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要旨

松岡家は、中世より肥後国八代（現熊本県八代市）において活躍してきた名望家である。

2009年 4月から琉球大学近世史ゼミナールのメンバーを中心に同家が所蔵する古文書の整理が

始まり、同家の文書群を「肥後国八代郡高田手永松岡家文書」と名づけた。総計 364点の文書

は、近世（藩政、土地、商業・金融、家・私信）と近代（家、私信、写真、書籍・短歌）に分類

できる。全体の 67%を近代文書が占め、そのなかでは書籍・短歌がもっとも点数が多い。

キーワード：肥後国八代郡高田手永松岡家文書、松岡家文書、松岡家

序

松岡家は、中世より肥後国八代（現熊本県八代市）において活躍してきた名望家である。近世

になると、熊本藩は領内を手永と呼ばれる行政区画にわけ、その長である惣庄屋に管理させたが、

松岡家は八代郡高田手永の惣庄屋を代々つとめてきた。同家が所蔵する文書は近世中期より伝え

られてきたものであること、高田手永という地域で活躍してきたことなどの理由から、同家の文

書群を「肥後国八代郡高田手永松岡家文書」（以下は松岡家文書と略記する）と名づけた。そこで

小稿では、松岡家の由緒を紹介して文書群の概要を説明したうえで、項目別にその内容を詳述し、

最後には松岡家文書の目録も示した。

1 . 松岡家の由緒

松岡家は家系図「松岡氏系」を所蔵している。ここでは、おもに「松岡氏系」を参照しながら、

その由緒を紹介していく。なお、表 1には当主の一覧を示した。

松岡家の歴史は、中世の南北朝の動乱期まで遡ることができる。有名な後醍醐天皇は、延元 3

年 (1338)、その皇子懐良親王に北朝の勢力下にあった九州制覇を命じた。松岡家の初代当主長

明は、この時に懐良親王の供として越前国松岡（現福井県永平寺町）から肥後国八代に移り、こ

こに置かれたといわれる征西府のそばに居住するようになったという。その場所が平山城跡（八
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代市指定史跡）の近くにある松岡屋敷跡かどうかはわからないが、同所には長明以下4代の墓が

あったことから、ここが中世における松岡家の拠点となったことは間違いない。

9代長景の時に豊原村（現八代市）へ住むことになったが、これは織田信長が今川義元を破っ

た、いわゆる桶狭間の戦いがおこった永禄 3年 (1560)前後のことだろう。慶長 5年 (1600)関

ヶ原の戦いが終わると肥後国の大半は加藤清正が統治するが、 11代蔵人（長重）は熊本藩主清正

の命によって大庄屋をつとめることになった。藩主が細川家にかわった 12代理右衛門（長恒）の

代になると、「松岡」ではなく「高田」と名乗るようになる。近世初期の惣庄屋は在地の土豪層が

まかされたことから、「高田」という地名を冠したのかもしれない。

惣庄屋として農政を指導してきた松岡家にも、約 1世紀半もすると変化がみられた。 17代延右

衛門（長軌）が寛延 3年 (1750) に同役を退いたからである。それから 9年後に延右衛門は、熊

本藩の郷士ともいえる一領一疋にとりたてられ、もとの姓の「松岡」に戻した。これ以降の松岡

家は、惣庄屋とともに手永を運営する手附横目などの役職につくことはあったが、惣庄屋そのも

のに任命されることはなかった。こうした背景には、 18世紀半ばにおこなわれた藩政改革、いわ

ゆる宝暦改革によって、惣庄屋の制度が改まったことが影響したと考えられる。

表 1 松岡家当主一覧

代 名前おもな内容

1 長明 松岡大学亮。延元 6年 (1341) に肥後八代へ。 康安元年 (1361) ? 

2 長朝松岡左近太夫。平山城外に居住。

3 長清

4 長常松岡蔵人。

5 長政

死去

広

正

光

景

弘

重

恒

長

長

長

長

長

長

長

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
 

長房

14 長供

15 長久

章

軌

親

延

徳

祥

庚

康

長

長

長

長

長

長

長

長

1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
 

松岡土佐守。

松岡因幡守。

松岡周防守。

松岡蔵人。

松岡因幡守。

松岡大学。

豊原村に居住。

松岡蔵人。加藤清正の命で大庄屋に就任。

高田理右衛門。惣庄屋。

高田理右衛門。惣庄屋。

高田理右衛門。惣庄屋。

松岡新右衛門。惣庄屋。留守居中小姓。代官。

高田理三兵衛。惣庄屋。

高田延右衛門（松岡吉右衛門）。惣庄屋。

松岡忠九郎。手附横目。留守居中小姓。

松岡新右衛門。手附横目。諸役人段。

松岡理三兵衛。留守居中小姓。十代相続。

鹿子木家より松岡家へ。

県会議員。高田村長。衆議院議員。

軍治

25 重康八代商業学校校長。宮内庁より永年勤続表彰。

永仁 4年 (1296) ? 

応永 8年 (1401)

正長 3年 (1430)

長禄 3年 (1459) ? 

延徳 3年 (1491)

永正 5年 (1508)

弘治元年 (1555)

慶長 9年 (1604)

元和元年 (1615)

寛永15年 (1638)

寛文 5年 (1665)

延宝 3年 (1675)

正徳元年 (1711)

享保 7年 (1722)

延享 3年 (1746)

明和元年 (1764)

文化 3年 (1806)

文化 3年 (1806)

慶応元年 (1865)

明治17年 (1884)

明治40年 (1907)

大正 8年 (1919)

（出典） 「松岡氏系」
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新制度では、惣庄屋は最大で 10年ほどで転勤を余儀なくされたことから、居住地を離れるの

を避けたかったからなのだろう 。逆に松岡家は村に残ったことで、藩へ献金をし、あるいは貧民

救済をするなどの社会貢献をとおして、一領一疋から諸役人段 ・留守居中小姓など、藩の席次を

あげていく 。百姓から武士へ身分上昇をすることで、その地位を高めていったわけである。

明冶時代からの松岡家は、活躍の場を政界へ広げていく 。自由民権運動が高揚している明治 15

年 (1882)、23代長康は県会議員となり、同 31年の帝国議会第 5回総選挙では衆議院議員に当

選した。その結果、日本で初めての政党内閣である第一次大隈重信内閣、いわゆる隈板内閣が成

立するのだが、おそらく長康は、その歴史的瞬間にも立ち会っていたことだろう。「松岡氏系」に

は記されていないが、 26代明も、昭和 38年 (1963) からの 4年間、八代市長をつとめた。

なお、懐良親王の陵墓の 1つが八代市妙見町にある。懐良親王御陵である。松岡家は歴代その

墓守をつとめてきたことから、年未詳（少なくとも昭和 10年 (1935)以降）だが、その功績が

認められて、 25代重康は宮内庁から永年勤続表彰を受けた。このように現代においても、松岡家

の由緒にとって、懐良親王は重要な役割をはたしているのである。

2 松岡家文書の概要

1)史料の整理

松岡家文書は、 2009年 4月から琉球大学近世史ゼミナールのメンバーを中心に整理が始まっ

た。所蔵者から預かっている 2つの木箱のなかに、文書が残されていた。もと もと惣庄屋をつと

めていたことから、松岡家には膨大な数の文書が保管されていたが、 30年以上も前に一日をかけ

て燃やして処分したという 。今、残されている文書群は、この箱に収め られていたことから焼却

の難を逃れたものであり、所蔵者は虫干しをするなどして大切に保管してきた。

写真 1 写真 2

r, . ,. 
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写真 1"--3は、その文書が保管されていた箱で

