
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

橋本正隆氏文書目録

1 1 1 支配 大坂武鑑 □…□蔵版 状 1 天保12 1841

2 2 2 法令 兵庫県知事申諭 陸奥陽之助 仮綴 1 慶応4 1868

3-1 3-1 2 法令 兵庫県報 1431号 兵庫県 状 1 明治42.12.25 1909

3-2 3-2 2 法令 兵庫県報 1432号 兵庫県 状 1 明治43.1.6 1910

3-3 3-3 2 法令 兵庫県報 1437号 兵庫県 状 1 明治43.1.31 1910

3-4 3-4 2 法令 兵庫県報 1441号 兵庫県 状 1 明治43.2.21 1910

3-5 3-5 2 法令 兵庫県報 1443号 兵庫県 状 1 明治43.3.5 1910

3-6 3-6 2 法令 兵庫県報 1446号 兵庫県 状 1 明治43.3.22 1910

3-7 3-7 2 法令 兵庫県報 1448号 兵庫県 状 1 明治43.3.30 1910

3-8 3-8 2 法令 兵庫県報 1449号 兵庫県 状 1 明治43.4.5 1910

3-9 3-9 2 法令 兵庫県報 1453号 兵庫県 状 1 明治43.4.25 1910

3-10 3-10 2 法令 兵庫県報 1458号 兵庫県 状 1 明治43.5.20 1910

3-11 3-11 2 法令 兵庫県報 1461号 兵庫県 状 1 明治43.6.6 1910
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3-12 3-12 2 法令 兵庫県報 1471号 兵庫県 状 1 明治43.7.25 1910

3-13 3-13 2 法令 兵庫県報 1483号 兵庫県 状 1 明治43.9.26 1910

3-14 3-14 2 法令 兵庫県報 1501号 兵庫県 状 1 明治43.12.26 1910

3-15 3-15 2 法令 兵庫県報 1508号 兵庫県 状 1 明治44.2.10 1911

3-16 3-16 2 法令 兵庫県報 1517号 兵庫県 状 1 明治44.3.30 1911

3-17 3-17 2 法令 兵庫県報 1537号 兵庫県 状 1 明治44.7.10 1911

3-18 3-18 2 法令 兵庫県報 1549号 兵庫県 状 1 明治44.9.11 1911

3-19 3-19 2 法令 兵庫県報 1554号 兵庫県 状 1 明治44.10.5 1911

3-20 3-20 2 法令 兵庫県報 1557号 兵庫県 状 1 明治44.10.20 1911

3-21 3-21 2 法令 兵庫県報 1566号 兵庫県 状 1 明治44.12.5 1911

3-22 3-22 2 法令 兵庫県報 1570号 兵庫県 状 1 明治44.12.25 1911

3-23 3-23 2 法令 兵庫県報 1600号 兵庫県 状 1 明治45.6.5 1912

3-24 3-24 2 法令 兵庫県報 5号 兵庫県 状 1 大正元.8.26 1912
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3-25 3-25 2 法令 兵庫県報 23号 兵庫県 状 1 大正元.11.25 1912

3-26 3-26 2 法令 兵庫県報 50号 兵庫県 状 1 大正2.4.21 1913

3-27 3-27 2 法令 兵庫県報 59号 兵庫県 状 1 大正2.6.5 1913

3-28 3-28 2 法令 兵庫県報 116号 兵庫県 状 1 大正3.4.6 1914

3-29 3-29 2 法令 兵庫県報 号外 兵庫県 状 1 大正4.2.6 1915

3-30 3-30 2 法令 兵庫県報 186号 兵庫県 状 1 大正4.4.10 1915

3-31 3-31 2 法令 兵庫県報 189号 兵庫県 状 1 大正4.4.26 1915

3-32 3-32 2 法令 兵庫県報 237号 兵庫県 状 1 大正4.12.25 1915

3-33 3-33 2 法令 兵庫県報 号外 兵庫県 状 1 大正5.3.27 1916

3-34 3-34 2 法令 兵庫県報 256号 兵庫県 状 1 大正5.4.15 1916

3-35 3-35 2 法令 兵庫県報 319号 兵庫県 状 1 大正6.3.20 1917

3-36 3-36 2 法令 兵庫県報 320号 兵庫県 状 1 大正6.3.26 1917

3-37 3-37 2 法令 兵庫県報 334号 兵庫県 状 1 大正6.6.5 1917
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3-38 3-38 2 法令 兵庫県報 335号 兵庫県 状 1 大正6.6.11 1917

3-39 3-39 2 法令 兵庫県報 339号 兵庫県 状 1 大正6.6.30 1917

3-40 3-40 2 法令 兵庫県報 346号 兵庫県 状 1 大正6.8.10 1917

3-41 3-41 2 法令 兵庫県報 348号 兵庫県 状 1 大正6.8.20 1917

3-42 3-42 2 法令 兵庫県報 349号 兵庫県 状 1 大正6.8.25 1917

3-43 3-43 2 法令 兵庫県報 361号 兵庫県 状 1 大正6.10.25 1917

3-44 3-44 2 法令 兵庫県報 362号 兵庫県 状 1 大正6.10.30 1917

3-45 3-45 2 法令 兵庫県報 412号 兵庫県 状 1 大正7.7.25 1918

3-46 3-46 2 法令 兵庫県報 号外 兵庫県 状 1 昭和2.5.30 1927

3-47 3-47 2 法令 兵庫県報 1012号 兵庫県 状 1 昭和10.9.12 1935

3-48 3-48 2 法令 兵庫県報 1271号 兵庫県 状 1 昭和12.11.27 1937

3-49 3-49 2 法令 兵庫県報 1492号 兵庫県 状 1 昭和14.10.21 1939

3-50 3-50 2 法令 兵庫県報 1498号 兵庫県 状 1 昭和14.11.9 1939
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3-51 3-51 2 法令 兵庫県報 1603号 兵庫県 状 1 昭和15.10.3 1940

3-52 3-52 2 法令 兵庫県報 1619号 兵庫県 状 1 昭和15.10.21 1940

4-1 4-1 2 法令 川辺郡報 14号 状 1 大正8.8.20 1919

4-2 4-2 2 法令 川辺郡報 15号 状 1 大正8.10.20 1919

5-1 5-1 3 土地・貢租（近世） 摂州川辺郡椎堂村地廻り帳写
し

仮綴 1 元禄5.8 1692

5-2 5-2 3 土地・貢租（近世） 田畑畝歩・高書抜き 状 1 (元禄5.8) 1692 150-1の結び文書

6 6 3 土地・貢租（近世） 所持田地畝高御帳面写し 橋本利□ 仮綴 1 明和8.9 1771

7-1 7-1 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本茂
平

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-2 7-2 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-3 7-3 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-4 7-4 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田
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7-5 7-5 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-6 7-6 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-7 7-7 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-8 7-8 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-9 7-9 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-10 7-10 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-11 7-11 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-12 7-12 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-13 7-13 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-14 7-14 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田
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7-15 7-15 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 畑

7-16 7-16 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 畑

7-17 7-17 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 畑

7-18 7-18 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 宅地

7-19 7-19 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 宅地

7-20 7-20 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村西田治
右衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-21 7-21 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村西田治
右衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-22 7-22 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村西田治
右衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-23 7-23 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村西田治
右衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-24 7-24 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村西田治
右衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田
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7-25 7-25 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村西田治
右衛門

状 1 明治10.12.25 1877 宅地

7-26 7-26 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村矢野武
兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-27 7-27 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村矢野武
兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 畑

7-28 7-28 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本太
兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-29 7-29 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村門田岩
吉

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-30 7-30 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村門田清
左衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-31 7-31 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本達
成

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-32 7-32 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 中食満村西田
喜代治

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-33 7-33 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 中食満村西田
喜代治

状 1 明治10.12.25 1877 畑

7-34 7-34 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 富田村藤田久
左衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田
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7-35 7-35 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 富田村藤田久
左衛門

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-36 7-36 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 穴太村田中太
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 宅地

