野市図書館所蔵

古文書・貴重資料一覧

■館内閲覧可 / 館外利用不可 / 閲覧ご希望の場合は事前予約が必要です。
■原本だけではなく、複写品も一部含まれています。
香宗我部家関係文書
１．香宗我部（素）家文書

（１） 家譜雑記 全

２．
【不明】香宗我部（素）家文書 （２） 集録方御記録拔書（自天正至文政）
附郷土取扱書
３．香宗我部（素）家文書

（３） 自承応至文化年間奉願・覚
証文類

４．香宗我部（素）家文書

（４） 雑記千代松 上

５．香宗我部（素）家文書

（５） 雑記千代松 下

６．香宗我部（素）家文書

（６） 従出足之日記（文政三年）

７．香宗我部（素）家文書

（７） 江戸道中日要録（嘉永六・七年）

８．香宗我部家伝證文（原本 東京国立博物館所蔵)
９．
【不明】香宗我部記録一拔萃（岡山市在住香宗我部家系図）
（東京大学史料編纂所々蔵）
１０．香宗我部関係資料
１１．
【不明】香宗我部氏（武村氏）系譜（吾川郡春野町弘岡上武村豊氏所蔵）
１２．香宗我部家記 巻一
１３．
【不明】郷士取扱書
１４．
【不明】集録方御記録拔書
１５．野市村御切替被仰付向来地下役勤事方并地下備諸給米根居帳
１６．土佐国郷村帳（元禄十二年改）高知県立図書館所蔵
１７．土佐国地高帳抄録（皆山集巻六八所収）高知県庁原蔵
１８．寛保二年土佐藩郷村調査書（平尾道雄調）
山内氏時代史稿
１９．山内氏時代史稿 巻一（一豊時代）
２０．山内氏時代史稿 巻二（忠義時代 上）
２１．山内氏時代史稿 巻三（忠義時代 下）
２２．山内氏時代史稿 巻四（忠豊時代）
２３．山内氏時代史稿 巻五（豊昌時代）
２４．山内氏時代史稿 巻六（豊房・豊隆・豊常時代）
２５．山内氏時代史稿 巻七（豊敷時代）
２６．山内氏時代史稿 巻八（豊雍時代）

２７．山内氏時代史稿 巻九（豊興時代）
２８．山内氏時代史稿 巻十（豊資・豊煕時代）
２９．山内氏時代史稿 巻十一（豊惇・豊信・豊範時代）
３０．土佐国君羊書類従巻三十七（諸郷諸浦山代官庄屋刀祢帖）
（六郡郷庄屋所務付帖）
３１．土佐国君羊書類従拾遺巻二十九（本山一揆之覚書、町役順席一乱書
郷中風俗之儀に付卸示地下人連判牒豊永郷之内八ケ村地下人願筋之儀ニ付
徒党一件日記、大工等僣上無礼筆記同盟談話、違格難問）
３２．鹿敷村庄屋覚書全（土佐群書類従巻六一所収）
３３．白湾藻十抜粋（東京大学史料編纂所所蔵）
３４．香美郡誌 壱稿（南路志続篇稿本四十一所収、徳永千規集録）
３５．土佐国郡村帳（土佐群書類従巻百三十一、寛永十一年）
３６．土佐国知行高村数之帳（寛文四年三月廿八日、内閣文庫所蔵）
３７．土佐国七郡郷村石附（寛文七年九月）
３８．土佐国七郡郷村帳（元禄十二年改）
３９．土佐国郡村假名附帳乾（享和三年、安芸郡、香我美郡、長岡郡、土佐郡）
４０．土佐国郡村假名附帖

坤（享和三年、吾川、高岡、幡多、居城土

居屋敷、番所）
４１．土佐国郷帳（天保五年、内閣文庫所蔵）
４２．土佐国郷村高帳（明治三年、土佐藩農業経済史所収）
４３．藩志内篇政治沿革一（大通院様（一豊）時代）
４４．藩志内篇政治沿革二（竹巌院様（忠義）御代一）
４５・藩志内篇政治沿革三（竹巌院様（忠義）御代二）
４６．藩志内篇政治沿革四（竹巌院様（忠義）御代三）
４７．藩志内篇政治沿革五（竹巌院様（忠義）御代四）
４８．藩志内篇政治沿革六（竹巌院様（忠義）御代五）
４９．藩志内篇政治沿革七（竹巌院様（忠義）御代六）
５０．藩志内篇政治沿革八（竹巌院様（忠義）御代七）
５１．藩志内篇政治沿革九（竹巌院様（忠義）御代八）
５２．藩志内篇政治沿革十（竹巌院様（忠義）御代九）
５３．藩志内篇政治沿革十一（徳昌院様（忠豊）御代）
５４．藩志内篇政治沿革十二（徳昌院様（忠豊）御代）
５５．藩志内篇政治沿革十三（徳昌院様（忠豊）御代）
５６．藩志内篇政治沿革十四（徳昌院様（忠豊）御代）
５７．藩志内篇政治沿革十五（徳昌院様（忠豊）御代）
５８．藩志内篇政治沿革十六（覆戴院様（豊昌）御代）
５９．藩志内篇政治沿革十七（覆戴院様（豊昌）御代）
６０．藩志内篇政治沿革十八（覆戴院様（豊昌）御代）
６１．藩志内篇政治沿革十九（天曄院様（豊房）御代）

６２．藩志内篇政治沿革二十（天曄院様（豊房）御代）
６３．藩志内篇政治沿革二十一（旭光院様（豊常）御代）
６４．藩志内篇政治沿革二十二（旭光院様（豊常）御代）
６５．藩志内篇政治沿革二十三（大昌院様（豊敷）御代）
６６．藩志内篇政治沿革二十四（大昌院様（豊敷）御代）
６７．土佐国検地牒 全 （寛永十一年頃、高知県立図書館所蔵）
６８．一豊公御高名記 抜粋（沢田友信氏所蔵）
６９．戊辰戦争行軍日誌 （大石弥太郎元敬書）
７０．壬城日録（大石弥太郎筆）
７１．野村正秀（土居）戊辰役従軍日記
７２．大石圓翁略伝 （寺石正路著）
７３．大石家文書（慎一）
（先祖次第書、大石一族会議決箇条）
７４．新規郷士とその領知－大石家の場合－（関田英里筆）
７５．大石家目録綴（大石家文書政治支配（一）
、(二）、（三）雑部）
７６．大石家文書（一）文政九戊歳御廻文扣（自文政八至天保七）
７７．大石家文書（二）無題（御触写）自天保十三至同十四
７８．大石家文書（三）御廻文帖（自弘化五至慶応四）
７９．大石家文書（四）政治支配（４）
８０．大石家文書（五）
（滝山一揆及び本山領経過次第、大石氏先祖書）
８１・大石家文書（六）
（大石家々関係（２）
）
８２・大石家文書（七）
（大石家土地（一））
８３・大石家文書（八）
（田地分目帳土地（二））
８４・大石家文書（九）
（産業関係）
８５・大石家文書（十）
（小作関係）
８６・大石家文書（十一）
（全穀貸借関係）
８７・大石家文書（十二）
（萬延元歳次庚申八月備忘誌大石団蔵）
８８・大石団蔵（高見弥市）調査史料
８９．高見家系譜
９０．大石圓（弥太郎）村田忠三郎 関係史料
９１．大石圓遺稿集
９２．領知坪付帳（元禄五年 谷作兵衛）
９３．贈従四位村田忠三郎克昌伝（寺石正路著）
９４．大石弥太郎、森新太郎、山本喜三之進、住江誠房孝義関係戸籍綴
９５．武市家文書（武市清治氏所蔵）
９６．武市家文書 一（武市哲氏所蔵）
９７．武市家文書 二（武市哲氏所蔵）
９８．武市家文書 三（武市哲氏所蔵）
９９．武市家文書 四（武市哲氏所蔵）
100 ．武市家文書 五（武市哲氏所蔵）
101 ．武市家文書 六（武市哲氏所蔵）

102 ．武市家文書 七（武市哲氏所蔵）
103 ．武市家文書 （高知県布達違抜粋一）
104 ．武市家文書 （高知県布達違抜粋二）
105 ･ 時勢筆記 壱(武市哲氏所蔵、自万延元至文久三）
106 ･ 時勢筆記 貮(武市哲氏所蔵、自文久三至慶応元）
107 ･ 時勢筆記 参(武市哲氏所蔵、戊辰戦役関係記事）
108・ 谷家文書 一（谷正勝氏所蔵）政治支配、土地、家関係
109・ 谷家文書二（谷正勝氏所蔵）幕末勤王運動、兵事、武芸、古勤王派関係
110 . 谷家文書 三（谷正勝氏所蔵）書簡類
111 . 谷家文書 四（谷正勝氏所蔵）
112 ･ 谷正親建白書綴(谷正勝氏所蔵)
113 . 新聞史料抜粋(谷正勝氏所蔵)
114 . 蔓茶羅(谷正勝氏所蔵)
115 . 村上家関係(郷士年譜四十中村上三兵衛先祖書指出）
116 . 土佐藩郷士記録(平尾道雄著)抜粋
117 . 紀夏井関係史料(紀康次郎)
118 . 安並氏関係史料
119 . 河野家系譜関係綴
120 . 竹村東野(節之進)関係史料綴
121 . 勤王志士富永有隣先生遺墨(河野通信氏所蔵)
122 . 杉村作調査史料
123 . 物紛(ものまぎれ)(夜須町教育委員会所蔵)
124 . 続物紛(ぞくものまぎれ)上(夜須町教育委員会所蔵)
125 . 続物紛(ぞくものまぎれ)中(夜須町教育委員会所蔵)
126 . 続物紛(ぞくものまぎれ)下(夜須町教育委員会所蔵)
127 . 続物紛(ぞくものまぎれ)附(解読文)(夜須町教育委員会所蔵)
128 . 吉田東洋暗殺事件史料
129 . 坂本龍馬書状 写(木下富衛氏所蔵)
130 . 御役人帖(武市佐市郎編輯)土佐史談
131 . 武田無著尼調査資料
132 . 土佐寺院誌第三編香美郡（竹崎五郎著）
133 . 上岡八幡宮旧蔵、鰐口調査報告書（窪川町岩本寺現蔵）
134 . 郷土史上の人物(河野通信筆)広報のいち連載
135 . 西南戦争従軍日記(豊永安秀氏所蔵)
136 . 米軍上陸迎撃のための陸軍部隊配置要図(山本孝男氏書)
137 . 米軍上陸に対する防衛状況詳述(山本孝男氏筆記)
138 . 昭和十五年陸達第三十四号作戦要務令附録其一「軍隊符号」
139 . ｢土佐史談｣掲載 河野通信氏論文集
140 . 野市町の歴史(河野通信 口述)
141 . 野市町の歴史放送原稿(河野通信 稿)

142 . 野市町の史跡めぐり(河野通信口述)
143 . 道路･河川資料
144 . 土佐州郡志(香我美)宝永期
145 . 高知県年表その他
146 ･ 民俗文化財分布調査表(野市町之部)
147 . 廃仏毀釈史料(｢南路志翼｣九所収、土佐国諸寺本末調抜粋）
148 . 野市町父養寺、文殊堂文殊像及び石仏、墓碑 調査書類
149 . 高知県市町村文化財一覧付大日寺木像調査書(県指定)
150 . 土佐国香我美郡西佐古村地検帳写(享保十四年)
151 . 高知県香美郡町村誌(野市村)
152 . 高知県香美郡町村誌(佐古村)
153 . 高知県香美郡町村乾(佐古村)東佐古、大谷村、逆川村、西佐古村
154. 高知県香美郡町村乾（佐古村）母代寺村、父養寺村、深渕村、戸板島村
155 . 高知県香美郡町村坤(佐古村)
156 . 高知県香美郡町村(富家村)
157 . 高知県香美郡町村(富家村)
158 . 香宗村々誌(中ノ村、土居村)
159 . 高知県神社誌
160 . 高知県神社明細帳香美郡之部(富家村、香宗村、野市村、三島村)
161 . 高知県神社明細帳香美郡之部(佐古村)
162 . 県社深渕神社資料(野市町立図書館編輯)
163 . 野々宮神社資料(野市町立図書館編輯)
164 . 日枝(日吉)神社資料(野市町立図書館編輯)
165 . 大谷神社資料(野市町立図書館編輯)
166 . 高知県香美郡町村誌(吉川村(吉原村、古川村) )
167 . 高知県香美郡町村誌(赤岡町)
168 . 南路志続篇稿草十一（東京大学史料編纂所々蔵）
169 . 天保七申年支配中諸指出(野市町役場所蔵）
170 . 土免定(埜市村 文久三年四月）
171 . 知行寺領地高物成米指出(野市村 安政四年)
172 . 土免定(野市村 天保十四年)
173 . 知行米盛控帳(野市村 天保三壬辰年）
174 . 土免定(野市村 安政五年)
175 . 土免定(野市村 安政四己年)
176 . 土免定(野市村 安政二年)
177 . 新田役知領知払指出(野市村 安政二夘年）
178 . 土免定(野市村 慶応元年五月)
179 . 出作式御売地加判払(慶応二年 田宮弾助)
180 . 出作式根居(慶応二年 丙寅水無月)
181 . 卸蔵入株寄地揃牒(皇慶応二歳丙寅十月四日)

182 . 地拂指出(慶応四年閠四月）
183 . 土免定(野市村 安政七年申四月)
184 . 松田分田地売買根居帳(野市、片地両村 文久元年）
185 . 御検地野取帳(香我美郡野市村 文久二年)
186 . 知行役知面寺領領知地高物成米指出(文久三年八月)
187 . 三野町御貢物米盛根居帳(嘉永四辛亥年）
188. ウノ壱号 一筆限り絵図面（高知県土佐国第三大区六小区野市村下タ井)
189 . 同十ノ丸一筆限り絵図面（高知県土佐国第三大区六小区野市村下タ井)
190 . イロハニヌリチ 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区）
191 . リチノ丸 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区西埜分）
192 . トノ丸 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区西埜分）
193 . ホヘ 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区野市村）
194 . ルミワ 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区野市村）
195 . カミヌ 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区野市村）
196 . 町表分 八番
197 . 多ノ丸第一号 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区東埜）
198. 禮ノ丸第二号 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区東埜）
199. 禮ノ丸第三号 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区 東埜）
200. 曽之丸第四号 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区東埜）
201.

