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刊行に当たって（牧野・伊東家文書目録）

　本資料は、旧津軽藩士牧野家 ･伊東家に伝えられ、長年
にわたり大切に保存されてきた古文書類です。以前から「父
祖の地弘前に」という思いを強く抱いておられた両家のご
好意により、平成７年に寄贈いただいたものであります。
　市立図書館には、藩庁日記などが収められている津軽家
文書をはじめ、八木橋文庫、岩見文庫など藩政時代の古文
書や､絵図類など多くの貴重な歴史資料を所蔵されており、
いわば史料館の機能を併せ持った図書館と云えますが、本
資料の寄贈によって郷土資料がさらに充実し、ますます豊
かな内容になりました。それだけ当時の歴史的な事柄を深
く知ることができ、様々な研究の発展にもつながっていく
ものと大いに期待されるところであり、心から感謝申し上
げる次第であります。
　このたび、本資料の約 3年間にわたった整理と編集の
作業が終了し、牧野家 578 点、伊東家 611 点に及ぶ目録
が刊行される運びとなりました。
　今後､ 藩政時代を読み解くための案内役として、本目録
を大いに活用していただければ幸いに存じます。

　　平成 10年 12月

　　　　　　　　弘前市教育委員会教育長　佐藤圭一郎

凡例（初版）

１　この目録は，旧弘前藩士である牧野家・伊藤家旧蔵の
記録・文書・書籍など，1189点の資料を収めた。
１　資料の分類は，日本十進分類表（新訂６版）により，
その分類項目内の排列は，書名の五十音順とし，個人伝
記資料は被伝記者氏名の五十音順とした。
１　書名･著者などの〔　〕は目録者の補足によるもので
あることを示し，（　）は註記的なものである。
１　記載事項は，標題（書名・編著者名）出版事項（出版
地・出版者・出版年・版次）対照事項（冊数･大きさ）
註記事項（内容細目・註記）の順になっている。ただし，
個人伝記資料に限り標目（被伝記者名）をたてた。
１　筆写本は「写」と明記した。刊本は出版年のみを記し
「刊」を省略したが，出版年の不明のものは単に「刊」
と記した。
１　各書名の右端の記号数字（例:KF203-3）は，その資
料の請求記号である。
１　特別貴重資料など常時公開しない資料には，★印を附
している。（公開は複写本による）
１　常用漢字表・人名漢字表別表にある漢字については，
その字体に統一するようにつとめた。
１　巻末に書名索引をつけて検索の便をはかった。（＊次

段凡例参照・後註）

第２版（PDF版）凡例

１　初版作成当時、注記としてつけられた現在市町村の所
属は、その後の市町村合併により変更になっている地域
もあるが、今回はそのままとした。

１　分類索引はページとしてつけず、本目録の使用に当た
ってはAdobe Readerの検索機能を利用されるほか、画
面左側の〝しおり〟マークをクリックして索引を表示さ
れたい。

１　書名索引は割愛した。

　　　平成25年10月
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牧野家文書目録

000　総記

　　　　　　049　雑書

応龍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE049-1
　写　1 枚　17 × 30

雑覚書　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE049-2
　写　1 冊　半紙　仮和

100　哲学

　　　　　　120　日本思想

原源発機（全）山鹿素行（高祐）　　　　　	 KE121.6-1
　享保 12（1727）写（蜂屋重則）１冊　美濃　和

原源発機伝書　山鹿素行（高祐）　　　　　	 KE121.6-2
　写　１冊　半紙　仮和

理形用　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE121.6-3
　写　１通
　註：後半欠（「三重大事」のうち）

　　　　　　159　人生訓　教訓

塵嚢雑鈔　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE159-1
　写　１冊　半紙　仮和

明訓一班鈔〔徳川斎昭〕　　　　　　　　　	 KE159-2
　写　１冊　半紙　仮和

　　　　　　175　神社　神職

岩木山神社之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE175-1
　写　1 枚　43 × 15　和

覚（高岡御大祭につき）　　　　　　　　　　	 KE175-2
　山中兵部
　万延元（1860）写　１冊　半紙　仮和

高岡霊社之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE175-3
　写　1 枚　美濃

　　　　　　176　祭祀

弓矢再伝　大星　　　　　　　　　　　　　　	 KE176-1
　相阪謙写
　安永 2（1773）写　１冊　半紙　仮和
　註：神代四弓再伝（吉川従熹）

深秘中臣相伝（全）古川従安　　　　　　　　	 KE176-2
　写　1 冊　半紙　仮和

薬王院寺内之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE176-3
　文化 13（1816）写　1 枚　32 × 44
　註：東照宮江御社参之節　薬王院寺内之図
　（文化 13 年改置）

　　　　　　185　寺院　僧職

比叡山位階昇進略義　　　　　　　　　　　　	 KE185-1
　写　1 枚　半紙
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200　歴史

　　　　　　203　辞書　書目　年表　絵図

江戸御本城之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-1
　写　1 枚　53 × 59

越後春日山之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-2
　写　１枚　83 × 86

越前大野之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-3
　写　1 枚　42 × 35

越中富山城図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-4
　写　1 枚　41 × 64

大坂御陣之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-5
　写　１枚　130 × 78
　註：大坂夏の陣（元和元年５月）

大坂冬陣之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-6
　写　１枚　104 × 80

御三方ケ原戦場之図　　　　　　　　　　　　	 KE203-7
　写　１枚　28 × 40

江州安土古城図　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-8
　写　１枚　112 × 140

江州姉川合戦図　　　　　　　　　　　　　	 　KE203-9
　写　１枚　70 × 70

甲州府中之城図　　　　　　　　　　　　　　	KE203-10
　写　１枚　56 × 43
　註：浅野紀伊守縄張なり

常刕〔州〕山王堂合戦図　　　　　　　　　	 KE203-11
　写　１枚　45 × 62

信州上田合戦之図　　　　　　　　　　　　　KE203-12
　写　１枚　68 × 98

信州川中嶋合戦之図　　　　　　　　　　	 KE203-13-1
　写　１枚　41 × 56

信州川中嶋合戦之図　　　　　　　　　　	 KE203-13-2
　写　１枚　49 × 69

信州川中嶋合戦図　　　　　　　　　　　　　	KE203-14
　写　１枚　72 × 100

信玄三方ケ原合戦座備図　　　　　　　　　	 KE203-15
　写　１枚　164 × 140
　註：味方ケ原＝三方ケ原

泉州樫井合戦図　　　　　　　　　　　　	 KE203-16-1
　写　２枚　112 × 40　152 × 44

総州佐倉城図　　　　　　　　　　　　　	 KE203-17-1
　写　２枚　64 × 52　59X68
　註：土井大炊殿御在城の時の図（匡昆写　正澄写）

長久手合戦図　　　　　　　　　　　　　　　	KE203-18
　写　１枚　100 × 134

濃州大垣城之図　　　　　　　　　　　　　　	KE203-19
　写　１枚　70 × 67

濃刕（州）郡上之図　　　　　　　　　　　	 KE203-20
　写　１枚　43 × 43

能州末森之図　　　　　　　　　　　　　　　	KE203-21
　写　１枚　108 × 68
　註：前田利家と佐々成政との合戦（天正 12 年）

濃州関ケ原合戦図　　　　　　　　　　　　　	KE203-22
　写　１枚　132 × 186
　註：大垣住太田寛徳所蔵の写

濃刕（州）関ケ原人数立之図　　　　　　　	 KE203-23
　写　１枚　80 × 55

山崎合戦之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE203-24
　写　１枚　41 × 55

　　　　　　209　有識故実　儀式典礼　行幸啓　御成

服忌令并問答抜書　　　　　　　　　　　　　	 KE209-1
　写　１冊　半紙半（横）仮和

　　　　　　210　通史　文化史

国名写　大鶴軒　　　　　　　　　　　　　	KE210.09-1
　写　１枚　17 × 80

装束図式抜書　　　　　　　　　　　　　　	KE210.09-2
　写　１冊　美濃　仮和

太刀之書　小笠原大善太夫（長時）　　　	 KE210.09-3
　写　１通

遊撃将軍日本再渡之事　　　　　　　　　　	 KE210.4-1
　写　１通
　註：上包「上　牧野左治郎」

　　　　　　215　江戸時代
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〔異国船舶懸り居候三厩内浜之図〕　	 KE215-1
　弘化５年 3 月
　弘化 5（1848）写　１枚

御白砂御門外扉之訴状写　　　　　　　　　　	 KE215-2
　天保 8（1837）写　１通
　註：「大目付様　何野何五郎」

御自筆之写并口達演説　　　　　　　　　　　	 KE215-3
　写　６通
　註：此度異国船之儀ニ付云々（嘉永３年）異国船之儀ニ

付云々　領分海岸江異国船云々　松前非常之節云々　此
度従公辺彼仰出候云々　中国米御買入云々（前段欠）

覚（異国船につき）　　　　　　　　　　　　	 KE215-4
　写　１冊　半紙　仮和

覚　河野六郎　　　　　　　　　　　　　　　	 KE215-5
　写　１冊　半紙　横長
　註：秋田久保田御通行之節の諸心得

御書付之写　延宝９年　　　　　　　　　　　	 KE215-6
　写　１冊　半紙　仮和

菊池市右衛門外江仰付方之義　　　　　　　　	 KE215-7
　写　１枚　半紙横
　註：大間越町菊池市右衛門　松神村大屋十兵衛江

公儀　伺之返事　　　　　　　　　　　　　　	 KE215-8
　写　１通
　註：参勤時分について津軽越中守宛

御家中之御取締書　　　　　　　　　　　　　	 KE215-9
　写　１通

御軍事之一件　　　　　　　　　　　	 KE215-10
　写　１通
　註：惣御人数於一列之席申渡之儀（松前箱館固）

御條目之写　　　　　　　　　　　　　　　	 KE215-11
　写　１通
　註：箱館派兵ニ対スル諸心得

存寄書　江　　　　　　　　　　　　　	 KE215-12
　写　１冊　横長　仮和
　註：ヲロシヤ人松前へ着岸の儀について（意見書）

大行院御祈祷ト笠原近江トノ一件　　　　　	 KE215-13
　写　１通
　註：言上書の下書か

津軽采女様御知行所引替之件　　　　　　　	 KE215-14
　元禄 11（1698）写　１冊　横長　仮和
　註：郷村帳ニ付秘事物

津軽多膳等勤向風説書　　　　　　　　　　	 KE215-15
　写　１通

夜討手配り号令の事　　　　　　　　　　　	 KE215-16
　写　１枚　半紙
　註：元禄 15 年赤穂浪士の討入

　　　　　　281　伝記（日本）

明良浜範　後篇１・２〔真田増誉〕　　　　　	 KE281-1
　写　１冊　半紙　和

　　　　　　288　系譜　家伝　紋章

御続略譜　　　　　　　　　　　　　　　	 KE288-1

　写　１枚　美濃半

覚（御家系ニ付見合）　　　　　　　　　　	 KE288-2
　写　１通
　註：寛政２年９月　公儀江被差出候御書付之写

近衛経煕公　醍醐輝久公御家内之事　　　　	 KE288-3
　写　１枚　18 × 46

親類書（牧野永太郎家）　　　　　　　　　	 KE288-4
　牧野永太郎（発暉）
　文政 5（1822）写　１冊　複写
　註：下書控

親類書（牧野伴右衛門家）　　　　　　　　	 KE288-5
　牧野伴右衛門（恒親）
　貞享 4（1687）写　１冊　複写

武田晴信入道信玄家臣名　　　　　　　　　　	 KE288-6
　写　1 通

津軽信寧続柄書　　　　　　　　　　　　　　	 KE288-7
　写　１通

増山家系　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE288-8
　写　1 綴（2 枚）半紙
　註：増山弾正少弼の家系

明珍家代数調　　　　　　　　　　　　　　　	 KE288-9
　写　1 冊　半紙　仮和

　　　　　　289　一個人の伝記

和左衛門
　和左衛門書状　高倉宛　　　　　　　　　　	 KE289-1
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　写　1 通

黒田長政
　黒田長政様御一代事　　　　　　　　　　　	 KE289-2
　写　１冊　美濃　仮和

竹内源太夫
　竹内源太夫書状　牧野左次郎宛　　　　　	 KE289-3
　写　１通
　註：上方、江戸御廻米ニツキ

津軽玄蕃
　津軽玄蕃書状　牧野伴右衛門宛　　　　　	 KE289-4
　写　１通

津軽寧親
　津軽寧親御実方様命日　　　　　　　　　　	 KE289-5
　写　１枚　半紙
　註：義彰院（津軽著高）真常院（著高室の古満子）

牧野伴右衛門
　牧野家御黒印頂戴之覚　　　　　　　　　　	 KE289-6
　写　１通　複写１通

牧野左次郎知行地再検之覚　御勘定所　　　	 KE289-9
　享保 13（1728）写　１枚

牧野左次郎留書　　　　　　　　　　　　　　	KE289-10
　写　１冊　半紙　和
　註：天和４年より宝暦４年まで

牧野門次郎留書　　　　　　　　　　　　　　	KE289-14
　写　１冊　半紙　和
　註：宝暦８年より宝暦 11 年まで

仰渡之覚　牧野佐次郎宛　　　　　　　　　　	 KE289-8
　寛政 6（1794）写１通　複写 1 通
　註：二百石加増（御自筆之写）

牧野左次郎与力知行目録之写　　　　　　　	 KE289-11
　寛政 6（1794）写　１枚

牧野徳一
　牧野徳一書状　楠美庄司宛　　　　　　　	 KE289-12

松尾治左衛門
　松尾治左衛門書状　牧野陽治郎宛　　　　	 KE289-15
　写　１通
　註：蟹田表より

六郎次郎
　六郎次郎書状　牧野宛　　　　　　　　　	 KE289-16
　写　１通

　　　　　　　　　　　×　×　×

牧野伴右衛門関係剪紙　　　　　　　　　　	 KE289-13
　宝永 3（1706）写　１通
　註：伴右衛門恒親

牧野長太郎関係剪紙　　　　　　　　　　　	 KE289-13
　写　５通
　註：長太郎→主水→左治郎篤恒

牧野門次郎関係剪紙　　　　　　　　　　　	 KE289-13
　宝暦 10 〜 11（1760 〜 1761）写　２通
　註：門次郎恒凭

牧野左次郎関係剪紙　　　　　　　　　　　	 KE289-13
　写　12 通

　註：左次郎恒貞

牧野永太郎関係剪紙　　　　　　　　　　　	 KE289-13
　写　６通
　註：永太郎→蔵人→左次郎発揮

×　×　×

牧野伴右衛門
　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　元禄 3（1690）控１通　複写１通
　註：上包とも

　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　宝永 3（1706）控１通　複写１通

牧野長太郎
　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　正徳 3 年（1713）控１通　複写１通
　註：長太郎は後の左次郎（篤恒）

牧野左次郎
　知行目録之控（篤恒）　　　　　　　　　　	 KE289-7
　元文元（1736）控１通　複写１通
　註：左次郎篤恒

牧野門次郎（恒凭）
　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　宝暦 6（1756）控１通　複写１通

　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　宝暦 6（1756）控１通　複写１通
　註：百石加増　合わせて五百石

牧野左次郎（恒貞）
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　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　寛政 6（1794）控１通　複写１通
　註：左次郎恒貞　五百石

　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　寛政 6（1794）控１通　複写１通
　註：加増三百石　合わせて八百石

　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　寛政 6（1794）控１通　複写１通
　註：八百石

牧野蔵人
　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　文政 8（1825）控１通　複写１通
　註：蔵人は後の左次郎発暉

牧野左次郎（発暉）
　知行目録之控　　　　　　　　　　　　　　	 KE289-7
　天保 11（1840）控１通　複写１通
　註：左次郎発暉　天保4年五十石加増、合わせて二百石

　　　　　　290.3　地図　絵図

青森町絵図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE290.3-1
　文政 9（1826）写　１枚　89 × 182

御領内所々之略図　　　　　　　　　　　　	 KE290.3-2
　写　１冊　美濃　仮和

津軽藩領内図　　　　　　　　　　　　　　	 KE290.3-3
　写　１枚　53 × 81

南部国絵図　岡本保法写　　　　　　　　　	 KE290.3-4
　天保 4（1833）写　１枚　55 × 78

秋田領内絵図　藤原（岡本）保法写　　　　	 KE290.3-5
　天保 3（1832）写　１枚　82 × 136

蝦夷嶋会津藩居小屋附近之図　　　　　　　	 KE290.3-6
　写　１枚　41 × 58

蝦夷嶋之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE290.3-7
　写　１枚　38 × 58

松前箱館之図　船木直之進新製　　　　　　　	 KE290-8
　寛政 10（1798）写　１枚

奥州道中図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE290-9
　写　１枚　30 × 124

武蔵国之図　　　　　　　　　　　　　　　	KE290.3-10
　刊　九皋堂　１枚　58 × 70（1 枚もの）
　註：100 枚限売買禁

京大絵図（増補再板）　　　　　　　　　	 KE290.3-11
　〔林吉永〕
　刊　１舗　畳物

摂州大阪地図（増修改正）　　　　　　　	 KE290.3-12
　〔浪速書屋蔵版〕
　大阪　赤松九兵衛　天保 15（1844）刊　１舗　畳物

華夷一覧図　　　　　　　　　　　　　　　	KE290.3-13
　文化 13（1816）写　１枚

300　社会科学

　　　　　　304　論文　随筆雑記

寛政秘録　全　　　　　　　　　　　　　　　	 KE304-1
　写　１冊　半紙　仮和

愚意書（下書）　　　　　　　　　　　　　　	 KE304-2
　写　１冊　横長　仮和
　註：松前クナシリヘ赤蝦人着船につき

御下問御答之儀　　　　　　　　　　　　　　	 KE304-3
　写　１枚　美濃
　註：宮内少輔様への御挨拶の件

御国家御大事ニ及候ニ付及御相談候事　　　　	 KE304-4
　写　１通

奉言上候御事　　　　　　　　　　　　　　　	 KE304-5
　写　１通

言上ノ事　精忠御家中　　　　　　　　　　　	 KE304-6
　天保 8（1837）写　１通
　註：御国家御大事之儀ニ付

存寄書（控）牧野左次郎　　　　　　　　　	 KE304-7
　写　１冊　横長　仮和

土着之儀を論ず　　　　　　　　　　　　　　	 KE304-8
　写　１冊　半紙　仮和

土着の仕向につき言上書　　　　　　　　　　	 KE304-9
　写　１冊　半紙　仮和
　註：「各沙汰之通り」とあり
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内々之存寄書　　　　　　　　　　　	 KE304-10
　写　１冊　横長　仮和

