
島根県立図書館所蔵古文書一覧

文書群名 文書種類 関係地 年代 数量 検索手段 内容概略 備考

朝酌検地帳 原文書 朝酌村 安永3年 1点 ナシ
島根郡福富村（松江市福富町）の御検地帳。安永3年。朝酌村役場のラベルあ

り
虫損大、横半帳（特大）

朝日家文書 原文書 松江藩
享和年間～寛政年

間
7通，2冊 ナシ

不昧公（7代藩主松平治郷）室・静楽院から松江藩家老・朝日丹波恒重あて書

状。朝日丹波恒重著「秘書」2冊。同「言上書」。朝日丹波経世漫談。松平家

整理の際朝日家贈呈の記載有り。

別名「玉映文書」

小豆沢家文書 原文書 松江藩
安政年間～文久年

間
16点 「小豆沢家文書目録」

松江藩士家文書。「安政二年御給帳」「相組倹約申合扣」「武門要鑑抄」

「母里藩改正写」調練心得方、鹿島流棒術、弐覚流切腹、中道流三ツ道具、

拳法目録など、武道、武術関連巻物。

安部家文書 原文書 隠岐国卯敷村
文政年間～慶応年

間
288件352点

「隠岐布施村卯敷　安部家

古文書目録」

隠岐・卯敷村（隠岐の島町布施）の文書。郡代申渡書付、締合極書、島後寺

院判鑑、五人組仕置帳、往来手形、御取箇郷帳、流人嘆願書、吟味書、隠岐

騒動関係など

天野家文書 原文書・複写 広瀬藩 寛文年間～明治期 981件2770点 「天野家文書目録」

広瀬藩士家（家老）に伝わる古文書群。広瀬藩主、藩政に関わるもの、天野

家に関するものが混在している。各代の給帳、系図、御仕向帳、心得帳、取調

帳、絵図、藩主掛け軸、長州征伐一途、日記など。その他書籍、書簡、免許

状、伝書、明治期の家族の私信など。

寄託、一部のみ複写あり

意宇郡宍道　葉山文書 原文書 意宇郡宍道 弘化年間 2通
「迩摩郡湯里村文書・意宇

郡宍道葉山文書目録」

意宇郡宍道町（松江市宍道町）の本陣宿をつとめた葉山家に関係する史料か。

木綿取引など

家島家文書 原文書 能義郡布部村
宝暦年間～明治初

年
114点 「家島家文書目録」

家島家は鉄山師として明治中頃まで隆盛した旧家。当家は本家に当たる家の資

料と思われるが、定かではない。宝暦2年の能義飯石両郡高割貸付証文が古

く、鑪上覧覚書、鉄穴請負願書、鍛冶屋願書など鉄関係のものが多く、勘定

所との書簡も多い。幕末から明治にかけてのものが大半。能義郡鉄山師の貴

重な文書群。

家島（分家）家文書 原文書 能義郡布部村 文政期～昭和初年 81件336点
「家島家（向家島）文書目

録」

家島家は鉄山師として明治中頃まで隆盛した旧家。当家は分家筋にあたるとの

こと。田地証文、山証文、地券、算用帳、登記書、志儀受取書、借用証文、

年季売渡証文などで、鉄師関係のものは見当たらない。

井川家文書 原文書 松江市
享和年間～明治15

年
81件114点 「井川文書目録」

御徒級松江藩士家の私文書。口上書、達書、覚書、勤功録、戸籍書。その他

分限帳、職制、武術関係書など。
寄託

池尻家文書 原文書
秋鹿郡下伊野

村
宝暦年間～幕末 2535点 『池尻家文書目録』

下郡・与頭文書。池尻家は下伊野村（出雲市美野町）にあり、松江藩主の休

憩所・宿泊所に利用され、下伊野御本陣とも称された。貢租、戸口、宗門、

土地、領主出郷・鷹狩・社参・巡見、囲籾、郡村政、諸産業、遷宮、居宅普

請、火災、志儀、寺方懸合など

石田家文書 原文書 松江藩
正保年間～明治4

年頃5
617件2339点 「石田家文書目録」

松江藩士初代１５石で正保４年取り立てられ、宝暦１３年７０石で新番組

入、以後藩主家族の側世話役を勤め文化年間百石。居相鍵鑓師範、大坪流馬

術教授を勤め廃藩に至る。馬術、鍵鑓、その他天道流剣術、天流剣術、不伝

流、射術など武術に関わる史料が大半を占める。なかでも、馬術に関する書

物、記録は他流にもおよび豊富である。その他、明和２年差し出しの列士録

書出、代々御判物一式。熊野村及び林村、知井宮などの御給知御百姓割帳。勤

仕日記。書籍目録。

石橋家文書 原文書
美濃郡美濃地

村
江戸中期～明治期

古文書（2466

件3011点）

「石橋家文書目録」，「石

橋久郎所蔵明治期刊行書目

録」

津和野藩美濃地村（益田市美濃地町）の庄屋文書。役用萬扣、宗門帳、人別

名寄帳など村関係、仕出帳、入用帳、船積扣帳、算用帳など家政関係、その

他私家書簡類及び明治30年代頃までの家政私的文書群。

寄託

原文書
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出雲大社関係文書 原文書 出雲大社 享保～安政期 9件13点 「出雲大社関係文書目録」
出雲大社の北島家関係の裁許状や和与状、および北島孝積の系譜など。北島

