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ここでは︑嘉永五年に庄屋又右衛

す︶︒

地を集積し︑小作経営を展開する豪

集史料︑青木虹二編﹁編年百姓一摸

門と同役市郎右衛門との間に起きた

農であった︒その所持高は︑弘化四

次に庄屋又右衛門家について述べ

年二八四七︶には三八・○三五石

頁︶である︒
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よう︒当家は近世期には代々又右衛
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中に病死した︒その子の弥吉が又右

嘉永四年二月又右衛門が庄屋勤役

行い︑庄屋を勤めた旧家である︒近
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ていたかについて考えてみたい︒一二年︵一八四二の村明細帳では

た︒

代官所に願っていること︵﹁乍恐以

え︑自分が庄屋跡役たることの承認

七日川浦代官所に三五名の不法を訴

弥吉はこれに対し︑同五年三月二
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め︑七月に市郎右衛門へ渡し︑以後

門寄りであったためか︑四月一日に

ている︒代官所役人の姿勢が又右衛

への庄屋役の交代時期が又右衛門病

を願った︒又右衛門から市郎右衛門

何之子細と申二︑先年ハ附廻りニい

細有之相対二てハ不被渡と︑夫ハ如

来之帳面ハ相渡候へ共︑御水帳ハ子

訳二て帳面不渡哉と御尋二付︑勘答
秀譜帳面不渡と申儀二無之︑村方仕

︵前略︶中沢申ニハ︵中略︶如何之

に端的に示されている︒

訴した︒又右衛門の主張は次の史料

検地帳は以前は庄屋の附廻りであっ

又右衛門親類勘十郎の返答である︒

代官所役人の中沢の尋問に対する

敷御座候と申︵後略︶

熟如何二と被申候間︑勘答夫二て宜

外之書類丈ケ相記シ可申約束二て内

節ハ御水帳ハ又右衛門方二有之候間︑

相認︑一郎右衛門方二ても引渡し之

御用之時ハ何時二ても差出し可申趣

御水帳ハ又右衛門方二慥預り申候︑

ようになったわけであるが︑ここで

門家に検地帳が固定して保持される

う文書保存上の理由により︑又右衛

ことからも明瞭である︒それが火の

が検地帳を預かると記載されている

置申候﹂すなわち庄屋役を勤める者

﹁是者当村庄屋相勤候者古来方預り

検地帳に関する部分がいずれも︑

二年の村明細帳︵﹁史﹄１〜３︶の

三︶・天保七年︵一八三六︶・同一

又右衛門が当年六月まで庄屋役を勤

死の先か後のいずれかが争点となっ

三名の輪番で庄屋役を勤めること︑
たし候へ共︑拾四五年来ハ又右衛門
次右衛門庄屋役相勤十五六年以前死

の土蔵に預かってきた︒その理由は

たが︑十四五年以来又右衛門が自家

帳を預けるのは不都合だという意識

は﹁分家﹂や﹁近来﹂の庄屋に検地

︵勘十郎︶

非番中又右衛門は休番庄屋の肩書で

土蔵二預置候︑其訳ハ三郎右衛門親
去いたし︑其子三郎右衛門ハ江戸縮

た︒

さて本題の検地帳所持争論である︒

が存在したことに注目したい︒庄屋

用心のために丈夫な土蔵が必要とい

願書等に連印することで双方内済し

この年七月内済通り又右衛門から市

役を勤める者は他の文書は保持しう

の庄屋が独占的に保持すべきという︑

るが︑検地帳は村内の本家かつ旧家

門の分家であり︑﹁江戸縮﹂︵江戸へ

の縮布の行商力︶のために庄屋役を

他の輪番庄屋の三郎右衛門は又右衛

勤められず︑また市郎右衛門は﹁近

頼壱ケ年相勤︑夫６後ハ一郎右衛門
二計り相頼申候︑三郎右衛門ハ分家

仕候二付︑当番之時ハ又右衛門へ相

之事︑殊二庄屋役も不相勤︑一郎右

検地帳に対する百姓独自の観念が存

われたが︑その翌月市郎右衛門が役
附の諸帳面と検地帳の引き渡しを申

在したと考えられよう︒もちろん又

郎右衛門への庄屋役の引き継ぎが行

し入れてきた︒しかし又右衛門は検

めるようになった家柄であり︑その

右衛門家がこうした観念を主張しえ

来之庄屋﹂すなわち最近庄屋役を勤

た背後には︑前節で述べたように︑

廉蔵二て火之用心も不束二付︑三人

つかない︒そのため当時の庄屋三人

上土蔵も簡便であり火の用心もおぼ

衛門ハ近来之庄屋︑其上葛屋土蔵も

門親七郎右衛門・当三郎右衛門得心

相談店上二て先又右衛門井一郎右衛

地帳については﹁子細有之近年附廻
日市郎右衛門は再び諸帳面の引き渡

り不申﹂とこれを拒否した︒十月四

しを求め︑特に検地帳に関しては
附廻り二候間一同受取可申﹂と強硬

﹁御水帳無之候てハ不受取﹂﹁先々占

又右衛門土蔵二預ヶ置候ハ丈夫二候

之節ハ何時二ても拝見いたし︑又々

之上︑又右衛門土蔵ハ成丈ニ付入用

出して﹁拝見﹂することを取り決め

帳を保管し︑必要の際にはそこから

で相談し︑又右衛門家の土蔵に検地

衛門の所持高は弘化四年一・四九一

うまでもない︵ちなみに相手市郎右

経済力の圧倒的優位があることはい

当該期における村内の他家に対する

︵ママ︶

であったが︑又右衛門は﹁私親父之

めを子の自分が勝手に変更するのは
親に対し申し訳ない︑という内容で

た︒親の又右衛門の代のこの取り決

ある︒

年と一四年に庄屋役を先代の又右衛

間︑預置可申段談合二て預置候︑然
二出して渡せハ親之前へ申訳無之候

検地帳が以前は庄屋役の附廻りで

れハ親又衛門之取極置候を︑子之代
間︑容易二相渡不申候︑併御用之差

存命中二幾度も交代致候得共御水帳
ている︒その後市郎右衛門は村方三

支ニハ不仕候と申候ヘハ︑中沢御尤

門から引き継いだ際の役附文書の受

で争われた︒市郎右衛門は天保一二

その後︑本争論は川浦代官所の下

役を通して検地帳の引き渡しを再三

あったことは︑宝暦三年︵一七五

三石にすぎない︶︒

求めたが又右衛門は承知せず︑市郎

之事二候︑然らハ帳面受取渡し之時

ハ取引不仕候﹂と再度これを拒否し

右衛門は又右衛門を川浦代官所に出
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取を証拠として提出した︒それには