乍憚口上　御家中　　　　　　　	 KE304-11
　写　１通

以秘封申上候覚　　　　　　　　　　	 KE304-12
　写　１冊　横長　仮和

　　　　　　310　政治

政談　巻１・２　荻生茂卿（徂徠）　　　　　	 KE310-1
　写　２冊　美濃　和

　　　　　　322.5　武家法後期（藩政）

大組武頭勤言　　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-1
　写　１冊　半紙　仮和

御定書　　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-2
　写　１冊　半紙半（横）仮和

御仕置箇条　　　　　　　　　　　	 KE322.5-3
　写　１冊　半紙　仮和

御使者心得之覚　　　　　　　　	 KE322.5-4
　写　１冊　横長　仮和

御触書　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-5
　写　１冊　半紙　和

覚　牧野左次郎　　　　　　　　	 KE322.5-6
　写　１通　13 × 30

覚（御道中筋之儀ニツキ）　　　　　　　	 KE322.5-7

　写　１冊　横長　仮和

格帳　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-8
　写　１冊　横長　仮和

格例　　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-9
　写　１冊　横小　和

火災（公儀之事）　　　　　　　　	 KE322.5-10
　写　１冊　半紙　仮和

頭役江被仰付候御條目覚　　　　　	 KE322.5-11
　写　１通

旧藩職制　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-12
　写　１枚

旧藩職制　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-13
　写　１冊　半紙　仮和

禁秘新朝裁許律　巻１・２　　　　	 KE322.5-14
　写　１冊　半紙　仮和

検使心得書　　　　　　　　　　	 KE322.5-15
　写　１冊　半紙　仮和

公儀・御刑法ニツイテ伺書　　	 KE322.5-16
　写　１通
　註：下書きか

口達書　組頭中江　　　　　　	 KE322.5-17
　写　１冊　横長　仮和

御刑法集成（全）　　　　　　　	 KE322.5-18
　写　１冊　半紙　和

御内意　調方　　　　　　　　　　　	 KE322.5-19
　写　１冊　横長　仮和

御評定所御定書　　　　　　　　	 KE322.5-20
　写　１冊　半紙　仮和

雑集　巻 3　　　　　　　　　	 KE322.5-21
　写　１冊　横小　仮和
　註：御意御条目御触書等之部

諸御定御触　　　　　　　　　　　	 KE322.5-22
　写　１冊　半紙半（横）仮和

諸御役勤方心得事記　　　　　　　　	 KE322.5-23
　享保 3（1718）写　１冊　半紙　仮和
　註：「諸御役勤方心得功者之衆江可承合ため先愚意之趣

事記」

諸御定法覚書　　　　　　　　　　　	 KE322.5-24
　写　１冊　半紙　仮和
　註：御用勤方格式之事　御在国中御定法、ほか

上　杉山八兵衛　滝川主水　　　　　	 KE322.5-25
　写　１枚　16 × 17
　註：呉服所申付之事

上　牧野左次郎　　　　　　　　　　	 KE322.5-26
　写　１通
　註：杉山源吾遠慮御免伺

新古御用書手控　天保七年　　　　	 KE322.5-27
　天保 7（1836）写　１冊　横長　仮和

勤書　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-28
　写　１冊　半紙半（横）仮和
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　註：御小姓組頭勤筋古役聞書

当用格（全）　　　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-29
　写　１冊　横小　和

長崎奉行よりの條々　　　　　　　	 KE322.5-30
　写　１冊　美濃　仮和

及刃傷候一件　　　　　　　　　　　	 KE322.5-31
　写　１冊　半紙　仮和
　註：「紀州様御家来嶋松次郎　小普請組今井栄次郎及刃

傷候一件」

秘書（被仰出之覚）　　　　　　	 KE322.5-32
　写　１冊　半紙半（横）仮和

変死取扱一件　　　　　　　	 KE322.5-33
　写　１冊　横長　仮和

寄合心得　　　　　　　　　　　	 KE322.5-34
　写　１冊　半紙半　仮和

旅中異事　　　　　　　　　　　　	 KE322.5-35
　写　１冊　半紙　仮和

和律　上・下　松平左近将監　　　　　　	 KE322.5-36
　写　２冊　半紙　仮和

和律以呂波寄目録（公儀之事）　　　　　	 KE322.5-37
　写　１冊　半紙　仮和

御家老・御用人・勘定奉行路用定　　　　	 KE322.5-38
　写　１通　15 × 76

　　　　　　327　司法制度　訴訟手続法

監正署よりの達　山田又一郎宛　　　　　　　	KE327?1
　写　１通
　註：山田登御預けについて

　　　　　　342　財政史　事情

江戸御常用金大都調　　　　　　　　　　　	 KE342-1
　写　１通

御米金大都調　　　　　　　　　　　　　　	 KE342-2
　写　１冊　横長　仮和

御備籾之覚　　　　　　　　　　　　　　　	 KE342?3
　写　１通

御手当金之分ニ付書付　　　　　　　　　　	 KE342-4
　写　１通
　註：「江戸表御常用金御規数ニ差立候ニ付云々」

覚　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE342-5
　写　１冊　半紙　仮和
　註：藩財政の現状調（寛政９年）

覚　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE342-6
　写　１通
　註：家中藤田権左衛門ほかへの御手当金の覚か

給禄調　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE342?7
　写　１通

御家老・御用人・勘定奉行路用定　　　　　	 KE342-8
　写　１通

御郡中総高等調書　　　　　　　　　　　　　	 KE342-9
　安永 8（1779）写　１冊　半紙　仮和

　註：「御郡中総高并御附人料割合　諸組御蔵給地田畑地
広新開畑成　余分地とも当御収納米一紙」

御合力金并御召物之取調書（一括 1 〜 5）　	 KE342-10
　写　１冊　半紙横

御用金調　　　　　　　　　　　　　　　　　	KE342-12
　写　１通

藩財政大都調書上　　　　　　　　　　　　　	KE342-13
　写　１通
　註：前葉欠

妙詮院様御遺物入用弁下方入用金　　　　　	 KE342-14
　写　１通

陸奥国津軽郡田畑損毛之覚　　　　　　　　	 KE342-15
　写　１通
　註：津軽岩松領分

　　　　　　370.9　往来物

女学仮名往来　　　　　　　　　　　　　　	 KE370.9-1
　嘉永元（1848）写　１冊　半紙　和

　　　　　　372　教育史　事情

学校御祭事ニ付　牧野左十郎　　　　　　　　	 KE372-1
　写　１通

奏学高覧之節御住居図　　　　　　　　　　　	 KE372-2
　写　１枚　半紙半

定日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE372-3
　写　１枚　35 × 83
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　註：兵学稽古

　　　　　　385　祭礼　年中行事

年中行事（公儀之事）　　　　　　　　　　　	 KE385-1
　写　１冊　半紙　仮和

　　　　　　386　冠婚葬祭

御向様よりの書状　　　　　　　　　　　　　	 KE386-1
　写　１通
　註：袖留時の仮親願い

表使御祝儀御申合帳　大沢治兵衛　　　　　　	 KE386-2
　弘化 4（1847）写　１冊　複写１冊

表使御祝儀御申合帳　斎藤次左衛門　　　　	 KE386-3
　弘化 4（1847）写　１冊　複写１冊

黒石江御使者勤方之覚　宝暦 11 年　　　　　	 KE386-4
　傍島九郎左衛門
　宝暦 11（1761）写　１冊　横長　仮和

御婚礼御祝儀御申合帳　大沢治兵衛　　　　　	 KE386-5
　嘉永元（1848）写　１冊　複写１冊

御婚礼御祝儀御申合帳　斎藤次左衛門　　　　	 KE386-6
　嘉永元（1848）写　１冊　複写１冊

御門主様御送迎之件ニツキ津梁院ヨリノ返事　	 KE386-7
　写　１通

　　　　　　387　礼儀作法　社交

小笠原流礼式書　　　　　　　　　　　　　　	 KE387-1

　写　１冊　横小　仮和

御使者之節席着之図　　　　　　　　　　　　	 KE387-2
　写　１枚　28 × 39

御書目録并御口上　牧野伴右衛門　　　　　　	 KE387-3
　写　１冊　横長　仮和
　註：御三所様之御使者

　　　　　　390　国防　軍事

海国兵談　1・2 〜 5・15 〜 16　林子平（友直）
　写　３冊　美濃　和	 　KE390-1

　　　　　　392　軍事史　事情

御馬廻組頭御軍役（千石相当）　　　　　　　	 KE392-1
　写　１通

軍陣式　御家法御秘事物　　　　　　　　　　	 KE392-2
　津嶋正長集
　写　１冊　半紙　仮和

軍役凡例　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE392-3
　写　１冊　半紙　仮和

小荷駄印図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE392-4
　写　１枚　45 × 34

御軍役之写抜書　　　　　　　　　　　　　　	 KE392-5
　写　１冊　美濃　仮和

御領内并松前海岸ニ用ウル戦法　　　　　　　	 KE392-6
　写　１冊　半紙　仮和

奉言上候御事　　　　　　　　　　　　　　　	 KE392-7
　写　１通
　註：御裏通の備について

高照神君御定御備之図　　　　　　　　　　　	 KE392-8
　天保 13（1842）写　１枚　94 × 14　和

謹テ奉申上候御事　　　　　　　　　　　　　	 KE392-9
　写　１通
　註：異国船之儀ニ付云々（草稿）

松前城下ニ於テ若御老中御備立御覧之図　　	 KE392-10
　文化４年９月５日
　文化４年（1807）写　１枚　55 × 80
　註：若御老中堀田摂津守

　　　　　　393　戦争　戦略　戦術

組上（寛政の頃）　　　　　　　　　　　　　	 KE393-1
　写　１冊　半紙　仮和

組頭心得之大秘（下書控）牧野左次郎　　　　	 KE393-2
　文久 2（1862）写　１冊　半紙　仮和

愚意奉申上候御事（下書控）牧野左次郎　　	 KE393-3
　〔嘉永 6（1853）〕写　１冊　半紙　仮和

　　　　　　395　軍需品

江戸組総験帳　　　　　　　　　　　　　　　	 KE395-1
　写　１冊　美濃　仮和

負矢台　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE395-2
　写　１枚　美濃
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大坂詰合諸役人御相験帳　御備方　　　　　	 KE395-3
　註：天保 14 年に御備方が伺いの後、仰付らる

甲冑要鑑　牧野恒貞揖　　　　　　　　　　　	 KE395-4
　天明 2（1782）写　１冊　半紙　仮和

木地サイハイツクシ長サノ図　　　　　　　　	 KE395-5
　写　１枚　半紙

軍器考補正　巻９の上　　　　　　　　　　　	 KE395-6
　写　１冊　半紙　仮和

軍器用法　　　　　　　　　　　　　　	 KE395-7
　写　１冊　美濃　和

御合験仕向帳　御備方　　　　　　　　	 KE395-8
　天保 12（1841）写　１冊　横小　仮和

指物出之図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE395-9
　写　２枚　40 × 28
　註：天保14（1843）9月の伺い（牧野左次郎）嘉永6

（1853）の伺い（牧野永太郎）

小験之図（纒の図）牧野左次郎　　　　　　	 KE395-10
　写　１牧　40 × 28

諸手総相験帳　　　　　　　　	 KE395-11
　写　１冊　美濃　仮和

陣羽織考　戸沢盛樹　　　　　　　　　　　	 KE395-12
　写　１冊　半紙　仮和

背旗之図　寛政９年　　　　　　	 KE395-13
　寛政 9（1797）写　１冊　半紙　仮和

武田信玄公旌旗之文　　　　　　　　　　　	 KE395-14
　写　１枚　41 × 15
　註：甲州裂石山雲峯禅寺

徳川家旗章略譜　　　　　　　　　　　　　　	KE395-15
　写　１通

武具図　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE395-16
　写　１冊　半紙　仮和

武羅古実口授　２　鳴海清行写　　　　　　	 KE395-17
　安永 7（1778）写　１冊　半紙　仮和
　註：山鹿流袰之伝　袰秘伝記

続〔幌〕秘録（全）　　　　　　　　　　　	 KE395-18
　山鹿義一著　鳴海清行写
　安永 3（1774）写　１冊　半紙　仮和
　註：代＝袰→幌

纏之図　牧野左次郎（恒貞）　　　　　　　	 KE395-19
　写　１枚　美濃　１枚もの

鎧伝（小幡流）　　　　　　　　　　　　　	 KE395-20
　註：鎧伝来奥秘巻

鎧伝来奥秘巻　　　　　　　　　　　　　	 KE395-21
　写　１冊　半紙　仮和

鎧伝来奥秘之巻（全）小館甚太郎写　　　　	 KE395-22
　写　１冊　横小　仮和

鎧之巻　岡本保法（図）　　　　　　　　　	 KE395-23
　写　１冊　半紙　横長　仮和
　註：伊勢平蔵（貞丈）之伝なり

　　　　　　396　陸軍

小隊略解　　　　　　　　　　　　　　　	 KE396-1
　安政 5（1858）写　１冊　半紙半　仮和

　　　　　　399　古代兵法（軍学）

足軽備戦法　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-1
　文久元（1861）写　１冊　美濃　和

足軽備変法　鳴海清行写　　　　　　　　　　	 KE399-2
　安永 10（1781）写　１冊　半紙　仮和

足軽備変法秘伝　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-3
　天保 12（1841）写　１冊　半紙　仮枕

足軽備変法秘伝　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-4
　写　１冊　半紙　仮和
　註：諸備ノ働十五備変動大秘伝

足軽備変法秘伝　鳴海清行　　　　　　　　　	 KE399-5
　安永 7（1778）写　１冊　半紙　仮和
　註：進退動静記抜書

一司把総御馬廻一陣之図　　　　　　　　　　	 KE399-6
　写　１枚　48 × 63

一備之人数割　一騎前軍用之品々　　　　　　	 KE399-7
　写　１冊　横長　仮和

浮武者之働　長柄之働之事　　　　　　　　　	 KE399-8
　写　１枚　美濃

方円神心之曲尺なり　　　　　　　　　	 KE399-9
　写　１枚　42 × 40
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大組御備御相伝辨書　大組足軽頭編　　　　	 KE399-10
　天保 5（1834）写　１冊　半紙　仮和

大坂之陣五月七日之陣備（下画）　　　　　	 KE399-11
　写　１冊　美濃

大星日輪口伝　　　　　　　　　　　　　　　	KE399-12
　天明 8（1788）写　１通
　註：牧野左次郎から岡本兵馬へ

御馬廻七陣備之図　　　　　　　　　　　	 KE399-13
　写　１枚　美濃　和

岡本運八先生秘伝備　　　　　　　　　　　	 KE399-14
　写　１冊　半紙　仮和

奥秘備業集　　　　　　　　　　　	 KE399-15
　写　１冊　半紙　仮和

御持筒足軽備方　牧野恒貞　　　　　	 KE399-16
　写　１冊　半紙　仮和

御備方諸書付扣帳　　　　　　　　　　	 KE399-17
　天保 13（1842）写　１冊　横長　仮和

御備分間之覚　延宝９年８月　　　　	 KE399-18
　延宝 9（1681）写　１冊　横長　仮和

御手廻一備御行列　　　　　　　　　	 KE399-19
　写　１冊　横長　仮和

御手廻備　御馬廻備　延宝９年８月　　	 KE399-20
　享和元（1801）写　１冊　横長　仮和
　付：御旗本一備人数大小割付之覚

御手廻備　　　　　　　　　　　　　　　　　	KE399-21
　写　１冊　横長　仮和

御旗本御行列　　　　　　　　　　　　	 KE399-22
　写　１冊　横長　仮和

御旗本備　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-23
　写　１冊　横長　仮和

御旗本備押　　　　　　　　　　　　　	 KE399-24
　写　１冊　横長　仮和

御旗本備御人数積　　　　　　　　　	 KE399-25
　写　１冊　横長　仮和

小幡流足軽伝　杉山成胤（授）　　　　　　	 KE399-26
　享保 4（1719）写　１冊　半紙　仮和
　付：一備伝并大鞁伝

覚（兵学教練につき）　　　　　　　　　　	 KE399-27
　写　１冊　横長　仮和

御備戦法　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-28
　写　１冊　半紙　仮和
　註：於宇和野三十騎一備戦法

学校諸生備立教授之図　　　　　　　　　　	 KE399-29
　写　１枚　80 × 55

起請文　岡本兵内　粕谷彦太夫　　　　　　	 KE399-30
　享保 10（1725）写　１枚　23 × 32
　註：牧野主水宛（前書欠）

起請文前書　　　　　　　　　　　　	 KE399-31
　写　１通

客戦（全）浅野不白　　　　　　　　　	 KE399-32
　安永 9（1780）写　１冊　半紙　仮和

工夫書并先生公御直シ朱点　　　　　	 KE399-33
　写　１冊　半紙　横長　仮和

車懸備　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-34
　写　１冊　半紙　仮和

軍政集　巻上・中・下　　　　　　　	 KE399-35
　写　１冊　美濃　和

軍法　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-36
　写　１冊　美濃　仮和

軍礼全解　　　　　　　　　　　　　　　　　	KE399-37
　写　１冊　半紙　仮和
　註：武教全書

攻城より寡戦迄之引事　　　　　　　　　　	 KE399-38
　写　１冊　半紙　仮和
　註：自攻城寡戦迄古書并古戦場等之引事有之見合之部

廣聞伝　山鹿素行（高祐）　　　　　　　　	 KE399-39
　写　１冊　半紙　仮和
　註：廻国使見聞之品々

交変法之図　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-40
　写　１枚

孔明密伝（布陣）　　　　　　　　　　　　	 KE399-41
　写　１冊　半紙　仮和

御軍役之定　　　　　　　　　　　　　　　　	KE399-42
　写　１冊　半紙　仮和
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五拾騎一備人数積　明和７年　牧野恒貞　　	 KE399-43
　明和 7（1770）写　１冊　横長　仮和