一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区東埜）

202 . ノレソノ丸 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区東埜）
203. ツノ丸第二号 一筆限り絵図面(高知県管下土佐国第三大区六小区東埜）
204 . 郷中江示聞ｹ條書(文化八年八月）高作配役松岡新右衛門
205 . 単騎要略被甲辨抜粋(松岡凱重氏所蔵）
206 . 年譜書并系図書差出控(文政十一年野市村浪人井役人中嶋庄助）
207 . 西佐古部落共有文書(家次喜氏保管）
208 . 絵図類集(松岡凱重氏所蔵）
209 . 野口勇家文書及び地震史料
210 . 野市井堰史料 一
211 . 山田野市関井筋古今雑記(野市井堰史料二）甲藤勇氏蔵
212 . 井堰関係文書(野市町上井堰普通水利組合所蔵
213 . 地位等級決定史料(猪原章氏旧蔵)
214 . 山田、野市関井筋古今雑記解説本
215 . 山田堰関係文書｢契約並覚書｣抜粋
216 . 父養寺井耕地整理組合史料
217 . 土地経営状態分析資料(旧野市村大量牒明治九、十年調製）
218 . 各丸別土地所有状況集計簿(旧野市村大量牒明治九、十年調製）
219 . 土地所有者別集計簿(旧野市村野取大量牒明治九、十年調製）
220 . 旧野市村野取大量牒(明治九、十年調製）抜粋
221. 南路志続篇稿草巻十一村図二（香美郡）抜粋（東京大学史料編纂所蔵）

222 . ある自由民権運動者の生涯(武市安哉と聖園)抜粋
223 . 高知県選挙史(橋詰延寿編著)抜粋
224 . 香芸紀行(植木枝盛筆)土陽新聞連載
225 . 東洋大日本国々憲案(国立国会図書館憲政史料室所蔵)
226 . 高知県史(津村久茂編)上巻抜粋 選挙関係
227 . 明治二十五年高知県臨時総選挙暴動報抜粋（香美郡の部）
228 . 長岡村史(昭和３０年７月１０日平尾道雄著）抜粋
229 . 私塾寺子屋調査(高知藩教育沿革取調所収)
230 . 物部川堤防事件(公文 豪氏筆)
231 . 夢境一抜粋(元香宗中ノ村池内真道氏書)
232 . ｢いろりのばた｣抜粋
233 . 続物紛(ぞくものまぎれ)附、
（香美郡夜須町教育委員会所蔵）
234 ★鎭將府日誌

１～７

235

８～１４

236

１５～２２

237 ★絵本源平盛衰記録

１

238

２

239

３

240

４

241

５

242

６

・・・全６巻 完

寛政１２年（１８００）孟春 発行

243 ★平家物語図會 後編

１

244

２

245

３

246

４

247

５

248

６

・・・全６巻 完

嘉永２年（１８４９）

249 ★大政官日誌

１～１０

250

１１～１８

251

１９～２４

252

２５～３１

253

３２～４０

・・・全５巻

奥付有

奥付有

慶應４年（１８６４）戌辰２月～慶應４年戌辰７月

254 ★新土佐風土記

巻２

255 ★和英通韻以呂波便覧

（全） 土佐海援隊蔵版

橋詰延壽

256 ★画魂 嶋内巌
257 ★画魂追録
258 ★土佐国香美郡西佐古村地検帳写 享保１４年（１７２９）

259 ★高島流砲術

巻１

260 ★西洋流砲術

巻２

261 ★大日本輿地便覧

乾

東国

262

坤

西国

・・・地図

天保５年（１８３４）甲午 津藩松居山＊

263 【不明】 ★支配中緒指出

天保７年（１８３６） 香美郡野市村

264 ★三野争議書類

明治７年（１８７４）頃 香美郡野市村

265 ★太政官日誌

２１～３７ 慶應４年戌辰夏５月～夏６月
８５～１３３ 明治紀元戌辰（１８６８）秋９月～冬１１月

266 【不明】★山内家系図

(仮題)

267 ★神社財産台帳

明治４１年（１９０８）佐古村

268 ★神社財産台帳

明治４４年１月(１９１１)富家村

269 ★基本財産台帳

明治４１年（１９０８）～大正８年（１９１９）
深渕・・・深渕神社社務所

270 ★雜史料綴

＊詳細不明＊

271 ★海南義列傳

初篇

272

二篇

273

三篇

・・・明治１５年（１８８２）２月
274 ★画俗三國志

初篇

275 ★日本外史 古戦場概図
276 ★寺川郷談

明治維新の折の土佐出身志士列伝

＊詳細不明＊
高知県立図書館版 春木次郎八繁則

277 ★新増細見京絵図大全
278 ★新刃銘盡 諸国新刃目利之書 一
279

二

280

三

281

四

282

五

283

六

・・・慶應３年紀元年８月吉日 松岡氏・平重とある
享保６丁忍歳孟夏望日 東武隠士 神田白龍子 叙
284 ★刀剣金工名作集

奈良安親 他

285 ★土佐藩香我美郡西佐古村地検帳 写
286 ★尋常小學國語讀本

一

287

二

288

三

289

四

290

五

291

六

292

七

享保十四年(1729)

293

八

294

九

295

十

296

十一

297

十二

・・・大正６年(1917)～昭和８年(1933)頃修翻刻されたもの
298 ★明治大帝 附 明治美談
299 ★神代温義

昭和２年発行
紀元 2600 年記念事業として企画発行される

・・・谷秦山 筆 P1～P20 コピー有 日本書紀の解説書
300 ★江城日誌

自１～至７ 慶應４年(1868)戌辰５月５日～５月１７日

301

自８～至１５慶應４年(1868)戌辰５月 18 日～６月１２日

302 ★論語集 註

一

303

二

304

三

305

四

二冊

・・・序～巻十
306 ★孟子集 註

一

307

二

308

三

309

四

310 ★日本外史

1

311

2

312

3

313

4

314

5

315

6

316

7

317

8

318

9

319 ★香美郡下石碑石仏写真

昭和 47 年(1972)12 月 5 日

320 ★土佐の自然と人 他雑記

恒石 直和 平成 2 年(1990)2 月 15 日

野市町教育委員会編

321 ★高知県内指定･選定文化財一覧表 昭和 57 年(1982)12 月 高知県教育委員会
322 ★土佐國古城略史

抜粋 ･･････宮地森城

323 ★南路志闔國之部

上巻

324 ★高知県人名事典

抜粋･･･････野市町関係者

325 ★野市村居住士族壬申戸籍調査書

抜粋
野市町新道 乾 文雄 所蔵

326 ★香南五ケ村合併関係
・・・協議書及び野市町議会陳情書
327 ★昭和 33 年香南五ヶ町村合併問題当時に於ける配布ビラ等 綴
328 ★白石戦争

荻野猪八郎手記 昭和 29 年 7 月 26

伊沢利幸 蔵

・・・在所村史所収 明治時代野市政争
329 ★野市町内土地改良区に関する県告示集
330 ★ゼロックス複写史料目次町村史他
331 ★社会教育の手引
332 ★社会教育の現状

(野市)

昭和 28 年(1953)2 月
昭和 36 年(1961)5 月 高知県教育委員会事務局社会教育課

333 【別置・箱入】★村上家文書

●箱・・詳細不明

334 ★野市町全図

野市町役場発行

335 ★時勢筆記

貮･三(コピー) 文久年内･慶應４年(1868)

影印本

336 【不明】★從五位大石圓翁略傳
337★ 大石円 関係写真・・・・・町史用か？
338 ★予算

明治 22 年(1889)～明治 33 年(1900)

339

明治 31 年(1898)～大正 2 年(1913)

340

昭和 3 年(1928)～昭和 14 年(1939)

・・・野市
341 ★香美郡佐古村歳入出豫算 明治 45 年(1912)～大正 12 年(1923)
・・・

含 大正貮年度(1913)高知県香美郡佐古村予算追録

342 ★香美郡佐古村歳入出豫算 ＊綴 昭和 10 年度(1935)～昭和 26 年度(1951) 佐古村
343 ★町村合併促進関係

昭和 18 年(1943)9 月～昭和 29(1954)年

344 ★土免定

明治２年 巳

*野市村

345 ★御物成米御引合牒

明治２年 巳 ９月

*野市村

346 ★土免定

明治３年 午 ６月

*野市村

347★御貢物御算用目録

明治３年

１２月

*香美郡野市郷

348★御貢物米成**引合爾書

明治３年 牛 １１月

*香美郡野市郷吉原村

349 ★附紙

明治４年

*野市村

350 ★土免定

明治４年 未 ８月

*野市郷

351 ★******引換********取**米盛
352 ★壬申年貢米引合書

*東野
*第２２区野市村

明治壬申

353 ★旧領知辛末年分貢米盛引合書
明治５年 申 ２月
354 ★壬申貢米米盛引合

１１月

*香美郡第２２野市村
*香美郡第２３吉原村

355 ★領知引換上ﾘ知并貳歩*新田米盛引合
壬申

１１月

*香美郡第２３区吉原村

356 ★他区貢為*願望

明治７年分

*香美郡第２２・２３区

357 ★甲戌附紙

明治８年１月

358 ★貢御算用**諸上納萬控

明治７年１月

359 ★貢米上納御勘定帖

明治８年５月１５日 *第３大区第６小区野市村

*野市村
*香美郡第２２･２３区

・訂正されている
360 ★貢米上納御勘定帖

明治８年５月

*第３大区第６小区野市村

明治８年乙亥５月

*第３大区第６小区野市村

・訂正されている
361 ★貢米御勘定記

362 ★貢米御勘定帖

明治８年

*第３大区第６小区野市村

363 ★貢米御勘定帖

明治８年５月１５

364 ★附紙

明治９年乙亥

365 ★為替金仕訳書

明治９年１月

366 ★為替金仕訳書

明治９年１月

*野市村
*吉原村

367 ★明治八年分貢米初納御勘定帳 明治９年１月

*第３大区６小区野市村

368 ★明治八年分貢米二納御勘定帳 明治９年３月

*第３大区６小区野市村

369 ★明治八年分貢米三納御勘定帳 明治９年３月

*第３大区６小区野市村

370 ★改正反別地價計簿但耕地畑共三野分 明治１４年１月 野市村役所
･次頁

改正地價牒揚書抜

371 ★奮旧租額**抜帳

明治１５年８月 *野市村 但ｼ旧野市分吉原村ｴ交換ﾆ相渡ﾇ地之事ﾅﾘ

372★奮反別交換西野下井分

明治１５年１２月３０日

373 ★****************引合

*下井決算係帖
*印鑑あり

明治

374【不明】 ★裁許書 写

寛政４年 子 １２月１０日

375 ★高知県の地質

抜粋 甲藤 次郎 昭和 44 年(1969)

376 ★地質調査関係綴

高知県

377 ★野市中学校角力場関係

＊封書

378 ★全国優良体育団表彰

＊封書

379 ★高知県中央区地区開発計画の構想

昭和 34(1959)･35(1960)年頃の資料
昭和 38(1963)4 月 1 日
高知県中央地区開発協議会

380 ★農村振興基本計画書

昭和 32(1957)～36(1961)年度

*野市

381 【不明】★香宗川改修基成同盟会経費分担について ＊書面 付・請求書
382 ★御家中知行地拂差出

明治 2(1869)

383 ★検替上知地押帳

明治３(1870)正月

384 ★新田知行御引換上ﾘ知地引牒

明治 3(1870)正月

*野市
*野市村 東野
*野市村 西野

385 ★村山森助換上ﾘ知書抜牒

明治 3(1870)午６月 *野市 西野東野下

386 ★香美郡第廿二區野市村

明治 6(1872)年 7 月
*野市･下井

奈丸知行引換上地新田
387 ★香美郡第廿二區野市村

明治６年(1872)７月

*野市・下井

良ノ丸知行引換上知
388 ★松田善之進上知作鋪控

明治 6 年(1872)7 月

389 ★野市町西埜呂波仁丸知行取抜牒

9月9日

390 ★保邊登知利奴丸知行引換知仕出帳

*野市・西野
*野市村･西野

391 ★.ﾙｦﾜｶﾖ丸知行引換上リ地券仕出帳野市村西埜

９月３０日出ｽ

*野市村･西野

392 ★七月十九日成知行上ﾘ知仕出太禮曽野市村東埜
明治６年(1872)７月 19 日 *野市村・東埜
393 ★ウノ丸野市村知行引換上リ知

*野市村･下井

394 ★嶋村源次郎知行引換上ﾘ知牒外の條
395 ★知行引換上ﾘ知書抜ﾂの丸新田
396【不明】 ★明治二年郷士并子弟養育人取**差出巳七月香我美郡野市村

明治 2 年(1869) 野市村
397 ★･･知･･････料差出牒･･九月香我美郡野市村
明治 2 年(1869)9 月 野市村
398 ★明治二年巳冬十二月諸御再開目禄控野市村
明治 2 年(1869)冬 12 月 野市
399 ★明治九年九月諸帳簿目禄控

明治 9 年(1875)9 月

*吉原村

400 ★明治十年九月改正士民實印名簿土佐国三大區六小區香美郡野市村外二ヶ村
明治 10 年(1876)9 月 改正

＊含野市村

401【不明】 ★家屋新築ﾆ付御届

*野市

明治１７年５月

402 ★明治二十年十月四日墓地之件ニ付請願書高知県土佐國香美郡大谷村
明治 20(1886)10 月
403★壹類綴

明治 30(1896)～明治 41(1907)

404【不明】 ★公職資格審査調査表

*野市

大谷村
*野市

昭和 20 年頃(1945)

405★町史編纂関係綴昭和四十四年度以降 野市町教育委員会
昭和 44 年(1969)以降

*野市町

406 ★土地異動通知書

明治 29 年(1896)分以降

*野市 富家村

407 ★土地臺帳補助簿 増の部

明治 32 年(1899)2 月以降

*野市 富家村

408 ★土地臺帳補助簿 減の部

明治 32 年(1899)2 月以降

*野市 富家村

409 ★地目計更正簿

明治 32 年(1899)2 月 １日現在

*野市富家村

410 ★土地異動願届 様式

明治 32 年(1899)7 月 局報 14 号付録

411 ★宅地之部

明治 43 年９月 メモ

412★計之部更正額

明治 44 年 3 月以降 メモ

413 ★宅地修正地價通知書

*

富家村

*

富家村

*

富家村

明治 44 年(1911)1 月

414 ★有租地反別地價筆数調書簿 大正 1 年(1912)1 月以降

*野市 富家村

415 ★土地異動加除簿

*

富家村？

*

富家村

大正 5 年(1916)以降

416 ★他村民領有する土地調書 大正 9 年(1920)8 月現在
417 ★屋鋪番号差出帳

明治 4 年(1871)11 月

*野市 大谷村

418 ★高知県管轄土佐國郡村区別 明治 5 年（1872）11 月

*佐古郷 大谷村

419 ★村の境界変更について陳情書 昭和 29 年(1954)

*野市 大谷村

420 ★中山作右ヱ門引替上ﾘ知米盛牒
猪之助
付・中山様御物成米**立帖 慶応４年(1868)10 月
421 ★高村直蔵引替上ﾘ知米盛牒

*野市 下井 西野

422 ★**山**平次知行引替上ﾘ知米盛牒

*野市 下井

423 ★高知忠左ヱ門引換上ﾘ知米盛牒

*野市 下井

424 ★下田惣平引換上ﾘ知米盛牒

*野市 西野

425 ★小林甚五右ヱ門引換上ﾘ知米盛牒

*

426 ★五藤主計與力上ﾘ地米盛牒

*野市 西野

427 ★岡田益**引換上ﾘ知米盛牒

*野市 西野 下井

小**太

下井

428 ★市川継作引替上ﾘ知米盛牒

*野市 東野 下井

429 ★衣斐覚左ヱ門上ﾘ知米盛牒

*野市 西野 東野

430 ★中山直馬**知行引替上ﾘ知米盛牒

*野市 東野

栄次
431 ★松田義之進引替上ﾘ知米盛牒
宗之丞
432 ★三木連作引替上ﾘ知米盛牒

*野市 東野

433 ★******庄太引換上ﾘ知米盛牒

*野市 西野

434 ★井上老引替上ﾘ知米盛牒

*

下井

435 ★多田源之助引替上ﾘ知米盛牒

*

西野

作右ヱ門
436 ★下村庄左ヱ門引替上ﾘ知米盛牒
437★仕拂命令原符

*

明治 34 年度(1901)

下井

*野市 富家

438 ★仕拂命令原符

明治 35 年度(1902)

*野市 富家

439 ★仕拂命令書

明治 36 年度(1903)

*野市 富家

440 ★各銀行預金利息 綴

明治 42 年(1909)～昭和 12 年(1937)*野市 富家

441★支拂証憑書類

大正 11 年度(1922)

442 ★財政会計関係綴

明治 43 年(1910)～大正 13 年(1938)頃*野市 富家

443 ★基本財産臺帖

明治 42 年(1909)～昭和 12 年(1937) *野市 富家

444 ★部落有財産臺帳

明治 44 年(1911)4 月改正

445 ★小學校基本財産臺帖

明治 44 年度(1911)～昭和 12 年(1937)*野市 富家

446 ★村有財産臺帳

昭和 23 年(1948)10 月現在

447 ★堤防費徴収帳

明治 19 年度(1886)

*野市 富家

448 ★土木関係 綴

明治 44 年(1911)

*野市 富家

449 ★里道改修工事敷地検地野取帖 大正 2 年(1913)12 月
450 ★土木材料見積 并 買入支出帳 大正 4 年度(1915)
451★土木材料見積買入 并 人夫支出帳 大正 5 年度(1916)
452 ★土木人夫明細帖

大正 6 年度(1917)

*野市 富家村農会

*野市 富家
*野市 富家

*野市 富家
*野市

富家？

*野市 富家
*野市

富家

453 ★土木材料見積買入 并 人夫支出帖 大正 6 年度(1917)

*野市 富家

454 ★土木材料見積 并 人夫｛

*野市 富家

｝大正 7 年度(1918)

455 ★土木材料見積 并 人夫支出帖 大正 8 年度(1919)
456★土木材料見積 并 人夫支出帖 大正 9 年度(1920)

*野市 富家
*野市 富家

457 ★土木材料見積買入 并 支出帳 大正 10 年度(1921)

*野市 富家

458 ★土木材料見積 并 人夫支出帖 大正 11 年度(1922)

*野市 富家

459 ★土木材料見積買入支出帖

大正 12 年度(1923)

*野市 富家

460 ★材料落札者

大正 13 年度(1924)

*野市 富家?

