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凡 例

1 本目録には，備後国三谿郡灰塚村 松井家文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（200308）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。

【例】 55/1 → 200308／55／1

表　題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔　〕書きで

表記した。内容等で補記すべきものがあれば（　）で補った。集合形態をした

資料の内訳を示す場合には，頭に“ ◦”を付けた。

年　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（　）書きで表記した。

作　成 資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。多人数にわたるものは，

適宜「他○名」と略記した。

形　態 資料の形態を記した。

数　量 資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

広島県立文書館ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/


【文書群概要】

備後国三谿
みたに

郡灰塚
はいづか

村　松井
まつい

家文書 （請求記号 200308）

灰塚の教育家が使用・収集した教科書・和書・漢書。

出　所 松井家

出所地名 備後国三谿郡灰塚村／広島県三谿郡灰塚村／広島県三谿郡萩原村灰塚／広島県双三郡

萩原村灰塚／広島県双三郡三良坂町灰塚／広島市三次市三良坂町灰塚［現在］

分　量 72点

収蔵までの経緯 平成15年10月 9日，原蔵者より寄贈。

年　代 貞享 2年（1685）～大正14年（1925）

歴史（沿革／履歴等） 寄贈者の祖父豊一が松井家の婿養子となり，現在は松井を姓とするが，そ

れ以前は岡田姓であった。岡田家は，屋号が「しんや」（漢字不明）で，幕末期には布友（俳号，名前

は不明）が三谿郡灰塚村矢田で寺子屋を開いていた。このため，寄贈された和書には「三灰矢　布

友　蔵書　しんや」の蔵書印がある。また，松井豊一は双三郡萩原村立萩原尋常小学校の教員で，

退職後に自宅へ持ち帰ったのか，「双三郡萩原村立萩原尋常小学校印」の蔵書印もある。寄贈者の

父英之助は大正13年11月から昭和 6年 3月まで灰塚尋常高等小学校の校長を務め，その英之助の名

前の書込みもある。

松井家は，平成 6年に灰塚ダム工事のため立退きとなり，広島へ移転した。

内　容 幕末期に灰塚村矢田で寺子屋を開いた松井英太郎氏の曽祖父岡田布友（俳号）氏や，双

三郡萩原村立萩原尋常小学校などの教員を務めた英太郎氏の祖父松井豊一（とよいち，俳号布仙）氏

が収集した教科書・和書・漢書。

参考文献 『合併四十周年記念　三良坂町誌』（昭和48年）

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2015. 4.23記述／西村 晃）



備後国三谿郡灰塚村　松井家文書（200308）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 寺子読書千字文　全
※板本

天保 6 .正.再板 作者筆工葛西水玉堂，書林
葛西市郎兵衛寿梓

竪冊 1冊

2 校刻日本外史　平氏　一
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり，表紙に「三拾四号　正札五十五銭」の
貼紙あり

　 頼山陽 竪冊 1冊

3 校刻日本外史　源氏　北條氏　
三・四
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

4 校刻日本外史　楠氏　新田氏　
五・六
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

5 校刻日本外史　足利氏　七・八・
九
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

6 校刻日本外史　毛利氏　織田氏上
　十二・十三
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

7 校刻日本外史　織田氏下　豊臣氏
上　十四・十五
※板本，表紙に「四十銭」・巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

8 校刻日本外史　豊臣氏（中・下）
　十六・十七
※板本，裏表紙に「十二冊四十銭」・巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

9 校刻日本外史　今代（徳川氏一・
二・三）　十八・十九・二十
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