五拾騎行軍備事　　　　　　　　　　　　　	 KE399-44
　写　１冊　半紙　仮和

五拾騎備業次第　　　　　　　　　　　　　	 KE399-45
　写　１冊　半紙　仮和

采幣伝　森建封（識）　　　　　　　　　　	 KE399-46
　天明 3（1783）写　１冊　半紙　仮和

采幣振方・足軽備　牧野左次郎（発暉）　　	 KE399-47
　安政 2（1855）写　１通
　註：新屋源次郎江

先一備大数小数割付諸色之覚　延宝９年８月	 KE399-48
　写　１冊　横長　仮和

先一備敷　御備方　　　　　　　　　　　	 KE399-49
　写　１枚　75 × 53

三拾騎壱備　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-50
　写　１通

三十騎一備戦法　　　　　　　　　　　　　	 KE399-51
　写　１冊　半紙　仮和

三十騎備之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-52
　写　川厨　半紙　仮和

三重大事　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-53
　写　１枚　14 × 33

三重伝并六物　山鹿素行（高祐）　	 KE399-54

　写　１通

三重伝目録下書　牧野左次郎　　　　　　　	 KE399-55
　天保 8（1837）写　１通

三扇伝　鳴海清行写　　　　　　　　　　　	 KE399-56
　安永 6（1777）写　１冊　半紙　仮和

三ノ御丸畳図　　　　　　　　　　　　	 KE399-57
　写　１枚　64 × 90

雑書（古実秘事）　　　　　　　　　　　　　	 KE399-58
　写　１冊　横小　仮和
　註：鎧古実　足軽セリ合　采幣フリ様　付：サシ様､大

小古実

正月御式事之御儀ニ付奉申上之候御事　　　	 KE399-59
　嘉永 6（1853）写　１枚　半紙

小備動相伝　牧野左次郎　　　　　　　　　	 KE399-60
　写　１通
　註：書式ひながた

小連分間　佐藤清朝　　　　　　　　　　	 KE399-61
　弘化 4（1847）写　１枚　32 × 43

諸手御備之伝書　　　　　　　　　　　	 KE399-62
　写　1 枚　美濃　和

諸手旗本人数割　　　　　　　　　　　　　	 KE399-63
　写　１冊　半紙　仮和
　註：諸手旗本拾壱備人数割

諸手旗本兵五備　但一備分行列　　　　　　	 KE399-64
　写　１冊　横長　仮和

信玄、家康公合戦陣立図　　　　　　　　　	 KE399-65
　写　１枚　64 × 56

信玄公之備立之図　　　　　　　　	 KE399-66
　写　１枚　84 × 39
　註：信玄、謙信公合戦の節、武田方の備立

信州猿之馬場ニテ謙信、信玄対陣図　牧野　	 KE399-67
　延宝 6（1678）写　１枚　116 × 40

重詳要論　容戦、行軍并常法　　　　　　　	 KE399-68
　山鹿素行（高祐）　浅野不白
　写　２冊　美濃　和

十二調子相伝　牧野左次郎宛　　　　　　　	 KE399-69
　延享 4（1747）写　１通

陣法各種備立之図　　　　　　　　　　	 KE399-70
　写　９枚

陣城之図　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-71
　写　１枚

戦場ニテノ百ケ條　　　　　　　　　　　　	 KE399-72
　写　１冊　半紙　横長　仮和

先手一陣之図　　　　　　　　　　　　	 KE399-73
　写　１枚　美濃　和

先手二之身等小屋前畳之図　　　　　　　　	 KE399-74
　写　１冊　半紙　仮和

戦法車楯備之図　　　　　　　　　　	 KE399-75
　写　１枚　156 × 81



牧 野 家 文 書 目 録

12

戦法　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-76
　写　１通
　註：御旗本隊

戦法　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-77
　写　１通
　註：先手旗本、ほか

全書講釈免許誓詞状　糟谷雲八（宗利）　　	 KE399-78
　貞享 4（1687）写　１通

外張出法之図　　　　　　　　　　　	 KE399-79
　写　１枚　48 × 36

備立人数割　　　　　　　　　　　　　	 KE399-80
　写　１冊　横長　仮和

備立之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-81
　写　３枚　45 × 56, 80 × 78, 69 × 108

備人数割　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-82
　写　１冊　横小　仮和
　註：諸手旗本十一備人数割

大将三之采幣伝書　　　　　　　　　　　　	 KE399-83
　写　１冊　半紙　仮和

高基・高道先生辨解　　　　　　　　　　　	 KE399-84
　写　１冊　半紙　和

大事目録　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-85
　写　１冊　半紙半　仮和

天文七年、信玄ト諏訪・小笠原両氏トノ合戦図
　写　１枚　56 × 40	 KE399-86

伝授口決　　　　　　　　　　　	 　KE399-87
　写　１冊　半紙半（横）仮和

伝来之文詮義集（全）　　　　　　	 KE399-88
　写（川本盛喜）半紙　和

長柄奉行武功覚書　　　　　　　　　　　　	 KE399-89
　写　１冊　半紙　仮和
　註：山鹿流

二王帳評釈　上・下　　　　　　　　　　　	 KE399-90
　安政 2（1855）写　２冊　半紙　仮和

二ノ御丸畳図　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-91
　写　１枚　39 × 82
　註：弘前城二ノ御丸

野幕之大事　　　　　　　　　　　	 KE399-92
　写　１枚　21 × 22

旗本行烈　牧野恒篤　　　　　　　　　　　	 KE399-93
　写　１冊　横長　仮和

八陣応変　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-94
　写　１冊　半紙　仮和

八陣応変算木事　　　　　　　　　　　	 KE399-95
　写　１冊　半紙　仮和

八陣応変働秘決　　　　　　　　　	 KE399-96
　写　１冊　半紙　仮和

八陣応変の事　　　　　　　　　　　	 KE399-97
　写　１冊　半紙　仮和

八陣綰製　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-98
　写　１冊　半紙　仮和
　註：八陣兵十二万綰製

秘伝・秘事　　　　　　　　　　　	 KE399-99
　写　１冊　半紙　仮和
　註：甲冑　組打　太刀打　馬上組打　鑓合等之業

微玅至善之巻　　　　　　　　　　　　　	 KE399-100
　写　１冊　美濃　和

武教三等録　山鹿素行（高祐）　　　　　	 KE399-101
　写　１冊　半紙半　仮和

武教小学　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-102
　写　１冊　美濃　和
　註：題簽に「武教全書」とあり

武教小学　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-103
　写　１冊　美濃　和

武教小学　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-104
　写　１冊　美濃　和

武教小学師辨書　大道寺新三郎写　　　　	 KE399-105
　明和 7（1770）写　１冊　半紙　和

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　　　	 KE399-106
　写　７冊　美濃　和
　内容：
　〔巻１上〕自序　序段　主本〜法令
　〔巻１下〕天官〜用間
　〔巻２〕　  練陣〜営法
　〔巻３〕　  城築
　〔巻４上〕客戦〜山戦
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　〔巻４下〕河戦〜離勝事
　〔巻 5〕　  兵具

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-107
　写　６冊　美濃　和
　内容：
　〔巻１上〕自序　序段　主本〜法令
　〔巻１下〕天官〜用間
　〔巻２〕　  練陣〜常法
　〔巻３〕　  城築
　〔巻４上〕客戦〜山戦
　〔巻４下〕河戦〜離勝事

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-108
　写　５冊　美濃　和
　内容：
　〔巻 1〕主本〜用間
　〔巻 2〕練陣〜営法
　〔巻 3〕城築
　〔巻 4〕客戦〜山戦
　〔巻 5〕河戦〜離勝事

武教全書　巻 5　　　　　　　　　　　　	 KE399-109
　写　１冊　美濃　和
　内容：河戦〜離勝事

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-110
　写　５冊　美濃　和
　内容：
　〔惣目録・巻１上〕惣目録　自序并序段
　　　　　　　　　  主本〜法令
　〔巻１下〕天官〜用間
　〔巻２〕　  練陣〜営法
　〔巻３〕　  城築
　〔巻４上〕客戦〜山戦

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-111
　元禄 5（1692）写　１冊　美濃　和

武教全書　小学并本論　山鹿素行（高祐）	 KE399-112
　写　１冊　美濃　和

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-113
　写　１冊　半紙　和

武教全書益習（全）　　　　　　　　　　	 KE399-114
　写　１冊　美濃　和
　内容：序段　主本　主本結要　撰将　用士

武教全書箇條伝　　　　　　　　　　　　　	KE399-115
　写　１冊　半紙　仮和

武教全書口決　2,4 上　山鹿素行（高祐）	 KE399-116
　写　２冊　半紙　和
　内容：〔2〕練陣　行軍　営法
　〔4 上〕客戦　主戦　山戦ほか

武教全書口決　兵員　山鹿素行（高祐）　	 KE399-117
　安永 3（1774）写（鳴海清行）１冊　半紙　和

武教全書説鑑抄抜書　　　　　　　　　　　	KE399-118
　安政 5（1858）写　１冊　半紙　仮和

武教全書秘録　乾・坤　　　　　　	 KE399-119
　写　２冊　美濃　和
　内容：城築

武教本論　下　山鹿素行（高祐）　　　　	 KE399-120
　写　１冊　半紙　和

武教本論　山鹿素行（高祐）　　　　　　	 KE399-121

　刊　１冊　半紙　和

武家職分記　　　　　　　　　　　　　　　	KE399-122
　写　１冊　半紙　仮和
　註：小荷駄奉行之事など

武用辨略　巻 1,2,3,7,8　木下義俊編　	 KE399-123
　貞享元（1684）5 冊　半紙　和

兵学入門帳　　　　　　　　　　　　	 KE399-124
　写　１巻
　註：安政７年〜元治元年

兵機極秘　　　　　　　　　　　	 KE399-125
　安永 4（1775）写（牧野恒貞）１冊　半紙　和
　註：兵機全集家伝秘抄

兵機全集　巻上・中・下　　　　　　	 KE399-126
　写　１冊　横小　仮和

兵機全集　喜多村政方　　　　　　　　　　	KE399-127
　写　１冊　半紙　横長　仮和

兵勢機密録　　　　　　　　　　　　　　　	KE399-128
　写　１冊　半紙　和
　内容：行陣　操練　営制　戦法　陣法　戦略

兵法　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-129
　写　１冊　横長　仮和
　内容：敵人数大小強弱の考、ほか

兵法　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-130
　写　１冊　半紙　仮和
　内容：武者分之巻　制法之巻、ほか
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兵法大星目録聞書　　　　　　　　　	 KE399-131
　写　１冊　半紙　仮和

兵法神武雄備集　奥義５篇　山鹿素行（高祐）　KE399-132
　写　１冊　美濃　和

兵法神武雄備集　奥義５巻　　　　　	 KE399-133
　写　１冊　美濃　和

兵法大意問答（完）喜多村政方　　	 KE399-134
　写　１冊　半紙　和

兵法大事口決　　　　　　　　　　　	 KE399-135
　写　１冊　横小　仮和

兵法大事目録　　　　　　　　　　　	 KE399-136
　写　１冊　横長　仮和

兵法雄鑑　巻２　北条氏長　　　　　　　　	KE399-137
　貞享元（1684）写　１通
　註：朱書「存念之趣書付申」

兵法雄鑑（抄）　	 KE399-138
　巻 1 〜 28，31 〜 52（29 〜 30 欠）北条氏長
　写　５冊　美濃　和

兵法雄鑑　仁 , 義 , 礼 , 智 , 信　　　　　　　	KE399-139
　〔北条氏長〕
　写　５冊　美濃　和

兵法惑問図説　上　　　　　　　　　　　　	KE399-140
　写　１冊　半紙　仮和
　註：小幡先生の問、岡本保法の答

兵要録　巻 9 〜 13　長沼澹斎（宗敬）　　	 KE399-141

　刊　１冊　美濃　和

兵要録陣法（全）長沼澹斎（宗敬）　　　	 KE399-142
　安政 5（1858）誠格堂　１冊　美濃　和
　註：別書名「握奇八陣集解」

奉幣之次第　　　　　　　　　　　　　	 KE399-143
　写　１通

歩戦足軽備ニ詮義有之　　　　　　　	 KE399-144
　写　１冊　半紙　仮和

妙心院様御工夫之三重大事　　　　　　	 KE399-145
　延享元（1744）写　１通
　註：妙心院とは津軽信政のこと

籾五段ノ伝　　　　　　　　　　　	 KE399-146
　写　１冊　半紙　和

夜軍武功之事・夜戦詞之事　　　　　　　	 KE399-147
　写　１冊　半紙　仮和

山鹿解　兵法雄鑑抄　６巻　　　　	 KE399-148
　写　７冊　美濃　和

山鹿氏兵法伝来系譜　　　　　　　　	 KE399-149
　写　１通

山鹿手鏡要録　1・2　　　　　　　　　	 KE399-150
　写　２冊　美濃　和

山鹿氏兵法伝来系譜　　　　　　　　　	 KE399-151
　写　１通
　註：KE399-149 と同じ

山鹿流押太鞁之図　　　　　　　　　　　	 KE399-152
　写　１枚　18 × 35
　註：上半分欠

山鹿流兵法極意巻　山鹿素行（高祐）　　	 KE399-153
　写　１冊　半紙　仮和

山本勘介晴幸兵法大星目録　　　　　　　　	KE399-154
　元文 3（1738）2 通
　註：牧野左次郎から川本佐七へ
　（１通は後部分欠）

山本勘助流兵学門弟之覚　　　　　　　　　	KE399-155
　写　１通　横長　仮和
　註：牧野左次郎は貴田英八の門弟

雄鑑語集抄（全）　　　　　　　　　　　	 KE399-156
　写　１通　半紙　和

雄講聞集記　１・２　　　　　　　　　　	 KE399-157
　写　２冊　半紙　和

雄伝集奥義四秘伝目録　　　　　　　　　　	KE399-158
　写　１冊　半紙横　仮和

要談実録（全）　　　　　　　　　　　　　	 KE399-159
　写　１冊　美濃　和

略録　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399-160
　写　１冊　美濃　仮和
　註：五十騎一備行軍之図

籠城備立之図　　　　　　　　　　　　　　	KE399-161
　写　１枚　101 × 164
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和光同塵兵法大事目録　山鹿将監（高恒）	 KE399-162
　写　１通

紀効新書　６巻（巻 1,2,5 欠）〔（明）戚継光〕　	KE399.2-1
　江戸　須原屋伊八　寛政 10（1798）3 冊　美濃　和

呉子疏解　1・2　　　　　　　　　　　　　	 KE399.2-2
　写　２冊　半紙　和

七書　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE399.2-3
　寛永 20（1643）4 冊　美濃　和
　内容：大宗問対　尉繚子　司馬法　呉子
　註：奥文庫

七書直解　12（六韜直解）　　　　　　	 KE399.2-4
　（明）劉寅著　張居正増訂
　日本刊　１冊　美濃　和

孫子国字解　1 〜 13（2・3 欠）　　　	 KE399.2-5
　荻生茂卿（徂徠）
　〔江戸〕群玉堂　９冊　半紙　和

武経開宗　２（呉子　司馬法）　　　	 KE399.2-6
　（明）黄献臣詮解
　日本刊　１冊　美濃　和
　註：稽古館旧蔵

武経七書諺義　山鹿素行（高祐）　　　　　	 KE399.2-7
　写　４冊　半紙　和
　内容：大宗問対　六韜（下）　尉繚子　司馬法

武教七書諺義（孫子 2 〜 7）山鹿素行（高 祐）　
　写（築　武徳）２冊　半紙　和	 KE399.2-8

武教七書合解大成俚諺鈔　神田勝久編　　　	 KE399.2-9
　〔江戸〕山泉堂　４冊　美濃　和
　内容：〔巻 3 〜 5〕孫子〔巻 6〕呉子（上）〔巻 7〕呉子
　（下）〔巻 19 〜 20〕六韜（5 〜 6）

400　自然科学

　　　　　　440　天文学

天文要録抜書　　　　　　　　　　　　　	 KE440-1
　写　１冊　半紙　仮和
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500　工学

　　　　　　504　論文・講演集　雑書

西洋百工新書　前篇　西宮高條輯　　　　　　	 KE504-1
　東京　和泉屋善兵衛　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

　　　　　　515　橋梁工学

周防国岩国郡錦帯橋之図　羽太玄　　　　　　	 KE515-1
　写　1 枚　29 × 80
　註：奉応津軽大君厳命

　　　　　　517　河川工学

十三湖水戸口穿替計画図　　　　　　　　　　	 KE517-1
　写　1 枚　48 × 34

　　　　　　521　日本建築

江戸城御本丸御殿向表奥之図　　　　　　　　 KE521-1
　写　1 枚　54 × 79

二条御城之図　　　　　　　　　　　　　　　	 KE521-2
　写　1 枚　美濃　和

　　　　　　559　兵器　軍事工学（築城）

円形之縄　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE559-1
　写　1 枚　40 × 41

掻上城　後藤奇倫　　　　　　　　　　　　　	 KE559-2
　写　1 枚　70 × 68

亀ケ岡御城築縄張図　　　　　　　　　　　　	 KE559-3

　写　２枚　55 × 60

雑格問答　鳴海清行　　　　　　　　　　　　	 KE559-4
　安永 7（1778）写　１冊　半紙　仮和

三銃用法論　中巻　佐藤信淵　　　　　　　　	 KE559-5
　写　1 冊　半紙　和

城作四門之事　　　　　　　　　　　　　　　	 KE559-6
　写　1 枚　50 × 47

諸城之図集　牧野伴右衛門（恒親）　　　　	 KE559-7
　写　27 枚
　内容：1.伏見之城　2.肥前佐賀城図　3.越後高田城　

4.日向飯肥城　5.上州箕輪城図　6.和州高取城図　7.丹
後宮津城本丸之図　8.但馬出石城　9.三州尾州之境沓懸
之図　10.伊予国丸亀城之図　11.大和郡山城　12.越後
春日山城　13.淀城　14.芸州広嶋城図　15.勢州幸名城

　16.三州横次賀城　17.武州川越城図　18.越前丸岡城
　19.越前大野城図　20.常州土浦城　21.越後高田城　

22.出雲松江城　23.秋田城之図　24.越後柴田之城　
25.豊後府内城　26.伊予丸亀城之図（大判）27.淀城
（大判）28.秋田城之図　29.亀ケ岡御城之図

城制（全）鳴海清行　　　　　　　　　　　　	 KE559-8
　写　１舗　畳物
　註：山鹿素行子御制

城制規矩（全）　　　　　　　　　　　　　　	 KE559-9
　写　１冊　半紙　仮和

城制図　　　　　　　　　　　　　　　　　　	KE559-11
　写　９枚

城制図下画　　　　　　　　　　　　　　　　	KE559-10

　写　８枚

城築稽古図　斎藤正央　　　　　　　　　　	 KE559-12
　元文 2（1737）1 枚　97 × 107

城築極意秘伝（全）　　　　　　　　　　　	 KE559-13
　写　１冊　半紙　仮和
　註：城築縄張武功秘伝（武教全書の内）

城築図　　　　　　　　　　　　　　　　　　	KE559-14
　写　１枚　48 × 51

城築縄張り（山鹿流）　　　　　　　　　　	 KE559-15
　写　１冊　横長　仮和

城築縄張図　　　　　　　　　　　　　　　　	KE559-16
　写　10 枚

城築縄張之図　牧野伴右衛門（恒親）　	 KE559-17?1
　元禄 2（1689）写　１枚　48 × 51

城築縄張之図　牧野左次郎（恒貞）　　	 KE559-17-2
　写　１枚　166 × 80

城築縄張之図　佐藤茂左衛門　　　　　　	 KE559-17-3
　写　１枚
　註：断片

城築秘伝　山鹿素行（高祐）　　　　　　　	 KE559-18
　天保 8（1837）写（佐藤清朝）１冊　横小　仮和
　註：武教全書「城築縄張武功秘伝」

西洋火攻神器説国字解　荻生徂徠　　　　　	 KE559-19
　写　１冊　半紙　仮和
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詮議集（城築）　　　　　　　　　　　　　	 KE559-20
　写　１冊　半紙　仮和