孝積は70世惟孝の子、孝積の子が74世従孝となる。

出雲国風土記俗解抄

（享和2年）乾・坤
原文書・複写 享和2年（1802） 2点 ナシ 金剛峰寺本

寄託、複写はOPAC検索（『出

雲国風土記［金剛峯寺蔵本］）

市川家文書 原文書 母里藩 享保年間～幕末期 24点 「市川家文書目録」

母里藩士家文書。市川家系図、藩主御系譜、系図、高真院様御年譜、宸翰并

御請、被仰出留（享保１０・天明７・寛政７）、雲州橘之記、桑名侯上書

写、水府老公御密書、長州侯示書、返金儀申立書、勤向一向之巻、告志編、

喫茶南方録、壷装束、茶器指月集、絵図、松平直政公等。

庵原家文書
原文書・マイクロ

フィルム・写真本
石見国守護

建武2年～天正16

年
26点 『新修島根県史資料編1』

石見国守護、小笠原長隆・長雄文書。『新修島根県史資料編　１』庵原文書

所収

邑智郡出羽村（有井

家）資料目録
原文書 邑智郡出羽村 寛永～明治 38件124点

邑智郡出羽村（有井家）資

料目録

邑智郡瑞穂町出羽（邑南町）。有井家に関する資料が多い。御触書、借用証

書、永代売渡状、学校の卒業証書・賞状類など

邑智郡粕渕村資料 原文書 邑智郡村役場 明治期～昭和年代 31件110点
「邑智郡粕渕村役場資料目

録」

旧邑智郡久保村（邑智郡美郷町）地域の道路改修関係文書及び地図。同粕淵

村の森林関係文書など。

大原郡内社寺境内明細

図

原文書・マイクロ

フィルム
大原郡幡屋村 明治12年 1点 ナシ

雲南市大東町の幡屋神社旧蔵。明治12年10月県令差出控。郡内各社寺の境内

図を綴ったもの。

尾川家文書 原文書
石見国・隠岐

国
江戸期・大正4年 1点 ナシ 石見郷村・隠岐国郷帳。旧島根県史編纂時文書借用書。 寄託

落合家文書 原文書・複写 松江藩 江戸期 67件69点 「落合家文書目録」

松江藩士の武術関係資料。免許皆伝、秘伝書、兵法目録、剣術不伝流、直信

流柔術、棒術、護身術、鉄砲術など。その他、知行安堵状、藩士伊呂波分姓

名録などあり。

小村家文書 原文書 松江藩
文化年間～明治23

年

14件19点（軸

13本、短冊6

点、冊子3冊）

「小村家古文書目録」

人参栽培に関わった小村茂重の子孫家の史料。「出雲国人参一途」「御国産

御種人参之儀」「日光からの書状」など、他に書画軸物、鈴木牧之の短冊な

ど。

上津井村文書 原文書
那賀郡上津井

村

寛文年間～天保年

間
57件357点

「那賀郡　上津井村文書目

録」

銀山領那賀郡上津井村年貢皆済目録。寛文元年山高孫兵衛から天保１２年岩

田鍬三郎までの皆済目録、割付状。

河上家文書 原文書 簸川郡田儀村 元禄4年～明治期 49件73点
「田儀河上家所蔵文書目

録」

現在の出雲市多伎町の庄屋文書。難船吟味、新田開発、国境杭木書付、御巡

見人数調べ、見合書出帳、村定法、無宿人調べ、年貢皆済、御制札書写、唐

船御手当船配船帳、雲石境目之證、大敷網不漁二付き

川島家文書 原文書 仁多郡横田町
享保年間～昭和初

年
75件90点 「川島家文書目録」

仁多郡高尾村、三成村、石村、小馬木村などの下郡役の文書。受払帳、十郡願

書、検地帳など下郡役名の文書。その他明治期の書籍、大正５年から昭和７

年までの日記。

北尾次郎資料
原資料、デジタル

（一部）
松江市 明治期 3件47冊 ナシ

北尾次郎は気象学者。松江藩医北尾家に養子に入る。明治3～16年にドイツ留

学。「森の妖精」「手帳」などドイツ語で書かれた資料。資料劣化あり。

「森の妖精」はデジタル化済み。『山陰地域史研究』掲載の西脇宏氏関連論文

を参照のこと。

木村家文書 原文書 邑智郡湯谷村 寛政～昭和初期 264件712点 「川本町　木村家文書」
現在の邑智郡川本町。年貢皆済目録、運上金受取書、三谷村農会、家関係な

ど。
寄託

熊野村文書 原文書 八束郡熊野村
寛文11年～慶応3

年
18冊 「熊野村資料目録」 八束郡熊野村検地帳。田畑合巻帳。石寄帳。油木改帳など。 寄託
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来原村文書 原文書 那賀郡来原村
寛永年間～昭和20

