
番号 年(分類) 月日 文書名 出典
補遺 1 明応五年 五月八日 細川元親書状 聖徳太子憲法十七箇条紙背文書
補遺 2 明応五年 五月廿三日 細川元親書状 聖徳太子憲法十七箇条紙背文書
補遺 3 明応九年 三月 伊庭貞隆書状 曼殊院文書 ※
補遺 4 永正四年カ 六月十七日 足利義尹御内書案 到津文書 ※
補遺 5 永正十二年 五月三日 牧隠斎瑞用・宝寿院瑞松奉書 永源寺文書 ※
補遺 6 永正十五年 七月廿日 六角承亀書下 池田文書
補遺 7 大永元年 十一月十六日六角定頼書下 池田文書
補遺 8 大永二年 八月十日 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 9 大永五年 七月九日 六角定頼書状写（中欠） 松雲公採集違編類纂神社部
補遺 10 大永五年 拾月廿日 六角定頼書状写（中欠） 松雲公採集違編類纂神社部
補遺 11 大永七年 七月廿七日 六角氏家臣奉書 佐野文書
補遺 12 享禄四年 三月七日 三雲資胤禁制 西園寺家古文書
補遺 13 天文二年 二月廿日 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 14 天文二年 （二月廿日） 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 15 天文二年 （二月廿日） 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 16 天文二年 六月五日 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 17 天文二年 六月十二日 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 18 天文二年 七月廿五日 足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 19 天文三年 閏正月廿八日足利義晴御内書写 御内書引付 ※
補遺 20 天文三年 十一月十一日三雲資胤書状写 兼右卿記 ※
補遺 21 天文三年 十一月十一日畠中吉重書状写 兼右卿記 ※
補遺 22 天文十年 正月廿一日 朽木稙綱・海老名高助連署書状案東山御文庫所蔵史料
補遺 23 天文十二年 二月十九日 舟橋業賢書状案 業賢卿記 ※
補遺 24 天文十二年 二月十九日 舟橋業賢書状案 業賢卿記 ※
補遺 25 天文十二年 二月十九日 舟橋業賢書状案 業賢卿記 ※
補遺 26 天文十二年 二月十九日 舟橋業賢書状案 業賢卿記 ※
補遺 27 天文十二年 二月廿六日 六角定頼書状 東山御文庫所蔵史料
補遺 28 天文十三年カ十一月九日 山科言継書状土代 御綾織手補任紙背文書
補遺 29 天文十五年 三月九日 六角定頼（カ）書状 某氏所蔵文書
補遺 30 義賢 霜月十一日 六角義賢書状 小笠原文書
補遺 31 弘治二年 十一月廿八日永田賢興・進藤賢盛連署書状 鰐淵寺文書 ※
補遺 32 永禄三年 後十二月廿日六角義弼書状 小笠原文書
補遺 33 永禄四年 三月廿八日 六角承禎感状 西村文書
補遺 34 永禄四年 九月廿九日 六角氏家臣奉書 鴨脚文書
補遺 35 永禄五年 三月廿三日 蒲生定秀書状 田中光治氏所蔵文書 ※
補遺 36 永禄五年 三月廿三日 六角氏家臣条書写 鳩拙抄 ※
補遺 37 （永禄五年） 卯月九日 内藤貞明条書写 纔拾抄
補遺 38 永禄六年 十月十一日 六角承禎書状写 武家聞伝記四
補遺 39 永禄八年カ 正月廿一日 六角承禎書状 内藤文書
補遺 40 永禄八年 八月廿八日 六角承禎書状写 三浦蘭阪蒐集史料
補遺 41 永禄九年 四月三日 六角氏家臣奉書 池田文書
補遺 42 永禄十一年 六月二日 池田豊雄書状写 伊藤晋氏所蔵文書 ※
補遺 43 永禄十一年 六月二日 池田豊雄書状写 伊藤晋氏所蔵文書 ※
補遺 44 永禄十一年 八月十四日 織田信長書状 丹波市所蔵文書 ※
補遺 45 永禄十三年 五月五日 六角承禎・義治連署書状 思文閣墨蹟五十八