　 頼山陽 竪冊 1冊

10 校刻日本外史　（徳川氏四　二十
一）
※板本，題箋は「校刻日本外史　豊臣氏　十六・十七」，№8のはがれた題箋を誤って貼り付けたも
のか

　 頼山陽 竪冊 1冊

11 校刻日本外史　今代　二十二　止
（徳川氏五）
※板本，巻末に「十二本之内　村里蔵書」と書き込みあり

元治元.12.再刻 頼山陽，日本橋和泉屋半兵
衛外10名発行

竪冊 1冊

12 正文章軌範評林註釈　一
※板本，表紙に「松井」印あり

　 謝枋得批撰・李廷機評訓・
筑前福井掬補輯

竪冊 1冊

13 正文章軌範評林註釈　二
※板本，表紙に「松井」印あり

　 謝枋得批撰・李廷機評訓・
筑前福井掬補輯

竪冊 1冊

14 正文章軌範評林註釈　三
※板本，表紙に「松井」印あり，丁間に肥料代請取証1通（広
島県双三郡三良坂町尾関保七商店→灰塚松井様　大正14.
6 . 1）あり

　 謝枋得批撰・李廷機評訓・
筑前福井掬補輯

竪冊 1冊

15 続文章軌範評林註釈　一
※板本，表紙に「松井」印あり

　 鄒守益批選・焦竑評校・李
延機註閲・筑前福井掬補輯

竪冊 1冊

16 続文章軌範評林註釈　二
※板本，表紙に「松井」印あり

　 鄒守益批選・焦竑評校・李
延機註閲・筑前福井掬補輯

竪冊 1冊

17 続文章軌範評林註釈　三
※板本，表紙に「松井」印あり

　 鄒守益批選・焦竑評校・李
延機註閲・筑前福井掬補輯

竪冊 1冊

18 小学句読　巻之一～四
※板本

明治16. 3 .出版 後藤松陰先生訓点，大阪書
肆日新書館蔵

竪冊 1冊

19 小学句読　巻之五～六
※板本

明治16. 3 .刻成 訓点者後藤松陰，出版人大
阪塩冶芳兵衛，発売書肆大
阪松村九兵衛外2名

竪冊 1冊

20 小学日本歴史　巻中
※板本

明治15. 5 .出版 小中村清矩閲・石村貞一編
次・木沢成肅訂正，出版人
東京坂上半七

竪冊 1冊

21 新註古今和歌集講義　上
※刊，四つ目綴じ

　 増田于信・生田目経徳講述，
東京書肆誠之堂蔵版

竪冊 1冊
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備後国三谿郡灰塚村　松井家文書（200308）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

22 訂正中等国語新文典　二巻
※刊，四つ目綴じ

明治42. 3 . 1九版発行 高橋龍雄著，東京啓成社発
行

竪冊 1冊

23 新撰尋常日本読本　四
※刊，四つ目綴じ

明治25. 6 .17訂正印刷
再版

金港堂書籍株式会社編輯所
編輯，金港堂書籍株式会社
発行

竪冊 1冊

24 尋常小学国語読本　三
※刊，四つ目綴じ

　 　 竪冊 1冊

25 尋常小学国語読本　四
※刊，四つ目綴じ

明治34. 6 .20修正四版
発行

西沢之助編，国光社発行 竪冊 1冊

26 小学校用理科上篇　物理篇
※板本

明治20. 8 .12 平賀義美著，普及舎発兌 竪冊 1冊

27 万国地誌略
※板本

　 師範学校編輯，文部省 竪冊 1冊

28 小学初等科算術書　巻三
※板本

明治18. 1 .20再版御届 著者浅井馨外3名，広島書
林松村書房

竪冊 1冊

29 伊都岐嶋八景　中
※板本，見返しに「布友什物」と書き込みあり

　 　 竪冊 1冊

30 算法天元録　上
※板本，表紙に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学
校印」，巻頭・巻末に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり，
裏表紙は人物デッサンの画用紙を再利用して後から付け
替えたもの

　 西脇利忠編輯・中井就勝・
由良貞明同校，平安書林水
玉堂

竪冊 1冊

31 算法天元録　中
※板本，巻頭・巻末に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学校印」・「三灰矢　布友蔵書しんや」
印あり

　 　 竪冊 1冊

32 算法天元録　下
※板本，巻頭・巻末に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等
小学校印」・巻頭に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり，
裏表紙は人物デッサンの画用紙を再利用して後から付け
替えたもの

正徳乙未（5）. 京姉小路堀川中川茂兵衛・
同弥兵衛蔵板

竪冊 1冊

33 算法天元指南　一
※板本，巻頭・巻末に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学校印」・「三灰矢　布友蔵書しんや」
印あり

元禄11. 3 .序 佐藤茂春撰 竪冊 1冊

34 算法天元指南　二
※板本，巻頭に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学校印」・巻頭・巻末に「三灰矢　布友蔵
書しんや」印あり

　 　 竪冊 1冊

35 算法天元指南　三
※板本，巻頭・巻末に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学校印」・「三灰矢　布友蔵書しんや」
印あり

　 　 竪冊 1冊

36 算法天元指南　四
※板本，巻頭・巻末に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学校印」・「三灰矢　布友蔵書しんや」
印あり

　 　 竪冊 1冊

37 算法天元指南　五
※板本，巻頭・巻末に「広島県双三郡萩原村立萩原尋常高等小学校印」・「三灰矢　布友蔵書しんや」
印あり

元禄11.孟春 雒陽書肆田中庄兵衛寿梓 竪冊 1冊

38 和文読本　巻一
※板本，表紙に「松井」印あり

明治18. 8 .18再版御届 編輯出版稲垣千頴・東京普
及舎・奎文堂発兌

竪冊 1頴

39 和文読本　巻二
※板本，表紙に「松井」印あり

明治18. 8 .18再版御届 編輯出版稲垣千頴・東京普
及舎・奎文堂発兌

竪冊 1頴

40 和文読本　巻三
※板本，表紙に「松井」印あり

明治18. 8 .18再版御届 編輯出版稲垣千頴・東京普
及舎・奎文堂発兌

竪冊 1頴

41 和文読本　巻四
※板本，表紙に「松井」印あり

明治18. 8 .18再版御届 編輯出版稲垣千頴・東京普
及舎・奎文堂発兌

竪冊 1冊

42 日記帳
※№42～72は2007. 4 .28追加受入分

明治32. 1 . 5 松井氏 小横半 1冊

43 大正のしからみ 　 　 ノート 1冊
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備後国三谿郡灰塚村　松井家文書（200308）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