件二付毛頭御願筋無御座候間︑先般

御儀と難有仕合奉存候︑然上は右一

共庄屋又右衛門方二預り置申極二

関する記載の部分に︑﹁御水帳六冊

一二年の村明細帳のうち︑検地帳に

いう︵︾︒

又右衛門の直筆で検地帳が記載され

市郎右衛門差上候願書御下被成下置

乍恐以書付奉願上候
当御支配所頚城郡行野村庄屋市郎右

ており︑十四五年来検地帳を自家で

候﹂との朱書が追記されていること

独占的に預かってきたという又右衛
衛門ら又右衛門へ相掛り候は︑庄屋

頚城郡行野村

当御支配所

御割附・皆済目録其外書類当番之者

休番庄屋又右衛門

庄屋市郎右衛門

検地帳をめぐる百姓の意識について

検地帳の所持をめぐる争論を紹介し︑

以上︑越後地方の一村を事例に︑

おわりに

は︑これを端的に示すものである︒

度︑連印書付を以奉願上候︑以上

門の主張とは対立するものであった
格番務二て︑交代之節ハ御検地帳・

役之儀三郎右衛門・市郎右衛門三人

方へ受取役義相勤来候処︑当七月中

検討してきた︒ここから検地帳を所

嘉永五子年十一月

一円の立毛御見分のため検地帳が必

が︑又右衛門側は︑その年は越後国

る︒代官所の姿勢は︑﹁何も御検地

要であったので渡したと弁明してい

差添勘十郎

持することは︑その村で本家かつ旧

須川村庄屋

家であることを象徴的に示すと百姓

右又右衛門６市郎右衛門方へ当番引

御宿浜兵衛

出御糾御座候処︑御検地帳之儀ハ拾

前書之通御願下いたし候二付写し為

のである︒

代に至るまで大切に保存されてきた

ろうか︒だからこそ︑検地帳は他の

にとって意識されていたのではなか

川浦村

受候二付︑先例之通右書類又右衛門
へ引渡候様懸合候得共申紛居相渡不

間敷︑割賦目録さへ有之候へは御年

申︑当暮御年貢方割合二も差懸り候

帳無之候ても御用差支と申ニハ有之

﹁十余年来又右衛門二預ケ置候︑御

貢取立二差支ハ有間敷と被仰渡候﹂

同佐助

余ヶ年此方方度々交代も有之候へ共

取替置申候︑以上

二付︑先例之通書類相渡し候様被仰

申せは却て村内混雑之基と云ものと

其儘預り置来候処︑今般取出し候杯

評価する見方もあるが︵たとえば大

付度旨奉願上候処︑則又右衛門御呼

仰二﹂などの言に示されるように︑

と申候は難心得︑尤御年貢割附・皆

争点となった検地帳は従来通り又

藤修﹁史料と記録史料学﹂︑﹁記録と

二てよいでない歎︑夫を強て受取と

現在の又右衛門家による検地帳保持

済目録其外書類之儀は是迄之通引渡

史料﹄二号︑一九九○年︶︑まずも

用之節ハ何時二ても相渡と申せば夫

を追認し︑検地帳が庄屋市郎右衛門

旨申之争候処︑厚御利解難黙止︑両

右衛門家が預かり︑入用の際には村

出︑村役人立会御用済次第又候又右

当番へ相渡候節ハ三役印之預り書差

関しては一点毎に目録を作成するこ

渡すこと︑他の庄屋附送りの文書に

差し出した上で当番庄屋に検地帳を

らでもそれに資することができれば

べきではないか︒小稿がわずかなが

の下でそれがなされた意味を考える

って近世社会が固有にもつ価値観念

ついて︑現代の文書館の源流として

近世の文書保存・管理のあり方に

文書と異なる特別の扱いを受け︑現

の手元になくても年貢徴収の実務に

方三役連印の預り証文を又右衛門に

川浦
御役所

支障はないと︑又右衛門を支持する

又右衛門へ預ケ置︑御用・村用二て

宿６申談︑御検地帳之義ハ是迄之通

ハ如何成共御水帳之儀ハ決て御渡し

とが取り決められている︒こうして

右五人連印

は︑その過半の五三名が﹁外之書類

ものであった︒また村内の小前百姓

不被成様二頼入候﹂と又右衛門を支

外書類之儀は壱品限り目録相認︑以

衛門へ預り置︑差支不相成様可致︑

の独占的保持について︑領主の公認

又右衛門家は︑村内における検地帳

幸いである︒

こうした領主及び小前の姿勢を背

持している︒

同納得之上早々取渡いたし付送可申

来役附書類之儀二付申争無之様︑一

を得たのである︒さきにふれた天保

景に︑争論は又右衛門に有利に終結

極二て双方納得仕候は︑偏御威光之

した︒同年二月一二日︑両者は次
に示す済口証文を代官所に提出して
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雑感
のが抱えている問題にまともに取り

めてきただけであって︑史料そのも

研究テーマの側から史料の探求に努

て三十年以上を経ていても︑この間

回から参加することになった︒その

いを受け︑昭和三十六年八月の第一

受講生であった私は︑調査へのお誘

常勤講師として展開された国学史の

研究者には全員にコピーして配布し

精力的にすすめ︑その筆記分は共同

当分野を決め︑解読・筆記の作業を

進する必要があり︑グループでは担

﹁明治維新の精神構造﹂︵昭和四六︶

調査十年を記念して芳賀登氏が

てきている︒

を出し︑二十年の一応のまとめとし

愛知県の山中にある稲武町に出かけ︑

ほぼ十人規模となった古橋家文書研

後毎年八月中旬になると︑きまって

究会の一員として調査に加わり︑回

組んできた訳ではないので︑この機

一つの理由である︒その史料館の行

動機が史料館勤務という形をとった

会に改めて見直してみたい︑という
私は︑平成六年四月一日付で史料

︵昭和五四年︑ともに雄山閣出版刊︶

て芳賀登編﹁豪農古橋家の研究﹂

高木俊輔
館へ赴任したが︑これは昨年八月一

る︒このように長期に調査が維持さ

が出された︒私は︑赤報隊と偽官軍

数としては今度で三十四回目を数え

事件を中心とした草葬志士研究から

に学習している段階であり︑館報に

れているのは︑史料が雁大に所蔵さ

なう諸業務については︑まだ一方的

れているというだけでなく︑古橋会

日付で史料館長職が復活し︑森安彦

ここでは私の研究ともっとも密接な

報告するようなことは何もないので︑

氏が史料館長に就任されたことによ
お誘いがあり︑二十年間勤めた信州

三郎Ⅱ佐藤清臣研究の意味があった︒

り︑空席となった第一史料室長へと

私自身は︑調査に参加しているうち

でのちに古橋家の援助を受けた神道
研究会の調査は財団法人古橋会の事

に︑次第に六代当主古橋暉兒の書い

出発したが︑この調査には赤報隊士

業の一部に位置付けられ︑その宿

た日記・メモ・書簡類に主たる関心

針との原則的な一致があったからで︑

愛知県北設楽郡稲武町大字稲橋字

だくことになった︒

泊・調査に多大な便宜を図っていた

ゃないか﹂研究︑農民日記研究へと

が移り︑その解読を通じて﹁ええじ

という史料所蔵者と芳賀氏の調査方

タヒラの名望家古橋家については︑

同研究会の調査は︑まず粗分類を

つながり︑さらに最近では共同研究

かかわりをもってきた史料Ⅱ豪農古

戦前は修身の教科書などに天下の篤

して目録を作り︑主要な史料ととも

の仲間の協力を得て︑宗門人別帳の

橋家文書について︑研究者と史料と

学研修会﹂への出席のため︑予想だ

を経過したが︑七月には﹁史料管理

六○年代以降は︑芳賀登氏をはじめ

農や老農として載っていたが︑一九

にガリ版に起こし︑当初から地域の

になったからである︒四月一日の辞

にもしなかった猛暑の中を︑品川区

人びとに報告会を持ったり︑町史や

大学人文学部を辞して上京すること

戸越の一角へと通いつめてきた︒

グループの諸氏の著書・論文などで

とする古橋家文書研究会の共同研究

的整理を行ない︑今後の研究方向を

悉皆調査・筆記をして︑家族カード

いう面から若干記しておきたい︒

今までの︑ある程度時間のやりく

そのうちに古橋家からも︑門外不出

学校史など地域の事業に協力した︒

の一環に組みこまれてすでに四か月

りができる大学教官としての日々と︑

同文書の調査は︑伊那谷国学研究に

研究者間に知られるようになった︒

令交付に始まり︑史料館の年度計画

ならない史料館的日々︑との間のリ

半ば事務官的要素を消化しなければ

このように私の研究は古橋家文書

模索しつつある︒

との関わりが強いが︑この経験は今

り︑新しく出てきた史料もあり︑調

後どのように生きていくのであろう

としていた史料が出されるようにな
査を重ねるうちに当初の目録では全

三河に入り︑それまで非公開であっ

く不十分なものになってしまった︒

たい一つの点である︒

か︒史料館の仕事の中で考えていき

打ちこんできた芳賀登氏が︑改めて

とはいえ︑その整理にだけ集中する

以上に多い仕事量を前にした生活が

の調査・研究を依頼され︑共同研究

た財団法人古橋会所蔵の彪大な文書

訳にはいかず︑文書の内容分析を推

ズムのちがいに戸惑いながら︑予想

ご迷惑をおかけした各位に︑まずお

続いている︒この度の異動に際して

氏が東京教育大学日本史学教室で非

を意図して始められた︒たまたま同

ところで︑日本史学の研究を志し

礼とお詫びを申し上げたい︒
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史料の修復について

ｌ湿害等により板状になった場合ｌ

青木睦

必要な対象は︑これまでの記録の統

そのため︑高度な技術と技法および

考慮して修復にあたることとした︒

判断し︑専門家に委託することとし

慎重かつ精密な作業が要求されると

計から全収蔵量の約三％︵一万五千
回の実施範囲が湿害史料のすべてで

点︶以上と類推される︒しかし︑今

分への湿りの与え方と剥離作業︑本

と修復方針を呈示し︑冊子の密着部

た︒専門家を選択するにあたり︑史

これらの史料の修復によって︑一

料館としての修復後の望ましい状態

丁ごとにめくれるようにし︑紙の厚

紙欠損部の補修︑装丁綴直しなど︑
技術や材料︑記録方法について両者

着手である︒

よりも︑中性紙封筒・峡・箱などの⑤汚損︿泥・塵や水漏れにより黒・

みも変えずに原形を生かして閲覧可

はないし︑虫損史料にいたっては未

保存容器に収納して現状の維持保存︑茶褐色に汚染したもの﹀⑥剥離︿冊

能にすることを目指した︒

依頼先が決定後︑詳細な打ち合わ

史料館では︑これまで史料の修復︿破れたり切れたりしているもの﹀

劣化の予防措置を講じることを第一子の綴や巻子の表装崩れと紙継ぎが
に実施してきた︒修復は︑史料その離れバラバラになっているもの﹀⑦

価︑材料の選定を行った︒その基本

に際して綴部分に書込情報が残され

せを行った︒その内容は︑冊子解体

に対しては︑防護処置だけでは利用このうち湿害と虫損による被害の
可能な状態を保持できない︒そこでひどい史料は︑開くことができず︑
保存容器への収納作業の際︑破損．閲覧停止の処置をやむなく講じてき

記録ｌやむをえず原形を変更する場

史料を処置前の状態に戻せること④

期的に安定していること③可逆性ｌ

料への影響が少なく︑非破壊的で長

るだけ原形を残すこと②安全性ｌ史

の上︑措置を決定することとした︒

疑問点があった場合には両者が協議

い問題についての対応などである︒

撮影と記録の作成︑打ち合わせにな

処置︑正確な現状記録のための写真

び方の記録︑冊子小口の墨書を残す

ている場合の処置︑綴糸の処置と結

をとり︑選定の手続きをとった︒

劣化している史料の症状について︑た︒史料の保存・利用のため︑劣化

合は︑元の状態がわかるよう克明な

則にしたがって修復方法と技術の評

で協議した上で︑修復仕様書と見積

ものに手を加えて原形を変え︑多く酸性化︿染料や明警により脆くポロ
の時間と費用を要する作業であって︑ポロになったもの﹀の７種類に大別
史料保存対策の最終手段である︑とされる︒著しく状態が脆くなってい