補遺 46 永禄十三年 五月廿四日 三雲定持禁制写 常善寺文書 ※
補遺 47 元亀元年 十一月廿六日六角承禎書状 医書裏文書
補遺 48 元亀三年カ 五月七日 六角承禎書状写 早稲田大学図書館所蔵諸家文書写※
補遺 49 元亀四年 三月廿九日 六角承禎書状写 水口宿池田文書
補遺 50 元亀四年 六月廿八日 六角義堯書状 倉垣文書
補遺 51 天正二年 二月廿一日 六角承禎書状 於曽文書
補遺 52 天正二年 二月廿一日 大原高盛書状 於曽文書
補遺 53 定頼 正月廿一日 六角定頼自筆書状 小笠原文書
補遺 54 定頼 正月廿一日 六角定頼書状写 後撰芸集 ※
補遺 55 定頼 二月朔日 六角定頼書状 小笠原文書
補遺 56 定頼 三月十日 六角定頼書状 思文閣墨蹟五十八
補遺 57 定頼 四月朔日 六角定頼書状写（中欠） 松雲公採集違編類纂神社部 ※
補遺 58 定頼 卯月廿三日 六角定頼書状写 古案 ※
補遺 59 定頼 卯月廿七日 六角定頼書状写 筒井氏代々旧記并宝来等旧記



補遺 60 定頼 六月廿八日 六角定頼書状 小笠原文書
補遺 61 定頼 七月十六日 六角定頼書状 伏見宮文庫蔵大間書紙背文書
補遺 62 定頼 八月朔日 大館常興書状 大館常興日記紙背文書 ※
補遺 63 定頼 九月廿二日 六角定頼書状 早稲田大学図書館所蔵文書 ※
補遺 64 定頼 霜月六日 六角定頼書状 長浜城歴史博物館所蔵文書 ※
補遺 65 義賢 正月十一日 六角義賢書状 研優社平成廿六年秋期古書目録
補遺 66 義賢 六月十五日 六角義賢書状 思文閣善本目録二十一輯
補遺 67 義賢 六月廿八日 六角義賢書状 小笠原文書
補遺 68 義賢 十二月廿三日六角義賢書状 赤木氏旧蔵文書
補遺 69 承禎 二月五日 六角承禎書状 益田文書
補遺 70 承禎 二月十九日 六角承禎自筆書状 池田文書
補遺 71 承禎 三月六日 六角承禎書状 源喜堂古書目録七 ※
補遺 72 承禎 三月六日 六角承禎書状写 御古案集稿
補遺 73 承禎 三月十日 六角承禎書状写 古案 ※
補遺 74 承禎 卯月六日 六角承禎書状 内藤文書
補遺 75 承禎 七月十四日 六角承禎書状写 御古案集稿
補遺 76 承禎 八月廿四日 六角承禎書状 池田文書
補遺 77 承禎 九月十七日 六角承禎書状 倉垣文書
補遺 78 承禎 九月廿三日 六角承禎書状写 古案 ※
補遺 79 義弼 正月十七日 六角義弼書状写 古案 ※
補遺 80 義弼 六月二日 六角義弼書状 専行寺文書
補遺 81 義弼 七月十五日 六角義弼書状 東京大学史料編纂所所蔵文書
補遺 82 義弼 拾月朔日 六角義弼書状 佐野武男氏所蔵文書 ※
補遺 83 義弼 十月晦日 六角義弼書状 大石神社所蔵文書
補遺 84 義治 二月六日 六角義治書状 島本文書
補遺 85 義治 二月十四日 六角義治書状 辻氏所蔵文書
補遺 86 義治 三月四日 六角義治書状 倉垣文書
補遺 87 義治 三月廿五日 六角義治書状 倉垣文書
補遺 88 義治 七月廿四日 六角義治書状 護国寺文書 ※
補遺 89 義治 九月十七日 六角義治書状 倉垣文書
補遺 90 義治 霜月六日 六角義治書状 倉垣文書
補遺 91 義治 十二月廿五日六角義治書状 倉垣文書
補遺 92 義堯 二月廿七日 六角義堯書状 倉垣文書
補遺 93 義堯 拾月九日 六角義堯書状写 萩藩譜録椙杜六郎広連 ※
補遺 94 その他 正月廿七日 大原高保書状 鰐淵寺文書 ※
補遺 95 その他 二月十五日 永原重虎書状 益田文書
補遺 96 その他 八月九日 進藤賢盛書状写 益田文書
補遺 97 その他 拾月二日 永田・九里連署書状写 御古案集稿
補遺 98 その他 十一月八日 永原重虎書状 益田文書

差替 165 伊庭貞隆書下 橋本左右神社文書
差替 276 六角氏家臣奉書 宮内庁書陵部蔵古文書
差替 486 土岐頼芸書状 桂氏旧蔵文書
差替 786 六角承禎書状写 常善寺文書
差替 818 六角氏家臣奉書写 御古案集稿
差替 1046 六角氏綱巻数返事 神田孝平氏所蔵文書


