
アーカイブリスト

書名 請求記号（原本/複製） 種類 フォルダ CD

ア 安永大成道中記提要　小河光眞写 092-74/C1-141 古書史料 15 P4001

ア 安永大成道中記略記　神谷家蔵 曽092-128 古書史料 16 P4001

ア 荒井六郎左衛門書　三之内【１】～【３】 松787-23-1～3 古書史料 24 P4001

ア 晏子春秋 桃家資料 古書史料 184 P4021

ア 秋鹿郡村誌ノ内　三村 C1-478 古書史料 187 P4022

ア 秋鹿郡村誌 寺社403/C1-2027 古文書 019 P3018

ア 安濃郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県2-3-不明-21/C1-1489 古文書 037 P3018

ア 海士郡神社明細帳 県3-3-不明-7/C1-1499 古文書 040 P3018

ア 秋上家文書 古文書 秋上家 P3008

イ 出雲大社（中島家）
091.7-379/(複)092.9E-

579-3
古書史料 1 P4001

イ 飯石郡託和邑飯石神社始末（中島家）
091.7-380/(複)092.9E-

579-2
古書史料 1 P4001

イ 出雲國巡禮記（中島家） 091.8-229 古書史料 1 P4001

イ 出雲名寄記（中島家） 092.9-1267 古書史料 3 P4001

イ 出雲之国全図 092.9-1754 2017デジ 1

イ 出雲国風土記　文化14写本（中島家） 092.9-895 古書史料 3 P4001

イ 出雲国風土記　文化３写本（中島家） 092.9-896 古書史料 3 P4001

イ 出雲國名所集（中島家） 092.9-915 古書史料 5 P4001

イ 石見国津和野城絵図 095.2-485 2017デジ 2

イ 石見名所集方角図解 092.9-1105 古書史料 15 P4001

イ 石見志 092.9-1208 古書史料 15 P4001

イ 出雲鍬　島根郡・秋鹿郡・意宇郡 092.9-11-1/092.9-166 古書史料 17 P4001

イ 出雲鍬　能義郡・仁多郡・大原郡・飯石郡 092.9-11-2/092.9-166 古書史料 17 P4001

イ 出雲鍬　出雲郡・楯縫郡・神門郡 092.9-11-3/092.9-166 古書史料 18 P4001

イ 出雲鍬　先 092.9-159 古書史料 18 P4001

イ 出雲國農政箚記　天・地・人 096.1-5/C1-2122 古書史料 20 P4001

イ 出雲野鵐 096.4-5/C2-2480 古書史料 20 P4001

イ 石見銀　上・下 099.1-8-1・2 古書史料 21 P4001

イ [出雲国風土記社詣] 091.7-279/C1-2148 古書史料 21 P4001

イ 出雲札所観音霊場記　上～下 091.8-273/C1-1406 古書史料 27 P4001

イ 出雲國名所歌集　初編 099.1-1419 古書史料 28 P4001

イ 出雲國名所集 099.1-27 古書史料 28 P4001

イ 出雲國名所歌集　２編 曽099.1-7 古書史料 29 P4001

イ 出雲風土記　光真本 092.9-2/092.9E-1223 古書史料 30 P4001

イ 出雲風土記　木村家蔵本 092.9-2/092.9E-578 古書史料 30 P4001

イ 出雲国松江藩松平家分限帳 092-2702/C1-2170 古書史料 30 P4001

イ 和泉艸名器秘傳集上・下 松791-43-1～2 古書史料 32 P4001
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イ 和泉艸目録 松791-44-1 古書史料 32 P4001

イ 和泉艸一～十 松791-44-2～10 古書史料 32 P4001

イ 出雲國孝養伝 091.5-1 古書史料 36 P4001

イ 出雲國孝養伝　仁之巻～智之巻 091.5-1-1～4 古書史料 36 P4001

イ 出雲國孝養伝　仁之巻～信之巻 曽091.5-1-1～5 古書史料 36 P4001

イ 出雲国孝養伝　仁～信之巻 091.5-28 2017デジ 10

イ 出雲國領知郷村高辻帳 093.4/9 古書史料 181 P4021

イ 出雲路日記 099.5-16 古書史料 28 P4001

イ 出雲国大原郡村誌　五十七村 県1-2-M18-2/C1-734 古文書 003 P3018

イ 飯石郡村誌（上・下）
県1-2-M18-8～9/C1-

479~480
古文書

009～

010
P3018

イ 出雲国大社図 091.7-786 2017デジ 4

イ 出雲国絵図 092.9-1755 2017デジ 5

イ 出雲国意宇郡誌 県1-2-不明-6/C1-478 古文書 010 P3018

イ 石見国安濃郡村誌 県2-2-M19/C1-461~463 古文書 016 P3018

イ 出雲国島根郡寺院明細帳
県1-3-不明-15/C1-

1500~1501
古文書 020 P3018

イ 出雲国意宇郡寺院明細帳
県1-3-不明-16/C1-

1506~1508
古文書 021 P3018

イ 出雲国秋鹿郡寺院明細帳 県1-3-不明-17/C1-2003 古文書 021 P3018

イ 出雲国能義郡寺院明細帳 県1-3-不明-18/C1-2001 古文書 022 P3018

イ 出雲国仁多郡寺院明細帳
県1-3-不明-19/C1-

1504~1505
古文書 023 P3018

イ 出雲国大原郡寺院明細帳
県1-3-不明-20/C1-

1502~1503
古文書 023 P3018

イ 出雲国飯石郡寺院明細帳 県1-3-不明-21/C1-2002 古文書 024 P3018

イ 出雲国楯縫郡寺院明細帳 県1-3-不明-22/C1-2004 古文書 024 P3018

イ 出雲国出雲郡寺院明細帳 県1-3-不明-23/C1-2005 古文書 025 P3018

イ 出雲国神門郡寺院明細帳 県1-3-不明-24/C1-2006 古文書 026 P3018

イ 飯石郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-31/C1-2013 古文書 028 P3018

イ 揖屋神社蔵文書（東出雲町） 古文書
東出雲町揖

屋
P3009

イ 石見国全図 092.9-1756 2017デジ 8

イ 石見国安濃郡寺院明細帳
県2-3-不明-8/C1-

1519~1520
古文書 029 P3018

イ 石見国邑智郡寺院明細帳
県2-3-不明-9/C1-

1521~1523
古文書 030 P3018

イ 石見国邇摩郡寺院明細帳
県2-3-不明-10/C1-

1510~1512
古文書 031 P3018

イ 石見国那賀郡寺院明細帳
県2-3-不明-11/C1-

1515~1518
古文書 032 P3018
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イ 石見国美濃郡寺院明細帳
県2-3-不明-12/C1-