461★送辞

池知 俊典

昭和 29･3･24(1954)

*野市 富家小学校

462★答辞

南

文恵

昭和 29･3･24(1954)

*野市 富家小学校

463★挨拶状

教育委員会

昭和 33･3･24(1958)

*野市 富家小学校

････････野市 富家小学校閉校式
464★答辞

昭和 28･3･24(1953)

野崎 嘉子

*野市 富家小学校

465 ★送辞

柿田 睦夫

昭和 31･3･24(1956)

*野市 富家小学校

466 ★送辞

野崎 博子

昭和 30･3･24(1955)

*野市 富家小学校

467 ★答辞

野崎 博子

昭和 31･3･24(1956)

*野市 富家小学校

468 ★送辞

田中 優

昭和 32･3･23(1957)

*野市 富家小学校

469 ★答辞

柿田 睦夫

昭和 32･3･23(1957)

*野市 富家小学校

470 ★答辞

田中 優

昭和 33･3･24(1958)

*野市 富家小学校

471 ★送辞

島内 信雄

昭和 33･3･24(1958)

*野市 富家小学校

472 ★祝辞

野市町教育委員会 昭和 33･3･24(1958)

*野市 富家小学校

473 ★學事一覧表

明治 38 年(1905)以降

・・・・香宗尋常小学校の事
474 ★生徒名簿

明治 30 年(1897)前後

475 ★戦没者関係綴

*野市
*野市

476 ★戦死者名簿

明治 37(1904)･明治 38(1905)

*野市

477 ★村役場位置変更ニ付認可申請 明治 44･2･18 年(1911)

*野市

478 ★村会関係

*野市

479 ★選挙

大正 3 年(1914)

大正 2 年(1913)9･20～大正 13 年(1924)頃 *野市 富家

480 ★町村長助役収入役各種委員選任関係
＝１ 秘第四一号

明治 44（1911）8･4

＝２ 第１類 第六二五号

明治 44（1911）10･24

香美郡役所庶務係長→各町村長
城山組合長
山田堰土功組合長
依命通牒
＝３ 一類 庶第八三五号
香美郡役所→各町村長
依命通牒
＝４ 召集状 大正 3（1914）5 月
富家村長代理助役→村会議員
＝５ 庶第四六号 大正 4（1915）4･8
庶務係長→各町村長
依命通牒
＝６ 辞職届 大正 4（1915）5･31
香美郡富家村助役 常石 金熊
＝７ 通知書 大正 4（1915）6･8
富家村長 北村 潤→西内 久吉
西内久吉、本村助役に決定
＝８ 当選通知書
富家村長北村潤→安岡熊太郎

*野市 富家

本村土木委員に当選
＝９ 召集状
富家村長北村潤→村会議員６名
＝10 認可申請 大正４（1915）6.30
富家村長北村潤→香美郡長岩本似吾
＝11 報告 大正４（1915）7.10
６／８日本村副収入役常石金熊辞任の件
＝12 庶第 1100 号 為念照会 大正４（1915）9.4
庶務係長→各町村長殿
＝13 認可申請 大正５（1916）2.26
富家村長北村潤→香美郡長岩本仙吾
近森安久 大正５（1916）２月収入役に推薦される
＝14 辞職届 大正５（1916）3.31
富家村助役西内久吉→富家村村長北村潤
＝15 本村収入役代理車推薦にかんする件について村会議員召集のこと
大正 5（1916）9.9
＝16 土木委員当選ノ件について当選者への通達 大正 8（1919）9.2
＝17 辞職届 大正８（1919）10.13
富家村長吉井栄冶→富家村助役小松重晴
＝18 報告書
富家村長代理助役小松重晴→高知県知事阿部亀彦
富家村長吉井栄治、辞職の件
＝19 契会 大正８（1919）10
富家村長代理助役→村会議員
村長選挙の件
＝20 辞職届 大正８（1919）11.1
富家村勧業委員近森亀之助→富家村長代理助役小松重晴
付 11/20 西内亀作 当選通知
＝21 常石金熊当選通知（村長選）大正８（1919）11.14
富家村長代理→常石金熊
（含、稟請書 県からの認可書類）
＝22 事務引継に付報告 付 目録 大正８（1919）12.10
富家村長常石金熊→香美郡長中井正猪
富家助役小松重晴
＝23 ＊月５日 大正９年か？
収入役之選会＊＊＊＊＊
＝24 告知書 大正９（1920）2.29
富家村長→近森隆治
収入役決定

＝25 認可申請 大正９（1920）2.29
富家村長常石金熊→香美郡長中井正猪
近森隆治収入役決定の事
＝26 稟誓書 大正９（1920）4.12
481 予算関係綴
＝１豫算表纒 （よさんひょうてん）明治 31 年度(1898)～明治 34 年度(1901)
＝２明治 31 年度(1898)歳入歳出追加予算
＝３香美郡告示第二号

明治 32（1899）４月 19 日

・・・明治 32 年度香美郡予算追加の件
＝４第一類庶 300 号、依命通牒

大正２（1913）３月 12

香美郡役所庶務係長→各町村長
明治 41 年内務省令第 13 護第 8 条の予算説明の件
＝５高知県香美郡富家村歳入出豫算表 明治 44 年度(1911)
＝６召集状

*野市 富家村

明治 45 年２月 24 日

富家村長北村潤→村会議員
＝７大正貳年度高知県香美郡福家村歳入出豫算 大正２（1913）２月 26 提出
＝８庶第 747 依命照會

大正３（1914）５月 18 日

香美郡役所庶務係長→各町村長
・・・予算報告の件
＝９大正三年度高知縣香美郡富家村歳入出豫算 大正 3（1914）２月 25 日提出 *野市 富家
＝10 大正六年度高知縣香美郡富家村基本財産歳出入決算表 大正７（1918）７月 20 提出
＝11 大正六年度高知縣香美郡富家村小學校基本財産歳入出決算表 大正７（1918）７月 20 提出
＝12 進達書

大正 8･8･19(1919)

*野市

大正 9･2･4 (1920)

*野市

大正 9･3･27(1920)

*野市

富家村長吉井栄治→香美郡長中井正猪
大正７年度本村歳出入決算書の件
＝13 報告
富家村長常石金熊→香美郡長中井正猪
大正８年度歳入出第３回追加豫算の件
＝14 報告
富家村長→香美郡長
大正８年度歳入出第４回追加豫算並ニ大正９年度歳入出追加豫算の件
＝15 報告

大正９（1920）11.19

富家村長→香美郡長中井正猪
大正９年度歳入出更正豫算の件
＝16 大正 11 年度高知縣香美郡富家村歳入出豫算表
＝17 大正 11 年度高知縣香美郡富家村歳入出決算表
＝18 大正 12 年度高知縣香美郡富家村特別會計歳入出決算表 大正 12 年度(1923) *野市
＝19 召集 庶 168 号
香美郡長→各町村町

大正 13（1924）年２月１日

大正１３年度町村その他公共団体歳入出豫算編成その他事務の件
＝20 豫算表提出に関する件照會 庶 133 号 大正 13（1924）年２月１日
香美郡役所→各町村長・城山組合長・山田堰土切組合長
＝21 大正１４年度高知縣香美郡富家村歳入出豫算表
＊訂正済みのもの
＝22 高知県香美郡富家村 歳出の部

大正 15 年度(1926)

*野市

・・歳入の部は欠損
＝23 昭和貳年度高知縣香美郡富家村歳入出豫算表 昭和 2 年度(1927)

*野市

＝24 昭和２４年度香美郡富家村歳入出豫算

昭和 24 年度(1949)

*野市

＝25 昭和２４年度香美郡富家村歳入出追加更正豫算

昭和 24 年度(1949)

＝26 昭和２５年度香美郡富家村歳入歳出豫算書

昭和 25 年度(1950)

*野市 富家

＝27 昭和２６年度香美郡富家村追加更正豫算

昭和 26 年度(1951)

*野市 富家

＝28 昭和２７年度香美郡富家村歳入歳出豫算書

昭和 27 年度(1952)

*野市 富家

＝29 昭和２７年度香美郡富家村歳入歳出追加更正豫算書 昭和 26 年度(1951)*野市 富家
＝30 昭和２８年度香美郡富家村歳入歳出豫算書

昭和 28 年度(1953)

*野市 富家

482★習字本

卯田 海石 書

483★三宝だより(64 号)

昭和 48 年度(1973)10 月

484★郡訓令 綴

明治 43(1910)～大正 6(1917) *野市 富家

485★財産に関する綴

昭和 29 年度(1954)

*野市
*野市

486★******分及び要ならず削除の分
････････詳細不明 主に、富家の分
487 ★第壹類 綴

明治 43 年(1910)～大正 5 年(1916)

原冊の大半が編冊がくずれバラバラになって表紙の部分及び少々残っていてこれをバラし書類
を各項目に分類したもの
････････詳細不明 主に、富家の分
488★賞状

大正時代 富家尋常小學校

489★土地所有権＊＊登記嘱託書 書式
490★照査表

大正 14 年 10 月

････････国勢調査 書式
491★計之部更正額 書式

一部

492★縣税随時徴収臺帖 書式 一綴
493★生徒統計名簿 書式

二部

494★地租名寄帖

一冊 香美郡富家村役場

書式

495 ★地券 綴
････････明治 9 年(1876)改正のもの
496 ★一筆限絵図面
････････所属不明の分

3枚

497 ★補助金関係書類

昭和 22 年度(1947)

*野市

昭和 27 年度(1952)

*野市

････････昭和 22 年度(1947)予算資料
498 ★財務関係 綴

499★費用流用上井二十三年度豫算差引財務書類 昭和 23 年度(1948) *野市 上井
500 ★村有財産臺帳
501★町有財産臺帳

大正 3 年(1914)7 月 25 日

*香宗村役場
*野市

大正～昭和頃

502 ★財政産再建整備書類

昭和 34 年(1959)～

*野市

503 ★財政再建整備参考書類

昭和 34 年(1959)～

*野市

504 ★財政再建整備に関する書類
505 ★財政総合計画表

*野市
昭和 39 年(1964)

*野市

・・・・2000.1.16 現在行方不明
506 ★野市町予算書綴

昭和 27(1952)～昭和 41 年度(1966) *野市

････････一部欠損
507★野市町歳入歳出決算書綴

昭和 29(1954)～昭和 36 年度(1961) *野市

･･･････一部欠損 昭和 31 年度(1956)
508 ★町議会関係 綴

昭和 24･25･26 年頃(1949～1951)

509 ★野市町議會會議録

昭和 29 年度(1954)

510★曾我井筋番水に関する約定書

*野市町役場

明治 17 年(1884)6･3

*野市

香宗川筋下新井堰に関する協定書 大正 9 年(1920)6･31
511 ★町井堰殖林組合豫算決算

*野市

*野市

大正 15 年(1926)～昭和 9 年(1934)

*野市

･･･････昭和 14 年(1939)頃まで有る
512 ★殖林組合予算決算

昭和 2 年(1921)･昭和 4 年(1923)頃

*野市

･･･････昭和 2 年決算 昭和 4 年予算 以降
513 ★香美郡町村殖林組合関係 綴

昭和 29 年(1954)以降

*野市 香宗村

514 ★佐古村森林組合関係書類

*野市

･･･････袋入 詳細不明
515 ★果樹増殖奨励補助金交付規定

昭和 32 年(1957)

・・・・欠損
516 ★反別帳 第一 明治 17 年(1884)分地目変換確定達齋

*野市

517★地目変換御届 ････他

明治 19 年(1886)分確定

*野市

518★組替地調＊ニ付届

明治頃

*野市

519 ★山林雑種地々價取調帳

明治 14 年(1881)

520 ★山林雑種知分限帖

明治 16 年（1883）４月改訂

521★平井山底地明新田賣買根居帳
522 ★地所賣買証印 控
523★田地根居帳

明治 9 年(1876)

*野市
*西野・東野・下井

明治 13 年(1880)

*野市

明治頃

＝１ ２２番～５２番
＝２ ５３番～８０番
＝３ ８１番～９５番
＝４ ９６番～１１９番
＝５ １２６番～１６３番
524★赤十字社幕新調寄付金収支調

明治 38 年 2 月９日（1905）

*富家

525★表彰（他）

大正 4 年（1915）弘化～大正頃

*富家

526★災害・救援に関する綴

明治 33 年（1900）～大正 13 年（1924）他 *富家

527★衛生関係綴

明治 33 年（1900）～大正 13 年（1924）他 *富家

528★貯蓄関係

大正 6 年（1917）～大正 13 年（1924）他 *富家

529★社会事業

大正 13 年（1924）

530★青年団

大正 2 年（1913）

531★青年団会計簿

昭和 14 年度（1939）

532★宗教関係綴

明治 44 年度（1911）～大正 7 年（1918）頃 *富家

*富家
*富家
*富家

・・・・・神社、寺院の事
533★雑綴

＊富家村分

＝１官報代の支払の件

明治３４年９月１

＝２依命通牒（第一類）香甲第９３９号 明治４３年１１年１１月２４日
香美郡役所庶務係長→各町村長学校組合長
天皇皇后の御真影、皇太子殿下の御肖像を学校にて奉拝している件について
＝３通牒 第一類 香甲第９号 明治４４年１月１１日
香美郡役所庶務係長→各町村長
＝４通牒 三類 香甲第２１５号 明治４４年４月１０日
香美郡役所勧業係長→各町村長
「ノギス」検定に関する件
＝５依命通牒 第一類庶４５０号 明治４４年９月２２日
香美郡役所庶務係長→各町村長
山田堰土功組合長
各郡吏員
火薬類の取締に関する件
＝６照會 一類庶第６３７号 明治４５年６月５日
香美郡役所→各町村役場中
役場より発する文書への押印の件について
＝７照會 第一類 庶務第６３７号 明治４５年７月２日
香美郡役所→各町村役場中
役場より発する文書への押印の件について
＝８依命通牒 第一類 学第３３５号 大正元年１０月３０日
労務係長→各町村長
学校組合長
先帝御降誕日記念ノ件
＝９依命通牒 一類庶第６２３号 大正２年６月２５日
香美郡役所庶務係長→各町村長
古墳発掘ニ就テ
＝１０通牒 第一類 秘第１９号 大正２年９月２７日
香美郡長→各町村長
近時町村吏員犯罪ノ検擧セラルル者・・・
＝１１認可申請

