
宮内庁正倉院事務所所蔵「東南院文書」　画像公開文書一覧　（2014年6月23日、2019年7月24日修正）

分類 和暦年月日 文書名
第1櫃第1巻 承和五年正月廿六日 僧綱牒
第1櫃第1巻 承和十二年五月廿日 僧綱牒
第1櫃第1巻 承和十三年九月廿五日 僧綱牒案
第1櫃第1巻 斉衡三年正月廿七日 僧綱牒
第1櫃第1巻 天安元年六月七日 僧綱牒
第1櫃第1巻 天安元年八月三日 僧綱牒
第1櫃第1巻 天安二年十二月廿五日 太政官牒
第1櫃第1巻 貞観元年十一月一日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観二年正月三日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観二年正月五日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観二年正月七日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観五年十月廿九日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観五年十一月一日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観六年正月十三日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観六年正月十三日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観九年二月五日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観九年十二月十一日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観十一年二月十一日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観十二年八月十七日 僧綱牒
第1櫃第1巻 貞観十三年十月卅日 東大寺俗別当牒
第1櫃第1巻 貞観十四年六月廿一日 太政官牒
第1櫃第1巻 貞観十四年七月廿一日 太政官牒
第1櫃第1巻 貞観十五年三月廿七日 太政官牒
第1櫃第1巻 貞観十六年六月廿七日 太政官牒
第1櫃第1巻 貞観十八年二月五日 太政官牒
第1櫃第1巻 貞観十九年閏二月三日 太政官牒
第1櫃第1巻 元慶二年九月八日 太政官牒
第1櫃第1巻 元慶二年十月十一日 太政官牒
第1櫃第1巻 元慶四年二月十四日 太政官牒
第1櫃第1巻 元慶五年八月十九日 太政官牒
第1櫃第1巻 元慶六年七月十三日 太政官牒
第1櫃第1巻 仁和三年正月廿二日 太政官牒
第1櫃第2巻 貞観十三年閏八月十四日 太政官牒
第1櫃第2巻 貞観十七年四月廿八日 太政官牒
第1櫃第2巻 元慶三年二月四日 太政官牒
第1櫃第2巻 元慶三年二月十五日 東大寺別当真昶牒
第1櫃第2巻 元慶四年四月九日 太政官牒
第1櫃第2巻 元慶五年八月十九日 太政官牒
第1櫃第2巻 寛平二年三月廿三日 太政官牒
第1櫃第2巻 寛平二年九月十五日 太政官牒
第1櫃第2巻 寛平六年六月廿七日 太政官牒
第1櫃第2巻 昌泰元年八月八日 太政官牒
第1櫃第2巻 延喜五年三月十七日 太政官牒
第1櫃第2巻 延喜九年四月廿七日 太政官牒
第1櫃第2巻 延喜十二年正月廿一日 太政官牒
第1櫃第2巻 延喜十六年二月廿八日 太政官牒
第1櫃第2巻 延喜十九年十二月七日 太政官牒
第1櫃第2巻 延長二年二月卅日 太政官牒
第1櫃第2巻 延長六年二月九日 太政官牒
第1櫃第2巻 延長六年六月十七日 太政官牒
第1櫃第2巻 承平三年九月廿八日 太政官牒
第1櫃第2巻 承平六年十一月廿九日 太政官牒
第1櫃第2巻 天慶四年七月十五日 太政官牒
第1櫃第2巻 天暦四年五月廿六日 太政官牒
第1櫃第2巻 天暦七年十二月廿八日 太政官牒
第1櫃第2巻 天徳元年十二月二日 太政官牒
第1櫃第2巻 応和元年十月廿五日 太政官牒
第1櫃第2巻 康保二年二月十四日 太政官牒
第1櫃第2巻 康保五年三月廿日 太政官牒
第1櫃第2巻 （平安中期） 官符紛失注文
第1櫃第2巻 天延二年五月廿四日 太政官牒
第1櫃第2巻 貞元三年九月十七日 太政官牒
第1櫃第2巻 永観二年二月廿三日 太政官牒
第1櫃第2巻 永延三年七月十三日 太政官牒
第1櫃第2巻 正暦三年七月八日 太政官牒
第1櫃第2巻 正暦五年七月廿一日 太政官牒
第1櫃第2巻 長徳四年十二月十六日 太政官牒
第1櫃第2巻 長保元年八月九日 太政官牒
第1櫃第2巻 長保四年十二月廿九日 太政官牒
第1櫃第2巻 寛弘二年十二月廿六日 太政官牒

※本表は、東京大学史料編纂所閲覧室の端末にて高精細デジタル画像（2007～11年度撮影）を公開している「東南
院文書」の一覧である。「日本古文書ユニオンカタログ」に細目を登録し（底本コード：x0050001）、検索結果詳
細からは、翻刻『大日本古文書』家わけ第十八・東大寺文書之一～三（東南院文書之一～三）（底本コード：
11121801）の版面画像（Web公開済）の参照も可能である。
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第1櫃第2巻 寛弘四年四月九日 太政官牒
第1櫃第2巻 寛弘九年九月廿二日 太政官牒
第1櫃第2巻 （平安後期） 官符紛失注文
第1櫃第3巻 貞観十三年閏八月廿九日 太政官牒
第1櫃第3巻 貞観十四年二月十日 太政官牒
第1櫃第3巻 貞観十五年九月十六日 太政官牒
第1櫃第3巻 貞観十八年三月七日 太政官牒
第1櫃第3巻 貞観十九年閏二月三日 太政官牒
第1櫃第3巻 元慶四年二月十四日 太政官牒
第1櫃第3巻 寛平二年閏九月廿二日 太政官牒
第1櫃第3巻 寛平六年八月十四日 太政官牒
第1櫃第3巻 昌泰元年十月五日 太政官牒
第1櫃第3巻 昌泰三年九月一日 太政官牒
第1櫃第3巻 昌泰四年六月三日 太政官牒
第1櫃第3巻 延喜五年四月廿八日 太政官牒
第1櫃第3巻 延喜九年六月十五日 太政官牒
第1櫃第3巻 延喜十二年十二月十五日 太政官牒
第1櫃第3巻 延喜十三年二月廿三日 太政官牒
第1櫃第3巻 延喜十七年二月廿日 太政官牒
第1櫃第3巻 延喜廿年十一月二日 太政官牒
第1櫃第3巻 延長二年十月一日 太政官牒
第1櫃第3巻 延長五年十二月廿二日 太政官牒
第1櫃第3巻 延長六年三月十九日 太政官牒
第1櫃第3巻 延長七年十一月十七日 太政官牒
第1櫃第3巻 承平六年十二月廿五日 太政官牒
第1櫃第3巻 天慶六年九月廿三日 太政官牒
第1櫃第3巻 康保三年閏八月廿九日 太政官牒
第1櫃第3巻 康保三年十月一日 太政官牒
第1櫃第3巻 安和元年十二月廿日 太政官牒
第1櫃第3巻 安和二年正月廿三日 太政官牒
第1櫃第3巻 天禄三年三月十六日 太政官牒
第1櫃第3巻 天禄四年三月十九日 太政官牒
第1櫃第4巻 貞観十三年八月十七日 太政官牒
第1櫃第4巻 貞観十七年十月廿四日 太政官牒
第1櫃第4巻 元慶元年九月七日 太政官牒
第1櫃第4巻 元慶元年十二月廿一日 太政官牒
第1櫃第4巻 元慶二年五月廿七日 太政官牒
第1櫃第4巻 元慶四年三月廿九日 太政官牒
第1櫃第4巻 元慶六年閏七月十七日 太政官牒
第1櫃第4巻 元慶八年十一月十三日 僧綱牒案
第1櫃第4巻 （平安前期） 官符紛失注文
第1櫃第4巻 仁和四年九月十三日 太政官牒
第1櫃第4巻 寛平四年三月廿九日 太政官牒
第1櫃第4巻 寛平八年六月十九日 太政官牒
第1櫃第4巻 昌泰二年三月廿八日 太政官牒
第1櫃第4巻 昌泰二年五月十四日 太政官牒
第1櫃第4巻 延喜十年六月十四日 太政官牒
第1櫃第4巻 延喜十年八月九日 太政官牒
第1櫃第4巻 延喜十二年五月廿三日 太政官牒
第1櫃第4巻 延喜廿年九月廿日 太政官牒
第1櫃第4巻 延喜廿一年三月八日 太政官牒
第1櫃第4巻 延長七年二月廿五日 太政官牒
第1櫃第4巻 承平元年五月五日 太政官牒
第1櫃第4巻 承平七年三月五日 太政官牒
第1櫃第4巻 天慶三年十二月七日 太政官牒
第1櫃第4巻 天慶六年八月廿二日 太政官牒
第1櫃第4巻 天慶七年八月十九日 太政官牒
第1櫃第4巻 応和四年三月廿三日 太政官牒
第1櫃第4巻 康保二年十一月廿四日 司人紀時真解
第1櫃第4巻 康保二年十一月廿六日 史生林滋蔭解
第1櫃第4巻 康保三年二月三日 太政官牒
第1櫃第4巻 康保三年二月三日 太政官牒
第1櫃第4巻 康保五年二月十六日 太政官牒
