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高木俊輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

坙{史研究において日記史料の活用の必要性が指摘されたのは，それほど新しいことで｝ま

なく，とぐに明治維新の中心的政治家や近現代日本の著明な思想家についても，その日記を

素材とした研究成果は少なくない。また，近年の彩しい数にのぼる県史，市町村史誌や個人
全集，単行本の中にも，日記史料の刊行がすすんでいる。私は，幕末から明治期の農民や在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与

?ﾌ知識人の意識や認識の問題を考察していきたいと思うている。こうした問題関心から，

焦点を農民および在野停知識人の手になる日記史料におくのだが，こちではその周辺の刊行

日記史料について，ひととおりの目くばりをしておきたい。幕末から明治期というほぼ19世

紀にあたる時期の日記史料には，公卿関係，政治家関係，志士関係が多く，むしろ今までは

この面における研究成果が多いのである。

公卿関係では，『日本史籍協会叢書』に所収されているものだけでも，『朗彦親王日記』

『一条忠香日記』『岩倉具視日記』『i押小路甫子日記』『勧修専経理百記ゴ『嵯敵爽愛日記』『申

山績子日記』『中山忠能日記』『万里小路日記』などがある。同じ『日本史籍協会叢書』で政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’｡家関係をみれば，『安達清風日記』r大久保利通日記』『木戸孝允日記』r伊達宗城在京日

記』『広沢真臣目記』などがあり，．関連したものでは『中根雪江日記』（「丁卯日記」「戊辰日

記」）r佐女木高行日記（原題・保古飛呂以）』嘲などもある。一方，幕府側の政治家のものとし

ては，『海舟日記』『川路聖護日記』『堀田正睦同記』などがあり，『日本史籍協会叢霞』に所

収め『維新日乗纂輯』に所収分を入れると，かなりな数になる。政治家関係では，近代史関

係で個人の全集の刊行が相ついでいるが，その中で日記が所収されているもめを若干挙げれ

ば『田中正造日記』・r原敬・日記』などがあり，‘20世紀に入ればr石井十次目誌』r湛山日記』

ヤ宇垣一成日記』r木佐木日記』．『木戸幸憎日記』、『関一日記』『寺内正毅目誌』r本庄繁日記』

など数多．くある。ざらに，志士関係の．日記をみると，・今便宜的に東京大学出版会により刊行

されたr日本史籍協会叢書』のr維新日乗纂輯』と『野史台維新史料叢書』所収分，r続日

本史籍協会叢書』に入った『史籍雑纂』に所収分だけでもi第1表のように20に・及ぶ。これ

に伝記や単行本に所載された日記を加克るとかなりな数になる。　’　　　　、

ところで，藩政史料を扱ってみると，そこには多くの日記史料がある。1藩政を日々記録し

たもの濾ら財政日記のようなものまで，．日記，という名称を冠した史料はかな、り多くある。藩

主日記，藩老（家老）日記，藩士日記，藩日記，’動用弓役用向二日記・役中日記，在勤日記，

在邑日記，在番中日記，表日記，御勝手方日記，御元方日記，近習日認など藩関係日記は多

いが，ここでは信州松代藩の真田家文書から日記の名のついた史料の見出しのみをあげてみ

よう（『史料館所蔵史料目録』第28集｝1978）。
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第1表