的原則とは︑①原形保存ｌ劣化程度

次に︑四つの保存修復の基本的原

いうのが史料館の姿勢である︒るものは︑一種類だけではなく︑数

にあった必要最小限の修復で︑でき

一点ごとに﹁史料状態記録﹂を作成した史料のリストをもとに計画的に
し︑欠落部分が失われる恐れのある修復を行い︑できるだけ早期に閲覧

記録をとる︑ということである︒

しかし︑すでに損傷を受けた史料種類の被害が複合している︒

箇所のみ部分的に館内で修復作業も条件の改善を図りたいと考えてきた︒

の部分補修︵虫損直し︑繕い︶に止

具体的な修復方法は︑必要最小限

れていたことが判明した例があり︑

あったが︑本来は二冊で後に合冊さ

修復作業において︑解体前は一冊で

行ってきた︒平成五年度に修復予算が得られたの

めることとし︑閲覧に際しての反復

史料館の近世史料の劣化要因は︑で︑まず︑開くことのできない板状
①湿害︿冠水や湿気によって密着しの史料から修復を施すこととした︒

な情報が得られている︒

他にも修復によって史料学的な貴重

今後ともできるだけ早期に修復を

利用に耐えられる場合は総裏打ちを

行い︑史料の万全な保存と利用に努

て開けられない板状のもの﹀②虫損今回の修復史料は︑京都徳大寺家

の虫穴の繕いも見送ることにした︒

める所存である︒

せず︑数百におよぶピンポイント状

や全体とのバランスが崩れないよう

虫損の集中箇所の処置は︑周辺部分

︿シバンムシ類による喰害にあって文書の内の日記類八冊︑弘前津軽家
脆く崩れたりしたもの﹀③フヶ︿ヵ文書の内四冊︵津軽藩諸法令﹁御用

ビ類によって柔らに脆くなり剥落を格﹂︶の計一二冊︵二二○紙︶で
おこしたり︑変色したもの﹀④破損ある︒史料館所蔵史料の内︑修復が
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保存状況

﹁巳

﹁且

同住所亜﹁君些

利用状況

データベースは︑一史料︵文書︶群
ータで︑いかなる情報をいかに入力

ごとの所在とその概要についてのデ

出典刊年

調査年月日 ﹁臼﹂

同五年二月︶し︑さらに館内研究会

研究会を二回開催︵平成三年一月・

出典請求記号︽﹁匡〜Ｆ己

出典亜﹁ｅ〜Ｃ己

調査者

調査機関︾﹁の些

文部省科学研究費補助金による
研究成果報告

するかが最大の課題となる︒そこで︑

本稿は︑平成二年度から五年度まを踏まえて︑①史料所在情報の内容

での検討を経て︑﹁史料所在データ

関係地卵﹁凌崖

﹁のど

研究者や史料保存利用機関との合同

での四カ年継続で︑研究課題﹁史料分析を行って同一出所史料群の集約

シート﹂︵以下︑﹁シート﹂と略︑Ａ

山田哲好

所在情報の集約とその解析的研究﹂や史料群そのものの所在分布︑さら
について︑文部省科学研究費補助金には旧階層・職業別の史料群の分布

４判両面︶を作成した︒様々な問題

﹁のと

一般研究︵Ａ︶の交付を受け︑調査．状況の把握を行い︑②同時に最新情

＊項目の続き

内容亜﹁ど

﹁︲﹂

点を全て解決することは困難なので︑

次にファイル作成手順について記
﹁シート﹂識別番号亜﹁註

ュアルに従って巨甲口○ののテキスト

門の入力業者に委託して︑入力マニ

す︒まず記入済みの﹁シート﹂を専
所在地︾﹁シと

いうデータベース管理システムに取

ファイルを作成し︑﹁苗シの国邑と

タグを﹁﹂に示す︒

にした︒以下に採録する各項目及び

最低限不可欠な情報を網羅すること

研究を実施した成果についての概要報の補充調査・収集等を行い︑史料
を報告するものである︵なお︑詳細所在情報の精度を高め︑全国的しベ
については﹁平成五年度科学研究費ルで史料所在情報のデータベース化
補助金︵一般研究Ａ︶研究成果報告を行おうとするものである︒なお︑
書︻課題番号○二四○一○○七︼﹂本研究で用いた機器は全てパソコン

出所率﹁室曽〜三画巳

所蔵者︿機関﹀率﹁旨﹂

方々のご協力を得た︒以上の関係各率の低い地域を重点的に実施した︒

多数の大学の院生・学部生・ＯＢのまでの収集実績を考慮して︑カバー

データ入力のための前・後処理には︑調査・収集は︑史料館におけるこれ

ンター周防節雄教授で組織し︑大量まず本研究による史料所在情報の

旧職業・階層函﹁巴〜の己

旧支配

旧地名

﹁詞白〜幻巳

﹁ｇ﹄〜勺巳

出所の現住所亜更慮﹄〜﹄だ己

出所︑出所の現地名・旧地名︑支配

具体的には︑上限・下限・主な年代︑

ベース・システムを構築している︒

ムや検索システムを作成してデータ

り込み︑データの追加・更新システ

本研究スタッフは︑森安彦史料館るいは外付用ハードディスクやＭＯ
長が代表となり︑当館員と情報処理︵光磁気ディスク︑一枚で容量が一

Ａ４判三四八頁︶を参照されたい︶︒︵七台︶で︑各本体には内部用︑あ

専門の神戸商科大学情報処理教育セ二八ＭＢ︶を増設している︒

位に対し深甚なる謝意を表する次第その結果︑三三都道府県︑一二九機
である︒四カ年の補助金交付総額は関︵含個人︶に及び︑収集した史料

年代上限年代亜﹁国﹂
下限年代 冒些
主要年代亜目ど
現職業︾﹁官〜﹈且

である︒

﹁シート﹂は︑合計三二︑四七四件

トを含めて︑これまで入力を終えた

ある︒ちなみに︑本研究プロジェク

﹁シート﹂識別番号等で検索可能で

関係︑旧階層・職業︑内容︑出典名︑

二︑七○○万円で︑各年度別配分額目録類を中心とする文献は︑三○三

数量Ⅱ件数

﹁言と
寄贈・寄託者名亜﹁雪些

﹁且

は︑平成二年度一︑○○○万円︑同タイトル︑︑四六○冊にのぼった︒ご

所蔵関係

﹁□点数

三年度五○○万円︑同四年度四○○協力いただいた関係諸機関・各位に
万円︑同五年度八○○万円である︒お礼申し上げる︒
そこで本研究は︑これまでの成果さて︑本研究で構築しようとした
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いて述べる︒まず出所については︑

