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請求番号 収録年月日 西暦 文書名 作成 形態 備考
別子-日誌-重任01 明治12年７月１日（～明治13年６月30日） 1879～1880 日誌 重任処 冊
別子-日誌-重任02 明治13年７月１日（～12月31日） 1880 日記 （鉱山本局） 冊
別子-日誌-重任03 明治14年１月（～明治15年１月６日） 1881 日誌 （鉱山本局） 冊
別子-日誌-重任04 明治15年１月（～７月10日） 1882 日誌 支配方 冊
別子-日誌-重任05 明治15年７月（～12月31日） 1882 日誌 重任局 冊
別子-日誌-重任06 明治16年１月（～７月25日） 1883 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任07 明治16年下半季（７月26日～12月31日） 1883 日誌 （別子鉱山重任分局） 冊
別子-日誌-重任08 明治17年前半季（１月１日～７月21日） 1884 日誌 （重任局） 冊
別子-日誌-重任09 明治17年７月（22日～12月31日） 1884 日誌 別子鉱山住友出店 冊
別子-日誌-重任10 明治18年（１月１日～12月30日） 1885 日誌 （重任局） 冊
別子-日誌-重任11 （明治19年１月～明治20年１月５日） 1886～1887 日誌 （重任分局） 冊
別子-日誌-重任12 明治20年１月～（12月31日） 1887 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任13 明治21年（１月１日～６月６日） 1888 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任14 明治21年（６月７日～12月31日） 1888 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任15 明治22年１月（１日～12月31日） 1889 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任16 明治23年１月（１日～６月30日） 1890 日誌 （別子鉱山住友重任分局） 冊
別子-日誌-重任17 （明治）23年後季（７月１日～12月31日） 1890 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任18 明治24年前半季（１月１日～５月31日） 1891 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任19 （明治）24年（６月１日～12月31日） 1891 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任20 明治25年１月（12日～12月30日） 1892 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任21 明治26年１月（１日～12月31日） 1893 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任22 明治27年（１月１日～７月２日） 1894 日誌 鉱山重任分局 冊
別子-日誌-重任23 明治27年７月（１日～12月31日） 1894 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任24 明治28年（１月１日～11月１日） 1895 日誌 重任分局 冊
別子-日誌-重任25 明治29年度（明治28年11月２日～明治29年11月２日） 1895～1896 日誌 鉱山重任分局 冊
別子-日誌-重任26 明治30年度（明治29年11月１日～明治30年10月31日） 1896～1897 日誌 別子鉱業所 冊
別子-日誌-重任27 （明治）31年度（明治30年11月１日～明治31年10月31日） 1897～1898 日誌 別子鉱業所 冊
別子-日誌-新居浜01 明治12年１月（１日～明治13年12月28日） 1879～1880 日誌 新居浜住友出店 冊
別子-日誌-新居浜02 明治13年（１月１日～12月31日） 1880 日誌 冊
別子-日誌-新居浜03 明治14年１月（１日～６月30日） 1881 日記簿 新居浜住友 冊
別子-日誌-新居浜04 明治14年７月（１日～明治16年12月31日） 1881～1883 日記簿 新居浜住友支店 冊
別子-日誌-新居浜05 明治17年１月（１日～12月30日） 1884 日誌簿 新居浜住友分店 冊
別子-日誌-新居浜06 明治18年（１月１日～12月30日） 1885 日誌 新居浜住友分廛 冊
別子-日誌-新居浜07 明治19年（１月１日～12月31日） 1886 日誌 新居浜住友店 冊
別子-日誌-新居浜08 明治20年１月（１日～11月30日） 1887 日誌 新居浜住友分店 冊
別子-日誌-新居浜09 明治21年（明治20年12月１日～明治21年12月31日） 1887～1888 日誌 新居浜 冊
別子-日誌-新居浜10 明治22年１月（１日～12月31日） 1889 日誌 新居浜住友分店 冊
別子-日誌-新居浜11 明治23年１月（１日～12月31日） 1890 日誌 新居浜住友分店 冊
別子-日誌-新居浜12 明治24年１月（１日～10月20日） 1891 日誌 新居浜住友分店 冊
別子-日誌-新居浜13 明治24年８月（29日～12月30日） 1891 日誌 新居浜重任支局 冊
別子-日誌-新居浜14 明治25年12月（～明治26年３月31日） 1892～1893 日誌 重任支局 冊
別子-日誌-新居浜15 明治27年１月（１日～11月27日） 1894 日誌 重任支局 冊
別子-日誌-新居浜16 明治27年12月（１日～30日） 1894 日誌 重任支局 冊
別子-日誌-新居浜17 明治28年１月（１日～12月29日） 1895 日誌 （新居浜住友分店） 冊
別子-日誌-新居浜18 明治29年１月（１日～12月31日） 1896 日誌 （新居浜住友分店） 冊
別子-日誌-新居浜19 明治30年（１月１日～12月31日） 1897 日誌 支配人詰処 冊

◯別子鉱山・鉱業所で毎日書き綴られた日誌
・［凡例］
①目録には、標題など表紙の情報と、記事の収録年月日、作成部局などを内容から判断した場合は（　）を付して示した。

全て複製本での閲覧となります。

住友史料館（2022.08更新）
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別子-日誌-新居浜20 明治31年１月（１日～12月31日） 1898 日誌 支配人詰所 冊

全て複製本での閲覧となります。

住友史料館（2022.08更新）


