
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

笹邉啓一氏文書(1)(2)目録

1 111 1 村政･村況(近代) 尼崎市空中測量図 大日本空中測
量会社

図 1 昭和11.9 1936 縮尺1/1万､
67.4×95.2㎝

2 91 1 村政･村況(近代) 尼崎史蹟建碑候補地につき
説明資料

冊子 1 近代 ガリ版､虫損

3 107 1 村政･村況(近代) 阪神水道平面図 図 1 近代 縮尺1/5万､
103.8×57.7㎝

4 4 2 経営・流通 本興寺普請の大坂手伝い雇
入れの件につき訴状

東西手伝仲間
惣代丹波屋治
助他1名

作事方奉行 状 1 文政8.正 1835 虫損

5 3 2 経営・流通 辰巳町佃屋清次郎ら2名が勝
手に井戸替え働きを行なった
件につき訴状

城下東西三日
雇之者共市庭
町新田屋吉次
郎他2名

作事奉行 状 1 弘化4.7 1847 井戸替え＝井戸さら
え

6-1 75 2 経営・流通 御用人数帳 肝煎庄兵衛 横帳 1 慶応2.8 1866

6-2 57 2 経営・流通 御用人控え帳 横帳 1 慶応2.8 1866 普請人足数･名前等

6-3 76 2 経営・流通 御用人数帳 肝煎荘兵衛 横帳 1 慶応3.正 1867

6-4 74 2 経営・流通 御用人数帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 近世 表紙欠

6-5 77 2 経営・流通 御用人数帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.9 1870

7-1 28 2 経営・流通 御用賃銭渡し帳 肝煎庄兵衛 横帳 1 慶応4.正 1868
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7-2 27 2 経営・流通 弐番御用賃銭渡し帳 肝煎庄兵衛 横帳 1 明治3.閏10 1870

8 16 2 経営・流通 御作事御用等諸普請につき
手間人数･賃金等控え

横帳 1 近世

9 29 2 経営・流通 豊安院葬式につき賃銭勘定
渡し帳

肝煎新田屋荘
兵衛

横帳 1 明治2.9 1869 豊安院は尼崎6代藩
主松平忠栄

10 58 2 経営・流通 御邸土蔵二階建解払い帳 みしま仲間 横帳 1 明治4 1871 ｢みしま｣=三嶋(築地･
東西両組､請求番号
12と関連)

11 22 2 経営・流通 大福帳 新田屋庄左衛
門

横帳 1 天保4.正 1833 諸普請の手間人数･
代金等

12 11 2 経営・流通 普請代金勘定覚え 大根屋 仲間 状 1 近世 .正.13 小頭屋敷･蜆橋等4
件

13 18 2 経営・流通 諸普請請負証文控え帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治2.正～同
3.2

1869 営繕所役人宛証文
の控え

14 23 2 経営・流通 諸色書出し帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治2.正 1869 賃銭など取集方･古
瓦売買控え等

15 59 2 経営・流通 助方銭渡し帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.正 1870

16 17 2 経営・流通 銭請取帳 手伝方 横帳 1 近世 子.11
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17-1 61 2 経営・流通 工数働日記 新田屋荘左衛
門

横帳 1 文久4.正 1864

17-2 62 2 経営・流通 工数働日記 新田屋正兵衛 横帳 1 慶応2.正 1866

17-3 63 2 経営・流通 工数働日記 大根屋庄兵衛 横帳 1 慶応3.正 1867

17-4 64 2 経営・流通 工数働日記 大根屋庄兵衛 横帳 1 慶応4.正 1868

17-5 65 2 経営・流通 工数働日記 新田屋荘兵衛 横帳 1 明治2.正 1869

17-6 66 2 経営・流通 工数働日記 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.正 1870

17-7 67 2 経営・流通 工数働日記 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治4.正 1871

17-8 68 2 経営・流通 工数働日記 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治5.正 1872

17-9 69 2 経営・流通 工数働日記 笹部庄兵衛 横帳 1 明治6.1 1873

17-10 70 2 経営・流通 工数働日記 笹部庄兵衛 横帳 1 明治7.1 1874

17-11 71 2 経営・流通 工数働日記 笹部庄平 横帳 1 明治8.1 1875

18-1 73 2 経営・流通 貳番人数働日記 笹部庄平 横帳 1 明治7.8 1874

18-2 72 2 経営・流通 貳番人数働日記 笹部庄平 横帳 1 明治8.11 1875

－3－
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笹邉啓一氏文書(1)(2)目録

19 60 2 経営・流通 人数口取帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.正 1870

20 8 2 経営・流通 人足人数名前書付 状 3 近世 横帳断簡か

21 26 2 経営・流通 人足数･賃銭控え帳 横帳 1 近世

22-1 30 2 経営・流通 賃銭渡し改め勘定帳 横帳 1 慶応2.8 1866

22-2 31 2 経営・流通 賃銭勘定帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治2.正 1869