1513~1514
古文書 033 P3018

イ 石見国鹿足郡寺院明細帳 県2-3-不明-13/C1-1509 古文書 033 P3018

イ 石見国安濃郡神社明細帳 県2-3-不明-15/C1-1490 古文書 034 P3018

イ 石見国邇摩郡神社明細帳 県2-3-不明-16/C1-1493 古文書 034 P3018

イ 石見国邑智郡神社明細帳
県2-3-不明-17/C1-

1483~1484
古文書 035 P3018

イ 石見国那賀郡神社明細帳
県2-3-不明-18/C1-

1478~1480
古文書 035 P3018

イ 石見国美濃郡神社明細帳
県2-3-不明-19/C1-

1473~1475
古文書 036 P3018

イ 石見国鹿足郡神社明細帳 県2-3-不明-20/C1-2014 古文書 037 P3018

イ 石見八重葎　1・2（1～13巻） (複）092.9-868 古文書 石見八重葎 P3009

ウ 雲州島根郡名分村小勝間山松記 092.2-85 古書史料 1 P4001

ウ 雲國候年譜　壱～四 092.8-1243/C1-2034 古書史料 2 P4001

ウ 雲陽誌　写本〔１〕～〔１０〕 092.9-902-1 古書史料 4 P4001

ウ 雲陽秘實記 092-1861 古書史料 5 P4001

ウ 雲州仁多郡百姓三助復讎 092-1864 古書史料 5 P4001

ウ 雲州橘之巻 092-1865 古書史料 5 P4001

ウ 雲不眜候会席記 097.9-135/C1-2111 古書史料 15 P4001

ウ 雲州藩江戸往来（参勤交代）道中記 092-19/C1-2118 古書史料 15 P4001

ウ 雲中畧記 092-1944 古書史料 19 P4001

ウ 雲陽農政誌 曽096-43 古書史料 21 P4001

ウ 雲陽軍実記　壱～弐拾壱 092-6-1～21 古書史料 29 P4001

ウ 雲陽秘事記　付記松平不昧公 092-2704/C1-1278 古書史料 35 P4001

ウ 雲陽秘事記 092-2149/C1-2149 古書史料 35 P4001

ウ 雲陽大数録 092.9-25 古書史料 35 P4001

ウ 雲陽大数録 092.9-932 古書史料 35 P4001

ウ 雲陽大数録並古城跡 092-425 古書史料 35 P4001

ウ 雲陽大数誌 092.9-128 古書史料 35 P4001

ウ 雲州橘  巻上下 曽092.1-45 古書史料 37 P4001

ウ 宇津保物語　藏ひらき・上の上 911.3-32-1 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　藏ひらき・上の二止 911.3-32-2 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　藏ひらき・中 911.3-32-3 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　藏ひらき下 911.3-32-4 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　樓之上・上の上 911.3-32-5 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　樓之上・上の二止 911.3-32-6 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　樓之上・下の一 911.3-32-7 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　樓之上・下の二止 911.3-32-8 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　菊の宴・一 911.3-32-9 古書史料 166 P4019
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ウ 宇津保物語　菊の宴・二止 911.3-32-10 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　藤原の君 911.3-32-11 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　田鶴の村鳥 911.3-32-12 古書史料 166 P4019

ウ 宇津保物語　忠こそ 911.3-32-13 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　吹上・上 911.3-32-14 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　吹上・下 911.3-32-15 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　祭の使 911.3-32-16 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　嵯峨の院・一 911.3-32-17 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　嵯峨の院・二 911.3-32-18 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　嵯峨の院・三止 911.3-32-19 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　梅の花笠 911.3-32-20 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　初秋・一 911.3-32-21 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　初秋・二止 911.3-32-22 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　俊蔭・一 911.3-32-23 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　俊蔭・二止 911.3-32-24 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　あて宮 911.3-32-25 古書史料 167 P4019

ウ 宇津保物語　国譲・上の一 911.3-32-26 古書史料 168 P4019

ウ 宇津保物語　国譲・上の二止 911.3-32-27 古書史料 168 P4019

ウ 宇津保物語　国譲・中の一 911.3-32-28 古書史料 168 P4019

ウ 宇津保物語　国譲・中の二止 911.3-32-29 古書史料 168 P4019

ウ 宇津保物語　国譲・下 911.3-32-30 古書史料 168 P4019

ウ 宇治拾遺物語　一～十五終 913.4-60-1～15 古書史料 169 P4019

ウ 宇治大納言物語　上・中・下 913.3-67-1～3 古書史料 169 P4019

ウ うけらが花　一～五 Y911.1-336 古書史料 186 P4022

ウ うけらが花　二編一～五 Y911.1-336 古書史料 186 P4022

エ 延享二丑年　被仰渡留 092-1862 古書史料 5 P4001

エ 越前家譜　巻一～巻三 松288-134-1 古書史料 22 P4001

エ 越前家譜巻四～巻五 松288-134-2 古書史料 22 P4001

エ 江戸砂子 Ｙ291.3-35-1～6 古書史料 164 P4018

オ おきのすさび 092.91-285 古書史料 3 P4001

オ 御代々様御法事之筋取扱一件 092C2-2232 古書史料 5 P4001

オ 隠岐のすさび 092.91-63 古書史料 28 P4001

オ 御徒勤功書 石田　追加 古書史料 180 P4021

オ 意宇郡松江地誌 県1-2-M16/C1-2030 古文書 002 P3018

オ 大原郡村誌
県1-2-M18-1/C1-

480~484
古文書 003 P3018

オ 邑智郡村誌
県2-2-M18-1/C1-

485~486
古文書 011 P3018

オ 隠岐国穏地郡村誌 県3-2-不明-1/C1-465 古文書 016 P3018

オ 隠岐国村誌穏地郡之部 県3-2-不明-2/C1-464 古文書 017 P3018
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オ 隠岐郡周吉郡村誌
県3-2-不明-3/C1-

466~467
古文書 017 P3018

オ 隠岐国村誌周吉郡之部
県3-2-不明-4/C1-

468~469
古文書 018 P3018

オ 隠岐国知夫海士郡村誌
県3-2-不明-5/C1-

470~471
古文書 018 P3018

オ 隠岐国村誌海士知夫郡之部
県3-2-不明-6/C1-

472~473
古文書 019 P3018

オ
意宇郡（八束郡・松江市）神社明細帳（神祇

院旧蔵）
県1-3-不明-28/C1-1488 古文書 027 P3018

オ 大原郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-29/C1-1487 古文書 028 P3018

オ 邑智郡神社明細帳（神祇院旧蔵）
県2-3-不明-23/C1-

1481~1482
古文書 038 P3018

オ 隠岐国周吉郡神社明細帳 県3-3-不明-1/C1-1497 古文書 040 P3018

オ 隠岐国穏地郡神社明細帳 県3-3-不明-2/C1-1498 古文書 040 P3018

オ 隠岐国海士郡神社明細帳 県3-3-不明-3/C1-1499 古文書 040 P3018

オ 隠岐国知夫郡神社明細帳 県3-3-不明-4/C1-1499 古文書 040 P3018

オ 穏地郡神社明細帳 県3-3-不明-6/C1-1498 古文書 040 P3018

オ 隠岐郡周吉・穏地・海士・知夫　寺院明細帳 県3-3-M12-6/C1-2015 古文書 040 P3018

オ 隠岐騒擾に関する史料 県3-0-K4 古文書 050 P3018

オ 御囃子日記　1～2 097.3-4/C1-2129 古文書 御囃子日記 P3005

カ 家譜　上　（直政～宣維） 松平家 古書史料 6 P4001

カ 家譜　下　（宗衍～直応） 松平家 古書史料 6 P4001

カ 壊橘談　乾・坤 092.9-16/C1-2123 古書史料 19 P4001

カ 壊橘談　後篇 092.9-17 古書史料 19 P4001

カ 唐物語 092-198 古書史料 19 P4001

カ 敵討雲陽実記　一～八 092-20-1～8 古書史料 19 P4001

カ 柿本人丸事跡考 099.1-19 古書史料 28 P4001

カ 柿本人麻呂事跡考辨 099.1-263 古書史料 28 P4001

カ 嘉多比沙志　前集－上巻～下巻 914.5-サ-1-1～3 古書史料 28 P4001

カ 嘉多比沙志　後集－上巻～下巻 914.5-サ-2-1＾3 古書史料 28 P4001

カ 敵討女豫譲 曽099.3-17 古書史料 37 P4001

カ 春日山日記序・目録 210.4-35-1 古書史料 39 P4001

カ 春日山日記　一～十一・十二 210.4-35-2～14 古書史料 39 P4001

カ 春日山日記　十三・十四～二十三 210.4-35-15～20 古書史料 40 P4001

カ 哥仙歌集　一～九 松911.1-226-1～9 古書史料 46 P4002

カ 哥仙歌集　十～十五 松911.1-226-10～15 古書史料 47 P4002

カ 河海抄　一～十 松913.3-40-1～10 古書史料 48 P4002

カ 河海抄　十一～二十 松913.3-40-11～20 古書史料 49 P4002
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カ 花譜　上・中・下 曽470-54-1～3 古書史料 60 P4004