第1櫃第4巻 安和二年閏五月七日 太政官牒
第1櫃第4巻 天禄元年八月廿八日 太政官牒
第1櫃第4巻 天禄元年十二月廿五日 太政官牒
第1櫃第4巻 天禄二年十二月廿六日 太政官牒
第1櫃第4巻 貞元元年十二月一日 太政官牒
第1櫃第4巻 貞元三年十一月十日 太政官牒
第1櫃第4巻 天元四年二月十九日 太政官牒
第1櫃第4巻 永観二年三月七日 太政官牒
第1櫃第4巻 寛和二年三月五日 太政官牒
第1櫃第4巻 永延元年十二月五日 太政官牒
第1櫃第4巻 永祚元年十二月九日 太政官牒
第1櫃第4巻 永祚二年十月十日 太政官牒
第1櫃第4巻 正暦四年十二月十七日 太政官牒
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第1櫃第4巻 正暦四年十二月十七日 太政官牒
第1櫃第4巻 （平安院政期） 官符紛失注文
第1櫃第4巻 天仁二年三月卅日 鳥羽天皇宣旨
第1櫃第5巻 長和五年五月十六日 太政官牒
第1櫃第5巻 寛仁四年十二月卅日 太政官牒
第1櫃第5巻 治安三年八月廿二日 太政官牒
第1櫃第5巻 治安三年八月廿三日 官宣旨
第1櫃第5巻 萬寿二年十二月廿九日 太政官牒
第1櫃第5巻 長元二年六月廿三日 太政官牒
第1櫃第5巻 長元六年二月廿日 太政官牒
第1櫃第5巻 （平安中期）八月十二日 太政官牒施行符
第1櫃第5巻 長暦元年十二月廿九日 太政官牒
第1櫃第5巻 長久二年九月廿七日 太政官牒
第1櫃第5巻 永承四年十二月廿八日 太政官牒
第1櫃第5巻 永承六年五月廿三日 太政官牒
第1櫃第5巻 康平二年十二月廿四日 太政官牒
第1櫃第5巻 延久三年二月廿二日 太政官牒
第1櫃第5巻 承保二年正月十四日 太政官牒
第1櫃第5巻 嘉保二年六月廿二日 太政官牒
第1櫃第5巻 承徳二年十月廿五日 太政官牒
第1櫃第5巻 康和二年五月廿一日 太政官牒
第1櫃第6巻 寛平二年五月廿七日 太政官牒
第1櫃第6巻 寛平二年十月七日 太政官牒
第1櫃第6巻 寛平七年三月十九日 太政官牒
第1櫃第6巻 寛平七年六月廿八日 太政官牒
第1櫃第6巻 寛平九年九月廿一日 太政官牒
第1櫃第6巻 昌泰元年七月八日 太政官牒
第1櫃第6巻 昌泰三年九月一日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜元年十月廿八日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜五年十二月廿六日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜六年十二月十六日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜七年十二月廿二日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜十年六月廿五日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜十四年七月八日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜十八年六月廿日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜廿年十一月十五日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜廿年十二月二日 太政官牒
第1櫃第6巻 延喜廿二年九月廿三日 太政官牒
第1櫃第6巻 延長元年閏四月廿日 太政官牒
第1櫃第6巻 延長二年八月廿日 太政官牒
第1櫃第6巻 延長三年八月廿日 太政官牒
第1櫃第6巻 承平六年十二月廿九日 太政官牒
第1櫃第6巻 天慶六年十月十一日 太政官牒
第1櫃第6巻 天慶七年三月七日 太政官牒
第1櫃第6巻 康保三年閏八月廿九日 太政官牒
第1櫃第6巻 安和二年閏五月五日 太政官牒
第1櫃第6巻 安和二年七月廿九日 太政官牒
第1櫃第6巻 天禄元年十二月卅日 太政官牒
第1櫃第6巻 天禄三年十月廿七日 太政官牒
第1櫃第6巻 天禄四年三月十九日 太政官牒
第1櫃第6巻 天延四年六月廿七日 太政官牒
第1櫃第6巻 貞元元年十二月一日 太政官牒
第1櫃第6巻 貞元二年八月十七日 太政官牒
第1櫃第6巻 天元二年十二月廿五日 太政官牒
第1櫃第7巻 延暦十二年六月一日 太政官牒
第1櫃第7巻 延暦廿三年九月廿二日 太政官符
第1櫃第7巻 延暦廿四年四月廿四日 太政官牒
第1櫃第7巻 大同元年七月十五日 太政官牒
第1櫃第7巻 長治元年五月廿九日 太政官牒
第1櫃第7巻 元永元年四月廿八日 太政官牒
第1櫃第7巻 天治二年七月廿日 太政官牒
第1櫃第7巻 延暦十三年四月廿五日 太政官牒
第1櫃第7巻 大治四年五月廿日 太政官牒
第1櫃第7巻 久安三年正月十四日 太政官牒
第1櫃第7巻 建久七年七月九日 太政官牒
第1櫃第8巻 （正和二年もしくは三年）九月十八日 宮内卿＜堀川光藤＞奉院宣
第1櫃第8巻 （暦応二年）三月十八日 光明天皇綸旨
第1櫃第8巻 （延文二年）五月三日 後光厳天皇綸旨
第1櫃第8巻 （仁治三年より寛元四年の間）八月廿七日 後嵯峨天皇綸旨副状
第1櫃第8巻 （仁治三年より寛元四年の間）八月廿六日 後嵯峨天皇綸旨
第1櫃第8巻 〔元亨二年〕七月七日 後醍醐天皇綸旨
第1櫃第8巻 〔元亨二年〕七月十七日 後醍醐天皇綸旨副状
第1櫃第8巻 （享徳元年）八月廿三日 後花園天皇綸旨
第1櫃第8巻 （嘉元三年もしくは徳治元年）四月二日 後宇多上皇院宣
第1櫃第8巻 〔保元三年〕十一月十七日 後白河上皇院宣
第1櫃第8巻 （延文五年）三月十二日 後光厳天皇綸旨
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第1櫃第8巻 （正和元年）十二月十六日 花園天皇綸旨
第1櫃第8巻 （仁治三年から寛元四年の間）八月廿五日 後嵯峨天皇綸旨
第1櫃第8巻 （正治二年もしくは建仁元年）四月六日 後鳥羽上皇院宣
第1櫃第8巻 （仁治三年から寛元四年の間）九月五日 後嵯峨天皇綸旨
第1櫃第9巻 （永正四年より同七年の間）八月十五日 後柏原天皇綸旨
第1櫃第9巻 （徳治元年）七月二日 後宇多上皇院宣
第1櫃第9巻 （鎌倉時代） 綸旨（？）追書
第1櫃第9巻 （嘉元三年もしくは徳治元年） 後宇多上皇院宣追書
第1櫃第9巻 （嘉暦二年）後九月二日 後醍醐天皇綸旨
第1櫃第9巻 （嘉暦二年）後九月二日 後醍醐天皇綸旨
第1櫃第9巻 （嘉暦元年）十一月十八日 後醍醐天皇綸旨
第1櫃第9巻 （嘉暦二年） 後醍醐天皇綸旨追書
第1櫃第9巻 （南北朝期）七月十三日 光明天皇綸旨
第1櫃第9巻 （嘉元元年）後四月二日 後宇多上皇院宣
第1櫃第9巻 （建武二年）十一月廿五日 後醍醐天皇綸旨
第1櫃第9巻 〔保元二年〕四月廿九日 後白河天皇綸旨
第1櫃第9巻 〔康治元年〕十二月十五日 近衛天皇綸旨
第1櫃第9巻 （永観二年）六月十四日 円融天皇綸旨
第1櫃第9巻 （永観二年）五月廿九日 円融天皇綸旨
第1櫃第9巻 （永観二年）五月廿四日 円融天皇綸旨
第1櫃第10巻 承暦三年十一月廿三日 東大寺領大井庄別当職補任状
第1櫃第10巻 康和三年二月廿八日 東大寺領大井庄別当職補任状
第1櫃第10巻 元永元年十一月廿日 東大寺領大井庄下司職補任状
第1櫃第10巻 保安元年八月卅日 東大寺領大井庄下司職安堵状
第1櫃第10巻 天治二年八月十一日 東大寺領大井庄下司職補任状
第1櫃第10巻 寿永二年八月　日 東大寺領大井庄下司職補任状
第1櫃第10巻 承元四年三月廿一日 東大寺領大井庄下司職補任状
第1櫃第10巻 承元四年六月　日 東大寺領大井庄下司職補任状
第1櫃第10巻 承元四年十二月廿三日 東大寺政所下文
第1櫃第10巻 建暦元年七月廿七日 東大寺領大井庄下司職補任状
第1櫃第10巻 建暦元年八月十六日 東大寺年預所下文
第1櫃第10巻 建暦元年八月四日 僧綱并東大寺三綱等連署大井庄下司職充行状
第1櫃第10巻 建暦元年九月　日 東大寺政所下文
第1櫃第10巻 （宝治元年年中） 東大寺衆徒大井庄下司職充行状（後欠）
第2櫃第1巻 （平安中期） 東大寺公文所注進状案（後欠）
第2櫃第1巻 長久二年十一月　日 造東大寺司牒案
第2櫃第1巻 長久二年十一月　日 造東大寺司返抄案
第2櫃第1巻 長久三年八月一日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 長久三年八月一日 東大寺牒案