22-3 32 2 経営・流通 賃銭勘定帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.正 1870

22-4 33 2 経営・流通 賃銭勘定帳 笹辺正兵衛 横帳 1 明治6.1 1873

23-1 12 2 経営・流通 寄合入用勘定帳 断簡 1 近世 .12.16 築地･東西両組人
数･徴収銭高･諸支
払い､綴じはずれ･4

23-2 7 2 経営・流通 寄合入用控え 状 1 近世 11/23夜手伝職仲間
寄合､後欠

24 5 2 経営・流通 銭･餅出しにつき手伝職名前
書上げ

状 1 近世 .10.11 水屋音右衛門他15
名分

25 9 2 経営・流通 酒代金請求の覚え 木七 手伝中間 状 1 近世
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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

笹邉啓一氏文書(1)(2)目録

26 1 2 経営・流通 諸職人規則定 諸職人取締方
ほか

肝煎･老分ほか 書冊 1 明治2･4 1869･
1871

水濡れ･一部欠損、
劣化甚大のため閲覧
はデジタル画像・紙
焼きで行なう。

施行規則第5条(1)により非公開

27-1 19 2 経営・流通 土石灰･綱縄売買控え帳 大根屋庄兵衛 横帳 1 明治3.2 1870 結び文書2点あり､破
損

27-2 15 2 経営・流通 諸品売方･賃銭取集帳 新田屋荘兵衛 横帳 1 明治4.正 1871

27-3 21 2 経営・流通 油石灰土･諸色売買帳 新田屋荘兵衛 横帳 1 明治4.正 1871

27-4 20 2 経営・流通 諸品売買帳 笹部荘兵衛 横帳 1 明治7.1 1874 土石灰･綱縄等

28 10 2 経営・流通 手伝職集会に参集されたき旨
の回状

状 1 (明治)14.2.2 1881 手伝職名前を書付､
破れて2枚

29-1 25 2 経営・流通 桜井神社建築人数簿･会計記 棟梁笹部庄平
他2名

横帳 1 明治15.8 1882

29-2 24 2 経営・流通 桜井神社建築諸入費控え･金
払い簿

棟梁笹部庄平
他2名

横帳 1 明治15.8 1882 結び文書･付箋あり

30 56 3 金融 家賃入日記 横帳 1 嘉永7.1 1854

31 55 3 金融 家賃月集め･諸掛り出金留め
帳

横帳 1 明治8.1 1875 後欠
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32 92 3 金融 未納家賃督促状 尼崎市築地中
通り笹部治介

尼崎市築地中
通り雁林伝吉

状 1 昭和10.2.20 1935 尼崎郵便局による内
容証明あり

33-1 45 3 金融 金銀出入帳 新田屋荘兵衛 横帳 1 慶応2.正 1866

33-2 39 3 金融 弐番金銀出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 慶応2.11 1866

33-3 46 3 金融 金銀出入帳 大根屋荘兵衛 横帳 1 慶応3.正 1867

33-4 34 3 金融 毎日銭出入改め帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 慶応3.正 1867

33-5 36 3 金融 弐番毎日銭出入帳 大根屋庄兵衛 横帳 1 慶応3.7.下旬 1867

33-6 37 3 金融 三番毎日銭出入帳 大根屋庄兵衛 横帳 1 慶応3.9 1867

33-7 35 3 金融 毎日銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 慶応4.正 1868

33-8 14 3 金融 金銭支払帳 (新田屋荘兵衛) 横帳 1 慶応4.3 1868 地子･会所入用等､
結び文書あり

33-9 40 3 金融 弐番金銭出入日記 新田屋荘兵衛 横帳 1 慶応4.8 1868

33-10 38 3 金融 三番金銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治元.11 1868

33-11 47 3 金融 金銭出入帳 新田屋荘兵衛 横帳 1 明治2.正 1869
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33-12 41 3 金融 二番金銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治2.8.中旬 1869