富家村長北村潤→香美郡長岩本仙吾 大正３年４月１５日
役場処務規程、改正について
＝１２認可申請 大正３年６月８日
富家村長北村潤→香美郡長岩本仙吾
事務視察のため土佐吾川両郡への旅行認可の件
＝１３認可申請 富甲第４７１ 大正３年７月１０日
香美郡富家村長北村潤→高知県知事土岐
＝１４依命通牒 学第２１号 大正４年１月１２日
学務係長→各町村長
勲記取扱に関する件
＝１５依命照會 大正４年４月１２日
庶務係長→町村長
＝１６依命通牒 第１類 庶第４７５号 大正６年３月１４日
庶務係長→各町村長
例規文書に関する
＝１７移喋 第１類 斈第６６４号 大正６年４月２日
学務係長→各町村長
学校に於ける火災予防等に関する件
＝１８依命照会 第１類 庶務第５６５ 大正６年４月２日
庶務係長→各町村長
郡長より伝達された大臣訓辞の件名徹底のこと
＝１９依命照會 第１類 庶５６７号 対しよう６年４月２日
庶務係長→富家村長
内閣総理大臣、内務大臣、訓辞要旨及び議会解散に対する方針について
＝２０依命通牒 第１類 庶第９７８号 大正６年６月７日
庶務係長→各町村長
北米合衆国に於て移民法改正に関する件
＝２１香美郡内訓 第３号

大正６年６月９日

香美郡長日下伊三郎→富家村長北村潤
官紀元振粛に関し、５／２５官報掲示の訓示徹底するよう要請
＝２２依命通牒 第１類 例規 庶第１１８９ 大正６年７月１０日
庶務係長→各町村長
北国合衆国に於て移民法改正に関する件について追加（＝２０参照）
＝２３依命通牒 第１類 例規 庶第１４２８号 大正６年９月３日
香美郡役所→各町村長
北米国合衆国に於て移民法改正に関する件について追加（＝２０，２２参照）
＝２４高知県指令 産第６５号 大正６年１１月９日
高知県知事柿沼竹雄→香美郡富家村
大正５年２月２１日

付 富甲第１０９号申請認可

＝２５行啓の節生徒敬禮方の件移牒の第１類学第１８２８号 大正６年１１月１６日

香美郡役所→各町村長
＝２６係長任命の件通牒

第２類第１９４４号

大正６年１２月３日

香美郡役所→各町村長

＝２７通牒

庶第９６３号 大正７年７月８日

高知県香美郡役所→各町村長
大赦又は特赦による受刑者の権利回復について
＝２８通牒 庶第９９８号

大正８年７月９日

高知県香美郡役所→各町村長
郡長訓示の要綱
＝２９寄付願 大正８年７月２３日
岡田萬次→香美郡富家村長
＝３０通牒 庶第１２７３号

大正８年９月２日

香美郡役所→各町村長
皇族地方御旅行に於ける警衛方の他の事項に関し・・・・
＝３１部落有財産処分許可（大正８年９月１０日申請分） 大正８年９月１６日
香美郡富家村役場→香美郡長中井正猪
＝３２上申書 富申第１１６５号 大正８年１２月２６日
香美郡富家村長常石金熊→高知県知事阿倍亀彦
寄付者取調書
＝３３高知県指令他 第２８３０号 大正９年１０月１６日
高知県知事阿倍亀彦→香美郡富家村
大正９年１０月１日申請 更正許可
＝３４通牒 学第２２７０

大正９年１０月２３日

高知県香美郡役所
天皇・皇后・明治天皇・昭憲皇太后奉掲の方法について
＝３５中國生産品共進會に関する件

勧第９２９号 大正９年１２月２０日

高知県香美郡役所→各町村長
＝３６戸籍 大正９年
＝３７暦に記入せる諸現象及星座の説明の件 学第１２９７ 大正１１年１１月３日
香美郡役所→各町村長
＝３８香美郡町役場處務期限表 第１号 大正１２年１月３日
＝３９處務期限表 加除訂正の件について 大正１２年
＝４０照会 赤発第５７１号 大正１２年１２月３０日
赤岡警察署長→富家町村長
自転車に関する調査
＝４１国民精神作興に関する長所複写代金支払の件
＝４２報告 富家第１号 大正１３年１月４日
富家村長→香美郡役所御中

大正１３年１月頃

解雇労働者帰郷実況の件
＝４３報告 大正１３年１月７日
富家村長代理助役→香美郡役所
公共団体所有国債調及・・・
＝４４報告 大正１３年１月７日
富家村長代理助役→香美郡役所
明治４１年 県訓令甲第４５号 出獄人保護状況報告の件について
＝４５度量衡器 第一種取締不合格物保管書提出方の件

大正１３年１月８日

香美郡役所→富家村
＝４６大正１１年度手数料左通り 大正１３年１月１０日
富家村役場→香美郡役所
＝４７賀表捧呈に関する件照會 学第７０４号 大正１３年１月１０日
香美郡役所→各町村長
＝４８自治知りよう送付方の件 庶６２号 大正１３年１月１０日
香美郡役所→各町村長
＝４９照會 本第２６号 大正１３年１月１０日
赤岡警察署長→各町村長
自転車番号札取付末済者に対し・・・
＝５０検査用紙代金に関する件 勧業第７９６号 大正１３年１月１４日
香美郡役所→各町村長
＝５１送付 大正１３年１月１６日
富家村長代理助役→高知市長
別紙賜全請求書證明につき符箋の通り御訂正相成度の送付・・・
＝５２報告 富家第５６
富家村長代理助役→香美郡役所 大正１３年１月１９日
獣医蹄鉄工免許状處分報告
＝５３報告

富家第５７

大正１３年１月１９日

富家村長代理助役→香美郡役所
樺太移住民に関する報告
＝５４回報 富甲第５９号

大正１３年１月１９日

富家村長代理助役→香美郡役所御中
活動写真フィルムの件
＝５５皇太子殿下御結婚奉祝に関する件 学第５６号 大正１３年１月１９日
香美郡役所→各町村長
＝５６民力逐養講演會の件

庶第９３号 大正１３年１月１７日

香美郡役所→各町村長
＝５７皇太子殿下御結婚奉祝方法に関する件 庶第９１号 大正１３年１月１７日
香美郡役所→各町村長
各学校長
＝５８詔書御趣旨徹底に関する講演會開催に関する件 庶第９２号大正１３年１月１７日＝５９

通牒 学第５６号 大正１３年１月１９日
香美郡役所→各知洋村長
１月１７日付 学第５６号通牒に及置候
＝６０詔書の普及徹底に関する件 庶第４６ 大正１３年１月１９日
香美郡役所→各町村長
＝６１皇太子殿下御結婚奉祝祭典の件通牒 学第８４号 大正１３年１月２１日
香美郡役所→各町村長
＝６２皇太子殿下御成婚奉祝に関する件 庶第９１号 大正１３年１月２２日
香美郡役所→各町村長
各小学校長
＝６３印刷物「植林のすすめ」配布方の件 勧第１０２号 大正１３年１月２３日
香美郡役所→各町村長
＝６４通知 学第８４号 大正１３年１月２３日
香美郡役所→各町村長
曩に及通知置候皇太子殿下御結婚・・・
＝６５奉祝式時間に関する件

学第９７号 大正１３年１月２４日

香美郡役所→各町村長
＝６６通牒

学第９８号

大正１３年１月２４日

香美郡役所→各町村長
皇太子殿下御結婚當日・・・
＝６７恩給受給者に関する件 学第８７号 大正１３年１月２５日
香美郡役所→各町村長
＝６８＊＊＊＊＊＊＊＊＊

機第１５号

大正１３年１月２６日

高知県地方裁判所檢事正 茂見義夫→富家村長
受刑後２０年が過ぎ、操行優良な者を選出する旨
＝６９冊子「精神捩作詔書大意」配布の件 大正１３年１月２９日
香美郡役所→務各町村長
＝７０處務期限表送付の件

庶第１５３号 大正１３年１月３０日

香美郡役所→各町村長
＝７１詔書御趣旨徹底に関する講演會講師に関する件 庶第９２号 大正１３年２月１日
香美郡役所→富家村長
＝７２解雇労働者帰任実況の件 富第１３５号 大正１３年２月
富家村長代理助役→香美郡役所
＝７３通牒

庶第１８２号 大正１３年２月７日

香美郡役所→各町村長
山田堰土功組合長
城山学校組合長
詔書の名前決定「國民精神作興に関する詔書」
＝７４國民精神作興に関する詔書冩送付の件 庶第１３０５号 大正１３年２月８日
香美郡役所→富家村長殿

＝７５重要事件に付て差懸り必要有之條 大正１３年２月９日
高知縣宋村區裁判所検事谷忠行→所轄市区町村長
＝７６民力極養講演會の件

庶第９３号１３５号大正１３年２月１２日

香美郡役所→富家村長
＝７７事務視察に関する通知 庶務２１７ 大正１３年月１３日
香美郡役所→富家村長
＝７８南米「ブラジル」移民奨励に関する件 庶第２２６号 大正１３年２月１８日
香美郡役所→各町村長
＝７９詔書徹底に関する講演會開催に関する件 庶第９２号 大正１３年２月２０日
香美郡役所→各町村長
各小學校長
＝８０表彰規程に関する件

秘第５号 大正１３年２月２１日

香美郡役所→各町村長
＝８１依頼 電変第３３号

大正１３年２月２２日

高知県水力電気事務所→富家村役場
電気電柱敷地所有者調の件
＝８２國府犀東氏講演會に関する件 庶第９２号 大正１３年２月２５日
香美郡役所→各町村長
各学校長
＝８３報徳会花田仲之助氏公園に関する件 庶第９３号 大正１３年２月２５日
香美郡役所→富家村長
＝８４記念林造設の件照會 勧第２８７号 大正１３年３月４日
香美郡役所→各町村長
＝８５皇太子殿下御外遊記に関する件通牒 秘第１４号 大正１３年３月７日
香美郡役所→各町村長
＝８６日本橋魚市場組合取扱に関する件 勧第３２６号 大正１３年３月１１日
香美郡役所→各町村長
＝８７物資需用に関する件

勧第３６１号 大正１３年３月２０号

香美郡役所→各町村長
＝８８會報團報に関する件照會 學第３５４号 大正１３年３月２８日
香美郡役所→各町村長
＝８９軍隊用外套等賣却件

學第３６６号 大正１３年４月１日

香美郡役所→各町村長
＝９０事務報告書提出の件

庶第５６０号 大正１３年４月２日

香美郡役所→富家村
＝９１萬國博覧會に関する件通牒 勧第４０３号 大正１３年４月２日
香美郡役所→各町村長
＝９２標準電動機又変圧器の設置台数調査について

２２香地第９８号
昭和２２年７月８日

香美郡地方事務所長→各小學校長
中學校長
＝９３学校長殿

昭和２２年１０月６日

四国配電（株）立田営業所長 岩崎栄一→学校長
渇水による電力危機を朝礼においてお話下さるようお願いする旨
534★非訴訟事件申請書々式

明治３６年（1903）６月１０日 ＊富家戸籍役場

535★文書件名簿

大正１年８月（1912）

＊富家村役場

536★口頭受付簿

大正５年（1917）

＊富家村役場

537★件名簿

大正７年（1919）

＊富家村役場

538★宿直日誌

大正１２年（1923）

＊富家村役場

539★備忘録

大正１２年（1927）

＊富家村役場

540 ★ 野 市 中 学 校 テ ラ ゾ ー エ 工 事 関 係 書 類

昭 和 ２ ７ 年 （ 1954 ） ～ ３ ０ （ 1955 ）

＊野市中学校
541★野市中学校小使室並二渡リ廊下其ノ他工事設計書 昭和２８年１０月（1953）
＊富家中学校
542★野市小学校仕様書

昭和３２年（1957）

543★野市小学校本館木材明細書

昭和３２年（1957）

544★野市小学校東便所分木材明細書 昭和３２年（1957）

＊野市小建築関係
＊野市小建築関係
＊野市小建築関係

545★本館体育館講堂内訳明細書１．２． 昭和３２年（1957） ＊野市小建築関係
546★本館体育館講堂内訳明細書３． 昭和３２年（1957）
547★野市小学校建築設計図【2】～【23】部
548★佐古公民館建築日誌
549★出勤簿

昭和３２年（1957）

＊野市小建築関係
＊野市小建築関係
＊佐古公民館建築関係

昭和３２年（1957） ＊佐古公民館建築関係

・・・・５４８／５４９番同封
550★野市地用佐古公民館新築工事設計書 昭和３２年（1957） ＊佐古公民館建築関係
551★野市町佐古公民館新築工事設計書

昭和３３年（1958） ＊佐古公民館建築関係

・・・・図面８枚
552★確認申請用（副）

昭和３３年（1958）頃

＊佐古公民館建築関係

・・・・図面１～８枚 事務室変更・屋根変更 合計１０枚
553★野市地用庁舎建築関係

昭和３３年（1958）

＊野市町庁舎建築関係

・・・・計算書、絵図面 他
554★雑・富家小建築関係
＝１香宗 富家小学校改築に関する位置の決定について 昭和３３／１１／８
野市町長村上 正吉 →正・副議長
教育委員
教育更正委員
＝２香宗 富家小学校改築に関する位置の決定について 昭和３３／１１／８
野市町長村上 正吉 →寺内 一好
仙頭 定雄
＝３香宗富家小学校改築位置決定協議会 昭和３１／１１／１２

＝４小学校改築敷地買収について 昭和３１／１１／２０
野市町長→ （？）
＝５東部小学校敷地買収に関する協議会開催について 昭和３１／１２／１９
野市町長 村上 正吉→（？）
＝６東部小学校敷地代金支払について 昭和３２／２／１０
野市町長 村上 正吉→（？）
＝７東小格好建築委員会開催について 昭和３２／８／７
近森 貞美→（？）
＝８工事請負契約書 昭和３２／９／１８
野市町立東小学校新築工事
＝９野市町立東小学校配置図
地図・縮尺 １／６００ｋ 昭和３２年頃か？
＝１０野市町立東小学校実測図
地図・縮尺 １／６００ｋ 昭和３２年頃か？
＝１１学校建築届 昭和３２～３３年頃
野市町佐古村 中学組合教育委員会
＝１２野市町議會議録 （抄本） 昭和３２／３／１３
高知県香美郡野市町役場
＝１３昭和３２年度 野市町歳入歳出予算書抜粋 昭和３２
＝１４契約書
＝１５学校建築届について

昭和３３／３／１９

555★東小学校建築関係
＝１学校建築予定地附近略図 A
＝２学校建築予定地附近略図 Ｂ
＝３野市町東部小学校建築予定図
＝４野市町東部小学校建築地位置図
＝５校舎の配置計画
＝６校舎の平面計画
＝７運動場の施設配置案
556★野市小学校仕様書 昭和３２年（1957）７月
557★野市小学校新築工事見積書 昭和３２年（1957）７月
558★野市町立東小学校落成協賛要綱 昭和３３年（1958） ＊野市町立東小建築関係
559★野市小学校建築に関する許可証 他 昭和３３年（1958）１月７日
＊野市町立東小建築関係
・・・有 絵図面
560★東小学校工事請負契約書 昭和３３年（1958）

＊野市町立東小建築関係

561★東小学校工事出来高報告書 昭和３２年（1957）

＊野市町立東小建築関係

562★東小学校建築工事指命願 昭和３２年（1957）

＊野市町立東小建築関係

563★東小学校入札に関する綴 昭和３２年（1957）

＊野市町立東小建築関係

564★東小学校設計書類

昭和３２年（1957）

＊野市町立東小建築関係

565★東部小学校建築日誌№１ 昭和３３年（1958）

＊野市町立東小建築関係

566 ★東部小学校建築日誌№２ 昭和３３年（1958）

＊野市町立東小建築関係

567★出勤簿 東小学校建築委員 昭和３２年（1957）

＊野市町立東小建築関係

568★中央公民館落成 他雑同封 昭和３７年（1962）

＊野市町中央公民館

＝１祭典次第
＝２表彰状 野市町下井６０１ 島内 義典
＝３野市中央公民館新築工事報告書
＝４杯
＝５野市音頭
＝６電報 ６部
＝７若葉光る頃となりました
・・・・祝賀行事の通知
＝８拝啓