第2櫃第1巻 長久三年八月一日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 長久三年八月一日 東大寺牒案
第2櫃第1巻 長久四年八月一日 造東大寺司牒案
第2櫃第1巻 長久四年八月　日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 長久四年八月一日 東大寺牒案
第2櫃第1巻 長久四年八月一日 造東大寺司返抄案
第2櫃第1巻 長久四年八月一日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 長久四年八月一日 東大寺牒案
第2櫃第1巻 長久四年十月廿七日 阿波守平惟任書状
第2櫃第1巻 長久五年三月十七日 丹後国前雑掌海成安解
第2櫃第1巻 寛徳二年七月十一日 周防国雑掌秦成安解
第2櫃第1巻 寛徳二年十月　日 東大寺牒案
第2櫃第1巻 寛徳二年十月　日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 寛徳二年十二月十一日 阿波国雑掌粟成安解案
第2櫃第1巻 寛徳二年十二月十一日 阿波国守高階成章切符案
第2櫃第1巻 永承元年五月九日 上総国雑掌調成安解案
第2櫃第1巻 永承元年五月九日 上総国守藤原某切符案
第2櫃第1巻 永承元年七月廿七日 讃岐国雑掌綾成解案
第2櫃第1巻 永承元年七月廿七日 讃岐前国守藤原某切符案
第2櫃第1巻 永承元年十月三日 造東大寺司返抄案
第2櫃第1巻 永承元年十月三日 造東大寺司牒案
第2櫃第1巻 永承二年七月廿二日 讃岐国雑掌綾成安解
第2櫃第1巻 永承二年七月廿二日 讃岐守藤原某切符案
第2櫃第1巻 永承二年七月廿三日 讃岐守藤原某切符案
第2櫃第1巻 永承二年十一月廿五日 若狭国雑掌秦安成解案并同国守橘某切符案
第2櫃第1巻 永承二年十二月三日 讃岐国雑掌綾成安解
第2櫃第1巻 永承四年二月　日 周防国雑掌秦成安解案
第2櫃第1巻 永承四年二月　日 周防国守藤原隆方切符案
第2櫃第1巻 永承四年二月十五日 周防国雑掌秦成安解案
第2櫃第1巻 永承四年二月十三日 周防国守藤原隆方切符案
第2櫃第1巻 永承四年二月廿九日 周防国雑掌秦成安解案
第2櫃第1巻 永承四年二月廿九日 周防国守藤原隆方切符案
第2櫃第1巻 永承六年八月十二日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 天喜三年九月廿八日 大法師仁国封物検納状
第2櫃第1巻 天喜三年十月十九日 使僧念慶封米代請文
第2櫃第1巻 天喜三年十一月十九日 造東大寺司牒案
第2櫃第1巻 天喜三年十二月二日 使僧念慶封米請文案
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第2櫃第1巻 天喜三年十二月十四日 権寺主某封物注進状
第2櫃第1巻 天喜三年十二月廿三日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 天喜三年十二月廿三日 東大寺牒案
第2櫃第1巻 （平安後期） 若狭国東大寺封米結解状（後欠）
第2櫃第1巻 天喜四年正月廿一日 丹波掾多紀某請文
第2櫃第1巻 天喜四年二月十八日 前加賀守源頼房請文
第2櫃第1巻 天喜四年三月廿九日 周防国東大寺封米請文
第2櫃第1巻 〔天喜四年〕閏三月廿八日 前加賀守源頼房書状
第2櫃第1巻 天喜四年七月廿一日 使僧連寿請文
第2櫃第1巻 天喜四年十月廿五日 若狭国雑掌秦成安解案
第2櫃第1巻 天喜四年十一月八日 使僧念慶封米請文
第2櫃第1巻 天喜四年十二月廿八日 使僧念慶封米代物進文
第2櫃第1巻 天喜五年四月廿一日 使僧念慶封米請文
第2櫃第1巻 天喜五年六月廿八日 伊賀国符案
第2櫃第1巻 天喜五年六月廿八日 伊賀国符案
第2櫃第1巻 天喜五年七月五日 伊賀守平守経書状
第2櫃第1巻 天喜五年八月廿四日 但馬国雑掌紀松安封代物進文
第2櫃第1巻 天喜五年十一月十九日 使僧念慶封米請文
第2櫃第1巻 天喜五年十一月廿三日 使僧念慶封物進文（前欠）
第2櫃第1巻 天喜五年十一月廿三日 東大寺政所封物所済未済勘文
第2櫃第1巻 天喜五年十二月　日 使僧念慶封米請文
第2櫃第1巻 天喜五年十二月廿七日 若狭国雑掌秦成安解
第2櫃第1巻 天喜五年十二月廿八日 使僧念慶封米請文
第2櫃第1巻 天喜五年　月　日 若狭国雑掌秦成安解
第2櫃第1巻 （平安院政期）十一月十八日 紀信任書状
第2櫃第1巻 康平元年十月　日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 康平元年十月二日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 康平元年十一月四日 東大寺返抄案
第2櫃第1巻 康平元年十一月七日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平元年十月十一日 美濃国雑掌秦成安解
第2櫃第2巻 康平元年十一月　日 近江国雑掌秦安成解
第2櫃第2巻 康平元年十二月十一日 大学允某辞
第2櫃第2巻 康平元年閏十二月七日 若狭国雑掌秦安成解
第2櫃第2巻 康平二年五月八日 権侍医丹波為房辞
第2櫃第2巻 康平二年十月二日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十月一日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十月廿日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十月廿日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十月廿日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十月廿五日 若狭国雑掌秦成安解
第2櫃第2巻 康平二年十二月八日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年　月　日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十二月十三日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十二月十三日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十二月十三日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平二年十二月十四日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康平三年十二月廿五日 前井武信辞
第2櫃第2巻 康平三年五月　日 若狭国東大寺封米結解状
第2櫃第2巻 康平三年七月十三日 嶋久清辞
第2櫃第2巻 康平三年七月廿五日 安守延解
第2櫃第2巻 康平三年十一月十三日 小槻重兼封入代物進上状
第2櫃第2巻 康平四年三月八日 良峯守成辞
第2櫃第2巻 康平四年三月十日 菅乃延恒辞
第2櫃第2巻 嘉保二年十二月四日 造東大寺司返抄案
第2櫃第2巻 （康平五年三月　日） 若狭国東大寺封米結解状（後欠）
第2櫃第2巻 康和五年三月十一日 若狭国東大寺封米結解状
第2櫃第2巻 康和五年三月十一日 若狭国東大寺封米結解状
第2櫃第2巻 康和五年七月十七日 近江国東大寺封米代雑物等送文
第2櫃第2巻 康和五年九月十二日 僧某請文
第2櫃第2巻 康和五年十二月廿七日 近江国東大寺封米結解状
第2櫃第2巻 長治元年六月十九日 伊予国東大寺封米結解状
第2櫃第2巻 長治二年正月十九日 近江国東大寺封米結解状
第2櫃第2巻 長治元年八月六日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 （平安院政期） 東大寺封米結解状（前後欠）