・　記　名　｝出身1繊年次1典拠
伊知地貞馨；紹述編年 藍摩藩 安政5ん慶応元 史籍雑纂4

伊藤和義日記 高知藩 文久3～元治元 日　　乗4

久坂玄瑞；江月斎日乗 長州　藩 安政6～元治元 日　　乗1

酒井孫八郎日記 桑名、藩 明治元～明治2 日　　乗4

佐久間象由；公務日記 松代藩 元治元 野史台
品川弥二郎日記 畏州藩 慶応2～慶慈3 日　　乗2

関鉄之介日録
水戸藩　㌧

安政5～文久元 野　史　台

千屋栄；再遊筆記 高知藩 文久2～文久3 日　　乗工

土屋矢之助；遊肥日録 長州　藩 文久2 野　史　台

寺村左膳日記 高知藩 慶応3 目　　乗3

申岡慎太郎；海西雑記・行行笹記 土　　　佐 元治元～慶応3 史籍雑纂5

南部窺男；七生日録 高知藩 元治元 日　　乗1

泰林親日記 久留米幕 明治元 日　　乗3

半田門吉；大和戦争日記 久留米藩 文久3’ 日　　乗3

樋口真吉；遣倦録 高　知藩 文久元～慶応3 日　　乗1

平井収二郎；隈山春秋・帰南日記 高　知藩 文久2～文久3 史籍雑纂5

真木直人日記 筑　　後 元治元～明治2 日　　乗2

水野丹後手記 久留米藩 元治元～慶応2 日　　乗2

美玉三平；渓間日乗 薩摩藩 文久3 日　　乗3

宮部鼎蔵手記 肥後藩 文久3～元治元 日　　乗2

松代真田家日記

家老日記・学校日記・武芸掛日記・表御用人日記・御目付日記・・郡奉行日記・御勘定所元

〆日記・御勝手方日記1・御元方日記・御余慶方日記・籾方掛，日記・御金掛日記・御宮見廻

役日記，寺社方日記・足軽奉行割番日記・水道御役所日記・御武具方日記・表御納戸日記・

御徒士頭日記・木戸掛日記・執政日記・公用方日記・松代藩庁日記・軍事方日記・監察方

日記・租税方日記・計政局日記・会計方日記・計監方日記・支配監使日誌・郡政局日記・

郡政民事庶務方日記・職事係日記・御側御納戸日記・御部屋御側御納戸日記・御裕筆問日

記・御側預り日記・貞松院様御側日記・御次日記・近習日記・御部屋番日記・御膳番御刀

番日記・，御守役日記・御奥支配日記・御奥元〆日記・・御奥御手本日記・真晴院奥日記・御

料理所日記，等々　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　一

．このように藩関係日記は，隔彪大な量にのぼる。．

さらに日記史料をみていくと，旅行記・旅日記（紀行）・参詣日記・参宮日誰・道中日記・

参府日記・・渡航日記・航海日記・船中日記・渡来日記・探検目記・出陣日記・従軍目記とい

らた一群の日記がある。また，俳譜日記・歌日記・祭日記・祭祀日記・造営日記彊宮日記・

神事供奉日記・網鋤行日記といった類の日記もある自これらの詳細に立ち入る余裕はない

が，幕末から明治期という時期限定をしても，さまざまな日記が存在することが明白になっ

た。　　　、　　　　　　　’

さて，本稿が目的としている農民あるいは在野知識人の日記についてであるカ㍉、旧記史料
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としては今まで活字化されることが最も立ち遅れてきた分野である。本研究で求めているの

は，村に生き，村落生活を具体的に書き記した日記であるが，つぎに農村史料の中にみえる

日記という名のついた記録について若干の考察を加え，本稿にもう少し限定を加えていきた

い0

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

@　　レ

@長野県東筑摩郡朝日村は，近世期の古見村・小野沢村・針尾村と西洗馬村が合併して出来

た村である。この地域は，元禄期より高遠藩の飛地支配にくみこまれ，明治維新を迎えた。

この飛地であったことが1つの要因となり，これまで研究調査の対象とされることが少なか

った。そのためか，幸いなことに近世史料の散逸を免かれてきたので，農村史料としては良

質な史料群を提供してくれることになった。朝日村史編纂がすすめられている現在，その都

合上村内の重要な家の史料は，整理されて村史編纂窒にまとめて保管されている。その中か

ら古見村を中心として数軒の日記史料について検討を加えておきたい。検討は古見村に限定

したが，いわゆる日記という名称がつけられた農村史料の中味について考察しながら，本稿

が検討の対象とする目記卑料の性格を明らかにしていきたい。

古見村において，日記という名称のついた史料は何種類かある。第一の種類としては，実
●　　　●

質的に金銭出入帳・大福帳の内容をもつものである。「歳内出入日記帳」（武田栄市家），「大
◎　　　畢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　■

福日記覚帳」（武田誠家），「年内出入日記（控）帳」・「当座出入日記帳」（上条雄三家），「当座
・　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　■