カ 鹿火屋　昭和７年11～12月号 郷911.3-カ-32-11・12 古書史料 85 P4007

カ 鹿火屋　昭和８年１月号～５月号 郷911.3-カ-33-1～5 古書史料 85 P4007

カ 鹿火屋　昭和８年６月号～12月号 郷911.3-カ-33-6～12 古書史料 86 P4007

カ 鹿火屋　昭和９年７月号～12月号 郷911.3-カ-34-7～12 古書史料 87 P4007

カ 鹿火屋　昭和10年１月号 郷911.3-カ-35-1 古書史料 87 P4007

カ 鹿火屋　昭和10年２月号～９月号 郷911.3-カ-35-2～9 古書史料 88 P4007

カ 鹿火屋　昭和10年10月号～12月号 郷911.3-カ-35-10～12 古書史料 89 P4007

カ 鹿火屋　昭和11年１月号～４月号 郷911.3-カ-36-1～4 古書史料 89 P4007

カ 鹿火屋　昭和11年５月号～１２月号 郷911.3-カ-36-5～12 古書史料 90 P4007

カ 鹿火屋　昭和12年１月号～７月号 郷911.3-カ-37-1～7 古書史料 91 P4007

カ 鹿火屋　昭和12年８月号～12月号 郷911.3-カ-37-8～12 古書史料 92 P4007

カ 鹿火屋　昭和13年１月号～3月号 郷911.3-カ-38-1～3 古書史料 92 P4007

カ 鹿火屋　昭和13年４月号～12月号 郷911.3-カ-38-4～12 古書史料 93 P4007

カ 鹿火屋　昭和14年１月号 郷911.3-カ-39-1 古書史料 93 P4007

カ 鹿火屋　昭和14年２月号～11月号 郷911.3-カ-39-2～11 古書史料 94 P4008

カ 鹿火屋　昭和15年１月号～4月号 郷911.3-カ-40-1～4 古書史料 94 P4008

カ 鹿火屋　昭和15年５月号 郷911.3-カ-40-5 古書史料 95 P4008

カ 鹿火屋　昭和15年６月号 郷911.3-カ-40-6 古書史料 95 P4008

カ 鹿火屋　昭和15年７月号 郷911.3-カ-40-7 古書史料 95 P4008

カ 鹿火屋　昭和15年11月号 郷911.3-カ-40-11 古書史料 95 P4008

カ 鹿火屋　昭和15年12月号 郷911.3-カ-40-12 古書史料 95 P4008

カ 鹿火屋　昭和16年１月号～6月号 郷911.3-カ-41-1～6 古書史料 95 P4008

カ 鹿火屋　昭和16年７月号～12月号 郷911.3-カ-41-7～12 古書史料 96 P4008

カ 鹿火屋　昭和17年１月号～5月号 郷911.3-カ-42-1～5 古書史料 96 P4008

カ 鹿火屋　昭和17年６月号～12月号 郷911.3-カ-42-6～12 古書史料 97 P4008

カ 鹿火屋　昭和18年１月号～4月号 郷911.3-カ-43-1～4 古書史料 97 P4008

カ 鹿火屋　昭和23年２月号～8月号 郷911.3-カ-48-2～8 古書史料 97 P4008

カ 鹿火屋　昭和23年９月号～12月号 郷911.3-カ-48-9～12 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和24年１月号～12月号 郷911.3-カ-49-1～12 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年１月号 郷911.3-カ-50-1 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年３月号 郷911.3-カ-50-3 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年４月号 郷911.3-カ-50-4 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年９月号 郷911.3-カ-50-9 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年10月号 郷911.3-カ-50-10 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年11月号 郷911.3-カ-50-11 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和25年12月号 郷911.3-カ-50-12 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和26年１月号～5月号 郷911.3-カ-51-1～5 古書史料 98 P4008

カ 鹿火屋　昭和26年６月号～11月号 郷911.3-カ-51-6～11 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和27年５月号～10月号 郷911.3-カ-52-5～10 古書史料 99 P4008
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カ 鹿火屋　昭和27年12月号 郷911.3-カ-52-12 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年２月号 郷911.3-カ-53-2 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年４月号 郷911.3-カ-53-4 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年５月号 郷911.3-カ-53-5 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年６月号 郷911.3-カ-53-6 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年７月号 郷911.3-カ-53-7 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年８月号 郷911.3-カ-53-8 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年10月号 郷911.3-カ-53-10 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年11月号 郷911.3-カ-53-11 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和28年12月号 郷911.3-カ-53-12 古書史料 99 P4008

カ 鹿火屋　昭和29年１月号～12月号 郷911.3-カ-54-1～12 古書史料 100 P4008

カ 鹿火屋　昭和30年１月号～10月号 郷911.3-カ-55-1～10 古書史料 100 P4008

カ 鹿火屋　昭和30年11・12月号 郷911.3-カ-55-11・12 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和31年１月号～5月号 郷911.3-カ-56-1～5 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和31年７月号 郷911.3-カ-56-7 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和31年10月号 郷911.3-カ-56-10 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和31年11月号 郷911.3-カ-56-11 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和31年12月号 郷911.3-カ-56-12 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和32年１月号～9月号 郷911.3-カ-57-1～9 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和32年11月号 郷911.3-カ-57-11 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和32年12月号 郷911.3-カ-57-12 古書史料 101 P4008

カ 鹿火屋　昭和33年１月号～12月号 郷911.3-カ-58-1～12 古書史料 102 P4008

カ 鹿火屋　昭和34年２月号～4月号 郷911.3-カ-59-2～4 古書史料 102 P4008

カ 鹿火屋　昭和34年６月号～12月号 郷911.3-カ-59-6～12 古書史料 102 P4008

カ 鹿火屋　昭和35年１月号～3月号 郷911.3-カ-60-1～3 古書史料 102 P4008

カ 鹿火屋　昭和35年４月号 郷911.3-カ-60-4 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和35年５月号 郷911.3-カ-60-5 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和35年８月号 郷911.3-カ-60-8 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和35年９月号 郷911.3-カ-60-9 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和36年５月号 郷911.3-カ-61-5 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和36年８月号 郷911.3-カ-61-8 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和37年１月号 郷911.3-カ-62-1 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和37年２月号 郷911.3-カ-62-2 古書史料 103 P4009

カ 鹿火屋　昭和37年３月号 郷911.3-カ-62-3 古書史料 103 P4009

カ 神門郡村誌（上）
県1-2-M18-3/C1-

452~456
古文書

004-

005
P3018

カ 神門郡村誌（下）
県1-2-M18-4/C1-

457~460
古文書 006 P3018

カ 鹿足郡村誌 県2-2-M18-2/C1-463 古文書 011 P3018
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カ 神門郡（簸川郡）神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-33/C1-2012 古文書 029 P3018

カ 鹿足郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県2-3-不明-26/C1-1494 古文書 039 P3018