7-37 7-37 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 穴太村田中太
郎兵衛

状 1 明治10.12.25 1877 田

7-38 7-38 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村梶浦惣
左衛門

状 1 明治14.9.20 1881 山林

7-39 7-39 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治14.9.20 1881 山林

7-40 7-40 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治14.9.20 1881 山林

7-41 7-41 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本七
之助

状 1 明治14.10.10 1881 田

7-42 7-42 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 穴太村田中太
吉

状 1 明治17.5.12 1884 田

7-43 7-43 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 穴太村田中太
吉

状 1 明治17.5.12 1884 田

7-44 7-44 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治21.5.17 1888 宅地

－9－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

橋本正隆氏文書目録

8 8 4 土地・貢租（近代） 地租改正記 橋本四郎平 仮綴 1 明治16.5 1883

9 9 4 土地・貢租（近代） 地券内控え帳 摂津国川辺郡
椎堂村橋本所
持

仮綴 1 明治16.5 1883

10 10 4 土地・貢租（近代） 地価等書上げ 状 1 明治

11 11 4 土地・貢租（近代） 改正記 矢野栄二郎 仮綴 1 明治 田・宅地の畝・地価の
書出し

12-1 12-1 4 土地・貢租（近代） 地租割・戸数割税免除願い出
のため個人別水害調査書

橋本市左衛門 状 1 明治

12-2 12-2 4 土地・貢租（近代） 地租割・戸数割税免除願い出
のため個人別水害調査書

亀田りえ 状 1 明治

13 13 5 村政（近世） 椎堂村明細帳 椎堂村庄屋太
郎右衛門他

小沢平太夫他 仮綴 1 宝暦6.2 1756

14 14 5 村政（近世） 町々より願書写し并御直□御
下一札の写し

油町二丁目年
寄他

御奉行様 仮綴 1 寛政7 1795

15 15 5 村政（近世） 諸願書案調べ 橋本四郎兵衛 仮綴 1 寛政8.5 1796

16-1 16-1 5 村政（近世） 未年小入用帳写し 村方 鈴木町御役所 仮綴 1 安政6.3 1859

16-2 16-2 5 村政（近世） 小入用帳写し □…□町 鈴木町御役所 状 1 安政6.3 1859
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17 17 6 村政（近代） 村中協議のうえ村費支出方約
定証書

仮綴 1 明治26.4 1893

18 18 6 村政（近代） 尼崎市勢概要 仮綴 1 昭和21 1946 謄写版

19 19 6 村政（近代） 昭和21年度尼崎市歳入出予
算書

尼崎市長八木
林作

冊子 1 昭和21.3.7 1946

20 20 6 村政（近代） 尼崎都市計画区域図 尼崎市土木部
工務課調製

状 1 (昭和前期) 15000分の1、青焼

21-1 21-1 7 戸口・諸改 宗旨送り一札控え 大坂趣願寺 椎堂村吉祥寺 状 1 安政2.2 1855 四郎兵衛方へ養子
のため

21-2 21-2 7 戸口・諸改 人別送り一札控え 天王寺村丁役
人

椎堂村御役人 状 1 安政2.2 1855

21-3 21-3 7 戸口・諸改 人別送り一札控え 椎堂村庄屋武
兵衛

常安町御役人 状 1 安政6.9 1859 四郎兵衛妹の入嫁

21-4 21-4 7 戸口・諸改 宗旨人別送り一札控え 椎堂村吉祥寺 大坂南久太郎
町二丁目祐光
寺

状 1 安政6 1859

22-1 22-1 7 戸口・諸改 人別送り一札雛形 岡山村庄屋秀
蔵

状 1 安政3.2 1856 船越駿河守知行所
摂州豊島郡岡山村
の書式見本

22-2 22-2 7 戸口・諸改 人別送り一札雛形 状 1 近世
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23 23 7 戸口・諸改 宮様（神社）普請控え帳 材木屋橋本四
郎兵衛

横帳 1 安政6.8 1859

24 24 7 戸口・諸改 問屋往来写し 仮綴 1 文化5.3 1808 門田太郎亮所持

25 25 7 戸口・諸改 往来手形 □…□村 諸国諸寺院中
御会所御役人
者

状 1 安政7.5 1860

26 欠番 26 欠番

27-1 27-1 7 戸口・諸改 神宮大麻頒布委員嘱託状（神
宮教）

大阪兵庫両本
部長大教正篠
田時化雄

橋本綱吉 状 1 明治31.12.26 1898

27-2 27-2 7 戸口・諸改 神宮大麻頒布感謝状（神宮
教）

大阪兵庫両本
部長大教正篠
田時化雄

橋本綱吉 状 1 明治32.5.1 1899

28-1 28-1 8 農業経営・流通 小作請負証文 椎堂村治右衛
門

椎堂村四郎兵
衛

状 1 元治元.12 1864

28-2 28-2 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村太兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 明治18.4.20 1885

28-3 28-3 8 農業経営・流通 小作証 椎堂村吉田弥
吉

状 1 明治35.1.3 1902

28-4 28-4 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村吉田弥
吉

橋本綱吉 状 1 明治35.1.3 1902
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28-5 28-5 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村門田岩
吉

橋本四郎兵衛 状 1 明治 木版界紙

28-6 28-6 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村西田治
右衛門

橋本四郎兵衛 状 1 明治 木版界紙

28-7 28-7 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村田中栄
吉

橋本四郎兵衛 状 1 明治 木版界紙

28-8 28-8 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村橋本幾
松

状 1 明治 木版界紙

28-9 28-9 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村田中栄
吉

橋本綱吉 状 1 明治 木版界紙

28-10 28-10 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村石川彦
兵衛

状 1 明治 木版界紙

28-11 28-11 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村岡本芳
松

状 1 明治 木版界紙

28-12 28-12 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村田中権
三郎

状 1 明治

28-13 28-13 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村坂口善
吉

橋本綱吉 状 1 明治

28-14 28-14 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村坂口善
吉

状 1 明治
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28-15 28-15 8 農業経営・流通 小作証 椎堂村大和力
蔵

橋本綱吉 状 1 明治　 木版文紙

28-16 28-16 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村橋本太
兵衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 明治 木版文紙

28-17 28-17 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村橋本太
兵衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 明治　 木版界紙

28-18 28-18 8 農業経営・流通 耕地小作証 椎堂村橋本太
兵衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 明治 木版界紙

28-19 28-19 8 農業経営・流通 耕作証書 椎堂村森田伊
兵衛

状 1 明治 木版界紙

28-20 28-20 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村 状 1 明治 木版界紙、字油田、
田畝歩

28-21 28-21 8 農業経営・流通 小作証書 椎堂村橋本七
之介

橋本綱吉 状 1 明治 木版界紙

28-22 28-22 8 農業経営・流通 小作証書 状 1 明治 木版証券文紙、未記
入

29 29 8 農業経営・流通 小作証文雛形 状 1 明治 木版界紙

30-1 30-1 8 農業経営・流通 年季奉公人請状控え 奉公人親岡院
村治七郎

椎堂村四郎兵
衛

状 1 慶応2.2 1866 悴み津
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30-2 30-2 8 農業経営・流通 年季奉公人請状控え 奉公人み津 椎堂村四郎兵
衛

状 1 慶応2.2 1866

30-3 30-3 8 農業経営・流通 年季奉公人請状控え 奉公人親いと 椎堂村四郎兵
衛

状 1 慶応3 1867 奉公人娘たけ、小中
島村

30-4 30-4 8 農業経営・流通 年季奉公人請状証 奉公人親橋本
善佐

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治10.1 1877

31-1・2 31-1・2 8 農業経営・流通 兵庫県米穀検査令規 冊子 2 明治41 1908 印刷物

31-3 31-3 8 農業経営・流通 兵庫県米穀検査令規 冊子 1 大正11 1922 印刷物

31-4 31-4 8 農業経営・流通 兵庫県米穀検査令規 状 1 大正11.6.5 1922 印刷物

31-5 31-5 8 農業経営・流通 穀物検査令規 兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和7.5 1932 印刷物

32 32 8 農業経営・流通 穀物検査ニ関シ特ニ注意スベ
キ事項

農商務省農務
局

冊子 1 大正11.10 1922

33 33 8 農業経営・流通 兵庫県米穀検査報告 兵庫県米穀検
査所

冊子 1 昭和1 1926

34 34 8 農業経営・流通 穀物検査要項 兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和5.9 1930

35 35 8 農業経営・流通 穀物検査の概要 兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和8.4 1933
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36-1 36-1 8 農業経営・流通 兵庫県穀物生産検査原簿 園田村生産検
査員貴志中三
郎

書冊 1 昭和5.4 1930

36-2 36-2 8 農業経営・流通 兵庫県穀物生産検査原簿 園田村生産検
査員橋本貫治

書冊 1 昭和6.4 1930

36-3 36-3 8 農業経営・流通 兵庫県穀物生産検査原簿 園田村生産検
査員橋本貫治

書冊 1 昭和8.4 1930

36-4 36-4 8 農業経営・流通 穀物生産検査手簿 穀物生産検査
員橋本貫治

書冊 1 昭和7.4 1932

36-5 36-5 8 農業経営・流通 生産検査簿 園田村生産検
査員橋本貫治

仮綴 1 昭和7 1932

36-6 36-6 8 農業経営・流通 生産検査簿 園田村生産検
査員橋本貫治

仮綴 1 (昭和前期)

36-7 36-7 8 農業経営・流通 生産検査簿 園田村生産検
査員松本種吉

仮綴 1 (昭和)

