
【2015年度春季特別陳列展示資料目録】

Ⅰ　イントロダクション
№ 資料名称 時代 員数 所蔵者
1 足利尊氏御判御教書 建武3年（1336） 1通 歓喜寺
2 織田信長朱印状 天正4年（1576） 1通 個人
3 徳川吉宗書状 享保4年 1通 和歌山市立博物館
4 陸奥宗光書簡 明治時代 1通 和歌山市立博物館

Ⅱ　むらのくらし
№ 資料名称 時代 員数 所蔵者

参考 農耕図屏風（右隻） 江戸時代 6曲1双 和歌山市立博物館
5 祢宜村検地帳 慶長6年（1601） 1冊 個人
6 御検地帳写　禰宜村　元禄十年写 元禄10年（1601） 1冊 個人
7 海草郡和佐村大字禰宜全図 大正3年（1914年） 1鋪 和歌山市立博物館
8 山名寄帳写　禰宜村 文化13年（1816） 1冊 個人
9 覚（和佐山伐採樹木本数書上） 戌年 1通 和歌山市文化振興課
10 一札之事（和佐・小倉立会の山の定書） 元禄2年（1689） 1通 和歌山市文化振興課
11 来栖村地籍図 明治時代 1鋪 和歌山市立博物館
12 名草・那賀立合場絵図写 近世ヵ 1鋪 個人
13 小倉村和佐村立会人踏査実測図 近代 1鋪 和歌山市立博物館
14 小倉村大字金谷全図 近代 1鋪 和歌山市立博物館
15 来酉毛付前本計普請積帳 万延元年(1860） 1冊 個人
16 新破損留 文久2年（1862） 1冊 個人
17 宮井用水流路図 近代 1巻 和歌山市文化振興課
18 沙弥定宗屋敷畠寄進状 貞和2年（1346） 1通 歓喜寺
19 歓喜寺衆議定状 寛正6年（1466） 1通 歓喜寺
20 諸御用留帳 安永2年（1773） 1冊 個人
21 留帳　弐番 天保12年（1840） 1冊 和歌山市文化振興課
22 御触書 文化3年（1806） 1冊 個人
23 松島村七右衛門切殺候節諸事扣 安永2年（1772） 1冊 和歌山市文化振興課
26 免定 元禄16年（1703） 1通 和歌山市文化振興課
27 免定之願 元禄16（1703） 1通 和歌山市文化振興課
28 切支丹宗門改帳（一括） 江戸時代後期 10冊 和歌山市文化振興課・個人蔵
29 切支丹宗門御改帳　和佐組 弘化4年（1847） 1冊 和歌山市文化振興課
30 切支丹宗門御改人別印形帳　松島村 弘化4年（1847） 1冊 和歌山市文化振興課
31 就切支丹宗門御改帳　加納村 弘化4年（1847） 1冊 和歌山市文化振興課
32 送り一札之事 文政8年 1通 和歌山市文化振興課
33 御奉公人諸職調帳 寛政8年（1796） 1冊 個人
34 道巾改帳 享保13年（1728） 1冊 個人
35 挨拶心覚（巡見使） 天保9年（1837） 1冊 個人
36 里紫根作方伝授書扣 寛政12年（1800） 1冊 個人
37 紫縮緬小袖 江戸時代 1着 和歌山市立博物館