第2櫃第2巻 長治元年八月十一日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十一日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十一日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十一日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十三日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十二日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月十七日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月廿日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月廿二日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月廿三日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月廿八日 東大寺司料米切符
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第2櫃第2巻 長治元年八月廿八日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年八月廿七日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年九月一日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年九月五日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年九月十六日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 長治元年九月一日 東大寺司料米切符
第2櫃第2巻 天永三年八月廿一日 東大寺牒案
第2櫃第2巻 永久二年八月　日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 保安四年十月九日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 保安四年十月九日 金光明寺返抄案
第2櫃第2巻 大治四年八月　日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康治元年十二月　日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 康治元年十二月　日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 久安三年十二月一日 東大寺返抄案
第2櫃第2巻 久安三年十一月　日 東大寺政所下文案
第2櫃第2巻 久安三年十二月十日 東大寺別当寛信書状案
第2櫃第2巻 久安四年五月十日 東大寺諸国封戸米進未注進状案
第2櫃第2巻 久安四年五月十六日 東大寺諸国封戸済否所下等注進状案
第2櫃第2巻 （平安院政期）七月四日 右官掌盛信書状
第2櫃第2巻 （平安院政期） 勘解由次官平範家書状
第2櫃第2巻 〔久安四年〕四月十七日 伊予守高階盛章書状
第2櫃第2巻 （平安院政期）十二月十二日 右官掌盛信請文
第2櫃第3巻 承和五年八月三日 造東大寺司記文案
第2櫃第3巻 長久八年十一月二日 東大寺三綱堂舎損色検録帳
第2櫃第3巻 天喜四年十二月卅日 東大寺修理所修理注進記
第2櫃第3巻 天喜四年十二月卅日 東大寺修理所修理注進記
第2櫃第3巻 天喜五年十二月廿八日 東大寺修理所修理注進記
第2櫃第3巻 康平元年十月廿七日 東大寺修理所修理注進記
第2櫃第4巻 （康平元年　月　日） 東大寺修理所修理注進記
第2櫃第4巻 （康平元年　月　日） 東大寺造営料瓦注文
第2櫃第4巻 康平二年四月一日 左馬助藤原祐康切符進上文案
第2櫃第4巻 康平二年四月一日 左馬助藤原祐康切符案
第2櫃第4巻 治暦三年四月廿五日 官宣旨
第2櫃第4巻 延久二年七月三日 官宣旨
第2櫃第4巻 嘉保三年七月十二日 官宣旨
第2櫃第4巻 嘉保三年九月七日 東大寺三綱連署申文案
第2櫃第4巻 （平安院政期） 東大寺料物注進状
第2櫃第4巻 長治元年七月廿日 東大寺用木色目注進状
第2櫃第4巻 長治元年七月廿日 東大寺修理材木注進状
第2櫃第4巻 （長治元年） 東大寺修理料物注文（後欠）
第2櫃第4巻 長治元年八月五日 東大寺修理用材実検注進状
第2櫃第4巻 長治元年八月十八日 東大寺修理料釘等注進状
第2櫃第4巻 天永元年十月廿六日 東大寺大仏殿多門天像損色修造功程等注進状
第2櫃第4巻 永久五年五月九日 官宣旨
第2櫃第4巻 永久五年五月廿五日 官宣旨
第2櫃第4巻 永久五年七月廿三日 官宣旨
第2櫃第4巻 元永元年七月廿二日 仁和寺僧正＜寛助＞始任事始事注進状（後欠）
第2櫃第4巻 元永二年四月八日 官宣旨
第2櫃第4巻 大治四年十二月廿日 東大寺修理所修造用途注進状
第2櫃第5巻 永延元年　月　日 東大寺祈雨日記
第2櫃第5巻 長保六年六月十九日 官宣旨案
第2櫃第5巻 長和五年十二月廿八日 僧綱牒
第2櫃第5巻 寛仁二年正月十七日 僧綱牒
第2櫃第5巻 寛仁四年□月廿九日 僧綱牒
第2櫃第5巻 治安二年十二月十九日 僧綱牒
第2櫃第5巻 治安三年五月二日 僧綱牒
第2櫃第5巻 天喜四年三月十七日 東大寺別当并三綱連署封物勘検記（前欠）
第2櫃第5巻 天喜四年四月廿三日 東大寺所司等連署日記案
第2櫃第5巻 天喜四年四月廿三日 東大寺所司大衆等解案
第2櫃第5巻 （天喜四年）四月廿三日 権大僧都＜覚源＞書状案
第2櫃第5巻 天喜四年五月三日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜四年五月五日 東大寺官宣旨請文案
第2櫃第5巻 天喜四年七月二日 東大寺別当并三綱連署奏状案
第2櫃第5巻 天喜四年九月三日 東大寺別当并三綱連署官宣旨請文案
第2櫃第5巻 天喜四年九月七日 東大寺別当并三綱連署奏状案
第2櫃第5巻 天喜四年九月十日 従儀師聖好請文
第2櫃第5巻 天喜五年四月十日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜五年五月三日 東大寺別当并三綱連署奏状案
第2櫃第5巻 天喜五年五月五日 東大寺別当并三綱連署奏状案
第2櫃第5巻 天喜五年五月九日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜五年五月九日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜五年五月九日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜五年五月十一日 東大寺別当并三綱連署官宣旨請文案
第2櫃第5巻 天喜五年五月十四日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜五年五月廿三日 東大寺別当并三綱連署宣旨御読経僧交名注進状案
第2櫃第5巻 天喜五年五月廿三日 東大寺読仁王般若経巻数注文案
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第2櫃第5巻 天喜五年十二月三日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天喜五年十二月七日 僧綱牒
第2櫃第5巻 天喜六年六月三日 東大寺別当并三綱連署奏状案
第2櫃第5巻 天喜六年六月廿一日 陰陽寮勘文
第2櫃第5巻 康平元年十一月廿七日 東大寺別当并三綱連署奏状案
第2櫃第5巻 康平元年閏十二月□日 官宣旨案
第2櫃第5巻 康和二年八月廿八日 官宣旨案
第2櫃第5巻 天永四年四月廿六日 官宣旨
第2櫃第5巻 永久三年五月十一日 官宣旨
第2櫃第5巻 永久三年五月十六日 東大寺別当并三綱連署官宣旨請文案
第2櫃第5巻 （永久三年）五月十六日 僧堅円奉書案
第2櫃第5巻 久安三年正月十二日 官宣旨
第2櫃第5巻 久安三年正月廿五日 千僧読経官使儲支配注文
第2櫃第5巻 （年未詳）五月十日 右少弁某奉綸旨
第2櫃第5巻 （平安院政期？） 右少弁某書状
第2櫃第5巻 （年未詳）五月二日 右少弁某書状
第3櫃第1巻 天平廿年十一月十九日 小治田藤麻呂解案
第3櫃第1巻 天平勝宝三年四月十二日 伊賀国阿拝郡司解
第3櫃第1巻 天平勝宝元年十一月廿一日 伊賀国阿拝郡柘殖郷墾田売券
第3櫃第1巻 天平宝字二年十一月廿八日 伊賀国司解
第3櫃第2巻 天平神護二年十二月五日 伊賀国司解案