36-8 36-8 8 農業経営・流通 穀物生産検査簿 園田村穀物生
産検査員橋本
貫治

仮綴 1 昭和8 1933

36-9 36-9 8 農業経営・流通 穀物生産検査簿 園田村生産検
査員橋本貫治

書冊 1 昭和9 1934

36-10 36-10 8 農業経営・流通 穀物生産検査簿 園田村生産検
査員橋本貫治

書冊 1 昭和10 1935
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36-11 36-11 8 農業経営・流通 穀物生産検査簿 園田村生産検
査員橋本貫治

書冊 1 昭和12 1937

36-12 36-12 8 農業経営・流通 穀物生産検査簿 園田村生産検
査員橋本貫治

書冊 1 昭和14 1939

37-1 37-1 8 農業経営・流通 『米穀』224号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.1 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-2 37-2 8 農業経営・流通 『米穀』225号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.2 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-3 37-3 8 農業経営・流通 『米穀』226号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.3 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-4 37-4 8 農業経営・流通 『米穀』227号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.4 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-5 37-5 8 農業経営・流通 『米穀』228号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.5 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-6 37-6 8 農業経営・流通 『米穀』229号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.6 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり
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37-7 37-7 8 農業経営・流通 『米穀』230号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.7 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-8 37-8 8 農業経営・流通 『米穀』231号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.8 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-9 37-9 8 農業経営・流通 『米穀』232号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.9 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-10 37-10 8 農業経営・流通 『米穀』233号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.10 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-11 37-11 8 農業経営・流通 『米穀』234号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.11 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-12 37-12 8 農業経営・流通 『米穀』234号（臨時号） 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.11 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-13 37-13 8 農業経営・流通 『米穀』236号 大日本米穀会 冊子 1 昭和7.12 1932 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-14 37-14 8 農業経営・流通 『米穀』237号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.1 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり
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37-15 37-15 8 農業経営・流通 『米穀』238号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.2 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-16 37-16 8 農業経営・流通 『米穀』239号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.3 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-17 37-17 8 農業経営・流通 『米穀』241号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.5 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-18 37-18 8 農業経営・流通 『米穀』244号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.8 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-19 37-19 8 農業経営・流通 『米穀』246号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.10 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-20 37-20 8 農業経営・流通 『米穀』247号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.11 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-21 37-21 8 農業経営・流通 『米穀』248号 大日本米穀会 冊子 1 昭和8.12 1933 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

37-22 37-22 8 農業経営・流通 『米穀』249号 大日本米穀会 冊子 1 昭和9.1 1934 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり
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37-23 37-23 8 農業経営・流通 『米穀』250号 大日本米穀会 冊子 1 昭和9.2 1934 月刊誌、米界時事・
米価要報・米価統計
等の記事あり

38-1 38-1 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会員名簿 冊子 1 昭和9.12 1934

38-2 38-2 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会員名簿 冊子 1 昭和13.6 1938

39-1 39-1 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第1号 状 1 昭和10.5.5 1935

39-2 39-2 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第3号 状 1 昭和10.9.30 1935

39-3・4 39-3・4 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第5号 状 2 昭和11.1.31 1936

39-5 39-5 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第6号 状 1 昭和11.3.31 1936

39-6 39-6 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第7号 状 1 昭和11.5.31 1936

39-7 39-7 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第12号 状 1 昭和12.3.31 1937

39-8 39-8 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第13号 状 1 昭和12.7.31 1937

39-9 39-9 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報 状 1 昭和13.1.31 1938

39-10 39-10 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第18号 状 1 昭和13.5.31 1938
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39-11 39-11 8 農業経営・流通 兵庫県穀友会報第19号 状 1 昭和13.7.31 1938

40 40 8 農業経営・流通 籾摺歩合其他に関する調査
成績等文献

兵庫県穀友会 冊子 1 昭和12.4 1937

41-1 41-1 8 農業経営・流通 米穀現在高定期調査 兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和7.11 1932

41-2 41-2 8 農業経営・流通 米穀現在高定期調査 兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和8 1933

41-3 41-3 8 農業経営・流通 米穀現在高定期調査の説明 農林省米穀部 冊子 1 昭和8.2 1933 関係法規及び米穀
現在高定期調査要
綱

41-4 41-4 8 農業経営・流通 米穀現在高調査の説明 農林省米穀部 冊子 1 昭和9 1934 関係法規及び米穀
現在高調査要綱

41-5 41-5 8 農業経営・流通 米穀現在高調査関係 状 1 昭和14.1 1939

41-6 41-6 8 農業経営・流通 米穀現在高調査に関する件 仮綴 1 (昭和)

41-7 41-7 8 農業経営・流通 現在米高調査基本 状 1 昭和8 1933

41-8 41-8 8 農業経営・流通 現在米高調査基本 状 1 昭和9 1934

41-9 41-9 8 農業経営・流通 現在米高調査基本 状 1 昭和11 1936
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橋本正隆氏文書目録

41-10 41-10 8 農業経営・流通 現在米高調査基本 状 1 昭和12 1937

41-11 41-11 8 農業経営・流通 現在米高調査基本 状 1 昭和14 1939

42-1 42-1 8 農業経営・流通 産米移出検査簿 園田村詰所 仮綴 1 昭和3 1928

42-2 42-2 8 農業経営・流通 産米移出検査簿 仮綴 1 昭和7～8 1932～
33

43 43 8 農業経営・流通 産米改良実行要項 状 1 昭和8 1933

44-1 44-1 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 昭和9 1934

44-2 44-2 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 昭和12 1937

44-3 44-3 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 昭和12.8.25～
26

1937～
40

44-4 44-4 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 昭和13 1938

44-5 44-5 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 昭和14 1939

44-6 44-6 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 (昭和前期)
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橋本正隆氏文書目録

44-7 44-7 8 農業経営・流通 生産移出検査員会提出問題
　（武庫郡・川辺郡・有馬郡）

仮綴 1 (昭和前期)

45-1 45-1 8 農業経営・流通 穀物検査員会提出問題 穀物検査所伊
丹支所

仮綴 1 昭和13.2 1938

45-2 45-2 8 農業経営・流通 穀物検査員会提出問題 穀物検査所伊
丹支所

仮綴 1 昭和13.5 1938

45-3 45-3 8 農業経営・流通 穀物検査員会提出問題 穀物検査所伊
丹支所

仮綴 1 昭和13.10 1938

45-4 45-4 8 農業経営・流通 穀物検査員会提出問題 穀物検査所伊
丹支所

仮綴 1 昭和14.2 1939

45-5 45-5 8 農業経営・流通 穀物検査員会提出問題 穀物検査所伊
丹支所

仮綴 1 昭和15.3 1940

45-6 45-6 8 農業経営・流通 穀物検査員会提出問題 穀物検査所伊
丹支所

仮綴 1 (昭和前期) 1989

46 46 8 農業経営・流通 玄米共同販売統制委員会協
議問題

園田村農会 仮綴 1 昭和8.1.12 1933

47 47 8 農業経営・流通 玄米共同販売加入者名簿 農産物共同販
売統制委員

仮綴 1 昭和8 1933

48-1 48-1 8 農業経営・流通 昭和5年水稲品種別作付反別
調

兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和6.6 1931
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橋本正隆氏文書目録

48-2 48-2 8 農業経営・流通 昭和8年度兵庫県水稲品種別
作付反別調査成績

兵庫県穀物検
査所

冊子 1 昭和8 1933

49 49 8 農業経営・流通 昭和9年度兵庫県麦品種別作
付反別調査成績

冊子 1 昭和9.6.30 1934

50 50 8 農業経営・流通 大日本米穀会兵庫県支部収
支決算書

状 1 大正11～12 1922～
23

51-1 51-1 8 農業経営・流通 米穀部業務規程別冊米受渡
規程付属格付表

（株）神戸取引
所

状 1 大正12.12 1933

51-2 51-2 8 農業経営・流通 神戸取引所米券受渡規程（抜
粋）

（株）神戸取引
所

状 1 (大正12) 1933

52 52 8 農業経営・流通 菜種共同販売協議会資料 仮綴 1 昭和6.5.15 1931

53 53 8 農業経営・流通 区長会・農会・穀物検査所関
係諸文書綴

村農会 仮綴 1 昭和6.5～7.8 1931～
32　

区長会・農会・穀物
検査所関係の庶務
文書

54 54 8 農業経営・流通 農会諸文書綴 支所 仮綴 1 昭和6.9～11.8 1931～
36　

農会関係

55 55 8 農業経営・流通 庶務関係文書 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 括 昭和6～8,11～
16