川象城後　後藤奇倫　　　　　　　　　	 KE559-21
　写　１枚　70 × 68

淡州由良浦高崎砲台之図　　　　　　　　	 KE559-22
　写　１枚　27 × 52

平城後堅固　後藤奇倫　　　　　　　　　　	 KE559-23
　写　１枚　70 × 68

平城縄張　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE559-24
　写　１冊　美濃　仮和
　註：百城のうち 48 城図

平城縄張　　　　　　　　　　　　　　	 KE559-25
　写　１冊　美濃　仮和
　註：百城のうち 50 城図

平城分間之図　有沢九八郎　　　　　　　　	 KE559-26
　寛文元（1661）1 枚　56 × 78

平山城　後藤奇倫　　　　　　　　　　　　	 KE559-27
　写　１枚　70 × 68

弘前城郭之図　　　　　　　　　　　　　	 KE559-28
　写　１枚　65 × 89

山鹿先生虎口揃之図　　　　　　　　　　　	 KE559-29
　宝永 7（1710）写　１枚　41 × 56

雄備集虎口寄　　　　　　　　　　　　　	 KE559-30
　写　１枚　81 × 66
　註：山城図尽

離格問答叔　鳴海清行　　　　　　　　　　	 KE559-31
　安永 7（1778）写　１枚　美澄

溝畳尺縄　　　　　　　　　　　　　　	 KE559-32
　写　1 冊　美濃　和

溝畳尺縄　　　　　　　　　　　　　	 KE559-33
　写　１冊　美濃　和
　註：天保 9 年 4 月４日求之　佐藤清朝

郡高館古城之図　牧野伴右衛門（恒親）　　	 KE559-34
　写　1 枚　43 × 60

　　　　　　588　食品工業

農談会　奈良平雄　　　　　　　　　　　	 KE588-1
　明治 17（1884）写　1 冊　半紙　和
　註：葡萄ノ諸件ニツキ尋問ト応答

葡萄酒製造ノ大略　　　　　　　　　　　　　	 KE588-2
　写　1 冊　半紙　和
　註：製造化学雑摘要（中巻）

600　産業

　　　　　　611.2　土地制度　小作問題

御郡内田畑再検につき上申書（下書）　　	 KE611.2-1

　　　　　　651　森林経済　経営（林制史）

口上之覚　竹内三郎治　　　　　　　　　　　	 KE651-1
　写　１通
　註：末木　杣取　枝寄

　　　　　　683　海運

鯵ケ沢町船問屋家業之儀ニ付書上　　　　　	 KE683-1
　写　1 通

御郡内船調　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE683-2
　写　1 冊　横長　仮和

新規御役張　寛政 9 年６月　青森港目付　　　	 KE683-3
　寛政 9（1797）写　１冊　半紙　仮和
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700　芸術

　　　　　　721　日本画

家康公御寿像　　　　　　　　　　　　　　　	 KE721-1
　写　２枚　美濃
　註：下絵とも

秀吉公像　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE721-2
　写　１枚　半紙
　註：尾張国中村常泉寺蔵之写（下絵）

　　　　　　724　材料・技法

御屏風仕様書　　　　　　　　　　　　　　　	 KE724-1
　写　１枚　31 × 73
　註：後半欠

　　　　　　756　金工芸

絨異名　2　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE756-1
　写　１冊　半紙　仮和
　註：明珍系図　明珍家甲名目

御鎧之註文（紅下濃）明珍大隅　　　　　　	 KE756-2
　宝永 8（1711）写　１冊　半紙　仮和

甲冑仕立　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE756-3
　写　1 冊　半紙　仮和

楠正成家立物鐘馗図　　　　　　　　　　　　	 KE756-4
　写　１枚　半紙

鞍之図　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE756-5
　写　1 綴（4 枚）42 × 56　和

古今甲冑毛色秘伝　　　　　　　　　　　　　	 KE756-6
　写　１冊　半紙　仮和
　註：表紙に「甲冑百色伝」とあり

尊霊甲之図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE756-7
　写　１枚　美濃
　註：源義政以後代々伝来之甲なり

大円山日数大星甲　　　　　　　　　　　　　	 KE756-8
　写　1 枚　美濃

本朝鎧色考　源高敏　　　　　　　　　　　	 KE756-9
　写　１冊　半紙　仮和
　註：比良野貞彦の注記あり

前立物之図　　　　　　　　　　　　　　　　	KE756-10
　写　1 冊　美濃　和
　註：源義経前立物図　源義満鍬形立物図　武田信玄立物図

明珍家作形之図　　　　　　　　　　　　	 KE756-11
　写　1 通

明珍氏之鉄甲神器図叢　　　　　　　　　　	 KE756-12
　写　1 冊　美濃　仮和

山井武鑑　鎧之巻　松田一閑斎（政光）　　	 KE756-13
　写　1 冊　半紙　仮和

鎧著用之次第　比良野助三郎　　　　　　　	 KE756-14
　天保 5（1834）写（牧野左次郎）１冊　美濃　和

　　　　　　789　武道

様者胴付之覚　松波四郎兵衛　　　　　　　　	 KE789-1
　写　1 枚　29 × 120

　註：人体ためし切りの心得書

長崎流馬術之事　　　　　　　　　　　　　　	 KE789-2
　弘化 4（1847）写　１冊　美濃　仮和

引目并鳴弦伝（全）吉川惟足　　　　　　　	 KE789-3
　写　1 冊　半紙　仮和

900　文学

　　　　　　919　日本漢詩文

詩稿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE919-1
　写　１牧　14 × 42
　註：「艶月嬌花云々」

詩稿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE919-2
　写　1 通
　註：「苦雪行　漢高遁栄陽図」

吉田松陰之詩　吉田寅次郎（松陰）　　　　　	 KE919-3
　刊　1 枚　半切
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000　総記

　　　　　　049　雑書

覚書　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KE049-1
　写　１冊　14 × 11
　註：諸書からの抜き書

感状の写　加藤左馬宛　　　　　　　　	 KF049-2
　写　1 通　31 × 88　和
　註：軍役ノ働キニ付、加増

口上　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF049-3
　写　１枚　17 × 14　和
　註：三上道隆衣服買上代催促方ニツキ

御用向出精ニ付…下され物の事　　　　	 KF049-4
　写　1 枚
　註：上包か？

実相録　伊東廣之進　　　　　　　　　　　　	 KF049-5
　写　１冊　16 × 23　和
　註：一轂斎は廣之進の号

諸書物目録書抜　　　　　　　　　　　　　　	 KF049-6
　写　１冊　半紙　仮和

条々（朝鮮出兵ニ付、秀吉朱印状の写）　　	 KF049-7
　写　１通　16 × 176
　註：慶長２年、池田伊予守宛

晋三卿攻乱同列　　　　　　　　　　　　　　	 KF049-8
　写　１冊　半紙　仮和

　註：漢書の写本の一部分か

新聞切リ抜キ資料　　　　　　　　　　　　　	 KF049-9
　明治 44 〜大正 3（1911 〜 1914）
　1 綴
　註：東北虐待論、東北改造論、ほか

伊達日記　上　　　　　　　　　　　　　　	 KF049-10
　写　１枚　半紙
　註：群書類従（巻 530）よりの抜書き

法皇御所和歌御会始　　　　　　　　　　　	 KF049-11
　享保 11（1726）写　１通　17 × 46

北條氏起請文之写　　　　　　　　　　　　	 KF049-12
　写　1 通　16 × 23
　註：天正 17 年、小幡彦三郎宛

誠ノ意義ニツキ　　　　　　　　　　　　　	 KF049-13
　写　1 通　15 × 43

来宅を乞う書状　　　　　　　　　　　　　	 KF049-14
　写　1 通

歴代天皇書上　　　　　　　　　　　　　　	 KF049-15
　写　１冊　折本　12 × 7

100　哲学

　　　　　　121　日本思想

問答書　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF121-1
　写　1 枚　15 × 18

　　　　　　123　経書

周礼通用　乳井貢　　　　　　　　　　　　	 KF123-1
　写　１冊　半紙　和

春秋左伝・経伝抜萃　木瓜菴主　　　　　　	 KF123-2
　天保 3（1832）写　１冊　半紙　和
　註：木瓜菴主は伊東勝之助（祐友）か

　　　　　　148　相法　易占

奇門諺解　藍原仲右衛門（通貞）　　　　　	 KF148-1
　安永 3（1774）写　1 冊　半紙　和

方位図　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF148-2
　写　１枚　37 × 50

　　　　　　159　人生訓　教訓

東照宮御遺訓（乾）　　　　　　　　　　　　	 KF159-1
　伊東衛門八（祐明）写
　写　１冊　半紙　和

東照宮御遺訓・附録（坤）　　　　　　　　　	 KF159-2
　伊東衛門八（祐明）写
　写　１冊　半紙　和

楠公桜井書　楠木正成（伝）　　　　　　　　	 KF159-3
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　京都　堺屋仁兵衛　天和 2（1682）版
　１冊　美濃　和

明君家訓　　　　　　　　　　　　　　　	 KF159-4
　享和 3（1803）写　１冊　半紙　和

問答書　　　　　　　　　　　　　　　	 KF159-5
　写　１枚　33 × 46

　　　　　　170　神道

御相伝物之田　吉川源十郎（従奥）　　　　	 KF170-1
　享保 18 年（1733）写　１冊　半紙　和

宣布大教詔写　　　　　　　　　　　　　　　	 KF170-2
　明治 4（1871）写　１冊　半紙　和

中臣祓　　　　　　　　　　　　　　	 KF170-3
　写　１本　扇子本

中臣祓　伊東衛門八（祐明）　　　　　　　　	 KF170-4
　元禄 15（1702）1冊　折本　和
　註：神宣太祓

中臣祓　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF170-5
　写　１冊　折本　15 × 7　和

中臣祓聞書　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF170-6
　寛延 4（1751）写　１冊　半紙　和

　　　　　　171　神道思想　神道説

鬼神之秘説　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF171-1
　写　１冊　半紙　仮和

講義之覚　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF171-2
　写　１通　15 × 58

参詣之次第　　　　　　　　　　　　　　　	 KF171-3
　宝永 6（1709）写　１冊　折本小　和

参詣之次第　伊東主税宛　　　　　　　　　　	 KF171-4
　葛西清正
　天明 3（1783）写　１通
　註：ほかに控１通

　　　　　　176　祭祀

御笏之書付　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF176-1
　写　１枚　29 × 14
　註：高照霊社

身曽貴太祓　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF176-2
　元禄 15（1702）写　１通　30 × 21

遙拝ノ作法　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF176-3
　写　１枚　17 × 27

　　　　　　183　経典

仏説大吉祥天女十二名号経　　　　　　　　　	 KF183-1
　天明 5（1785）1 帖　折本

妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五　　　	 KF183-2
　写　１帖　折本

　　　　　　184　法話　説教集

三道合鏡（全）　　　　　　　　　　　　　	 KF184-1
　写　１冊　半紙　和

　　　　　　188　各宗

護身法・九字之次第・兵法十字秘術　　　　	 KF188-1
　享保 19（1734）写　３枚　折紙
　註：照尭大和尚ヨリ伊東祐矩授カル

手鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF188-2
　写　１冊　折本

永代祠堂金領収証　伊東りん子宛　　　　　	 KF188.6-1
　（弘前）天徳寺
　大正５年（1916）写　１枚　美濃

　　　　　　197　布教　伝道

弘前キリスト教会扶助勤学取結条約書　　　	 KF197-1
　明治 11（1878）写　２通　半紙
　註：伊東祐宗が妹三保の弘前基督教会の扶助勤学につい
て、教会側（菊池九郎、本多庸一）と取り結んだもの
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200　歴史

　　　　　　203　辞書・書目・年表、絵図

大坂御攻城御備図　伊東祐明　　　	 KF203-1
　享保 13（1728）写　４舗　畳物
　註 :（1）冬御陣御備図
　　　（2）夏御陣天王寺口御備図
　　　（3）夏御陣落城御備図
　　　（4）関ケ原御備図

奥州多賀ノ古城壷碑図　　　　　　　　	 KF203-2
　写　１枚　美濃

信州川中嶋合戦之図　伊東祐明　　　　　	 KF203-3
　写　1 枚　49 × 68

年数早見（年々改正）　　　　　　　　　　	 KF203-4
　〔明治〕刊　19 × 25

　　　　　　209　有職故実　儀礼典礼　行幸啓　御成

鎧着之式　　　　　　　　　　　　　	 KF209-1
　写　1 冊　半紙　仮和

服忌相伝　　　　　　　　　　　　　	 KF209-2
　写　１冊　半紙横　和

鎧着初口決　貴田孫大夫　　　　　　　　	 KF209-3
　寛政 5（1793）写　1 軸　巻子　小

鎧着口決　　　　　　　　　　　　　　　	 KF209-4
　写　１通　16 × 74

　　　　　　210　通史　文化史

年表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF210-1
　写　１枚　37 × 54
　註：大化より文政年間まで

　　　　　　214　江戸時代以前

慶長之役備立御朱印之写　　　　　　	 KF214-1
　写　１通
　註：秀吉公御朱印（慶長２年）

武田信玄感状之写　　　　　　　	 KF214-2
　写　１通　28 × 40
　註：永禄 13 年３月 17 日、小幡弁丸宛

津軽年代記　　　　　　　　　　	 KF214-3
　写　１冊　半紙

　　　　　　215　江戸時代

大塩平八郎檄文之写　　　　　　　	 KF215-1
　写　１冊　半紙　和

大塩平八郎宅ヨリ出掛ノ列　　　	 KF215-2
　天保 8（1837）写　１枚　80 × 7

大塩平八郎之乱ニツキ書上書ノ写　　	 KF215-3
　写　１冊　8 × 17　和

御自筆之写　　　　　　　　　　　　	 KF215-4
　写　１通
　註：頭役之者江

御備方御済口等之覚　　　　　　　	 KF215-5
　嘉永 7（1854）写　１冊　半紙
　内容：海岸非常警備の手配等について

覚書断簡　　　　　　　　　　　　	 KF215-6
　写　17 枚　半紙

家記ノ断簡　　　　　　　　　　　　	 KF215-7
　写　２枚　半紙

咬哄唸（カルパ）頭役よりカヒタンヘ別段申越の事
　写　１冊　美濃半　和　	 KF215-8
　註：カルパは、ジャガタラのこと

記賊焚　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF215-9
　写　１冊　半紙半　和
　註：大塩の乱の記禄

京都風説書　　　　　　　　　　　　　　　	 KF215-10
　写　１通
　内容：伊東廣之進宛書状（喜源太より）

巷説記聞　　　　　　　　　　　　	 KF215-11
　天保 8（1837）写　１冊　半紙　仮和
　註：大塩平八郎の乱、作者は中畠文吉のよし

御家老中ヨリ被仰出書　　　　　　　	 KF215-12
　元禄 10（1697）写　１通

新聞誌　　　　　　　　　　　　　　	 KF215-13
　写　１冊　半紙　仮和

天保御一大事之儀奉急訴候　　　　	 KF215-14
　吉見九郎右衛門
　天保 8（1837）写　１冊　8 × 12　和
　註：大塩平八郎の乱

天保八年大塩平八郎の乱始末書　　　　　　	 KF215-15
　天保 8（1837）写　１冊　半紙　仮和
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　註：大塩平八郎の乱

幕末記録　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF215-16
　写　１冊　半紙　仮和

箱館御固場所御武器譲受帳　寛政 10年　　	 KF215-17
　寛政 10 年（1798）写　1 冊　半紙　仮和

本所夜討之次第覚書　伊東祐明　　　　　　	 KF215-18
　元禄 16（1703）写　１冊　美濃　和

本藩春秋　3 〜 12（天保 12〜明治 5）　	KF215-19 〜 28
　伊東廣之進
　天保12〜明治5（1841〜1872）写　10冊　半紙　和

本藩春秋　３（天保 12〜嘉永 6年）　　　　	 KF215-29
　伊東廣之進（祐之）
　平成 8（1996）刊　1 冊　19cm
　註：翻刻版

本藩春秋　10（慶応 2〜明治 2年）　　　　	 KF215-30
　伊東廣之進（祐之）
　平成 8（1996）刊　１冊　19cm
　註：翻刻限

松前城下風説書　　　　　　　　　　　　　	 KF215-31
　写　1 通　17 × 88
　註：赤人船来航ニツキ

申渡之覚（御代替りニツキ）　　　　　　　	 KF215-32
　享保 16（1731）写　1 枚　40 × 53
　註：享保 16 年５月、信著（六代藩主に）家督相続す

和談之事　宝永３年７月 15日　　　	 KF215-33
　宝永 3（1706）写　2 通　半紙

　内容：証拠之墨付（伊東衛門八ヨリ山口内匠へ）1 通、
　（山口内匠ヨリ伊東衛門八へ）1 通

　　　　　　216　明治・大正時代

永世家禄米　金禄改正ニツキ請書（下書）　	 KF216-1
　伊東祐宗
　明治 9（1876）写　１枚　半紙

奥羽監察使よりの来状（写）　　　　　　　	 KF216-2
　写　１冊　半紙　和
　註：藤川能登よりの来状

廻章（戊辰ノ役ノ弔慰､ こんしん会開催の件）	 KF216-3
　伊東祐宗（発起人）
　明治 18（1885）写　１通

給禄相当分与被仰付度願　監正署宛　	 KF216-4
　伊東廣之進
　明治 3（1870）写　1 通
　註：於外瀬村領分与申付候（藩庁）

給禄の田畑御買入に付覚　　　　　　	 KF216-5
　伊東廣之進
　明治 3（1870）写　１通　和

建碑の協議記事　　　　　　　　　　	 KF216-6
　明治 17（1884）写　１綴　和

弘城廃存可否ノ下問ニツイテ　　　　	 KF216-7
　伊東祐宗
　〔明治〕写　１枚　半紙
　註：返答書の下書か

御改革ニ付御書付之写　明治３年６月　	 KF216-8

　明治 3（1870）写　１冊　半紙　仮和

御改革之事　　　　　　　　　　　　　	 KF216-9
　明治 2（1869）写　１冊　半紙　和
　内容：職制一列、奥職制一列、ほか

田畑献納之儀再願　監正署宛　　　	 KF216-10
　伊東廣之進
　明治 3（1870）写　１通
　註：聞届候事（藩庁）

銃炮売買願　青森県知事宛　　　	 KF216-11
　伊東武雄
　明治 25（1892）写　１通　半紙

　　　　　　280　伝記

瓊矛余滴　下　　　　	 KF280-1
　橋本寧
　東京　小林新兵衛　明治 10（1877）1 冊　和

　　　　　　280.3　人名辞書　人名録

御当家御先代様ヨリノ御戒名　　　	 KF280.3-1
　（津軽家）
　写　折本　小

　　　　　　288　系譜　家伝　紋章

伊東家系　　　　　　　　　　	 ★ KF288-1
　写　１枚　美濃（状箱入）
　註：伊豆国伊東家系

伊東家代々法名書上　　　　　　　　　　	 KF288-2
　写　1 枚　33 × 18
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伊東家紋所（伊東廣之進家）　　　　　　　	 KF288-3
　写　１袋（13 枚）