年以前
238件1085点

「那賀郡　来原村文書目

録」

上・下来原村（浜田市金城町）の村役人であった石田氏、山本氏に蔵された

地方文書。寛永１４年、享保・宝暦期の御条目あるが、他は天保期から明治

末年に至文書。貢租、配当、割付、人別、証文、覚書、夫役割付、触書、願

書、達書、口上書など。

古曽志家文書 原文書 松江
享保年間～明治年

間
73件247点 「古曽志家文書目録」

松江町方文書。松江末次茶町商人古曽志屋作右衛門家の文書。義田証文、寸

志銀上納、御囃子関係、郷夫兵糧炊き出し、町年寄役、永代売渡証文、室座

免状、志儀懸合、拝借米、宗門放状など。

児玉欽一氏資料 原資料 島根県 明治～昭和 30件240点 「児玉欣一氏蔵資料」

島根県私立教育会雑誌、出雲楯縫神門郡私立教育会雑誌、農会報、島根県米

穀会報、簸川新報、山陰ビックリ新聞、島根タイムス等、近代の雑誌、新聞

類。神国大博覧会の見取図、案内書、絵葉書等。

個別に受入済み

斎藤家文書 原文書 周吉郡大久村
江戸初期～明治3

年
1045件2354点 『隠岐斎藤家古文書目録』

隠岐・大久村（隠岐の島町西郷）の庄屋文書。上納勘定帳、高名寄帳、下

札、売買證文、流人、人別帳、口上書等、享保二年～明治３年まで宗門改帳

１０２冊。

西福寺文書 原文書
邑智郡瑞穂町

原
宝暦～明治初期 70件78点

「石見国　西福寺文書目

録」

石見国原村（邑南町）。元和8年に現地に移転。裁許状や宗門状（手形・請状

等）など

鷺浦八千代会文書 原文書 神門郡鷺浦
江戸中期～大正年

間
725件2493点

「大社町　鷺浦八千代会文

書目録」

鷺浦（出雲市大社町）の浦方文書。当浦の自治組織八千代会が所蔵していた文

書群。江戸期の文書に、浦扣、諸入用、軍事、年貢、貸借、村野山論、産

業、水産業、海運、難破船、流人、救恤、土木、社寺、宗門など。明治期以

降は租税、区長、野帳、地押調査など自治組織内関係。

佐々田家文書 原文書 旭町木田
江戸後期～昭和30

年代
約6000点

「佐々田家文書概要リス

ト」

浜田市旭町の庄屋文書。明治期に当主であった佐々田懋は、県会議員、議長

を歴任し、一方で幅広い事業を展開し多額納税で貴族院議員となる。江戸期

の庄屋文書はじめ、明治初年県政関係、国会関係、家政内事業関係、諸芸、

趣味など多彩。

目録は箱ごとの概要のみ

松江市　佐藤家文書 原文書 松江市雑賀町
享保年間～明治5

年
74件77点

「松江市雑賀町 佐藤家文

書目録」

松江藩下級藩士家文書。隠岐島前海士の後鳥羽院御社関係、隠岐村鑑、五人

組帳など。隠岐勤仕中の史料、家内関係、宗門改、勤功録など。
寄託

出雲郡関係文書 原文書 出雲郡
明和2年～明治32

年
31件32点

「出雲郡関係近世史料目

録」

下郡文書。天保年間の出雲郡今在家村（出雲市斐川町）真宗、禅宗宗旨証拠

書、同宗門改増減人別帳、安政6年、慶応3年の御用留。その他算用帳、出雲

四ヶ村下作取立帳、上鹿塚村御検地帳など。

寄託

白倉家文書 原文書 松江藩
寛永年間～昭和年

代
11点 「白倉氏文書目録」

松江藩士（御徒）家文書。寛永１０年～元治元年までの勲功録。十代の写真

など。

下田所村文書 原文書
邑智郡出羽組

下田所村
天保6年～明治2年 92件636点

「下田所村文書目録」（整

理済みのみ可）

邑智郡瑞穂町下田所（邑南町）。宗門改帳は天保６年から明治２年まで３５

冊。「人高目録」万延２年から明治４年まで４冊。「家数人高惣寄帳」万延

２年から慶應４年まで４冊。「人高増減帳」慶應２、３年の２冊。「宗旨人

高勘定帳」慶應４年が１冊。「五人組請印帳」文久から慶應２年まで１冊。

安政２年の「穴岩ケ谷山論」１冊。その他書状９通。村絵図１６枚。

絵図以外は整理済み

新木佐家文書 原文書 縦縫郡平田町
安政年間～昭和15

年
285件392点 「新木佐家文書目録」

楯縫郡（出雲市平田町）の与頭家文書。萬日記。御用日記。小作名寄帳。奉

公人・職人日雇帳。大福帳。買物帳。出納日誌。会計日誌。家計簿。田畑懸

留帳。志儀帳。家内引越等。明治初年教育関係。

寺社史料 原文書・複写
松江藩・島根

県

明和年間～昭和22

年
575件 「寺社史料目録」

明和９年から安永４年「松江藩各郡寺社差図帳」。明治初年寺社調査。県下

寺院・神社明細帳。寺社書上帳。寺社原野調。寺社境内外調。寺社宝物調。

寺社什物帳。寺社由緒書。県史資料など。

自由民権（警察）文書 原文書 島根県 明治10年前後 28件122点
「自由民権（警察）文書目

録」

警察探索上申書。士族挙動上申書。尚志社探索上申書など自由民権運動探索

関係が大半。大阪裁判所差出證書写、木綿売買、土地売買など。
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周藤家文書 原文書 出雲国ほか
文政12年～明治16