昭和３７年（1962）５月５日

・・・・落成 祝賀会案内
＝９野市町中央公民館落成祝賀会
＝１０県庁
＝１１委員会開催について

昭和３７年（1962）４月２６日

野島 栄→塵芥焼却炉建築委員
569★野市町立東小学校給食室建築関係 昭和３７年（1962）＊野市町立東小建築関係
＝１指名競争入札について

昭和３７年（1962）１１月１７日

野市町長 野島 栄→＊田 徳佳
島田 数男
沢田 悦馬
＝２予定価格
＝３入札について
＝４入札結果
＝５野市東小学校給食調理室新築工事仕様書 昭和３７年（1962）１０月
ライト建築設計事務所
＝６野市東小学校給食調理室新築工事設計書 昭和３７（1962）１０月
ライト建築設計事務所
＝７野市東小学校給食調理室新築工事設計図 昭和３７（1962）１０月
ライト建築設計事務所
・・・図面１枚
570★老人ホーム建築委員出務日誌

昭和 37 年（1962）＊野市老人ホーム関係

571★老人ホール関係綴

昭和 37 年（1962）＊野市老人ホーム関係

572★確認書（老人クラブ）

昭和 37 年（1962）＊野市老人ホーム関係

＝１確認通知書

昭和 37 年（1962）９月１日

＝２新築工事仕様書

昭和 37 年（1962）８月

・・・藤田設計事務所

昭和 37 年（1962）８月

＝３野市町立老人クラブ新築設計書
・・・設計管理者 藤田 晴
＝４野市町立老人クラブ新築木材明細書

昭和 37 年（1962）８月

・・・設計管理者 藤田 晴
昭和 37 年

＝５野市町立老人クラブ設計書
573★指命願書綴 他雑

昭和 37 年度（1962）＊野市老人ホール関係

574★老人クラブ落成書類

昭和 37 年（1962）頃
昭和 37 年（1962）11 月３日

＝１電報

＝２野市町老人クラブ落成及び香宗我部城祉碑落成式要綱
昭和 37 年（1962）11 月３日

＝３野市町老人クラブ落成式
＝４香宗公民館落成式予算見積書
＝５野市町老人クラブ落成案内者名簿

昭和 37 年（1962）10 月 27 日

＝６拝啓・・・・・

昭和 37 年（1962）10 月 31 日

老人クラブ落成、祝賀会への案内
575★町有建物災害共済分担金調書

昭和 35 年（1960）頃

576★野市小学校給食室建築関係

昭和 39 年（1964） ＊野市町立東小建築関係
昭和 39 年（1964）

＝１指名競争入札者決定
＝２野市小学校給食棟新築工事・仕様書
ASA 設計事務所
＝３電気設備工事標準仕様書
ASA 設計事務所
＝４工事見積内訳書

＝５野市小学校給食室新築工事 ＊図面・見取図
ASA 設計事務所
577★町村吏員恩給組合書類

昭和 18 年（1943）～24 年（1949）＊野市役場

578★町村吏員恩給書類

昭和 25 年（1950）～29 年（1954）＊野市役場

579★町村吏員恩給組合書類

昭和 26 年（1951）～29 年（1954）＊野市役場

580★健康保険組合書類

昭和 23 年（1948）～29 年（1954）＊野市役場

581★健康保険組合諸出書類

昭和 24 年（1949）～29 年（1954）＊野市役場

582★町村職員共済組合関係

昭和 37 年（1962） 頃

＝１地方公務員共済組合法

昭和 37 年（1962）11 月

・・・事務研究会説明資料（１）
＝2 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施工法 昭和 37 年（1962）11 月頃
・・・事務研究会説明資料（２）
＝３市町村職員共済組合設立関係 昭和 37 年（1962）
・・・市町村職員共済組合法（施工法）関係資料
＝４高知県市町村職員共済組合設立委員の選挙の方法に関する規則昭和 37 年（1962）頃
＝５行政不服審査法 （テキスト）
＝６行政不服審査法
＝７行政事件訴訟法（テキスト）

＝８地方自治法の一部改正

昭和 37 年（1962）頃か？

抜粋

＝９関係法令公布年月日及び番号

昭和 37 年（1962）

=10 選挙管理事務講義の改訂版発行について（通知）

昭和 37 年（1962）10 月５日高知県選

挙管理委員会委員長→県下各市町村選挙管理委員長
=11 地方公務員共済組合設立手続きの日程表
=12 市町村職員共済組合設立及び行政不服審査法の周知会開催について（通知）
昭和 37 年（1962）10 月２日
高知県総務部長→各市町村長
各一部事務組合長
=13 連絡事項

昭和 37 年（1962）10 月６日

・・・行政関係
=14 ○○都（道府県）旧町村職員恩給組合資産管理組合規約準則
昭和 37 年（1962）12 月１日より施行=15 地
方公務員共済組合設立手続要領

昭和 37 年（1962）10 月頃

=16 組合員の資格の得喪

昭和 37 年（1962）頃？

=17 旧
昭和 37 年（1962）頃

軍人関係（軍人恩給受権者）

=18 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（案） 昭和 37 年（1962）頃
高知県市町村職員共済組合
・・・条文のプリント 正誤表 付き
=19 周知会配布資料
=20 掛金、負担金の納付依頼及び連絡事項について

昭和 37 年（1962）11 月 13 日

高知県市町村職員共済組合理事長 小畑豊馬→市町村長
=21 旧軍人・準軍人・軍属
=22 退職年金制度の給付内容の比較
=23 姻族・血族・姻族（表）
=24 退隠料・普通恩給・受給権放棄申出書（様式 51 号）
=25 増加退隠料等・増加恩給等・受給権利放棄申出書類（様式 52 号）
583★職員の給与に関する書類

昭和 34 年（1959）～37 年（1962）＊野市町

584★地域給に関る綴

昭和 28 年（1954）

＊徳王子

585★香美郡各町村給料表

昭和 28 年（1954）

＊徳王子村長調べ

586★消費世帯主要食糧購入通帳

昭和 29 年（1955）12 月１日発行

・・・配給帳
587★野市町史編纂の為の整理資料（１）

＊野市町史

・・・町村政一般事務 行政区画 議会
588★野市町史編纂の為の整理資料（２）

＊野市町史

・・・・耕地整理 簡易水道事業 井堰関係 交通 通信 災害 公民館記録 福祉 観光
589★野市町史編纂の為の整理資料（３）

＊野市町史

・・・産業
590★野市町史編纂の為の整理資料（４）

＊野市町史

・・・学事 教育
591★野市町史編纂の為の整理資料（８）
592★富家村青年団資料

＊野市町史

昭和 14 年（1939）～16 年（1941）頃＊富家

＝１富家村青年団事業所

昭和 14 年（1939）～16 年（1941）

＝２やりくり矢利兵衛

津上 忠

＝３おたか祝言

矢代 静一

＝４青年と演劇
593★富家尋常小学校学事一覧表綴

明治 39 年～昭和 16 年

欠損 明治 40。42～45。大正２。昭和７。11～13
594★児童票 綴

昭和 30 年度（1955）

＊富家村

595★児童票 綴

昭和 32 年度（1957）

＊富家村

596★児童票 綴

昭和 33 年度（1958）

＊富家村

597★地検状控
598★知行引換上ﾘ地券願控

香美郡第 22 区野市町下井 ムノ丸（？） ＊野市村下井
香美郡第 22 区野市町

599★裂地分役知引換取地検仕出

子ノ丸

香美郡第 22 区野市町 タノ丸

＊東野
＊東野

600★役知引換残＊＊取地券仕出 レノ丸

＊東野

601★役知＊＊領地引換＊＊＊取地券願之＊ ソノ丸

＊東野

602★役知＊引換＊地券受仕出 ツノ丸

＊東野

603★役知＊＊＊＊＊＊地券仕出 ツ子ノ丸

＊東野

604★裂地分役知引換取地券受仕出

レノ丸

605★無番役知地券願之事

＊東野
＊東野

606★領知引換上知抄券仕出願

ホヘトリツカ丸

＊西野

607★領知引換上知地券願仕出 レノ丸

＊東野

608★領知引換上知地券受仕出 ツノ丸

＊東野

609★領知引換上知地券願之＊ ソノ丸

＊東野

610★領知引換上知地券下＊

＊東野

子ノ丸

611★地検状仕出 以呂波仁作式逅

＊西野

612★新田作式地券帳 るをわか＊＊の丸

＊西野

613★新田作敷地券帳 與（よ）の丸

＊西野

614★新田作式地券受仕出 タノ丸 明治６年（1873）７月

＊東野

615★新田作式＊地券受仕出

レノ丸 明治６年（1873）７月

＊西野

616★新田作式地券願之＊

ソツノ丸 明治６年（1873）７月

＊東野

617★新田作式＊地券受仕出

ツノ丸 明治６年（1873）７月

＊東野

618★奉願候田地券之＊

なノ丸 旧作式

＊下井

619★地券願書下＊＊＊

むノ丸 旧作式

＊下井

620★新田奉願候田畑屋敷地検＊ うノ丸

＊下井

621★交者一切賣買地券願 控 たれそつね 明治

＊東野

622★平井山＊地＊地券願＊＊＊ 旧作式 明治７年（1874）

＊東野

623★新田作式地券願仕出す帖 ホヘトチリヌノ丸

＊西野

624★ねの丸

＊野市村

625★うの丸

＊野市村

626★佐古村規則綴

大正末～昭和３２年（1957）

＊佐古村

627★第一類綴

昭和 12 年度（1937）～26（1951）頃

＊佐古村

628★村告示

大正 8.9.10 年以降（1919 以降）

＊佐古村

629★告示綴昭和 22 年１月起 昭和 22(1947)～29(1954)頃

＊佐古村

630★佐古村条例規程改訂廃止ノ綴 明治 22 年（1889）～昭和 26(1951)

＊佐古村

631★土地改良事業認可申請書 昭和 29 年度（1954）頃

＊野市町

632★土地改良事業補助金交付申請書 昭和 29 年度（1954）頃

＊野市町

633★単独県費補助土地改良事業（農道）計画書 昭和 29 年度（1954）

＊東佐古

634★起債償還一覧台帳

昭和 14 年度（1939）調整

635★町村道（佐古・后免）線災害工事書類

昭和 28 年度（1953）

636★月報綴

昭和 25 年（1930）９月～26（1931）頃

637★雑綴（仮称）

昭和 28（1953）
・29（1954）頃

＊野市
＊佐古

・・・異同人口調査、食料管理法 他
638★主要食糧

昭和 26 年（1931）～29（1954）頃

639★地図・市區町村地図

昭和 29 年（1954）

640★産業別 14 才以上就業者数（２） 昭和 25 年（1930）10 月１日国勢調査より
641★農林漁業資金申請書（控）

昭和 26 年（1931）・27（1932）

＊佐古農協

642★昭和 33 年度（1958）業務報告書・昭和 34 年度（1959）事業計画書
643★議事録

昭和 21 年（1946）

644★雑綴 （仮称）

昭和 27 年（1952）頃

＊佐古農協
＊佐古青年団

＊佐古日赤関係

645★明治 21 年度夜須村外 17 ヶ村 今年度上半季分中ノ村組合＊合村費徴収帳
明治 21（1888）７月１日

＊富家村

646★徴税令書及領収證

明治 42 年度（1909）～大正 12 年（1923）＊富家

647★戸数割人別等差臺帳

明治 43 年度（1910）～大正６年（1917）＊富家

648★畑 雑 地租根据簿

大正５年（1916）～８（1919）

649★戸数割調査簿

大正 12 年（1912）

＊富家
＊富家

650★税務関係綴
･･････詳細不明
651★給与

明治 45 年（1912）

652★我が郷土

昭和 10 年（1935）

653★香南讀本

昭和 11 年（1936）

654★佐古村史

昭和 26 年（1951）

･･････複本一冊 有
655★野市讀本
656★師範修身書 巻１

昭和 13 年（1938）

657★師範修身書 巻２

昭和 14 年（1939）

658★師範修身書 巻３

昭和 15 年（1940）

659★師範修身

昭和 13 年（1938）

巻４

660★師範公民書 上

昭和 15 年（1940）

＊富家

661★師範公民書 下

昭和 16 年（1941）

662★數學 第一類（中学校用）

昭和 19 年（1944）

＊中等教科書

663★国文抄本・平家物語 新制版

昭和 13 年（1938）

＊中等教科書

664★日本の歴史 下

昭和 21 年（1946）

＊中等教科書

665★新制中學國史 上級用 下巻

昭和 12 年（1937）

＊中等教科書

666★南學讀本

昭和 13 年（1938）

＊高知 郷土

667★くにのあゆみ 下

昭和 21 年（1946）

＊教科書

668★綜合美術史要

昭和 11 年（1936）

＊教科書

669★改訂 農業教科書（中）

昭和５年（1930）

＊師範教科書

670★改訂 農業教科書（下）

昭和５年（1930）

＊師範教科書

671★小學國史教師用書（上）

昭和 15 年（1940）

＊師範教科書

672★小學國史教師用書（下）

昭和 15 年（1940）

＊師範教科書

673★師範國文 巻２

昭和 13 年（1938）

＊師範教科書

674★師範國文 巻３

昭和 13 年（1938）

＊師範教科書

675★師範國文 巻４

昭和 13 年（1938）

＊師範教科書

676★師範國文 巻６

昭和 13 年（1938）

＊師範教科書

677★師範國文 巻８

昭和 13 年（1938）

＊師範教科書

678★郷土教育指針

昭和７年（1933）

･･･････県立図書館長 中島鹿吉 著

＊師範教科書

679★THE GIRL'S FRIEND READERS（ざ・がーるず・ふれんど・りーだーず）
･･････英語教科書 ４巻

昭和３年（1928）

680★統計材料

明治 40 年（1907）～44（1911）

681★統計材料

大正１年（1912）～３（1915）

682★小學國語習字帳 尋常科ー

明治 34 年（1901）

683★日誌

明治 29 年（1896）

＊富家小

684★自動別出席欠席月計簿

明治 42 年（1909）～（1911）

＊富家小

685★學校改築夫役面付帖

明治 29 年（1896）２月 17 日

686★學校改築用諸買入・請負・借入品記帳 明治 29 年（1986）？

＊野市
＊野市

＊富家小
＊富家

687★學校改築に関する書類

明治 28 年（1895）～29（1896）頃

＊富家

688★學校改築委員出席簿

明治 28 年（1895）10 月以降

＊富家

689★學校改築諸請負保証金預り入帖 明治 21 年（1888）11 月頃

＊富家

690★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
691★學校改築ニ系ル費目＊＊＊＊
692★一檜丈四尺土ﾀﾞｲ
・・・・・・６９１番と同類の内容か？
693★學校改築夫役面付
694★新冨家夫役
695★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
696★記
697★富家尋常小學校校友會々則並記録大正２年度（1913）～昭和３年度（1928）＊富家

698★事務綴
＝１事務綴

＊富家小

＝２成人教育講座用紙芝居宣傳方の件

＊富家小

＝３再度社会学級実施計画書提出について 昭和 24 年（1949）８月 17 日
教育長→市町村長・小中学校長・公民館長
＝４社会学級専用映画一覧
＝５学校放送「全学年の時間」音楽ローカル放送実施について
昭和 24 年（1949）９月１日
高知縣教育長→各小中学校長
昭和 24 年（1949）９月１日