親類書（伊東衛門八家）宝永５年　　　　　　	 KF288-4
　伊東衛門八（祐明）
　宝永 5（1708）写　１冊　美濃　和

親類書（伊東衛門八家）宝暦６年　　　　　　	 KF288-5
　伊東衛門八（祐矩）
　宝暦 6（1756）写　１冊　半紙　仮和
　註：御手廻五番組

親類書（伊東衛門八家）天明８年　　　　　　	 KF288-6
　伊東衛門八（祐綏）
　天明 8（1788）写　１冊　半紙　和
　註：御中小姓二番組

親類書（伊東甚八家）明和５年　　　　　　　	 KF288-7
　伊東甚八（祐行）
　明和 5（1768）写　１冊　半紙　和
　註：御留主居三番組

親類書（伊東小太郎家）寛政 12年　　　　　	 KF288-8
　伊東小太郎（祐周）
　寛政 12（1800）写　1 冊　半紙　和
　註：兵学添学頭

親類書（伊東八三郎家）文政８年　　　　　　	 KF288-9
　伊東八三郎（祐玄）
　文政 8（1825）写　１冊　半紙　和
　註：御馬廻壱番組（後に勝之助の書込みあり）

親類書（伊東勝之助家）天保５年　　　　　	 KF288-10
　伊東勝之助（祐友）

　天保 5（1834）写　１冊　半紙　和
　註：御馬廻六番組

親類書（伊東廣之進家）明治 3年　　　　　	 KF288-11
　伊東廣之進（祐之）
　明治 3（1870）写　１冊　半紙　和

親類書（伊東廣之進家）明治 3年　　　　　	 KF288-12
　伊東廣之進（祐之）
　明治 3（1870）写　１冊　半紙　和
　註：学校監察

先祖成田与兵衛家代々年表　　　　　　　　	 KF288-13
　写　1 枚　美濃

由緒書（伊東主税家）明和 3年　　　　　　	 KF288-14
　伊東主税（祐従）
　明和 3（1766）写　1 冊　半紙　和
　註：主税（祐従）は、後に衛門八（祐綏）と改名す。御
留守居壱番組支配

由緒書（伊東衛門八家）享和 3年　　　　　	 KF288-15
　伊東衛門八（祐綏）
　享和 3（1803）写　1 冊　半紙　和
　註：郡奉行

由緒書（伊東勝之助家）天保４年　　　　　	 KF288-16
　伊東勝之助（祐友）
　天保 4（1833）写　１冊　半紙　和
　註：御馬廻

由緒覚書（伊東八三郎家）　　　　　　　　	 KF288-17
　伊東廣之進（祐之）
　写　１冊　18 × 46　仮和
　註：伊東八三郎（祐玄）から祐宗まで（享和2年〜明治

７年）

　　　　　　289　一個人の伝記

青木敏亮
　青木敏亮書簡　伊東祐政宛　　　	 KF289-1
　写　1 通
　内容：葬儀費用等ニツキ

後部新衛
　後部新衛書状　伊東廣之進宛　　　　　　	 KF289-2
　写　1 通
　内容：京都の風説

安藤太郎
　安藤太郎書状　伊東廣之進宛　　　　	 KF289-3
　写　1 通
　註：安藤太郎は大阪の儒家

　安藤太郎書状　伊東廣之進宛　　　　	 KF289-4
　写　１通
　内容：海防について、ほか

　安藤太郎書状　伊東廣之進宛　　　　	 KF289-5
　写　１通
　内容：天保山台場の事、ほか

　安藤太郎書状　伊東廣之進宛　　	 KF289-6
　写　１通
　内容：間瀬信之助死亡の事、ほか

　　　　　　　　　　　×　×　×

伊東兵部
　（高祖父）伊東兵部由緒之事　　　　　　　	 KF289-7
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　写　1 通

伊東祐秀　　　　　　　　　　　　　　　　	
　金山村之内戸沢村之派之事　伊東六右衛門宛
　寛永 3（1626）写（原本）１通	 ★ KF289-8
　36 × 51（信枚黒印）

　知行之目録　伊東六右衛門宛　　　　　　	★ KF289-9
　寛永 11（1634）写（原本）1 通
　35 × 49（信吉黒印）

伊東祐桂
　伊東六郎右衛門書状　	 KF289-10
　岩井新五郎、前田沢喜七宛
　写　1 通	

　伊東六郎右衛門書状　前田沢喜七宛　　　	 KF289-11
　写　１通

　伊東六郎右衛門書状　さん六宛　　　　　	 KF289-12
　写　1 通　15 × 114

　伊東六郎右衛門書状　前田沢喜七宛　　　	 KF289-13
　写　４通

　伊東六郎右衛門書状　木村杢助宛　　　　	 KF289-14
　写　1 通　折紙

伊東祐明
　知行目録　伊東衛門八宛　　　　　　　　	 KF289-15
　享保 9（1724）写（原本）１通　折紙（信重黒印）

　知行帳（伊東衛門八）　　　　　　　　　	 KF289-16
　享保 9（1724）写　１冊　美濃
　註：今井源五衛門殿ヨリ御渡被成頂戴之

　知行目録　伊東衛門八宛　　　　　　	 KF289-17
　木村孫十郎　山中藤太夫連署
　享保 15（1730）写　１通　31 × 53

　家続覚書　　　　　　　　　　　　	 KF289-18
　伊東祐明
　享保 17（1732）写　１冊　半紙　和
　内容：自分先祖之系　申伝候覚　自分一生

伊東祐矩
　知行目録　伊東和次郎宛　　　　　　　　	 KF289-19
　元文元（1736）写（原本）１通　折紙（信著黒印）

　知行目録　伊東和次郎宛　　　　　　　　	 KF289-20
　唐牛平次、蒔苗市兵衛連署
　元文元（1736）写　１通　31 × 53

　知行目録　伊東衛門八宛　　　　　　　　	 KF289-21
　宝暦 6（1756）写（原本）１通　折紙（信寧黒印）

　自分一生記　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-22
　伊東衛門八（祐矩）
　享保17〜宝暦11（1732〜1761）写　１冊　半紙　和
　内容：藩庁よりの呼出目録

伊東祐則
　伊東八右衛門（祐則）書状　　　	 KF289-23
　伊東衛門八（祐明）宛
　写　１通
　内容：仙道前田沢相尋候節、伊東八右衛門ヨリ親衛門八
方へ書状

伊東祐綏
　伊東主税実名并花押　　　　　　　　　　	 KF289-24
　天明 4（1784）写　１通

　註：主税、のち衛門八となる

　公私覚書　１の記　　　　　　　　	 KF289-25
　伊東衛門八（祐綏）
　寛延 3 〜天明 4（1750 〜 1784）写　１冊　半紙　和

　公私覚書　２の記　　　　　　　	 KF289-26
　伊東衛門八（祐綏）
　天明 4 〜寛政 3（1784 〜 1791）写　１冊　半紙　和

　公私覚書（下書）　　　　　　	 KF289-27
　伊東衛門八（祐綏）
　宝暦11〜明和5（1761〜1768）写　１冊　半紙　仮和
　註：宝暦 11 年 11 月〜明和５年６月

　私覚録　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-28
　伊東衛門八（祐綏）
　享和 4（1804）写　１冊　半紙　和
　註：「公私覚書］の草稿と思われる

伊東祐周
　伊東小太郎（祐周）実名并花押　　　　　	 KF289-29
　天明 4（1784）写　１通

　覚書下書　　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-30
　伊東小太郎（祐周）
　寛政 3 〜文化 8（1791 〜 1811）写　１冊　半紙　和
　註：「自分覚書」の下書か

　役向覚書　　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-31
　［伊東小太郎（祐周）］
　寛政 4 〜文化 3（1792 〜 1806）写　１冊　半紙　和

　自分覚書　　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-32
　伊東小太郎（祐周）
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　安永 2 〜文政 4（1773 〜 1821）写　１冊　半紙　和

伊東祐玄
　（伊東八三郎）命名書　　　　　　　　　　	 KF289-33
　享和 2（1802）写　２通

伊東祐之
　命名書（伊東廣之進）　　　　　　　　　	 KF289-34
　伊東祐之
　文化 12（1806）写　１枚　13 × 35
　註：伊東虎市（祐之）、のち廣之進と改む

　江戸・大坂表勤学之覚　　　　　　　　　	 KF289-35
　伊東廣之進（祐之）
　写　１冊　半紙横　仮和

　隠居家督願　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-36
　伊東廣之進（祐之）
　明治 7（1874）写　１枚　半紙

　議定堂辞令　伊東廣之進宛　　　　　　　	 KF289-37
　議定堂
　明治 3（1870）写　１通　21 × 49
　註：学校監察被申付候事

　弘前藩知事辞令　伊東廣之進宛　　　　　	 KF289-38
　弘前藩知事
　明治 3（1870）写　１通　21 × 46
　註：任学校助教

　謹呈　廣之進様　　　　　　　　　　　　	 KF289-39
　写　１通

伊東祐宗
　伊東祐宗書簡　柴田忠雄宛　　　　　　　	 KF289-40

　〔明治〕写　１通
　内容：俸給受領依頼ノ件

　感状　伊東廉三郎宛　　　　　　　　　　	 KF289-41
　議定堂
　明治 2（1869）写　１通　21 × 86
　註：蝦地二股之役等之戦功ニヨリ賞四十両被下候事

　議定堂辞令　伊東廉三郎宛　議定堂　　　	 KF289-42
　明治 3（1870）写　１通　21 × 54
　註：三等銃隊半隊司令士被申付候事

伊東武雄
　伊東武雄履歴書　　　　　　　　　　　　	 KF289-43
　伊東武雄
　明治 17（1884）写　２通　美濃

伊東隆宗
　伊東隆宗履歴書　　　　　　　　　　　　	 KF289-44
　伊東隆宗
　〔明治〕写　１通　美濃
　註：明治 34 〜 39 年の軍歴

　伊東隆宗経歴書　　　　　　　　　　　　	 KF289-45
　伊東隆宗
　明治 39（1906）写　２枚（綴）半紙
　註：明治 37 〜 39 年の期間の分

伊東祐政
　伊東祐政書簡　伊東りん宛　　　　　　　	 KF289-46
　写　１通　18 × 70
　内容：朝鮮よりの近況報告

池田丹波守
　池田丹波守書状　津軽越州宛　　　　　　	 KF289-47

　写（原本）１通　32 × 45

太田順治
　太田順治書状　伊東如影宛　　　　　　　	 KF289-48
　写　１通
　註：如影は衛門八（祐矩）か

勝右衛門
　勝右衛門書状　伊東衛門八宛　　　　　　	 KF289-49
　写　１通

加藤遠江守
　加藤遠江守書状　津軽越中守宛　　　　　	 KF289-50
　写　１通　18 × 63
　註・津梁院参詣相伴ニ付

川路聖謨
　川路聖謨書状　伊東廣之進宛　　　　　　	 KF289-51
　写　１通

吉川従長
　吉川源十郎（従長）書状　伊東衛門八宛　	 KF289-52
　写　１通
　内容：歳暮の礼状

　吉川源十郎（従長）書状　伊東衛門八宛　	 KF289-53
　写　１通　32 × 42
　註：年始之御祝詞云々

木村藹吉
　弘前藩人木村藹吉碑文銘　　　　　　　　	 KF289-54
　川田剛（撰）
　写　１冊　半紙　和
　註：碑石は弘前最勝院にあり。
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木村哲子
　木村哲子葉書　伊東ナツ宛　　　　　　　	 KF289-55
　写　１枚　ハガキ
　註：松本様ノ住所通知被下度

工藤克巳
　工藤克巳書簡　伊東祐宗宛　　　　　　　	 KF289-56
　明治 18（1885）写　１通
　註：旧君公（津軽）来函ニツイテノ打合セ
　工藤克巳は函館県庁詰の人

郡山七左衛門
　郡山七左衛門書状　伊東六郎右衛門宛　　	 KF289-57
　写　１通　和

小浜孫三郎
　小浜孫三郎口上　伊東右衛門八宛　　　　	 KF289-58
　写　１通

左当門
　左当門書状　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-59
　写　１通
　註：先達テ陣中わざわざ云々

篠崎長左衛門（小竹）
　篠崎長左衛門書状　伊東廣之進宛　　　　	 KF289-60
　写　３通
　註：江戸後期の儒学者、小竹と号す

篠田雲鳳
　篠田雲鳳書状　一轂先醒宛　　　　　　　	 KF289-61
　写　２通
　註：一轂は伊東廣之進のこと

柴田忠雄　　　　　　　　　　　　　　　　　

　柴田忠雄書簡　伊東祐宗宛	 KF289-62
　写　１通　15 × 94
　註：送金依頼証云々

　柴田忠雄書簡　伊東老台宛　　　　　　　	 KF289-63
　写　１通　17 × 120
　註：正装品月賦送金落手云々

　柴田忠雄書簡　伊東祐宗宛　　　　　　　	 KF289-64
　明治 10（1877）写　１通
　註：伯父梅軒、死去ノコト、ほか

　柴田忠雄書簡　伊東祐宗宛　　　　　　　	 KF289-65
　明治 20（1887）写　１通　半紙
　註：俸給受領の委任、ほか

下沢保躬
　下沢保躬書状　伊東祐宗宛　　　　　　　	 KF289-66
　明治 20（1887）写　１通
　註：年始挨拶并西南ノ役祭祀ノ件

鈴木飛騨守
　鈴木飛騨守書状　伊東衛門八宛　　　　　	 KF289-67
　写　１通

須田主膳
　須田主膳（盛苗）書状　伊東六郎右衛門宛　	KF289-68
　写　１通　奉書紙

関源内
　関源内書状　大谷津七郎等宛　　　　　　	 KF289-69
　写　1 通
　内容：越後縮拝領之御礼

田井隼人

　田井隼人書状　伊東廣之進宛　　　　　　	 KF289-70
　写　1 通
　内容：出府の節餞別の御礼

津永
　津永よりの口上　　　　　　　　　　　　　	KF289-71
　写　1 通

津軽図書（尚友）
　津軽図書（尚友）書状　伊東勝之助宛　　	 KF289-72
　写　１通

津軽永孚（貞正）
　津軽永孚（貞正）書状　伊東小太郎宛　　	 KF289-73
　写　１通
　註：粗飯進申度ニ付　云々

　津軽永孚（貞正）書状　伊東八三郎宛　　	 KF289-74
　写　１通
　註：贈物に対する礼状

津軽百助
　誓詞　　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-75
　津軽百助　神保右衛門連署
　明暦 3（1657）写　１通　34 × 46
　註：津軽土佐守（信義）跡目、倅平蔵（信政）相続ニ付
（起請文前書だけ）

戸田能登守
　戸田能登守書状　津軽越中守宛　　　　　	 KF289-76
　写　１通　32 × 45

中村白
　中村白書状　帷子力宛　　　　　　　　　	 KF289-77
　明治 21 〜 27（1888 〜 1894）写　３通
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　註：中村白は「勝寿母］とあり、前部欠落、後部欠落
　（各１通）あり

成田広吉
　戸籍分籍ニ付心得書　伊東廣之進宛　　　	 KF289-78
　成田広吉
　写　１通　半紙横　和

成人
　成人書簡　　　　　　　　　　　　　　　	 KF289-79
　写　１通
　内容：医学修業云々

成田正直
　成田正直書簡　伊東祐宗宛　　　　　　　	 KF289-80
　明治 20（1887）写　１通

野呂登
　野呂登宛御用状　　　　　　　　　　　　　	KF289-81
　津軽永孚
　写　１通
　註：兵学図相認差出候様

原田甲斐（宗輔）
　原田甲斐（宗輔）書状　伊東六郎衛門宛	 ★ KF289-82
　写（原本）１通　折紙
　註：寛文年間の書状か（状箱人）

本多安芸守
　本多安芸守書状　津軽越中守宛　　　　　	 KF289-83
　写　１通　33 × 46

前田二郎太夫
　前田二郎太夫書状　伊東六郎右衛門宛　　	 KF289-84
　写　１通　和

　註：先祖調ニ付（中部分欠落か）

間瀬信之助
　間瀬信之助書状　伊東廣之進宛　　　　　	 KF289-85
　写　１通
　註：京の近況并海防の件

松平日向守
　松平日向守書状　伊東衛門八宛　　　　　	 KF289-86
　写　１通　17 × 27
　註：端午之嘉儀云々

　松平日向守書状　伊東衛門八宛　　　　　	 KF289-87
　写　１通　17 × 27
　註：端午之嘉儀云々

溝江三千雄
　溝江三千雄書簡　伊東祐宗宛　　　　　　	 KF289-88
　写　１通

柳井なおこ
　白百合　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF289-89
　大正 14（1925）刊　１冊　19cm
　註：台南市日本キリスト教会員、故柳井なおこ追悼集

山口出雲守
　山口出雲守書状　伊東六郎右衛門宛　　　	 KF289-90
　写　１通　31 × 41　和
　註：年始之御祝儀御入来云々

山本清太郎
　山本清太郎書状　伊東廣之進宛　　　　　	 KF289-91
　写　１通
　註：長崎より

山口孫太郎
　山口孫太郎書状　伊東六郎右門宛　　　　	 KF289-92
　写　１通

山田彦一
　山田彦一書状　伊東衛門八宛　　　　　　	 KF289-93
　写　１通　16 × 72
　註：「この御手紙九十才の時なり」の添書あり

与兵衛
　与兵衛書状	 KF289-94
　写　１通　　　　　　　　　　　　　　　　
　註：殿様京師御守衛のこと、ほか

　　　　　　　　　　　×　×　×

伊東衛門八（祐明）関係御剪紙　　　　　　	 KF289-95
　写　６通

伊東衛門八（祐矩）関係御剪紙　　　　　　	 KF289-96
　写　6 通

伊東衛門八（祐綏）関係御剪紙　　　　　　	 KF289-97
　写　40 通

伊東小太郎（祐周）関係御剪紙　　　　　　	 KF289-98
　写　59 通

伊東八三郎（祐玄）関係御剪紙　　　　　　	 KF289-99
　写　４通

伊東勝之助（祐友）関係御剪紙　　　　　	 KF289-100
　写　２通

伊東廣之進（祐之）関係御剪紙　　　　　	 KF289-101
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　写　５通