次に検索及び解析結果の一部につ

四九件 に 限 定 し た ︒

内で精度が高い神奈川県分︑二︑八

象としたデータは︑入力済データの

今回︑最終報告書作成のために対

を集約できる︒これからは︑同一出

が可能となれば︑同一出所の史料群

以上のように︑出所と所蔵者で検索

が圧倒的に多く︑八八％を占める︒

た︑複数の﹁シート﹂は︑二〜三枚

存在する割合は︑一五％である︒ま

件数に対して︑複数の﹁シート﹂が

実質的な所在件数である︒実質所在

旧階層・職業については︑出典の

布が把握できるなど利用価値が高い︒

完備されると︑個々の領分の所在分

配についての情報が全国的な規模で

の課題としたい︒このように︑旧支

表記することも一案であろう︒今後

ることから︑その構成を記号化して

轄領と藩領など所領構成も様々であ

いう表記には︑直轄領と旗本領︑直

表示の変更︑史料群の移動︵転居や

である︒具体的には収蔵者名や住居

刻されている情報である︒

先したいのは︑資料集などとして翻

いる情報の追加である︒とりわけ優

次刊行物︑研究書などに引用されて

データの充実である︒自治体史や逐

最後に︑いくつかの問題点と課題

同一史料群に複数の﹁シート﹂が存
所の集約や様々な変更に伴う最新情

のみ︑そのまま採録することを基本

目録に明記されている場合に限って

②個人蔵の史料の一部を史料保存

に﹁シート﹂を作成している場合︑

なる目録類が複数存在し︑それぞれ

にも個々の時点での固有データを明

供することが必要であるが︑その際

その全体を集約したデータとして提

複数の﹁シート﹂が存在する場合︑

た︒今後の課題として︑同一出所で

握するための意図もあって検索を行

うるのか︑その具体的なデータを把

他については︑いかなる表記があり

中は前者にそれぞれ統一等︶︒その

︵例亜藩主と大名は後者︑藩士と家

としたが︑同義語でも様々な表記
があるので︑一部統一表記をした

制づくりが緊急の課題である︒

究者との情報交換を定期的に行う体

って全国の史料保存利用機関及び研

バーしきれるものではない︒したが

えても史料館独自では到底全国をカ

かに把握するかという問題である︒
今後データが益々増加することを考

第二は︑個々の史料群の追跡調査

第一には︑当該史料群の利用状況

について述べてみたい︒

①同一機関が数度にわたり調査を
テムが十分機能することが確認でき

報を提供するための修正に︑本シス

利用機関等へ寄託・寄贈され︑現収

示することが不可欠となる︒集約方

った︒その結果︑商業活動に関わる

在する場合が多い︒その 理 由 は ︑

れに調査を実施したために︑出典と

行っていたり︑異なる機関がそれぞ

蔵者︵機関︶が複数存在 す る 場 合 ︑

法やデータそのものの記述及び入力

表記に多様性が顕著である︒例とし

スタートすることになるが︑公開体

がら本格的なシステム開発に向けて

究資料館の大型計算機に参入が可能
干鰯問屋︑薬種問屋といった表記も

となり︑これまでの蓄積を生かしな

次に旧支配についての検索結果で

ある︒今回は神奈川県分という限ら

て︶と︑その早期確立が大きな課題

制そのものの検討︵提供方法を含め

て︑商家︑商人︑商業や単に問屋だ

れていないと﹁シート﹂記入時点で

あるが︑出典となる目録類に明記さ

での検索を行うことにより︑同義語

れたデータであるが︑全国的レベル

けであったり︑具体的に廻船問屋︑

相当な労力を要するし︑とりわけ相

の多様性や地域性が明らかになるし︑

しなければならない︒

第三は︑平成六年度から国文学研

寄贈・寄託︶について最新情報をい

検索の結果︑同一史料群に対し複

処理方法については︑さらに検討を

方法︑さらにはデータベース上での

である︒

下の通 り で あ っ た ︒

数の﹁シート﹂が存在する比率は以

二枚︵二三四件計四六八枚︶

四枚︵二三件計九二枚︶

給知行の場合︑特定領主の確定がで

それらを検討すれば︑同義語︑上位

三枚︵七二件計二一六枚︶

五枚︵二件計五五枚︶
六枚︵二件計一二枚︶
七枚︵四件計二八枚︶

きないことが多く︑データは﹁相給﹂

ためのシソーラスが可能となろう︒

語︑関連語などが定義でき︑検索の

次第である︒

対し︑ご理解とご協力をお願いする

今後も関係諸機関ならびに各位に

である︒

として処理することにした︒その結
であった︒しかし︑この﹁相給﹂と

果︑﹁相給﹂の出現頻度は六二九件

上記の結果から︑一枚の﹁シート﹂

九枚︵一件計九枚︶

の三四七件を加えた二︑三一六件が

は一︑九六九枚で︑それに上記重複
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錦絵︵彩色史料︶の複製について

越後国頚城郡岩手村佐藤家文書目録
刊行を終えて

感材に写し出す方法︶で行った︒そ

プリント方式︵レンズを通して直接

村︵現在の新潟県中頚城郡柿崎町大た︒その結果︑﹁目録︵そのこ﹂か

佐藤家文書は︑越後国頚城郡岩手るという方法をとらざるをえなかつ

安藤正人

史料館には錦絵をはじめ︑絵巻︑

字岩手︶佐藤家の原蔵にかかる総数ら﹁目録︵その四︶﹂まで︑四冊の
約一万二千点の文書群で︑昭和二八目録には相互に同種史料が入り交じ

山田哲好
絵図等の彩色史料が相当量あり︑近
の理由は︑プリントの保存年限︑解

イルフォードアニテック社のもので︑

年絵画史料が見直されている傾向を

イルフォクロームクラッシックシリ

年と昭和五七年の二次にわたって当ることになってしまった︒

っている︒このような状況では︑原

ーズの三種の感材を同一条件でテス

像力︑分割枚数︑利便性の諸点で利

本の退色︑劣化損傷が危倶されるた

ト撮影し︑原本に最も色調が近いＣ

反映して︑利用頻度が高くなってい

め︑これまでも様々な対応を行って

ＰＨ１Ｍを採用し︑原寸大で撮影し

館の所蔵に帰したものである︒さらに利用者にとってやっかいな

きた︒その経緯は︑まず絵巻や錦絵

た︒最大でＢＯ判までプリント可能

点が認められたからである︒用いた

の内︑特に利用頻度の高いものにつ

なので︑続絵も五枚まで分割なしで

感材は旧チバクロームを引き継いだ

いて︑カラーフィルム︵四×五︑

昭和五八年に﹃史料館所蔵史料目ことは︑目録の項目編成が各冊で少
録第三十八集﹄として﹁佐藤家文書しずつ異なっていることである︒所
目録︵その二﹂を出して以来︑実収史料の内容や性格が違うことが主
に足かけ十二年もかかってしまったな理由だが︑目録編成の考え方自体
が︑このほど﹁史料館所蔵史料目録が︑この間︑急速に進歩してきたこ
第六十集﹂として最後の﹁佐藤家文とも大いに影響している︒
書目録︵その四︶﹂を刊行し︑本文そこで︑検索の不便を少しでも軽
書の整理と目録刊行はこれですべて減するため︑ひとつの試みとして︑

に掲載するための撮影頻度も高くな

六×七サイズ︶による撮影を行い︑

ために両面ラミネート加工︵熱処理

プリントできる︒さらに長期保存の

る︒また閲覧だけではなく︑出版物

それをプリントしてアルバム形式で

終了した︒﹁佐藤家文書目録総合目次﹂なるも

利用に供し︑一方で出版物への掲載

を施さないコールドタイプ︑無反射
の梨地︶を施した︒保存はポリプロ

にはそのフィルムを貸し出す方法を

今回は予算の関係で全体の三分の

そこで︑今回の錦絵の複製には︑

協力いただいた関係諸氏にお礼申し

ある︒撮影に際し︑技術的な点でご

もできるだけ早期に対処する計画で

の複製を作成したが︑残部について

二に当たる約四五○件︑約六○○枚

の複製について﹂本誌 第 五 三 号 参 照 ︶

平成元 年 度 か ら 大 型 絵 図 二 辺 二 メ
ートル 以 上 ︶ の 複 製 化 会 大 型 絵 図

に耐えることが困難である︒

関連するが︶︑長期間に及んで需要

マップヶースに収納している︒

本文書のように万を越える大きなのを作成し︑今回刊行の﹁目録︵そ
文書群の場合︑まず全点の整理と目の四︶﹂に掲載した︒
録編成を完了した上で目録を刊行すこの﹁総合目次﹂は︑佐藤家文書
るのが理想的な手順であったろう︒の文書群構造を総合的に見直して新
しかし︑史料館では原則として一つたに大・中・小三レベルの項目を設
の文書群は一人が担当し︑ローテー定し︑それに対応する目録各冊の該
ションを組んで目録を刊行している当項目を縦一線に並べて︑四冊の目
ため︑右のような手順をとることは録編成の相互関係をわかりやすく示
実際上不可能であり︑結局︑文書群したものである︒佐藤家文書を利用
全体を完壁に把握しないまま︑整理する際は︑まず最初にこの﹁総合目
ピレンの透明の袋︵特注︶に入れ︑

