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『結城市史』第１巻 古代中世史料編 【目次】 

 序 

 凡例 

 解説 

 

古代史料 

  １ 大同二年 古語拾遺 

  ２ 天平勝宝七年 万葉集 

  ３ 神護景雲二年 続日本紀 

  ４ 承平年中 倭名類聚抄 

  ５ 十世紀初頭 延喜式 

  ６ 承平七年 将門記 

 

中世史料 古文書の部  

  １ 健田須賀神社文書 

  ２ 高橋神社文書 

  ３ 安穏寺文書 

  ４ 孝顕寺文書 

  ５ 乗国寺文書 

  ６ 称名寺文書 

  ７ 光福寺文書 

  ８ 結城寺文書 

  ９ 大輪寺文書 

 １０ 弘経寺文書 

 １１ 常光寺文書 

 １２ 華蔵寺文書 

 １３ 釈迦堂文書 

 １４ 東持寺文書 

 １５ 松平基則氏所蔵文書 

 １６ 高野山清浄心院文書 

 １７ 結城御代記所収文書 

 １８ 水府志料所収文書 

 １９ 反町文書 

 ２０ 譜牒余録所収文書 

 ２１ 伊勢結城文書 

 ２２ 有造館結城古文書写 

 ２３ 楓軒古文書纂所収白河証古文書 

 ２４ 結城神社文書 

 ２５ 熱海白川文書 

 ２６ 遠藤白川文書 

 ２７ 町田文書 

 ２８ 長田文書 

 ２９ 野村文書 

 ３０ 小谷野文書 

 ３１ 中里文書 

 ３２ 石川文書 

 ３３ 今井文書 

 ３４ 冨田文書 

 ３５ 野口信春氏所蔵文書 

 ３６ 稲葉文書 

 ３７ 奈良文書 

 ３８ 下総山川文書 

 ３９ 越前山川文書 

 ４０ 円福寺文書 

 ４１ 金沢文庫文書 

 ４２ 秋田藩採集文書 

 ４３ 多賀谷文書 

 ４４ 光明寺文書 

 ４５ 多賀谷季雄氏所蔵文書 

 ４６ 常総文書 

 ４７ 常総遺文所収文書 

 ４８ 諸名将古案 

 ４９ 下総古文書類 

 ５０ 諸家所蔵文書 

 ５１ 続常陸遺文所収文書 

 ５２ 那須与一氏旧蔵文書 

 ５３ 烏山町役場所蔵文書 

 ５４ 常陸金剛院文書 

 ５５ 下総文書 

 ５６ 刑部文書 

 ５７ 甲斐国志所収文書 

 ５８ 岡見文書 



 ５９ 金剛院文書 

 ６０ 古文書 

 ６１ 立石知満氏所蔵文書 

 ６２ 秋田藩採集文書 

 ６３ 佐竹文書 

 ６４ 皆川文書 

 ６５ 茂木文書 

 ６６ 小山文書 

 ６７ 大中寺文書 

 ６８ 鑁阿寺文書 

 ６９ 瀧田文書 

 ７０ 西林寺文書 

 ７１ 瀬谷文書 

 ７２ 大橋三右衛門氏旧蔵文書 

 ７３ 遍照寺文書 

 ７４ 宗光寺文書 

 ７５ 相馬文書 

 ７６ 川連文書 

 ７７ 栃木県庁採集文書 

 ７８ 野口文書 

 ７９ 那須文書 

 ８０ 喜連川文書 

 ８１ 野田家文書 

 ８２ 豊前氏古文書 

 ８３ 香取神社文書 

 ８４ 香取社旧大禰宜家文書 

 ８５ 香取社旧録司代家文書 

 ８６ 鹿島神宮文書 

 ８７ 塙不二丸氏所蔵文書 

 ８８ 小松寺文書 

 ８９ 烟田文書 

 ９０ 井田氏家蔵文書 

 ９１ 岩上文書 

 ９２ 安得虎子所収文書 

 ９３ 芹沢文書 

 ９４ 小田部庄右衛門氏所蔵文書 

 ９５ 角田石川文書 

 ９６ 青山文書 

 ９７ 岡本文書 

 ９８ 会津四家合考所収文書 

 ９９ 伊達文書 