ある。写真 1の表面には「文政五年午八月吉日」、

側面には「御赦免開半入ー紙」「御書出井十代相続
（；謁ぺ）

御書附 松岡理三兵衛長徳」「歴代系図しらへ」と

記されている。ここから、この木箱が近世に入っ

て 20代目の理三兵衛（長徳）が使っていたこと、

彼が文政 5年 (1822)に系譜を調べたことがわか

るが、「歴代系図」そのものは入っていなかった。

写真 2の箪筍は 2段にわかれており、その上段の

なかに写真 3の木箱が入っていた。写真 3は、箱

写真 3

を開いた状態で写されている。その蓋には「先祖書付入」と書かれているが、そのような文書も

また入っていなかった。

文書を整理するにあたっては、これらの箱に入っていた時の秩序を大切にして、原則として史

料を 1点ずつ、箱を開けて上から順に整理番号を打ち、袋に入れていった。整理番号は、以下の

ようになる。

写真 1の上から、「No.1-1」「No.1-2」

写真 2の上段の上から、「No.2-1-1」「No.2-1-2」

写真 2の下段の上から、「No.2-2-1」「No.2-2-2」

なお、写真 2の上段の、もっとも上にあったのが写真 3の木箱なので、このなかの文書は上か

ら「No.2-1-1-1」「No.2-1-1-2」・・・という順で番号を打っていった。

文書を袋に入れる作業が終わると 、文書 1点ずつ表題 ・年代 ・差出人・受取人・形態・数量を

確認し、以下のように分類した。

近世 (1藩政 2土地 3商業 ・金融 4家・私信）

近代 (1家 2私信 3写真 4書籍・短歌）

以上のおおまかな作業をふまえたうえで、文書を検索しやすいよ うにするため、あらためて史

料番号を打つことにした。

2) 文書群の性格

松岡家文書の点数は、最後に示した目録にあるように、総計 364点である。

年代の判明しているものは、上限が寛保元年 (1741)4月の「覚書」（史料番号 44、以下、史

料番号はNoと略す）、下限は昭和 3年 (1928)元旦の「〔わかみよに経るとも しらすとしなみの・・・〕」

(No.271)と書かれた短冊である。史料は近世中期から昭和初期にかけて広く分布しているが、全

体の 67%を近代文書が占め、 書籍 ・短歌の項目に集中している。

項目別にみると、近世は藩政がもっとも多い。商業・金融が藩政についで多く、松岡家の高田

手永における役職の重要性がうかがえる。近代のなかでは書籍・短歌がもっとも多く、全文書中

でも 26%を占める。ついで写真が多く、当時の情景を知ることのできる重要な史料でもある。
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3 各項目

I 近世

1)藩政 (43点）

近世の松岡家文書のなかでもっとも点数が多い。そのなかでも「（指出控）」が半分を占めてい

る。「指出控」は、奉行所や八代郡代へ提出した文書の控えとして書き残しておいたものだ。冊子

の「指出控」が外れてバラバラになったものを「（指出控）」として表現した。これらの文書から

ば藩の影響力や松岡家から見る下級武士の身分上昇などが分析できると考えられる。そのため、

藩政のしくみを理解するにあたって重要な史料といえよう。

養子の取り換え (No.26)や養子の貰受け (No.41) など、養子に関する文書も存在する。分類と

しては「家・私信」にも入りそうな内容ではあるが、これらの文書は藩に届けられ、なかには藩

から返答された付紙が貼られているものもあることから、藩政の一部であるとし、本項目に入れ

ることにした。

松岡家の当主であった松岡忠九郎が松岡順太夫にあてた、「御奉行所御合印鑑」と「御郡間御合

印鑑」の 2つの印鑑を預かっていることを伝えた文書もある (No.l・2)。郡間とは、熊本藩の地方

行政をになう郡方の下におかれた評議機関である。この 2つの印鑑は奉行所と郡間から預けられ

たもので、藩の政治に関わる印鑑であると推測したので、分類としては「藩政」に入れた。また、

松岡家が一領一疋から留守居中小姓になり、八代郡代の支配のもとに組み入れられることが命じ

られた文書も存在する (No.14・42)。

2)土地 (20点）

検地帳や土地証文が、おもな史料としてあげられる。そのほか、年貢の割付けや土地の内訳、

銭の受け取りに関連する証文もある。

「覚書」 (No.44)は松岡家文書のなかでもっとも古い年代の史料であるが、ほかの史料に比べて

虫食いによる劣化がひどく、表紙に記された「覚書」の文字と「寛保元年四月」という年月、そ

して差出人である「高田理三兵衛」の文字がかろうじて読み取れる程度である。「（検地帳力）」 (No.

62・63) は、 1冊の検地帳の一部分とみられるものが残されているのみであり、その全体像をつ

かむことは難しい。

しかしながら、熊本藩における武士名義の開発地である御赦免開に関する文書としては、「覚

（古閑村沖の譲地につき）」 (No.50)などがある。これらの史料からは、御赦免開における土地の

流れがわかり、さらに八代という地域的特色を明らかにするうえでも大きな役割を果たすであろ

う。

3)商業・金融 (35点）

本史料群からは、松岡家とその周囲をめぐる金銭の動きなどが理解できる。ただし、これは松

岡家のプライベートに関するよりも、むしろ役職についていたがゆえの金銭の動きと考えた方が

よい。

近世後期の松岡家は手附横目などの役職や、献金によって武士身分に上昇して諸役人段・留守

居中小姓などにもついていく。「覚（植柳村沖築添えの新地につき）」 (No.66)や「覚（植柳村直記
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方御赦免開の譲渡しにつき）」 (No.68) などを見てみると、松岡家は下級身分の武士であるが、金

銭や土地の受け渡し手続きをとおして、松井家当主やその周囲といった、八代における上級身分

の人々と密接に交流しており、その社会的な力は小さくないことがわかる。また、そのような手

続き関係の史料からは、土地の取引相場や、八代の支配のあり方を具体的に検討することもでき

よう。

4) 家・私信 (22点）

松岡家の由緒・奉公人・遺産相続・祭礼・日記・家屋の平面図など多岐にわたる文書が、本史

料群には含まれている。

「覚（明和元年一領壱疋相続後の由緒）」 (No.99・100)には、松岡家 18代の当主となる松岡忠

九郎（長親）についての由緒が記されている。この文書の内容は「松岡氏系」に記された忠九郎

に関する史実と一致しており、彼の武士としての家格・役職を年代毎に追った内容である。

「覚（松岡順右衛門への書状につき）」 (No.102)のように、差出人と受取人とのあいだで、約束

事について報告するような私的な書状もある。また「藩政」「土地」「商業・金融」に分類できな

いような文書も、本史料群に入れた。たとえば、包紙や折紙といった類である。

11 近代

1)家 (50点）

本史料群の内容は、おおまかに神事関係・士地関係• その他に分類できる。

神事関係については、松岡家が代々祭礼を主催しており、親族も協力していたことがわかる。

懐良親王とゆかりのあった松岡家にとって、天皇に関する神事は重要なものであった。文書の内

容を詳しく見てみると、祭典を主催する際の日時や参加者名、料理の献立や祭典費、祭りの時に

詠まれたと推測できる和歌などが含まれている。

「八幡宮祭事」 (No.147) には、松岡家が祀っていた柴原八幡宮の変遷や毎年 12月に行われて

いる祭典の取り決め、氏子の異動などがまとめられている。文書の点数の多さと記述している内

容の細かさなどから、松岡家がいかに神事を重視していたのかがわかる。

次に土地関係については、地租の一覧や家の間取り図などが、いくつか残されていた。「本地小

作人名寄帳」 (No.134)では、明治 35年 (1902)に松岡家が所持していた一部の土地面積や石高、

小作人を知ることができる。

その他については、松岡家が所有していた掛物の来歴について (No.135)や、大阪での商品の買

入れに関する史料 (No.139) もある。

2) 禾ム ｛言 (29点）

明治時代の初期から中期にかけての文書が多い。個人の都合に応じて、メモのように記されて

いるものがあることも特徴といえよう。明治期の松岡家の私生活を知ることができる貴重な史料

でもある。

「（諸用手控）」は裏紙などに書かれたメモであり、急いで書いたのか、内容の解読が困難なも

のもある。おそらく本来は 1冊の帳薄であったのが、 1枚ずつバラバラになったのであろう。
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「旅行 日延願」 (No.175・176)からは、松岡長康が 17歳の頃、 上京した様子がわかる。長康が