出入日記帳」・「当座日記帳」・「大福日記帳」（上条清一家），「万日記帳」（武田実家）などで

ある。「歳内出入日記帳」は，天保14（1843）から安政5年（1858）の間の4冊と，昭治24年

G891）1から同38年までの抵ぼ毎年の14冊がある。内容どしては，昂武田栄市家のば出費明細

であり，高遠行や伊勢参宮記瑛，質物取揚や小作籾収納まで記すが，期治前半期には文宇通

り「金銭出入帳」・「大福帳」という名称がつけられている。「大福日記覚帳」は，文化8年

（1811）から明治2年まで，ほぼ毎年残されている。内容としては，田年貢・畑年貢（とも

に籾納），金銭の貸付（利貸し），薪・白大豆・籾などの現物貸し，預り金，日雇覚，無尽掛

金など経営一般にわたり，大福帳と同じ内容といえよう。

「年内出入日記帳」・「当座出入日記帳」は，文政12年（1829）から明治4年までの閻・2・・

3年を欠くのみでまとまっているが，金銭出入帳と同内容である。天保期でみると，1・金

銭出方（支払方），1．請取方・払方，1．田方預分，1．金銭預方，1ボ金銭入方・小作年

貢下り，1．耕作取ケ附（御年貢），1．穀物挽方，1．車屋仕送，1．種物入方，工．薬種
屋，1．田畑手作分，1．穀荷物，1．日雇などの項目によって寵入されている。「当座出　　　　　　　　　　　　　　　　「

入日記帳」・「大福日記帳」もまた金銭出入帳である。幕末期のものでみると，1；諸入用

1．節季市買物，ユ．御年貢諸懸り，ユ．’ ｳ尽掛，1．諸色取方，1」蚕仕入諸雑用，1・

　　　　　　　　　　　　　　　　イﾝ付出入，1．御払米、1．御仕送り出金，1．御用伝馬，1．穀物売買，1・奉公人，1．

諸職人・日傭人ド1・炭面出，’1・炭売掲，∵1」・畑方種図享，工・”苗代田抵一1・一御年貢田

畑預方，1．畑小作預，1．手作分，1．石垣諸入用，1．諸勘定差引，1．桑，工・酒屋

1．搬屋，1、無尽勘定記などの項目がある。明治か墜昭和期まで，ほぼこのような形式で

っつく。なお「万日記帳」は，’天保6年（1835）乏同16年の2冊で，内容は金銭出入メモで

あり，その後半部分に1．普請仕入覚，1．秋作取分，1．俵わけ方之覚，一などを含む。そ
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して明治4年には，「金銭出入日記帳」という帳面になっている。

日記と名のつく帳面の大部分が金銭出入帳かそれに近い内容のものであり，古見村におい

ては，いわゆる日記・日々雑記帳はほとんどみられなかった。ただ上条雄三家文書には「公

私用日記」・「公私要用日記」が2，3あった。古見村でなく隣の小野沢の三村孝道家文書に

は，文政5年（1822）の「年内目記帳」，慶応2年（1866）以後の「万日記」が，1日ごとに

記述のある日記帳である。

今までの検討から，近世の村方史料において「日記」という名称がつけられていても，多

くの揚合が金銭出入帳であったり大福帳であったこと，家にかかわる私的部分を多く記入す

る目記帳は少ししか残されていなかったこと，をみてきた。私が日記帳あるいはそれに騨似

した史料に求めているのは，村落情勢，生活史にかかわる内容，また家｛P私的部分の動きま

でを書き記したものである。こうした史料は，なかなか残されずに破棄されたか，プライバ

シーにかかわるものとして公開することを避けてきたきらいがある。幸いにして，最近の市

町村史誌や個人全集に日記史料が含まれるようになうてきたことは先にもふれたが，以下で

は，これからの日記史料研究の庭めの前提的作業として，現在までに刊行された日記史料に

関するリストを提示しておきたい。未刊の日記史料についても調査中であるが，この点のま

とめは後の課題としておきたい。

〔付記〕　この小稿は，昭和61年度科学研究費補助金（一般研究C）ならびに三島海雲記念

財団学術奨励金による研究の一部である。記して謝意を表するしだいである。

・農民日記関係（既刊分）表

鍛記引　日記名　隊載斜　摘　　　要
相沢菊太郎　　相沢日記（「漫筆草紙」）明治18～昭和37　原本55冊相沢栄久刊1965

公新1聾，1983．

　　　　　　　占ﾂ木久兵衛　　青木久兵衛日記（抄）　慶応3～明治30　原本54冊　妓阜大学教育学部『郷土資
（美濃国厚見郡下佐波村）1　　　　　　　（1867）（1897）　料』11～13，16，ユ7，1980～82，85，