年
83件94点 「周藤氏寄託文書目録」

村方文書。飯石郡宗門放状、売渡証文、売買証文、借用証文、寸志米上納

覚、下札、地租改正取調任命書、種痘済証文、松江より江戸迄道中記、船目

代六右衛門御用留、家禄奉還ニ付資本金下渡證、家内倹約論、喰延食品な

ど。

寄託

清厳寺文書 原文書 玉湯町玉造 江戸期 69件204件 「清巌寺文書目録」

松江市玉湯町の寺文書。諸願訴差出扣、人別除、青駄送、玉造薬師堂一途、

人参畑願、御茶屋一途、藩主入湯・御女中入湯一途等。寺関係以外の玉造

村、御茶屋など。

清安寺文書 原文書
島根郡長海新

庄
天文年間 5点

『松江市内寺社史料調査目

録-平成22年～25年度-』

隠岐氏（佐々木）文書。清安寺は現在松江市新庄町にある寺。「隠岐五郎右

衛門尉豊清寺領寄進状」「同書状」「隠岐左衛門尉幸清他十二名連著状」

「仏祖法脈図」

寄託

冨家文書 原文書・複写 出雲大社 中世 1件
『富家文書』（島根県古代

文化センター/刊）

出雲大社上官家の文書。尼子晴久書状、義久書状、勝久安堵状など。軸装１

本。

『富家文書』に本文（翻刻・解

説）・図版の掲載あり

鳥屋尾家文書 原文書

神門郡遥堪

村・阿須伎神

社

江戸時代 359件411点 「鳥屋尾家文書目録」

神門郡遥堪村（出雲市大社町）の阿須伎神社伝来文書。神社は平安末期以

降、出雲大社の末社とされた。中世に神主職が杵築大社上官・佐草氏に移る

と杵築大社奉行職と兼帯して大きな権勢をふるい、遥堪地域に独自の社会的・

宗教的勢力を保持していたとされる。文禄２年の打渡状、慶長年間の覚書など

江戸初期の文書など。

永井家文書 原文書 松江
享保年間～明治2

年
47件153点 「永井家文書目録」

松江商人町方文書。義田証文。主法殿合取引。主法立勘定見積目録。書簡。

勘定帳。泉府証文。新田証文。藩重役等の書簡。町役人間の書簡など。
寄託

中垣家文書 原文書 邑智郡因原村
文政年間～大正末

年
1514件2626点

「川本町　中垣家文書目

録」

邑智郡川本町因原の庄屋文書。浜田藩市木組内。幕末から明治初年に組割元

を勤める。幕末から明治・大正期が大半の文書、及び江戸期版の書籍。
寄託

長妻家文書 原文書
大原郡下久野

村

元禄年間～慶応年

間
196件201点 「大東町長妻家文書目録」

大原郡下久野村（雲南市大東町）の庄屋文書。売渡証文、借用証文、金銭覚

書、諸入用帳、志儀関係、私家文書など。

仁多郡亀嵩俳諧資料 原文書 仁多町亀嵩 江戸末期～ 29件34点
「仁多郡亀嵩俳諧資料目

録」
個人の句集、紀行など

仁多町内検地帳等 原文書 仁多町 慶安2年～天明7年 29冊 「仁多町内検地帳」 旧村布勢村、三澤村、阿井村の検地帳。地詰帳。山畑改帳。摺合帳。新田帳。 寄託

迩摩郡湯里文書 原文書 邇摩郡湯里村 享和ほか 5通
「迩摩郡湯里村文書・意宇

郡宍道葉山文書目録」
迩摩郡温泉津町（大田市温泉津町）湯里。年貢、入会山に関する史料

野津本家文書 原文書・複写 島根郡大井村 寛政～明治初期 125件132点
「松江市大井町野津本家文

書」
松江市大井町。そりこ舟免札等の舟関係、八幡宮等寺社関係など

目録№1-34は複写のみ、№35-

125は原文書

長谷川庫之助蔵文書 原文書 生馬村 明治～大正 46点
「生馬村長谷川庫之助蔵文

書」

明治、大正期に生馬村（松江市生馬町）の村長をつとめた長谷川家の文書。

明治20年代歳中毎日萬日記帳、生馬神社造営関係資料、大正期の村議会資料

等。

原家文書 原文書 飯石郡鍋山村
江戸初期～昭和初

年
約7140点余

「原家文書目録（三刀屋

町）」整理済みのみ可

飯石郡鍋山村（雲南市三刀屋町）の村方文書。『松江藩経済史の研究』を著

した原伝氏宅の蔵書。氏の研究資料、原稿、書籍また収集された文書記録な

どのほか、原家伝来の文書。貢租、村財政、村入用、狩猟、巡国手配、宗門な

ど村関係文書。

比布智神社文書 原文書
神門郡下古志

村

明徳3年～昭和初

年
993件2793点 『比布智神社文書目録』

出雲市下古志町の比布智神社伝来文書及び社家私文書。明徳３年から慶長年

間までのが５０点あり。出雲市の指定文化財あり。第一次は神社所蔵公文書

を中心に整理済。

寄託　整理済みのみ可
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島根県立図書館所蔵古文書一覧

藤井家文書 原文書 益田町
貞治2年～延享年

間

4件（軸物4

本）30点