1931～
33,36～
41　

56 56 8 農業経営・流通 庶務関係文書 園田村農会 橋本貫治・部落
農会長

括 昭和11～14 1936～
39

空封筒5
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橋本正隆氏文書目録

57-1 57-1 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和6.5.11 1931

57-2 57-2 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和6.9.7 1931

57-3 57-3 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和6.12.26 1931

57-4 57-4 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和7.1.11 1932

57-5 57-5 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和7.5.26 1932

57-6 57-6 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和10.11.30 1935

57-7 57-7 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.1.20 1936

57-8 57-8 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.4.8 1936

57-9 57-9 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.4.9 1936

57-10 57-10 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.6.1 1936
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橋本正隆氏文書目録

57-11 57-11 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.7.16 1936

57-12 57-12 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.7.24 1936

57-13 57-13 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和11.9.21 1936

57-14 57-14 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和12.1.13 1937

57-15 57-15 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和12.10.14 1937

57-16 57-16 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和13.5.31 1938

57-17 57-17 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和13.6.29 1938

57-18 57-18 8 農業経営・流通 庶務関係文書（はがき） 兵庫県穀物検
査所伊丹支所

橋本貫治 状 1 昭和.9.14 1989

58 58 8 農業経営・流通 区長会協議資料 仮綴 1 (昭和6) 1931

59 59 8 農業経営・流通 菜種栽培手引（農事資料第17
号）

兵庫県内務部
農務課

冊子 1 昭和7.3 1932
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橋本正隆氏文書目録

60 60 8 農業経営・流通 菜種検査の実施に就て注意
（ビラ）

兵庫県穀物検
査所

状 1 昭和7.5 1932

61 61 8 農業経営・流通 督励日誌 園田村穀物生
産検査員橋本
貫治

仮綴 1 昭和9 1934

62 62 8 農業経営・流通 兵庫県農事係事業の概要 状 1 昭和9 1934 穀物検査員講習資
料

63 63 8 農業経営・流通 農事係農業政策綱領・昭和9
年度農事係事業の概要

兵庫県 仮綴 1 (昭和9) 1934 穀物検査員講習資
料

64-1 64-1 8 農業経営・流通 郵便切手受払簿 状 1 昭和9・10 1934・
1935

64-2 64-2 8 農業経営・流通 郵便切手受払簿 園田村生産検
査員橋本貫治

仮綴 1 昭和12 1937

64-3 64-3 8 農業経営・流通 郵便切手受払簿 園田村生産移
出検査員橋本
貫治

仮綴 1 昭和14 1939

64-4 64-4 8 農業経営・流通 郵便切手受払簿 状 1 (昭和前期)

65 65 8 農業経営・流通 稲品種改良の栞 兵庫県立農事
試験場

冊子 1 昭和11.3 1936 表紙写真
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橋本正隆氏文書目録

66 66 8 農業経営・流通 組合月報第13号 保証責任園田
村信用販売購
買組合

状 1 昭和11.7.10 1936

67 67 8 農業経営・流通 兵庫県奨励配合肥料一覧 状 1 (昭和前期)

68-1～3 68-1～3 8 農業経営・流通 米共同販売・産米の改良ビラ 状 3 (昭和前期)

69-1～4 69-1～4 8 農業経営・流通 農機具広告チラシ （合）和田商店、
（株）三徳商店
他

状 4 (昭和前期) 　　　　

70 70 8 農業経営・流通 米撰機試験成績写し 岐阜県穀物検
査所他

状 1 (昭和前期)

71 71 8 農業経営・流通 米麦生産関係調査票類 括 (昭和前期) 未記入（麦品種別作
付反別調査票他）

72 72 8 農業経営・流通 兵庫県畜産組合聯合会調査
票

括 (昭和前期) 未記入

73 73 8 農業経営・流通 穀物関係メモ帳 冊子 1 (昭和前期) 穀物関係

74 74 8 農業経営・流通 雑（米穀関係） 状 1 (昭和前期)

75 75 8 農業経営・流通 旅客運賃割引証（全国農具共
進会）

兵庫県 状 1 (昭和)　.9.

76-1 76-1 9 金融 田地譲渡し証文 な□…□ 状 1 安政5.12 1858
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橋本正隆氏文書目録

76-2 76-2 9 金融 譲申す田地の事 茂兵衛 四郎兵衛 状 1 安政6.6 1859

76-3 76-3 9 金融 田地売渡し証書 椎堂村橋本茂
兵衛他

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治15.4.14 1882

76-4 76-4 9 金融 田地譲り証文 椎堂村門田岩
吉

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治15.12.30 1882

76-5 76-5 9 金融 田地売渡し証書 橋本太兵衛 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治16.1.15 1883

76-6 76-6 9 金融 田地売渡し証書 椎堂村門田清
左衛門

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治17.1.5 1884

76-7 76-7 9 金融 田地売渡し証書 椎堂村西田治
右衛門

橋本四郎兵衛 状 1 明治17.1.15 1884

76-8 76-8 9 金融 田地売渡し確証 勝部村森田武
左衛門

橋本四郎兵衛 状 1 明治18.3.26 1885

76-9 76-9 9 金融 田地売渡し確証 椎堂村橋本七
之助

橋本四郎兵衛 状 1 明治27.2.26 1894

76-10 76-10 9 金融 田地売渡し書 村方 橋本四郎兵衛 状 1 明治　.2.30 1912

76-11 76-11 9 金融 田地譲渡し願一札雛形 状 1 近代

76-12 76-12 9 金融 畑地所売渡し証書 椎堂村橋本七
之助

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治20.1.21 1887
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橋本正隆氏文書目録

76-13 76-13 9 金融 譲渡し申す屋敷事 惣左衛門 四郎兵衛 状 1 明治3.8 1870

76-14 76-14 9 金融 建物売渡し証 椎堂村田中権
三郎

橋本綱吉 仮綴 1 明治27.5.15 1894

76-15 76-15 9 金融 建物売渡し証書 椎堂村田中権
三郎

橋本綱吉 状 1 明治27.5.15 1894

76-16 76-16 9 金融 建物売渡し証控え（後欠） 状 1 (明治)

76-17 76-17 9 金融 地所売渡し証 椎堂村一統総
代矢野武兵衛
他

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治18.3.3 1885

76-18 76-18 9 金融 地所売渡し証 椎堂村西田治
右衛門

橋本四郎兵衛 仮綴 1 明治18.3 1885

76-19 76-19 9 金融 地所売渡し確証 椎堂村矢野越
兵衛

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治19.12.23 1886

76-20 76-20 9 金融 地所売渡し確証 椎堂村西田治
右衛門

橋本綱吉 状 1 明治19.12.23 1886

76-21 76-21 9 金融 地所売渡し確証事 椎堂村矢野武
兵衛

橋本綱吉 仮綴 1 明治23.1.20 1890

76-22 76-22 9 金融 地所売渡し確証 伊丹町梅田亀
吉

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治24.12.7 1891
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橋本正隆氏文書目録

76-23 76-23 9 金融 地所売渡し証 椎堂村矢野延
治

椎堂村橋本貫
治

状 1 明治27.5.14 1894

76-24 76-24 9 金融 薮地売渡し書 椎堂村梶浦利
右衛門他

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治13.1.25 1880

76-25 76-25 9 金融 薮地売渡し証書 梶浦惣左衛門 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治16.7.19 1883

76-26 76-26 9 金融 薮地売渡し書 村方 橋本綱吉 状 1 明治21.3.15 1888 原表題=落札

76-27 76-27 9 金融 薮地売渡し証書 椎堂村矢野嘉
吉他

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治21.3.15 1888 他39名

76-28 76-28 9 金融 裂地売渡し証書 椎堂村矢野武
兵衛

橋本綱吉 状 1 明治21.5.7 1888

76-29 76-29 9 金融 村方芝地売渡し証書 橋本九兵衛他 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 (明治)

76-30 76-30 9 金融 流地譲り申し証文 茂兵衛 四郎兵衛 状 1 安政6.6 1859

76-31 76-31 9 金融 譲渡す新開証文 惣左衛門 椎堂村市左衛
門

状 1 嘉永5.12 1852

76-32 76-32 9 金融 譲り証文控え 椎堂村佐兵衛 椎堂村半兵衛 状 1 明治3.閏10 1870

77 77 9 金融 本物譲り証文 惣左衛門 　 状 1 嘉永3.12 1850

－31－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

橋本正隆氏文書目録

78-1 78-1 9 金融 田地質物証文 椎堂村伊兵衛 椎堂村利右衛
門

状 1 文政2.3 1819 小作請負証

78-2 78-2 9 金融 差入申す田地薮村質物の事 四郎兵衛 武兵衛 状 1 天保3.12 1832

78-3 78-3 9 金融 差入申す質物証文 四郎兵衛 武兵衛 状 1 安政4.11 1857 小作証文之事、破損

78-4 78-4 9 金融 質入れ申す新田事 市郎兵衛 四郎兵衛 状 1 弘化4 1847

78-5 78-5 9 金融 差入れ申す質物証文 栄治郎 四郎兵衛 状 1 明治4.7 1871

78-6 78-6 9 金融 居屋敷并家質証文 椎堂村四郎兵
衛

利倉村喜惣治 状 1 文政13.12 1830

79-1 79-1 9 金融 建家書入れ確証 勝部村森田武
左衛門

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治16.5.12 1883

79-2 79-2 9 金融 宅地并田地書入れ金子借用
証控え（後欠）

状 1 近代

79-3 79-3 9 金融 地所書入れ雛形 状 1 近代 裏面メモ書

80-1 80-1 9 金融 頼母子目録 親四郎兵衛 仮綴 1 文化9.11 1812

80-2 80-2 9 金融 市郎兵衛頼母子金子請取一
件覚え

原田村安右衛
門

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文久3.極 1863
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80-3 80-3 9 金融 調達講仕法帳 仮綴 1 近世 麻田勘定元、銀預り
久々知屋吉兵衛