１００ 熊谷家文書 

１０１ 別府文書 

１０２ 武州文書 

１０３ 新編武蔵風土記稿所収文書 

１０４ 富岡家古文書 

１０５ 鶴岡八幡宮文書 

１０６ 円覚寺文書 

１０７ 黄梅院文書 

１０８ 別願寺文書 

１０９ 報国寺文書 

１１０ 長勝寺文書 

１１１ 相州古文書 

１１２ 上杉家文書 

１１３ 歴代古案 

１１４ 集古文書 

１１５ 色部文書 

１１６ 浅間文書 

１１７ 仁科盛忠氏所蔵文書 

１１８ 伊藤本文書 

１１９ 聴濤閣集古文書 

１２０ 渡辺秀二氏所蔵文書 

１２１ 矢部文書 

１２２ 中村不能斎採集文書 

１２３ 水野文書 

１２４ 吉川金蔵氏所蔵文書 

１２５ 山吉文書 

１２６ 謙信文庫所蔵文書 

１２７ 南部文書 

１２８ 岩城氏累代之伝記所収文書 

１２９ 和知文書 

１３０ 大竹文書 



１３１ 米良文書 

１３２ 紀伊続風土記所収文書 

１３３ 相良文書 

１３４ 六波羅密寺文書 

１３５ 三宝院文書 

１３６ 佐八文書 

１３７ 古文書 

１３８ 諸家文書纂 

１３９ 小笠原文書 

１４０ 結城戦場高名着到并結城系図所収文書 

１４１ 足利将軍家御内書并女房奉書留 

１４２ 昔御内書符案 

１４３ 御内書案 

１４４ 御内書符案 

１４５ 武家事紀所収文書 

１４６ 諸将感状下知状并諸士状写所収文書 

１４７ 古今消息集所収文書 

１４８ 武家雲箋所収文書  

 

補遺 

  １ 白川文書 

  ２ 毛利家文書 

  ３ 豊前氏古文書 

  ４ 刑部文書 

  ５ 潮崎稜威主文書 

  ６ 伊達文書 

 

中世史料 記録・戦記の部 

  １ 吾妻鏡 

  ２ 平家物語 

  ３ 承久記 

  ４ 承久兵乱記 

  ５ 明月記 

  ６ 民経記 

  ７ 関東評定衆伝 

  ８ 玉蘂 

  ９ 寛元二年記 

 １０ 島津家本東鑑纂 

 １１ 祖書証議論 

 １２ 検非違使補任 

 １３ 源威集 

 １４ 光明寺残篇 

 １５ 梅松論 

 １６ 太平記 

 １７ 八戸家領知増減記 

 １８ 鶴岡社務記録 

 １９ 常陸法雲寺開山大光禅師語録 

 ２０ 太平記評判 

 ２１ 花営三代記 

 ２２ 満済准后日記 

 ２３ 喜連川判鑑 

 ２４ 湘山星移集 

 ２５ 鎌倉大日記 

 ２６ 建内記 

 ２７ 看聞御記 

 ２８ 鎌倉大草紙 

 ２９ 神鳳抄 

 ３０ 言継卿記 

 ３１ 当代記 

 ３２ 宇都宮記 

 ３３ 宇都宮興廃記 

 ３４ 武家雑章録 

 ３５ 結城戦場記 

 ３６ 鎌倉殿物語 

 ３７ 結城軍物語 

 ３８ 結城合戦絵詞 

 

中世史料 系図・家譜の部 

  １ 結城系図 

  ２ 結城家之記 

  ３ 結城家過去帳 

  ４ 山川氏系図 



  ５ 山川氏過去帳 

  ６ 寒河氏系図 

  ７ 小山系図 

  ８ 多賀谷氏系図 

  ９ 多賀谷旧記 

 １０ 多賀谷氏過去帳 

 １１ 水谷家譜 

 １２ 水谷蟠龍記 

 １３ 常陸日月牌過去帳 

 

中世史料 金石文の部 

  １ 銘文 

  ２ 板碑 

 

＜付録＞ 

 花押・印判集 

 

あとがき 

 

  



『結城市史』第２巻 近世史料編 【目次】 

 序 

 凡例 

 解題 

 