第3櫃第3巻 貞観八年八月三日 阿閇朝臣福子男沙弥中村連署施入状
第3櫃第4巻 （保安四年より大治三年の間）六月十日 藤原顕隆書状
第3櫃第4巻 天徳三年十二月廿六日 太政官牒
第3櫃第4巻 天徳三年十二月廿六日 太政官符案
第3櫃第4巻 天徳二年十二月十日 蔭子橘元実玉瀧杣施入状案
第3櫃第5巻 永久三年五月廿五日 東大寺領伊賀国玉瀧杣出作田注進状
第3櫃第5巻 永保三年十二月廿日 伊賀国司庁宣
第3櫃第5巻 保安三年二月廿八日 伊賀国税所東大寺庄出作公田未進官物注進状
第3櫃第5巻 保安三年二月　日 伊賀国在庁官人等解
第3櫃第5巻 天喜六年三月廿九日 伊賀国玉瀧杣司等解
第3櫃第5巻 天喜四年三月十日 伊賀国玉瀧杣湯船鞆田等四箇村工等解
第3櫃第5巻 延久元年閏十月十一日 伊賀国司庁宣
第3櫃第6巻 天永二年十二月十四日 伊賀国鞆田庄住人等解
第3櫃第6巻 〔天永二年〕十二月十九日 平正盛書状
第3櫃第7巻 永久三年四月卅日 鳥羽天皇宣旨
第3櫃第7巻 永久四年三月十四日 鳥羽天皇宣旨
第3櫃第7巻 （保安三年？）八月十日 白河法皇院宣
第3櫃第8巻 宝治三年三月　日 法眼聖玄田地寄進状
第3櫃第9巻 天禄二年五月廿二日 伊賀国阿拝郡司解案
第3櫃第9巻 万寿二年十月十六日 伊賀国玉瀧杣司等解案
第3櫃第9巻 万寿二年八月十四日 東大寺政所下文案
第3櫃第9巻 万寿二年五月十四日 威儀師仁満解案
第3櫃第10巻 寛治七年十月十一日 東大寺牒
第3櫃第10巻 寛治七年十月十一日 東大寺牒
第3櫃第10巻 寛治七年十月十一日 東大寺牒
第3櫃第10巻 寛治七年十月十一日 東大寺牒
第3櫃第11巻 天平宝字元年十一月十二日 越前国使解
第3櫃第12巻 天平宝字元年十一月十二日 越前国使等解
第3櫃第12巻 天平宝字元年十二月廿三日 越前国使等解
第3櫃第12巻 天平宝字元年十一月十二日 越前国使解并造東大寺司返牒案
第3櫃第12巻 天平宝字二年正月十二日 越前国坂井郡司解
第3櫃第12巻 天平宝字二年三月二日 越前国田使解
第3櫃第13巻 天平宝字二年十月七日 越前国田使等解（前欠）
第3櫃第13巻 天平宝字二年十月十二日 越前国坂井郡高〓（土禺）寺僧信高解
第3櫃第14巻 天平宝字八年二月九日 越前国公験
第3櫃第15巻 天平神護二年九月十九日 越前国足羽郡司解（後欠）
第3櫃第16巻 天平神護二年九月十□日 越前国足羽郡司解
第3櫃第16巻 （天平神護二年　月　日） 越前国足羽郡司解
第3櫃第16巻 天平神護二年十月十九日 越前国足羽郡大領生江東人解
第3櫃第16巻 天平神護二年十月廿日 越前国足羽郡少領阿須波束麻呂過状
第3櫃第17巻 天平神護二年十月廿一日 越前国司并東大寺田使等解案（前欠）
第3櫃第18巻 天平神護二年十月廿一日 越前国司解（前欠）
第3櫃第19巻 天平神護三年二月廿二日 鴫野郷生江広成解案
第3櫃第19巻 天平神護三年二月廿二日 上家郷秦前多麻呂解案
第3櫃第19巻 天平神護三年二月廿六日 草原郷戸主中臣部小金解案
第3櫃第19巻 天平神護三年三月二日 岡本郷道守息虫女解案
第3櫃第19巻 天平神護三年二月廿四日 伊何我部広麻呂解案
第3櫃第19巻 天平神護三年二月廿二日 中野郷戸主物部古麻呂解案
第3櫃第19巻 天平神護三年二月廿二日 草原郷酒部小国解案
第3櫃第19巻 天平神護二年十月十日 越前国足羽郡司解案
第3櫃第19巻 天平神護二年三月十八日 越前国足羽郡栗川庄南野治溝功食注文案
第3櫃第19巻 天平神護二年十月九日 越前国坂井郡子見庄使解案
第3櫃第19巻 天平神護二年十月八日 越前国坂井郡溝江庄所使解案
第3櫃第19巻 天平神護二年十月七日 越前国江沼郡幡生庄使解案
第3櫃第20巻 天暦五年十月廿三日 越前国足羽郡庁牒（後欠）
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第3櫃第21巻 天平勝宝八歳十一月五日 阿波国名方郡新島庄券
第3櫃第22巻 承和七年六月廿五日 阿波国司解
第3櫃第22巻 承和十一年十月十一日 阿波国牒
第3櫃第23巻 （嘉祥三年） 東大寺領阿波国新島庄坪付注文
第3櫃第23巻 嘉祥三年十二月十日 新島庄長家部財麿解
第3櫃第24巻 寛和三年二月一日 東大寺家符案
第3櫃第25巻 天平宝字二年六月廿八日 阿波国名方郡新島庄絵図
第3櫃第25巻 （年月日未詳） 阿波国名方郡大豆処絵図
第3櫃第26巻 天慶三年九月二日 因幡国高草郡公文預東大寺領高庭庄坪付注進状
第3櫃第26巻 延喜五年九月十日 東大寺領因幡国高庭庄坪付注進状案
第3櫃第26巻 承和九年七月廿一日 因幡国高庭庄預僧霊俊解
第3櫃第27巻 承和九年七月廿四日 因幡国司解
第3櫃第27巻 承和九年七月廿日 因幡国司解
第3櫃第28巻 天平宝字三年十一月十四日 東大寺越中国諸郡庄園総券
第3櫃第29巻 神護景雲元年十一月十六日 越中国司解
第3櫃第30巻 天平神護三年五月七日 越中国司解
第3櫃第31巻 天平勝宝六年十月廿一日 越中国射水郡中臣部照麻呂戸貢調綿文
第3櫃第32巻 天暦四年十一日廿日 東大寺封戸庄園并寺用雑物目録（前欠）
第3櫃第33巻 天平勝宝八歳十二月十六日 摂津国島上郡水無瀬庄絵図
第3櫃第33巻 天平勝宝八歳九月廿二日 造東大寺司文書断簡
第3櫃第34巻 天平神護三年二月十一日 民部省符案
第3櫃第34巻 天平神護三年二月十一日 民部省符案
第3櫃第34巻 天平神護三年二月十一日 民部省符案
第3櫃第35巻 天平神護三年三月十日 伊賀国司牒案
第3櫃第35巻 天平神護三年二月廿八日 民部省牒案
第3櫃第35巻 天平神護三年二月六日 太政官符案
第3櫃第36巻 天徳四年十二月廿七日 太政官牒
第3櫃第37巻 天治元年八月廿日 美濃国茜部庄堺糺定注進状
第3櫃第37巻 天治元年八月四日 美濃国司庁宣
第3櫃第37巻 天治元年六月廿日 官宣旨
第3櫃第37巻 永久五年十二月廿三日 鳥羽天皇宣旨案
第3櫃第37巻 （平安院政期） 小世良村坪付注文
第3櫃第38巻 （南北朝期） 美濃国大井庄預所系図
第3櫃第39巻 延暦廿三年六月十日 僧綱牒
第3櫃第39巻 延暦廿三年六月廿日 東大寺地相換記
第3櫃第40巻 正暦二年三月十四日 大和国添上郡牒
第3櫃第40巻 正暦二年三月十二日 大和国使牒
第3櫃第40巻 正暦二年三月十四日 大和国使牒
第3櫃第40巻 正暦二年三月十二日 兎足社神主大中臣良実解案
第3櫃第41巻 天平十二年正月十日 山背国宇治郡加美郷長解案
第3櫃第41巻 天平十七年十一月卅日 次田連広足宇治宿禰大国連署状案
第3櫃第41巻 天平廿年八月廿六日 山背国宇治郡加美郷家地売買券文
第3櫃第41巻 天平宝字五年十一月二日 山背国宇治郡大国郷家地売買券文
第3櫃第41巻 延暦六年三月廿日 五百井女王家墾田施入状案
第3櫃第41巻 延暦七年三月四日 五百井女王家符案
第3櫃第41巻 延暦十年正月廿一日 宇治宿禰豊川解
第3櫃第41巻 承和八年十月九日 石川宗益家地売買券文（前欠）
第3櫃第41巻 承和十三年十月十一日 賀茂成継家地売買券文（前欠）
第3櫃第41巻 承和十四年六月廿七日 稲城壬生公物主家地売買券文
第3櫃第41巻 嘉祥二年九月十日 僧安高同観法連署寄進状（前欠）
第3櫃第41巻 仁寿二年四月七日 尼証摂家地并雑物寄進状
第3櫃第41巻 弘仁六年十月廿五日 五百井女王家施入状
第3櫃第41巻 弘仁六年十月卅日 五百井女王家般若寺仏供養料施入状
第3櫃第41巻 弘仁六年十月卅日 東大寺三綱可信連署般若院供養料物状書請納状
第3櫃第41巻 弘仁六年十月卅日 般若院参向東大寺衆僧交名
第3櫃第42巻 康和二年九月二日 官宣旨案
第3櫃第42巻 康和三年九月廿三日 堀河天皇宣旨案
第3櫃第42巻 康和四年三月八日 堀河天皇宣旨案
第3櫃第42巻 永久四年三月十八日 鳥羽天皇宣旨案
第3櫃第42巻 永久四年八月廿八日 官宣旨案
第4櫃第1巻 天平神護元年四月廿八日 因幡国司牒
第4櫃第1巻 天平神護元年四月廿八日 因幡国国師牒
第4櫃第1巻 延喜十三年五月一日 按察家＜藤原有実＞牒
第4櫃第1巻 延喜十三年八月廿九日 按察家＜藤原有実＞牒
第4櫃第1巻 延喜十三年十月三日 東大寺申文
第4櫃第1巻 天慶四年二月二日 因幡国司牒
第4櫃第2巻 延喜五年十一月二日 因幡国司解案
第4櫃第2巻 （平安中期） 仮名文断簡（前後欠）
第4櫃第2巻 延暦廿年十二月十六日 東大寺三綱牒案
第4櫃第2巻 （平安前期） 大学頭讃亮等連署状断簡（前後欠）
第4櫃第2巻 弘仁四年七月二日 因幡国司勘文（前欠）