を終えたものから順次目録を刊行す次﹂を活用していただければと思う︒

︵もちろんフィルムの保存環境とも

上げる次第である︒

採用してきた︒しかし︑フィルムそ
のものの退色︑劣化の問題があり

を実施した際に採用したダイレクト
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受贈図書平成四年度田

1

︹黒田基樹︺

︹入江英弥︺

オトタチバナヒメ伝承の民俗学的考察
釧路市立博物館収蔵資料目録︵皿︶

収蔵品目録７︹福岡市博物館︺

福岡県公共図書館郷土資料総合目録追

録４︹福岡県立図書館︺

画開発部文化企画室︺

熊本研究文献目録人文編Ⅱ︹熊本県企

岡藩由学館典籍等目録︹竹田市立図書館︺

北海道立文書館所蔵資料目録８

公文類聚目録第八︹国立公文書館︺

︹旧乗本村小川組古文書目録︺︹川合重雄︺

名古屋市博物館館蔵品目録第１分冊

集︹森町史編さん委員会︺

静岡県周智郡森町所在古文書目録第７

︹︵静岡県︶小山町︺

小山町史資料所在目録第１．７〜唱集

八

富山県公文書館文書目録歴史文書七・

資料目録

糸魚川市歴史資料館所蔵大村秋雨翁収集

︹上越市教育委員会︺

新潟県上越市浄興寺史料目録︵その１︶

郵政研究所附属資料館︺

図書資料目録︵上︶．︵下︶︹郵政省

改革の研究ｌ︹長谷川成こ

転換期北奥藩の政治と思想ｌ津軽藩宝暦

集︹函館市史編さん室︺

函館／都市の記憶市制施行︑周年写真

北海道開拓の村整備事業のあゆみ︹同右︺

告︹北海道開拓記念館︺

﹁北の歴史・文化交流研究事業﹂中間報

北海道立文書館史料集第八

内閣文庫所蔵正保城絵図Ⅱｌ皿︹同右︺

北海道開拓記念館収蔵資料分類目録辺
〜

北海道開拓記念館一括資料目録第劉集
埼玉県立文書館増加図書目録昭和
国立歴史民俗博物館蔵資料目録一

平成２年度

旧幕引継書目録必︹国立国会図書館図

脇町史編集委員会︺．

新聞記事目録︵１︶〜︵４︶︹︵徳島県︶

書目録平成３年度

岡山県総合文化センター郷土資料増加図

究書目録

堺市立中央図書館蔵与謝野晶子著書・研

山澤家文書目録︹東大阪市史編纂委員会︺

１集

大阪商業大学商業史研究所資料目録第

書館︺

川中家文書目録近代の部︹大阪府公文

料館︺

期︶第１巻・第２巻︹外務省外交史

外交史料館所蔵外務省記録総目録︵戦前

︹日本銀行金融研究所︺

日本銀行所蔵銭幣館資料目録︵その３︶

摩市史編集委員会︺

多摩市史関係所在文書目録︵２︶︹多

書部︺

︵宮崎県︶野尻町文化財調査報告書第

﹁藩中古文書﹂所収正木文書について

戦国期寺院領主経済の一駒︹同右︺

臨川寺文書について︹田中浩司︺

信総合資料館︺

袋井郵便御用取扱所史料︵その１︶︹逓

究所︺

歴史と民俗９︹神奈川大学常民文化研

所︺

諸国叢書第九輯︹成城大学民俗学研究

済大学地域経済研究所︺

広島経済大学研究双書第ｎ冊︹広島経

岡崎商工会議所百年史︹岡崎商工会議所︺

業会︺

趙東姑抗日闘争史︹榴亭趙姑先生記念事

院︺

喜多院日鑑第二巻読み下し︹川越喜多

館実態調査一覧表︹東京都港区総務部︺

公文書館設置のための基礎調査公文書

５集︹野尻町教育委員会︺

姫路市史第十五巻上︹姫路市︺

兵庫県史考古資料編︹兵庫県︺

査会︺

大阪市史史料第三十六輯︹大阪史料調

津市教育委員会︺

︵︹︺内は寄贈者名︵敬称略︶︒ただし︑省略している場合もあります︒︶

群馬県 史 通 史 編 皿 ︹ 群 馬 県 ︺
岡登用水史︹岡登堰土地改良区︺

草加市史資料編Ⅲ︹草加市︺

市原市史資料集︵近世編１︶︹市原市︺

上尾市 史 第 二 巻 ︹ 上 尾 市 ︺
大田区 史 中 巻 ︹ 大 田 区 ︺

日の出町史通史編上巻︹東京都日の出
町︺

天徳寺寺域第３遺跡発掘調査報告書︹天
徳寺寺域第３遺跡調査会︺

絵で見る年表足立風土記︹足立区教育
委員会︺

足立風土記資料金石文ｌ︹同右︺

１︹同右︺

足立風土記資料民俗２．古文書史料集

綾瀬市 史 ２ ︹ 綾 瀬 市 ︺

伊勢原市史史料編近世１︹伊勢原市︺

博物館︺

神奈川県民俗調査報告岨︹神奈川県立
横浜の食文化︹横浜市教育 委 員 会 ︺

第７回・第８回全国天領ゼミナール記録
集︹新潟県金井町教育委員会︺

勝山市史第三巻︹勝山市︺
博物館講演集︹長野市立博物館︺

沼津市史編さん調査報告書第二集︹沼
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I

平成五年度㈲
写真にみる気仙ｌ明治・大正・昭和初期
ｌ︹大船渡市立博物館︺

︵岩手県︶山形村埋蔵文化財調査報告書
４︹山形村教育委員会︺

江釣子遺跡群ｌ平成元年度・平成２年度
発掘調査報告ｌ︹︵岩手県︶江釣子村
教育 委 員 会 ︺

ヶ谷市︺

鳩ヶ谷市の古文書第十七・十八集︹鳩

５集︹鳩ヶ谷市教育委員会︺

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書第４．

館︺

流山市史近世資料編Ⅲ︹流山市立博物

場︺

栄町史資料集︵二︹︵千葉県︶栄町役
近世両総地域における物流の構造︹原直
史︺

︹︵新潟県︶金井町教育委員会︺

大野市史第７．８巻︹大野市︺

︿云︺

大井家住宅調査報告書︹武生市教育委員

︵長野県︶佐久町誌︵自然編︶．︵民

塩尻市誌第三巻︹塩尻市︺

俗編︶︹佐久町誌刊行会︺

佐久町の文化財︹︵長野県︶佐久町文化
財調査委員会︺

ｕ〜賜集︹田野町教育委員会︺

︵宮崎県︶田野町文化財調査報告書第

崎県︶高崎町︺

高崎町文化財調査報告書第３集︹︵宮

玉里島津家史料二︹鹿児島県︺

鹿児島県史料旧記雑録拾遺家わけ三︑

︹都城市教育委員会︺

都城市文化財調査報告書第略〜加集

御亀鑑第五巻︹秋田県立秋田図書館︺

自然編︑史料編Ｉ〜Ⅳ︹久喜市︺

久喜市史通史編上巻・下巻︑民俗編︑

酒蔵の町新川物語高木藤七小傳・資料集

久喜市史調査報告書第一〜十四集

県︶関ヶ原町︺

関ヶ原町史通史編下巻・別巻︹︵岐阜
岐阜県歴史資料館所蔵資料撰︵１︶

行徳塩業と塩浜由緒書︹落合功︺

名古屋市博物館調査研究報告Ⅱノ

千厩町文化財調査報告第７集︹岩手県

﹁千葉県市町村変遷図﹂︹千葉県文書館︺

千厩町教育委員会︺

区制帥周年記念図説板橋区史︹板橋区︺

三重県史資料編現代１．２

福岡県史近世史料編福岡藩町方︵二︶︑

藤井寺市史第十巻︹藤井寺市︺

小田原市史史料編中世Ⅲ︹小田原市︺

︹高木文雄︺

東北歴史資料館資料集詑 〜 認

平等院庭園発掘調査概要報告︹宇治市教