＝６俗信と迷信の蒐集について
高知縣赤岡保健所長→富家小學校長

昭和 24 年（1949）９月２日

＝７「文化の日の歌」作曲募集について
高知縣教育長→各小・中・高等・大学校長

昭和 24 年（1949）

＝８第三回教育長など講習會実施について
高知縣教育長→學校長・組合長

昭和 24 年（1949）

＝９油脂末利用資源集荷依頼について
高知縣教育長→各小・中・高・学校長

昭和 24 年（1949）９月５日

＝10 小中学校児童生徒未就學調について
香美教育事務所長→小中学校
＝11 昭和 24 年度共同募金運動について

昭和 24 年（1949）９月９日

香美郡共同募金委員長→各小・中・高等學校長
＝12 教育事務所の機構について
香美教育事務所長→郡下小・中学校長
＝13 第三
會指導主事講習会について
高知縣教育委員會教育長→学校長・組合長
＝14 教員の定員定額の増加運動について

昭和 24 年（1949）９月 12 日

香美教育事務所長→小・中学校長
＝15 教員の定員定額増加運動の署名用紙
＝16 昭和 24 年度小學校教員臨時要請について

昭和 24 年（1949）９月 12 日

高知縣教育委員会教育長→小・中學校長
＝17 小學校教員臨時養成科

学生募集要項

昭和 24 年（1949）高知大學

＝18 入学願書

昭和 24 年（1949）高知大學

＝19 調査書

昭和 24 年（1949）高知大学

＝20 生徒児童数學級数調について

昭和 24 年（1949）９月 13 日

香美教育事務所長→各小・中学校長
＝21 教育課程外の學徒生産事業運営における労働の基準について
昭和 24 年（1949）９月 14 日
高知縣教育長→各小・中・高等学校長
＝22 教育課程外の學徒の生産事業運営における労働の基準

・目的・定義・責任
＝23 教育課程外の學徒の生産事業運営における労働の基準
・基準・報酬・学校教職員
＝24 教育課程外の學徒の生産事業運営における労働の基準
・災害補償・貴族補償・就業規則・報酬台帳
＝25 第２回学童の頭虱駆除について

昭和 24 年（1949）

高知縣教育長・衛生部長→各市町村町・各小・中学校長
＝26 學校教育施設の手続について １～２

昭和 24 年（1949）９月 20 日

高知縣教育委員會教育長→各市町村・高等学校・各種学校・幼稚園
＝27 學校教育施設の手続について ３～６

昭和 24 年（1949）９月 20 日

＝28 昭和 25 年度新制大学入学資格認定試験実施について 昭和 24 年（1949）９月 20 日 香美
教育事務所長→郡下各小・中学校長
＝29 指定生産資材申請手続の変更について

昭和 24 年（1949）９月 21 日

高知縣教育委員会教育長→学校長
＝30 指定生産資材申請手続の変更について 注釈 昭和 24 年（1949）９月 21 日
＝31 昭和 24 年度小学校教員臨時養成について

昭和 24 年（1949）９月 22 日

高知縣教育委員会教育長→小・中学校長・各地方教育事務所長
=32ＤＴA 現状調査について

昭和 24 年（1949）９月 22 日

高知県教育委員会教育長→各小中高等学校長
＝33 全国健康優良児縣代表選定について

昭和 24 年（1949）９月 24 日

縣教育委員會事務局教務課内高知縣健康優良児審査會朝日新聞社高知支局→各小学校長
＝34 各校に於けるカリキュラム類型調査

昭和 24 年（1949）９月 26 日

高知縣教育長→国公私立各小・中学校長
＝35 昭和 24 年度寄生虫予防事業について

昭和 24 年（1949）９月 27 日

高知縣教育長→各小・中学校長
＝36 通信教育の紹介について

昭和 24 年（1949）９月 28 日

高知縣教育委員會教育長→各教育事務所長・市教育課長・盲・聾学校長・各小・中・高等学校長
＝37 児童生徒の修學旅行について

昭和 24 年（1949）９月 28 日

高知縣教育長→高知市教育課長・各教育事務所長・各小・中學校長
＝38 學校教育法施規則第 13 条の改正について 昭和 24 年（1949）
高知縣教育長→高知縣立私立各高等学校長・盲・聾・学校長・小中學校長・各教育事務所長・
高知市教育課長
＝39 教員の定員定額の署名運動について

昭和 24 年（1949）９月 30 日

香美教育事務所長→郡下各町村長・各ＰＴA 會長・各小・中学校長
＝40 こども協同組合の結成について

昭和 24 年（1949）10 月１日

高知縣教育長→各小・中学校長
＝41 日宿直規定の解釈について

昭和 24 年（1949）10 月１日

高知縣教育委員会教育長→各市町村長・各小・中学校長
＝42 学校放送聴取状況調査について
高知縣教育長→各小・中・高等学校長

昭和 24 年（1949）10 月１日

昭和 24 年（1949）10 月５日

＝43 小学教育無試験検定出願について
香美教育事務所長→郡下小・中学校長
＝44 小学校教員無試験検定標準
＝45 出産休養教員について

昭和 24 年（1949）10 月７日

＝46 学籍簿の名稱並びにその取扱について

高知縣教育委員会教育長→各高等学校長市教育課・各中学校長・盲学校長・各小学校長・聾学
校長・各教育事ム所長
昭和 24 年（1949）10 月７日

＝47 教育委員会成立一周年記念事業について

高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長・教育事務所長
昭和 24 年（1949）10 月３日

＝48 自動生徒の貯蓄実践の推進について
高知縣教育長→小・中学校長

＝49 教育委員会成立一周年記念事業の内感謝状贈呈のことについて
昭和 24 年（1949）10 月 10 日
高知縣教育長→各市町村長・各小・中・高等学校長・盲・聾学校長・市教育課長
＝50 体育関係指導主事の公募について

昭和 24 年（1949）10 月 17 日

高知縣教育委員会教育長→各学校長・教育事務所長・教員組合長
＝51 図書の註文について

昭和 24 年（1949）10 月 10 日

高知縣教育委員会事務局指導課長→各小・中学校長
＝52 全國小学校長會結成について

昭和 24 年（1949）10 月 18 日

赤岡小学校長 西内善一→区内各小学校長
＝53 全國連合小学校長會結成について

昭和 24 年（1949）９月 23 日

全国連合小学校長会結成準備委員長東京都千代田区麹町小学校長佐口安治
→高知県代表小学校長
＝54 全國連合小学校長會規約（第１条～13 条）
＝55 全國連合小学校長會規約（第 14 条～19 条）
＝56 読書週間リーフレット送付について

昭和 24 年（1949）10 月 18 日

高知県教育長→各小・中・高等学校長
＝57 体育関係指導主事の公募について

昭和 24 年（1949）10 月 19 日

香美教育事務所長→小・中学校長
＝58 夏季用語施設實施状況調査について

昭和 24 年（1949）10 月 18 日

高知縣教育長→各小・中学校長
＝59 学校植林運動の「くすの木」植林の実施について 昭和 24 年（1949）10 月 21 日
高知縣教育委員会教育長→学校長
＝60 教育委員會発足一周年記念論文募集について 昭和 24 年（1949）10 月 24 日
高知縣教育委員會教育長→各教育事務所長・各学校長・各市町村長・各青年団長・各ＰＴA 会
長・各文化団体長
＝61 学校保健計画の樹立とその運営について

昭和 24 年（1949）10 月 25 日

高知縣教育委員会教育長→各学校長
＝62 達書

昭和 24 年（1949）10 月 25 日

・・・旅行願の許可
香美教育事務所長→冨家小学校長
＝63 第２会交通安全週間實施への協力方について 昭和 24 年（1949）10 月 25 日
高知縣教育長→各小・中・高等学校長 ・盲・聾学校長
＝64 教育委員会一周年記念行事日程（宣傳部）
＝65 教育委員会成立一周年記念事業として行う児童生徒の文化賞受賞候補者の推薦依頼方法に
ついて
高知縣教育長→各高等学校長
＝66 家庭被服運針用教材配給について

昭和 24 年（1949）10 月 26 日

福井織物株式會社文部省委託教材高知縣配給担当部員細川義方→小学校
＝67 小学校教員無試験検定願について
高知縣教育長→各小・中学校長
＝68 助教諭の学校入学にともなう臨時助教諭の補充通知について
昭和 24 年（1949）10 月 28 日
香美教育事務所長→郡下小・中学校長
昭和 24 年（1949）10 月 29 日

＝69「交通安全教育の教材」の送付について

高知県教育委員会教育長→各学校長・各教育事務所長
昭和 24 年（1949）10 月 31 日

＝70 結核予防教育実践強調について
高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長

昭和 24 年（1949）

＝71「結核予防教育実践強調運動」実施要項
方針・期間・事項（１）～（８）
＝72 結核予防教育実践強調運動」実施要項

昭和 24 年（1949）

事項（９）～（13）指導訓練について、実施方法
＝73 米國の先生と日本の先生との交信について

昭和 24 年（1949）11 月４日

高知縣教育委員会教育長→小・中・高等学校長
＝74 米國の先生と日本の先生との交信について・第ニ信 昭和 24 年（1949）11 月４日
高知縣教育委員会教育長→小・中・高等学校長
＝75 新制高等学校教員再教育講習會開催について 昭和 24 年（1949）11 月８日
香美教育事務所長→郡下小・中学校長
＝76 青少年の保護育成運動実施について

昭和 24 年（1949）11 月９日

民政部長・教育長→市町村長・各小・中高等学校長
＝77 学校理科機器類の巡回修理について

昭和 24 年（1949）11 月９日

高知縣教育長→各小・中・高等学校長
＝78 青少年の保護育成運動実施について

昭和 24 年（1949）11 月 10 日

高知縣更生部長・高知県教育委員会教育長→各市町村町・各小・中・高等学校長
＝79 公立学校における朝鮮語等への取扱いについて

昭和 24 年（1949）11 月 10 日

高知縣教育長→縣立各小・中・高等学校
＝80 社會科その他初等及の中等教育における宗教の取扱いについて昭和 24 年（1949）11 月 11 日
高知縣教育長→各小・中・高等学校長・盲・聾学校長
＝8112 月末退職希望者調査について

昭和 24 年（1949）11 月 11 日

香美教育事務所長→各小・中学校長
＝82 昭和 25 年度米國派遣留学生の選考について

昭和 24 年（1949）11 月 12 日

高知縣教育委員会教育長→高知大学各学部長・高知女子大学学長・各小・中・高等学校長・盲
及び聾学校長・各教育事務所長・市教育課長・教育研究所長・縣庁内各課長・各地方事務所長・
各市町村長・各文化団体長
＝83 昭和 25 年度新入学予定数の調査について

昭和 24 年（1949）11 月 16 日

高知縣教育長→各市町村長・各小学校
＝84 児童愛護班結成活動について

昭和 24 年（1949）11 月 19 日

高知縣教育委員会教育長→市町村長・小・中・高等・大学校長・高知縣連合青年団長・各郡市
地区連合青年団長・各町村青年団長
＝85 昭和 24 年度の冬季休業について

昭和 24 年（1949）11 月 25 日

高知縣教育長→各小・中・高等学校長・盲・聾学校長・市教育課長・各教育事務所長
＝86 教育公務員の各種研究団体に対する補助金の支給について
昭和 24 年（1949）11 月 28 日
高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長
＝87 中学校不修学生徒数調の事について

昭和 24 年（1949）12 月１日

香美教育事務所長→町村長・中学校長
＝88 産休及び長訣教員の調査について

昭和 24 年（1949）12 月１日

香美教育事務所長→各小・中学校長
=89 性行不良児童生徒の調査について

昭和 24 年（1949）12 月８日

高知縣教育長→縣立各高等学校長・市立商業高等学校長・各小・中学校長
＝90 めくら又はこれに準ずる白色のつえ又はステッキの携行について
昭和 24 年（1949）12 月８日
高知縣教育長→各小・中学校長・各高等学校長・盲・聾学校長・各教育事務所長・市教育課長
＝91 二級官候補者の履歴書について

昭和 24 年（1949）12 月 12 日

香美教育事務所長→各小・中学校長
＝92 学校教育法施行基礎第四十条第二項による報告について
昭和 24 年（1949）12 月 15 日
高知縣教育長→市町村長・小・中学校長・盲・聾学校長
＝93 中学校・高等学校数学の生徒指導要録の記入について昭和 24 年（1949）11 月４日
高知縣教育委員会教育長→各学校長
＝94 インフルエンザ予防対策について

昭和 24 年（1949）12 月 21 日

高知縣教育長→各小・中学校長・各教育事務所長・市教育課長
＝95 日直宿直手當の支拂について

昭和 24 年（1949）11 月 22 日

香美郡
＝96 学校体育実態調査（施設用具）について

昭和 24 年（1949）12 月 23 日

高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長
＝97 昭和 25 年度児童生徒数調査について

昭和 24 年（1949）12 月 24 日

高知縣教育長→各小・中学校長
＝98 教員の定員減の通知について

昭和 24 年（1949）12 月 24 日

香美教育事務所長→富家小学校長
＝99 青少年の教育組織並びに方法について

昭和 25 年（1950）１月５日

高知県教育委員会委員長→各小・中・高等学校長
＝100 学校職員の「エックス」線間接撮影について

昭和 25 年（1950）１月５日

高知縣教育委員会教育長→各小・中・高校長
＝101 闘鶏に関する図表募集について

昭和 25 年（1950）１月５日

高知縣教育委員会教育長→各小中高等学校長
＝102 教育職員現職教育基礎調査について

昭和 25 年（1950）１月５日

高知縣教育長→各幼稚園長・各・小・中・高等学校長・各盲・聾学校長
＝103「成人の日」の行事について

昭和 25 年（1950）１月９日

高知縣教育委員会教育長→各市町村長・小・中・高等学校長・青年団長・公民館長
＝104 縣下緊要の教育問題等の調査について

昭和 25 年（1950）１月９日

教育長→各小・中・高等学校長・各市立学校長・高知師範附属小中学校主事・高知縣教育組合
長・市教育課長・各教育事務所長
＝105 中学校の職業家庭科研究協議会出席者の推薦について
昭和 25 年（1950）１月 10 日
高知縣教育委員会教育長→市教育課長・各教育事務所長
＝106 学童用菓子の配給について

昭和 25 年（1950）１月 11 日

高知縣経済部→富家小学校長
＝107 昭和 25 年度市町村社会教育予算について

昭和 25 年（1950）１月 13 日

高知縣教育委員会教育長・高知縣総務部長→高知縣教員組合長・各単位教員組合長・高知市教
育課長・教育事務所長・学校長・青年団長
＝108 学校保健主事の調査について

昭和 25 年（1950）１月 16 日

香美教育事務所長→各小・中学校長
＝109 教育職員検定について

昭和 25 年（1950）１月 17 日

高知縣教育長→各小・中学校長
＝児童生徒の進学轉学にともなう学籍簿並びに指導要録の取扱いについて
昭和 25 年（1950）１月 27 日
高知縣教育長→各小・中・高等学校長・各教育事務所長・高知市教育課長・盲・聾学校長
＝111 教職員のレントゲン検診について

昭和 25 年（1950）１月 30 日

香美教育事務所長→小・中学校長・山田高等学校長・城山高等学校長
＝112 青少年団体に対する教育について

昭和 25 年（1950）１月 30 日

高知県教育委員会教育長→各小・中・高等学校長
＝113 昭和 25 年三月末移動教員身上調査書について

昭和 25 年（1950）１月 31 日

高知縣教育長→各小・中・高等学校長
＝114 昭和 25 年三月末教員井戸の面接について

昭和 25 年（1950）２月１日

香美教育事務所長→郡下各小学校長
＝115 青少年団体に対する教育について

昭和 25 年（1950）２月２日

高知縣教育委員会教育長→市町村長・青年団長・公民館長・教育事務所長・高知縣教育組合長・
高知縣教育組合長・高知縣文化部長・単位教員組合長・単位文化部長・大学長

＝116 教員免許状授与証明書に関する件 高知縣教育長→各小・中・高等学校長・盲・聾学校長
＝117 昭和 25 年度文部省科学研究奨勵交付金の支給について
昭和 25 年（1950）２月４日
高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長・教育研究所長・各教育事務所長・市教育課
長・高知女子だ学学長
＝118 インフルエンザ症状とその予防法について