81-1 81-1 9 金融 預り申銀子の事 椎堂村四郎兵
衛

椎堂村武兵衛 状 1 文政5.正 1822

81-2 81-2 9 金融 預り申銀子の事（後欠） 椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政13.8 1830

81-3 81-3 9 金融 預り申銀子の事 治右衛門他 四郎兵衛 状 1 嘉永6.9 1853

81-4 81-4 9 金融 預り申銀子の事 善法寺村清兵
衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 安政2.正 1855

81-5 81-5 9 金融 預り申銀子の事 利倉村宗三郎 椎堂村四郎兵
衛

状 1 文久3.正 1863

81-6 81-6 9 金融 預り申銀子の事 椎堂村惣右衛
門他

茂右衛門 状 1 万延2 1861

81-7 81-7 9 金融 預り申銀子の事 椎堂村武兵衛 常安町伴七 状 1 元治2.2 1865

81-8 81-8 9 金融 預り申銀子の事 多田□戎屋藤
兵衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 慶応2.6 1866

81-9～10 81-9～10 9 金融 預り申銀子の事（後欠） 状 2 近世

82-1 82-1 9 金融 預り申金子事 椎堂村橋本四
郎兵衛

戸ノ内村弥二兵
衛

状 1 文政12.12 1829
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82-2 82-2 9 金融 預り申金子の事（後欠） 西口町桝や清
兵衛

状 1 慶応元.10 1865

82-3 82-3 9 金融 預り申金子事 椎堂村治右衛
門

椎堂村四郎兵
衛

状 1 慶応4 1868

82-4 82-4 9 金融 預り申金子事 惣左衛門他 武右衛門 状 1 明治2.11 1869

82-5 82-5 9 金融 預り申金子事 惣右衛門 四郎兵衛 状 1 明治2.11 1869

82-6 82-6 9 金融 金子借用書 西口□…□郎 □…□金左衛
門

状 1 明治4.1.25 1871

82-7 82-7 9 金融 借用金子の事控え 状 1 明治8.3.18 1875

82-8 82-8 9 金融 借用申金子の事 椎堂村矢野武
兵衛

状 1 明治9.1 1876

82-9 82-9 9 金融 借用金子証文 村橋本善作 橋本四郎兵衛 状 1 明治10.1 1877

82-10 82-10 9 金融 借用申金子の事 椎堂村西田治
右衛門

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治11.3.3 1878

82-11 82-11 9 金融 金子借用証書 福井村椋橋己
之助

福井村奥井伊
之助

状 1 明治13.9.7 1880

82-12 82-12 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村薮内
安右衛門

状 1 明治14.5.14 1881
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82-13 82-13 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村田中
萬治郎

状 1 明治14.5.20 1881

82-14 82-14 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村薮内
與三郎他田中
万治郎

状 1 明治14.5.20 1881

82-15 82-15 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

□水村吉岡治
兵衛

状 1 明治14.5.20 1881

82-16 82-16 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村銅田
喜七

状 1 明治14.5.20 1881

82-17 82-17 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

□□村芝田新
右衛門

状 1 明治14.5.20 1881

82-18 82-18 9 金融 金子預り証 椎堂村 平野村塩川利
助

状 1 明治14.5.20 1881

82-19 82-19 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村西村
治郎吉

状 1 明治14.5.20 1881

82-20 82-20 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村中西
治郎右衛門他

状 1 明治14.5.20 1881

82-21 82-21 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

東多田村平川
佐吉

状 1 明治14.5.20 1881

82-22 82-22 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本四
郎兵衛

木部新宅山明
新右衛門

状 1 明治14.5.20 1881 木部村（豊島郡）＝
旧幕府代官所
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82-23 82-23 9 金融 金子借用証書 上食満村池永
與治兵衛

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治15.2.11 1882

82-24 82-24 9 金融 借用金証文 椎堂村橋本四
郎兵衛他

□上五郎兵衛 状 1 明治15.8.20 1882

82-25 82-25 9 金融 借用金子確証 上食満村池永
與治兵衛

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治15.8.20 1882

82-26 82-26 9 金融 借用金確証控え 橋本留吉 橋本四郎兵衛 状 1 明治16.2.1 1883

82-27 82-27 9 金融 借用金確証控え 大和力蔵 橋本四郎兵衛 状 1 明治16.2.2 1883

82-28 82-28 9 金融 借用金証文 勝部村森田武
左衛門

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治16.7.14 1883

82-29 82-29 9 金融 借用金証文 勝部村森田武
左衛門

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治16.7.22 1883

82-30 82-30 9 金融 金子借用証 椎堂村門田勘
右衛門

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治17.1.10 1884

82-31 82-31 9 金融 金子預り証控え 椎堂村西田　□
□門

橋本四郎兵衛 状 1 明治17.1 1884

82-32 82-32 9 金融 借用金証文 椎堂村梶浦勇
治郎・橋本四郎
兵衛

□上五郎兵衛 状 1 明治22.6.2 1889
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82-33 82-33 9 金融 借用金確証 椎堂村橋本綱
吉

□上五郎兵衛 状 1 明治22.6.7 1889

82-34 82-34 9 金融 金子借用証 椎堂村田中栄
吉

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治23.1.10 1890

82-35 82-35 9 金融 金子借用証 椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治24.3.30 1891

82-36 82-36 9 金融 借用金確証 椎堂村田中芳
松

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治24.7.15 1891

82-37 82-37 9 金融 金子借用証 椎堂村橋本直
次郎

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治26.5.17 1893

82-38 82-38 9 金融 金子預り証 橋本綱吉 森田寅之介 状 1 明治26.8 1893

82-39 82-39 9 金融 金子預り証 橋本綱吉 門田庄吉 状 1 明治26.8 1893

82-40 82-40 9 金融 金子預り証 椎堂村橋本綱
吉

椎堂村中条善
四郎

状 1 明治27.12.21 1894

82-41 82-41 9 金融 借用金証書 椎堂村橋本綱
吉

北村九輔 状 1 明治30.6 1897

82-42 82-42 9 金融 金子借用書 椎堂村橋本種
吉

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治39.1.10 1906
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82-43 82-43 9 金融 金子借用書 椎堂村松本留
吉

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治

82-44 82-44 9 金融 借用金証書 椎堂村橋本綱
吉

北村九輔 状 1 明治 元西成倉庫（株）株
券配当金で相殺

83 83 9 金融 置米積立金借用覚え 四郎兵衛 武兵衛 状 1 慶応3.正 1867

84-1 84-1 9 金融 金銭出入留帳 材木屋四郎兵
衛

横帳 1 明治6.正 1873 村別見出し付き

84-2 84-2 9 金融 金銭出入留帳 川辺郡椎堂村
橋本四郎平

横帳 1 明治13 1880 村別見出し付き

84-3 84-3 9 金融 金銭出入留帳 横帳 1 明治 村別見出し付き

85 85 9 金融 金銭出入控え 横帳 1 明治10 1877

86-1 86-1 9 金融 金銭受領書 穴太村田中太
吉他

椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 明治12.12.29 1879

86-2 86-2 9 金融 地券書換え手数料受領証 戸長代理中村
源次

橋本綱吉 状 1 明治21.2.29 1888

86-3 86-3 9 金融 借用金受領証 上田清兵衛 橋本綱吉 状 1 明治31.旧12 1898

87 87 9 金融 売渡シ証 山下村今中幸
平治

東多田村土川
源蔵

状 1 明治13.1.12 1880
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88 88 9 金融 「貸付元利返金証書」 「　」上五郎兵衛 橋本四郎兵衛 状 1 明治16.1.11 1883

