
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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

1 4 1土地・貢租（近世） 守部村田畑名寄帳 書冊 1 安政4.2 1857 高河原助右衛門所
持分

2 2 1土地・貢租（近世） 本田新田高盛・引高等勘定改
め

高河原輔右衛
門

書冊 1 文久元.8 1861

3 41 1土地・貢租（近世） 高河原介右衛門所持田畑書
上げ

仮綴 1 (近世) 表題は「奉願候田畑
…」

4 39 2土地・貢租（近代） 地租改正名寄帳 書冊 1 明治8.7 1875 東小い□分

5 29 2土地・貢租（近代） 一筆限田畑地価修正方法書
写し

武庫村・武庫村
内守部村地主
惣代6名

兵庫県知事内
海忠勝

仮綴 1 明治22.9 1889 地価修正計算書・21
年現在地価表あり

6 43 2土地・貢租（近代） 守部村一筆限地図帳 高河原伊之吉 書冊 1 明治39.8写 1906 守部村戸長藪田又
兵衛、副戸長高河原
甚右衛門・松本弥平
治

7 124 2土地・貢租（近代） 納税免除願いにつき理由書 高河原伊之吉 神戸税務管理
局長曽我祐保

仮綴 1 明治33.6.9 1900 不作による所得減額
による、所得金高申
告書合綴

8 87 2土地・貢租（近代） 所得金高申告書控え 高河原伊之吉 神戸税務管理
局長曽我祐保

状 3 明治34.5，明
治36.4.29

1901 34年のもの1枚、36年
のもの2枚

9 86 2土地・貢租（近代） 諸税金領収証 武庫村収入役
他

高河原伊之吉 一括 1 明治39～昭和
8

1906～
1933
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

10 83 2土地・貢租（近代） 守部村地税納付額人別書上
げ

仮綴 1 近代 1反につき1円45銭

11 121 2土地・貢租（近代） 田畑自作地・貸地地価地租書
付け

状 1 近代 下書か

12 36 2土地・貢租（近代） 一筆限反別地租取調べ 仮綴 1 (明治) 高河原助右衛門所
有地のみ書き出した
もの

13 126 2土地・貢租（近代） 所有地反別取調べ下書 書冊 1 (明治) 高ヶ原助右衛門所有
地か

14 45 2土地・貢租（近代） 登記出願人必携 治安裁判所判
事試補樋山廣
業著

冊子 1 明治21.10.8 1888

15-1 37 2土地・貢租（近代） 共有地譲渡による登記出願関
係書類綴り

譲受人高河原
助右衛門他

神戸区裁判所
西宮出張所他

仮綴 1 明治28.4.1 1895 部理代人委任状・登
記願等3点合綴、15-
1･2は同時作成の控
え

15-2 125 2土地・貢租（近代） 共有地譲渡による登記出願関
係書類綴り

譲受人高河原
助右衛門他

神戸区裁判所
西宮出張所他

仮綴 1 明治28.4.1 1895 部理代人委任状・登
記願等3点合綴、15-
1･2は同時作成の控
え

16 38 2土地・貢租（近代） 土地貸借契約証写し 貸主高河原助
次郎

仮綴 1 昭和10.2.13 1935

17 84 2土地・貢租（近代） 昭和22年度年貢帳 横帳 1 昭和22 1947
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

18 3 3村政・村況（近世） 守部村明細帳之写 高河原助右衛
門

書冊 1 近世 下書、「御上地付村
方書物之写」

19 12 4村政・村況（近代） 什長任命状 第八区長 守部村高河原
助右衛門

状 1 明治7.6.30 1874

20 30 4村政・村況（近代） 布告写し 高河原伊之吉 書冊 1 明治17.1 1884 辞職願・送籍届他文
書雛形を写したもの

21 28 4村政・村況（近代） 勤勉儲蓄諮問会儀決規約表 高河原伊之吉
写し

書冊 1 明治19.正 1886 武庫郡第5農区勧業
世話掛・各村戸長ら
協議、郡長認可

22 123 4村政・村況（近代） 秋季清潔法施行事項本県より
指示あるにつき謄写・伝達方
照会状写し

武庫村松本四
郎兵衛

書冊 1 明治31.10.13 1898 施行事項の予防細則
の写しあり

23 92 4村政・村況（近代） 東宮殿下御野立所記念碑除
幕式武庫村分会員参列撮影
につき通知

帝国在郷軍人
会武庫村分会
長丸石哲

高河原助治郎 状 1 大正2.2.10 1913 封筒あり

24 9 4村政・村況（近代） 政見 衆議院議員候
補者前田房之
助

冊子 1 (大正13) (1924)