カ 神門郡御用留（高見家蔵）　1～11 C1-1560～1579 古文書
神門郡御用

留
P3009

カ 神門郡御用留（布野家蔵）　1～12 C1-2172 古文書
神門郡御用

留

P3009-

3010

ガ 鰐淵寺文書　1～2（1～501）拡大版 C1-2175 古文書 鰐淵寺 P3009

ガ 鰐淵寺文書　1～2（1～497） C1-2174 古文書 鰐淵寺 P3009

ガ 鰐淵寺文書　3（重要文化財） C1-2174 古文書 鰐淵寺 P3009

キ 京都諸御用留 092-1853 古書史料 5 P4001

キ 莵裘漫筆　四冊之一〔１〕～〔３〕 古書史料 10 P4001

キ 莵裘漫筆　四冊之一〔４〕 古書史料 11 P4001

キ 莵裘漫筆　一～十一 古書史料 12 P4001

キ 莵裘漫筆　十一～廿一 古書史料 13 P4001

キ 莵裘漫筆　廿二～廿八 古書史料 14 P4001

キ 錦嚢妙薬秘録 内藤499-オ 古書史料 21 P4001

キ 菊経大略写 曽477-5 古書史料 60 P4004

キ 救荒野譜 曽499-63 古書史料 62 P4005

キ 金銀図録 Ｙ210-72-1～7 古書史料 164 P4018

キ 客帳 096.8/761 2019デジ

キ 旧鳥取藩引継雑款 県3-0-M4 古文書 050 P3018

キ 旧県史編纂資料（近世筆写編）1～82・追加1 C1-2023 古文書
旧県史編纂

資料

P3001~

3004

キ 旧県史編纂資料（中世影写編）1～10 C-中世 古文書
旧県史編纂

資料
P3005

キ 旧県史編纂資料（中世筆写編）1～8 C1-2018 古文書
旧県史編纂

資料
P3005

ケ 系譜〔１〕～〔４〕 092.8-1242-1～4 古書史料 2 P4002

ケ 系譜并結城家系図〔５〕 092.8-1242-5 古書史料 2 P4003

ケ 系図　（清和天皇～各家） 松平家 古書史料 6 P4001

ケ 系図　（清和天皇～各家） 松平家 古書史料 6 P4001

ケ 系図　松平家　旧松江藩（折本） 松平家　附１ 古書史料 157 P4017

ケ 系図（巻紙） 松平家　附８ 古書史料 158 P4018

ケ 慶泰院殿系図 松平家　附９ 古書史料 158 P4018

ケ 慶応二丙年日記　寺社奉行　従寅七月至九月 092-1224 古書史料 181 P4021

ケ 県庁日誌（元松江県）　明治5年（1～4月） C1-2134 古文書
藩日誌県

庁日誌
P3005

コ 高眞院様御年譜 092.8-97/C1-2154 古書史料 16 P4001

コ 古今要覧稿　放鷹一～十 松787-19-1～10 古書史料 25 P4001

コ 古今茶人系譜　上下 松791-52 古書史料 31 P4001
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コ 古今茶道全書　仁・義・禮・智・信 791-54-1～4 古書史料 34 P4001

コ 古印偶存　第一～四 松739-4-1～4 古書史料 51 P4003

コ 国家金銀銭譜（寛政12写） 松210-73 古書史料 187 P4022

コ 皇国地誌　仁多郡村誌
県1-2-M14-2/C1-

497~499
古文書 002 P3018

コ 古志外四ケ村誌 県1-2-M15-1/C1-477 古文書 002 P3018

ゴ 江尾往還■上・下 松291.5-16-1・2 古書史料 23 P4001

ゴ 御年譜抜書 092.8-1251 古書史料 3 P4001

ゴ 御年譜（神君御年譜）　一～五 松289-244-1～5 古書史料 22 P4001

ゴ 御元祖政貞公御武功諸書之抜書 092-206 古書史料 28 P4001

ゴ 郷方古今覚書　并大橋天神橋荒和井土橋事 092-422 古書史料 34 P4001

ゴ 御當職より御天守鍵預まで 092-1863 古書史料 5 P4001

ゴ 勤仕日記 石田1-1 古書史料 179 P4020

ゴ 勤仕帳 石田1-2 古書史料 179 P4020

ゴ 御用日記ほか　1～3 C1-2107 古文書
御用日記ほ

か
P3005

ゴ 御本城大台所方前書大工木引手間割之帳 095.2-486 2017デジ 12

サ 参詣日記 092-1655 古書史料 19 P4001

サ 作陽志抜粋 松291.7-10 古書史料 23 P4001

サ 山陰道商工便覧 096.7-535 古書史料 30 P4001

サ 佐陀大社略記 曽091.7-46/C2-2366 古書史料 36 P4001

サ 桜の林　一の巻・二の巻 914.5-35-1・2 古書史料 37 P4001

サ 齊民要術　一～五 曽610-150-1～5 古書史料 62 P4005

サ 佐藤嘉紀家古文書　1～8 C1-2035 古文書 佐藤嘉紀 P3009

サ 櫻井家文書、庵原家文書 古文書
桜井家・庵

原家
P3010

サ
沢津家跡市組割元記録　第1～42号記録・日

記、第83号（浜田藩士宮内古仲太日記）
C1-2093 古文書 第1号～

サ 山陰道商工便覧 096.7-353 2017デジ 13

シ 消暑漫筆　総目録写本 郷土人081-マ/C1-2102 古書史料 1 P4001

シ 消暑漫筆　五編五筆写本 郷土人081-マ/C1-2102 古書史料 1 P4001

シ 諸被仰出并御儀定物書抜上 092-180/C1-2115 古書史料 19 P4001

シ 為楽庵雪川発句集　乾一～三 099.1-10-1～3 古書史料 20 P4001

シ 為楽庵雪川発句集　坤 099.1-10-4 古書史料 20 P4001

シ 春帖集 099.1-53 古書史料 28 P4001

シ 植学啓原一 曽470-49-1 古書史料 60 P4004

シ 植学啓原二 曽470-49-2 古書史料 60 P4004

シ 植学啓原三 曽470-49-3 古書史料 60 P4004

シ 紙本　系譜（雲州家系） 松平家　附３ 古書史料 158 P4018

シ 周易古今文全書 経-14 古書史料 159 P4018

シ 芝山寿醼詩集 Y099.9-5 古書史料 185 P4021
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シ 出雲郡誌 県1-2-M12-2/C1-477 古文書 001 P3018