史料京都の歴史第６巻︹京都市︺

︵一︶●︵一一︶

北区史資料綱近世１・民俗編１︹東京
都北区︺

世田谷区史料叢書第七巻︹世田谷区教
育委員会︺

遠里・勧農社・士族授産︹福岡県︺

文化史料編筑前高取焼︑近代史料編林

立文化資料館︺

神奈川県立文化資料館の加年︹神奈川県

︹朴永寛︺

資料高村光太郎の読書︹北斗会出版部︺

私伝・吉田富三癌細胞はこう語った︹吉

‑10‑

比内町史資料編第七集︹秋 田 県 比 内 町 ︺
大館市の文化財︹大館市教 育 委 員 会 ︺
新庄・昔の街並み︹新庄市教育委員会︺

山形県教育史通史編中巻︹山形県教

育委員会︺

新修大阪市史第八巻︹大阪市︺

下野毛遺跡Ⅱ︹同右︺
諏訪山遺跡Ⅱ．Ⅲ︹同右︺

育委員会︺

白河市 史 第 七 ・ 十 巻 ︹ 白 河 市 ︺

教育委員会︺

阪南市埋蔵文化財報告皿〜剛︹阪南市
蛇崩遺跡︹同右︺

野毛大塚古墳１９９２︹同右︺

刊行 委 員 会 ︺

桑折町史第６巻︹︵福島県︶桑折町史

告Ⅱ︹北海道開拓記念館︺

北海道博物館等施設ネットワーク事業報

正倉院文書拾遺︹国立歴史民俗博物館︺

育委員会︺

谷川瓦調査報告Ｉ︹︵大阪府︶岬町教

報徳博物館資料集ｌ

勝光院文化財総合調査報告︹同右︺

相生市史第八巻上︹相生市︺

港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報

和歌山市史第加巻別巻︹和歌山市︺

二本松城祉一︹二本松市教育委貝会︺

発掘調査会︺

告Ｍ︹伊勢菰野藩土方家屋敷跡遺跡

三和町 史 資 料 編 原 始 ・ 古 代 ・ 中 仙
︹︵茨城県︶三和町︺

太田市 史 通 史 編 近 世 ︹ 太 田 市 ︺

記念館︺

広島藩・朝鮮通信史来聰記︹呉市入船山

松山市史第一巻︹松山市︺

家傳上・下︵密城朴氏瓶齋公派尚中家系︶

浅草寺誌全︹金龍山浅草寺︺

城山町史１．ｕ︹︵神奈川県︶城山町︺

成羽町教育委員会︺

備中吹屋１町並調査報告書ｌ︹︵岡山県︶

寒川町史４︹︵神奈川県︶寒川町︺

令室︺

武蔵野の民具と文書︹武蔵野市教育委員

三郷市史第四・八巻︹三郷市︺

所沢市 史 下 ︹ 所 沢 市 ︺

金井町文化財調査報告書第８．９集

市立図書館︺

館林双書総目次第１巻〜第加巻︹館林

三芳町史民俗編︹︵埼玉県︶三芳町︺

し

田直哉︺

本大学︺

シリーズ学祖山田顕義研究第五集︹日

館︺

続石井至穀著作集︹世田谷区立郷土資料

庁統 計 局 ︺

統計局・統計センター百二十年史︹総務

学史縞纂課︺

中央大学史資料集第十集︹中央大学大
図録東海大学卵年︹東海大 学 出 版 会 ︺

歴博フォーラム変身する仮面と異装
の精神史︹国立歴史民俗博物館︺

異民族へのまなざし﹁古写真に刻まれた

料館 ︺

モンゴロイド﹂︹東京大学総合研究資

三木金物問屋史︹全三木金物卸商共同組
合・三木商工会議所︺

鯨の郷〜くじらをめぐる文化史〜︹高知
県立歴史民俗資料館︺

第四十四回正倉院展目録︹奈良国立博物
館︺

日本外交文書昭和期Ｉ第１部第３巻
︹外交史料館︺

北海道開拓記念館研究報告第８〜哩号
新修釧路市史第１巻︹釧路市︺
新旭川市史第六巻︹旭川市︺

盛岡藩雑書第六巻︹盛岡市教育委員会︺

与野市史別巻井原和一日記Ⅲ︹与野市︺

船橋市民俗文化財緊急調査報告第２次

ｌ二宮地区ｌ︹船橋市教育委員会︺

船橋市市内遺跡発掘調査報告書︹同右︺

上尾市史第一巻︹上尾市︺

春日部市史第五巻︹春日部市︺

武蔵野市史続資料編七︹武蔵野市︺

世田谷区の社寺写真集︹同右︺

育委員会︺

世田谷区史料叢書第八巻︹世田谷区教

京都北区教育委員会︺

文化財研究紀要別冊第三集・第五集︹東

港区立みなと図書館︺

江戸町方書上二︶芝編上巻︹東京都

杉並資料集録寺院明細Ｉ︹同右︺

員会︺

文化財シリーズ妬〜銘︹杉並区教育委

天文の博物館︺

葛飾区古文書史料集七︹葛飾区郷土と

告第３集

葛飾区郷土と天文の博物館考古学調査報

委員会︺

武蔵国土支田村小島家文書︹練馬区教育

市教育委員会︺

府中町青年団のあゆみ︹︵東京都︶府中

館︺

小平市史料集第一巻︹小平市中央図書

多摩市史双書︵４︶〜︵８︶︹多摩市︺

三十七︹東京都公文書館︺

東京市史稿市街篇第八十四・産業篇第

東京都古文書集第十一巻︹同右︺

育委員会︺

歴史の道調査報告書第一集︹東京都教

船橋の民家過︹船橋市教育委員会︺

育委員会︺

我孫子市史資料近世篇Ⅱ︹我孫子市教

員会︺

鎌ヶ谷市史資料編Ｖ︹鎌ヶ谷市教育委

鴨川市史史料編︵二︶︹鴨川市︺

今云︺

習志野市史第三巻︹習志野市教育委員

船橋市史史料編三・七︹船橋市︺

玉川村史調査報告書第一〜四集︹同右︺

集︹同右︺

玉川村埋蔵文化財調査報告書第３〜７

玉川村の民俗︹玉川村教育委員会︺

埼玉県比企郡玉川村日野原遺跡︹玉川村︺

委員会︺

伊奈公と伊奈町︹︵埼玉県︶伊奈町教育

川越市史研究第４号︹川越市立図書館︺

︹同右︺

伊奈町史資料調査報告書第一〜八集

︹︵埼玉県︶伊奈町︺

ふるさと伊奈ｌ町制施行加周年記念ｌ

二集︹朝霞市教育委員会市史編さん室︺

朝霞市史調査報告書第六・九・十・十

︹同右︺資料編︹同右︺

神川町誌︹︵埼玉県︶神川町教育委員会︺

図説浦和のあゆみ︹浦和市︺

桃生町史第四巻︹︵宮城県︶桃生町︺

新編埼玉県史図録︹埼玉県︺

玉川村史通史編︹︵埼玉県︶玉川村︺

気仙沼市史Ⅳ︹気仙沼市︺

概報ｌ︹秋田市教育委員会︺

秋田城跡ｌ平成三年度秋田城跡発掘調査

秋田城跡調査事務所研究紀要Ⅱ︹同右︺

米沢市史第三巻︹米沢市史編さん委員
今云︺

米沢市史︵編集︶資料第二十五・二十
六号︹同右︺

寒河江市史編纂叢書第妬集︹寒河江市
教育委員会︺

復刻明治四十三年山形県西村山郡統計書
︹同右︺

西会津町史第３巻︹︵福島県︶西会津
町史刊行委員会︺

輯︹福島市

梁川町史４︹︵福島県︶梁川町︺

福島市史資料叢書第ａ・
教育委員会︺

茨城県史料近世社会経済編Ⅳ．幕末編
Ⅲ︹茨城県立歴史館︺

茨城大学付属図書館郷土資料双書一︲
︵三︶︹茨城大学付属図書館︺

南河内町史史料編４．資料集６︹︵栃
木県︶南河内町︺

尾島町誌通史編上・下巻︹︵群馬県︶
尾島町︺

大宮市史資料編三︹大宮市︺

大間々町誌別巻八︹群馬県大間々町︺

五所川原市史史料編ｌ︹五所川原市︺

前町︺

松前町史通説編第二巻︹︵北海道︶松

青森県立郷土館調査報告第鋤集
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世田谷区近代火災史年表︹同右︺