政治編 

  １ 初期結城藩 

  ２ 水野結城藩 

  ３ 幕末政情 

 

社会経済編  

  １ 土地 

  ２ 年貢 

  ３ 戸口 

  ４ 町と村 

  ５ 産業 

  ６ 流通 

  ７ 交通 

  ８ 農村の荒廃と復興 

  ９ 一揆・騒動 

 

文化編 

  １ 教育 

  ２ 信仰 

  ３ 芸能・祭り 

  ４ 文学 

  



『結城市史』第３巻 近現代史料編 【目次】 

 序 

 凡例 

 解説 

 

政治・社会 

産業 

教育 

戦時下町内会資料 

統計 

 あとがき 

  



『結城市史』第４巻 古代中世通史編 【目次】 

 序 

 結城市史の編さんにあたって 

 凡例 

 

序説 

第１編 原始・古代の結城地方 

 第１章 原始時代の結城地方 

 

 第２章 古墳時代の結城地方 

 

 第３章 古代の結城地方 

 

第２編 鎌倉時代の結城地方 

 第１章 結城朝光 

 

 第２章 結城氏と鎌倉幕府 

 

 第３章 結城一族の館跡 

 

 第４章 金沢称名寺領毛呂郷 

 

 第５章 結城地方の仏教文化 

 

第３編 南北朝・室町時代の結城地方 

 第１章 南北朝の内乱 

 

 第２章 石に刻まれた中世 

 

 第３章 室町初期の東国と結城氏 

 

 第４章 結城合戦 

 

 第５章 室町中期の東国と結城氏 

 

 第６章 結城地方の社寺 

 

第４編 戦国・織豊時代の結城地方 

 第１章 戦国時代の結城領 

 

 第２章 結城領の人々の生活 

 

 第３章 城と城下町 

 

 第４章 結城秀康 

 

附編 

 １ 「結城氏新法度」現代語訳  

 

 ２ 結城系図について 

 

 ３ 史料補遺 

 

 ４ 結城市年表（原始・古代～中世） 

 

 あとがき 

 

  



『結城市史』第５巻 近世通史編 【目次】 

 序 

 凡例 

 

序説 

第１編 近世前期の結城地方 

 第１章 太閤検地と町と村 

 

 第２章 領主と代官 

 

第２編 結城水野藩とその政治 

 第１章 結城水野藩の成立 

 

 第２章 水野氏以外の領主たち 

 

 第３章 よみがえった城下町 

 

 第４章 村の生活 

 

第３編 産業と流通経済の発達 

 第１章 新田開発と用水 

 

 第２章 農業技術の発達 

 

 第３章 諸産業の発達 

 

 第４章 流通経済の発達 

 

 第５章 近世における結城地方の交通 

 

第４編 宗教と文化 

 第１章 結城の寺と民衆 

 

 第２章 産土神と民衆信仰 

 

 第３章 豪農・豪商の文化 

 

 第４章 教育の普及 

 

第５編 幕末維新期の結城地方 

 第１章 農村の荒廃 

 

 第２章 結城の豪農 

 

 第３章 一揆・騒動 

 

 第４章 改革への動き 

 

 第５章 戊辰戦争と結城地方 

 

附編 年表 

 

あとがき 

  



『結城市史』第６巻 近現代通史編 【目次】 

 序 

 凡例 

 

序説 

第１編 近代結城のなりたち 

 第１章 維新による政治と社会の変化 

 

 第２章 明治二，三十年代の政治と社会 

 

 第３章 明治期の農業 

 

 第４章 明治期の諸産業 

 

 第５章 明治期の教育 

 

第２編 近代結城の発展 

 第１章 明治末～大正期の政治と社会 

 

 第２章 明治末～大正期の農業 

 

 第３章 明治末～大正期の諸産業 

 

 第４章 明治末～大正期の教育 

 

第３編 近代結城の苦悩 

 第１章 戦前昭和期の政治と社会 

 

 第２章 戦前昭和期の産業経済 

 

 第３章 戦前昭和期の教育  

 

第４編 新生結城の発展 

 第１章 戦後の政治と社会 

 

 第２章 戦後の産業経済 

 

 第３章 戦後の教育  

 

終章 

附編 

 １ 統計 

 

 ２ 年表 

 

 あとがき 