シ 出雲郡村誌 県1-2-M12-3/C1-476 古文書 001 P3018

シ 島根郡村誌
県1-2-M14-1/C1-

474~475
古文書 001 P3018

シ 島根郡町誌名称仮名附 県1-2-不明-4/C1-478 古文書 010 P3018

シ 島根・秋鹿・出雲・楯縫郡誌名称仮名附 県1-2-不明-7/C1-477 古文書 010 P3018

シ 島根郡松江地誌 寺社402/C1-2030 古文書 019 P3018

シ
島根郡（松江市・八束郡）神社明細帳（神祇

院旧蔵）
県1-3-不明-27/C1-4786 古文書 027 P3018

シ 島根県浜田市神社明細帳 県2-3-不明-14/C1-1491 古文書 034 P3018

シ
明治二年　島根県歴史附録　旧松江藩・旧松

江県　官員履歴

県0-2-M2-2/092-1404-

M2
古文書 045 P3018

シ
明治二年　島根県歴史附録　旧広瀬藩・旧広

瀬県　官員履歴

県0-2-M2-3/092-1404-

M2
古文書 045 P3018

シ
明治二年　島根県歴史附録　旧母里藩・旧母

里県　官員履歴

県0-2-M2-4/092-1404-

M2
古文書 045 P3018

シ 島根県官員履歴
県0-2-M5～7-8/092-

1405
古文書 045 P3018

シ 明治八年島根県官員履歴　歴史附録 県0-2-M8-3/092-1405 古文書 045 P3018

シ 島根県歴史附録　島根県官員履歴 県0-2-M8-7/092-1405 古文書 045 P3018

シ 士族禄高　元津和野藩（45石取、18石取） 県2-51-M4-4/C1-2173 古文書 048 P3018

シ 士族禄高　元津和野藩（12石取、浜田県） 県2-51-M4-2/C1-2173 古文書 048 P3018

シ
士族禄高　元津和野藩（6石9斗、6石、浜田

県）い～く
県2-51-M4-3/C1-2173 古文書 048 P3018

シ 士族禄高　元津和野藩（6石9斗）く～す 県2-51-M4-1/C1-2173 古文書 049 P3018

シ 消暑漫筆　総目録・初筆～十編十筆 郷土人081-125/C1-2102 古文書 消暑漫筆 P3005

ジ 自由言論・奔流　17-24号 099Ａ/647/17-24 2019デジ

ジ 寺院関係届書 091.8-230 古書史料 1 P4001

ジ 貞観政要（雨森精翁手稿本） 史-101 古書史料 160 P4018

ジ 荀子遺乗　上・下 桃家資料 古書史料 184 P4021

ジ 拾郡村之弐拾石以上持高人別書出帳 092Ｃ2/2783 2019デジ

ス 住吉物語・上 913.4-61-1 古書史料 168 P4019

ス 住吉物語・中 913.4-61-2 古書史料 168 P4019

ス 住吉物語・下 913.4-61-3 古書史料 168 P4019

ス 周吉郡神社明細帳 県3-3-不明-5/C1-1497 古文書 040 P3018

セ 石海集　初編 099.1-20 古書史料 20 P4001

セ 清和源姓新田氏系図目録（折本） 松平家　附２ 古書史料 158 P4018

ゼ 絶句解拾遺考証 桃家260 古書史料 183 P4021
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ゼ 絶句解拾遺考証 桃家288 古書史料 185 P4021

ソ 草木育種　上 松615-37-1 古書史料 23 P4001

ソ 草木育種　上下 松615-37-2 古書史料 23 P4001

ソ 草木育種　後編上・下 松615-38-1・2 古書史料 23 P4001

ソ 挿花秘伝図式　一～五 793-28-1～5 古書史料 39 P4001

ソ 草木錦葉集（緒巻）　上之巻 松470-35-1 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（緒巻）　下之巻 松470-35-2 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（前編）　壱之巻 松470-35-3 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（前編）　二之巻 松470-35-4 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（前編）　三之巻 松470-35-5 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（後編）　四之巻 松470-35-6 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（後編）　五之巻 松470-35-7 古書史料 42 P4002

ソ 草木錦葉集（後編）　六之巻 松470-35-8 古書史料 42 P4002

ソ 卒禄高　元津和野藩（6石）い～う 県2-51-M4-7/C1-2173 古文書 049 P3018

ソ 卒禄高　元津和野藩（6石）の～す 県2-51-M4-6/C1-2173 古文書 050 P3018

ソ 卒禄高　元津和野藩（3石、3石5斗） 県2-51-M4-5/C1-2173 古文書 050 P3018

ゾ 増補隠州記　島前部 092.1-301-1～2 古書史料 1 P4001

ゾ 続消暑漫筆　初編二筆～五編四筆 C1-2104 古文書
続消暑漫

筆
P3005

タ 旅役一途［旅役諸御渡物書抜］ 092-2727/C1-2151 古書史料 14 P4001

タ 鷹書　１～２ 松787-24-1～2 古書史料 24 P4001

タ 鷹抄（巻一、二、三、四巻） 松787-25 古書史料 24 P4001

タ 泰雍院様御系図 松平家　附5 古書史料 158 P4018

タ 大社御造營日記 091.7/368 古書史料 181 P4021

タ 楯縫郡誌 県1-2-M12-1/C1-477 古文書 001 P3018

タ 楯縫郡村誌 寺社404/C1-2029 古文書 019 P3018

タ 楯縫郡（簸川郡）神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-34/C1-2010 古文書 029 P3018

タ 瀧川家・大保恵日記1～2 C1-2038 古文書
松江市瀧川

家
P3009

タ 武明八幡宮（湯浅家）文書　川本町三原 古文書 川本町武明 P3009

ダ 大圓庵様御一代茶會記 097.9-18/C1-1298 古書史料 15 P4001

ダ 大学 桃家資料 古書史料 184 P4021

チ 茶道要録　一～四 791-41-1 古書史料 33 P4001

チ 茶道示補集 松791-56 古書史料 31 P4001

チ 茶會式法道極秘 松791-22 古書史料 31 P4001

チ 茶祖傳 松791-47 古書史料 31 P4001

チ 茶器名物集 松791-50-1 古書史料 31 P4001

チ 茶式花月集　上・下 松791-40-1～2 古書史料 31 P4001

チ 茶式花月集　後編上・下 松791-40-3～4 古書史料 31 P4001

チ 茶乃湯三伝集　一～四 松791-11-1～4 古書史料 50 P4002
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チ 知夫郡神社明細帳 県3-3-不明-8/C1-1499 古文書 040 P3018

チ 中山詩文集　上巻・下巻 Y929-23-1・2 古書史料 14 P4001

チ 中国外伝　出雲物語 099.3/622 2019デジ

ツ 綱隆年譜　全 松平家 古書史料 6 P4001

ツ 綱近年譜　上・下 松平家 古書史料 6 P4001

テ 訂正出雲風土記(初～楯縫郡まで)（中島家） 092.9-897 古書史料 3 P4001

テ 天隆公御年譜　中（重複分３，４） 松平家 古書史料 8 P4001

テ 丁巳出雲国五十歌撰 099.1-5 古書史料 21 P4001

テ 天保十一年楯縫郡島村砂下定川御普請 曽095.1-46 古書史料 37 P4001

テ 鉄方御用留（田部家）　1～4 C1-2044 古文書 鉄方 P3009

ト 銅ヶ丸鉱山鉱業関係書類 095.6-510 2017デジ 11

ト 東照大権現事実 松平家 古書史料 9 P4001

ト 東海道中記 曽092-115 古書史料 16 P4001

ト 東海道分聞絵図　一～五 松291.5-20-1～5 古書史料 22 P4001

ト 東海行路之図　一～五 松291.5-21-1～5 古書史料 23 P4001

ト 当流茶乃湯流伝集　一～六 松791-86-1～6 古書史料 50 P4002

ト 栃木八幡宮蔵文書（弥栄村）　1～2 古文書 弥栄村栃木 P3009

ト とりかえばや・春 913.3-64-1 古書史料 168 P4019

ト とりかえばや・夏 913.6-64-2 古書史料 168 P4019

ト とりかえばや・秋 913.6-64-3 古書史料 168 P4019

ト とりかえばや・冬 913.6-64-4 古書史料 168 P4019

ト 床の寝覚め 099.1/1499 古書史料 181 P4021

ド 道中記 092-541 古書史料 16 P4001

ド 獨楽窩集 099.9-7 古書史料 21 P4001

ナ 直政年譜　全 松平家 古書史料 6 P4001

ナ 斉恒年譜　上～下　桃世文修撰 松平家 古書史料 8 P4001

ナ 斉恒年譜　１～５　桃世文修撰 松平家 古書史料 9 P4001

ナ 七種寶納記 091.5-7/C1-2158,2167 古書史料 26 P4001

ナ 南留別志　一～五 Y914.5-26 古書史料 185 P4021

ナ 那賀郡村誌　一
県2-2-M18-3/C1-

440~442
古文書 012 P3018

ナ 那賀郡村誌　二
県2-2-M18-4/C1-

443~445
古文書 013 P3018

ナ 那賀郡村誌　三 県2-2-M18-5/C1-446 古文書 013 P3018

ナ 那賀郡村誌　四 県2-2-M18-6/C1-447 古文書 014 P3018

ナ 那賀郡村誌　五
県2-2-M18-7/C1-

448~449
古文書 014 P3018

ナ 那賀郡村誌　六
県2-2-M18-8/C1-

450~451
古文書 015 P3018
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ナ 永瀬家文書　1～3 C1-2045 古文書 永瀬家文書 P3009