21歳の頃に記 した「 日記忘備録」 (No.180)には、 日付・ 天候も含めて丁寧に書き綴ってある。前

述したように、長康は明治 31年 (1898)に衆議院議員となり、国政に関与した。政治家として

立身出世した彼が、青年時代にどう 過ごしていたのかを知るうえで、これらの文書は重要な役割

を果すであろう。

3)写真 (69点）

まず外観だけでみると、写真館などで撮影されたと思われる写真が 47点、台紙が付いている

写真が 11点、台紙なども付いていない単体の写真が 10点、はがきが 1点ある。

次に、内容でおおまかに分類すると 、人に焦点を当てた記念写真が 60点、物（贈り物 ・記念

碑 ・神社 ・門・ 銅像 ・社など）に焦点を当てた写真が 8点、はがきが 1点ある。

写真館などの名称から、その写真の撮影された地域を特定できるものがいくつかあり、熊本県

(21点） 、東京都 (9点）、京都府 (1点）となっている。そのほか、福岡県 ・長崎県 ・高知県 ・

秋田県などで撮影された可能性のある写真も存在するが、本当にその地で撮影されたのかは断定

できない。いずれにせよ、熊本県で撮影されたものが多く、とくに八代に存在していたと思われ

る写真館（隈流軒）で 16点が撮影されている。 写真 4

写真の例を 1つ取り上げてみよう。写真 4は「（御所跡

の記念碑）」 (No.217)、つまり懐良親王御所跡 （高田御所

跡）の石碑である。松岡家は懐良親王に仕え、その墓守

を代々つとめてきたことが、この写真が残っている背景

にあると推測できる。

多くの写真が残っているという事実は、当時の松岡家

やその周りの人々の財力が、どの程度のものであったの

かを想像するための、指標のひとつにもなろう 。

4) 書籍 ・短歌 (96点）

書籍 ・短歌に関する史料は、松岡家文書のなかでもっ

とも点数が多い。その内訳は書籍 2点、短歌 93点、包

紙 1点である。

書籍に分類されるのは「森本義治著『増補校訂 肥後

国志 八代郡之部 14』」(No.269)と「二宮成著 『南朝

順考論 完』」(No.270)の 2点である。そのうち前者は、明和 9年 (1772)に元熊本藩士森本

義太夫一瑞によって書かれた地誌が、明治 17~18年 (1884~85)に活字化のうえで出版され

たものである。全部で 15巻あり、この本は、そのなかの 14巻で八代の地誌についてまとめら

れている。

短歌は虫食いが激しいため、表題は短歌の前半のみ記した。季節は春 ・夏 ・秋 ・冬のものが

あるため、 四季を通じて短歌が詠まれていたことがわかる。 とくに春に詠まれる ことが多いの

で、松岡家では、春に人々が集まって共通の題で歌を詠み、その歌を披講する「歌会」などの行
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事が開かれていたのかもしれない。さらに熊本市や球磨郡など、八代以外の地域からの参加者も

見受けられるため、交友関係が広かったこともうかがえよう。

く参考文献＞

熊本県教育委員会編『熊本県文化財調査報告第 150集 松岡屋敷跡 平山瓦窯跡』（熊本県教育

委員会、 1995年）

花岡興輝『近世大名の領国支配の構造』（国書刊行会、 1976年）

松本寿三郎ほか3名『熊本県の歴史』（山川出版社、 1999年）

吉村豊雄・三澤純・稲葉継陽編『熊本藩の地域社会と行政』（思文閣出版、 2009年）
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肥後国八代郡高田手永松岡家文書目録

分類 項目
史料

年代 表題
番号

近世 藩政 1 天明2寅12月 覚（印鑑2枚預りにつき）

近世 藩政 2 天明2寅12月 覚（御奉行所御合印鑑などの預りにつき）

近世 藩政 3 天明7年未4月 指出控

近世 藩政 4 天明8年申 11月 差出井書状控

近世 藩政 5 （寛政2年力） （天明7年以降役方・勤方の届書）

近世 藩政 6 文化11年甲戌8月 郷直書写

近世 藩政 7 文政元年寅9月 （謙之助からの書状への返答書）

近世 藩政 8 （文政12年2月） （指出控）

近世 藩政 ， （文政13年） （指出控）

近世 藩政 10 （天保5年） （指出控）

近世 藩政 11 （天保7年） （指出控）

近世 藩政 12 （天保12年） （指出控）

近世 藩政 13 （弘化2年10月） （養子願いの返答書）

近世 藩政 14 （弘化2年10月力） （父忠九郎より弐人扶持相続につき申渡）

近世 藩政 15 （弘化2年10月力） （塘方助役御免についての届書）

近世 藩政 16 （弘化2年10月力） （包紙）

近世 藩政 17 （弘化2年） （指出控）

近世 藩政 18 （弘化2年） （指出控）

近世 藩政 19 （弘化3年午12月21日） （指出控）

近世 藩政 20 （弘化3年12月27日） （指出控）

近世 藩政 21 （弘化3年） （指出控）

近世 藩政 22 弘化4年未 7月 覚（麦島村の御赦免開につき）

近世 藩政 23 （嘉永4年） （指出控）

近世 藩政 24 （嘉永6年） （指出控）

近世 藩政 25 嘉永7年2月 御内意口上之覚（私虚弱にて相続の男子につき）

近世 藩政 26 嘉永7年6月 口上之覚（養子松岡齢蔵の病気につき）

近世 藩政 27 （嘉永7年） （指出控）

近世 藩政 28 （嘉永7年） （指出控）

近世 藩政 29 （安政5年） （指出控）

近世 藩政 30 安政6年2月 （御内意口上之覚）
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差出人 受取人 形態 数嚢 備考

松岡忠九郎⑲ 松岡順太夫殿 切紙 1 

松岡忠九郎 松岡順太夫殿 切紙 1 

竪帳 1 

松岡新右衛門 竪帳 1 取扱注意

松岡忠九郎悴松岡新右衛門 切継紙 1 

松岡理三兵衛 竪帳 1 取扱注意

松岡忠九郎 折紙 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

竪帳 1 

竪帳 1 

竪帳 1 

（松岡亀記） 包紙 1 
なかに書状あり（ただし未開
封）

松岡富平 切紙 1 

切紙 1 

包紙 1 「御書付」の記述あり

（松岡亀記） 竪帳 1 

（松岡亀記） 切紙 1 

竪紙 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

八代知行会所⑲ 松岡亀記殿 竪紙 1 包紙あり

（松岡亀記） 竪帳 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

松岡亀記 松岡新兵衛殿 切紙 1 

松岡亀記（花押） 上村千右衛門ほか1名 竪紙 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

竪帳 1 

（松岡亀記） 竪帳 1 

（松岡亀記） （山内平治殿ほか1名） 竪帳 1 付箋あり
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近世 藩政 31 （元治元年） （指出控）