ナシ（OPAC検索）

中世文書・商人文書。藤井家は益田氏臣、慶長１０年丸茂村に居住す。貞治

２年邇摩郡福光郷林村宛行状。系図。系図根元録。天正１７年加藤清正宛行

状写。慶長１６年渡辺助丸元亀・天正年間功名覚書。石州益田町藤井屋覚状

など。

図書登録済

藤村家文書 原文書
大社町宇竜・

舩宿

元和年間～文政年

間
23件35点

「大社町宇竜藤村家文書目

録」

神門郡宇龍浦（出雲市大社町）の浦方文書。御城米船下り日帳。宇竜屋敷

帳。宇竜浦検地帳。文政１１～天保２御用留、承応より文化まで公儀より日

御碕へ書付萬写、藩より下される申し付け書（船宿、登米など）。御米宿、

放状、唐船并不審なる船ニ付、船役御免証文など。

宝陀寺・臼井家・石田

家文書
原文書 浜田市ほか 江戸期～明治末期 163件239点

「宝陀寺・臼井家・石田家

文書目録」

寺史料・私文書・書籍。宝陀寺、臼井家、石田家の三軒が混在した文書群。

宝陀寺は現在の浜田市の名刹、臼井家の詳細不明、石田家は波積。

松江赤十字病院古医書 原資料 松江市 江戸～明治期 438件
「松江赤十字病院旧蔵古医

書目録」
ポンペの「講義録」など重要資料は赤十字病院が所蔵。 寄託、整理済みのみ可

馬潟・江角番所文書 原文書 松江藩 天保・弘化年間 53件58点
「馬潟・江角番所文書目

録」

松江藩番所文書。来海石取越ニ付差紙願書がほとんど。竹、瓦等もあり。水

浦溺死一件など。

松江藩御徒文書 原文書 松江藩
元禄年間～万延元

年
150点 「御徒文書目録」

松江藩庁記録。松江藩御徒の記録。御徒一切記。御徒一切事記。旧例帖。旧

例抄録。旧例。御徒記。御徒旧例。江戸御用状留。御用留抜書。新知加増役

替組帳。新知役儀被召出役替取立。新知役儀役料。欠落帳。義絶帳。縁組養

子帳。御渡米并加米帳。御定書。矢教帖。御徒先祖書。御使者帳。改易閉門

遠慮出奔蟄居不縁。江戸御供他国御使者御国内当分勤。暇改易遠慮閉門蟄居

帳。病死遇塞組入組替代藩在藩。屋敷拝領御褒美自分屋敷替改号。褒美屋敷

替。屋敷替帳。家督、隠居縁組養子道具見分。隠居家督縁組養子道具礼席。

家督隠居死居帳。

松江藩郡奉行所文書 原文書 松江藩
享保16年～明治5

年
305件5573点

『島根県立図書館蔵松江藩

郡奉行所文書調査目録』

上・下巻

松江藩郡奉行所。松江藩郡奉行所が取扱った江戸時代後期の民事裁判文書。

「一件袋」という江戸時代の記録保存方法で残された希有な文書群。訴訟の

袋毎の概要は、山論、海山境村境、漁場漁場、商業、金銭、田地家屋敷、相

続家、寺社、難破船、その他に大別される。

桃家文書

原文書・写本・版本

/マイクロフィル

ム・写真本

松江藩
宝暦年間～大正年

間
313件534点 「桃家資料目録」

６代藩主宗衍の代に藩校が設立（宝暦７年）、桃白鹿が登用された。以来

代々が藩儒を勤めた家の伝来史料。写本と版本。藩主関係（各代の藩公年譜

など）、藩校勤務日記、明治初年学制発布関係、藩校使用教科書、漢籍、桃

家関連資料、その他。「公私要録」「日記」などはマイクロフイルムにも収

録。

森山家文書 原文書 安濃郡多根村
宝暦元年～万延元

年
176点

「森山三吉家年貢皆済目

録」

安濃郡多根村（大田市三瓶町）。年貢皆済目録、年貢勘定目録、年貢割付。

宝暦１２通。明和１６通。安永１７通。天明２通。寛政２１通。享和６通。

文化２４通。文政２４通。天保２４通。弘化８通。嘉永１２通。安政９通。

万延２通。

矢上村文書 原文書 邑智郡矢上村 江戸中期～ 269件311点
「石見国　矢上村文書目

録」

矢上村（邑南町）庄屋と思われる松川家関係の資料。証文類（永代売渡状・

借用証等）、田畠境目改帳、覚、日記など

谷田家文書 原文書 那賀郡国分村
江戸中期～明治初

期
31件125点

「石見国  谷田家文書目

録」

現在の浜田市国分町。谷田家は先祖が谷田池の開削に携わる。浦方や家関係

資料など

山内曲川短冊 原資料・デジタル 松江 江戸末期～明治ヵ 2件59点 ナシ

1件は折本に短冊を貼る。1件は木箱入り。山内曲川（1817-1903）松江生ま

れ。雅号は沙窓、茶窓、釣年庵曲川など。京都の荒木萬頼と親交を結び、そ

の後「奥の細道」をたどる奥州行脚・諸国遊歴に出る。帰郷後は釣年庵を結び

俳茶自適の日々を送る。
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渡部家文書 原文書 松江藩 寛文～慶応 52件56点
「松江藩　渡部家文書目