ナ 中山家所蔵資料　1～3 C1-627～633 古文書 中山家 P3009

ニ 日本王代一覧　一～七 210.3-65-1～7 古書史料 41 P4001

ニ 日本山海名産図会（法橋関月画）　一～五 曽602-67-1～5 古書史料 61 P4004

ニ 日本山海名産図会（長谷川光信画）　一～五 曽602-68-1～5 古書史料 61 P4004

ニ 日本政記箚記　１～16 郷土人210.1/116 古書史料 181 P4021

ニ 日本政記箚記　正誤 郷土人210/113 古書史料 181 P4021

ニ 邇摩郡村誌
県2-2-M18-9/C1-

487~488
古文書 015 P3018

ニ 仁多郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-30/C1-1485 古文書 028 P3018

ニ 邇摩郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県2-3-不明-22/C1-1492 古文書 037 P3018

ニ 明治8年　日誌　浜田県 県2-0-M8-1/C1-2106 古文書 041 P3018

ニ 明治8年　日誌　浜田県 県2-0-M8-2/C1-2106 古文書 041 P3018

ニ 明治8年　日誌　浜田県 県2-0-M8-3/C1-2106 古文書 041 P3018

ニ 明治8年　日誌　浜田県 県2-0-M8-4/C1-2106 古文書 042 P3018

ニ 明治8年　日誌　浜田県 県2-0-M8-5/C1-2106 古文書 042 P3018

ニ 明治9年　日誌　浜田県 県2-0-M9-1 古文書 042 P3018

ニ 明治9年　日誌　浜田県 県2-0-M9-2 古文書 043 P3018

ニ 明治9年　日誌　浜田県 県2-0-M9-3 古文書 043 P3018

ニ 明治8年　日誌　鳥取県隠岐出張所 県3-0-M8 古文書 043 P3018

ニ 明治8年　日誌　鳥取県隠岐出張所 県3-0-M9 古文書 044 P3018

ニ 日誌松江藩引継　明治3～5年 C1-2131 古文書
藩日誌日記

松江藩
P3005

ニ 入船帳 096.8/762 2019デジ

ネ 禰津家鷹書　目録 松787-21-1 古書史料 25 P4001

ネ 禰津家鷹書　十四之内 松787-21-2～13 古書史料 26 P4001

ノ 宣維年譜　全 松平家 古書史料 7 P4001

ノ 農業自得　上・下 曽610-108-1・2 古書史料 61 P4004

ノ 能義郡村誌　一
県1-2-M18-6/C1-

489~492
古文書 007 P3018

ノ 能義郡村誌　二
県1-2-M18-7/C1-

493~496
古文書 008 P3018

ノ 能義郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-25/C1-2008 古文書 027 P3018

ノ 野津家蔵文書　御用頭書1～3 C1-1583～1585 古文書
松江市野津

家
P3009

ノ 野津静一郎蔵文書　1～10 C1-2140 古文書
野津静一

郎蔵
P3009

ハ 治郷年譜　１～４　桃世文修撰 松平家 古書史料 8 P4001

ハ 藩祖御事蹟　一～五 092.8-34-1～3 古書史料 27 P4001

ハ 藩祖御事蹟　附録 092.8-34-4 古書史料 28 P4001
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ハ 藩祖御事蹟　一～三 092.8-34-1 古書史料 34 P4001

ハ 藩祖御事蹟　附録上下 092.8-34-2 古書史料 34 P4001

ハ 俳諧歌仙画図 Y911.3-169-1 古書史料 37 P4001

ハ 白鹿洞書院掲示　1・2 桃家資料C1-2139 古書史料 184 P4021

ハ 白鹿洞書院掲示考証 桃家資料C1-2139 古書史料 184 P4021

ハ 藩祖御事蹟　1～5 桃家資料C1-2139 古書史料 184 P4021

ハ 藩祖御事蹟　附録　上・下 桃家資料C1-2139 古書史料 184 P4021

ハ 俳諧歌住吉百首　中 099.1-299 古書史料 187 P4022

ハ 俳諧歌春日百首　上・中 099.1-297 古書史料 187 P4022

ハ 俳諧歌二字百首　上 099.1-298 古書史料 187 P4022

ハ 浜田城下町人屋敷図 092.9-1767 2017デジ 9

ハ 浜田市那賀郡神社明細帳（神祇院旧蔵）
県2-3-不明-24/C1-

1476~1477
古文書 038 P3018

ハ 巴城暴動一条 県4-0-M9-1 古文書 044 P3018

ハ 自明治二年至同七年　浜田県官員履歴
県2-2-M2～7-2/092-

1406-M2-M9
古文書 046 P3018

ハ 浜田県官員履歴
県2-2-M2～7-3/092-

1406-M2-M9
古文書 046 P3018

ハ 浜田県官員履歴
県2-2-M2～7-4/092-

1406-M2-M9
古文書 047 P3018

ハ 浜田県歴史附録　官員履歴
県2-2-M8～9-5/092-

1406-M2-M9
古文書 047 P3018

ハ
自明治八年至明治九年　浜田県歴史附録　官

員履歴

県2-2-M8～9-6/092-

1406-M2-M9
古文書 047 P3018

ハ 浜田県志料　官員履歴調掛ケ 県2-2-M8～9-7 古文書 047 P3018

ハ 浜田県史附録原稿　津和野藩官員履歴 県2-2-M4 古文書 047 P3018

ハ
藩日誌日記浜田県　明治3年・4年（1～3）、

大森県　明治3年
C1-2106、C1-2135 古文書

藩日誌日

記
P3005

ハ
藩日誌　日記浜田県　明治4年（4～5）、明

治5年
C1-2106 古文書

藩日誌日

記
P3005

ハ 藩日誌日記広瀬県　明治4～5年 C1-2136 古文書
藩日誌日

記
P3005

ハ 浜田県・島根県旬報（大田市立図書館所蔵） C1-1434 古文書 浜田県

ハ ハルマ和解（雲藩文庫）→Lを見よ

ヒ 簸上鉄道写真帳 096.8/763 2019デジ

ヒ 秘書　松湖美登里 092-1860 古書史料 30 P4001

ヒ
広瀬町布部公民館蔵近世文書目録　1～8（御

用留）
C1-595～626 古文書

広瀬町布部

公民館
P3009
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ヒ
広瀬藩町年寄御用留日記（布部公民館蔵）1～

2
C1-2022 古文書

広瀬藩町

年寄
P3009

ヒ 広大土地・租税資料　1～451 古文書 広大所蔵
P3011-

3017

フ 古家定右衛門鷹口傳 松787-22 古書史料 24 P4001

フ 扶桑蒙求 Ｙ210-183-1 古書史料 161 P4018

フ 扶桑蒙求 Ｙ210-183-2 古書史料 162 P4018

フ 扶桑蒙求 Ｙ210-183-3 古書史料 163 P4018

ブ 文明香合 松792-1 古書史料 32 P4001

ブ 文亀名香合 松792-2 古書史料 32 P4001

ヘ 丙辰三十六歌撰 099.1-6 古書史料 21 P4001

ベ 辨玉集一～五 791-84-1～5 古書史料 33 P4001

ホ 本朝鍛冶考・子～未（寛文七年） 756-7ハ-1～8 古書史料 37 P4001

ホ 本朝鍛冶考・申～亥（寛文七年） 756-7ハ-9～12 古書史料 37 P4001

ホ 本朝鍛冶考・子～亥（寛文十二年） 756-7ロ-1～12 古書史料 37 P4001

ホ 本草綱目啓蒙　一～九 松499-21-1～9 古書史料 43 P4002

ホ 本草綱目啓蒙　十～十九 松499-21-10～19 古書史料 44 P4002

ホ 本草綱目啓蒙　二十～二十七 松499-21-20～27 古書史料 45 P4002

ホ 本草綱目（新校正）　一 曽499-73-1 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　二 曽499-73-2 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　三上 曽499-73-3 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　三下 曽499-73-4 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　四上 曽499-73-5 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　四中下 曽499-73-6 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　五之七 曽499-73-7 古書史料 52 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　八 曽499-73-8 古書史料 53 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　九之十 曽499-73-9 古書史料 53 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十一 曽499-73-10 古書史料 53 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十二 曽499-73-11 古書史料 53 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十三 曽499-73-12 古書史料 53 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十四 曽499-73-13 古書史料 53 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十五 曽499-73-14 古書史料 54 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十六 曽499-73-15 古書史料 54 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十七 曽499-73-16 古書史料 54 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十八 曽499-73-17 古書史料 54 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　十九之二十一 曽499-73-18 古書史料 54 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　二十二之二十三 曽499-73-19 古書史料 55 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　二十二四二十五 曽499-73-20 古書史料 55 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　二十六 曽499-73-21 古書史料 55 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　二十七之二十八 曽499-73-22 古書史料 55 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　二十九之三十 曽499-73-23 古書史料 55 P4003
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ホ 本草綱目（新校正）　三十一之三十三 曽499-73-24 古書史料 55 P4003