近世 藩政 32 （元治元年） （指出控）

近世 藩政 33 （元治元年12月） （指出控）

近世 藩政 34 （元治元年12月） （指出控）

近世 藩政 35 （元治元年12月） （指出控）

近世 藩政 36 卯12月 御内意口上之覚（養子松岡新十郎の縁組につき）

近世 藩政 37 5月2日 （理三兵衛御赦免開についての伺書）

近世 藩政 38 6月18日 （養子願いの返答書）

近世 藩政 39 10月2日 （松岡忠九郎一領一疋につき下知書）

近世 藩政 40 10月 一統当り（長州御征伐につき）

近世 藩政 41 12月6日 （養子貰請けの伺書）

近世 藩政 42 （父松岡理三兵衛より弐人扶持相続につき申渡）

近世 藩政 43 （指出控）

近世 土地 44 寛保元年4月 覚書

近世 土地 45 文化5年辰5月8日 八代郡高田手永豊原村松岡友右衛門御赦免開一巻写目録

近世 土地 46 （文化13)子年正月 23日 （弐拾町之地方受取の立会人書上げ）

近世 土地 47 文化13年閏8月14日 覚（家来山本源太左衛門所持の御赦免開地につき）

近世 土地 48 文政元年寅12月 覚（御赦免開の質地銭10貫目の請取りにつき）

近世 土地 49 文政2年己卯10月 覚（敷川内沖の永代譲地につき）

近世 土地 50 文政9戌年8月 覚（古閑村沖の譲地につき）

近世 土地 51 文政10年4月 覚（豊原村他2か村の御赦免開につき）

近世 土地 52 文政11子年5月 覚（植柳村の直記方御赦免開につき）

近世 土地 53 子7月 覚（古閑村年貢割付けにつき）

近世 土地 54 子8月 覚（植柳村年貢割付けにつき）

近世 土地 55 丑7月 覚（櫨木50本剪除けにつき）

近世 土地 56 寅12月28日 覚（山本開質地代銭不足につき）

近世 土地 57 6月21日 覚（塩浜御割印書など請取りにつき）

近世 土地 58 10月8日 （高田延右衛門上開につき下知書）

近世 土地 59 12月朔日 （別紙返上願いの伺書）

近世 土地 60 12月23日 （御実父様より八代開地代仕送りにつき届書）

近世 土地 61 （漏穿時の防留めについての申渡）
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（松岡亀記） 竪帳 1 

竪帳 1 

竪帳 1 

竪紙 1 

竪帳 1 

松岡亀記 松岡新兵衛殿 竪紙 1 包紙あり

鹿子木謙之助 松岡理右衛門様ほか1名 切紙 1 

八代郡代中 松岡亀記殿 切紙 1 

御郡方御奉行中 八代御郡代衆中 継紙 1 

竪紙 1 

下大野村庄屋岡部藤兵衛 松岡亀記様 継紙 1 包紙あり

松岡亀記 切紙 1 

竪帳 1 取扱注意

高田理三兵衛 竪帳 1 取扱注意

竪帳 1 

八代知行頭知行主三宅五左衛
切紙 1 包紙あり

門ほか10名

御郡方御奉行 長岡山城殿 切紙 1 

山本源太左衛門⑲ 小田藤右衛門殿 竪紙 1 包紙あり

群野喜三太＠ほか5名 松岡理三兵衛殿 竪紙 1 

山本源左衛門⑲ 松岡理三兵衛殿 竪紙 1 包紙あり

鹿子木謙之助⑲ほか2名 松岡理三兵衛殿 竪紙 1 裏書・包紙あり

松井直記内 冨田庄九郎⑲ 鹿子木鎌之助ほか1名 切紙 1 

山本源太左衛門印 切紙 1 

切紙 1 

杉山又左衛門 松岡忠九郎様 切紙 1 

小田藤右衛門⑲ 松岡理三兵衛殿 切紙 1 

杉山又左衛門⑲ 郡野喜三太様 切紙 1 

飯田庄九郎ほか1名 松岡忠九郎殿 切紙 1 

杉山又左衛門 松岡利惣兵衛様 切紙 1 

（八木理兵衛ほか1名） （松岡理右衛門様） 切紙 1 

竪紙 1 断簡
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近世 土地 62 （検地帳力）

近世 土地 63 （検地帳力）

近世 商業・金融 64 享和2年戌12月 質地証文（豊原村御赦免開の割印書につき）

近世 商業・金融 65 文化12亥年 （包紙）

近世 商業・金融 66 文化14年11月 覚（植柳沖築添えの新地につき）

近世 商業・金融 67 文政9年戌8月 請取（地代銭8貫目の受取りにつき）

近世 商業・金融 68 文政11年子ノ 5月 覚（植柳村直記方御赦免開の譲渡しにつき）

近世 商業・金融 69 万延元申12月9日 覚（銭11貫目相渡すにつき）

近世 商業・金融 70 万延元年12月 上ヶ地証文（御年貢差支えにつき）

近世 商業・金融 71 （慶応3年）卯9月5日 （御留守居御中小姓の上納金についての届書）

近世 商業・金融 72 子8月16日 覚（銭20貫目受取りにつき）

近世 商業・金融 73 子8月19日 覚（山本源太左衡門証文受取りにつき）

近世 商業・金融 74 子9月16日 覚（銭70貫目受取りにつき）

近世 商業・金融 75 子9月23日 請取 (70文銭15貫目の受取りにつき）

近世 商業・金融 76 子10月27日 覚（銭10貫目受取りにつき）

近世 商業・ 金融 77 丑7月28日 覚（銭10貫目受取りにつき）

近世 商業・金融 78 寅12月25日 覚（山本源太衛門開地の代銭受取りにつき）

近世 商業・金融 79 未11月晦日 覚（櫨木代200目の受取りにつき）

近世 商業・金融 80 酉4月6日 覚 (100貫目今日相渡すにつき）

近世 商業・金融 81 亥12月16日 覚（地代銭15貫目受取りにつき）

近世 商業・金融 82 亥12月19日 覚（松岡理三兵衛からの銭受取りにつき）

近世 商業・金融 83 亥12月24日 覚（正銀8貫目受取りにつき）

近世 商業・金融 84 6月9日 （石炭一件についての伺書）

近世 商業・金融 85 6月21日 覚（地方代10貫目の受取りにつき）

近世 商業・金融 86 7月28日 （地代銭残り 5貫目受取りの届書）

近世 商業・金融 87 8月26日 （知行目録と地代金についての返書）

近世 商業・金融 88 閏8月24日 覚（銭15貫目の受取りにつき）

近世 商業・金融 89 9月16日 （山本氏地代についての伺書）

近世 商業・金融 90 9月16日 （山本源太左衛門の質地代についての伺書）

近世 商業・金融 91 9月16日 覚（銭20貫目の受け取りにつき）

近世 商業・金融 92 9月16日 （銭の受取りと残金についての伺書）
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竪帳 1 