録」

松江藩士家文書。渡部治太夫家。6代目治太夫は御鷹御用掛などをつとめる。

藩主からの御判物、列士録（勤功録）控、遺跡相続、砲術士任命ほか。目録

作成（松江市史編纂室）

文書群名 文書種類 関係地 年代 数量 検索手段 内容概略 備考

秋上家文書 マイクロフィルム
松江市大庭

町・神魂神社
応永21年～明治 （480点） 『出雲意宇六社文書』

県指定文化財。室町期応永21年6月「大草郷坪付」を最古として、六社神社中

尤も多数の文書を有する。出雲国造家と深い関係があり、国造家の火継ぎ神事

を執行したが、それに関する記録が多数有り、従来未公開であったこの文書が

特筆される。「出雲意宇六社文書」に解読がある。

揖屋神社文書 マイクロフィルム 意宇郡揖屋村 承安2年～明治4年 （68通） 『出雲意宇六社文書』

八束郡東出雲町（松江市東出雲町）。「日本書紀」で言屋社、「出雲國風土

記」で伊布夜神社、「延喜式」では揖夜社。由緒古く著名な神社の古文書。

巻子で４本。「出雲意宇六社文書」の解読あり。

鰐淵寺中世文書
マイクロフィル

ム・写真本
楯縫郡別所村 建暦3年～明治期 10冊

『島根県古文書緊急調査総

合目録』「鰐淵寺文書目

録」

平田市（現・出雲市）別所町にある出雲國名刹。推古期に智春上人が開基と

伝える。出雲大社、北嶋・千家両国造家文書と双璧をなす重要文書を有する。

「島根県古文書緊急調査総合目録」に文書目録が載り、マイクロフィルムとの

照会ができる。

近世地方文書（『旧島

根県史編纂資料』）

筆写本・マイクロ

フィルム・写真本
島根県 江戸時代 （454家分）

『島根県郷土資料目録』・

OPAC検索

「旧版島根県史」編纂にあたり、県史編纂掛によって影写され、本仕立てにさ

れた文書群。

桜井家文書
マイクロフィルム・

写真本
松江藩

天文16年～延享4

年
1冊 ナシ（OPAC検索）

北条氏に仕えて次いで松平忠直に仕え、のち松江松平藩士となった家。北条氏

の虎印判状が７通有る。慶長６年から延享４年までの知行宛行状が９通。忠

直様御直書が９通。天文１６年北条氏康感状。永禄４年北条氏政感状。北条

氏書状２通。慶長１２年の掟書。桜井武兵衛覚書２通。

佐藤家文書（斐川町）
マイクロフィルム・

写真本
出雲郡北嶋村

万治年間～明治初

年
38冊 「佐藤嘉紀家古文書目録」

出雲郡北島村（出雲市斐川町）にある北嶋国造家の所領地の庄屋の家。名寄

帳、輪切帳、万差出帳、田畑改帳、郷夫人別承帳、損所普請願など村概要、

村政治、貢租、諸掛、村財政、村の農商生活に関わる地方文書。巡見使返答

用の扇メモ書き、神門郡との村きりのことなどあり。

沢津家跡市組割元記録
マイクロフィルム・

写真本

浜田藩跡市組

割元
宝暦9年～明治5年 41冊

「浜田藩跡市組割元澤津家

文書目録」

現在の江津市跡市町。浜田藩は領内を7組に編成し各組に代官所を置いて管理

していた。跡市組は那賀郡東部・邑智郡（江川左岸の3地域）の計36村で構成

され、阿刀市村に代官所を置いていた。史料は「割元記録」「御用日記」

「割元日記」「浜田藩御用人日記」の簿冊。原龍雄氏の解読あり（部分的に

脱あり）。また、盆子原良友氏の解読も一部ある。原文書は江津市立図書館

蔵。

武明八幡宮文書 マイクロフィルム 邑智郡三原村 中世～江戸末期 （223点） 「武明八幡宮文書目録」

邑智郡三原村（川本町三原）にある。小笠原氏勧請の八幡宮と伝え、正按４