89 89 9 金融 預り証控え 椎堂村橋本四
郎兵衛

岩田伊之介 状 1 明治16.5.2 1883

90 90 9 金融 抵当証書取換証 橋本綱吉 亀田利右衛門 状 1 明治18.2.23 1885

91-1 91-1 9 金融 連印金子借用確証 椎堂村西田治
右衛門

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治19.1.15 1886

91-2 91-2 9 金融 連印金子借用証控え 椎堂村西田治
三郎

椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治23.1.10 1890

91-3 91-3 9 金融 連印借用証 椎堂村梶浦勇
治郎

椎堂村橋本綱
吉・亀田利右衛
門

状 1 明治19.6.10 1886

92 92 9 金融 梶浦勇治郎借金延滞につき
取扱人意見書

法界寺村高木
作右衛門他

椎堂村橋本綱
吉・亀田利右衛
門

仮綴 1 明治19.8.31 1886

93 93 9 金融 地所登記済証下付願い 椎堂村橋本綱
吉

岡町村登記所 状 1 明治20.2.29 1887 亡父四郎兵衛の相
続

94 94 9 金融 登記料領収書 岡町登記所 橋本綱吉 状 1 明治21.2.29 1888

95 95 9 金融 橋□達成借用金枝証書 粟生徳治郎　 橋本綱吉 状 1 明治28.12.26 1895

96 96 9 金融 融通金借用証 橋本綱吉 矢野嘉吉 状 1 明治33.10.21 1900
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97-1 97-1 9 金融 貸付金請取覚え 利倉村喜惣治 椎堂村四郎兵
衛

状 1 (近代)　
卯.3.15

97-2 97-2 9 金融 金銭請取覚え 武兵衛 四郎兵衛 状 1 (近代)　
卯.12.29

97-3 97-3 9 金融 金銭請取覚え 武兵衛 四郎兵衛 状 1 (近代)　巳.3.
晦

98 98 9 金融 借用元利金覚え 利右衛門 四郎兵衛 状 1 (近代) 　

99-1 99-1 9 金融 落札金高書付け 穴太村戸長 シイロ橋本四郎
兵衛

状 1 (近代)

99-2 99-2 9 金融 掛金元利書付け 状 1 (近代)

99-3 99-3 9 金融 清算書付け 状 1 欠年 　

100 100 9 金融 封筒 袋 1 (近代) 第2回軍事公債募集
金領収書入れ、裏書
=明治27.11申込み

101 101 10 家・その他 こびき日数書上帳 横帳 1 天保12.正　 1841 破損

102 102 10 家・その他 婚礼祝儀目録 森田茂右衛門 橋本四郎兵衛 状 1 嘉永6.8 1853

103 103 10 家・その他 節句その他文例書き 橋本綱吉 仮綴 1 明治3.5 1870
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104 104 10 家・その他 百姓金銭出入帳 橋本四郎兵衛 横帳 1 明治16.1 1883 破損・虫損

105 105 10 家・その他 梶浦勇治郎・橋本九兵衛・梶
浦利兵衛三名に係る貸付金
勘定帳

橋本綱吉・亀田
利右衛門

横帳 1 明治19.9.13 1886

106 106 10 家・その他 貯金領収通知書 逓信省為替貯
金局

橋本綱吉 状 1 明治22.9.29 1889

107-1 107-1 10 家・その他 万覚え帳 横帳 1 明治22 1889

107-2 107-2 10 家・その他 万覚え帳 横帳 1 明治24・25 1891・92 破損

107-3 107-3 10 家・その他 万覚え帳 横帳 1 明治 1912

108-1 108-1 10 家・その他 西成倉庫株式会社委任状 橋本綱吉　　 状 1 明治29.5.17 1896

108-2 108-2 10 家・その他 西成倉庫株式会社委任状 状 1 明治30 1897

108-3 108-3 10 家・その他 西成倉庫株式会社定款 冊子 1 明治

109-1 109-1 10 家・その他 株式会社兵庫県農工銀行領
収書

取扱第38国立
銀行神戸支店
伊丹出張所

橋本綱吉 状 1 明治31.4.27 1898

109-2 109-2 10 家・その他 株式会社兵庫県農工銀行領
収書

取扱第38国立
銀行神戸支店
伊丹出張所

門田芳松 状 1 明治31.4.27 1898
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橋本正隆氏文書目録

109-3 109-3 10 家・その他 領収書 有価証券現物
問屋野村徳七

橋本綱吉 状 1 明治44.2.22 1911

110 110 10 家・その他 出入金勘定帳 椎堂村橋本綱
吉

横帳 1 明治31.4 1898 明治15年帳簿より謄
写、個人別に貸付等
書上げ　

111 111 10 家・その他 本家建築諸事控え帳 橋本綱吉 横帳 1 明治32.12.5 1899

112 112 10 家・その他 伊丹高等小学校器械購入費
寄付感謝状

兵庫県知事従
三位勲ニ等服
部一三

綱吉 状 1 明治37.2.10 1904

113 113 10 家・その他 第2回国庫債券募入通知書 日本銀行大阪
支店伊丹派出
所

橋本綱吉 状 1 明治37.7.1 1904

114-1 114-1 10 家・その他 日本海員掖済会会員証 日本海員掖済
会総裁威仁親
王

橋本貫治 状 1 明治40.5.10 1907

114-2 114-2 10 家・その他 日本海員掖済会據金領収書 兵庫支部川辺
郡委員長小林
伊成

橋本貫治 状 1 明治40 1907

114-3 114-3 10 家・その他 日本海員掖済会醵金受領証 兵庫支部川辺
郡委員長肥田
野三郎

橋本貫治 状 1 明治42 1909

115-1 115-1 10 家・その他 東洋捕鯨株式会社株主総会
案内通知書

東洋捕鯨（株） 橋本綱吉 状 1 明治43.5.15 1910
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橋本正隆氏文書目録

115-2 115-2 10 家・その他 東洋捕鯨株式会社株主総会
委任状

東洋捕鯨（株） 橋本綱吉 状 1 明治43.5.15 1910

115-3 115-3 10 家・その他 東洋捕鯨株式会社領収書 東洋捕鯨株式
会社

橋本綱吉 状 1 明治44.2.22 1911

115-4 115-4 10 家・その他 東洋捕鯨株式会社定款 状 1 明治

115-5 115-5 10 家・その他 大日本捕鯨株式会社臨時株
主総会案内通知書

大日本捕鯨
（株）

橋本綱吉 状 1 明治42.12.10 1909

116-1 116-1 10 家・その他 聯隊区への慰問通知書 園田村長西澤
九兵衛

篠山70聯隊橋
本貫治

状 1 明治43.5.7 1910

116-2 116-2 10 家・その他 聯隊区への慰問通知書 園田村長西澤
九兵衛

橋本綱吉 状 1 明治43.5.7 1910

117 117 10 家・その他 天津駐屯歩兵隊第二中隊志
簿

書冊 1 明治43.11 1910

118-1～3 118-1～3 10 家・その他 所得税申告書提出の件通知
書・用紙

園田村役場西
澤村長

橋本綱吉 状 3 (明治)　.4.13

118-4 118-4 10 家・その他 所得税申告書提出の件通知
書

園田村役場西
澤村長

橋本貫治 状 1 (明治)　.4.13

119 119 10 家・その他 亀田・橋本両人勘定書 状 1 (明治)

120-1 120-1 10 家・その他 私信（書状） 括 (明治)
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橋本正隆氏文書目録

120-2 120-2 10 家・その他 私信（はがき） 括 (明治～昭和)

121 121 10 家・その他 大阪市街全図、付著名諸会
社銀行商店案内

状 1 大正2.3.13 1913 大阪毎日新聞大正
2.3.13の付録

122 122 10 家・その他 三和銀行との合併後の利用に
ついて挨拶状

（株）三十四銀
行伊丹支店

橋本貫治 状 1 昭和8 1933 三和銀行の合併後の
利用について

123-1 123-1 10 家・その他 毎日新聞（大阪） 状 1 昭和18.7.11 1943

123-2 123-2 10 家・その他 毎日新聞（大阪） 状 1 昭和18.8.10 1943

123-3 123-3 10 家・その他 毎日新聞（大阪） 状 1 昭和18.8.11 1943

124 124 10 家・その他 招魂祭挙行の件通知書 在郷軍人会 橋本貫治 状 1 近代　.3.13

125 125 10 家・その他 運動会開催の件通知書 椎堂青年会 橋本綱吉 状 1 近代　.12.31

126-1・2 126-1・2 10 家・その他 盗難御届書き 椎堂村橋本太
兵衛

状 2 近代

127 127 10 家・その他 手習い書き 括 近代

128 128 10 家・その他 名刺 状 1 近代

129-1～2 129-1～2 10 家・その他 粗供養封筒 状 2 近代 橋本綱吉亡父一周
忌
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橋本正隆氏文書目録

130 130 10 家・その他 封筒 括 近代

131-1 131-1 10 家・その他 材木関係送り状の事覚え 熊のや理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　丙午.
正.20

角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-2 131-2 10 家・その他 材木関係覚え 熊野や理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　丙午.8.2 　　　　　
　　　　　

分銅印有り

131-3 131-3 10 家・その他 材木関係覚え 熊利 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　丁未.
正.28

角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-4 131-4 10 家・その他 材木請取覚え □…□ 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　辰.8.19

131-5 131-5 10 家・その他 材木関係覚え 熊のや理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　辰.10.3 分銅印有り

131-6 131-6 10 家・その他 材木関係覚え 熊の屋理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　辰.7

131-7 131-7 10 家・その他 材木関係覚え 熊のや理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　巳.11. 角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-8 131-8 10 家・その他 材木関係覚え 熊野屋理兵衛 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 欠年　巳.正.11 分銅印有り
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橋本正隆氏文書目録

131-9 131-9 10 家・その他 材木関係送り状 熊利 問熊蔵・□椎堂
村四郎兵衛

状 1 欠年　巳.正.9 角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-10 131-10 10 家・その他 材木関係覚え 状 1 欠年　午.7.