Ⅲ　まちのくらし
№ 資料名称 時代 員数 所蔵者
38 和歌山城下町絵図（複製） 安政2年（1855） 1鋪 和歌山市立博物館
39 家屋敷売渡証文 寛文12年（1672） 1通 個人
40 家屋敷売渡証文（裏側） 元禄13年（1700） 1通 個人
41 鷺森丁水帳写 江戸時代後期 2冊 個人
42 借家間取図 文政13年（1830） 1通 和歌山市立博物館
43 大立寺玄関等積り覚（見積書） 天保2年（1831） 1通 和歌山市立博物館
44 大工道具 近代 4個 和歌山市立博物館
45 若山出火御定之火消出人足半減ニ被仰付持出諸道等割府帳 寛延4年（1751） 1冊 和歌山市文化振興課
46 水火異死非常扣 文政6年（1823） 1冊 個人
48 町火消装束 江戸時代ヵ 1点 和歌山市立博物館
49 奥方火事場装束・頭巾（女性用） 江戸時代後期 1点 和歌山市立博物館
50 竜吐水 明治14年（1881） 1点 和歌山市立博物館
51 桶屋仲間由緒書 天保13年（1842） 1通 個人
52 質屋仲間御定書帳 文化14年（1817） 1通 個人
53 御触書（質屋仲間） 丑年（1713年・正徳3年ヵ） 1通 個人
54 質屋仲間鑑札 天保13年（1842） 1点 和歌山市立博物館
55 質屋店間取図 天保4年（1833） 1通 和歌山市立博物館
56 御蔵積り仕様覚扣（蔵建築見積書） 卯年 1通 和歌山市立博物館
57 日知録 明和8～文政8年（1771～1825） 1冊 個人
58 御用留 弘化2年（1845） 1冊 館蔵
59 湯治願写 寛政4年（1792） 1通 和歌山市立博物館
60 湯治願写 寛政5年（1793） 1通 和歌山市立博物館
61 湯治願写 江戸時代後期 1通 和歌山市立博物館
62 摂津名所図会 寛政8～10年（1796～8） 12冊 和歌山市立博物館
63 湯崎七湯之図 安政6年（1859） 1巻 個人
64 和歌祭行列絵図 江戸時代中期 1巻 和歌山市立博物館
65 和歌御祭礼増書 寛文5年（1665） 1通 和歌山市立博物館
66 和歌御祭礼御名代覚 天明4年（1784） 1通 和歌山市立博物館
67 和歌御祭礼御神事御発輿御帰国御用留 嘉永4年（1851） 1冊 和歌山市立博物館
68 和歌御祭礼ニ付御幕御長柄鑓御出し被遊候扣 天保2年（1831） 1冊 和歌山市立博物館
69 種姫婚礼行列図 江戸時代後期 1巻 和歌山市立博物館
70 種姫様御入輿勝手不如意につき倹約書付 江戸時代後期 1通 和歌山市立博物館
71 結納目録 文久3年（1863） 1冊 和歌山市立博物館
72 御忌服伺書御付札写 寛政元年（1789） 1巻 和歌山市立博物館
73 忌服につき届書例写 安永2年（1773） 1通 和歌山市立博物館



Ⅳ　川と海に囲まれて
№ 資料名称 時代 員数 所蔵者
74 口上書之覚など３通 享保11年（1726） 1巻 和歌山市立博物館
75 覚（関戸村水主客死につき医者礼金請求） 享保11年（1726） 1通 和歌山市立博物館
76 覚（関戸村水主客死につき、諸費用書上げ） 享保11年（1726） 1通 和歌山市立博物館
77 仕上候一札之事（塩津浦の船、塩飽諸島で座礁に付き） 文政9年（1826） 1通 個人
78 口上（次郎右衛門船、宇久井浦にて難破に付） 元禄12年（1699） 1通 個人
79 御船之私覚記 文化2年（1802） 1冊 個人
80 紀州漂流人西洋諸国聞書 嘉永6年 2冊 個人
81 鮓漬様書覚ならびに口上覚 江戸時代後期 1通 個人
82 覚（鮎鮓受取状） 江戸時代後期 1通 個人
83 粉河村庄屋次郎右衛門宛和歌山城台所方書状 江戸時代後期 1通 個人
84 水揚帳・木挽帳（吉野川・紀ノ川材木筏流し関係） 文政13・天保13年（1830・42） 2冊 個人
85 若山河面水道変遷之図 天和元年（1681） 1鋪 個人
86 文書箱（「鼠島畑諸控文書入」） 天保15年（1844） 1合 和歌山市立博物館
87 鑑札（作人手形・市右衛門） 江戸時代後期 1枚 和歌山市立博物館
88 年貢帳 癸未年（文政6年・1823年ヵ） 1冊 和歌山市立博物館
89 年貢帳 天保2年（1832） 1冊 和歌山市立博物館
90 鼠島絵図 江戸時代後期 1鋪 和歌山市立博物館
91 鼠島願書扣 寛保元年（1741） 1冊 和歌山市立博物館
92 乍恐奉願上口上 天保8年（1837） 1冊 和歌山市立博物館
93 百姓印形帳 天明7年（1787） 1冊 和歌山市立博物館
94 鼠島見知図 江戸時代後期 1鋪 和歌山市立博物館
95 和歌山港修築図 昭和9年（1934） 1鋪 和歌山市立博物館