第4櫃第2巻 承和九年七月十九日 東大寺領因幡国高庭庄別当僧霊俊解
第4櫃第2巻 長保六年七月廿日 東大寺符案
第4櫃第2巻 長保六年七月廿日 東大寺牒案
第4櫃第2巻 （平安中期） 大般若御読経請僧歴名断簡（後欠）
第4櫃第3巻 〔寛平年中〕 東大寺領諸国封物来納帳
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第4櫃第4巻 天喜四年三月廿八日 伊賀国司庁宣案
第4櫃第4巻 天養二年正月十七日 官宣旨案
第4櫃第4巻 承安四年十二月十三日 後白河院庁下文案
第4櫃第4巻 承安五年二月　日 東大寺常住学生百口供料置文案
第4櫃第4巻 〔養和元年〕十月二日 後白河法皇院宣案
第4櫃第4巻 元暦元年八月九日 大内惟義下文案
第4櫃第4巻 〔文治三年〕十月七日 後白河法皇院宣案
第4櫃第4巻 〔建仁元年〕四月廿五日 造東大寺長官蔵人頭日野資実書状
第4櫃第4巻 （鎌倉前期） 奥書
第4櫃第5巻 保延三年十月十二日 美作守平忠盛下文
第4櫃第5巻 （長承二年）九月七日 備前守平忠盛請文
第4櫃第5巻 長承二年九月七日 備前守平忠盛下文
第4櫃第5巻 天承二年四月十六日 備前守平忠盛下文
第4櫃第6巻 〔建長三年〕十一月廿二日 東大寺別当＜定親＞袖判政所請文
第4櫃第6巻 建長三年十一月十八日 東大寺法華会会料絹代銭起請
第4櫃第7巻 天平勝宝四年正月十四日 安宿王家牒案
第4櫃第7巻 天平宝字四年十一月七日 東大寺三綱牒案
第4櫃第7巻 天平宝字四年十一月十八日 東大寺三綱牒案
第4櫃第7巻 神護景雲三年九月十一日 香山薬師寺鎮三綱牒案
第4櫃第7巻 神護景雲三年九月十一日 香山薬師寺鎮三綱牒案
第4櫃第7巻 神護景雲二年二月十二日 香山薬師寺三綱牒案
第4櫃第8巻 長治元年五月　日 右大臣＜藤原忠頼＞家政所下文案
第4櫃第8巻 永久五年正月廿八日 関白前太政大臣＜藤原忠実＞家政所下文案
第4櫃第8巻 文永七年七月廿六日 後峨嵯法皇院宣案
第4櫃第8巻 〔文永七年〕五月十五日 亀山天皇綸旨案
第4櫃第8巻 〔永仁三年？〕五月廿五日 左大史小槻顕衡言上状案
第4櫃第9巻 延久四年閏七月三日 佐保殿修理司藤原信良処分状案
第4櫃第9巻 康平七年二月十六日 藤原信良申文案
第4櫃第9巻 天喜四年二月廿三日 藤原実遠所領譲文案
第4櫃第10巻 建久九年三月十五日 自蔵人大進＜藤原長兼＞請納東大寺領文書目録
第4櫃第11巻 延暦十七年八月廿六日 文室真人長谷等仏像并一切経等施入願文
第4付櫃第1巻 保元四年三月廿八日 太政官牒
第4付櫃第1巻 永万二年七月五日 太政官牒
第4付櫃第1巻 文治五年五月廿八日 太政官牒
第4付櫃第2巻 〔文治二年〕後七月六日 後白河法皇院宣案
第4付櫃第2巻 （文治三年九月十四日） 藤原定長奉行書状案
第4付櫃第2巻 （文治三年？）十月七日 後白河法皇院宣案
第4付櫃第3巻 永万元年七月廿二日 僧綱牒
第4付櫃第3巻 （永万元年）七月廿二日 僧玄厳奉書
第4付櫃第3巻 （永万元年七月　日） 僧行惣書状
第4付櫃第4巻 承保二年十月二日 東大寺牒
第4付櫃第4巻 承暦二年十月十七日 東大寺牒
第4付櫃第4巻 承暦三年十月八日 東大寺牒
第4付櫃第5巻 （長徳四年） 東大寺領諸国庄家田地目録案（断簡）
第4付櫃第6巻 天平宝字五年十一月廿七日 大和国十市郡司売買地券文解
第4付櫃第6巻 宝亀二年二月廿三日 大和国十市郡布施屋守曽禰刀良解
第4付櫃第7巻 天喜四年三月廿八日 伊賀国司庁宣
第4付櫃第8巻 天治二年四月廿九日 官宣旨
第4付櫃第9巻 天平勝宝二年正月八日 但馬国司解
第4付櫃第9巻 天平勝宝元年十二月十九日 丹後国司解
第4付櫃第9巻 天平勝宝二年五月九日 奴婢買進印書送文
第5櫃第1巻 永万元年七月七日 僧珍慶東大寺温室田施入状
第5櫃第1巻 応保二年十一月十七日 僧珍巌譲状
第5櫃第1巻 長承二年十二月十二日 藤井得重田地売券
第5櫃第1巻 長承二年十二月十二日 藤井得重田直請預状
第5櫃第2巻 永治元年八月十二日 僧良久東大寺温室田寄進状
第5櫃第2巻 保安五年二月四日 僧慶深東大寺温室田寄進状
第5櫃第2巻 永久五年七月十五日 僧慶観東大寺温室田寄進状
第5櫃第2巻 嘉承二年二月廿五日 僧朝秀東大寺温室田寄進状
第5櫃第2巻 嘉承二年二月十八日 僧朝秀東大寺温室田寄進状
第5櫃第3巻 天平勝宝二年二月廿二日 聖武太上天皇大仏燈油田施入勅願文案
第5櫃第3巻 天平勝宝二年四月廿二日 美濃国司解（断簡）
第5櫃第3巻 天平神護三年七月十六日 奴婢帳目録
第5櫃第3巻 延暦二年六月十七日 太政官牒
第5櫃第3巻 承和四年四月廿二日 元興寺三論宗連署状
第5櫃第3巻 承和三年八月廿四日 近江国判（断簡）
第5櫃第3巻 （平安院政期ないし鎌倉初期） 文書目録（断簡）
第5櫃第3巻 貞観十八年十一月廿五日 近江国愛智庄地利用途注文
第5櫃第3巻 延喜二年十一月七日 依智秦又子解
第5櫃第3巻 永承六年正月廿八日 近江国愛智庄地子米結解注進状
第5櫃第3巻 承保二年九月廿二日 越後国牒
第5櫃第4巻 天平十八年七月十一日 近江国司解案
第5櫃第4巻 天平勝宝元年十二月十九日 丹後国司解案
第5櫃第4巻 （天平勝宝二年四月二十二日） 美濃国司解案
第5櫃第5巻 天平勝宝二年三月三日 治部省牒案
第5櫃第5巻 天平勝宝二年二月廿四日 官奴司解案
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第5櫃第5巻 天平勝宝二年二月廿六日 太政官符案
第5櫃第5巻 天平勝宝二年三月三日 治部省牒案
第5櫃第5巻 天平勝宝三年二月八日 治部省牒案
第5櫃第5巻 天平勝宝二年十二月廿八日 治部省牒案
第5櫃第5巻 天平勝宝二年五月十一日 治部省牒案
第5櫃第5巻 天平十八年三月十六日 皇后宮職牒案
第5櫃第6巻 宝亀三年十二月卅日 東大寺奴婢籍帳案
第5櫃第7巻 天平勝宝元年十一月三日 大宅朝臣可是麻呂貢賎解案
第5櫃第7巻 天平勝宝二年五月十七日 大宅朝臣可是麻呂貢賎解案
第5櫃第7巻 天平十三年六月二十六日 山背国司移案
第5櫃第7巻 天平十三年閏三月七日 右京職移案
第5櫃第7巻 天平十五年九月一日 摂津職移案
第5櫃第8巻 天平勝宝元年十一月三日 大宅朝臣可是麻呂貢賎解案
第5櫃第9巻 天平勝宝元年十月十一日 文伊美吉広河進賎解案
第5櫃第9巻 天平勝宝二年九月十四日 大宅朝臣可是麻呂奴婢見来帳
第5櫃第9巻 〔天平勝宝二年〕十月四日 大宅朝臣可是麻呂婢見来帳
第5櫃第9巻 天平勝宝二年五月廿六日 逃亡婢進上文
第5櫃第10巻 天平勝宝二年五月十七日 大宅朝臣可是麻呂貢賎解案
第5櫃第10巻 天平十三年六月二十六日 山背国司移案
第5櫃第10巻 天平十三年閏三月七日 右京職移案
第5櫃第10巻 天平十五年九月一日 摂津職移案
第5櫃第10巻 天平十五年九月二日 摂津職符案
第5櫃第11巻 天平感宝元年六月十日 左京職移
第5櫃第11巻 天平十五年九月二日 摂津職符
第5櫃第11巻 天平十九年十二月二十二日 息長真人真野売婢売買券文
第5櫃第11巻 天平勝宝二年四月廿二日 美濃国司解
第5櫃第11巻 天平勝宝二年三月六日 但馬国司牒
第5櫃第11巻 天平勝宝二年五月九日 但馬国司牒
第5櫃第11巻 天平勝宝二年五月十三日 東大寺三綱返抄案
第5櫃第11巻 天平勝宝二年六月二十六日 但馬国司牒
第5櫃第11巻 天平勝宝二年七月二日 東大寺三綱牒案
第5櫃第12巻 久安三年十一月八日 官宣旨
第5櫃第12巻 （久安三年九月　日） 鴨御祖社司等解案（断簡）
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 応保二年五月一日 官宣旨案
第5櫃第13巻 治承二年九月三日 某庄住人等申状
第5櫃第13巻 治承二年五月　日 伝燈法師位仁玄申状
第5櫃第13巻 （治承二年）八月八日 左衛門督＜平時忠＞請文
第5櫃第13巻 （平安院政期）八月九日 左中弁某奉書（断簡）
第5櫃第13巻 （治承二年）閏六月十七日 某書状
第5櫃第13巻 （治承二年）後六月八日 皇太后宮権大夫＜藤原光能＞書状
第5櫃第13巻 （治承二年？）九月二日 右少弁某奉書
第5櫃第13巻 （平安院政期）八月十二日 左中弁某奉綸旨（白紙）
第5櫃第14巻 長寛二年七月廿三日 官宣旨
第5櫃第14巻 応保二年五月一日 官宣旨
第5櫃第14巻 久寿三年正月廿五日 鴨御祖太神宮政所下文
第5櫃第14巻 延久元年十月七日 後三条天皇宣旨
第5櫃第14巻 応保二年五月一日 官宣旨
第5櫃第14巻 長承二年十二月十七日 前太政大臣＜藤原忠実＞家政所下文