竪帳 1 

八代一領壱疋松岡友右衛門⑱ほか
森弥次右衛門殿 竪紙 1 2名

包紙 1 
「八代地方買入二付諸書付」の

記述あり

松井丹下⑲ 松岡利三兵衛殿 切紙 1 

山本源左衛門⑲ 松岡理三兵衛殿 切紙 1 

松井直記内 正木喜左衛門⑲ほか
鹿子木鎌之助殿ほか1名 切紙 1 

4名

切紙 1 

上豊原村地主文吉ほか2名 上豊原村太七殿 竪紙 1 

（御音信方） （松岡新十郎殿） 切紙 1 

白石二三⑲ほか1名 切紙 1 

高子原村庄屋 幾太＠ 郡野喜三太殿 切紙 1 

白石二三⑲ほか1名 切紙 1 

三根和左衛門⑲ （高子原村庄屋幾太） 竪紙 1 

三根和左衛門＠ 切紙 1 

杉山又左衛門⑱ 郡野喜三太殿 切紙 1 

小田藤右衛門⑲ 松岡理三兵衛殿 切紙 1 

御銀請取方⑱ 杉山又左衛門殿 切紙 1 

松岡忠九郎 坂本喜市様ほか1名 切紙 1 

杉山又左衛門 郡野喜三太様 切紙 1 

勘定所⑲ 杉山又左衛門 切紙 1 

白石仁三 切紙 1 

鎌之助 理左衛門様 切紙 1 

杉山又左衛門＠ 郡野喜三太様 切紙 1 

杉山又左衛門 郡野喜三太様 切紙 1 

喜太 理三兵衛 切紙 1 

山本源太左衛門⑲ 切紙 1 文化13年もしくは文政 7年カ

善次郎ほか1名 （郡野）喜三太様 切紙 1 

小田藤右衛門 松岡理三兵衛様 切紙 1 

小田藤右衛門 郡野喜三太殿 切紙 1 

切紙 1 
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近世 商業・金融 93 9月18日 覚（銭30貫目受取りにつき）

近世 商業・金融 94 9月 覚 (50貫目の内訳）

近世 商業・金融 95 12月29日 口上（山本開地代不足につき）

近世 商業・金融 96 覚（手開地の質銀引上げにつき）

近世 商業・金融 97 （包紙）

近世 商業・金融 98 （ご馳走のお礼および櫨木代についての書状）

近世 家・私信 99 天明7年3月 覚（明和元年一領壱疋相続後の由緒）

近世 家・私信 100 天明7年3月 覚（明和元年一領壱疋相続後の由緒）

近世 家・私信 101 文化14年丑6月21日 （包紙）

近世 家・私信 102 文政2年卯3月 覚（松岡順右衛門への書状につき）

近世 家・私信 103 文政9丙戌年 （家の間取り図）

近世 家・私信 104 （弘化3年）午閏5月 覚（当年の下男・下女につき）

近世 家・私信 105 嘉永7年2月 覚（武芸稽古一覧）

近世 家・私信 106 慶応元年 （中祖松岡蔵人の祭礼についての一巻）

近世 家・私信 107 6月4日 （病中の世話についての礼状）

近世 家・私信 108 10月9日晩 （拙者死亡時の必要品についての申渡）

近世 家・私信 109 （包紙）

近世 家・私信 110 （包紙）

近世 家・私信 111 （包紙）

近世 家・私信 112 （包紙）

近世 家・私信 113 （折紙）

近世 家・私信 114 （遺産相続についての覚書）

近世 家・私信 115 （包紙）

近世 家・私信 116 （包紙）

近世 家・私信 117 （包紙）

近世 家・私信 118 （包紙）

近世 家・私信 119 （包紙）

近世 家・私信 120 （家の間取り図）

近代 家 121 明治4年辛未11月11日 松岡吉郎右衛門様井御室持於恵代様御両霊璽

近代 家 122 明治8年亥10月14日 （神祭執行控）

近代 家 123 明治9年丙子11月2日 （神祭執行控）
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三根和左衛門印 切紙 1 取扱注意

郡野 御連中様 切紙 1 

藤蔵 松岡三兵衛様 切紙 1 

竪紙 1 

包紙 1 「覚」の記述あり

切紙 1 

松岡忠九郎 中嶋伝九郎殿ほか1名 竪紙 1 

松岡忠九郎 中嶋伝九郎殿ほか1名 竪紙 1 

包紙 1 「杉山手形弐枚」の記述あり

松岡熊平ほか5名 松岡理三兵衛殿ほか1名 竪紙 1 包紙あり

舗 1 

松岡理三兵衛 切紙 1 

松岡亀記 切紙 1 

（松岡本家長康） 舗 1 取扱注意

冨田庄九郎 鹿子木鎌之助様 継紙 1 

切紙 1 

包紙 1 「覚」の記述あり

包紙 1 「覚」の記述あり

包紙 1 「請取書入」の記述あり

有佐奥左衛門 松岡理三兵衛殿 包紙 1 

松岡理三兵衛殿ほか1名 折紙 1 

（松岡忠九郎） 横帳 1 

松岡順右衛門 包紙 1 「覚」の記述あり

包紙 1 
「松岡友右衛門御赦免開御割印

書井諸書付入」の記述あり

鹿子木鎌之助 松岡理左衛門様ほか1名 包紙 1 

継紙 1 取扱注意・包紙あり

（下豊原村文吉） 包紙 1 「譲地証文」の記述あり

舗 1 

横帳 1 

松岡長庚 横帳 1 

松岡長庚 横帳 1 
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近代 家 124 明治11年戊寅10月14日 （神祭執行控）