131-11 131-11 10 家・その他 材木関係覚え 熊野や理兵衛 問屋熊蔵・椎堂
村四郎兵衛

状 1 欠年　.7.20 角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-12 131-12 10 家・その他 材木関係覚え 戸ノ内や熊蔵 材木や四郎兵
衛

状 1 欠年　.7.

131-13 131-13 10 家・その他 材木関係覚え 熊野や理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　.8.

131-14 131-14 10 家・その他 材木関係覚え 戸ノ内問屋熊蔵 材木屋四郎兵
衛

状 1 欠年　.9.

131-15 131-15 10 家・その他 材木関係覚え 熊のや理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　.10.

131-16 131-16 10 家・その他 材木関係覚え 熊のや理兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年　.12.

131-17 131-17 10 家・その他 材木関係送り状（後欠） 状 1 欠年 角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）
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橋本正隆氏文書目録

131-18 131-18 10 家・その他 材木関係覚え 問や熊蔵 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年 角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-19 131-19 10 家・その他 材木関係覚え 熊のや理兵衛 椎堂村橋本四
郎兵衛

状 1 欠年

131-20 131-20 10 家・その他 材木関係覚え 戸ノ内熊蔵 材木や四郎兵
衛

状 1 欠年

131-21 131-21 10 家・その他 材木関係覚え 戸ノ内問や熊蔵 材木屋四郎兵
衛

状 1 欠年

131-22 131-22 10 家・その他 材木関係覚え（前欠） 熊野屋利兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 欠年 角印有り（金銀不用 
大阪長堀  熊利 宇和
島町）

131-23 131-23 10 家・その他 材木関係覚え（後欠） 状 1 欠年

131-24 131-24 10 家・その他 材木関係覚え（後欠） 状 1 欠年

132 132 10 家・その他 雑 括 1 欠年

133 133 11 書籍   総記 増補改正　字林玉篇大成 上善平識 書冊12. 1 寛政2立秋 1790 破損

134 134 11 書籍 　総記 新鐫　字林玉篇大全 山秋英沖校合
并書

書冊19. 1 明治5初春再
刻

1872 東京須原屋茂兵衛・
山城屋佐兵衛・岡田
屋嘉七
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橋本正隆氏文書目録

135 135 11 書籍   国学 国学入門　全 書冊24. 1 明治2.5追刻 1869 京都　村上勘兵衛・
菱屋嘉助刊

136-1 136-1 11 書籍   四書五経 四書　一 （大学・中庸） 書冊22. 1 寛政5.6 1793 大阪柏原屋清右衛
門他

136-2 136-2 11 書籍   四書五経 四書　二（論語） 書冊22. 1 寛政5.6 1793 大阪柏原屋清右衛
門他

136-3 136-3 11 書籍   四書五経 四書　三（孟子） 書冊22. 1 寛政5.6 1793 大阪柏原屋清右衛
門他

136-4 136-4 11 書籍   四書五経 四書　四（孟子） 書冊22. 1 寛政5.6 1793 大阪柏原屋清右衛
門他

137-1 137-1 11 書籍   四書五経 新刻改正　大学　全 芝山後藤先生
定本、男師周校
訂

書冊25. 1 欠年 再刻後藤点

137-2 137-2 11 書籍   四書五経 新刻改正　中庸　全 書冊25. 1 欠年 再刻後藤点

137-3 137-3 11 書籍   四書五経 新刻改正　論語　一 書冊25. 1 欠年 再刻後藤点

137-4 137-4 11 書籍   四書五経 新刻改正　論語　二 書冊25. 1 欠年 再刻後藤点

137-5 137-5 11 書籍   四書五経 新刻改正　論語　三 書冊25. 1 欠年 再刻後藤点

137-6 137-6 11 書籍   四書五経 新刻改正　論語　四 書冊25. 1 欠年 再刻後藤点

－48－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考
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137-7 137-7 11 書籍   四書五経 新刻改正　孟子　 書冊25. 1 明治4（8刻） 1871 再刻後藤点、大阪山
内蔵版

137-8 137-8 11 書籍   四書五経 新刻改正　孟子　 書冊25. 1 明治4（8刻） 1871 再刻後藤点、大阪山
内蔵版

137-9 137-9 11 書籍   四書五経 新刻改正　孟子　 書冊25. 1 明治4（8刻） 1871 再刻後藤点、大阪山
内蔵版

137-10 137-10 11 書籍   四書五経 新刻改正　孟子　 書冊25. 1 明治4（8刻） 1871 再刻後藤点、大阪山
内蔵版

138-1 138-1 11 書籍   四書五経 林家訓点　中庸　全 書冊27. 1 欠年 虫損

138-2 138-2 11 書籍   四書五経 林家訓点　論語　 朱喜集註 書冊27. 1 欠年 虫損

139-1 139-1 11 書籍   四書五経 新鐫読本　易経　上 芝山後藤先生
定本、男師周・
孫師邵校

書冊25. 1 欠年 後藤点

139-2 139-2 11 書籍   四書五経 新鐫読本　易経　下 芝山後藤先生
定本、男師周・
孫師邵校

書冊25. 1 欠年 後藤点

140-1 140-1 11 書籍   四書五経 新鐫読本　詩経　乾 書冊25. 1 欠年 後藤点

140-2 140-2 11 書籍   四書五経 新鐫読本　詩経　坤 書冊25. 1 欠年 後藤点

141-1 141-1 11 書籍   四書五経 新鐫読本　書経　天 書冊25. 1 欠年 後藤点
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橋本正隆氏文書目録

141-2 141-2 11 書籍   四書五経 新鐫読本　書経　地 書冊25. 1 欠年 後藤点

142-1 142-1 11 書籍   四書五経 新鐫読本　礼記　元 書冊25. 1 安政2（5刻） 1855 後藤点

142-2 142-2 11 書籍   四書五経 新鐫読本　礼記　亨 書冊25. 1 安政2（5刻） 1855 後藤点

142-3 142-3 11 書籍   四書五経 新鐫読本　礼記　利 書冊25. 1 安政2（5刻） 1855 後藤点

142-4 142-4 11 書籍   四書五経 新鐫読本　礼記　貞 書冊25. 1 安政2（5刻） 1855 後藤点

143-1 143-1 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 序
目

平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-2 143-2 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 一 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-3 143-3 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 二 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-4 143-4 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 三 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-5 143-5 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 四 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-6 143-6 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 五 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓
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橋本正隆氏文書目録

143-7 143-7 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 六 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-8 143-8 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 七 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-9 143-9 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 八 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-10 143-10 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 九 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-11 143-11 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 十 平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-12 143-12 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 十
一

平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

143-13 143-13 11 書籍   漢学 校正音訓　新刻文選正文 十
二

平田馬之進豊
愛著

書冊26. 1 嘉永5.3 1850 江戸万屋忠蔵梓

144 144 11 書籍   教訓 頭書　女大学教鑑 全 益軒貝原先生
述

書冊26. 1 (近世)

145 145 11 書籍   教訓 絵本一休話　巻之五 書冊22. 1 (近世)

146 146 11 書籍   教訓 世事要言  完 神田孝平著 書冊22. 1 明治6.12 1873 兵庫県下兵庫相生
町鳩居堂発兌
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橋本正隆氏文書目録