伊東廉三郎（祐宗）関係御剪紙　　　　　	 KF289-102
　写　３通

　　　　　　290.3　地図　絵図

鯵ケ沢明細図　　　　　　　　　　　　　	★ KF290.3-1
　写　１舗　71 × 224　畳物

大坂細見図　　　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-2
　積典堂蔵版
　大坂　伊丹屋善兵衛　弘化 4（1847）1 舗　畳物

懐中御江戸之図　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-3
　江戸　丸屋甚八　１枚　33 × 47

九州九ケ国之絵図　　　　　　　　　　	 KF290.3-4
　文錦堂編
　長崎　編者　文化 10（1813）1 舗　畳物

掌中万国図　　　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-5
　工藤東平
　嘉永 6（1853）1 帖　折本　小
　註：工藤東平は津軽の文人

摂州大坂大絵図　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-6
　大坂　野村長兵衛　１舗　半紙　畳物
　註：別題「摂津大坂図鑑綱目大成」

摂州多田ノ御廟図	 KF290.3-7
　写　１枚　33×48
　註：鷹尾山法華三昧寺多田院（源満仲の廟墓）

代官町御徒町附近屋敷図（弘前）　　　　　	 KF290.3-8

　写　１枚　94 × 61

津軽一円図　　　　　　　　　　　	 KF290.3-9
　写　１舗　71 × 62　畳物

東山道陸奥州松前掌覧之図　　　　　　　	 KF290.3-10
　伊東祐周
　寛政 9（1797）写　１枚　41 × 82

日本名所尽横本　　　　　　　　　　　	 KF290.3-11
　刊　折本

万国一円図（全）　　　　　　　　　	 KF290.3-12
　写　１舗　畳物

万国一円図　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-13
　写　１舗　畳物

肥州長崎図　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-14
　大和屋板　享和元（1801）1 舗　畳物

陸奥国津軽郡之図　　　　　　　　　　	 ★ KF290.3-15
　写　１舗　154 × 148　畳物

陸奥国津軽弘前之図　　　　　　　　　	 ★ KF290.3-16
　伊東祐周
　写　１舗　100 × 84　畳物

松前蝦夷之図　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-17
　伊東祐綏
　寛政 11（1799）写　１枚　90 × 175

松前島之図　　　　　　　　　　　　　　	 KF290.3-18
　文久 2（1862）写（景往）１枚　美濃

松前箱館全図　　　　　　　　　　　　　　	KF290.3-19
　伊東祐綏
　寛政 10（1798）写　１枚　92 × 78

松前東蝦夷地浦川ヨリシャマニ迄ノ図　　	 KF290.3-20
　伊東祐綏
　寛政 11（1799）写　１枚　39 × 130

薬師山ヨリ見切之図　　　　　　　　　　　	KF290.3-21
　写　１枚　美濃
　註：箱館弁天崎附近

　　　　　　291　青森県

鶴下り居候場所　　　　　　　　　　　　　　	 KF291-1
　写　１枚　17 × 18
　註：何かの附箋か？

藩律稿　　　　　　　　　　　　　　　	 KF291-2
　写　１冊　半紙　仮和

　　　　　　299　県外紀行

蝦夷略説　林子平（友直）　　　　　　　　　	 KF299-1
　写　１冊　半紙　仮和

奇観録　桂川甫周（国瑞）　　　　　　　　　	 KF299-2
　写　１冊　半紙　和

旅日記　壱・弐　伊東廣之進（梅軒）　　	 ★ KF299-3
　弘化 2 〜 3（1845 〜 1846）写　２冊　横小
　註：西国廻遊記
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300　社会科学

　　　　　　302　政治　経済　社会　文化事情

国体略述　　　　　　　　　　　　　	 KF302-1
　写　1 冊　半紙　仮和
　註：九州諸藩の風俗、政治等のこと

　　　　　　304　論文　随筆雑記

薩藩西郷吉之助建白書　　　　　　　　	 KF304-1
　明治 4（1871）写　１冊　半紙　和

志記　毛内有右衛門　　　　　　　　	 KF304-2
　安政 3（1856）写　１冊　半紙　和

　　　　　　317　行政

位記　伊東隆宗　　　　　　　　　　	 KF317-1
　宮内大臣
　明治 38（1905）写（原本）1 枚　23 × 31
　註：敍従七位

位記　伊東隆宗　　　　　　　　　　　　　　	 KF317-2
　宮内大臣
　明治 37（1904）写（原本）１枚　23 × 31
　註：敍正八位

宮内省主馬寮辞令　伊東隆宗　　　　　　　　	 KF317-3
　宮内省主馬寮
　明治 36（1903）写　１枚　28 × 20
　註：主馬寮雇（月俸 18 円）

宮内省主馬寮辞令　伊東隆宗　　　　　　　　	 KF317-4
　宮内省主馬寮

　明治 39（1906）写　１枚　28 × 20
　註：月俸 20 円支給

宮内省主馬寮辞令　伊東隆宗　　　　　	 KF317-5
　宮内省主馬寮
　明治 36（1903）写　１枚　28 × 20
　註：新冠御料牧場在勤ヲ命ズ

勲記　伊東隆宗　　　　　　　　　　　	 KF317-6
　賞勲局総裁
　明治 39（1906）写　1 枚　23 × 31
　註：明治 37 〜 38 年戦役ノ功ニヨリ

新冠御料牧場辞令　伊東隆宗　　　　　	 KF317-7
　新冠御料牧場
　明治 36（1903）写　１枚　28 × 20
　註：育馬掛ヲ命ス

陸軍恩給請求書　青森県知事宛　　　　　　	 KF317-8
　伊東りん
　明治 24,39 〜 40（1891,1906 〜 1907）3 枚　半紙

　　　　　　322.5　武家法後期（藩政）

御中小姓勤方　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-1
　写　１帖　折本　和

御供勤方并諸事心得　伊東祐綏　　　	 KF322.5-2
　写　１冊　半紙　仮和

覚書　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-3
　宝暦 3（1753）写　１冊　半紙半　和
　註：古役より承伝、不時勤覚書（上・下）

覚（心得之事）　　　　　　　　　	 KF322.5-4

　写　１枚　美濃

勤格書　　　　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-5
　写　１帖　折本　和

勤格書　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-6
　写　１帖　折本　和
　註：御釿初之事ほか

組与力よりの願書送付につき　学校御目付中様宛
　山本三郎左衛門　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-7
　写　１通
　註：別紙不明

定　享保七年八月　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-8
　享保 7（1722）写　１通
　註：練武のため家中へ野打を奨励

書式覚　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-9
　写　１帖　折本　和

書通文　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF322.5-10
　写　１冊　半紙　和

諸願書付覚　伊東衛門八（祐綏）　　　　	 KF322.5-11
　安永 7（1778）写　１冊　半紙　和
　註：天保６年まで書き足しあり

諸法式　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF322.5-12
　写　１冊　半紙　仮和

同役御次第并御徒目付等宿付覚　　　　　	 KF322.5-13
　伊東祐矩
　写　１冊　半紙半　和
　註：後半に「御用番勤方覚　宝暦３年 12 月」とあり
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土佐守隠居嫡孫家督之儀願書　　　　　　	 KF322.5-14
　享保 16（1731）写　１通　29 × 41
　註：津軽土佐守信寿

申触書（質素倹約ニ付）野呂此母　　　	 KF322.5-15
　写　１通　半紙

　　　　　　324　民法　私法

伊東祐宗家族書上　伊東祐宗　　　　　　　	 KF324-1
　写　１枚　半紙

伊東祐宗死去証書（下書き）戸長　　　　　	 KF324-2
　明治 21（1888）写　１通　半紙

伊東三保寄留御届　伊東祐宗　　　　　　　　	 KF324-3
　写　１通　半紙

婚姻届　　　　　　　　　　　　　　　	 KF324-4
　明治 35（1902）写　1 通　半紙
　註：届出人　伊東武雄、柳井ナツ

死亡埋葬認許証　豊多摩郡大久保町長　　　	 KF324-5
　大正 8（1919）写　１枚　27 × 19
　註：死亡者　伊東武雄（大 8.1.13 亡）

借用証文　伊東祐宗　　　　　　　　　　　　	 KF324-6
　明治 16（1883）写　１枚　半紙

宅地建物売渡約定証　伊東りん　　　　　　　	 KF324-7
　大正 3（1914）写　１通　半紙

名標届出様式　　　　　　　　　　　　　　　	 KF324-8
　写　１枚　10 × 28

　　　　　　331　経済学　経済思想

記　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF331-1
　明治 19（1886）写　１枚　16 × 33
　註：利息金の支出内容の覚

　　　　　　338　金融　銀行

延期証　今泉文蔵宛　　　　　　	 KF338-1
　伊東祐宗
　明治 21（1888）1 枚　半紙半
　註：借金返済延期ニツキ

記（元金及び利息書上）　　　　　　　　　　	 KF338-2
　写　１枚　16 × 25

貯金利息の覚　　　　　　　　　　　　　　　KF338-3
　写　１枚　17 × 10
　註：付箋か

　　　　　　342　財政史事情

覚　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF342-1
　写　1 通
　註：家中四ツ物成之内、四分之一借用方ニ付云々

　　　　　　345　租税

家禄税受取証　伊東祐宗宛　　　　　	 KF345-1
　青森県参事
　明治 9（1876）写　１枚　18 × 16
　註：明治８年分

家禄税受取証　　　　　　　　　　　	 KF345-2
　青森県令

　明治 9（1876）写　１枚　17 × 16
　註：明治９年分

記（諸割賦金など）伊東祐宗宛　　　　　　	 KF345-3
　工藤源四郎
　明治 14（1881）写　１枚　12 × 26

口演　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF345-4
　斎藤
　明治 21（1888）写　１枚　24 × 16

諸納金小通帳　明治 14〜 16 年　　　　	 KF345-5
　明治14〜16（1881〜1883）写　1冊（4部合綴）半紙半
　註：品川町新町、伊東祐宗の通帳

諸割賦金上納通　伊東祐宗　　　　　　	 KF345-6
　明治14〜15（1881〜1882）写　1綴（2枚合）半紙半
　註：一町田村へ越石

新反別米・地価金・地租金の覚　　　	 KF345-7
　写　１枚　13 × 12

田反別収穫米・地価金・地租金計算書　　　	 KF345-8
　写　１枚
　註：鉛筆書き

地券税上納金通　伊東祐宗　　　　　	 KF345-9
　明治 14（1881）写　1 枚　半紙

　　　　　　370.9　往来物

日用字尽・当流躾方（全）　　　　　　　　	 KF370.9-1
　宝暦 10（1760）写　１冊　半紙半　和
　註：伊東小太郎の写か
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秀衡状　伊東小太郎写　　　　　　	 　　　KF370.9-2
　天明元（1781）写　１冊　半紙　和

　　　　　　372　教育史　事情

覚　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF372-1
　写　１通
　註：今度各儀学校武芸御用懸被仰付云々

覚　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF372-2
　写　1 通
　註：武芸之儀云々

覚　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF372-3
　写　１通
　註：学校兵学御用懸被仰付職掌之儀云々

覚（学校御建立之儀ニ付）　　　　　	 KF372-4
　写　1 通

覚（二男入学願之儀）伊東小太郎　	 KF372-5
　写　１通
　註：二男（十七郎）の学問所勤学願

開筵式図註　　　　　　　　　　	 KF372-6
　写　1 冊　半紙　仮和

於学校劔術并槍術見分ニ付　　　　　　	 KF372-7
　写　1 枚　半紙
　註：断片

武学規則　　　　　　　　　　　　　　	 KF372-8
　写　１冊　半紙　和

　　　　　　375　学習指導　教育課程（教科書）

地球星学　　　　　　　　　　　　	 KF375-1
　写　１冊　半紙　仮和
　註：地文学教科書の項目の写か

　　　　　　376　初等・中等教育

青森県畜産学校卒業証書　伊東隆宗　	 KF376-1
　青森県立畜産学校
　明治 34（1901）写（原本）１枚
　註：伊東隆宗　畜産科卒業（明 34）

青森県農学校修業証書及び褒状　伊東隆宗　	 KF376-2
　青森県農学校
　明治 31 〜 33（1898 〜 1900）写（原本）４枚
　註：伊東隆宗、獣医学科第1年生級長（明31）、同第
1年修業（明32）、同優等証（明32）、同第２年修業
（明33）

大成尋常小学校賞状　伊東祐政　　　　　	 KF376-3
　大成尋常小学校
　明治 27（1894）写（原本）１枚
　註：伊東祐政（二等賞）

大成尋常小学校修業証書及賞状　伊東祐政　	 KF376-4
　弘前市立大成尋常小学校
　明治 25,27（1892,1894）写（原本）２枚
　註：伊東祐政、第３学年の課程を修業（明 27）及賞状
　（明 25）

東奥義塾卒業証書及賞状　伊東はな　　　	 KF376-5
　東奥義塾
　明治 10 〜 13（1877 〜 1880）写（原本）７枚
　註：伊東はな、下等小学第五級卒業（明10）、同下等
小学第三級卒業（明11）、同下等小学第二級卒業（明
12）、同試業抜群ニ付賞状（明12）、同下等小学卒業

（明12）、同上等小学第六級卒業（明13）、同上等小
学第五級卒業（明13）

弘前高等小学校修業証書　伊東祐政　　　　　	 KF376-6
　弘前高等小学校
　明治 31（1898）写（原本）１枚　28 × 37
　註：伊東祐政第三学年ノ課程ヲ修業

弘前高等小学校成蹟表　明治 27年　　　　　	 KF376-7
　伊東隆宗
　明治 27（1894）写　１枚　半紙

弘前高等小学校卒業及修業証書　伊東隆宗　	 KF376-8
　弘前市立弘前高等小学校
　明治 25,27 〜 29（1892,1894 〜 1896）写　４枚
　註：伊東隆宗、高等小学科第一年修業（明25）、同第
二年修業（明27）、同第三年修業（明28）、同卒業
（明29）

第一尋常中学校修業証　伊東隆宗　　　　　　	 KF376-9
　青森県第一尋常中学校
　明治 30（1897）写　１枚　23 × 29
　註：伊東隆宗、第一年級修業（明 30）

蓬莱小学卒業証書　伊東武雄　　　　　　　	 KF376-10
　蓬莱小学
　明治 10 〜 13（1877 〜 1880）写　５枚
　註：伊東武雄、下等小学第八級卒業（明10）、同第七
級卒業（明11）、同第五級卒業（明12）、同尋常小学
第五級卒業（明13）同尋常小学第六級卒業（明13）

　　　　　　386　冠婚葬祭

金銭出納控　　　　　　　　　　　　	 KF386-1
　伊東
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　写　１通　半紙
　註：伊東隆宗氏死亡時の出納帳か（新冠御料牧場用紙使用）

目録　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF386-2
　写　１通
　内容：御多留、御盛名（但、金四百疋）

目録　　　　　　　　　　　　　　	 KF386-3
　明治 21（1888）写　１枚　美濃

　　　　　　387　礼儀作法　社交

阿部伊予守様ニテ両度御老中御招請之覚　　	 KF387-1
　写　１冊　半紙横長　和

於客呼用法ノ五字　　　　　　　　　	 　　　　KF387-2
　写　３通
　目次：（一）於客呼用法ノ五字（津軽将監、貞享２年）
（二）音信音物ヲ可致五事、（三）諸稽古修行之五事用
法（伊東祐従、明和６年）

　　　　　　390　国防　軍事

海防臆測（全）古賀伺庵（小太郎）　　　　	 KF390-1
　嘉永 3（1850）写　１冊　半紙　和

勅諭写　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF390-2
　明治 15（1882）1 冊　美濃　和
　註：軍人勅諭

　　　　　　392　軍事史事情

合印　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF392-1
　写　１枚　32 × 42
　註：大者家来半臂之紋、小者家来笠印

公儀御奉行高覧ノ会津家人数備立　文化五年	 KF392-2
　文化 5（1808）写　1 枚　美濃
　註：於松前福山（図なし）

御軍役（百石）　　　　　　　　　　	 KF392-3
　延宝 8（1680）写　1 通

出陣ノトキ着用并持参ノ覚　　　　　	 KF392-4
　写　1 冊　半紙横長　和

於箱館表仙台公御人数備立之図　	 KF392-5
　文化 5（1808）写　１枚　半紙

非常御備　　　　　　　　　　　	 KF392-6
　嘉永 2（1849）写　１冊　半紙　和
　内容：法度、法令、行軍、船押、営法

母衣雛形・旗　　　　　　　　　　	 KF392-7
　写　2 枚（母衣雛形１枚、旗 1 枚）

脇楯雛形　　　　　　　　　　　	 KF392?8
　写　1 枚

　　　　　　393　戦争　戦略　戦術（戦史　戦記）

愛国婦人会特別会員証（明治 38年）伊東りん　	KF393-1
　明治 38（1905）写　１枚　22 × 30

　　　　　　395　軍需品

箙之図　　　　　　　　　　　　　	 KF395-1
　写　１巻

楠正成所持両器　　　　　　　　　	 KF395-2
　写　１枚　80 × 28

　註：団扇と采幣（摂州湊川）

御当家軍役相験　伊東祐明　　　　	 KF395-3,4
　写　２冊　美濃半　和

御当家軍役相験仕立之法　伊東祐従　　	 KF395-5
　明和 9（1772）写　１冊　14 × 21　和
　註：祐従は後の祐綏

御当家御軍役旗差押之図　伊東祐周　　	 KF395-6
　写　１冊　半紙半　和

差物出之図　伊東衛門八　　　　　　	 KF395-7
　写　１通　美濃

差物出之図　伊東衛門八　　　　　　　	 KF395-8
　寛政 8（1796）写　１通　美濃
　註：寛政八年御目付江出

差物出之図　伊東衛門八　　　　　　　　	 KF395-9
　元禄 14（1701）写　１通　美濃

陣羽織型紙　　　　　　　　　　　　　	 KF395-10
　写　1 枚

　　　　　　396　陸軍

一年志願兵終末試験及第証　伊東隆宗　　　	 KF396-1
　第八師団獣医部長
　明治 35（1902）写　１枚　24 × 31

一年志願兵入営延期証書　伊東祐義　　　　	 KF396-2
　麻布聯隊区司令官
　大正 12（1923）写　１枚　22 × 16
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一年志願兵認定証書　伊藤（東）隆宗　　　	 KF396-3
　第八師団長
　明治 34（1901）写　１枚　27 × 19