昭和 25 年（1950）２月６日

高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長
＝119 第四期（昭和 24 年度第２回）教育長指導習字講習実施について
昭和 25 年（1950）２月７日
→各学校長・教育委員長
＝120 第三回高知縣教育研究所研究員・高知縣教育公務員内地留学生の募集採用について
昭和 25 年（1950）２月８日
高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長・各教育事務所長
＝121「教育統計調査」
（図書）購入あっせんについて 昭和 25 年（1950）２月８日
高知縣教育委員会教育長→各学校長
＝122 教員住宅について

昭和 25 年（1950）２月９日

高知縣教育委員会→各市町村長・各校下 PTA 会長
＝123 児童懲戒権の限界について

昭和 25 年（1950）２月 12 日

高知縣教育長→各小・中・高等学校長・盲・聾学校長・各教育事務所長・市教育課長
＝124 学籍簿見本送付について

昭和 25 年（1950）２月 13 日

高知縣教育委員会教育長→各小学校長
＝125 教職員の履歴書整理について

昭和 25 年（1950）２月 10 日

高知縣教育長→各小・中・高等学校長・市教育課長・各教育事務所長
＝126 免許状出願諸用紙について

昭和 25 年（1950）２月 15 日

高知縣学校生活協同組合→各学校長
＝127 高知縣教育研究所研究員・高知県教育公務員内地留学生の募集採用について
昭和 25 年（1950）２月 27 日
高知縣教育研究所長→各小・中・高等学校長・各教育事務所長・市教育課長
＝128 新免許法普及会開催について

昭和 25 年（1950）３月３日

高知縣教育長→各学校長
＝129 標準義務教育費確保に関する法律の國会通過促進運動についての依頼のこと
昭和 25 年（1950）３月６日
高知縣教育委員会→各小・中学校長・盲・聾学校長・各郡市単位教組長・高知縣教員組合長
＝130 二月縣議会に提出中の教育委員会の案の議会通過促進について
昭和 25 年（1950）３月７日
高知縣教育委員会教育長→各小・中・高等学校長・各単位教組長・縣教組委員長
＝131 声明書

昭和 25 年（1950）

高知縣教育委員会・・・・・・昭和 25 年度教育予算案・第２案提出について
＝132 昭和 24 年度学校歯科予防検診手当支給についての検診報告提出について
昭和 25 年（1950）３月 10 日

高知縣教育委員会教育長→各小学校長
＝133 旧外地の教員免許状を有する者等について

昭和 25 年（1950）３月 10 日

高知縣教育長→各小学校長・高知縣教組委員長・各教育事務所長・市教育課長
昭和 25 年（1950）３月３日

＝134 米國出版物購入申込宛先に関する件
四国連絡調整事務局長心得→高知縣教育委員長
＝135 天皇陛下奉迎について

昭和 25 年（1950）３月 11 日

高知県奉迎準備委員会事務局奉迎部長杉村盛茂→小・中学校長
＝136 昭和 25 年度学校授業事務用机椅子等木製品製作用木材需要量申請について
昭和 25 年（1950）３月 15 日
香美教育事務所長→郡下小・中学校
＝137 児童生徒の進学転学にともなう旧学籍簿の取扱いについて
昭和 25 年（1950）３月 16 日
高知縣教育長→各小・中・高等学校長・盲・聾学校長・市立各学校長・高知大学附属小中学校
主事・各教育事務所長・市教育課長
＝138「春分の日」の行事について

昭和 25 年（1950）３月 17 日

高知縣教育委員会教育長→各市町村長・学校長・青年団長・公民館長
＝139 免許法認定講習資料調査について

昭和 25 年（1950）３月 20 日

高知縣教育長→各学校長
＝140 文部省主催 CIA 後援幼稚園小学教員研究集会開催についての協力依頼について
昭和 25 年（1950）３月 22 日
高知縣教育委員会教育長→各小・中学校長・各校 PTA 會長・各幼稚園長
＝141 第２回婦人週間の開催について

昭和 25 年（1950）３月 24 日

高知縣教育委員会教育長→小・中・高等学校長・公民館長社会学級代表者・婦人会長・青年団
長
＝142 現職者であって免許法による臨時免許状を受領できない者の取扱いについて
昭和 25 年（1950）３月 25 日
高知縣教育長→学校長
＝143 教育職員免許法施行法第２條第二項に該當しない青年学校任用共感の調査について
昭和 25 年（1950）３月 28 日
高知縣教育長→各小中学校長
＝144 学校等教育施設の手続について

昭和 25 年（1950）３月 29 日

高知縣教育委員会教育長・高知縣知事→各市町村長・高等学校長・盲・聾学校長・幼稚園・各
種学校
＝145 工事実施計画書
＝146 児童個人別貯金調査簿
699★購入簿

明治 45 年（1912）～大正８（1919）年度
昭和 13 年（1938）

＊富家

700★児童文庫 圖書目録
701★児童委員名簿

昭和３年度（1928）～31（1956）＊富家

702★呼出簿 （１）

大正２年度（1913）～14（1927）＊富家

703★呼出簿 （２）

昭和１年度（1926）～20（1945）＊富家

704★呼出簿 （３）

昭和 23 年度（1948）～31（1956）＊富家

705★呼出簿 （４）

昭和 32 年度（1948）

＊富家

706★看護日誌

昭和 20 年度（1945）

＊富家

707★看護日誌

昭和 25 年度（1950）

＊富家

708★監護日誌

昭和 28 年度（1953）

＊富家

709★監護日誌

昭和 30 年度（1955）

＊富家

710★監護日誌

昭和 31 年度（1956）

＊富家

711★教員休暇簿

昭和 28 年度（1953）

＊富家

712★休暇願綴

昭和 27 年度（1952）～29（1954）＊富家

713★出張命令簿

昭和 28 年度（1953）

714 御大葬参列記念

大正元年(1912)発行

＊富家

715【別置】宮内省御貸下 明治天皇御寫真帖

大正１５年８月１５日(1926)発行

716【別置】歴代天皇・歴代后妃

昭和６３年１２月１日(1988)発行

717【別置】山本蒼丘画集

昭和５７年８月１０日(1982)発行

718【別置】商業美術ポスター集成

昭和１３年３月１５日(1938)発行

719【別置】画学校～京都芸大 100 周年記念 卒業制作日本画聚英
昭和５５年５月２０日(1980)発行
720【別置】聖徳記念繪畫館

壁畫集 ＊壁畫集解説（乾）付き

昭和７年１１月３日（1932）

発行
721★旧野市村 小作者名簿

明治 9 年～10 年調製

722★野市町立佐古小学校 職員履歴簿 明治 27 年～大正 13 年
723★地目変換届 明治 31 年～
724★土地登記済通知書 明治 40 年前後
725★土地開墾願 明治 40 年～
726★伐畠山根居控帳 明治 6 年 兎田村
727★耕地整理施施行地一覧

明治 33 年～39 年 農商務省農務局

728★赤岡富家線敷地基帳 大正 11 年度 香美郡
729★富家尋常小学校出席簿

明治 39 年～昭和 29 年（一部欠落）

730★徴発馬出場名簿 大正 3 年度 富家村役場
731★馬匹徴発傳達書交付時間調査表 富家村役場 大正 2 年
732★第十一師団第一動員久●田村徴発馬匹出場連名簿 （無記載）
733★動馬番号簿 富家村役場 （無記載）
734★馬匹徴発事務細則第二十九条ニ依ル通知 富家村役場 （無記載）
735★繰替支●召集旅費受領証書綴 富家村役場 大正年度 （無記載）
736★電報頼信紙 富家村役場 （無記載）
737★鉄道乗車証明書 明治年代 富家村役場 （無記載）
738★動員用封筒 富家村役場
739★国民兵召集令状 （封筒のみ）
740★国民兵召集名簿 富家村役場 （無記載）
741★第一国民兵戦時名簿 富家村役場 （表紙のみ）

742★退役将校・同相当官・准士官 身上異動報告綴

富家村役場 （表紙のみ）

743★国民兵異動ニ際シ名簿及令状訂正報告綴 富家村役場 （表紙のみ）
744★充員召集準備書類 （表紙のみ）
745★陸軍召集令施行細則他諸報告通知用紙 大正年度
746★假名寄帳 野市町役場

年代不詳

747★町議会に関する綴 野市町役場 昭和 29 年度
748★議案綴 野市町役場 昭和 30 年～39 年度
749★議会関係綴 野市町役場 昭和 37 年～38 年度
750★土地基帳 富家村 明治年代
751★日本国勢調査録 高知県 第一巻・第三巻 大正年代
752★兵事会・在郷軍人関係綴 明治年代
753★保育所関係文書綴 昭和 27 年以降 富家保育園他
754★園児出席簿 昭和 28 年度・30 年度・31 年度
755★金銭出納帳 昭和年度

保育所関係

756★領収書綴 富家保育所

昭和 27 年度・29 年度

757★児童委託契約書及び委託書綴 富家村役場 昭和 29 年度
758★保育児童名簿 富家村役場 昭和 29 年度
759★発翰綴 富家保育所 昭和 40 年代
760★保育日誌 富家保育所

昭和 30 年度～32 年度

761★物品購入簿 富家保育所 未記載
762★給食実施簿 富家保育所 昭和 31 年度・33 年度
763★来翰綴 富家保育所 昭和 40 年代
764★寄贈台帳 富家保育所

昭和 28 年 1 月以降

765★農會受拂簿 富家村農會 大正 4 年度
766★長宗我部（秦）氏系図書 3 巻
767★新手工教科書 昭和 2 年 4 月 10 日発行
768★（改修）新制漢文 巻一 昭和 11 年 2 月 1 日発行
769★

巻二

770★

巻三

771★

巻四

772★師範 美育教典 創作一般 5 昭和 2 年 1 月 31 日訂正再版発行
773★選練 美育教典 鑑賞一般 昭和 2 年 2 月 15 日発行
774★新定 代数学 掛谷宗一著 大正 11 年 9 月 16 日訂正再版発行
775★初等農業教科書 上巻 高知県教育会編纂 昭和 6 年 4 月 13 日発行
776★師範学校 国文教科書

巻一 吉田彌平編 大正 12 年 12 月 15 日修正 21 版発行

777★

巻二

大正 12 年 12 月 18 日修正 21 版発行

778★近世教育史 大正 15 年 2 月 8 日訂正再版発行
779★改訂師範教育 算術教科書 上巻 大正 8 年 2 月 3 日訂正 4 版発行
780★師範学校 物理学教科書 野田貞編纂 大正 15 年 2 月 4 日訂正再版発行
781★高等小学手工科指導書

岡山秀吉著 大正 15 年 12 月 12 日発行

782★改訂 中等地理学 通論之部 小川琢治著 大正 14 年 1 月 17 日訂正 4 版発行
783★【別置】六訂 中等西洋歴史地図 大正 14 年 1 月 5 日訂正 13 版発行
784★【別置】統一中等歴史教科書 日本史 上巻 大正 15 年 3 月 2 日第 12 版発行
785★【別置】統一中等歴史教科書 日本史 下巻 大正 10 年 12 月 14 日発行
786★【別置】訂正 師範学校 国書教科書 巻の一 大正 7 年 1 月 8 日訂正 3 版発行
787★高等小学 算術書 第一学年 教師用 昭和 3 年 3 月 12 日翻刻発行
788★師範教科 農業教科書

佐藤寛次著 大正 13 年 4 月 15 日訂正第 5 版印刷発行

789★【別置】手工科新教材集成 紙細工編 大正 14 年 1 月 26 日 6 版発行
790★中等日本地理 昭和 4 年 2 月 16 日訂正版発行
791★【別置】新地理 師範用 小林房太郎著 六訂版 大正 14 年 1 月 23 日訂正 14 版発行
792★師範教科 農業教科書

下巻 大正 15 年 2 月 3 日訂正発行

793★女子化学教科書 三訂 昭和 3 年 1 月 29 日訂正 6 版発行
794★【別置】新手工教科書

下巻 昭和 2 年 4 月 10 日発行

795★【別置】師範学校 手工教科書 前篇 大正 13 年 3 月 15 日 35 版
796★現代中等終身 巻二 昭和 12 年 2 月 22 日訂正再版発行
797★【別置】日本文学評論史 久松潜一著 昭和 23 年 7 月 1 日再版発行
798★【別置】新手工科教材及教授法 大正 12 年 2 月 10 日 4 版発行
799★【別置】法制経済教科書 大正 15 年 9 月 7 日集成 13 版発行
800★【別置】中等教育 化学教科書 大正 12 年 2 月 11 日訂正 15 版発行
801★【別置】夏暦 上林暁 筑摩書房 昭和 20 年 11 月 25 日発行
802★【別置】日本文学全書 第 23 編 水鏡

博文館 明治 25 年 3 月 11 日発行

803★【別置】日本文学全書 第 2 編

博文館 明治 25 年 3 月 15 日 8 版

804★【別置】日本文学全書 第 19 編 保元物語 博文館 明治 25 年 3 月 20 日 3 版
805★【別置】戦国策 中国の思想 守屋洋訳 昭和 42 年 6 月 15 日発行
806★【別置】土佐の傳説 桂井和雄著 昭和 26 年 8 月 1 日発行
807★【別置】晩春日記 上林暁 櫻井書店 昭和 21 年 9 月 10 日初版発行
808★【別置】聖書とアドルム 上林暁 自選作品集

目黒書店 昭和 26 年 5 月 30 日初版発行

809★【別置】新しい国語表記ハンドブック 三省堂版 1981 年 11 月 20 日第 2 版発行
810★【別置】改訂師範教育算術教科書 下巻 大正 8 年 2 月 3 日訂正 4 版発行
811★【別置】坂本家系考 竜馬の祖先と一族 土居春夫著 昭和 43 年 6 月 10 日 2 版発行
812★【別置】阪本龍馬 和田天粹著 東亜堂梓 明治 44 年 9 月 10 日発行
813★【別置】平安朝の漢文学 川口久雄著 昭和 56 年 11 月 10 日初版発行
814★【別置】初等積分学学び方考へ方と解き方 藤森良夫著 昭和 14 年 9 月 10 日 12 版発行
815★【別置】初等解析幾何学考へ方と解き方 藤森良夫著 昭和 15 年 8 月 20 日第 21 版発行
816★【別置】詩文精粹 明治書院版 昭和 26 年 6 月 20 日 3 版発行
817★【別置】日本美術 日本美術社 明治 41 年 1 月 1 日発行
818★【別置】改稿文学概論

本間久雄著 東京堂 昭和 25 年 2 月 25 日 9 版発行

819★西瓜栽培の要訣 綾野菅雄著 日本之農村社 昭和 10 年 6 月 10 日 3 版
820★中等習字帖 上 昭和 7 年 2 月 23 日 35 版発行
821★中等教育三角法教科書

廣島高等師範学校附属中学校 大正 12 年 7 月 25 日訂正再版発行

822★中等教育幾何学教科書

廣島高等師範学校附属中学校 大正 12 年 4 月 28 日訂正再版発行

823★修訂 音程教本 福井直秋著 大正 13 年 1 月 21 日 140 版発行
824★師範学校樂典教科書 樂書刊行恊會編纂 大正 12 年 12 月 1 日 30 版発行
825★新聞月鑑 第 23 号 新聞月鑑社 1950 年 11 月
826★新聞月鑑 第 26 号 新聞月鑑社 1951 年 2 月
827★三體千字文 全 書道研究会 昭和 2 年 4 月 5 日 10 版発行
828★観世流大成版 葵上 九ノ四 観世左近著 昭和 40 年 5 月 10 日発行
829★観世流大成版 蝉丸