33-13 48 3 金融 金銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.正 1870

33-14 42 3 金融 弐番金銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治3.閏10.下
旬

1870

33-15 49 3 金融 金銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治4.正 1871

33-16 50 3 金融 金銭出入帳 新田屋庄兵衛 横帳 1 明治5.正 1872

33-17 51 3 金融 金銭出入帳 笹部庄兵衛 横帳 1 明治6.1 1873

33-18 52 3 金融 金銭出入帳 笹部庄兵衛 横帳 1 明治7.1 1874

33-19 43 3 金融 弐番金銭出入日記 左々部正平 横帳 1 明治7.10 1874

33-20 53 3 金融 金銭出入帳 笹邊庄平 横帳 1 明治8.1 1875

33-21 44 3 金融 二番金銭出入帳 笹部庄平 横帳 1 明治8.11 1875

34 6 3 金融 両替につき覚え 状 1 近世 横帳断簡か

35 54 3 金融 地子･普請入用家賃入控え 笹部荘兵衛 横帳 1 明治6.1 1873
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36 112 4 家 名所歌合せ 書冊 1 (近世) 京都の地名を入れ詠
んだもの､33番まであ
り

37 113 4 家 弘法大師御和讃 小豆嶋屋つぎ 横帳 1 (近世)

38 2 4 家 月々小遣い帳 笹部内 横帳 1 (近世)10.8.26
～同.9.30

酒･食品等の品名･代
金付込み

39 110 4 家 奈良第二尋常高等小学校卒
業記念写真帖

冊子 1 大正6.4 1917 池尻ツタエの記名あ
り

40-1 90 4 家 新聞切り抜き 状 1 昭和 新聞名等不明､家屋
の増改築に関する記
事

40-2 123 4 家 新聞記事切抜き帳 書冊 1 近代 新聞名不明･主に｢評
檀｣の切抜き､河東碧
梧桐筆記事切抜き3
点添付

41-1 115 4 家 絵はがきのアルバム 書冊 1 近代 京都･明治天皇大
喪･有馬･海外等､書
籍写真切り抜き10点
添付

41-2 78 4 家 絵はがきアルバム 書冊 1 近代 東京･名古屋･箕面･
外国の絵はがき196
枚
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笹邉啓一氏文書(1)(2)目録

41-3 114 4 家 絵はがきのアルバム 書冊 1 近代 近江･伊勢･箕面等
名所旧跡59枚､笹部
治介(中ノ町)の記名
あり､大阪毎日新聞
｢御大礼書報｣(大正
4.12.1)より写真切抜
き10枚添付

42-1 117 5 書籍 名家真筆帖 第弐輯 青木輔清(編) 冊子 1 明治25.4.10 1892 初版､古書画出版協
会発行､藤井藤之助
記名あり

42-2 118 5 書籍 名家真筆帖 第五輯 青木輔清(編) 冊子 1 明治25.7.25 1892 初版､古書画出版協
会発行､藤井氏記名
あり

42-3 119 5 書籍 名家真筆帖 第七輯 青木輔清(編) 冊子 1 明治25.9.20 1892 初版､古書画出版協
会発行､藤井藤之助
記名あり

42-4 120 5 書籍 名家真筆帖 第九輯 青木輔清(編) 冊子 1 明治25.11.20 1892 初版､古書画出版協
会発行､冨士(=藤)井
氏記名あり

42-5 122 5 書籍 名家真筆帖 第拾一輯 青木輔清(編) 冊子 1 明治26.1.25 1893 初版､古書画出版協
会発行､藤井藤之助
記名あり､破損

42-6 121 5 書籍 名家真筆帖 第拾貳輯 青木輔清(編) 冊子 1 明治26.2.21 1893 初版､古書画出版協
会発行､藤井氏記名
あり
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笹邉啓一氏文書(1)(2)目録

43 108 5 書籍 不如帰 徳富健次郎(著) 冊子 1 明治39.6.15 1906 5版､英訳本､有楽社
(東京)発行､｢飯田蔵
書｣印あり

44 89 5 書籍 一休和尚諸国漫遊 三省社一瓢(講
述)

冊子 1 明治44.5.5 1911 初版､大阪松本金華
堂発行､表紙欠

45 85 5 書籍 幻想と夜曲 秋田徳三(著) 冊子 1 明治44.6.10 1911 初版､新陽堂(東京)
発行､表紙欠

46 93 5 書籍 国語問題提要 東京光風館書
店(編･発行)