86．

飯田町組頭　　飯田町組頭日記　　　　文化年間～天保年原本20冊『新編伊那史料叢魯』5歴史
（信濃国伊那郡飯田）　　　　　　　　　間’　　　　　　図雷社・197臥

石　川　喜兵衛他石川旨記　　　　　　享保5～　　　　八王子郷土資料館『資料シリーズ』18
（武蔵国多摩郡上椚田村）’　　　　　　　（1720）　　　　　～　，1979｛》

至武轟轟奈瀞麟　　瀞轟蔽鵠弊蘭醗讐『蜘5・6・
市　　川　　家　　市川家日記　　　　　　安政6～明治30　　『青梅市史史料集』第10集，1969．
（武蔵国多摩郡小曽木村〉』　　　　　　（1859）1く1897）

稲・東　　家　　稲束家日詑　　　　　宝暦6～昭和18　原本176冊　池田市史編纂委員会『池
（摂津国豊島郡池田村）　卜　　　　　　　（1856）（1943）　田市史・史料編』4．5．6巻，1980
亨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83，　86．

色川　三　中　　片葉雑記　　　　　　嘉永6～安政2　　申井信彦『片葉雑記』・慶文社，1986．
（常陸国新治郡，土浦町）　（「色川三中黒　　（1853@　　　　　　七船風聞日記」））・（1856）　　　　’

　　田　牛五郎　一大福寿宝帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治19～明治27　牛五郎日記研究会既刊5冊・．1980～宇（武蔵国多摩郡袷原村）（通称「牛五郎日記」）　（1886）（1894）　　85．

内　山　真　胞　　内山真龍目記　　　　文化9～文政4　　＊小山正『内山真認の研究』1979．復
（遠江国豊田郡大谷村）　　　　　　　　　（1812）（B21）」　刊，
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筆記劃　日記名　i所載年i　摘　　　要
遠藤荘八郎　　遠藤荘八郎日記　　　　嘉永2～明治37　　＊松永昌三紹介，r静岡県近代史研究』
（伊豆国田方郡下狩野村）　　　　　　　　（1849）　（1904）　　2，1979．

大久保七郎左衛門　大久保日記　　　　　弘化3（1846）～安　佐野俊正編『真菅日記』上，19密，
（下総国結城郡菅谷村）　　　　　　　　政2，文久2～4，筑波雷林

慶応2～明治3　　＊岩田みゆき「下総国結城郡菅谷村大
（1a70）　　久保家の人間関係について」（ギ歴史

，　　　　と民俗」1）1986．

大　沼　勝　治　　大沼圓記　　　　　　　天保；1～明治32　　『駒ケ根市誌纏纂紀要』4内、1986～
（信濃国伊那郡赤穂村）　　　　　　　　（1840）（1899）　　　　　　　　　　　　　　　、

大　原　幽　学・　大原幽学日記　　　　　天保4～天保13　千葉県教育会『大原幽学全集』1943．
（下総国香取郡　　（道の記，性学日記，　（1833）（1842）
ｷ部村）　　　　その他）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

大脇　兵右衛門　　年内諸亦目記帳　　　　文政9～明治3　　＊島崎藤村「大黒屋日記抄」（『島崎藤
（信濃国筑摩郡馬　（通称「大黒屋日記」）　（18f6）　（1870）　　村全集』15巻，筑摩雷房，1968）・、

籠村）　　　　　　　　　　　　　　’

緒方洪庵　　洪庵日記　　　　　　嘉永6　　　　　緒方富雄『緒方洪庵伝』，岩波雷店，
㈱国→大坂） ﾓ丑年中’日次之（1853）　　194a

小山田与清　　相馬日記　　　　　　支政元　　｝　　口語訳『相馬日記』，筑波魯林，1983．
（高田）・（武蔵国多摩郡小山田村）　　　　（1818）　’・｝　　　　　　　　噛‘

川　合小梅　　小梅日記　　　　　　闇嘉永2、4～6，　東洋文庫『小梅目記』1～3，平凡社，
（紀伊国和歌山）　　　　　，　・　　　安政6，万延2，　1974、　　・
@　　　　　　　　　　　　　　，　　文久4，元治2，
@　　　　　　　　　　　　　　　　　慶応3，明治9～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11詠3～16，18
@　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
｣大藩）築江言日羅鋸）　　糧）　導番謝r焔訥脚』下193a　　　　　　　　　　　　　　　▼

