
古 文 書 集

古文書集 1 1冊

内容 :

中国貿易資料

寛政十年程赤城 (他)願書

文化三年孟滴九 (他)晦番

〝 十三年張秋琴 願書

〝 十三年六月張秋琴撤薯
〝 十四年沈満珍 願書

子八月 楊西亭 願書

寅六月 八番船鯛可鳥持渡

七月 八番船唐人銅衣装持波

ボイス造作の法 写 (虫扱)

511M25i

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

1枚
1枚
1枚

〔出島土地請書〕 渡辺えん (仙) 明治15

〔銀銅相場について〕 鉱山局 (虫損)

〔鮫代不払につき願書を出す事〕 大島兵之進 天保8
(虫損)

〔金百両借用申証文之事〕 借用人 煙草屋浅書 写

安政4 (虫損)

〔金三十五両借用申金子之事〕 借用人 松本恒音

義永5

〔銀五貫五百六十一匁三分借用書之事〕

借用人 甲斐田儀八 天保12

〔銀二貫目借用証〕 借用人 森田正兵衛 写 文政9

〔銀一貫目借用銀証文之事〕 借用人 森伝蔵 嘉永5

〔銀七百日借用証文〕 借用人 平田恵助 寛政元

〔銀五百日借用証文之事〕 借用人 柿川七左術門

天保15

千八百六十九年一月一日ヨリ三月三十一日迄三条氏之雑

章勘定書付 (他) 写

午秋割一仕切憲一 福井屋源之助 (他) (虫損)

御書付写一断簡一 寛政元 (虫損)

寛一仕切書一 今EllJ組

三番四番五番蔵金銀納払勘定帳一断簡-

御用代銀受帳一断簡一 写

外国船便乗顧 西浦慶安兵術 明治2 (虫損)

〔英国ケデス船之便乗願〕 天王寺尾 (他) 明治2

(虫損)

〔英国ヲリサ舶之便乗際〕 松田屋 (他) 明治2
(虫損)

〔米国二ウヨロク船之便乗願〕 紙屋 (他) 明治2

(虫損)

英国商人モリス贋札事件 写 (虫坂)

ハー ト氏之曳合覚 写 (虫損)

〔米国人シャンノン雑居地外住居一件〕 兵庫裁判所

明治6 (虫損)

〔神戸外国人草野氏の所有地に住居す訴訟〕 兵庫裁判

所 明治占 (虫損)

〔出島博物屋株相続願〕 写 安政2

〔中尾与三郎より御救助鈍麻〕 慶応元 (破有)

乍恐奉願口上書-一瀬法華塔修理の件- 写 寛政8

東京通詞錬五左衛門口上書 〔寛政年間〕5枚

唐通事親五平次進物之控 嘉永六芙丑八月五日

東京通詞親氏関係文書 16枚 (虫損有)

東京通詞見習規豊太郎相続際 天保10

唐通事病死届 森田市太郎 卯十二月七日

〔ナステガル氏召使病死届〕-ナステガル召使病死一件

- 2通 (虫損)

〔元亨丸の件〕 鹿児島藩,佐土原藩 写 明治2
(虫扱)

〔幕末手紙〕 差出人 次郎富 4通 (虫損)

〔八朔の事〕 6枚 (虫損)

〔神戸居留地道筋掃除受負之儀申渡〕 写

〔地役人関係雑文書〕 25枚

古文書集 2 1m 511M257

内容 :

〔役向日帳〕-断簡-

〔銀出帳〕-断簡-

〔奉公縁者一件書類他旅人帳〕一断簡-

〔地租改正命令状〕 大久保利通 明治8

〔御褒美の連〕 松田屋伴吉 (仙) 写 (虫損)

〔長崎町年寄久松家日記〕 写 12枚

種ケ島角前中り付帳一語州丸亀滞留中一 喜多官八 写

文化元 (虫損)

〔土地所有の件につき文書〕 フォーク (兵庫県神国

会宛) 写 (虫旗)

〔土木工事請取書〕 備前尾喜三郎 明治2 (虫扱)

〔染屋六兵衛所持の土蔵建物の件〕 兵庫県 外務局

明治6 (虫扱)

〔セ･イ･ロレイロ･エスクワイル宛書簡〕
碓勢大隅守 (徳永石見守の事)

〔葡萄牙同士セ一･イ･ロレイロ･エスクワイル宛書

簡〕 栖本平之充 慶応4 (日本人酔後失礼に

及ぶ件)

〔道路とり決め文書〕 ゼ ･インスリー 写 2通

(1通は英文) 1875 (虫損)

〔外国人訴訟〕 於神戸千八百六十九年六月十九日,

於兵庫千八百六十九年四月二十七日 写 (虫損)

〔五島淡路守嫡子願書〕 写 (虫扱)

御内密演説書 (薬師寺文事) (仙) 写

-101-



〔東京語控〕 魂五平次 (虫扱)

古文書集 5 1冊 511M258

内容 :

運上所外交関係文書 114枚

古文書集 4 1冊 511M259

内容 :

〔拝領銀割渡請払勘定帳〕一断簡一 享保年間

古文書集 5 1冊 511M240

内容 :

〔拝領銀割渡請払勘定帳〕-断簡一 事保年間

〔宿町拝領銀割渡請払勘定帳〕一断簡一 事保年間

古文書集 6 1冊 511M241

内容 :

〔諸事書上控帳〕一断簡-

古文書集 7 1冊 511M242

内容 :

雑文幸一断簡類-

古文書集 8 1冊 511M245

内容 :

長崎関係雑古文書 (他)一断簡一

古文書集 9 1冊 511M244

内容 :

〔唐船寄進雑文書〕-断簡- (破損有)

定 写 佐賀県東松浦郡鏡村鎮座郷社鏡神社所蔵 正保

二年六月二十三日 熊沢三郎右衛門より鏡村市別
当宛
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