観世左近著 昭和 37 年 2 月 10 日発行

830★観世流大成版 大原御幸 七ノ三

観世左近著 昭和 39 年 11 月 10 日発行

831★観世流大成版 弱法師

二ノ四

観世左近著 昭和 40 年 3 月 10 日発行

832★観世流大成版 經正

十一ノ二

観世左近著 昭和 40 年 3 月 10 日発行

833★観世流大成版 阿漕

十八ノ四

観世左近著 昭和 40 年 4 月 10 日発行

834★観世流大成版 猩々

四十一ノ五 観世左近著 昭和 38 年 10 月 10 日発行

835★観世流大成版 淸經

三十七ノ二 観世左近著 昭和 39 年 2 月 10 日発行

836★観世流大成版 砧

三十一ノ四 観世左近著 昭和 38 年 11 月 10 日発行

837★観世流参考謡本 賀茂 丸岡明著作 昭和 38 年 2 月 15 日発行
838★観世流参考謡本 頼政 丸岡明著作 昭和 39 年 7 月 10 日発行
839★観世流参考謡本 竹生島 丸岡明著作 昭和 40 年 2 月 10 日発行
840★観世流参考謡本 千手 丸岡明著作 昭和 40 年 5 月 10 日発行
841★観世流大成版 玉鬘

四十四ノ四 観世左近著 昭和 40 年 9 月 10 日発行

842★観世流大成版 吉野天人 二十二ノ一 観世左近著 昭和 38 年 5 月 10 日発行
843★観世流大成版 俊寛

二十一ノ二 観世左近著 昭和 38 年 5 月 10 日発行

844★観世流大成版 橋辨慶

十五ノ二

845★観世流大成版 熊野
846★観世流大成版 班女

三ノ三

観世左近著 昭和 38 年 2 月 10 日発行
観世左近著 昭和 38 年 11 月 10 日発行

三十三ノ三 観世左近著 昭和 40 年 4 月 10 日発行

847★観世流大成版 野宮

十三ノ三 観世左近著 昭和 39 年 10 月 10 日発行

848★観世流大成版 松風

十一ノ三 観世左近著 昭和 37 年 4 月 10 日発行

849★観世流大成版 杜若

二十六ノ三 観世左近著 昭和 38 年 2 月 10 日発行

850★観世流大成版 盛久

二十八ノ二 観世左近著 昭和 39 年 11 月 10 日発行

851★観世流大成版 賴政

二十九ノ二 観世左近著 昭和 39 年 8 月 10 日発行

852★観世流大成版 蘆刈

三十ノ二 観世左近著 昭和 40 年 1 月 10 日発行

853★観世流大成版 高砂

一ノ一 観世左近著 昭和 38 年 12 月 10 日発行

854★観世流大成版 櫻川

五ノ四 観世左近著 昭和 37 年 10 月 10 日発行

855★観世流大成版 三井寺

十五ノ四 観世左近著 昭和 41 年 2 月 10 日発行

856★観世流参考謡本 融

丸岡明著作 昭和 41 年 4 月 10 日発行

857★観世流参考謡本 經正

丸岡明著作 昭和 39 年 7 月 10 日発行

858★観世流参考謡本 大佛供養

丸岡明著作 昭和 39 年 7 月 10 日発行

859★観世流参考謡本 鵜飼

丸岡明著作 昭和 40 年 4 月 10 日発行

860★観世流参考謡本 楊貴妃

丸岡明著作 昭和 38 年 4 月 5 日発行

861★観世流参考謡本 忠度

丸岡明著作 昭和 42 年 3 月 10 日発行

862★観世流参考謡本 小袖曽我

丸岡明著作 昭和 40 年 2 月 10 日発行

863★観世流参考謡本 船辨慶

丸岡明著作 昭和 39 年 7 月 10 日発行

864★観世流参考謡本 橋辨慶

丸岡明著作 昭和 38 年 3 月 1 日発行

865★観世流参考謡本 屋島

丸岡明著作 昭和 41 年 5 月 10 日発行

866★観世流参考謡本 箙

丸岡明著作 昭和 36 年 5 月 1 日発行

867★観世流参考謡本 羅生門

丸岡明著作 昭和 28 年 9 月 10 日発行

868★観世流新稽古本 羽衣

丸岡明著作 昭和 25 年 8 月 1 日発行

869★観世流新稽古本 土蜘蛛

丸岡明著作 昭和 25 年 12 月 25 日発行

870★観世流新稽古本 紅葉狩

丸岡明著作 昭和 29 年 3 月 15 日発行

871★観世流新稽古本 小督

丸岡明著作 昭和 27 年 7 月 15 日発行

872★観世流改訂謡本 紅葉狩

観世流改訂本刊行會 昭和 3 年 10 月 25 日発行

873★観世流改訂謡本 竹生島

丸岡明著作 昭和 26 年 3 月 15 日発行

874★観世流

観世左近著作 昭和 13 年 1 月 15 日発行

隅田川

875★観世流稽古用謡本 二十一ノ一 鶴亀

観世左近著作 昭和 28 年 8 月 10 日発行

876★観世流稽古用謡本 二十四ノ二 敦盛

観世左近著作 昭和 28 年 5 月 10 日発行

877★羽衣 喜多流刊行會 昭和 23 年 3 月 20 日発行
878★安宅 丸岡明著作 昭和 40 年 4 月 10 日発行
879★喜多流稽古用完本 千壽 喜多流刊行會 昭和 23 年 12 月 5 日発行
880★元関東庁警察官 放浪記 西村近松著 昭和 45 年 6 月 20 日発行
881★長崎秀雄画集 非売品 細木金吾編集 昭和 36 年 8 月 15 日発行
882★漢畫早學 巻之二 （詳細調査中）
883★物部川乃解剖 （複写品）山本正心編纂 昭和 6 年 8 月 24 日発行
884★維新殉難志士明籍録 維新志士百年祭執行委員会 昭和 37 年 4 月 1 日発行
885★土藩大定目 明治 29 年 10 月 1 日発行
886★古今小説名著集 第 6 巻 新編水滸傳 明治 25 年 7 月 13 日出版
887★評註唐詩選 全 4 冊
888★聖徳餘光 辻善之助著

掃葉山房発行 （時期不明）
昭和 15 年 11 月 11 日発行

889★山内一豊公夫人 武田まつ発行 昭和 12 年 4 月 5 日発行
890★通俗伊蘇普物語 三 明治 8 年 11 月 13 日版権免許品
891★女子消息文の手ほどき

明治 43 年 9 月 15 日 3 版発行

892★大坂ノ陣 厭蝕太平楽記 巻ノ四 （年代調査中）
893★康煕字典 午集上 （詳細調査中）
894★【別置】旧教育委員会法の下における地方教育行政運営の改革 昭和 37 年 10 月
895★（複写品）郷土領知引換紛櫌事件（明治 3 年）地租改正資料 静倹社建白（明治 10 年）
896★地租改正ニ付人民心得書 高知県 （複写品）

明治 8 年 3 月 30 日

897★行政区画・人口資料 大正～昭和初期 （詳細調査中）
898★農会・産業組合関係資料 明治～ （詳細調査中）
899★1985 野市町勢要覧（資料編） 昭和 60 年
900★野市町史編纂の為の整理資料（全 5 部） 昭和年代作成
901★【別置】土佐山田町史附属地図 昭和年代作成

902★土佐山田小史 非売品 土佐山田小史編集委員会 昭和 35 年 3 月 20 日発行
903★【別置】高知県歴代町村長等名簿 高知県町村会 昭和 53 年 6 月 1 日発行
904★【別置】野市町振興計画 香美郡野市町 昭和 52 年 8 月発行
905★野市町振興計画 香美郡野市町 昭和 45 年 12 月発行
906★【別置】土佐紙業史 清水泉編著 昭和 31 年 3 月 31 日発行
907★【別置】野中兼山関係文書 高知県文教教会発行 昭和 40 年 7 月 31 日発行
908★【別置】明治元年戊辰妙国寺事件土佐烈士殉難賜死實録本山妙國寺発行昭和 7 年 5 月発行
909★【別置】土佐先哲精神顕彰叢書（四）坂本龍馬先生 高知懸靑少年團 昭和 17 年 9 月発行
910★【別置】国史叢書 土佐物語（二） 四國軍記（全）大正 3 年 9 月発行
911★高陽山人 寺石正路著

昭和 2 年 3 月 8 日発行

912★【別置】日本文學史 巻ノ一 大和田建城著 明治 32 年 4 月 7 日発行
913★【別置】日本文學史 巻ノ二 大和田建城著 明治 32 年 6 月 4 日発行
914★【別置】日本文學史 巻ノ三 大和田建城著 明治 32 年 8 月 12 日発行
915★【別置】富家児童文集（1）昭和 8 年～12 年まで
916★【別置】富家児童文集（2）昭和 12 年～16 年まで
917★【別置】繁藤 山くずれ災害記録 土佐山田町報道委員会 昭和 48 年 7 月 5 日発行
918★森田博士関係資料 （詳細調査中）
919★【別置】森田正馬関係文書綴 （詳細調査中）
920★【別置】森田正馬先生墓前祭関係 （詳細調査中）
921★手紙で知る「人間森田」（冊子）
（詳細調査中）
922★【別置】森田正馬先生資料 平成 2 年～（詳細調査中）
923★森田正馬博士写真 2 部 （複写品）
924★森田正馬邸写真集
925★生活の発見 森田正馬没後 50 年記念事業の記録冊子 1989 年号外 生活の発見会発行
926★【別置】森田正馬先生関係資料 （詳細調査中）
927★森田正馬先生追悼文集

富家尋常小学校 昭和 14 年 5 月 12 日発行（副本あり）

928★【別置】村田正太先生関係資料 平成 14 年 1 月作成（詳細調査中）
929★【別置】新式萬國地理

明治 32 年 3 月 3 日発行

930★中等漢文教科書 巻三 明治 37 年 12 月 15 日 5 版発行
931★改訂女子國文 巻五 大正 10 年 12 月 26 日改訂再版発行
932★尋常小學國史 文部省 大正 10 年 1 月 5 日発行
933★十八史略鈔本 皃島獻吉郎編著 大正 5 年 4 月 28 日訂正再版発行
934★新撰地誌 訂正二 岡村増太郎編纂 明治 20 年 5 月 30 日訂正再版
935★新刻改正 小學句讀 （詳細調査中）
936★新撰地誌 訂正一 岡村増太郎編纂 明治 20 年 5 月 30 日訂正再版
937★尋常小學終身書 巻一 文部省 児童用 大正 7 年 2 月 8 日発行
938★新刻改正 小學句讀 明治 20 年 11 月 30 日発行
939★新刻改正 小學句讀 （詳細調査中）
940★新撰理科書 訂正一上

高島勝次郎編纂 明治 21 年

941★新撰理科書 訂正二下

高島勝次郎編纂 明治 21 年

942★正文章軌範講義 深井鑑一郎編纂 明治 34 年 4 月第九版発行
943★漢文讀本 論孟抄（全）明治 42 年 1 月 18 日訂正再版発行
944★尋常小學地理書 文部省 児童用 大正 8 年 3 月 7 日発行
945★點註左傳抄 巻二 新樂金橘編著 明治 31 年 5 月 19 日発行
946★増補訂正 中等國文 四の巻上 明治 32 年 2 月 20 日増補訂正第三版発行
947★増補訂正 中等國文 四の巻下 明治 32 年 2 月 20 日増補訂正第三版発行
948★にほんれきし教科書 上巻 明治 27 年 7 月 23 日発行
949★女學校用西洋小史（全）渡邊世祐著作 明治 42 年 3 月 13 日三版発行
950★新編讀本 訂正五 明治 20 年 4 月 23 日訂正再版発行
951★中學教程東洋歴史（全）明治 30 年 12 月 26 日発行
952★中等教科漢文讀本 宮本正貫編纂 明治 30 年 2 月 18 日発行
953★改訂新編漢文教科書 巻二 国語漢文研究會編纂 明治 40 年 2 月 1 日改訂再版発行
954★中等終身教科書 巻三 吉田靜致著 明治 37 年 12 月 26 日再版発行
955★訂正増補徒然草新釋 上巻 （詳細調査中）
956★國語 巻一 昭和 16 年 10 月 19 日新訂第一冊発行
957★高等小學讀本 池永厚著 明治 20 年 11 月 24 日訂正再版発行
958★中等國文讀本 巻七 落合直文編著 明治 30 年 12 月 30 日発行
959★小學句讀 内編 （詳細調査中）
960★中等教科漢文讀本 巻十 明治 32 年 2 月 23 日発行
961★初等漢文教本（全） 宇野哲人編 大正 14 年 2 月 15 日発行
962★新編女子書簡文例（全）明治 33 年 2 月 17 日発行
963★真書千字文 村田海石書（完）明治 24 年 9 月 7 日発行
964★日本歴史 甲號上巻 前橋孝義著 明治 33 年 12 月 26 日訂正再版発行
965★帝国小史 文部省 山縣悌三郎著 明治 26 年 12 月 15 日発行
966★漢書指南二編 （詳細調査中）
967★女子國文 巻一 芳賀矢一著 大正 7 年 1 月 19 日訂正再版発行
968★改訂女子國文 巻六 芳賀矢一著 大正 10 年 12 月 26 日訂正再版発行
969★中學新終身 巻三 大瀬甚太郎著 昭和 16 年 11 月 21 日修正三版発行
970★尋常小學裁縫教授書 文部省 大正 6 年 4 月 20 日再版発行
971★小學化學書 巻二 文部省 （詳細調査中）
972★地理初歩 文部省編纂

明治 6 年 10 月

973★改正増補物理階梯 明治 15 年 10 月刊行
974★普通教育鑛物界教科書

神保小虎著 明治 37 年重修改訂五版

975★改正増補物理階梯 巻之中 （詳細調査中）
976★改正増補物理階梯（下） 明治 15 年 10 月刊行
977★小學博物金石學（上）島田庸一編纂 （詳細調査中）
978★小學博物金石學（下）島田庸一編纂 明治 15 年 11 月刊行
979★中等國文讀本 巻六 落合直文編著 明治 30 年 10 月 30 日発行
980★大正改版中學讀本 上田萬年編 大正元年 11 月 5 日訂正四版発行
981★校正日本小史 復軒大槻先生著 明治 25 年 1 月 10 日五版出版

982★普通國文 下巻 今泉定介編著 明治 27 年 9 月 13 日訂正 2 版発行
983★高等小學讀本 池永厚著 明治 20 年 9 月 12 日訂正再版発行
984★中等教育標註漢文入門

深井鑑一郎編纂 明治 26 年 9 月 9 日訂正 2 版発行

985★雲上朙覽大全 下巻 （詳細調査中）
986★甲冑用辯 青雲堂英文蔵製 （詳細調査中）
987★武家必用甲冑着用早學

軍陳随一之書 練武館蔵梓（詳細調査中）

988★武家必用甲冑着用早學（下）練武館蔵梓（詳細調査中）
989★鼇頭註解十八史略讀本

成瀬梯三郎 （詳細調査中）

990★増補正文章軌範評林 巻之三 （詳細調査中）
991★國史攬要 巻之十一 棚谷元善編纂 （詳細調査中）
992★高等小學書キ方手本 第三學年用上乙種 文部省 大正 2 年 4 月 7 日翻刻発行
993★尋常小學新定畫帖 第五學年男性用 文部省 明治 43 年 3 月 25 日発行
994★尋常小學終身書 巻六 児童用 文部省 大正 12 年 2 月 10 日翻刻発行
995★増補正文章軌範評林 巻之五 明治 28 年 4 月 15 日再版発行
996★中等國文讀本 巻七 落合直文編著 明治 30 年 12 月 30 日発行
997★宮本武蔵 繒本英雄●談 明治 19 年 8 月出版（詳細調査中）
998★改訂中等國語讀本 巻三 落合直文著 大正 2 年 12 月 8 日改訂再版発行
999★尋常小學國史 下巻 文部省 大正 15 年 11 月 14 日翻刻発行
1000★高等小學毛筆畫手本

男性用 第五學年 明治 38 年 10 月 19 日翻刻発行

