130丁の後に「後ノ三十」、31丁の後に「後光一」が

ある。前表紙に「□文十二年／寛文元年より［］十七年／

高倉」（朱書）と「一」（墨書）、後ろ表紙見返しに「安永九

庚子年迄百九年也」（墨書）。『江戸幕府大名武鑑編年
集成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－018　　　　　　　大名付・旗本付・役人付

［江戸鑑］

寛文13（1673）

80×181ミリ1巻1冊121丁整版
題籏：後・江戸鑑表紙：原・藍色・無地力

構成：目録1～5、大名6～48、旗本付48～54、役人
55～120
刊記：寛文十三年丑卯月吉目　日本橋南二丁目経師



〔40〕2．名鑑

屋加兵衛（印）。

印記：渡部勘次郎・ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝58丁が2丁ある。前表紙にr寛文十三年」（貼紙）。

族にr江戸鑑」・r寛文十三年」（貼紙）とr江戸鑑ノ寛文十

三年」（下ヶ札）。昭和7年12月20目寄託。『江戸幕府
大名武鑑編年集成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に
所収。

Y1201－019　　　　　　　　　　　　　　大名付
［御紋鑑］

寛文13（1673）

187×139ミリ1巻1冊25丁整版
題簸：後・御紋鑑（墨書）表紙：後・藍色・無地

刊記：右此御紋鑑者此度御領御加増或ハ御国替御役
替明細二改今令開板者也、寛文十三年五月目。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「寛文十三年」（貼紙）、17丁裏に「明和

元年三月日」（墨書）、最終丁に「天明八年・林万蔵新

月封村」（墨書）。昭和9年11月27日寄託。

Y1201－020
［江戸鑑］

延宝1（1673）

199×80ミリ1巻1冊45丁整版
題簸＝なし表紙：なし
刊記：［経師屋加兵衛版］。

印記：崇修館所蔵印・上坂。

備考：1～5丁・7丁・16丁、46丁は欠落。

大名付

Y1201－021　　　公家鑑・大名付・旗本付・役人付

［懐中　正極江戸鑑］

［延宝2］（1674）

96×197ミリ1巻1冊130丁整版
題簸：なし表紙：後・たて刷毛目

構成：朝廷・公家1～12、目録1／2・3～8、大名7～49、

旗本又49～又58、役人50～108
刊記：［山田屋版1。

印記：崇修館所蔵印。

備考：106丁は欠落、49丁の後に「又四十九」「又五
十」～r又五十八」がある。『江戸幕府大名武鑑編年集
成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－022　　　　　　　　　　　　　大名付
［紋尽］

延宝2（1674）

190×135ミリ1巻1冊25丁整版
題簸：後・諸大名御紋壷全（墨書）表紙＝後・藍色・無

地

刊記：延宝弐甲寅年孟春吉目松会開板（印）。

印記：崇修館所蔵印・林印忠正・平寿・亦□栄印・ウサ
ギ・しんまちみついけ・瓢箪に三井家。

備考：最終丁に「至文政五年壬午百四十有九年」（墨
書）。前表紙に「延宝甲寅年／諸大名御役壷」（下ヶ札）。

昭和7年11月29目寄託。

Y1201－023
［江戸鑑］

大名付・旗本付・役人付

延宝3（1675）

84×179ミリ1巻1冊121丁整版
題簸：後・延宝三年江戸鑑全（墨書）表紙：原・藍色・

無地

構成：目録1～5、大名6～48、旗本付48～54、役人55

～120
刊記：延宝三年七月改　目本橋南二丁目経師屋加兵
衛（印）。

印記：崇修館所蔵印・松村之印・源□図書・大田。

備考：58丁が2丁ある。『江戸幕府大名武鑑編年集
成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－024　　　　　　　　　　　　　役人付

正極江戸鑑下
延宝4（1676）

127×184ミリ1巻1冊72丁整版
題籏：原・新板正極江戸鑑表紙：原・藍色・亀甲繋ぎ地

に花文様型押

構成：目録1～7、役人7ウラ～65
刊記：延宝四年辰毎月改之目本橋南弐丁目経師屋
加兵衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：上巻欠。前表紙に「延寳四年」（貼紙）。昭和10

年4月19目寄託。

Y1201－025　　　　　　　大名付・旗本付・役人付

［江戸鑑］

［延宝4］（1676）

81×183ミリ1巻1冊119丁整版
題簸：後・江戸鑑（墨書）表紙：後・藍色・無地

構成1目録1～5、大名6～48、旗本付48ウラ～54、役

人55～118
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。1丁目表欠損につき補写、58丁は2丁ある。
鉄に「延宝四年1江戸鑑」（題箋・下ヶ札）、前表紙に「延

寳四年」（貼紙）。118丁裏に沼田頼輔の識語あり。昭和

5年3月17日寄託。

Y1201－026　　　　　　　大名付・旗本付・役人付
［江戸鑑］

延宝4（1676）

81×177ミリ1巻1冊125丁整版
題籏：後・江戸鑑（墨書）表紙：後・枯色・無地

構成：目録1～5オモテ、隠居衆5ウラ～6オモテ、大名6ウ

ラ～54、旗本6丁半、役人55～120
刊記：延宝四年十月改新橋南壱丁目横町板木屋又
右衛門（印）。

印記：崇修館所蔵印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝16・43・29丁は2丁づつある。22丁は飛丁。45・
48丁は欠。39丁の後に「三十」、44丁の後に1丁、49
丁の後にr三十九」～r四十一」がある。31・36丁はない。

前表紙に「延寳四年」（貼紙）、後ろ表紙に「淀家臣／奥

田和三郎／鷲尾正二郎」（墨書）、後ろ表紙下張に「元禄

五壬申／四月1刈谷□／奥田／重盛」（墨書）。昭和7年。

『江戸幕府大名武鑑編年集成』・『江戸幕府役職武鑑編
年集成』に所収。