147 147 11 書籍   日本史 浅野忠臣記　巻之五写し 書冊24. 1 近世 虫損

148-1 148-1 11 書籍   日本史 国史略　巻之一 音博士岩垣先
生編

書冊26. 1 明治4（4刻） 1871 京都藤井孫兵衛

148-2 148-2 11 書籍   日本史 国史略　巻之二 音博士岩垣先
生編

書冊26. 1 明治4（4刻） 1871 京都藤井孫兵衛

148-3 148-3 11 書籍   日本史 国史略　巻之三 音博士岩垣先
生編

書冊26. 1 明治4（4刻） 1871 京都藤井孫兵衛

148-4 148-4 11 書籍   日本史 国史略　巻之四 音博士岩垣先
生編

書冊26. 1 明治4（4刻） 1871 京都藤井孫兵衛

148-5 148-5 11 書籍   日本史 国史略　巻之五 音博士岩垣先
生編

書冊26. 1 明治4（4刻） 1871 京都藤井孫兵衛

149-1 149-1 11 書籍   日本史 日本外史 巻之一 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-2 149-2 11 書籍   日本史 日本外史 巻之二 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-3 149-3 11 書籍   日本史 日本外史 巻之三 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-4 149-4 11 書籍   日本史 日本外史 巻之四 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三
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149-5 149-5 11 書籍   日本史 日本外史 巻之五 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-6 149-6 11 書籍   日本史 日本外史 巻之六 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-7 149-7 11 書籍   日本史 日本外史 巻之七 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-8 149-8 11 書籍   日本史 日本外史 巻之八 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-9 149-9 11 書籍   日本史 日本外史 巻之九 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-10 149-10 11 書籍   日本史 日本外史 巻之十 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-11 149-11 11 書籍   日本史 日本外史 巻之十一 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

149-12 149-12 11 書籍   日本史 日本外史 巻之十二 鹿児島頼久太
郎著

書冊21. 1 明治33.3.15
（再板）

1900 版権所有者京都府
頼龍三

150-1 150-1 11 書籍   日本史 鼇頭詳解近古史談講義　天
（巻之一・二）

大槻磐渓原著、
富本長州講述

書冊21. 1 明治33.4.20 1900 発行者大阪市中川
清次郎

150-2 150-2 11 書籍   日本史 鼇頭詳解近古史談講義　地
（巻之三・四）

大槻磐渓原著、
富本長州講述

書冊21. 1 明治33.4.20 1900 発行者大阪市中川
清次郎
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橋本正隆氏文書目録

151-1 151-1 11 書籍   日本史 鼇頭図彙日本外史纂語字解 
巻二

京都府鈴木音
彦編

書冊17. 1 明治45.6.10
（再版）

1912

151-2 151-2 11 書籍   日本史 鼇頭図彙日本外史纂語字解 
巻三

京都府鈴木音
彦編

書冊17. 1 明治45.6.10
（再版）

1912

151-3 151-3 11 書籍   日本史 鼇頭図彙日本外史纂語字解 
巻四

京都府鈴木音
彦編

書冊17. 1 明治45.6.10
（再版）

1912

152 152 11 書籍   日本史 新修日本外史鈔 簡野道明編 書冊22. 1 昭和2.1（訂正
刊）

1927 （株）明治書院発行、
文部省検定済師範
学校・中学校漢文科
用

153-1 153-1 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 一 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版

153-2 153-2 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 二 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版

153-3 153-3 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 三 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版

153-4 153-4 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 四 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版
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橋本正隆氏文書目録

153-5 153-5 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 五 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版

153-6 153-6 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 六 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版

153-7 153-7 11 書籍   中国史 標註十八史略正文 七 唐土曽先生原
本、山梨県渡井
量蔵標註

書冊23. 1 明治10.11.15 1877 甲府内藤伝右衛門
版

154 154 11 書籍   伝記・名鑑 大名武鑑 書冊16. 1 近世（18世紀
前半）

4巻のうちの2か？、
破損

155 155 11 書籍   往来物 庭訓往来　全 書冊24. 1 近世 大阪河内屋平七板

156 156 11 書籍   往来物 庭訓往来写し 仮綴 1 欠年　寅.1 大簇＝1月

157 157 11 書籍   往来物 千載用文章綱目 書冊24. 1 享保19.吉日版 1734 瀬戸物や伝兵衛板、
虫損

158 158 11 書籍   往来物 商家必要萬手形案文　全 書冊15. 1 寛政6.11開彫 1794 大阪河内屋□助他、
虫損

159 159 11 書籍   往来物 年始祝儀その他日用文例集 書冊22. 1 天保15.正開板 1844 浪速書肆、虫損

160 160 11 書籍   往来物 首書読法実語教・童子教具註
鈔　完

書冊25. 1 近世 浪速書肆、大阪河内
屋喜兵衛、虫損
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橋本正隆氏文書目録

161 161 11 書籍   往来物 真艸両点註釈付懐宝消息往
来

書冊17. 1 近世 御字流手本註釈付、
浪華三書堂梓、諸国
発行書林略

162-1 162-1 11 書籍   往来物 萬家必要大金洋注用文章替
文　上

岡本方円斎著 書冊18. 1 明治4御免許 1871 浪華書林宝文堂梓、
諸国発行書林略

162-2 162-2 11 書籍   往来物 萬家必要大金洋注用文章替
文　下

岡本方円斎著 書冊18. 1 明治4御免許 1871 浪華書林宝文堂梓、
諸国発行書林略

163 163 11 書籍   書道 真行草三体千字文訓点付　
全

村田海石先生
書

書冊22. 1 明治20.4 1887 大阪岡田群鳳堂版、
訓点兼出版人南谷
新七　　　　　

164-1～3 164-1～3 11 書籍   書道 習字手習千字文 折本24. 3 欠年

165 165 11 書籍   書道 習字兼用草書手紙文　完 藤井千代丸著
村田浩蔵（海
石）書

書冊23. 1 大正7.11.10 1918

166 166 11 書籍   書道 女子新習字帖　第二修正版　
巻一

高塚錠二著 折本22. 1 昭和12.10（訂
正6版）

1937 東京開成館編集所、
定価35銭

167 167 11 書籍   謡物  観世流謡本 書冊22. 1 (享保18) 1733 京都山本長兵衛

168 168 11 書籍   謡物 独吟集大成　全 観世清兼 書冊12. 1 明治43.8 1910 京都桧常三郎刊

169 169 11 書籍   華道 生花養い秘法手写し 仮綴 1 明治41.5 1908
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橋本正隆氏文書目録

170 170 11 書籍   浄瑠璃 妹背門松　質店段 書冊22. 1 欠年

171 171 11 書籍   浄瑠璃 女護嶋　二段目 書冊22. 1 欠年 大阪土水源次郎新
版

172-1 172-1 11 書籍   中国文学 唐詩選　一 滄溟李先生編 書冊22. 1 明治2 1869

172-2 172-2 11 書籍   中国文学 唐詩選　二 滄溟李先生編 書冊22. 1 明治2 1869

172-3 172-3 11 書籍   中国文学 唐詩選　三 滄溟李先生編 書冊22. 1 明治2 1869

173-1 173-1 11 書籍   その他（教 尋常小学校読本　巻之一 文部省編輯局 仮綴 1 明治20 1886 破損

173-2 173-2 11 書籍   その他（教 尋常小学校読本　巻之二 文部省編輯局 仮綴 1 明治20 1886 破損

173-3 173-3 11 書籍   その他（教 尋常小学校読本　巻之七 文部省編輯局 仮綴 1 明治20 1886 破損

174 174 11 書籍   その他（教 尋常小学国民習字帖　第二 名和菱江書 書冊 1 明治26.12 1893 文部省検定済教科
書

175 175 11 書籍   その他（教 修正新体読本尋常小学用　　
第三

名和菱江書 書冊22. 1 明治34.1 1901 金港堂書籍株式会
社編輯

176-1 176-1 11 書籍   その他（教 算術小教科書　上巻 薩摩利喜太郎
編

四六版 1 明治35（5版） 1902 大日本図書株式会
社
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橋本正隆氏文書目録

176-2 176-2 11 書籍   その他（教 算術小教科書　下巻 薩摩利喜太郎
編

四六版 1 明治35（5版） 1902 大日本図書株式会
社

177 177 11 書籍   その他（教 新書鑑　第一学年用 山口彦総書 折本22. 1 大正11.1.25 
（訂正再版）

1922 東京光風館蔵版、第
一学年用

178 178 11 書籍   その他 実地応用普通実業用文　巻
一

岡本可亭著 書冊22. 1 明治28.2 1895 岡本竹二郎編纂、神
戸市吉岡平助発行

179 179 11 書籍   その他 作文良材美文精選 小林鴬里著 冊子 18 1 明治41.1（7版） 1908 東京文陽堂発行

180 180 11 書籍   その他 日露交戦紀念録　下巻 吉田文彦著 四六版 1 明治39.4（再
版）

1906 東京東江堂発行

181 181 11 書籍   その他 成功と人格 田村逆水著 菊判 1 明治41.4（再
版）

1908 博文堂発行

182 182 11 書籍   その他 列国国勢要覧 内閣統計局編 冊子 1 昭和13.3.23 1938
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