清川　八　郎　　清川八郎日記　　　　　天保1～文久2　　山路愛山『清川八郎遺著』1913．
（出羽国東田川郡清川村）　　　　　　　　（1830）　（1862）

黒　沢覚蔵r　黒沢覚蔵覚書　　　　安政5　　：　　　日本史筆著協会編『維新日乗纂輯』1・
（常陸国那珂郡石神村）　　　　　　　　（1858）　　　　1925．

小　島　政則　　小島日記　　　　　　天保7～大正10　小島日記研究会『小島日記一28」，小島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料館｝ユ984．　　　　　　　　　、（武蔵国多摩郡小野路村）　　　　　　　（1836）（1921）

小　谷　三志　　小谷三志日記　　　　寛政11～文化3，　r鳩ケ谷市の古文雷』8，9，10集
（武蔵国足立郡鳩ケ谷）　　　　　　　　文化4～6♂　　　1983，81，85．

文化7～文政10　　　　　，一　　　　　　曜

小谷　雄右衛門　　白池庵木居延命録　　　万延工～明治2　　富尾敬三編『白池庵木居延命録』渓水
（安芸国沼田郡大塚村）　　　　　　　　　（1860）　（坦69）　社，1986．

小　宮　保次郎　　小宮保次郎日記・　　　明治14～明治22　大畑哲編『神奈川の自由民権』動草秘
（相模国愛甲郡下川入村），　　　　　　　（1881）　（1889）　房」王984．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L此

･枝柳右衛門　　志天之日記，覇中浮草安政7～文久2　　野史台『維新史料叢醤｝』18・197al
i薩摩国鹿児島郡谷山郷）　　　　　　　　（1860）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（1862）

嘩轟鷲毛呂瓢遜行目記糧う饗麟）櫻棄蟹』「讐騨騨辮ll要
斎藤　月　寄　　斎藤月界日記　　　　文政13〔r明治8　　＊森銑三『斎藤月寄日記妙』汲古雷院
@　　　　　　　　，、　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ830）　　（1875）（江戸神田難子町）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1983．．

指　田　茂十郎　　指田家日記　　　　　文化2～明治25　　『羽村町史史料集』第12集・1984・

i武蔵国多摩郡羽村）　，　　、　　　　　（1805）（1892）　　　　　　　　　　　　、

i麗江直西遊日記一　　文佃・　　躰古典全集r醸醜日細・9舘
（江戸）　　　　　　　　．，、　　　　　　（1811）、　　　　　　　　、

柴　田　収蔵　　柴田収蔵日記　　　　　天保13，1御弘化小木町史刊行委員会『柴田収蔵日記』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3㌘5，嘉永3，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971．（越後国佐渡宿根木村）　　　’，

！り　’安庫3（聯）　　　　　　　・．
塗武轟玉嘉）浄国寺暖．ご禿欝晦齢）『岩槻市魑世史糊9811、，
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筆託劉　日記名　械載剣　摘　　　要
白　石正一郎　　白石正一郎日記　　　安政5～明治11　下闘市教委『白石家文雷』，国窃刊行会
（長「電「」国赤間関竹自奇）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1818）　　（1878）　　　1981．

＊圓本史籍協会『維新日乗纂輯』1，1925，

菅　江真澄　　菅江真澄日記　　　　天明1～文化11　　『菅江真澄全集』未来社
（三河国渥美郡牟呂村）　　　　　　　　　（1781）Q814）　　『秋田叢轡』別集，菅江真澄集

鈴木平九郎　　公私日記　　　　　　天保8～安政4　　立川市教育委員会『公私日記』20冊，
（武蔵国多摩郡紫崎村）　　　　・　　　（1837）（1857）　1972～83．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

ｬ口　藤右衛門　　関口日記　　　　　　文化3～明治34　横浜市教育委員会『関口日認』26価
（武蔵国橘樹郡生安村）　　　　　　　　　（1806）　（1901）　ユ871～85．

銭屋五兵衛　　銭屋五兵衛日記　　　　文政9～嘉永5　　若林魯三郎編『年肉留』，法政大学出版
（加賀国石川郡　　（「年k留」）　　　　　（1826）　（1928）　局，1984．

宮腰浦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

専　　称　　寺　　事林日記　　　　　　元文3～明治8　　『山形市史』史料編2，3，197L
（出羽国村山郡山形）　　　　　　　　　　（1738）　（1875）

商木熊太　　高木熊太日記　　　　天保6～明治23　　『熊本県史料集成』9，（国雷刊行会
（肥後国山鹿郡岳問村）　　　　　　　　　（1835）（1890）　復刻，1985）