第5櫃第14巻 長承三年十月　日 前太政大臣＜藤原忠実＞家政所下文
第5櫃第14巻 弘安六年六月卅日 官宣旨
第5櫃第14巻 永仁二年五月十二日 官宣旨
第5櫃第14巻 応保二年三月七日 下野国司庁宣
第5櫃第14巻 弘安三年三月廿一日 官宣旨
第5櫃第14巻 応保二年八月　日 摂津国司庁宣
第5櫃第14巻 文永十年四月七日 官宣旨
第5櫃第14巻 永暦元年八月　日 東大寺牒
第5櫃第14巻 応保二年四月　日 摂津国司庁宣
第5櫃第14巻 文永二年三月一日 官宣旨
第5櫃第14巻 保延七年五月三日 越後国留守所下文
第5櫃第14巻 文治五年二月十二日 後鳥羽天皇宣旨
第5櫃第15巻 寛和三年四月一日 千手院銀仏銀勘糺并進納記（断簡）
第5櫃第15巻 正暦三年八月廿三日 千手院銀仏盗穿検録記
第5櫃第15巻 （長暦元年より永承四年の間） 千手堂銀仏銀量定記（断簡）
第5櫃第15巻 天喜五年八月廿六日 東大寺読仁王般若経巻数注文案
第5櫃第15巻 康平元年閏十二月九日 東大寺読仁王般若経巻数注文案
第5櫃第15巻 康平元年閏十二月九日 仁王経読経僧交名注進状案
第5櫃第15巻 康平元年閏十二月 東大寺読経僧并講演僧等日供注文
第5櫃第15巻 康和五年八月廿九日 東大寺政所最勝仁王講僧等請定
第5櫃第15巻 嘉保二年八月三日 官宣旨
第5櫃第15巻 嘉承二年四月廿二日 僧綱牒案
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第5櫃第16巻 建仁元年四月　日 東大寺僧綱大法師等解案
第5櫃第16巻 建仁元年 東大寺別当＜弁暁＞訴状納印蔵記
第5櫃第16巻 （建仁元年四月　日） 東大寺僧綱大法師等解案（断簡）
第5櫃第17巻 久安三年四月十七日 東大寺印蔵文書目録
第5櫃第18巻 長承二年正月十七日 僧源祐寄進状
第5櫃第18巻 〔承暦三年十月十四日〕 某書状
第5櫃第18巻 承暦三年十月五日 薬師寺別当大法師隆経処分状
第5櫃第18巻 延久六年七月六日 当麻さんのこ田畠直請文
第5櫃第18巻 延久六年七月六日 当麻三子所領売進解
第6櫃第1巻 （鎌倉後期）正月十二日 仁和寺御室＜寛性法親王＞令旨
第6櫃第1巻 〔正和五年〕七月十二日 後伏見上皇院宣案
第6櫃第1巻 （建久七年カ）十二月十一日 法務某書状
第6櫃第1巻 （嘉元四年）三月十二日 大和国笠置寺（？）一和尚明舜請文
第6櫃第2巻 （建武四年）十二月一日 左大弁葉室頼教奉書
第6櫃第2巻 （延元元年）三月廿六日 後醍醐天皇綸旨（白紙）
第6櫃第2巻 （康治元年より久安四年の間）六月七日 左中弁藤原資信請文
第6櫃第2巻 （天福二年）七月十二日 左中弁＜吉田為経（？）＞奉書
第6櫃第2巻 （徳治二年もしくは延慶元年）四月十五日 後宇多上皇院宣（白紙）
第6櫃第2巻 （徳治二年もしくは延慶元年）四月廿三日 後宇多上皇院宣（白紙）
第6櫃第2巻 （文治五年）後四月四日 権右中弁親経書状
第6櫃第2巻 （平安中期）七月廿二日 僧行恵書状
第6櫃第2巻 〔嘉元四年〕六月廿三日 後宇多上皇院宣（白紙）
第6櫃第2巻 〔嘉元四年〕六月廿三日 後宇多上皇院宣（白紙）
第6櫃第2巻 〔永仁五年〕四月四日 伏見天皇綸旨（白紙）
第6櫃第2巻 （年未詳）九月九日 定実書状
第6櫃第3巻 〔寿永二年〕八月七日 後白河上皇院宣（白紙）
第6櫃第3巻 （鎌倉中期）六月十四日 東大寺別当＜定親＞袖判僧範秀奉書
第6櫃第3巻 （鎌倉後期）六月十一日 大勧進務僧心源請文
第6櫃第3巻 〔養和元年〕十月二日 後白河上皇院宣（宿紙）
第6櫃第3巻 （永万元年七月） 六条天皇綸旨（？）追書（宿紙）
第6櫃第3巻 〔仁安三年〕三月八日 中務権少輔延俊書状
第6櫃第3巻 （寿永元年もしくは同二年）八月二十五日 権右中弁＜藤原行隆（？）＞書状
第6櫃第3巻 （平安院政期）九月二十日 晴兼奉書案
第6櫃第3巻 保元二年六月廿九日 東大寺牒（？）案
第6櫃第3巻 〔建仁二年〕十月十八日 左大弁藤原資実書状
第6櫃第3巻 （寿永二年）八月五日 後白河上皇院宣（白紙）
第6櫃第3巻 （年月日未詳） 書状追書
第6櫃第4巻 （文治二年）後七月廿七日 右少弁平親経書状

第6櫃第4巻 （鎌倉後期カ）九月二十六日 左衛門権佐＜源資治（？）＞奉綸旨（？）（宿紙）

第6櫃第4巻 （正応五年もしくは永仁元年）四月六日 葉室頼藤書状
第6櫃第4巻 （正安三年もしくは同四年）八月十二日 後宇多上皇院宣（白紙）
第6櫃第4巻 （永仁六年）十一月三日 造東大寺長官吉田経守施行状
第6櫃第4巻 （弘安八年より同十年）八月二十五日 左少弁平仲兼奉書
第6櫃第4巻 〔永仁七年〕三月七日 伏見上皇院宣（白紙）
第6櫃第4巻 （鎌倉後期） 後宇多上皇院宣（？）追書（白紙）
第6櫃第4巻 （建仁元年）七月廿一日 後鳥羽上皇院宣（宿紙）
第6櫃第4巻 〔嘉暦三年〕七月五日 後醍醐天皇綸旨（白紙）
第6櫃第4巻 （嘉元元年）後四月二日 造東大寺長官＜中御門経継＞施行状
第6櫃第4巻 〔嘉暦三年〕四月二十一日 造東大寺長官＜平惟継＞請文
第6櫃第4巻 （年未詳）九月廿日 前治部少輔豊教請文
第6櫃第4巻 （貞応元年より暦仁元年）七月廿九日 北白河院＜藤原陳子＞令旨
第6櫃第4巻 〔天福二年〕七月十一日 左中弁＜吉田為経＞請文案
第6櫃第4巻 （建保四年）後六月廿二日 後鳥羽上皇院宣（白紙）
第6櫃第4巻 （嘉元元年）後四月二日 造東大寺長官＜中御門経継＞施行状
第6櫃第4巻 〔正応四年〕十二月八日 造東大寺長官堀川顕世施行状
第6櫃第4巻 （鎌倉後期カ）五月十九日 権少僧都某奉書
第6櫃第4巻 （嘉元元年）五月廿四日 造東大寺長官中御門経継施行状案
第6櫃第4巻 （応長元年より正和四年の間）六月十九日 大外記中原師古請文案
第6櫃第4巻 （文保二年）九月廿七日 大勧進僧心源書状案
第6櫃第5巻 （弘安十年もしくは正和元年）九月二十八日 参議吉田為方書状
第6櫃第5巻 （年未詳）六月二十三日 院宣副状（？）案
第6櫃第5巻 大治三年七月二日 東大寺別当＜勝覚＞宣旨請文案
第6櫃第5巻 （嘉元二年もしくは同三年）四月二十一日 吉田隆長勘返僧隆恵書状
第6櫃第5巻 （平安院政期）五月十九日 摂関＜藤原忠通＞家政所御教書
第6櫃第5巻 （鎌倉後期カ）八月十七日 興福寺僧頼守奉書
第6櫃第5巻 （嘉応元年より治承四年の間）五月二十九日 参議＜平教盛＞請文
第6櫃第5巻 （年未詳）三月二十九日 某奉書（断簡）
第6櫃第6巻 〔正安元年〕九月十八日 関東御教書
第6櫃第6巻 〔建暦元年〕五月廿四日 関東御教書
第6櫃第6巻 （文永二年より同六年の間）六月十一日 六波羅御教書
第6櫃第6巻 〔建保六年〕七月廿一日 鎌倉幕府政所執事＜二階堂行光＞奉書
第6櫃第6巻 〔嘉禎四年〕六月廿一日 東大寺政所御教書
第6櫃第6巻 （嘉禎四年）六月十九日 関東消息
第6櫃第6巻 明徳二年十月八日 足利義満寄進状
第6櫃第6巻 応永十七年九月廿八日 足利義持御判御教書
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第6櫃第6巻 応永十八年八月七日 足利義持御判御教書
第6櫃第6巻 （嘉暦三年もしくは元徳元年）十一月九日 沙弥観澄奉書案
第6櫃第6巻 文安四年十二月廿一日 室町幕府管領＜細川勝元＞施行状
第6櫃第6巻 宝徳三年十月廿日 将軍＜足利義成＞家御教書
第6櫃第6巻 保元三年五月　日 山城国司庁宣
第6櫃第6巻 〔元徳二年〕十月廿六日 服部持法書状
第6櫃第6巻 正和四年十二月廿三日 沙弥慈法請文
第6櫃第6巻 〔永正四年〕十一月十八日 赤沢長経書状
第6櫃第7巻 〔嘉元四年〕六月廿三日 後宇多上皇院宣案
第6櫃第7巻 （嘉元四年？）十二月九日 後宇多上皇院宣（白紙）
第6櫃第7巻 〔元亨三年〕十二月十七日 後醍醐天皇綸旨案
第6櫃第7巻 延慶三年十二月十二日 伏見上皇院宣（白紙）
第6櫃第7巻 （南北朝期）七月十五日 刑部大輔義行書状
第6櫃第7巻 （平安院政期カ）八月廿一日 左少史某奉書
第6櫃第7巻 （寿永元年）六月廿三日 兵部録忠祐書状
第6櫃第7巻 （寿永元年）六月廿三日 兵部録忠祐請文
第6櫃第7巻 （平安院政期）九月十九日 僧理真書状
第6櫃第7巻 （平安院政期）十月廿日 散位高佐（？）奉書
第6櫃第7巻 （平安院政期カ）七月卅日 公基書状
第6櫃第7巻 〔文治二年〕九月廿三日 後白河法皇院宣（白紙）
第6櫃第7巻 （鎌倉後期） 山城国光明山寺一和尚某書状（追書）
第6櫃第7巻 （文治五年カ）四月十六日 摂政＜藤原兼実＞家御教書