世田谷区文化財調査報告集１１１︹同右︺

せたがやの文化財︹世田谷区教育委員会︺

年表にみる草津のあゆみ︹草津市︺

刈谷市史第３巻︹刈谷市︺

新編岡崎市史１．３・加︹岡崎市︺

森町史資料編三︹︵静岡県︶森町︺

松山市史第二巻︹松山市︺

香川町誌︹︵香川県︶香川町︺

会創立二○周年記念論集刊行委員会︺

阿波・歴史と民衆Ⅱ︹徳島地方史研究

石炭研究資料叢書恥哩︹九州大学石炭

至大正巧年︶︹東京大学地震研究所︺

研究資料センター︺

新収日本地震史料続補遺︵自天平６年

第略集

宇奈根ｌ世田谷区民俗調査第皿次報告ｌ

サントリー美術館論集三号

団助成研究会︺

図像蒐成Ｉ︹仏教美術研究上野記念財

苫小牧市博物館所蔵資料目録７

北海道立文書館所蔵公文書件名目録８

︑分冊

市立函館図書館蔵郷土資料分類目録第
崎南日誌第三巻︹宮崎県立図書館︺

行政資料目録︹秋田県総務部文書広報課

秋田県歴史資料目録第二十九集

︹同右︺追録Ｉ〜Ⅲ︹同右︺

県政情報室編︺

沖縄県史料戦後４︹沖縄県教育委員会︺

郡山市歴史資料館収蔵資料目録第１〜

県文化センター︺

歴史資料館収蔵資料目録第犯集︹福島

今云︺

慈恩寺文書調査報告書︹山形県教育委員

目録Ｉ

山形県立博物館収蔵資料目録歴史資料

諸家文書目録Ⅸ︹鶴岡市郷土資料館︺

務部広報課県史編さん室︺

山形県史料所在目録第８集︹山形県総

附属博物館︺

古文書近世資料目録第ｕ号︹山形大学

育委員会︺

真崎勇助翁コレクション目録︹大館市教

式会社大林組︺

大林組百年史１８９２１１９９１︹株

書房︺

編年百姓一摸史料集成第十七巻︹三一

西園寺公望傳第三巻︹立命館大学︺

東久世通禧日記下︹霞会館︺

彦︺

色川三中の研究学問と思想篇︹中井信

県︶北方町教育委員会︺

北方町文化財報告第３〜５集︹︵宮崎

市教育委員会︺

都城市文化財調査報告書第躯集︹都城

巻・第二巻︹大分県教育庁文化課︺

大分県先哲叢書大友宗麟資料集第一

歴史博物館︺

中村平左衛門日記第十巻︹北九州市立

育委員会︺

五藤家屋敷跡発掘調査報告書︹安芸市教

大阪市史料第三十七輯︹大阪市史料調

ー・向日市教育委員会︺

︹財団法人向日市埋蔵文化財センタ

向日市埋蔵文化財調査報告書第拓集

︹宇治市教育委員会︺

宇治市埋蔵文化財発掘調査概要第唱集

︹同右︺

喜多見陣屋遺跡Ⅱ︹同右︺

世田谷区教育史資料編六︹同右︺

伊勢原市史資料編近現代︹伊勢原市︺

崎市︺

茅ヶ崎市史現代６新聞集成Ⅱ︹茅ヶ

羽曳野資料叢書４．６︹羽曳野市︺

査会︺

藤沢市史料集︵十七︶︹同右︺

藤沢山日鑑第ｎ巻︹藤沢市文書館︺

和泉における綿業と堺商人︹大阪府立大

右︺

造成事業に伴う発掘調査報告書ｌ︹同

大西遺跡ｌ旧泉佐野市立第二中学校跡地

お・犯〜釦︹同右︺

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査報告釦〜

３年度︹泉佐野市教育委員会︺

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要平成

大谷女子大学資料館報告書第詔冊

学経済学部︺

小田原市立図書館郷土資料集成６
寒川町史調査報告書２．３︹︵神奈川
県︶寒川町︺

横浜市文化財調査報告書第十四輯の
六・第二十三輯︹横浜市教育委員会︺

長岡市史資料編２︹長岡市︺
十日町市史資料編４．５︹十日町市︺

高岡市史料集第一集︹高岡市立中央図
書館︺

兵庫県史史料編中世７︹兵庫県︺

加能史料南北朝Ｉ︹石川県︺

豊岡市史史料編下巻︹豊岡市︺

︹同右︺史料編︹同右︺

︹金沢美術工芸大学美術工芸研究所︺

目でみる明治生命の１１０年︹明治生命

加賀藩御細工所の研究︵二・︵二︶

聞書ｌ松山藩赤穂御預人始末ｌ︹赤穂市︺

出石町史第四巻︹︵兵庫県︶出石町︺

神奈川大学日本常民文化研究所調査報告

学︺

立命館百年史資料集第一集︹立命館大

保険相互会社︺

鯖江市史通史編上巻︹鯖江市︺

吉井町史第三巻︹︵岡山県︶吉井町︺

和歌山県史近現代二︹和歌山県︺

福井県史通史編ｌ・資料編Ⅳ︹福井県︺

塩尻市 誌 第 四 巻 ︹ 塩 尻 市 ︺

山大学文学部︺

岡山藩家中諸士家譜五音寄１〜３︹岡

各務原市資料調査報告書第略号︹各務
原市歴史民俗資料館︺

静岡県史資料編皿・加・型︹静岡県︺
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６集

福島県西会津町史資料目録第５集︹西
会津町史刊行委員会︺

︵福島県︶桑折町歴史資料所在目録第
１〜３．５．叩〜肥︹桑折町史編纂委
員会︺

史料目録鉈・羽︹茨城県立歴史館︺
牛久市小坂・斎藤家文書概要調査報告書
︹牛久市︺

栃木県史料所在目録第塑集︹栃木県立
文書館︺

館林市立図書館蔵秋元文庫漢籍分類目録
三俣町古文書目録︹群馬大学教育学部歴
史学第一研究室︺

藤岡市近世・近代現代史資料所在目録
︵１︶．︵３︶〜︵６︶︹藤岡市史編さ
ん室︺

幸手市史調査報告書第５集︹幸手市教
育委 員 会 ︺

川越市古文書目録︹川越市 教 育 委 員 会 ︺

教育委員会︺

収蔵文書目録第五集︹千葉県文書館︺

鎌ヶ谷市史料目録第一集︹鎌ヶ谷市教
育委員会︺

市原市近世文書目録Ｉ〜Ⅲ︹市原市教
育委員会︺

朝霞市史調査報告書第一〜五・八集
︹朝霞市教育委員会市史編さん室︺

書部︺

旧幕引継書目録皿︹国立国会図書館図
東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録
８
２

芭蕉記念館所蔵資料目録Ⅶ︹江東区芭
蕉記念館︺

東京大学史史料目録吃︹東京大学百年
史編集室︺

豊島区立郷土資料館収蔵資料目録第六
集

東京都公文書館所蔵行政文書目録学事
編

東京大学経済学部所蔵浅田家文書仮目録
︹東京大学経済学部図書館文書室︺

福田屋文書目録︹上福岡市教育委員会︺
福田屋文化財資料目録︹同右︺

外交史料館所蔵外務省記録総目録︹戦

本田定弘家所蔵文書目録︹くにたち中央

昭和女子大学図書館所蔵女性文庫目録

前期︺別巻︹外務省外交史料館︺

早船屋文書目録増補版︹同右︺

鶴ヶ島町諸家文書目録︵１︶．︵２︶
︹鶴 ヶ 島 市 ︺

鶴ヶ島市諸家文書目録︵３︶︹同右︺

図書館︺

田無市行政資料目録平成４年度版︹田無

新聞記事目録︹︵東京都︶北区︺

大久保利謙文庫目録︹立教大学図書館︺

光西寺松井家文書目録︹川越市立博物館︺

︵四︶

川越市立博物館収蔵文書目録︵二〜

我孫子市史資料目録６〜８︹我孫子市

市役所︺

神奈川県関係新聞記事索引第釘集︹神
奈川県立文化資料館︺

藤沢市史史料所在目録稿︹藤沢市文書館︺

神奈川県古文書資料所在目録第賜集
︹神奈川県立文化資料館︺

横浜市史料所在目録第９〜ｕ集︹横浜

︵長野県︶佐久町役場古文書目録︹佐久

町役場総務課︺

松本市立博物館収蔵品目録文献資料編

１

岐阜県所在史料目録第瓠・詑集︹岐阜

県歴史資料館︺

岐阜県行政文書目録昭和妬・妬年度編

岐阜県史料調査報告第叫号︹同右︺

︹同右︺

新聞記事目録第６集︹平塚市博物館︺

市総務局︺

寒川町史資料所在目録第８集︹︵神奈

県総務部学事文書課︺

三重県史資料調査報告Ⅷ．別冊︹三重

館︺

郷土資料展Ｉ︹豊橋市二川宿本陣資料

今云︺

蓬左文庫古絵図目録︹名古屋市教育委員

博物館︺

豊橋市民俗資料収蔵室目録︹豊橋市美術

一宮市博物館資料目録︵１︶

名古屋市博物館館蔵品目録第２分冊

大学知多半島総合研究所︺

知多総研古文書目録第二集︹日本福祉

図書館協会︺

静岡県郷土資料総合目録新版︹静岡県

纂委員会︺

富士市史資料目録第４輯︹富士市史編

集︹春野町史編さん委員会︺

︵静岡県︶春野町史史料所在目録第４

焔．Ⅳ集︹小山町︺

︵静岡県︶小山町史資料所在目録第

沼津市明治史料館史料目録Ｂ・皿
川県︶寒川町企画部町史編さん課︺

寒川町史新聞記事目録第５集︹同右︺
羽仁五郎文庫新聞資料目録︹藤沢市総合
市民図書館︺

相模原市立図書館郷土資料目録四訂版
︹相模原市立図書館︺

︹同右︺書名索引︹同右︺

相模原市著作者目録︹同右︺

神奈川県立文化資料館県会・参事会文書
件名目録

富山県行政資料目録︹富山県総務部文書
学事課︺

２輯︹婦中町史編纂委員会︺

︵富山県︶婦中町歴史文書目録第１．

１．２輯︹富山大学日本海経済研究所︺

環日本海経済交流に関する文献目録第

中山文庫目録︹同右︺

泉景文庫目録︹金沢市立図書館︺

委員会︺

矢島区有古文書目録︹長野県浅科村教育
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録第四十二集

滋賀大学経済学部附属史料館所蔵史料目

黒川古文化研究所収蔵品目録第加・副

資料調査報告書第二十集︹鳥取県立博
物館︺

改訂増補池田家文庫マイクロ版史料目録

枚方市史編纂資料目録第４集︹枚方市︺
高槻市史史料目録第十五号︹高槻市︺

調査統計課︺
︹同右︺︵追録１．２︶︹同右︺

行政資料目録︹福岡県総務部県政情報課︺

飯塚市歴史資料館収蔵資料目録考古資
料編・歴史民俗美術石炭資料編
喜多村家寄贈資料目録︹久留米市教育委

森田家寄贈資料目録︹同右︺

員会︺

︹同右︺追録１〜７︹同右︺

Ⅱ録

鹿児島県歴史資料センター黎明館所蔵品

教育委員会︺

橋本佐輔家文書目録︹︵富山県︶中島町

冊︹︵福島県︶桑折町史編纂委員会︺

桑折町史叢書第一集第八分冊・第九分

崎市教育委員会︺

龍ヶ崎市史中世史料編・民俗編︹龍ヶ

猿島町史資料編︹茨城県猿島町︺

日立製作所と地域社会Ｉ︹日立市郷土

博物館︺

茨城県指定史跡土浦城祉内土浦城西櫓復

元工事報告書︹土浦市︺

南河内町史資料編１．３︹︵栃木県︶

南河内町︺

館林双書第迦巻︹館林市立図書館︺

八潮市史調査報告書ｕ︹八潮市︺

室︺

所沢市史調査資料羽︹所沢市史編さん

上尾市史編さん調査報告書第６集︹上

Ⅳ︹國学院大学地方史研究会︺

静岡県周智郡春野町所在文書目録Ｉ〜

日本外交文書昭和期国際連盟経済関係会

北総の古刹大慈恩寺の宝物︹成田山霊光

ヶ谷市郷土資料館︺

鎌ヶ谷市郷土資料館調査報告書Ⅲ︹鎌

君津市史史料集Ⅲ．Ｖ︹君津市︺

歴史の道調査報告書第肥集︹同右︺

立歴史資料館︺

中世石造遺物調査概報︵１︶︹埼玉県

地区文化財保護連絡協議会︺

埼玉県入間東部地区歴史の道︹入間東部

集︹茂原市立図書館︺

茂原市立木高橋家文書﹁御用留﹂第１

玉県︶都幾川村︺

都幾川村史資料４︵１︶．︵２︶︹︵埼

尾市教育委員会︺

加古川市史編集資料目録集喝・略
議報告集第１巻︹外務省︺

北海道開拓記念館研究報告第追号
弘前藩の刊法典︵十五︶︹橋本久︺

青森県立郷土館調査報告第犯集
千厩町史第三巻︹︵岩手県︶千厩町︺

鹿角市史資料編第二十五集︹鹿角市︺
山形市史資料第釦号︹山形市︺

新庄市史編集資料集第十七・二十一号
︹新庄市教育委員会︺

滝根町史資料集第劃集︹︵福島県︶滝
滝根町史資料叢書第五集︹同右︺

根町教育委員会︺

上妻文書目録︹福岡県立図書館︺

ム︹泉南市教育委員会︺

第５回歴史の華ひらく泉南シンポジュー
資料目録︵改訂版︶︹福岡県企画振興部

八女市立図書館所蔵絵図類目録︹同右︺

追加分︹︵福岡県︶粕屋町誌編纂室︺

粕屋町誌編纂資料目録第１次〜第３次

目録平成３年度

大阪府立中之島・夕陽丘図書館増加図書

輯

福岡県立図書館収集文書目録第二・三

成４年度

高知県立図書館蔵郷土資料増加目録平

事文書課︵行政資料室︶︺

行政資料目録追録２︹愛媛県総務部学

化史研究所︺

武田家所蔵史料目録︹︵徳島県︶脇町文

︹広島県総務部県民情報室︺

行政資料目録平成３年３月証日現在

︹同右︺追録１〜７︹同右︺

年３月︹同右︺

広島市行政資料目録市政資料編昭和仇

集

広島市公文書館所蔵資料目録第賜・陥

行政資料目録︹岡山県︺

山口県文書館収蔵文書仮目録

藩士２〜４︹岡山大学附属図書館︺

︹大阪市公文書館︺

大阪市行政刊行物目録平成４年度版

纂委 員 会 ︺

山澤家文香目録︵補遺︶︹東大阪市史編

研究所︺

教育史資料目録１〜９︹豊中市立教育

道修町文書保存会︺

道修町文害目録ｌ近世編ｌ︹︵大阪市︶

議所商工図書館︺

大阪商工会議所関係諸記録︹大阪商工会

の部７．８︑地図の部７．８︑美術の

神戸市立博物館館蔵品目録考古・歴史
部７．８

姫路市史編集資料目録集蛇︹姫路市教
育委員 会 ︺

加古川市史編集資料目録集ｕ〜皿．Ⅳ
︹加 古 川 市 ︺

淡路文化史料館収蔵史料目録第八・九
集︹洲本市立淡路文化史料館︺

兵庫県新宮町古文書目録集第七集︹新
宮町教育委員会︺

奈良市古文書調査目録︵二・
︵三︶．︵六︶．︵九︶︹奈良市教育委
員会文化財課︺

加古川市史續集資料目録集近現代編
︒ ■ Ⅱ ▲●︑〃﹈
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院︺