滝　口　　家　　名主日記　　　　　　安永2～安政2　　『御殿場市史史料叢轡』2，ユ977．
（騎河国駿東郡山之尻村）　　　　　　　　（工773）　（1855）

　　　　　　　　　　　　　凸黶@沢　焉i琴　　馬琴日記　　　　　　文政9～嘉永1　　『馬琴日記』中央公論社，1973，78．
、（江戸深川）　　　　　　　　　　　　　（1826）（1848）

田　中　正　造　　田中正造日寵　　　　　明治3～大正2　　『田中正造全集』9～13，岩波雷店，
（下野国安蘇郡小中村）　　　　　　　　（1870）（1913）　1977．

田　中　千　弥　　田申千弥日記　　　　嘉永3～明治31　　『田中千弥日記』埼玉新聞社出版局，
（武蔵国秩父郡吉田町）　　　　　　　　　（1850）　（1898）　1977．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｺ　林光平　　南山踏雲録　　　　　文久3　　　　　　『伴林光平全集』1944，
（河内国志貴郡林村尊光寺）　　　　　　（1863）　　　　　『維新日乗纂輯』3，野史台『維新史

一　　　　　料叢書』8ボ

永審　定　群　　高関堂日記　　　　　文政12～明治18　　『高関堂日記』鹿島出版社，1972．
（播磨国輯保川町新在家村）　　　　　　（1829）（1885）

中　原嘉左右　　中原嘉左右日記　　　　慶応4～明治27　　『申原嘉左右圓記』12巻，西日本文化
（豊前国小倉）　　　　　　　　　　　　　（1868）　（1894）　協会，1970～77．

中谷徳恭　　中谷徳恭戸長日記　　　明治6～明治10　　『大阪市史史料』5，大阪市史料調査
（大阪市）　　　　　　　　　　　　　（1873）（1877）　会，1982．

中村平左衛門　　中村平左衛門目配　　　文化8～慶応2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『中村平左衛門日記』4冊．（1～4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1811）．（1866）　北九州市立歴史博物館，1982～85．

：二　　宮　　尊　　徳　　　　二宮尊徳日記　　　　　　　　　文政5～安政4　　　　　『二：宮尊徳全集』　3，　4，　5，　1931．

（相模国足柄上郡栢山村）　　　　　　　　（1822）（1857）　（復刻；1977）

根　岸　仁　輔　　根岸日記　　　　　　万延1ん文久2　　＊埼玉県公文書館
（武蔵国大里郡吉見村）　　　　　　　　（1860）（1862）

野城広助　　野城広助日記　　　　文久2～文久3　　＊岩田みウき「幕末における一草葬の
．（上総国市原郡山田橋村）　　　　　　　　（1862）μ863）　　軌跡」（『東国畏衆史』10，1984）
野　田　家　　　野田家日記　　　　　安永1～安政5　　三好不二雄・三妊嘉子『野田家日記』，（肥前国小城郡牛津町）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1772）（エ858）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本文化協会，1974．

畑　　　柳平　　不如学斎割記　　　　天保6～天保10　＊多治比郁夫「資料紹介」（『大岐府立
（京都室町←美濃国方県郡御望村）　　　　（1835）．、（1839）　　図雷館紀要』5，1969＞

畠　山武兵衛　　中振村役人日記　　　　天保9，文久2，　『枚方市史資料岨4～7集，1980～83
（河内国茨田郡中振村）　　　　　　　　　明治3｛ノ27（1894）　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　　　　　林勇蔵日記　　　　　天保11～文久4林　　　勇蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申山口大学盤学部蔵（周防国小郡宰判仁保津）　　　　　　　　（1840）《1864）　　　　　　1

樋　ロ　真吉　　遣催録　　　　　　〒文久1～慶応3　　日本史籍協会本『維新日乗纂輯』1，
（圭佐国幡多郡中村）　　　　　　　　　　（1861）　（1867）　1925．

㌔墨議胤鰍舗　　　茎欝穐塁）翻蝉細鰍碗六甲賜
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筆記司　日記名械賊剣　摘1　　要
灘国購府中講七飾記　鴨y嬰臨黙禦比關七重郎剛府中