第6櫃第7巻 （永暦元年？）九月廿九日 右衛門権佐平時忠奉書
第6櫃第7巻 〔貞和二年〕十二月廿三日 光厳上皇院宣案
第6櫃第7巻 （建武元年より延元元年の間）十一月十一日 後醍醐天皇綸旨（白紙）
第6櫃第7巻 （鎌倉前期） 院宣（？）追書（白紙）
第6櫃第7巻 （鎌倉後期カ）三月廿二日 平仲兼奉書
第6櫃第7巻 （平安院政期）四月八日 永慶奉書
第6櫃第7巻 （建武二年？）十月十五日 後醍醐天皇綸旨（白紙）
第6櫃第7巻 康安元年九月十四日 東大寺別当＜聖珍法親王＞令旨
第6櫃第7巻 〔安元元年〕十一月十七日 後白河上皇院宣（白紙）
第6櫃第7巻 （保元二年より永暦元年の間）九月廿九日 関白＜藤原基実＞家御教書
第7帙第1巻 建治二年十二月廿五日 沙弥実円借書
第7帙第1巻 （正治二年閏二月） 東大寺五師三綱等解案（断簡）
第7帙第1巻 （平安院政期） 東大寺領諸国封戸庄園文書目録
第7帙第1巻 （平安院政期） 東大寺領諸国封戸庄園文書目録
第7帙第1巻 大治四年八月　日 東大寺返抄写
第7帙第1巻 康治元年十二月　日 東大寺返抄写
第7帙第1巻 （南北朝期）五月八日 勘解由次官資定奉書
第7帙第1巻 （南北朝期）五月八日 従儀師相遍書状
第7帙第1巻 建長六年三月廿一日 東大寺別当并三綱等連署真言院敷地避状
第7帙第1巻 （鎌倉中期）八月廿七日 権少僧都尋恒書状
第7帙第1巻 承保二年三月廿二日 郡司刀禰等署判（断簡）
第7帙第2巻 （南北朝期） 美濃国大井庄年貢銭算用状（断簡）
第7帙第2巻 天文十二年十月十日 美濃国大井庄年貢結解状
第7帙第2巻 応安三年卯月十四日 美濃国大井庄法華会料足未進徴符
第7帙第2巻 応安三年卯月十四日 美濃国大井庄法華会料足未進徴符
第7帙第2巻 応安三年卯月十四日 美濃国大井庄法華会料足未進徴符
第7帙第2巻 応永六年八月　日 美濃国大井庄下司名注進状案
第7帙第2巻 文明九年十一月九日 和田頼家紫磨金院畠作主職請文（折紙）
第7帙第2巻 （文亀元年？）十月九日 供目代僧快乗書状
第7帙第3巻 （応長二年三月　日） 東大寺学侶等重申状案（断簡）
第7帙第3巻 永久二年八月廿六日 官宣旨案
第7帙第3巻 天徳四年十二月廿七日 太政官牒案
第7帙第3巻 〔永仁五年正月十六日〕 東大寺学侶等申状案（断簡）
第7帙第3巻 文保二年十一月七日 六波羅下知状案
第7帙第3巻 正中二年五月十五日 六波羅御教書案
第7帙第3巻 正中二年五月十五日 六波羅御教書案
第7帙第3巻 正中二年十二月十一日 茜部庄一方地頭代茂家請文案
第7帙第3巻 嘉暦二年八月廿八日 六波羅御教書案
第7帙第3巻 嘉暦三年六月　日 茜部庄所務地頭代時成代実勝陳状案
第7帙第3巻 嘉暦三年十月七日 六波羅探題下知状案
第7帙第3巻 嘉暦四年六月廿八日 六波羅召文御教書案
第7帙第3巻 元徳二年四月　日 茜部庄未進年貢注進状案
第7帙第3巻 〔文保二年〕五月廿五日 長井出羽法印静瑜書状
第7帙第3巻 元応二年十二月十八日 六波羅御教書案
第7帙第3巻 元応三年二月四日 塩谷又二郎入道＜沙弥定仏＞施行状案
第7帙第3巻 元応三年二月十九日 地頭代西現請文案
第7帙第3巻 応長二年九月　日 東大寺学侶等重申状案（断簡）
第7帙第4巻 （宝亀三年四月） 奉写一切経司食口帳（断簡）
第7帙第4巻 神護景雲四年八月二日 刑部広浜自進貢進文
第7帙第4巻 天喜四年十二月十六日 東大寺政所下文案
第7帙第4巻 延喜十三年三月廿三日 按察使＜藤原有実＞家牒（断簡）
第7帙第4巻 天喜六年二月五日 僧貞縁書状
第7帙第4巻 （年未詳）三月九日 左大弁源某書状
第7帙第4巻 康和四年四月十日 東大寺大仏殿大日悔過供田施入状
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第7帙第4巻 〔永久二年〕九月三日 興福寺別当僧正覚信請文
第7帙第4巻 承和十四年四月四日 東大寺華厳会別当遺世舞楽荘厳具奉入状
第7帙第4巻 宝亀九年四月十九日 穂積真乗売地并雑物寄進状
第7帙第4巻 （正応年間頃） 東大寺領土田庄領買主田作人等交名
第7帙第5巻 （年月日未詳） 東大寺衆徒等申状案（断簡）
第7帙第5巻 承和十二・十四年間 東大寺古帳下行帳
第7帙第5巻 寛平二年十月廿六日 経論等移運如法院記
第7帙第5巻 永仁七年四月　日 東大寺牒案
第7帙第5巻 永仁七年四月　日 東大寺牒案
第7帙第5巻 永仁七年四月　日 東大寺牒案
第7帙第5巻 永仁七年四月　日 東大寺牒案
第7帙第6巻 天喜四年閏三月廿六日 官宣旨案（断簡）
第7帙第6巻 天喜五年閏十月十日 美濃国司宣旨請文案
第7帙第6巻 康平三年五月廿九日 官宣旨案
第7帙第6巻 康平四年十一月五日 官宣旨案
第7帙第6巻 康平四年十一月卅日 美濃国司官宣旨請文案
第7帙第6巻 康平三年八月二十四日 官宣旨案
第7帙第6巻 康平三年六月二十二日 官宣旨案
第7帙第6巻 康平四年閏八月七日 官宣旨案
第7帙第6巻 康平四年閏八月廿日 美濃国司官宣旨請文案
第7帙第6巻 康平四年閏八月廿日 美濃国符案
第7帙第6巻 治暦二年正月十九日 官宣旨案
第7帙第6巻 治暦二年二月十八日 美濃国符案
第7帙第6巻 治暦二年二月十九日 美濃国安八郡司庁宣請文案
第7帙第6巻 延久四年九月一日 官宣旨案
第7帙第6巻 延久四年九月十三日 美濃国司官宣旨請文案
第7帙第6巻 延久四年九月二十三日 美濃国牒案
第7帙第6巻 長久元年十二月廿八日 官宣旨案
第7帙第6巻 天喜二年二月廿三日 官宣旨案
第7帙第6巻 天喜二年二月廿三日 官宣旨案
第7帙第6巻 （天喜二年十月廿八日？） 美濃国守高階業敏請文案（断簡）
第7帙第7巻 天喜四年閏三月廿六日 官宣旨案
第7帙第7巻 天喜四年閏三月廿六日 官宣旨案
第7帙第7巻 天喜四年閏三月廿六日 官宣旨案
第7帙第7巻 康平三年六月廿二日 官宣旨案
第7帙第7巻 康平三年八月二十四日 官宣旨案
第7帙第7巻 康平四年十一月五日 官宣旨案
第7帙第7巻 康平四年十一月卅日 美濃国司官宣旨請文案
第7帙第7巻 永久三年三月十一日 官宣旨案
第7帙第7巻 （康平三年五月二十九日） 官宣旨案（断簡）
第7帙第7巻 （天喜四年閏三月廿六日） 官宣旨案（断簡）
第7帙第7巻 天養二年正月十七日 官宣旨案
第7帙第7巻 （平安院政期）二月廿二日 某奉書
第7帙第7巻 長寛三年四月六日 僧弁暁進上粽絹等注文
第7帙第8巻 〔永仁五年〕四月十六日 大和国笠置寺一和尚永盛請文
第7帙第8巻 （年未詳）六月晦日 某奉書
第7帙第8巻 （寛喜元年）四月廿日 東大寺別当御教書
第7帙第8巻 （平安院政期カ）十二月十四日 信貞奉書
第7帙第8巻 元徳元年十二月廿三日 東門院執事清寛奉書案
第7帙第8巻 〔建武二年〕六月廿五日 年預五師顕寛書状案
第7帙第8巻 〔建武二年〕七月十七日 僧信重書状
第7帙第8巻 建長二年八月十日 僧定舜譲状案
第7帙第8巻 暦応二年八月　日 伶人狛葛栄申状
第7帙第8巻 （元応二年より元亨二年の間）三月十四日 大勧進知義書状
第7帙第8巻 （元応二年より元亨二年の間）三月六日 大勧進知義書状
第7帙第8巻 （貞和二年）十月十日 興福寺別会五師俊兼書状
第7帙第8巻 （鎌倉前期）十一月七日 興福寺別会五師興実書状
第7帙第8巻 （年未詳）十一月廿七日 興福寺別会五師素懐書状
第7帙第8巻 （平安院政期）六月九日 木工権守＜平季兼＞請文
第7帙第8巻 （鎌倉後期カ）八月十一日 某奉書
第7帙第8巻 （仁安三年）十一月九日 山城守藤原信家請文
第7帙第8巻 （延慶三年？）九月廿四日 右大弁＜中御門冬定（？）＞書状
第7帙第9巻 寛治三年九月廿二日 大宰府下文案
第7帙第9巻 寛治三年九月廿日 大宰府公文所問注勘状案
第7帙第9巻 寛治三年八月十七日 観世音寺三綱等解案
第7帙第9巻 寛治三年六月七日 宇野御厨別当＜藤原頼行＞下文案
第7帙第9巻 保安元年六月廿八日 観世音寺三綱署判
第7帙第9巻 （年月日未詳） 大宰府官人署判
第7帙第10巻 応永十六年三月十五日 備前美作等国守護赤松義則奉行人奉書（折紙）

第7帙第10巻 （正保二年）閏五月十三日
本多内記＜政勝＞植村出羽守＜家政＞連署書状（折
紙）

第7帙第10巻 （年未詳）十月廿四日 某書状
第7帙第10巻 （寛永十三年）十一月廿八日 江戸幕府老中等連署奉書案
第7帙第10巻 （寛永十三年） 江戸幕府覚書案
第7帙第10巻 （寛永十三年）十二月十一日 奈良奉行中坊飛騨守＜秀政＞達
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