ホ 本草綱目（新校正）　三十四 曽499-73-25 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　三十五 曽499-73-26 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　三十六之三十七 曽499-73-27 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　三十八 曽499-73-28 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　三十九之四十 曽499-73-29 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　四十一之四十二 曽499-73-30 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　四十三 曽499-73-31 古書史料 56 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　四十四 曽499-73-32 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　四十五之四十六 曽499-73-33 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　四十七之四十九 曽499-73-34 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　五十 曽499-73-35 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　五十一 曽499-73-36 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　五十二 曽499-73-37 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　序・目 曽499-73-38 古書史料 57 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　序・例 曽499-73-39 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正）　脈学奇経 曽499-73-40 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正・図翼）　一之二 曽499-73-41 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正・図翼）　三之四 曽499-73-42 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正・別集）　一之二 曽499-73-43 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正・別集）　三之四 曽499-73-44 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正・図経）　乾 曽499-73-45 古書史料 58 P4004

ホ 本草綱目（新校正・図経）　坤 曽499-73-46 古書史料 58 P4004

ホ 本草秘物和名 曽470-55 古書史料 60 P4004

ホ 法王寺文書（出雲市） 091.8-88 古文書
出雲市法王

寺
P3009

ボ 戊午出雲国五十歌撰 099.1-4 古書史料 21 P4001

マ 松江ﾖﾘ江戸ﾏﾃﾞ　道中記 092-2103 古書史料 16 P4001

マ 松江亀田山千鳥城取立之古説 092-246 古書史料 19 P4001

マ 松江城下図※拡大不可 092.9-1753 2017デジ 7

マ 松平齋貴公御肖像 097.2-19/C1-2246 古書史料 158 P4018

マ 松平家文書　乙1　御用留1～3 C1-2015 古文書 乙1 P3007

マ 松平家文書　乙2　御用留4・5　御内用留上 C1-2015 古文書 乙2 P3007

マ
松平家文書　乙3　御内用留中・下　当職御用

状留上等
C1-2015 古文書 乙3 P3007

マ
松平家文書　乙4　当職御用状留中・下　御番

頭御用状留
C1-2015 古文書 乙4 P3007

マ
松平家文書　乙5　御用状留・御手合帳・御手

続帳・御問合帳等
C1-2015 古文書 乙5 P3007

マ
松平家文書　乙6　元服一途御記録・御問合

帳・御手合帳等
C1-2015 古文書 乙6 P3007
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マ

松平家文書　乙7　齋貴公定安公御聟養子御隠

居御家督御元服一途記録惣目録・御上京一途

総目録・御上京一途1上・下・2上

C1-2015 古文書 乙7 P3007

マ 松平家文書　乙8　御上京一途2下・3上下・4 C1-2015 古文書 乙8 P3008

マ 松平家文書　乙9　御上京一途5～9・10上 C1-2015 古文書 乙9 P3008

マ
松平家文書　乙10　御上京一途10中・下・11

上・横帳
C1-2015 古文書 乙10 P3008

マ 松平家文書　乙11　御上京一途11下・12～15 C1-2015 古文書 乙11 P3008

マ 松平家文書　乙12　御上京一途16～20 C1-2015 古文書 乙12 P3008

マ
松平家文書　乙13　御上洛日記1・2・3上・

下
C1-2015 古文書 乙13 P3008

マ
松平家文書　乙14　御上洛日記4・御上洛御

行列帳5・御上洛宿割5・6・御上洛記7・8
C1-2015 古文書 乙14 P3008

マ

松平家文書　乙15　御上洛記9～13・上洛手

控1～4・贈従三位松平定安公（刊本）・出雲

藩行政雑録・出入捷覧・御城内絵図面・出雲

国十郡絵図・御城内惣間数

C1-2015 古文書 乙15 P3008

マ
松平家文書　甲1　藩祖御事蹟1～5、附録上

下、旧藩事蹟第1巻
C1-2015 古文書 甲1 P3006

マ 松平家文書　甲2　旧藩事蹟　第2巻・第8巻 C1-2015 古文書 甲2 P3006

マ 松平家文書　甲3　旧藩事蹟　第11巻上下 C1-2015 古文書 甲3 P3006

マ
松平家文書　甲4　旧藩事蹟　第16巻、第18

巻
C1-2015 古文書 甲4 P3006

マ
松平家文書　甲5　旧藩事蹟　明治4年以降雑

録
C1-2015 古文書 甲5 P3006

マ 松平家文書　甲6～29　雲藩列士録　1～23 C1-2015 古文書 甲6～29
P3006-

3007

マ 松江藩存済館用留類 094.9-858/C1-2130 古文書
松江藩存済

館
P3005

マ 松江藩日誌　明治4年（7～12月） C1-2103 古文書 松江藩日誌 P3005

マ 松江藩日誌　明治3年1～3月（1・2） C1-2103 古文書 松江藩日誌 P3005

マ 松江藩日誌　明治3年7～10月（1・2） C1-2103 古文書 松江藩日誌 P3005

マ
松江藩日誌　10～12月・松江藩（軍務）日誌

明治3年11月
C1-2103 古文書 松江藩日誌 P3005
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マ 松江藩日誌　明治4年1～10月 C1-2103 古文書 松江藩日誌 P3005

マ 松平直政書状（村松内膳宛） 092-2726 2017デジ 3

マ 松平直政書状（棚橋将監宛） 092-2698 2017デジ 6

ミ 宮川哥合 松911.1-133 古書史料 24 P4001

ミ 御裳濯川歌合 松911.1-132 古書史料 24 P4001

ミ 三巴八雲敵討記 092-212 古書史料 30 P4001

ミ 美濃郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県2-3-不明-25/C1-1495 古文書 039 P3018

ム 宗衍候(中島家) 092.8-1244 古書史料 2 P4004

ム 宗衍年譜　１～５　桃源蔵修撰 松平家 古書史料 7 P4001

ム 宗衍年譜　義譯 松平家 古書史料 7 P4001

ム 宗衍年譜　上　参考書 松平家 古書史料 8 P4001

ム 紫野前住籍（写し） 松288-20 古書史料 186 P4022

メ 綿圃要務　乾之巻 曽618-3-1 古書史料 21 P4001

メ 綿圃要務　坤之巻 曽618-3-1 古書史料 21 P4001

メ 女敵討松田系図 092.8-1252 古書史料 27 P4001

メ 名物集 松791-51 古書史料 31 P4001

モ 問学挙要 桃家資料 古書史料 184 P4021

モ 桃家資料　1～25 C1-2139 古文書 桃家
P3008,

3010

モ 森の妖精（北尾次郎）→Wを見よ

ヤ 八雲琴譜 097.6-9 古書史料 30 P4001

ヤ 大和本草　一 曽499-72-1 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　二・三 曽499-72-2 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　四・五 曽499-72-3 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　六・七 曽499-72-4 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　八・九 曽499-72-5 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　十・十一 曽499-72-6 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　十二・十三 曽499-72-7 古書史料 59 P4004