25-1 98 4村政・村況（近代） 盗難届控え 高河原介右衛
門

状 1 明治11.4.14 1878

25-2 17 4村政・村況（近代） 盗難届控え 高河原介右衛
門

状 1 明治11.4.17 1878
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

25-3 31 4村政・村況（近代） 盗難告訴状 上瓦林村松井
辰蔵

仮綴 1 明治15.8.11 1882

25-4 99 4村政・村況（近代） 盗難届下書 高河原伊之吉 西宮警察署守
部分署

状 1 明治18.10.6 1885

26 116 5戸口・諸改 来迎寺信徒惣代選挙投票結
果知らせ状

来迎寺執事 高河原伊之吉 状 1 明治31.6.5 1898 高河原伊之吉・福田
三右衛門・福田千代
蔵

27 114 5戸口・諸改 入寄留届控え 西宮町内木戸
伊之助

西宮町々長 状 1 明治35.3.24 1902 高河原伊之吉長男
助次郎入寄留につき

28 113 5戸口・諸改 寄留出立届下書 家主木戸伊之
助

西宮町長田澤
熊江

状 1 (明治35) (1902) 高河原助次郎出立に
つき

29 19 6農業経営・流通 年季雇請証下書 (高河原伊之吉) 状 1 明治35.旧4.26 1902

30 115 6農業経営・流通 武庫村虫害予防委員辞任届
控え

高河原伊之吉 武庫村長西村
久市郎

状 1 明治39.8.14 1906 家政上の都合による

31 33 6農業経営・流通 昭和2年度武庫村農会経費収
支予算

武庫村農会長
高寺市郎右衛
門

書冊 1 昭和2.2.21 1927

32 79-2 6農業経営・流通 米穀検査実施依頼状下書 状 2 近代 32･66封筒入り一括、
封筒は66のもの

33 40 6農業経営・流通 宛作反別書上げ 高河原助右衛
門

仮綴 1 (明治)
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

35 111 6農業経営・流通 武庫郡小麦作改良利益調査
一覧表

状 1 近代

36 106 7金融・訴訟 太政官札 太政官会計局 状 1 慶応戊辰(4)発
行

1868 金5両

原蔵者保管

37-1 25 7金融・訴訟 金銭出入帳 横帳 1 文久4.正～昭
和8.8.13

1864～
1933

借金勘定覚え・借用
金覚え等8通挟み込
みあり

37-2 21 7金融・訴訟 金銭出入帳 高河原助右衛
門

横帳 1 明治25.12～ 1892～

38 26 7金融・訴訟 金銭渡し 高河原助右衛
門

横帳 1 明治6.8～
7.11.14

1873～
1874

表紙破損

39 42 7金融・訴訟 借金証文写し・引合書等綴り 仮綴 1 嘉永7.10～明
治7

1854～
1874

質物証文類の雛形あ
り、10件合綴

40 100 7金融・訴訟 銀子預り証文 西難波村□兵
衛

守部村助右衛
門

状 1 天保14.7 1843

41 101 7金融・訴訟 連判通帳預り証文 守部村寅蔵 梶屋吉右衛門 状 1 文久2.閏8 1862

42 109 7金融・訴訟 年貢米借用連印証文 西武庫村預り主
喜助

守部村助右衛
門

状 1 慶応2.12 1866

43 105 7金融・訴訟 家屋鋪質物証文 守部村米屋寅
蔵

守部村八右衛
門

状 1 慶応4.9 1868
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

44 120 7金融・訴訟 連印借用証券写し 状 1 明治10.1.23 1877

45-1 108 7金融・訴訟 売渡し建物図面 建物持主東治
郎吉

高河原惣右衛
門

状 1 明治10.4.29売
渡し

1877 書面宅地は貸地の旨
松田定吉奥書あり、
45-1・2は同じもの

45-2 110 7金融・訴訟 売渡し建物図面 建物持主東治
郎吉

高河原惣右衛
門

状 1 明治10.4.29売
渡し

1877 書面宅地は貸地の旨
松田定吉奥書あり、
45-1・2は同じもの

46 32 7金融・訴訟 東吉兵衛家消籍に関わる訴訟
関係書類綴り

高河原伊之吉・
東清右衛門他

常吉村外十ヶ村
戸長西村孫一
郎他

仮綴 1 明治18.6～
18.12.21

1885 分家願・引合書・答
弁書等の写し等6点
合綴

47 34 7金融・訴訟 地所書入による登記関係書類
綴り

濱五平治・高河
原伊之吉

武庫村々戸長
西村孫一郎他

仮綴 1 明治23.1 1890 登記願・印鑑証明
願・田地売渡確証等
の写し・雛形等13点
合綴

48 119 7金融・訴訟 先日馳走の礼、地所買得金清
算済み等につき書状

松本 高河原 状 1 (明治)23.4.8 1890

49 117 7金融・訴訟 頼母子講落札につき知らせ状 福田 高ヶ原 状 1 (明治) .12.29 手取金560円にて

50 118 7金融・訴訟 返済法に関する駒ヶ林の書状
の内容につき伺い状

状 1 近代 裏面は婚姻届写し

51 97 7金融・訴訟 支那事変国庫債券25円券 状 1 昭和15発行 1940

52 11 8治水・水利 武庫川普請所□仕帳 横帳 1 明治7.4 1874
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