袖ヶ浦市文化財要覧︹袖ヶ浦市教育委員
今云︺

船橋市立場遺跡発掘調査報告書︹船橋市
教育 委 員 会 ︺

郷土資料館資料シリーズ第詑号︹八王
子市郷土資料館︺

日野市史史料集高幡不動胎内文書︹日
野市史偏さん委員会︺

五十子敬斉日記昭和２年・昭和３年・

杉並区の指定登録文化財︹同右︺

大田区古墳ガイドブック︹大田区郷土博
物館︺

委員会︺

荒川郷土史︹︵富山県︶荒川郷土史編纂

地改良区︺

常西合口百年史︹︵富山県︶常西用水土

弓庄山明光寺史︹明光寺︺

常西合口用水概要︹同右︺

大田区海苔物語︹同右︺

かつしかの道総合調査報告書︹葛飾区教

○平成六年度史料管理学研修会︵第四○

本年度の長期研修課程は︑前期が平成

回︶の開催

六年七月四日〜七月二九日︑後期が平成

された︒短期研修課程は︑平成六年一一

東京会場︵同文学研究資料館︶にて開催

六年八月二九日〜九月二二日の日程で︑

真田宝物館図録︹長野市教育委員会︺

福井市立郷土歴史博物館史料叢書八

︹富山大学日本海経済研究所︺

環日本海経済交流に関する調査・研究

ガイドブックセーラムの歴史︹同右︺

育委員会︺

東京東郊の生産伝承Ⅲ︹葛飾区郷土と
天文の博物館︺

町田市小野路地区文化財調査報告︵下︶

月七日〜一一月一九日の日程で︑新潟会

︵第一七回︶

○国文学研究資料館夏期公開講演会

場︵新潟会館︶において開催される︵受

図書館叢書３︹浜松市立中央図書館︺

新居ものがたり歴史１００選︹︵静岡県︶
新居町教育委員会︺

南ノ原遺跡︹︵静岡県︶小山町教育委員

○原典講読セミナー︵第二回︶

制発布ｌ﹂のテーマで講演した︒

庶民の識字力の展開ｌ寺子屋・郷学・学

つとして史料館長森安彦が﹁幕末維新期︑

七月二八日〜二九日に開催され︑その一

﹁幕末から明治へ﹂を共通論題として

沼津市史編さん調査報告書第三集︹沼

ブック︹品川区立品川歴史館︺

会・渋谷区初台遺跡調査団︺

初台遺跡１９９３︹日本芸術文化振興

︹同右︺資料編３．４︵上︶︹同右︺

横浜市史Ⅱ第一巻上︹横浜市︺

今云︺

瀬戸市近世文書集第四集︹瀬戸市︺

され︑史料館教授丑木幸男が﹁豪農のみ

横浜近代史研究会報告︹横浜開港資料館︺

集︹豊橋市教育委員会︺

本年八月二二日〜二六日の五日間開催

文化財シリーズ恥１︹同右︺

を担当した︒

︵以下次号︶

発掘調査成果資料乙方遺跡︹宇治市教育
委員会︺

催され︑名誉教授の選考︑管理運営︑次

同年七月二○日に評議員会がそれぞれ開

平成六年六月二二日に運営協議員会︑

○評議員会と運営協議員会の開催

た一九世紀欧米社会﹂のテーマで三コマ

豊橋市埋蔵文化財調査報告書第賜〜Ⅳ
軍︹同右︺

横浜市文化財総合調査報告書第二十二
輯の一︹横浜市教育委員会︺
横浜市文化財総合調査概報︵十︶︹同右︺

横浜の文化財第二集︹同右︺

県︶金井町教育委員会︺

金井町文化財調査報告第９集︹︵新潟

四日市市史第３．９．吃巻︹四日市市︺

史料でたどる明治維新期の横浜英仏駐屯

大和市史資料叢書４︹大和市庶務課︺

津市教育委員会︺

モース博士と大森貝塚大森貝塚ガイド

町史刊行委員会︺

ュラムは前号︵六○号︶を参照のこと︒

講者は決定済み︶︒研修内容及びカリキ

韮山町史第七・九巻︹︵静岡県︶韮山
金谷町史資料編二︹︵静岡県︶金谷町︺

︹東京都教育庁文化課︺

広福寺台遺跡Ⅱ︹昭島市教育委員会︺

沼津市史叢書一︹沼津市教育委員会︺

昭和４年︹同右︺

西南北三多摩境域変更通覧 ︹ 東 京 都 ︺

滝ノ上遺跡︹同右︺

昭島市内の指定文化財改訂版︹同右︺

皿集

豊島区立郷土資料館調査報告書第９・

料館︺

民権プックス６︹町田市立自由民権資

郷土と天文の博物館︺

かつしかブックレット−〜３︹葛飾区

育委員会︺

世田谷区遺跡調査報告吃︹世田谷区教

員会︺

大田区の文化財第鯛集︹大田区教育委
大田区の埋蔵文化財第週集︹同右︺

江戸川区文化財調査報告書第八集︹江
戸川区教育委員会︺

江戸川ブックレット恥皿︹同右︺

杉並資料集録杉並近世絵図︹杉並区教
育委員会︺

平成元年度・平成二年度杉並区の指定登
録文化財︹同右︺
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ｌ地方史文献公開範囲の拡大Ｉ
今年四月より史料館では︑地方史

これまで史料館では収集している

文献の公開範囲を拡大 致 し ま し た ︒

図書のうち目録類を昭和五七年十月
から︑地方史文献の一部︵県郡史︶
を昭和五八年四月から公開致してお
りましたが︑このたび︵平成六年四
月より︶地方史文献の公開範囲を拡
大し︑史料館で地方史として分類整
理しております文献のほとんどを公
開致す事となりました︒地方史文献
の主なものは︑既に公開している目
録︵Ａ︶︑県史︵Ｂ︶︑郡史︵Ｃ︶の他︑
市︵特別︶区史︵Ｄ︶︑町村史︵Ｅ︶︑叢
書︵Ｆ︶︑資︵史︶料集︵Ｇ︶︑諸史︵Ｊ︶︑

研究書・事典︵Ｋ︶︑民俗・文化財報
告書︵Ｌ︶︑地図︵Ｍ︶などです︒

これらの文献は︑﹁仮目録﹂とし
て分類目録カードの複写︵冊子体︶
を閲覧室に備えましたので︑その目
録で閲覧請求ができます︒

これら地方史文献の目録はいずれ
公刊する予定で準備作業を進めてお
ります︒それまでは︑不十分ではあ
りますがこの﹁仮目録﹂でご利用く
ださい︒

なお︑雑誌類についても来年度公
開に向けて現在準備作業 中 で す ︒

年度事業計画等について︑協議ないし評
議された︒

○評鵬員の新任︵敬称略︶

新任︵本年七月一旦

○研究交流

本年六月一四日︑新潟大学客員研究員

として来日中のオハイオ州立大学歴史学

科準教授フィリップ．Ｃ・ブラウン氏に︑

米国における日本史研究の現状について
お話しいただき︑交流を深めた︒

石井進︵国立歴史民俗博物館長︶
○運営協識員の退任と新任︵敬称略︶

○文部省科学研究費補助金の交付

情報閲覧室長︵教授・第二史料室長

︑併任︵平成六年四月一日付︶

併任︶鈴江英一

．採用︵平成六年客員教授︶

史料管理研究室客員教授

馬淵久夫

四一回︶の開催予定

平成七年度史料管理学研修会︵通算

事務補佐員畠山典子

・新任

万円が交付された︒

前期七年七月三日〜七月二八日

国文学研究資料館東京会場

長期研修課程

・一般研究Ｃ﹁民間所蔵史料の保存・管

ベース﹂︵代表森安彦︶に︑一︑○八七

・研究成果公開促進費﹁史料所在データ

退任︵本年六月三○日︶
石井進︵同前︶

高木俊輔︵史料館教授︶

新任︵本年四月一旦

吉原健一郎︵成城大学教授︶

同︵本年八月一日︶

書を素材にしてｌ﹂︵代表安藤正人︶に

後期七年九月四日〜九月二九日

理に関する研究ｌ山梨県大月市星野家文

六○万円が交付された︒

○私学研修員の受入

・奨励研究Ａ﹁寛文・延宝期における幕

学習院女子短期大学教授
松尾美恵子氏

広島県広島市会場未定

短期研修課程

期間は平成六年四月一日から同七年三

ての基礎的研究﹂︵代表福田千鶴︶に九

政史並びに藩政史の構造的連関性につい

︵前・後期︑短期とも最後の一週間

七年十一月六日〜十一月一七日
．特別研究員奨励費﹁近世・近代期の地

電話○三︵三三八三︶七二八一

株式会社三協社

〒一茜東京都中野区中央四ノ八ノ九

ＦＡｘ○三︵三七八五︶七○五一

電話○三︵三七八五︶七一三一㈹

〒一四東京都品川区豊町一ノー六ノー○

発行者史料館

編集兼国文学研究資料館

平成六年︵一九九四︶九月三十日

史料館報第六一号

はレポートの作成にあてる︶

︵信州大学人文学部教授から︶

教授高木俊輔

・転入︵平成六年四月一日付︶

○人事異動

平成六年八月に平凡社より刊行した︒

安彦著︑セミナー︹原典を読む︺４︶を

﹁古文書が語る近世村人の一生﹂︵森

○出版物の刊行

付された︒

らｌ﹂︵代表冨善一敏︶に八○万円が交

域社会と村落行政Ｉ文書管理史の視点か

○万円が交付された︒

月三一日まで︒研究課題﹁幕藩関係文書
の研究ｌその生成︑記録︑保存︑利用を
めぐってｌ﹂

○内地研究員の受入
日本学術振興会特別研究員

冨善一敏氏
期間は平成六年四月一日から同八年三
月三一日まで︒研究課題﹁近世・近代期
の地域社会と村落行政ｌ文書管理史の視
点からＩ﹂

○館内研究会
︹一三九回︺平成六年六月一二日

史料管理学プログラムの設計
鈴江英一

−16−