近代 家 125 明治12年卯2月下旬 用向かりひかへ帳

近代 家 126 （明治18年7月24日） （蔵人様御霊祭執行控）

近代 家 127 明治18年10月12日 清松院様清華院様御霊祭献立

近代 家 128 明治19年戌11月17日 清松院様清華院様御霊祭献立

近代 家 129 明治22年丑7月 松岡蔵人様御祭典記録

近代 家 130 明治28年10月14日 神祭献立及人名

近代 家 131 （明治32年） （神祭執行控）

近代 家 132 明治34年11月14日 神祭献立及人名

近代 家 133 明治35年3月 未定地名寄□□ （名寄帳）

近代 家 134 明治35年4月 本地小作人名寄帳

近代 家 135 大正2年6月 森川竹窓画三幅封掛物来歴

近代 家 136 大正14年6月11日 （祭典執行につき案内状）

近代 家 137 6月14日 記（商品代につき）

近代 家 138 6月 記（金額• 利息の書上げ）

近代 家 139 7月22日 （大坂での諸品買入等につき書状）

近代 家 140 7月23日 （包紙）

近代 家 141 9月8日 記（振替分計算書につき）

近代 家 142 12日 （祭典執行につき案内状）

近代 家 143 坪控（家の間取り）

近代 家 144 （遊びの駒）

近代 家 145 （地租の一覧）

近代 家 146 （懸紙）

近代 家 147 八幡宮祭事

近代 家 148 （家の間取り図）

近代 家 149 （方位図）

近代 家 150 （封筒）

近代 家 151 （封筒）

近代 家 152 （祭典執行につき案内状）

近代 家 153 （祭典執行につき案内状）

近代 家 154 （家の間取り図）
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松岡長庚 横帳 1 

横半帳 1 

竪帳 1 

鹿子木清 横帳 1 

横帳 1 

横半帳 1 

横帳 1 

竪帳 1 

横帳 1 

横帳 1 

松岡 横帳 1 

本籍地西彼杵郡七釜村338番戸
切紙 1 

所有主犬串仁十＠

（松岡重康） 松岡チキ様ほか4名 切紙 1 「回章」と記された封筒あり

浅野竹松 御本宅松岡様 切紙 2 

切紙 1 取扱注意

岡崎大蔵 御主君様 切紙 1 

岡崎大蔵
肥後熊本県下八代高田

包紙 1 切手あり
松岡長庚様

江良惟一 松岡長庚様 罫紙 1 

松岡重康 松岡哲勝様ほか4名 切紙 1 

折紙 1 

他 23 白10個・黒13個

竪帳 1 

枚 1 

竪帳 1 

舗 1 

舗 1 

松岡本宅 封筒 1 「回章」の記述あり

松岡長庚 封筒 1 「回章」の記述あり

松岡長庚 松岡達齢様ほか4名 切紙 1 

松岡軍治 松岡鶴立様ほか4名 切紙 1 

舗 1 取扱注意
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近代 家 155 （封筒）

近代 家 156 （家の間取り図）

近代 家 157 同詠寄岩神祇

近代 家 158 同詠寄岩神祇

近代 家 159 春日同詠寄巌神祇

近代 家 160 春日同詠寄巌神祇

近代 家 161 （春日同詠寄巌神祇）

近代 家 162 春日同詠寄巌神祇

近代 家 163 春日同詠寄巌神祇

近代 家 164 春日同詠寄巌神祇

近代 家 165 春日同詠寄巌神祇

近代 家 166 春日同詠寄厳神祇

近代 家 167 奇岩神祇のこころ

近代 家 168 春日同詠寄巌神祇

近代 家 169 （春日同詠寄岩神祇）

近代 家 170 （地租の一覧）

近代 私信 171 （明治7年戌9月13日） （諸用手控）

近代 私信 172 （明治8年亥1月30日） （諸用手控）

近代 私信 173 （明治8年亥2月21日） （諸用手控）

近代 私信 174 （明治8年5月23日） （諸用手控）

近代 私信． 175 明治8年6月7日 旅行日延願

近代 私信 176 明治8年6月7日 旅行日延願

近代 私信 177 （明治8年亥7月23日） （諸用手控）

近代 私信 178 （明治8年9月12日） （諸用手控）

近代 私信 179 （明治12年7月31日） （料理等の書上げ）

近代 私信 180 （明治） 12年己卯12月 日記備忘録

近代 私信 181 （明治13年7月19日） （料理等の書上げ）

近代 私信 182 （明治20年旧6月13日） （料理等の書上げ）

近代 私信 183 （戌9月1日） （諸用手控）

近代 私信 184 (3月14日） （諸用手控）

近代 私信 185 (4月20日） （諸用手控）
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松岡軍治 封筒 1 「回章」の記述あり

舗 1 

沙門心海 竪紙 1 

守心風智 竪紙 1 

金崎光廣 竪紙 1 

沙門唯信 竪紙 1 

松岡琴子 竪紙 1 

村津正倫 竪紙 1 

松岡英詔 竪紙 1 

平景輝 竪紙 1 

ひミ子 竪紙 1 

池田宗徳 竪紙 2 

心海 竪紙 1 

志津子 竪紙 1 

竪紙 7 

竪紙 1 

切紙 8 

切紙 2 

切紙 1 

切紙 3 

第13大区4小区豊原村100番屋敷
大西半也殿 罫紙 1 

松岡長庚

松岡長庚 大西半也殿 切紙 1 

切紙 1 

切紙 15 

切紙 4 切手 2枚あり

松岡長康 横半帳 1 

竪帳 1 切手 1枚あり

罫紙 5 

切紙 1 

切紙 1 

切紙 1 
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近代 私信 186 (9月1日） （諸用手控）

近代 私信 187 (8月30日） （諸用手控）

近代 私信 188 (12月20日） （諸用手控）

近代 私信 189 (12月20日） （諸用手控）

近代 私信 190 （諸用手控）

近代 私信 191 （諸用手控）

近代 私信 192 （諸用手控）

近代 私信 193 （諸用手控）

近代 私信 194 （諸用手控）

近代 私信 195 （諸用手控）

近代 私信 196 （年号月日） 記（酒宴で酔態につき）

近代 私信 197 （電話番号等メモ）

近代 私信 198 （計算等メモ）

近代 私信 199 （罫紙）

近代 写真 200 明治39年3月 （高田尋常小学校卒業写真）

近代 写真 201 明治41年3月 （明治41年3月高等科卒業記念）

近代 写真 202 明治43年11月3日撮影 （若い夫婦）

近代 写真 203 明治44年1月23日写 （萱嶋文子生後110日記念）

近代 写真 204 明治44年12月26日撮影 （幼女2人）

近代 写真 205 大正3年8月18日 （旗・鎧・古文書）

近代 写真 206 大正4年4月20日 （視察記念の男性3人）

近代 写真 207 昭和2年2月9日 （男性2人）

近代 写真 208 （海と記念碑）

近代 写真 209 （松岡先生を囲んで）

近代 写真 210 （子供3人）

近代 写真 211 （着物を着た成人女性）

近代 写真 212 （少女6人）

近代 写真 213 （学生4人）

近代 写真 214 （幼児）

近代 写真 215 （神社）

近代 写真 216 （懐良親王御陵前の門）
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切紙 2 

切紙 1 

切紙 1 

切紙 4 

切紙 1 

切紙 1 

切紙 1 

切紙 1 

切紙 1 

切紙 1 取扱注意

殿 切紙 1 

切紙 1 数字の羅列もあり

切紙 1 

罫紙 1 取扱注意

写真 1 
裏面に「高田尋常小学校卒業生
徒」の記述あり

写真 1 

伝五郎ほか1名 おひで叔母上様ほか1名 写真 1 久留米三光軒 (Y.Yoshida) 

両伯母上様 写真 1 
阿蘇郡宮地町税務役所前神崎写
真店

和田正臣ほか1名 写真 1 

福岡県八女郡水田村近本甲五郎 松岡軍次君 写真 1 

橋生 （松岡）軍治君 写真 1 

写真 1 

写真 1 

写真 1 裏面に「松岡先生」の記述あり

写真 1 高知矢野写真館

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 長崎麹屋町寅村写真館

写真 1 
台中泉写真館・台紙に「洋一

郎」の記述あり

写真 1 

写真 1 
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近代 写真 217 （御所跡の記念碑）

近代 写真 218 （和田逸子生て68日記念）

近代 写真 219 （少女2人と幼女2人）

近代 写真 220 （縦縞の着物を着た女性）

近代 写真 221 （徳富蘇峰の葉書）

近代 写真 222 （睛れ着の若い女性）

近代 写真 223 （芸者3人）

近代 写真 224 （制服を着た青年）

近代 写真 225 （故人を取り囲んで）

近代 写真 226 （袴を着た少女3人）

近代 写真 227 （白装束の男たち）

近代 写真 228 （家族記念）

近代 写真 229 (2人の幼児と乳児）

近代 写真 230 （新婚の夫婦）

近代 写真 231 （紋付羽織を着た男性）

近代 写真 232 （ソテツの前の青年たち）

近代 写真 233 （松岡長庚の命日）

近代 写真 234 （コートを着た少年）

近代 写真 235 （女性2人と少女）

近代 写真 236 （白化粧の女）

近代 写真 237 （絵を描く男性）

近代 写真 238 （少女21人の集合写真）

近代 写真 239 （青年9人の集合写真）

近代 写真 240 （乳児）

近代 写真 241 （男子3人と幼女）

近代 写真 242 （中国人10人と日本人2人アジアにて）

近代 写真 243 （御所方愛子）

近代 写真 244 （男女7人の記念写真）

近代 写真 245 （屏風を背にした初老の女性）

近代 写真 246 （女学生6人）

近代 写真 247 （松岡長庚の命日）
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写真 1 

松岡叔母様 写真 1 丹後峰山町池田

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 赤坂見附下柴田常吉製

写真 1 熊本県会議事堂前松永写真館

写真 1 

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 

写真 1 熊本市明十橋富重

写真 1 秒田八柳

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 東京本郷区弓町2丁目中黒実謹写

写真 1 「Matterof East」の写真

写真 1 
大日本肥後八代隈流軒 ・No.247と
同じ写真

写真 1 

写真 1 大日本肥後八代隈流軒

写真 1 
東京都日本橋区呉服町1番地中嶋
待乳

写真 1 裏に「3」の記述あり

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 大日本肥後八代隈流軒

写真 1 肥後八代紺屋町東城軒戸田写

写真 1 大日本肥後八代隈流軒

写真 1 

写真 1 

写真 1 小石川武嶋町番町4424番梅田

写真 1 

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 
大日本肥後八代隈流軒• No.233と

同じ写真
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近代 写真 248 （コートを着た男性の銅像）