53-1 1 9家 結納目録・結納受書綴り 小寺藤左衛門
他

高河原助右衛
門・東熊蔵

仮綴 1 弘化3.9～安政
6.4.19

1846 8点合綴

原蔵者保管

53-2 127 9家 結納目録 西村庄右衛門 高河原助右衛
門

仮綴 1 (近世) 辰.8.14 高河原助右衛門受
書合綴

原蔵者保管

54 23 9家 構礼斐物長 高河原助右衛
門

横帳 1 弘化4.2.23 1847 表紙日下に「小寺藤
左衛門」とあり、婚礼
に関わるか

55 81 9家 献立 状 1 欠年

56 24 9家 売日記 横帳 1 嘉永申(元) 1848 買物覚え2通結び文

57 22 9家 買物控え 横帳 1 安政4.4 1857

58 20 9家 家宅普請入用録 高河原助右衛
門

横帳 1 明治19.11.11 1886 川普請(？)の図面が
挟まれている

59 14 9家 新聞代金領収証 西ノ宮本町原新
聞舗

高河原 状 1 明治37.8.31 1904

60 96 9家 積荷送り状 西宮町粟津北
店

高河原伊之吉 状 1 明治44.12.17 1911

61 104 9家 極上等銅間手組4枚他代金受
取り覚え

大阪堂島北町
林音吉

助右衛門 状 1 欠年 .11.3 過上金受取られたき
旨別紙追て書1通同
封、封筒あり

－7－ 尼崎市立地域研究史料館



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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

62 102 9家 丸太等代金請求状 戎屋 森部村上様 状 1 欠年

63 76 9家 慈教講社周旋依頼状 浄土宗総本山
事務所

状 1 明治11.12.7 1878

64 13 9家 出征者に対する激励のあいさ
つ下書

状 1 明治38.3.28 1905

65 82 9家 兵役除けの餅送付につき書状 土佐堀通岡本
尚三

高河原助次郎 状 1 明治42.2.15 1900 北野正法寺門前にて
購入料紙2枚

66 79-1 9家 綿入れ等持参されたきにつき
書状

森本太三郎 父上 状 1 大正元.9.29 1912 32・66封筒入り一括

68 93 9家 談話会にて弁士をつとめられ
たき旨依頼状

会長松本 高河原 状 1 近代 .-.18 封筒あり

69 35 9家 遺産相続之証写し 親族高河原巳
之介他1名・地
主惣代

守部村共有地
遺産相続人高
河原正平

仮綴 1 明治28.4 1895

72 91 9家 俳句書付け 一括 1 近代

73 112 9家 名前書（反故） 状 1 近代

74-1 18 9家 書状下書 状 1 近代

74-2 95 9家 書状下書・手習い 一括 1 近代
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

74-3 88 9家 手習い・交通費計算書付け 状 1 近代

75-1 89 9家 反故 状 1 近代 もと竪帳の表紙か

75-2 75 9家 反故等紙片束 一括 1 近代 赤白水引でくくられて
いた

76 80 9家 封筒（「清書之御中」） 静山 封筒 1 近代 中身不明

77 10 9家 夏季休業中の心得 伊丹高等小学
校西川順太郎

冊子 1 明治後期 「第三学年生高河原
助次郎」

78 90 9家 兵庫県立伊丹中学校学則 兵庫県立伊丹
中学校

状 1 近代 学科目・教授時数等
あり

79-1 16 9家 観瀾尋常小学校授業料袋（納
額告知書兼領収証書）

武庫村長松本
四郎兵衛

袋 1 明治31.4～
36.3

1898～
1903

尋常科四年生高ヶ原
助次郎

79-2 15 9家 小学校授業料袋（納額告知書
兼領収証書）

伊丹町長夏目
小才次

袋 1 明治35.4～
36.3

1902～
1903

高等科第三学年高
河原助次郎

80 103 9家 封筒 第二学級高河
原助次郎

教員室主計先
生

封筒 1 明治35.6 1902 中身不明

81-1-1 52 9家 小学読本巻一 冊子 1 明治 官許翻刻、兵庫県下
小学校書籍発売所
相生町鳩居堂
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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