年「左衛門尉時景安堵状」応永３年「小笠原長教寄進状」宝徳２年「小笠原

長直寄進状」から慶長２年「毛利氏奉行人打渡坪付」まで６３通。近世文

書。社領、神田、寄進、証文、願書など社関係。

瀧川家おぼえ日記
マイクロフィルム・

写真本
松江白潟町 文政9年～嘉永6年 4冊

「瀧川家文書（信楽寺）目

録」

松江の大商人であった瀧川伝右衛門家の分家筋に当たる瀧川家の番頭が記し

た日記。おぼえ日記以外の文書は松江市竪町信楽寺で保存あり。

参考文献：「松江城下に生き

る」（松江市ふるさと文庫9）、

「大保恵日記1」（松江市歴史史

料集2-1）

中世諸家文書（『旧島

根県史編纂資料』）

謄写本・マイクロ

フィルム・写真本

島根県下寺

社・旧家
中世 （195家分）

『島根県郷土資料目録』・

OPAC検索

「旧版島根県史」編纂にあたり、県史編纂掛によって影写され、本誌仕立にさ

れた文書群。出雲大社、千家家、北嶋家、日御碕社、秋上家、鰐渕寺、雲樹

寺、岩屋寺、亀井家、小笠原家、佐々木家、島家、米原家、益田家など。

複製
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鉄方御用留
マイクロフィルム・

写真本
飯石郡吉田村

享保18年～天保3

年
4冊 ナシ（OPAC検索）

飯石郡吉田村（雲南市吉田町）にある田部家の鉄関係古記録。当館には田部

家の御用留が旧県史編纂時に写本されたのがあるが、鉄の資料館に田部家か

ら寄託されている該当記録は写本されていない。当館写本蔵年代は明和４年か

ら明治８年まで。題名も「御用留「「鉄方御用留」「支配御用留」「引請御

用留」「広瀬懸り合御用留」などになっている。

栃木八幡宮文書 マイクロフィルム 那賀郡弥栄村
慶長・元禄・天

保・慶応期
（14点）

「弥栄村栃木八幡宮文書目

録」

慶長８年「栃木村御縄打水帳」５冊。元禄８年「水帳」。３・７年「名寄

帳」「永改帳」など４冊。慶應２年「田方新開帳」「畑方新開帳」これ以外

の文書は栃木八幡宮に有り。

永瀬家文書
マイクロフィルム・

写真本
松江藩

文政年間～明治末

年
12冊 「永瀬家文書目録」

松江藩士家文書。勤功録、由緒書、代々年数書、旅役、山役勤記録、道中記

など、その他私文書、記録など。藩関係のみマイクロ化と写真本あり。それ

以外は永瀬家が所有。

中山家文書
マイクロフィルム・

写真本
松江藩

宝永年間～明治3

年
8冊

「中山家文書目録」・

OPAC検索（『中山家所蔵

資料』）

松江藩御水主家文書。松江藩の御水主を勤めた家で、松江藩の御船屋、御水

主、相撲関係の文書群。

野津家蔵松江藩御用頭

書

マイクロフィルム・

写真本
松江藩 文久2年～3年 3冊

「野津静一郎氏蔵資料目

録」

松江藩主斎貴御側人日記。御側用人羽山重樹の日記。幕末期の松江藩の状況

が綴られている。解読あり。
松江市野津家蔵

野津静一郎氏蔵文書
マイクロフィルム・

写真本
松江市 江戸期 22冊

「野津静一郎氏蔵文書目

録」（OPAC検索可）

野津静一郎氏が収集した資料群。野津氏は教員であったが、退職後に上野富

太郎氏とともに『松江市誌』編纂にたずさわった。原本・複写・筆写等あり。

複製は一部のみ。

松江市野津家蔵

広島大学土地租税資料
マイクロフィルム・

写真本
島根県

慶長年間～明治中

期

（約200,000

点）

『中国五県土地・租税資料

文庫目録』第一部