感謝状　伊東隆宗　　　　　　　　　　　　　	 KF396-4
　静内郡東部凱旋歓迎会
　明治 39（1906）写　１枚　26 × 37
　註：明治 37 〜 8 年役ノ偉功ニ付

帰郷届（下書）伊東隆宗　　　　　　　　　	 KF396-5
　明治 39（1906）写　１枚　半紙

寄附金の覚　　　　　　　　　　　　　　　	 KF396-6
　写　１綴（12 枚）半紙
　註：歩兵第五聯隊関係の寄附金か

給与概則第二章抜抄　　　　　　　　　　	 KF396-7
　写　１枚　半紙

軍装品購入ニツキ覚　伊東祐宗　　　　　　　	 KF396-8
　明治 20（1887）写　１通　半紙

軍隊行軍方法　　　　　　　　　　　　　　　	 KF396-9
　写　１冊　8 × 10　仮和

軍隊操練・演習・訓練方法　　　　　　　　	 KF396-10
　写　１冊　美濃　仮和

考案　柴田忠雄　　　　　　　　　　　　　　	KF396-11
　明治 19（1886）写　１冊　半紙　仮和
　内容：将校集会所ト偕行社ヲ両立セシムル事

御沙汰書及勲章従軍記章送付ニツイテ	 KF396-12
　伊東隆宗宛
　弘前聯隊区司令部

　明治 40（1907）写　１通

祭日休暇下賜度儀ニ付願　伊東祐宗　　　　	 KF396-13
　明治 17（1884）写　１枚　半紙
　註：歩兵第５聯隊第３大隊長宛

祭日休暇ノ儀ニ付願　伊東祐宗　　　　　　	 KF396-14
　明治 18（1885）写　１枚　半紙
　註：歩兵第５聯隊第３大隊長宛

始末書　桑村辰太郎　　　　　　　　　　　　	KF396-15
　明治 19（1886）写　１冊　半紙　仮和
　註：不届ニテ営所ヲ離レタル事ニヨル始末書

出張命令書　伊東隆宗宛　　　　　　　　　	 KF396-16
　留守第八師団司令部
　明治 37（1904）写　１枚　半紙半
　註：軍馬購入ノタメ岩手県下へ

酒保通　明治 19年４月　　　　　　　　　　	KF396-17
　伊東
　明治 19（1886）写　１冊　11 × 14

酒保通　明治 20年１月　　　　　　　　　　	KF396-18
　伊東
　明治 20（1887）写　１冊　11 × 14　和

受領証綴　伊東祐宗宛　　　　　　　　　	 KF396-19
　柴田忠雄
　明治 20（1887）写　１綴（3 枚）半紙
　内容：軍服の月賦金受領証

将校名簿（伊東祐宗）　　　　　　　　　　	 KF396-20
　仙台鎮台
　〔明治〕写　１枚　34 × 49

将校免黜條例　右大臣　　　　　　　　　　	 KF396-21
　明治 10（1877）陸軍省　１冊　半紙　仮和

送金依頼証（下書）伊東祐宗　　　　　　	 KF396-22
　明治 20（1887）写　１枚　半紙

送別ニ際シテノ謝礼状　伊東祐宗　　　　　	 KF396-23
　〔明治〕１通
　註：第３大隊将校各位宛

鎮台営所之図　　　　　　　　　　　　　　　	KF396-24
　写　１枚　64 × 100

内閣辞令　伊東隆宗　　　　　　　　　　　	 KF396-25
　内閣総理大臣
　明治37・38（1904・1905）写（原本）２枚　23×31
　註：任陸軍三等獣医　伊東隆宗（明37）任陸軍二等獣
医　伊東隆宗（明38）

中村送別入費并名簿　　　　　　　　　　　	 KF396-26
　写　１冊　半紙　仮和
　註：歩兵第五聯隊

日露戦争将校書上　　　　　　　　　　　　	 KF396-27
　写　１冊　半紙　仮和

人寄留届（下書き）伊東隆宗　　　　　　　	 KF396-28
　明治 39（1906）写　１枚　半紙
　註：第七師団長宛

抜擢名簿　東京鎮台　　　　　　　　　　　	 KF396-29
　明治 11（1878）写　１枚　半紙
　註：歩兵軍曹本郷武道の分

俸給受領之委任　伊東祐宗　　　　　　　　	 KF396-30
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　明治 20（1887）写　１冊　仮和
　註 :「送金依頼証」も添付あり

歩兵大尉伊東祐宗死亡ニツキ俸給返納ノ件　	 KF396-31
　仙台陸軍司契部
　明治 21（1888）写　１枚　半紙

野外行軍所持品の覚　　　　　　　　　　　　	KF396-32
　写　１枚　半紙

陸軍省辞令　伊東隆宗　　　　　　　　　　	 KF396-33
　陸軍省
　明治 37（1904）写（原本）１枚　28 × 21
　註：後備歩兵第８旅団司令部付被仰付

陸軍省辞令（明治 38年）伊東隆宗　　　　　	KF396-34
　明治 38（1905）写　１枚　20 × 28
　註：歩兵第２旅団司令部附被仰付

　　　　　　397　海軍

工廠庁舎ノ庭前ニ建設シタル記念碑撰文　　	 KF397-1
　黒井悌次郎
　大正 4（1915）刊　１枚　美濃
　註：横須賀海軍船廠創立ノ由来

　　　　　　399　古代兵法（軍学）

足軽備変法　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-1
　写　１冊　半紙　仮和

馬出分間図　伊東祐綏　　　　　　　　　　　	 KF399-2
　写　１枚　23 × 27

大星伝　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-3

　写　１通　半紙

大星伝　武家極相伝（全）　　　　　　　　　	 KF399-4
　津軽多膳（貞栄）
　写　１冊　半紙横長　和
　内容：山本勘助晴幸兵法大星目録

御講物聞覚書　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-5
　写　１袋（7 枚入）

角馬出之図・丸馬出之図（分限・間積）　　	 KF399-6
　写　１封（2 枚入）

格致要録（用法）乾　　　　　　　　　　　	 KF399-7
　写　１冊　21 × 14　和

箇条伝書　伊東祐綏　　　　　　　　　　　　	 KF399-8
　寛政 7（1795）写　１冊　美濃　和
　内容：武教全書之内

九段座備働図　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-9
　写　１通　17 × 46

軍用揉烏帽子伝　　　　　　　　　　　	 KF399-10
　写　１袋（3 通）和
　内容：切紙　伝解　図式

剱配切紙目録　伊東祐従宛　　　　　　　　	 KF399-11
　貴田親建
　明和 4（1767）写　１通　和

行軍図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-12
　写　1 軸

行軍之図　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF399-13

　安永 2（1773）写　１通　24 × 192

五行座備方円五色絵図　　　　　　　　　　	 KF399-14
　寛政 3（1791）写　１枚　76 × 28

国土分制伝　貴田親豊　　　　　　　　　　	 KF399-15
　写　１冊　半紙　和
　註：貴田親豊は津軽藩兵学師範

国土分制伝　貴田親豊　　　　　　　　　　	 KF399-16
　宝暦 13（1763）写　１冊　半紙　和

御講釈秘史　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-17
　写　１冊　半紙横　和

五拾騎一備人数積　　　　　　　　　　　　	 KF399-18
　写　１通　13 × 108

五十騎小備之図　　　　　　　　　　　　　	 KF399-19
　写　１封（2 枚入）
　内容：①「分限」安永 2（1773）黒石居仲
　　　　②「間積」乳井長恵（写）

五十騎四行（分限）伊東彦三郎　　　　　　	 KF399-20
　写　１封（5 枚入）半紙

釆幣伝　伊東祐綏　　　　　　　　　　　　　	KF399-21
　寛政 7（1795）写　１冊　美濃　和

釆幣振様之事　　　　　　　　　　　　　　　	KF399-22
　安永 3（1774）写　１冊　横長　和

釆幣振様之事　　　　　　　　　　　　　　　	KF399-23
　寛政 6（1794）写　半紙半　和
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三重相伝図式　伊東衛門八　　　　　　　　	 KF399-24
　寛政元（1789）写　１枚　37 × 50

三重六物伝解　　　　　　　　　　　　　	 KF399-25
　写　１冊　半紙　和

七書目録　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-26
　写　１帖　折本　13 × 8

至宝　下　　　　　　　　　　　　　	 KF399-27
　写　１冊　21 × 14　和
　註：武教全書註解

諸説秘訣口受手録　　　　　　　　　　　　	 KF399-28
　写　１冊　半紙横長　和

真丸馬出土居敷之図　　　　　　　　　	 KF399-29
　写　１枚　51 × 86

神武秘伝　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-30
　写　１通
　内容：着具之事相、ほか

神武秘伝聞書　　　　　　　　　　　　	 KF399-31
　写　１冊　半紙横　和

斥候（上・中・下）全　　　　　　　　　　	 KF399-32
　写　１冊　半紙　仮和

全書解艸稿　伊東祐綏　　　　　　　　　　	 KF399-33
　写　１冊　半紙　仮和

戦法（武教全書ヨリ）　　　　　　　　　　	 KF399-34
　写（伊東祐綏）１冊　半紙　和
　註：貴田家代々家蔵「極意相伝」

備立之図　伊東祐周　　　　　　　　　　　	 KF399-35
　寛政 5（1793）写　１枚　90 × 60

備立之図　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF399-36
　写　１枚　36 × 70
　註：一部分欠落

備立之図　津軽玄蕃（信寛）　　　　　　　	 KF399-37
　写　１枚　43 × 37

備立之法　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF399-38
　写　１冊　美濃　仮和

月取　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-39
　写　１枚　18 × 20
　註：兵源秘伝之巻

破軍星之図説　　　　　　　　　　　　	 KF399-40
　明和元（1764）写　１通

微妙至善　上・下　　　　　　　　	 KF399-41
　写　１冊　14 × 21　和
　註：兵法雄鑑　53 〜 54 の巻

百戦要抄　全部　　　　　　　　	 KF399-42
　写　１冊　半紙　仮和

〔大石良雄墨跡〕武教全書高覧年月記　　	 ★ KF399-43
　写　１通　折紙
　註：歴代藩主の御高覧年月日

〔大石良雄墨跡〕武教全書差上候返書入　	 ★ KF399-44
　写　３通
　註：備高覧相済候文書

讃大石良雄記（全）山本紫錦子述　　　　	 ★ KF399-45
　延享 2（1745）写　１冊　半紙　和
　註：大石良雄の「武教全書」の附録として

武教全書　５巻　山鹿素行（高祐）　	 ★ KF399-46 〜 53
　写（大石良雄）８冊　半紙　和
　註：伊東祐明、於大坂求之

武教全書　２の巻　　　　　　　　　　　　	 KF399-54
　写　１冊　半紙　和

武教全書解　2　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-55
　写　１冊　半紙　和

武教全書ケ条伝目録　伊東主税宛　　　　　	 KF399-56
　貴田親建
　明和 5（1768）写　１通

武教問答　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-57
　写　１冊　半紙　仮和

兵学書付　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-58
　写　１枚　半紙
　内容：兵学質問ニ対スル答弁

兵機全集（上・中・下）　　　　　　　　　	 KF399-59
　写　１冊　16 × 23　和

兵法御相伝覚書　　　　　　　　　　　　　　	KF399-60
　写　１冊　半紙半　仮和
　註：大瀬実貫師口授

兵法書抜書　　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-61
　写　１冊　半紙　仮和
　註：抜書断片か
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兵法雄鑑（巻 1〜 52）　　　　　　　　　　	 KF399-62
　写　１冊　16 × 18　和

兵用二十八宿　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-63
　写　１枚　20 × 42

兵用二十八宿　　　　　　　　　　	 KF399-64
　写　１枚　半紙

者頭武功覚書　　　　　　　　　　　　　　	 KF399-65
　写　１冊　半紙　仮和

（山鹿氏・貴田氏）兵法伝来系譜　　　　　	 KF399-66
　写　１冊　折本
　註：裏面に「甲冑武功］

山鹿流兵学着具太刀打組打之事　　　　　　	 KF399-67
　伊東小太郎（祐周）
　寛政 2（1790）写　１冊　半紙半　和

雄備集口伝書　　　　　　　　　　　　　	 KF399-68
　宝永 2（1705）写　１冊　半紙半

余談図解艸（草）稿　伊東祐綏　　　　　　	 KF399-69
　写　１封　美濃

老談書　巻 1〜 2　　　　　　　　　　　　　	KF399-70
　慶安 2（1649）写　１冊　半紙　和

六拾騎行列　　　　　　　　　　　　	 KF399-71
　写　１軸

城築極意并戦法之大事　　　　　　　　　　	 KF399-72
　寛政元（1789）写　１軸　巻子　小
　註：貴田孫太夫（親建）─伊東衛門八

山本勘助晴幸兵法大星目録　　　　　　　　	 KF399-73
　寛政元（1789）写　１軸　巻子　小
　註：貴田孫太夫（親建）─伊東衛門八へ

400　自然科学

　　　　　　419　和算　中国算法

応分志　上　乳井貢　　　　　　　　　　　	 KF419-1
　写（伊東祐玄）１冊　半紙　仮和

九章門掃除術　全　　　　　　　　　　　　	 KF419-2
　安政 5（1858）写　１冊　半紙　和
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500　工学

　　　　　　526　各種の建築

弘前城本丸御殿之図　　　　　　　　　　　	★ KF526-1
　写　１舗　80 × 140
　註：本丸御殿間取図

屋敷城之図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF526-2
　写　１枚　美濃

屋敷間取図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF526-3
　写　1 枚　66 × 72

　　　　　　527　住宅

家作注文図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF527-1
　写　1 枚　46 × 35

間取図　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　KF527-2
　写　１枚　半紙

屋敷間取図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF527-3
　写　１枚　美濃

　　　　　　558　航海学

津軽海峡航海図　　　　　　　　　　　　　　	 KF558-1
　刊　１枚　46 × 58
　註：「松前城下問屋張江太次兵衛」と記入ある木版刷

津軽海峡航海図　伊東祐綏写　　　　　　　　	 KF558-2
　写　1 枚　56 × 60
　註：「松前福山問屋張江太次兵衛」と記入あり、前記航
　海図木板の写

津軽海峡航海図　　　　　　　　　　　　　　	 KF558-3
　写　１枚　50 × 55
　註：「松前城下問屋張江太次兵衛」木板の写

津軽海峡図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF558-4
　写　１枚　49 × 55

津軽海峡図　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF558-5
　写　１枚　49 × 41

　　　　　　559　兵器　軍事工学（築城）

宇和野桜林ニテ連城炮打場之図　　　	 KF559-1
　写　１枚　120 × 35

雲行子百城築之写　伊東祐従　　　　	 KF559-2
　　明和 4（1767）写　１冊　半紙　和
　　註：伊東祐従は後に祐綏となる

大筒打場所之図　　　　　　　　　　　　　　	 KF559-3
　写　１枚　49 × 34

曲尺詮議　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF559-4
　写　１冊　半紙　和

城築・城取縄張図　壱　　　　　　　　　　　	 KF559-5
　写　１袋（20 枚）

城築・城取縄張図　弐　　　　　　　　　　　	 KF559-6
　写　１袋（21 枚）

都城之説　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF559-7
　写　１冊　半紙　仮和

山城砂形図　伊東小太郎　　　　　　　　　　	 KF559-8

　写　１袋（12 枚）
　註：百取之内 10 枚と下絵２枚

雄鑑城築曲尺（全）　　　　　　　　　　　　	 KF559-9
　写　１冊　半紙半　和
　註：兵法雄鑑城築極意九ケ条（信政公御講談）

　　　　　　　　　　　×　×　×

城築諸書抜書（完）　　　　　　　　　　	 KF559.9-1
　伊東小太郎、後藤多宮
　寛政 7（1795）写　１冊　美濃　和

城築辯諸説　伊東小太郎、後藤多宮　　　　	 KF559.9-2
　寛政 7（1795）写　１冊　美濃　和
　註：石垣武功ヨリ末マデ

　　　　　　590　家事（家政学）

婦人宝典　巻１・２・３・４・５　　　　　	 KF590-1
　大日本女学会編
　東京　吉川弘文館　大正 5（1916）訂正　再版　５冊
　半紙　和

　　　　　　591　家庭経済

受取書　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF591-1
　越後屋
　写　１枚　16 × 16

請払帳　明治 13年　伊東祐宗　　　　　　　	 KF591-2
　明治 13（1880）写　半紙横長

請払帳の写　伊東祐宗　　　　　　　　　　　	 KF591-3
　明治 13（1880）写　１冊　半紙横長



伊 東 家 文 書 目 録

20

記（田方売渡代金のうち）　　　　	 KF591-4
　写　１枚　半紙

記（宿料ニツキ）永井養父太郎　　　	 KF591-5
　写　1 枚　16 × 17
　註：永井養父太郎は津軽弘前本町商人定宿旅館の主

心元長（金銭出納帳）伊東りん　　　	 KF591-6
　写　1 冊　半紙半

借用証文　伊東祐宗宛　　　　　　　　	 KF591-7
　多田昌興
　明治 13 〜 15（1880 〜 1882）写　1 綴（3 枚）半紙

証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF591-8
　写　1 枚　17 × 20

予金の覚　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF591-9
　写　1 通　16 × 42

　　　　　　597　住居　家具調度

〔弘前市〕品川町三十七番地建物手入おぼえ　	 KF597-1
　伊東　　　　　　　　　　　　　　（下書）
　写　1 冊　半紙半

　　　　　　599　育児

（絵入）子供育草　下　　　　　　　　　	 KF599-1
　村田文夫訳述
　東京　稲田左兵衛　明治 6（1873）1 冊　半紙　和
　註：原書はゲッセル（アメリカ）著

600　産業

　　　　　　611　農業経済

小作人証文（下書）伊東祐宗宛　　　　　　	 KF611-1
　小林舛之助
　明治 13（1880）写　美濃　仮和

　　　　　　611.2　土地制度　小作問題

永代相渡申田地之事　　　　　　　　　　　	 KF611.2-1
　元文 3（1738）写　1 枚　28 × 48

小作米受取帳　　　　　　　　　　　　　　	 KF611.2-2
　写　２枚　半紙
　註：断片

小作米・小作反別書上　　　　　　　　　	 KF611.2-3
　写　1 枚　半紙

地方秘書　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF611.2-4
　写　１冊　半紙　仮和
　註：後半に「検地之事（乳井貢）」あり