冊子 1 大正3.4.20 1914 4版､大正3年版

47 82 5 書籍 中等東洋史図 松井等(著) 冊子 1 大正3.12.15 1914 2版､東京宝文館発
行

48 96 5 書籍 漢文問題提要 東京光風館書
店(編･発行)

冊子 1 大正4.5.28 1915 5版､大正4年版

49-1 87 5 書籍 蘭子と信吉 終編 島川七石(著) 冊子 1 大正4.9.15 1915 初版､樋口隆文館(大
阪)発行､貸本業者に
よる装丁等あり

49-2 86 5 書籍 蘭子と信吉 後編 島川七石(著) 冊子 1 大正4.9.15 1915 初版､樋口隆文館(大
阪)発行､貸本業者に
よる装丁等あり

50 80 5 書籍 中学生理衛生教科書 改訂
版

安東伊三郎(著) 冊子 1 大正4.10.29 1915 3版､東京宝文館発
行､古山実(大阪市南
区鍛冶屋町)の記名
あり
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笹邉啓一氏文書(1)(2)目録

51 81 5 書籍 中等教育日本史教科書 上
下巻

三浦周行(著) 冊子 1 大正5.12.15 1916 上下巻2冊を合冊､下
巻6版､開成館(東京)
発行､年表等7枚添
付

52 105 5 書籍 最新世界地図 三省堂(編･発
行)

冊子 1 大正5.12.29 1916 9版

53 101 5 書籍 新定図法教科書 第一巻平
面幾何図法

原貫之助他1名
(著)

冊子 1 大正6.4.5 1917 2版､修文館(東京)発
行

54 88 5 書籍 増訂十八史略講義 上 冊子 1 大正6.8.11 1917 35版､興文社(東京)
発行､杉田蔵書印あ
り

55 79 5 書籍 動物学新教科書 飯塚啓(著) 冊子 1 大正6.12.13 1917 2版､冨山房(東京)発
行､｢押鴨蔵書｣印あり

56 83 5 書籍 再訂中等東洋歴史 松井等(著) 冊子 1 大正6.12.20 1917 6版､東京宝文館発
行

57 106 5 書籍 新地理 外国 上巻 小林房太郎(著) 冊子 1 大正6.12.28 1917 中学用､大正7年版･
4版､文学社(東京)発
行､｢押鴨蔵書｣印あり

58 84 5 書籍 中等西洋歴史 瀬川秀雄(著) 冊子 1 大正7.2.11 1918 2版､冨山房(東京)発
行､笹部治介(第四学
年甲組)記名あり

59 103 5 書籍 新訂中学修身書 巻四 澤柳政太郎(著) 冊子 1 大正8.1.8 1919 8版､同文館(東京)発
行
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60 100 5 書籍 五名著漢文鈔 佐藤正範(編) 冊子 1 大正8.2.15 1919 2版､山海堂(東京)発
行

61 102 5 書籍 中等漢文教科書 巻四 林泰輔(編) 冊子 1 大正9.10.29 1920 2版､三省堂(東京)発
行

62 99 5 書籍 学生の世界地理 上巻 亀井忠一(著) 冊子 1 大正10.5.10 1921 6版､三省堂(東京)
編･発行､中川久次の
記名あり

63 94 5 書籍 林氏中等漢文教科書詳解 東京辞書出版
社(編･発行)

冊子 1 大正10.6.5 1921 初版

64 98 5 書籍 学生の世界地理 下巻 亀井忠一(著) 冊子 1 大正11.7.25 1922 7版､三省堂(東京)
編･発行

65 97 5 書籍 系統式物理学解 山下祥輔(著) 冊子 1 大正11.9.10 1922 初版､文明書院(東
京)発行

66 95 5 書籍 独逸文法の要領 小笠原稔(編) 冊子 1 大正13.9.15 1924 初版､日独書院(東
京)発行

67 116 5 書籍 科学知識 科学知識普及
会

冊子 1 大正13.11.1～
同15.3.1

1924～
1926

第4巻11号･5巻1号
～6巻3号１６冊分を
合冊

68 109 5 書籍 Die Wabrbeitsfucber TAKEUTSCHI 冊子 1 近代 IM INSEL-VERLAG
ZU LEIPZING
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69 104 5 書籍 新訂最新植物学教科書 伊藤篤太郎(著) 冊子 1 近代 三省堂(東京)発行､
笹邊治介(第壱学年
甲組)記名あり

70 13 6 その他 断簡 断簡 1 欠年
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