近代 写真 249 （祭壇）

近代 写真 250 （涼んでいる少年6人）

近代 写真 251 （女性5人と男性l人の家族）

近代 写真 252 （鹿子木督）

近代 写真 253 （大砲の前にて）

近代 写真 254 （メガネをかけた蝶ネクタイの男性）

近代 写真 255 （青年と机．椅子）

近代 写真 256 （老夫婦）

近代 写真 257 （男性31名の集合写真）

近代 写真 258 （老夫婦）

近代 写真 259 （読書する男性）

近代 写真 260 （軍服を着た男性）

近代 写真 261 （両親と娘）

近代 写真 262 （男子学生と麦わら帽子）

近代 写真 263 （夫婦と若い娘）

近代 写真 264 （懐良親王御所址）

近代 写真 265 （松岡寧の命日）

近代 写真 266 （乳児の寝顔）

近代 写真 267 （従七位松岡長康の命 13)

近代 写真 268 （少女と幼児2人）

近代 書籍・短歌 269 明治18年8月10日 森本義治著『増補校訂肥後国志 八代郡之部 14』

近代 書籍・短歌 270 明治44年7月20日 二宮成著『南朝順考論 完』

近代 書籍・短歌 271 戊辰元旦 （短冊） 〔わかみよに経るともしらすとしなみの．．．）

近代 書籍・短歌 272 （短冊） 〔わか口のロロのたねのなり口ね・・・〕

近代 書籍・短歌 273 （短冊） 〔思ふたに嬉しきものをまつ花の．．．）

近代 書籍・短歌 274 （短冊） 〔梓弓春迎ふれはまつをかや・・・〕

近代 書籍・短歌 275 （短冊） 〔いつしかと霞しなり春の夜の・・・〕

近代 書籍・短歌 276 （短冊） ［うらきもの心長閑にさく花は．．．）

近代 書籍・短歌 277 （短冊） 〔ふる雪の眺もあれと窓のうち・・・〕

近代 書籍・ 短歌 278 （短冊） 〔其ころもしきしのひついつぬさはふ・・・〕
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写真 1 

写真 1 

写真 1 

写真 1 
東京市神田区錦町3丁目高等商業
学校前工藤写真館

写真 1 裏面に鉛筆の説明あり

写真 1 

写真 1 

写真 1 
東京芝新シ橋角国会議事堂前写
真師丸木利陽

写真 1 
(Japanese photograph 

Eterni ze.) ・No.258と同じ写真

写真 1 
裏面に「上田省吾」など30人の
名前あり

写真 1 
(Japanese photograph 

Eternize.) ・No.256と同じ写真

写真 1 裏面に「3」の記述あり

写真 1 

写真 1 
東京銀座2丁目 10番地写真師二見
朝隈

写真 1 
東京麻布区芝森元町3丁目写真師
荒川謹製

写真 1 小石川武嶋町番町4424番梅田

写真 1 

写真 1 八代宮前隈流軒

写真 1 
熊本市明十橋通16番地富重写・
裏面に落書きあり

写真 1 

写真 1 八代宮前隈流軒

森本義治 竪帳 1 刊本

二宮成 竪帳 1 刊本

松華 枚 1 

正章 枚 1 取扱注意

利行 枚 1 

風智 枚 1 

歌子 枚 1 

伴英 枚 1 
裏面に「熊本市外本荘村成田伴

英」の記述あり

春雄 枚 1 

悌二 枚 1 
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近代 書籍・短歌 279 
（短冊） （田子のうらゆうちいて>見れはましろに

そ・・．）

近代 書籍・短歌 280 （短冊） 〔白雪の後にかはりてつもれるは.. ・〕

近代 書籍・短歌 281 （短冊）

近代 書籍・短歌 282 （短冊） 〔いかにせむ今朝の春そと幾度迦・・・〕

近代 書籍・短歌 283 （短冊） 〔しし身の心むす春伝深山路に・・・〕

近代 書籍・短歌 284 （短冊） 〔夫人の六十路の今日そ嬉しけれ・・・〕

近代 書籍・短歌 285 （短冊） 〔ひとそしを口しに□口郭公・・・〕

近代 書籍・短歌 286 
（短冊） 〔田子のうらゆうちいて>見れはましろに

そ...〕

近代 書籍・短歌 287 
（短冊） 〔田子のうらゆうちいて>見れはましろに

そ・・・〕

近代 書籍・短歌 288 （短冊） （つれなくもた>―声を名残して・・・〕

近代 書籍・短歌 289 （短冊） （神無月しくれし君か言の葉の・・・〕

近代 書籍・短歌 290 （短冊） 〔秋ふけて人は音せぬわか宿の・・・〕

近代 書籍・短歌 291 （短冊） 〔うすかすみたなひきしよりおきふしロ・・・〕

近代 書籍・短歌 292 （短冊） 〔月もはれも君を忍ふの年を経て．．．）

近代 書籍・短歌 293 （短冊） 〔ひとけ行世にお運しと乗る人に．．．）

近代 書籍・短歌 294 （短冊） 〔ともして待や葉山の五月晴・・・〕

近代 書籍・短歌 295 （短冊） 〔ゆるきなき神のいさをはいや高く・・・〕

近代 書籍・短歌 296 （短冊） （いつまでも名残て尽せぬ世の中を．．．）

近代 書籍・短歌 297 （短冊） 〔いたつらにひとまたすらんさくら花.. ・〕

近代 書籍・短歌 298 （短冊） 〔おちこちの山は霞みて見ゆれとも・・・〕

近代 書籍・短歌 299 （短冊） 〔さりそとくつけむ誓をたのみにて・・・〕

近代 書籍・短歌 300 （短冊） 〔哀れてふ浮世を春の夢と見て・・・〕

近代 書籍・短歌 301 （短冊） （咲けいまたちらんことわりしり乍・・・〕

近代 書籍・短歌 302 （短冊） 〔あめっちの恵に長れぬ幾春を・・・〕

近代 書籍・短歌 303 （短冊） 〔しつ口屋の淋しきにはに梅のロ・・・〕

近代 書籍・短歌 304 （短冊） 〔夕葉河岸うつ水の音高く・・・〕

近代 書籍・短歌 305 （短冊） 〔六十路より数行末ハ住□口の・・・〕

近代 書籍・短歌 306 （短冊） 〔唐国や海原とふくへた口れは・・・〕

近代 書籍・短歌 307 （短冊） （和歌の浦や口洲ロロ・・・〕

近代 書籍・短歌 308 （短冊） 〔朝風にかひなく落る築すな・・・〕

近代 書籍・短歌 309 （短冊） 〔きのふけふ咲かぬ日数を待兼て・・・〕
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枚 1 

伸境 枚 1 
裏面に「球磨郡人吉青井町住益

田伸境」の記述あり

枚 1 

直武 枚 1 

直武 枚 1 

枚 1 裏面に「さ□子」の記述あり

保定 枚 1 

枚 2 
取扱注意
短冊が1枚粘着

枚 1 

頼胤 枚 1 

枚 1 

武秀 枚 1 

景輝 枚 1 

慎昭 枚 1 

広平 枚 1 

長徳 枚 1 

徳隣 枚 1 

枚 1 裏面にも一文あり

な美子 枚 1 裏面にも一文あり

ひミ子 枚 1 

基敬 枚 1 
裏面に「球磨郡大村泉田服部基
敬」の記述あり

慎昭 枚 1 

敬道 枚 1 

長徳 枚 1 

直武 枚 1 裏面にも一句あり

直武 枚 1 

直武 枚 1 

枚 1 

延口 枚 1 取扱注意

景秋 枚 4 短冊が3枚粘着• 取扱注意

永継 枚 2 短冊が1枚粘着・ 取扱注意
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近代 書籍・短歌 310 （短冊） 〔いはし水おなし□口をこ□しも・・・〕