44 雪中行軍遭難乃歌
※刊

明治35. 2 . 信陽思堂学人（序）・大阪府
天王寺中学校教諭上野道之
助作歌・大阪府中之島高等
女学校教諭妹尾繁松作曲

小竪冊 1冊

45 万国地誌略 巻一
※板本

　 東京小石川大門町青山清吉
外16名

竪冊 1冊

46 〔俳句集〕
※表紙に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり

　 　 横長 1冊

47 〔俳句集〕
※表紙に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり

安政 4 . 　 横長 1冊

48 〔俳句集〕 　 　 横長 1冊

49 〔小倉百人一首写〕
※写

　 　 竪冊 1冊

50 四季乱題点取句集
※表紙に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり

慶応元.秋 　 横半 1冊

51 〔俳句集〕
※表紙に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり

　 　 横長 1冊

52 九州神社参宮記 明治 3 . 5 .29写 　 竪冊 1冊

53 万筆記帳 　 　 小竪冊 1冊

54 〔小倉百人一首写〕
※写

　 　 竪冊 1冊

55 偏氏教育趣義・作文科教授法合綴
※ 2冊合綴，表紙に「布五」とあり，「松井」印あり

　 　 綴 1綴（2冊）

55/1 ◦ヘルハルトノ教育趣義（独逸ノ
哲学大家）

　 広島県尋常師範学校教諭和
田繁太郎先生口授岡田豊一
筆記

竪冊 （1冊）

55/2 ◦作文教授法
※刊

　 　 竪冊 （1冊）

56 〔芸備日日新聞社募集短歌集〕 明治35. 　 横半 1冊

57 和文典語格要覧　全
※表紙に「布壱」とあり，「松井」印あり

明治27. 8 .下旬 広島尋常師範学校教諭和田
繁太郎先生口授

竪冊 1冊

58 曹洞常用諸経集
※表紙・裏表紙2枚のみ

　 　 一紙 1点

59 曹洞常用諸経集
※写

大正 5 .写 倉冨作人 竪冊 1冊

60 ［　］節用集
※板本

　 　 竪冊 1冊

61 本朝諸社一覧
※板本

　 　 小竪冊 1冊

62 新版改正をたまき大成
※板本，序部分に「三灰矢　布友蔵書しんや」印と「布友什物」と書き込みあり

　 　 小竪冊 1冊

63 類題発句集　夏部
※板本，表紙・裏表紙に書き込み多数，見返しに「布友什物」と書き込みあり

　 　 小竪冊 1冊

64 諸社一覧 第八
※板本，巻頭・巻末に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あり

貞享 2 . 8 .吉 江府新草屋両替町西村半兵
衛外1名板行

小竪冊 1冊

65 類題発句集　秋部
※板本，表紙に「秋」・見返しに「布友什物」と書き込み，巻頭に「三灰矢　布友蔵書しんや」印あ
り

　 　 小竪冊 1冊

66 類題発句集　冬部
※板本，表紙・裏表紙に書き込み多数，目次に「三灰矢　布友蔵書しんや」印・「布友什物」と書き
込みあり

　 　 小竪冊 1冊

67 俳諧暁山集
※板本

　 　 小竪冊 1冊
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備後国三谿郡灰塚村　松井家文書（200308）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

68 類題発句集 春部
※板本，裏表紙と見返しに「布友什物」と書き込みあり

　 　 小竪冊 1冊

69 NEW IDEAL COURSE（英文
法）
※刊

大正14.12.22発行 著作者深沢由次郎・帝国書
院発行

竪冊 1冊

70 類題発句集 雑部
※板本，見返しと裏表紙に「布友什物」と書き込みあり，巻頭・巻末に「三灰矢　布友蔵書しんや」
印あり

安永 3 . 3 . 書肆橘屋治兵衛外3名梓行 小竪冊 1冊

71 今人千題発句集
※板本，見返しに「矢田布友」と書き込みあり

　 方円斎梅室撰，東都書肆万
笈堂蔵梓

小竪冊 1冊

72 諸社一覧 第三
※板本，目次部分と巻末に「三灰矢　布友蔵書しんや」印，巻末に「矢田岡田豊一」と書き込みあ
り

　 　 小竪冊 1冊
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