高河原助右衛門氏文書(3)目録

81-1-2 53 9家 小学読本巻一 文部省編纂 冊子 1 明治 北条県下文華堂反
刻、81-1-1・2は同じ
もの

81-2-1 54 9家 小学読本巻二 冊子 1 明治 官許翻刻、兵庫県蔵
板

81-2-2 64 9家 小学読本巻二 師範学校編輯 冊子 1 明治 翻刻、「高河原小直」

81-3 49 9家 小学読本巻三 師範学校編輯 冊子 1 明治7.8改正 1874

81-4 55 9家 小学読本巻六 田中義廉編輯 冊子 1 明治9.7 1876 守部村高河原伊之
助所持

82 51 9家 小学校教科用書読書入門 文部省編輯局 冊子 1 明治19.9 1886 守部村高河原タカエ
の貼紙あり

83 62 9家 尋常小学読本 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887

84-1 60 9家 尋常小学読本巻之一 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887

84-2 48 9家 尋常小学読本巻之二 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887

84-3 61 9家 尋常小学読本巻之三 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887

84-4 50 9家 尋常小学読本巻之四 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887
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84-5 67 9家 尋常小学読本巻之五 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887

84-6 47 9家 尋常小学読本巻之六 文部省編輯局 冊子 1 明治20.5 1887

85 57 9家 日本地誌略巻之一 師範学校編輯 冊子 1 明治7.8改正 1874 翻刻、「高河原古尚」

86 63 9家 万国史略巻一 文部省編纂 冊子 1 明治8.6.22反
刻

1875 山口県反刻

87 65 9家 兵庫県管内地理 西宮高等小学
校

冊子 1 明治後期 「□河原助次郎」

88 122 9家 小学四級習字手本 小□庫二編・村
田海石著

仮綴 1 明治 「高河原小直」

89 58 9家 地理初歩 冊子 1 (明治) 官許翻刻、相生町鳩
居堂

90 44 9家 手習帳（「西宮高等小学校第
二学年ト伊丹高等小学校第三
学年ノ分」）

高河原助次郎 仮綴 1 (明治後期) 手習い紙片・絵等14
枚挟み込みあり、竪
表紙付き

91 27 9家 書札節用要字海 横帳 1 宝暦11.9刊 1761

92 72 9家 忠臣水滸伝前編巻之五 山東窟京傳子
著

冊子 1 寛政11.11発行 1799

93 70 9家 躄仇討九ツ目新左エ門屋鋪
段

冊子 1 天保6再板 1835
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94 69 9家 加賀見山旧錦絵六ツ目草履
打之段

冊子 1 近世 心斎橋八幡筋玉置
清七新板

施行規則第5条(1)により非公開

95 71 9家 忠臣蔵六段目財布の連判 冊子 1 近世

96 73 9家 増補書翰大成 龍章堂美暢筆 冊子 1 安政5.4再刻 1858

97 74 9家 大学章句 冊子 1 近世 「高河原氏」

98-1 56 9家 明治重刻三時業 雲 和上埀 冊子 1 明治15.12.25 1882

98-2 59 9家 明治翻刻三時業 雲 和上埀示 冊子 1 明治15.12.25 1882

99-1 5 9家 略本暦綴り 神宮司庁 仮綴 1 明治23.10.25
～29.11.1

1890～
1896

明治24・25・28～30
年分5冊合綴、「いろ
はわけ救民妙薬集」
合綴

99-2 7 9家 略本暦綴り 神宮司庁 仮綴 1 明治30.10.20
～32.10.20

1897～
1899

明治31～33年分3冊
合綴

100 8 9家 内外書籍出版発兌目録第87
号

嵩山堂 冊子 1 (明治)25.3.15 1892

101 6 9家 絵入天理人道 著作印刷発行
者岩永菊治郎

冊子 1 明治28.11.18
印刷

1895 「観瀾尋常小学校生
徒二年生高河原助
次郎携帯」
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102 46 9家 高野山平面図・高野山詳密図
絵

著作兼発行印
刷人柏木芳太
郎

図 1 明治32.3 1899

103 66 9家 近古史談後編 大槻清崇著 冊子 1 明治39.6.10 1906 第46版、初版明治
28.1

104 68 9家 大正新撰古銭之栞朝銭ノ部 下間寅之助編 冊子 1 大正2.3.25印
刷

1913

105 107 9家 郵便貯金通帳 大阪貯金支局 冊子 1 近代 14.5.31
～15.2.6

財団法人辰馬学院
甲陽中学校高河原
俊夫
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