田方出作証文之事　　　　　　　　　　　　	 KF611.2-5
　明治 4（1871）写　１通　25 × 71

長瀬堰普請割当書　　　　　　　　　　　　	 KF611.2-6
　一町田村戸長役場
　明治 14（1881）写　1 枚　12 × 22

向外瀬村抱地反別写　　　　　　　　　　　	 KF611.2-7
　天明 6（1786）写　１冊　半紙
　註：佐五左衛門、惣四郎、久助、彦十郎

小作証文之事　明治 11年　伊東祐宗宛　　	 KF611.2-8
　工藤源四郎
　明治 11（1878）写　１枚

　　　　　　612　農業史事情

演説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KF612-1
　写　1 通
　註：廻郷の節昼泊所ニテ庄屋共へ申付ノ覚

　　　　　　641　畜産経済　経営

新冠御料牧場支出帳　　　　　　　　　　　　KF641-1
　写　1 枚　半紙

　　　　　　689　観光事業

絵はがき　　　　　　　　　　　　　　　　　KF689-1
　写　４枚
　註：第２回愛国婦人会総会記念（明治 45 年６月）
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700　芸術

　　　　　　721　日本画

御手本　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF721-1
　万延元（1860）写　１帳　美濃　和

　　　　　　728　書道

千早帖（千蔭翁真筆）　　　　　　　　　　　	 KF728-1
　加藤千蔭著
　東京　西東書房　昭和２　折本　23 × 9

勉斎先生御手本	 KF728-2
　元治元（1864）写　１帖　折本　　　　　　

　　　　　　739　篆刻　印譜

三余余間　竹内子盈（升）篆　　　　　　　　	 KF739-1
　安永 8（1779）写　１冊　27 × 17　半紙
　註：竹内子盈は竹内衛士（軌当）の事

　　　　　　756　金工芸

春日社所蔵源頼朝卿甲冑之図　　　　　　	 KF756-1
　毛内茂幹
　寛政 6（1794）写　１軸　和
　註：比良野貞彦の頼みにより写す

明珍家伝書（全）　　　　　　　　　　	 KF756-2
　天明 8（1788）写（伊東祐綏）１冊　美濃　和
　註：明珍家伝稜威武徳録

明珍家代数調　　　　　　　　　　	 KF756-3
　写　１冊　半紙　仮和

　註：「具足［虫食］利書　全」とあり

鎧名所秘流　伊東祐綏　　　　　　　　　　　	 KF756-4
　写　1 冊　美濃横　和

　　　　　　768　邦楽

謡曲本（烏帽子打、浮舟、項羽）　　　　　	 KF768-1
　写　1 冊　18 × 13　和

　　　　　　789　武道

一刀流兵法目録註解　伊東祐綏　　　　　　　	 KF789-1
　明和 4（1767）写　１冊　14 × 20　和

一刀流兵法目録手鑑　伊東祐綏　　　　　　	 KF789-2
　明和 4（1767）写　１冊　10 × 14　和

劔配之伝書　伊東衛門八（祐矩）　　　　　	 KF789-3
　宝暦 7（1757）写　1 冊　半紙　和

尽心流十文字相手直槍之書　　　　　　　　　	 KF789-4
　山姓川流子編
　元禄 2（1689）写　1 冊　半紙半　横長

尽心流槍源道極意之巻（全）　　　　　　　　	 KF789-5
　山本三良左衛門（安秀）
　宝暦 2（1752）写　１帖　折本　和
　註：伊東衛門八宛

進　伊東虎一宛　　　　　　　　　　　	 　KF789-6
　写　１通
　内容：剣術（弐巻書・三巻書）目録

新影治源流早縄口伝仕形之巻　　　	 　　KF789-7

　赤石直之助
　寛政 5（1793）写　１冊　半紙半　和
　註：伊東小太郎宛

清浄霊剱　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF789-8
　明和 5（1768）写　１冊　半紙　和

鎗解別伝之弁書　　　　　　　　　　　　　　	 KF789-9
　写　１枚　半紙

鎗術秘伝印可下書　　　　　　　　　　　　　	KF789-10
　宮下離弓（忠雄）
　享保 5（1720）写　１冊　半紙　和

太刀之極意　　　　　　　　　　　　　　　　	KF789-11
　写　１冊　半紙　仮和

直鎗書（全）　　　　　　　　　　　　　　　	 KF789-12
　山姓川流子編
　元禄 2（1689）写　１冊　美濃半　和
　註：「尽心流十文字相手直鎗之書」

天狗芸術論（全）　　　　　　　　　　　　	 KF789-13
　明和 3（1766）写（伊東祐従）１冊　半紙　和
　註：伊東祐従は後に祐綏となる

伝授　伊東虎一宛　　　　　　　　　　　	 KF789-14
　写　１通　16 × 12
　註：当田流剣術初巻伝授（伝授書なし）

日本弓道大系図（全）　　　　　　　　　　	 KF789-15
　1 冊　半紙　和

八條流馬書（全）　　　　　　　　　　　　	 KF789-16
　木立藤右衛門
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　享保 14（1729）写　１冊　半紙　和
　註：伊東彦三郎宛

八條流百手綱聞書（全）　　　　　　　　　	 KF789-17
　伊東祐矩
　享保 12（1727）写　１冊　半紙半　和

日置流弓射方之巻序　　　　　　　　　　　	 KF789-18
　写　１枚　20 × 44

百手綱（全）　　　　　　　　　　　　　　	 KF789-19
　木立藤右衛門
　享保 13（1728）写　１冊　美濃　和
　註：伊東彦三郎宛

武家心得の秘歌　　　　　　　　　　　　　	 KF789-20
　写　１枚　半紙

卜伝流剣術目録序　　　　　　　　　　　　	 KF789-21
　寛保 2（1742）写　１軸　巻子　小
　註：田中武平─（略）─小山次郎大夫─山形市十郎

〔尽心流鎗術〕免許之印章集勝記　　	 KF789-22
　伊東衛門八宛　山本安秀
　延享 2（1745）写　１通
　註：尽心流鎗術源道極意

　　　　　　　×　×　×　×　×

清浄霊劔之大事　　　　　　　　　　　　　　	KF789-30
　宝暦 14（1764）写　１軸　巻子　小
　註：山田金弥（広兼）─伊東主税

三重六物伝　　　　　　　　　　　　　　　　	KF789-24
　寛政 4（1792）写　１軸　巻子　小

　註：貴田孫太夫（邦定）─伊東衛門八

尽心流段之鎗　２の巻　３の巻　　　	 KF789-26,27
　延享 2（1745）写　２軸　巻子　小
　註：山本良左衛門尉（安秀）─伊東衛門八

尽心流十文字鎗解別伝　　　　　　　　	 KF789-25
　延享 2（1745）写　１軸　巻子　小
　註：山本三良左衛門（安秀）─伊東衛門八

尽心流鎗之書　自序・１の巻　　　　	 KF789-28
　延享 2（1745）写　１軸　巻子　小
　註：山本三良左衛門（安秀）─伊東衛門八

日置流許之巻　　　　　　　　　　　	 KF789-36
　元禄 11（1698）写　１軸　巻子　小
　註：加藤新右衛門（定房）─伊東衛門八

日置流印可之巻　　　　　　　　　　	 KF789-35
　元禄 13（1700）写　１軸　巻子　小
　註：加藤新右衛門（定房）一伊東衛門八

一刀流兵法之目録　　　　　　　　　	 KF789-23
　明和 4（1767）写　1 軸　巻子　小
　註：伊東一刀（景久）─小野次郎右衛門（忠明）─
（略）─山田金弥─伊東主税

卜伝流剣術目録序　　　　　　　　　　　　	 KF789-37
　寛政 6（1794）写　１軸　巻子　小
　註：（卜伝16伝）田中武平─中村次太夫─（略）─小
山次郎太夫─伊東小太郎

卜伝流剣術目録追加　　　　　　　　　　　	 KF789-38
　寛政 6（1794）写　１軸　巻子　小
　註：棟方十左衛門─（略）─小山次郎太夫─伊東小太郎

当田流太刀目録　　　　　　　　　　	 KF789-31
　天保 4（1833）写　１軸　巻子　小
　註：当田清源─浅利伊兵衛（略）─山崎勘一郎（顕
　広）─伊東勝之助

当田流太刀裏目録　　　　　　　　　	 KF789-32
　天保 2（1831）写　１軸　巻子　小
　註：当田清源─（略）─浅利伊兵衛─山崎半蔵（久顕）
─伊東勝之助

当田流太刀表目録　　　　　　　　	 KF789-33
　文政 6（1823）写　1 軸　巻子　小
　註：当田清源─（略）─浅利伊兵衛─山崎半蔵─伊東乙
朔

本覚克己流和　表取組八　　　　　　　　　	 KF789-39
　文政 4（1821）写　1 軸　巻子　小
　註：工藤弥五左衛門─戸田与左衛門─山崎半蔵─伊東乙
朔

縄一流之秘術　　　　　　　　　　	 KF789-34
　寛政 5（1793）写　1 軸　巻子　小
　註：清野勝右衛門─（略）一赤石直之助─伊東小太郎

新影治源流　　　　　　　　　　　　　	 KF789-29
　寛政 5（1793）写　1 軸　巻子　小
　註：橘内膳正（家久）─添田伝九郎─赤石直之助─伊東
小太郎

　　　　　　791　茶道

箪笥濃茶手前（全）　　　　　　　　　　　	 KF791-1
　享保 5（1720）写　１冊　半紙　和

　　　　　　792　香道
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源氏香之記　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF792-1
　写　１枚　半紙
　註：仲呂八日於藤花亭開香席（香元貞昌）

　　　　　　795　囲碁

兵法秘伝　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF795-1
　写　１帖　半紙　仮和
　註：囲碁の実戦軌範

　　　　　　796　将棋

象基亀鑑（全）山崎勾当　　　　　　　　　	 KF796-1
　天明 6（1786）写（伊東小太郎）１冊　半紙　和

800　語学

　　　　　　816　作文

作文　１・3　　　　　　　　　　　　　　　　	KF816-1
　写　２枚　22 × 34
　内容：中学校卒業後ノ所感、ほか

帝国文証大全　下　原田道義編　　　　　　　	 KF816-2
　東京　水野慶次郎　明治 11（1878）1 冊　和

900　文学

　　　　　　910　日本文学

和朝諸書抜萃　木瓜菴主　　　　　　	 KF910-1
　天保 3（1832）写　1 冊　半紙　和
　註：木瓜菴主は伊東勝之助（祐友）か

　　　　　　911　詩歌

和漢年代歌　松江廬玄淳撰　　　	 ★ KF911-1
　弘前　稽古館　文化 10（1813）木活　１冊　半紙　和
　註：松江は鈴木玄淳の号

　　　　　　911.1　和歌

伊東祐宗君への送別の歌　　　　　	 KF911.1-1
　写　１枚　32 × 46

伊東祐之君へ餞別の歌　猪股茂水（久吉）　	 KF911.1-2
　写　１枚　21 × 41

視吾堂霊社塔沢道記　伊東祐明写　　　	 KF911.1-3
　宝永 8（1711）写　１冊　美濃　和

釈教題林集　巻５　釈浄恵編　　　	 KF911.1-4
　元禄８（1695）刊　１冊　半紙　和

祐明歌稿　伊東祐明　　　　　　　　	 KF911.1-5
　写　１冊　折紙

贈歌（伊東大尉大人へ）下沢保躬　　	 KF911.1-6
　写　１枚　20 × 9

追悼の歌　蘭帒　　　　　　　　　　　	 KF911.1-7
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　写　１通　半紙

東京滞在のわが子をよめる歌　伊東りん　	 KF911.1-8
　写　１枚　36 × 50

山田彦兵衛之歌　伊東彦三郎殿江　　	 KF911.1-9
　山田彦兵衛（久寿）
　正徳 2（1712）写　１枚　折紙

和歌詠草　　　　　　　　　　　　　	 KF911.1-10
　写　１巻　15cm

和歌相伝書及歌稿　　　　　　　　　	 KF911.1-11
　写　３通

和歌断片　　　　　　　　　　　　　	 KF911.1-12
　写　４枚

和歌八首　　　　　　　　　　　　　	 KF911.1-13
　延宝 7（1679）写　1 枚　31 × 43

　　　　　　911.3　俳諧

一轂先生の四女御誕生を賀し奉る　　　　　	 KF911.3-1
　水魚庵句仏
　写　１枚　半紙
　註：一轂先生は伊東梅軒（祐之）　水魚庵は三谷句仏

合浦遊魚集　福岡可松編　　　　　　　　　	 KF911.3-2
　弘前　竹谷慶介　嘉永元（1848）序　１冊　半紙　和

〔続〕三疋猿（全）建部涼袋（綾足）編　	 KF911.3-3
　寛延元（1748）写　１冊　半紙　和

春興摺〔福島〕晃山画　　　　　　　　　　	 KF911.3-4

　弘前　竹谷慶介　文久 2（1862）1 枚
　20 × 51
　註：天山、椿園、素然　等の句

春興摺〔松山〕雲章画　　　　　　　　　	 KF911.3-5
　弘前　竹谷慶介　文久元（1861）1 枚　20 × 26
　註：革命年（辛酉の年）、子来、水魚　等の句

住よし宮　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF911.3-6
　写　１冊　半紙　仮和

津軽名所旧跡并寺社土産番付　　　　　　　	 KF911.3-7
　（弘前）刊　１枚　33 × 24

十還里　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF911.3-8
　写　１冊　半紙　和
　註：「山本氏初賀」友山、呉江、等の句

俳諧蕉門皆授剪紙　伊東氏巴章大宛　　	 ★ KF911.3-9
　合歓翁
　安永 9（1780）写　１枚　20 × 52
　註：（状箱入）

俳句稿　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF911.3-10
　写　１冊　美濃　和

奉納神明宮穐季発句抜萃〔紅洞選〕　　	 KF911.3-11
　寛政 5（1793）写　１冊　半紙　和

発句集　　　　　　　　　　　　　　　　　	KF911.3-12
　文化 2（1805）写　１冊　半紙　和
　註：卜古、白珂、桃二、等の句

木瓜庵句稿　　　　　　　　　　　　　　　	KF911.3-13
　木瓜庵（伊東氏）

　写　１冊　半紙　和

風姿紀文　前編　竹径蜷局述　　　　　　	 KF911.3-14
　江戸〔藤木久市〕宝暦 3（1753）半紙　和

　　　　　　911.4　雑俳　川柳

永坊吟句集　永坊　　　　　　　　　　　　	KF911.4- １
　写　１冊　半紙

雑俳集　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF911.4-2
　写　１冊　22cm　和
　註：素丸別号「八十一翁　道耳」の名あり

　　　　　　913.5　近世小説

武道白石英（巻 7〜 15）　　　　　　　　　	 KF913.5-1
　写　１冊　半紙　和

　　　　　　917　風刺　滑稽

絵本見立百花鳥　　　　　　　　　　　	 KF917-1
　江戸　万屋彦八　宝暦 5（1755）1 冊　和

　　　　　　919　日本漢詩文

伊東梅軒先生西遊詩稿　　　　　　　　　　　	 KF919-1
　中村範輯録
　大正 4（1915）写　１冊　25cm　和

大馬（間）越八景序并詩　　　　　　　　　　	 KF919-2
　写　１冊　半紙
　註：大馬越は（現）岩崎村大間越のこと

漢詩　　　　　　　　　　　　　　　　　	 KF919-3
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　写　１冊　半紙　仮和

漢詩稿　　　　　　　　　　　　	 KF919-4
　写　１冊　半紙半　仮和

漢詩稿　　　　　　　　　　　　　　　	 KF919-5
　写　４枚　半紙　仮和

雑詩　　　　　　　　　　　　　　　	 KF919-6
　写　１冊　半紙　仮和
　註：後半に「蘭亭先生詩集（巻 5）」あり

詩稿　伊東勝之助（祐友）　　　　　	 KF919-7
　天保 10（1839）写　１冊　半紙　和

詩稿　伊東廣之進（祐之）　　	 KF919-8
　写　１冊　半紙　和
　内容：「送乗火輪船航大洋人序］ほか

詩稿　　　　　　　　　　　　　　	 KF919-9
　写　１冊　半紙　仮和
　註：報田夢鶴、ほか

詩稿　　　　　　　　　　　　　　	 KF919-10
　写　１冊　半紙　仮和

詩稿　伊東祐之　　　　　　　　	 KF919-11
　写　１冊　半紙　仮和
　註：弘前稽古館用箋を使用

詩後砕錦　下　　　　　　　　　	 KF919-12
　文化 7（1810）写　１冊　17 × 12　和

十三湖之景　兼松石居　　　　　	 KF919-13
　慶応元（1865）写　１枚　28 × 21

贈詩　猪股大兄江　　　　　　　　　　	 KF919-14
　伊東祐之
　写　1 通

弔　一轂先生　秋元澹水　　　　　　　　　	 KF919-15
　写　1 枚　22 × 34（附：よみ方１枚）
　註：秋元澹水（杢之亟）、俳人月下園の弟

中田君東都江赴くを送る　　　　　　　　　	 KF919-16
　写　１通

復文　伊東祐之　　　　　　　　　　	 KF919-17
　写　１冊　半紙　仮和
　註：漢書の写もあり

林下退歩吟　嘯山懶菴主　　　　　　　　　	 KF919-18
　享保 9（1724）写　１冊　半紙　仮和
　註：林下退歩吟一百十首

　　　　　　921（中国文学）詩歌　韻文　詩文

古文真宝後集　乾　　　　　　　　	 KF921-1
　中村峯南訓点
　茶山桜蔵版　１冊　13 × 9　和

（袖珍）唐詩選　全　　　　　　　　	 　　　KF921-2
　松皇軒訓
　東京　薫志堂　明治 24（1891）1 冊　13 × 9　和

和訓三体詩	 KF921-3
　五老井菊阿述
　写　１冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇　◇　◇　◇

　　　付・伊東梅軒関係資料（養生会寄贈分）

　本資料は、伊東家文書の寄贈者で子孫の大沼ハツ氏（東
京都在住）より養生会へ寄贈されたもので、このたびの伊
東家文書の寄贈に伴い、養生会の厚意により本館へ寄贈さ
れたものである。

梅軒伊東先生墨雅帖　伊東梅軒（祐之）写　	★ KF091-1
　写　１軸　巻子　45cm

送梅軒諸名家詩文雅帖　乾・坤　　　　　	 ★ KF091-2
　写　２軸　巻子　35cm
　註：弘化元年（1844）大坂の儒家篠崎小竹の下に学び、
同４年（1847）の帰郷までに淡路から四国、九州各地
を巡歴、その間交遊の志士から送られた詩文

安藤秉送伊東吉夫之序　安藤太郎（秋里）写	★ KF091-3
　弘化 4（1847）写　１軸　巻子　35cm
　註：伊東吉夫は梅軒の字名

篠崎小竹贈伊東吉夫之賦　篠崎小竹写　　	 ★ KF091-4
　弘化 4（1847）写　1 軸　巻子　35cm
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