嘆轟舗日田ヂ醜荘日記　飛競釜晶）轟幣欝1麟聯㈱』全

犠国舗日田騨窓日記　等櫨y穐）評窓蜘日田聴輪1925～
藤岡屋　由　蔵　　藤岡屋目記　　　　　文化1～慶応4　　＊吉原鍵一郎『江戸の憎報屋』日本放（須藤）　　　　（江戸外神田）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1804）（1868）　　送出版協会，1978．

藤野　　　斎　　征東目記　　　　　　慶応4　　　　　仲村研他編『征菓日記』国搬刊行会，
（丹波国桑田郡山国庄辻村）　　　　　　　（1868）　　　　　1980．

犠国響川幕宝坂欝張　　　讐紛謡あ翻器野さん獺会『澱燃日
古橋　源六郎　　古橋日記　　　　　　天保12，慶応1～　＊高木俊輔「轟末政情と豪農」（『徳川（三河国設楽郡稲橋村）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1865）　　林政史研究所・研究紀要』昭和51年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和3

（1928）　　　　　度）

星野岩吉　　星野日記　　　　　　明治19～明治30　　『星野日箆』厚木市教育委員会，19B2．
（相模国愛甲郡金田村）　　　　　　　　　（1886）（1897）

星野　半右衛門　　星野半右衛門日詑　　　嘉永5～明治13　　『志木市史』別編，1985．
（武蔵国足立郡引又）　　　　　　　　　（1852）（18巳の

稟木和泉守　　真木私泉守日記　　　天保15～文久3　　『真木和泉守遺文』，1913．
（筑後国久留米）　　　　　　　　　　　C844）（1863）

松　尾多勢子　　旅のなくさ・都のつと　文久2～文久3　　『下伊那郡誌資料』中，歴史図書社，
（信濃国伊那郡山本村）　　　　　　　　　（1862）（1863）　1979．

松　崎　僚　堂　　嫌堂回麿　　　　　　文政6～弘化1　東洋文庫『嫌堂日暦』，平凡社、1970～
（肥後国益城郡木食村）　　　　　　　　　（1821）　（1844）　83．

松　田　秀次郎　　鞍掌日記　　　　　　慶応4～明治2　　『越佐叢書』10，野勘出版，1976．
（越後国蒲原郡坂井村安田興野）　　　　　（1868）　（1869）

宮　部　鼎　蔵　　宮部鼎蔵手記　　　　　文久3～元治1　　日本史籍協会『維新日乗纂輯』2，
（肥後国益城郡田誠村）　　　　　　　　　（1863）　（1864）　1925・

桃　井　可　堂　　帰郷日録　　　　　　文久3　　　　　塚越停春『可堂先生亦蹟』1913・
（武蔵国榛沢郡北阿賀野村）　　　　　　　（1863）

守屋舎人　　守屋舎人日帳　　　　文政8～明治4　秀村選三校註『守屋舎人日帳』，文献出
（大隈国肝付郡高山郷）　　　　　　　　（1823）（1871）　販，1979～

山　崎醸平　　日知録　　　　　　　嘉永7～慶応年間　＊安藤慶一郎他『国境いの村』，学生
（三河国北設楽郡津具村）　　　　　　　　（1854）　　　　　社・1972・

山　田　衛居　　瑚日之舎日記　　　　明治5～明治1g　川越市史縞纂室r朝日之舎日寵』・
（武蔵国入間郡川越町）　　　　　　　　（ユ872）（1886）　ユ979．

山　本　金木　　山本金木日記　　　　安政4～慶応4　　r山本金木日記』（r引佐町史料編』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1980，81）（遠江国引佐郡井伊谷村）　　　　　　　　（185S）（1868）

補国翻小平欝㈱簿　福夕男齢纒鑛灘織11°鯛月
渡　辺　皐　山　　游相日記他　　　　　天保2　　　　　　『畢山全集』191伍
（三河国田原藩）　　　　　　　　　　　　（1831）

鱗騰購宿婆辺八郎左衛門日記實將趨欝離郷6瀾市立翻

〈追寵〉　　　　　　　　　　一

1．本表では，藩関係・公卿関係・志士活鋤日記関係を除き，幕末・明治期というほぼエ9世紀凪

かぎった農民および知識人の残した日記史料の既刊分のみを示した。

a　筆記者名の下に，それぞれの出身地を示した、