租税資料。慶長から明治中期に至る間の土地及び租税制度に関する資料。藩政

時代の郷帳・村明細帳・免帳・小物成帳等をはじめとして、町方地銭帳、新田

検地帳、出雲國検地帳類千数点、明治維新の地租改正関係の「本庁命令

録」、関係諸県と本庁との往復文書綴、書調査報告書類、「地券税帳」、村

別切絵図など。特に地租改正関係のものは豊富で、地租改正の過程が浮き彫

りになる史料的価値の高い資料群である。

絵図・地図類のマイクロ・複製

なし

広瀬藩御用留
マイクロフィルム・

写真本
能義郡布部村 文政8年～嘉永6年 32冊

ナシ（OPAC検索『広瀬町

布部公民館蔵　近世文

書』）

布部村役場（安来市広瀬町布部）に所蔵され、公民館に引き継がれた古記

録。御用留、御用状、差出扣帳、書留帳、願書類扣、などの名称が附されてい

る。

広瀬藩町年寄御用日記
マイクロフィルム・

写真本
能義郡広瀬町

文化2年～文政14

年
16冊 ナシ（OPAC検索） 池田家は広瀬藩の町年寄役を務めた家。

法王寺文書
マイクロフィルム・

複写本
出雲市野尻町 文明年間～明治期 17冊 ナシ（OPAC検索）

文明年間の朝山郷牛蔵寺領所領執達状はじめ文明年間のものがあるが、その

外、江戸期の所領関係、寺宝目録、口上書、差出状など。明治期の寺領関係

記録など。

益田家什書
マイクロフィルム・

写真本
石見国益田 中世期 22冊 ナシ（OPAC検索）

山口県文書館蔵の益田家什書。益田家は中世に石見を中心に勢力を広げるが、

毛利氏との戦いに敗れて降伏し、その後は毛利氏について長州へ移る。

松浦家文書 複写（一部分のみ） 意宇郡忌部村
宝暦年間～慶応年

間
44冊 「松浦家文書目録」

忌部村（松江市忌部町）の庄屋、与頭を勤めた家の地方文書。義田証文、殿

様御帰城手配書、廻勤預帳、入用帳、寄進書、生涯木綿合羽御免書付、任命

書付、寸志差出書、万留帳等。

複写は一部のみ

松江藩神門郡御用留

（高見家）

マイクロフィルム・

写真本
神門郡

文政11年～天保9

年
11冊 「高見家古文書目録」

下郡家文書。文政１１，１２，天保２，３，７，８，９，１０，１１年御用

留。天保８年「御差紙留」天保９年「御巡見様一途」
出雲市高見家蔵

松江藩神門郡御用留

（布野家）

マイクロフィル

ム・写真本
神門郡

宝暦11年～天保9

年
14冊 「布野家文書目録」

下郡家文書。文政１１，１２，天保２，３，４，５，６，７，９年、年不詳

御用留。天保３年「差紙留」。宝暦１１，１２，１３年「諸御用留」
出雲市布野家蔵
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松平家文書
マイクロフィルム・

複写
松江藩 明和4年～明治期 66冊 「雲州松平家所蔵目録」

松江藩文書。「明和４年から天保１２年出入捷覧」「藩祖御事蹟」「舊藩事

蹟」「列士録」「新番組列士録」「御用留」「御内用留」「番頭御用状留」

「奉書留」「当職・添役御用状留」嘉永６年御家督に関する書記録「斎貴公定

安公御聟養子御隠居御家督御元服一途御記録」など。「御上京日記」「御上

洛記」など国立史料館所蔵。

国文学研究資料館蔵

松本厳文書 複写 島根郡森山村 明治期 23点 ナシ
八束郡森山村（松江市美保関町）の医師の息子で勤皇の志士と交わり、維新

時の山陰道鎮撫使事件の時活躍したとされる松本巌の書状類。
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