近代 書籍・短歌 311 （短冊） （にほひ出ん花の朝を松岡の・・・〕

近代 書籍・短歌 312 （短冊） 〔さま,.,. に世はかはるとも動きなき・・・〕

近代 書籍・短歌 313 （短冊） ［おきてまち麻てもまたふ御柴人の・・・〕

近代 書籍・短歌 314 （短冊）

近代 書籍・短歌 315 （短冊） 〔口る春の小□口に口も見てロ・．．）

近代 書籍・短歌 316 （短冊） 〔年毎にかわして咲よ我宿の・・・〕

近代 書籍・短歌 317 （短冊） 〔武蔵野に名をは揚口>古郷に・・・〕

近代 書籍・短歌 318 （短冊） ［よろつ世の家の栄えは広幅の．．．］

近代 書籍・短歌 319 
（短冊） 〔田子のうらゆうちいて>見れはましろに

そ．．．）

近代 書籍・短歌 320 （短冊） ［わすれめやゐての下帯末とけて・・・〕

近代 書籍・短歌 321 （短冊） 〔しほせに梢みたれて白妙涛・・・〕

近代 書籍・短歌 322 （短冊）

近代 書籍・短歌 323 （短冊）

近代 書籍・短歌 324 （短冊） 〔思きや継木の弓もき>ならぬ．．．〕

近代 書籍・短歌 325 （短冊） 〔梓弓はるたちのほる吾妻路に・・・〕

近代 書籍・短歌 326 （短冊） 〔置霜の一夜二夜と幾きへて・・・〕

近代 書籍・短歌 327 （短冊） 〔かほりあゐ浮世の中になから経て・・・〕

近代 書籍・短歌 328 （短冊） 〔しめ引し千曳のかわのとこしへに・・・〕

近代 書籍・短歌 329 （短冊） 〔まちわふる人のこころをしら雲の．．．）

近代 書籍・短歌 330 （短冊） 〔咲そめん日かつのほとを松岡の・・・〕

近代 書籍・短歌 331 （短冊） 〔立かへる春のしらへも若の浦の・・・〕

近代 書籍・短歌 332 （短冊） 〔朝ほらけみねのロロ・・・〕

近代 書籍・短歌 333 （短冊） 〔春雨のふる度ことにとり出て．．．）

近代 書籍・短歌 334 （短冊） 〔降るのみか地にはと>かす春の雪〕

近代 書籍・短歌 335 （短冊） 〔撫子や捨られて野に咲くもあり〕

近代 書籍・短歌 336 （短冊） 〔春かすみ棚引そめしあしたより・・・〕

近代 書籍・短歌 337 （短冊） ［神に祈るきみか齢は常盤木の.. ・〕

近代 害籍・短歌 338 （短冊） 〔はてしなく身をおく山の柴のえに．．．）

近代 書籍・短歌 339 （短冊） 〔雪きへぬ山の端見ても待れけり・・・〕

近代 書籍・短歌 340 （短冊） 〔野中にひとつ古井の柳青みけり〕
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な美子 枚 1 裏面に一文あり

弥三 枚 1 

基敬 枚 1 
裏面に「球磨郡大村泉田服部基
敬」の記述あり

英詔 枚 1 

枚 1 「竹真」の短冊

すゑ子 枚 1 取扱注意

枚 1 

直武 枚 1 

正倫 枚 1 
裏面に「八代町村津善九郎」の
記述あり

枚 1 

武秀 枚 1 

武秀 枚 1 

枚 1 「竹真」の短冊

枚 1 

竹蔵 枚 1 
裏面に「草川大江歌也」の記述
あり

慎昭 枚 1 

金漱 枚 5 短冊が4枚粘着・ 取扱注意

直武 枚 1 裏面にも一句あり

那愛 枚 1 

都可能 枚 1 
裏面に「熊本市外横手村永山昇
女永山都可能」の記述あり

菊平 枚 1 

保定 枚 1 

枚 2 短冊が 1 枚粘着•取扱注意

宗徳 枚 1 

徐来 枚 1 

枚 1 

一男 枚 1 

長康拝具 枚 1 

直武 枚 1 

口郷 枚 1 

徐来 枚 1 裏面にも一句あり
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近代 書籍・短歌 341 （短冊） 〔よしの河散してはなとみる計り・・・〕

近代 書籍・短歌 342 （短冊） 〔雉子鳴や麦の青みの一日宛）

近代 書籍・短歌 343 （短冊） 〔宮はしら底ついはねにつきたてに・・・〕

近代 書籍・短歌 344 （短冊） 〔けふいくか出てし待てとも山さとの..・〕

近代 書籍・短歌 345 （短冊） 〔春には静みなしなか¥,.¥,. に・・・〕

近代 書籍・短歌 346 （短冊） （またれつる花ハいつ口咲ぬらん・・・〕

近代 書籍・短歌 347 （短冊） 〔梅ははやとく散りはててなかき日に・・・〕

近代 書籍・短歌 348 （短冊） 〔殷頑依旧独堪憐・・・〕

近代 書籍・短歌 349 （短冊） 〔蘭□口口もろく口床に置く□ら〕

近代 書籍・短歌 350 （短冊）

近代 書籍・短歌 351 （短冊） （あめ土のめくみにもれぬ幾春を・・・〕

近代 書籍・短歌 352 （短冊）

近代 書籍・短歌 353 （短冊） 〔梓弓春は来にけりのとかにも・・・〕

近代 書籍・短歌 354 （短冊） 〔なかむれは沖の島山末とふく・・・〕

近代 書籍・短歌 355 （短冊） 〔人にるも語るもっ>き郭公・・・〕

近代 書籍・短歌 356 （短冊） 〔世の中は食まはこしてねて起て．．．）

近代 書籍・短歌 357 （短冊） （庭の面枝にな鳥の声すなり．．．）

近代 書籍・短歌 358 （短冊） （薄霞立ちそめしよりまつものは...〕

近代 書籍・短歌 359 （短冊）

近代 書籍・短歌 360 （包紙）

近代 書籍・短歌 361 （短冊） （玉川にむしも見えてさ l,.れしの・・・〕

近代 書籍・短歌 362 （短冊）

近代 書籍・短歌 363 （短冊） 〔ませをそへ露子ちふさに朝な夕な・・・〕

近代 書籍・短歌 364 （短冊） 〔此はなににはのおしへもけふよりは・・・〕
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玉寿 枚 1 

雪披 枚 1 

都可能 枚 1 
襄面に「永山昇女都可能」とあ

り

泉 枚 1 

菊平 枚 1 

徳隣 枚 1 

美済 枚 1 

枚 1 

翅口 枚 1 取扱注意

枚 1 

長徳 枚 1 

枚 1 
取扱注意（断簡） ・ 「待花」の

記述あり

復 枚 1 

ロロ 枚 1 裏面にも一句あり

直武 枚 1 

中口 枚 1 

長庚 枚 1 取扱注意・裏面にも一句あり

光広 枚 1 

枚 1 

しか子 枚 1 
「御いはい しか子」の記述あ

り

保定 枚 1 取扱注意

枚 1 取扱注意

広平 枚 1 

直武 枚 1 
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