ヤ 大和本草　十四・十五・十六 曽499-72-8 古書史料 60 P4004

ヤ 大和本草　附録一・二 曽499-72-S-1 古書史料 60 P4004

ヤ 大和本草諸品図　上下 曽499-72-S-2 古書史料 60 P4004

ヤ 山内曲川短冊 古文書 古書史料 158 P4018

ヤ 八束郡神社明細帳（神祇院旧蔵） 県1-3-不明-26/C1-2009 古文書 027 P3018

ユ 幽顕　第6巻1号～第7巻3号 091.7-34 2017デジ 14

ユ 遊仙窟 子-191 古書史料 159 P4018

ヨ 吉秀年譜　全 松平家 古書史料 7 P4001

ヨ 鷹鶻名所圖解 松787-20 古書史料 24 P4001

ヨ 養法院実筆和歌集 099.1-182 古書史料 28 P4001

ヨ 揚子法言（雨森精翁手稿本） 子-22 古書史料 160 P4018

ヨ 揚子法言増証　1～10 （桃家資料） 古書史料 183 P4021
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リ 旅中備忘録 092.9-1037 古書史料 16 P4001

リ 旅勤御立方御定書 092.7-57 古書史料 27 P4001

リ 利休茶湯秘伝書　一～六 791-55-1～6 古書史料 33 P4001

リ 利休茶道具図絵　乾・坤 松791-8-1・2 古書史料 50 P4002

リ 琉球国志略 Ｙ291.9-12-1～5 古書史料 165 P4018

リ 劉向説苑考　上・下 桃家資料 古書史料 183 P4021

レ 列士録　伊　乾上 古書史料 104 P4009

レ 列士録　伊　乾中 古書史料 104 P4009

レ 列士録　伊　乾下 古書史料 105 P4009

レ 列士録　伊　坤上 古書史料 106 P4009

レ 列士録　伊　坤下 古書史料 107 P4009

レ 列士録　波　乾 古書史料 108 P4009

レ 列士録　波　坤 古書史料 109 P4009

レ 列士録　自仁至保　乾 古書史料 110 P4010

レ 列士録　自保至邊　坤 古書史料 111 P4010

レ 列士録　土　全 古書史料 112 P4010

レ 列士録　自知至遠　乾上 古書史料 113 P4010

レ 列士録　遠　乾中 古書史料 114 P4010

レ 列士録　遠　乾下 古書史料 115 P4010

レ 列士録　遠　坤上 古書史料 116 P4011

レ 列士録　遠　坤中 古書史料 117 P4011

レ 列士録　遠　坤下 古書史料 118 P4011

レ 列士録　和　乾 古書史料 119 P4011

レ 列士録　和　坤 古書史料 120 P4011

レ 列士録　加　上 古書史料 121 P4011

レ 列士録　加　中 古書史料 122 P4011

レ 列士録　加　下 古書史料 123 P4012

レ 列士録　与　乾 古書史料 124 P4012

レ 列士録　与　坤 古書史料 125 P4012

レ 列士録　太　乾上 古書史料 126 P4012

レ 列士録　太　乾下 古書史料 127 P4012

レ 列士録　太　坤上 古書史料 128 P4012

レ 列士録　太　坤下 古書史料 129 P4013

レ 列士録　自曽至称　全 古書史料 130 P4013

レ 列士録　奈　乾 古書史料 131 P4013

レ 列士録　奈　坤 古書史料 132 P4013

レ 列士録　武　全 古書史料 133 P4014

レ 列士録　宇　全 古書史料 134 P4014

レ 列士録　乃　全 古書史料 135 P4014

レ 列士録　久　全 古書史料 136 P4014
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レ 列士録　也　乾 古書史料 137 P4014

レ 列士録　也　坤 古書史料 138 P4014

レ 列士録　末　乾 古書史料 139 P4015

レ 列士録　末　坤 古書史料 140 P4015

レ 列士録　不　全 古書史料 141 P4015

レ 列士録　古　乾 古書史料 142 P4015

レ 列士録　自古至天　坤 古書史料 143 P4015

レ 列士録　阿　上 古書史料 144 P4015

レ 列士録　阿　中 古書史料 145 P4015

レ 列士録　阿　下 古書史料 146 P4016

レ 列士録　左　上 古書史料 147 P4016

レ 列士録　左　中 古書史料 148 P4016

レ 列士録　左　下 古書史料 149 P4016

レ 列士録　自幾至由　全 古書史料 150 P4016

レ 列士録　美　乾 古書史料 151 P4017

レ 列士録　美　坤 古書史料 152 P4017

レ 列士録　之　乾 古書史料 153 P4017

レ 列士録　之　坤 古書史料 154 P4017

レ 列士録　比　乾 古書史料 155 P4017

レ 列士録　自比至毛　坤 古書史料 156 P4017

レ 列士録　世　全 古書史料 156 P4017

レ 列士録　寸　全 古書史料 157 P4017

レ 列士録凡例 古書史料 157 P4017

レ 秘書　乾 古書史料 157 P4017

レ 秘書　坤 古書史料 157 P4017

レ （精選唐宋千家）聯珠詩格 集-111 古書史料 159 P4018

ワ 和蘭字彙　１ 雲藩文庫43（849-3-1） 古書史料 170 P4019

ワ 和蘭字彙　２ 雲藩文庫43（849-3-2） 古書史料 171 P4019

ワ 和蘭字彙　３ 雲藩文庫43（849-3-3） 古書史料 172 P4020

ワ 和蘭字彙　４ 雲藩文庫43（849-3-4） 古書史料 173 P4020

ワ 和蘭字彙　５ 雲藩文庫43（849-3-5） 古書史料 174 P4020

ワ 和蘭字彙　６ 雲藩文庫43（849-3-6） 古書史料 175 P4020

A
Aide memoire a I'usage des officiere

d'atillerie（1）
雲藩文庫24（396-14） 古書資料 177 P4020

A
Aide memoire a I'usage des officiere

d'atillerie（2）
雲藩文庫24（396-14） 古書資料 178 P4020

L La grand Dictionnare　1　（ハルマ和解） 雲藩文庫1（853-15-1） 古書資料 182 P4021
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L La grand Dictionnare　2　（ハルマ和解） 雲藩文庫1（853-15-2） 古書資料 183 P4021

S Sinples lectures sur les sciences les et I' 雲藩文庫36（407-16） 古書資料 176 P4020

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅰ-２】 北尾次郎資料 古書資料 63 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅰ-３（Ⅰ）】 北尾次郎資料 古書資料 64 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅰ-３（Ｋ）】 北尾次郎資料 古書資料 65 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅱ-１】 北尾次郎資料 古書資料 66 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅱ-２】 北尾次郎資料 古書資料 67 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅱ-３】 北尾次郎資料 古書資料 68 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅲ-１】 北尾次郎資料 古書資料 69 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅲ-２】 北尾次郎資料 古書資料 70 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅲ-３（Ⅴ１）】 北尾次郎資料 古書資料 71 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅲ-４（Ⅵ２）】 北尾次郎資料 古書資料 72 P4005

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅳ-２】 北尾次郎資料 古書資料 73 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅳ-５】 北尾次郎資料 古書資料 74 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅴ-４】 北尾次郎資料 古書資料 75 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅴ-５】 北尾次郎資料 古書資料 76 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【Ⅵ-１】 北尾次郎資料 古書資料 77 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ①】 北尾次郎資料 古書資料 78 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ②】 北尾次郎資料 古書資料 79 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ③】 北尾次郎資料 古書資料 80 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ④】 北尾次郎資料 古書資料 81 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ⑤】 北尾次郎資料 古書資料 82 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ⑥】 北尾次郎資料 古書資料 83 P4006

W Waldnymphe（森の妖精）【ナシ⑦】 北尾次郎資料 古書資料 84 P4007
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