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請求番号 タイトル 年月日 備考

1-1 松平春岳宛 文久2年6月20日

1-2 松平春岳宛 文久3年2月21日

1-3 松平春岳宛 文久3年10月15日

1-4 松平春岳宛 文久3年11月5日

1-5 松平春岳宛 文久3年11月11日

1-6 松平春岳宛 文久3年11月28日

1-7 松平春岳宛 元治元年1月1日

1-8 松平春岳宛 慶応元年4月2日

1-9 松平春岳宛 慶応元年5月29日

1-10 松平春岳宛 慶応元年10月11日

1-11 松平春岳宛 慶応元年10月19日

1-12 松平春岳宛 慶応2年1月7日

1-13 松平春岳宛 慶応2年1月20日

1-14 松平春岳宛 慶応2年2月4日

1-15 松平春岳宛 慶応2年2月14日

1-16 松平春岳宛 慶応2年5月端午（5）日

1-17 松平春岳宛 慶応2年6月29日

1-18 松平春岳宛 慶応2年9月15日

1-19 松平春岳宛 慶応2年11月23日

1-20 松平春岳宛 慶応3年1月19日

1-21 松平春岳宛 慶応3年6月25日

1-22 松平春岳宛 慶応3年10月25日

1-23 松平春岳宛 慶応4年1月11日

1-24 松平春岳宛 慶応4年1月15日

1-25 松平春岳宛 慶応4年2月6日

1-26 松平春岳宛 慶応4年2月19日

1-27 松平春岳宛 慶応4年3月12日

1-28 松平春岳宛 慶応4年3月29日

1-29 松平春岳宛 明治元年10月7日

1-30 松平春岳宛 明治2年7月27日

1-31 松平春岳宛 明治3年1月7日

1-32 松平春岳宛 明治3年2月28日

大久保一翁関係文書目録

　1　大久保一翁書簡
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請求番号 タイトル 年月日 備考
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1-33 松平春岳宛 明治3年9月4日

1-34 松平春岳宛 明治3年9月17日

1-35 松平春岳宛 明治3年9月20日

1-36 松平春岳宛 明治3年9月22日

1-37 松平春岳宛 明治3年9月27日

1-38 松平春岳宛 明治3年9月27日

1-39 松平春岳宛 明治3年10月10日

1-40 松平春岳宛 明治3年11月5日

1-41 松平春岳宛 明治4年9月3日

1-42 松平春岳宛 明治4年10月12日

1-43 松平春岳宛 明治5年2月1日

1-44 松平春岳宛 明治5年4月23日

1-45 松平春岳宛 明治6年1月25日

1-46 松平春岳宛 明治6年4月5日

1-47 松平春岳宛 明治6年8月12日

1-48 松平春岳宛 明治7年4月2日

1-49 松平春岳宛 明治　年1月17日

1-50 中根雪江宛 文久2年7月6日

1-51 中根雪江宛 文久2年12月28日

1-52 中根雪江宛 文久3年12月26日

1-53 中根雪江宛 元治元年7月21日

1-54 中根雪江宛 元治元年11月10日

1-55 中根雪江宛 慶応元ヵ年1月29日

1-56 中根雪江宛 慶応元年4月3日

1-57 中根雪江宛 慶応元年10月19日

1-58 中根雪江宛 慶応2ヵ年1月8日

1-59 中根雪江宛 慶応2年1月23日

1-60 中根雪江宛 慶応2年5月端午（5）日

1-61 中根雪江宛 慶応2年9月29日

1-62 中根雪江宛 慶応2年11月23日

1-63 中根雪江宛 慶応3年6月24日

1-64 中根雪江宛 慶応3年10月25日

1-65 中根雪江宛 慶応4年1月11日
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1-66 中根雪江宛

1-67 勝 海舟宛 元治元年2月12日

1-68 勝 海舟宛 慶応元年10月6日

1-69 勝 海舟宛 慶応元年10月15日

1-70 勝 海舟宛 慶応元年11月18日

1-71 勝 海舟宛 慶応元ヵ年　6日

1-72 勝 海舟宛 明治元年7月10日

1-73 勝 海舟宛 明治元年9月7日

1-74 勝 海舟宛 明治元ヵ年10月ヵ

1-75 勝 海舟宛 明治元年12月18日

1-76 勝 海舟宛 明治元年12月23日

1-77 勝 海舟宛 明治2年3月29日

1-78 勝 海舟宛 明治2年10月2日

1-79 勝 海舟宛 明治2年10月17日

1-80 勝 海舟宛 明治6ヵ年10月25日

1-81 勝 海舟宛 5月1日

1-82 勝 海舟宛 17日

1-83 勝 海舟宛 17日

1-84 勝 海舟宛 25日

1-85 草尾一馬宛 慶応4年3月22日

1-86 宛名不明書簡 文久2ヵ年6月3日

1-87 勝海舟ヵ宛 文久2ヵ年6月6日

1-88 宛名不明書簡 慶応2年4月21日

1-89 達 大久保一翁自筆

1-90 和歌 大久保一翁自筆

2-1 松平春岳宛 文久3年12月4日

2-2 松平春岳宛 元治元年12月25日

2-3 松平春岳宛 慶応元年10月5日

2-4 松平春岳宛 慶応元年12月3日

2-5 松平春岳宛 慶応2年1月4日

2-6 松平春岳宛 慶応2年1月23日

2-7 松平春岳宛 慶応2年1月29日

　2　勝海舟の書簡
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2-8 松平春岳宛 慶応2年3月23日

2-9 松平春岳宛 慶応2年4月28日

2-10 松平春岳宛 慶応2年10月2日

2-11 松平春岳宛 慶応3年1月3日

2-12 松平春岳宛 慶応3年8月7日

2-13 松平春岳宛 明治4年2月11日

2-14 大久保一翁宛 明治元ヵ年9月28日

2-15 大久保一翁宛 明治2年2月28日

2-16 大久保一翁宛 明治2年3月4日

2-17 大久保一翁宛 明治6年4月12日

2-18 大久保一翁宛 明治6年10月25日

2-19 大久保一翁宛 明治　年12月5日

2-20 岩倉具視宛　橋本三位書簡　（写） 明治2年8月11日

2-21 大久保一翁ヵ宛 文久3年9月12日

2-22 大久保一翁ヵ宛 慶応2年8月19日

2-23 宛名不明書簡 明治2年5月3日

2-24 論文「兵学小述」 慶応元年10月14日

2-25 建白「春岳宛建白書」 慶応4年2月15日

3-1 勝 海舟宛　伊藤博文書簡 明治　年1月18日

3-2 勝 海舟宛　松平確堂書簡 明治元ヵ年10月1日

3-3 勝 海舟宛　松平春岳書簡 慶応2年4月15日

3-4 勝 海舟宛　大久保利通書簡 明治元年11月14日

3-5 大久保一翁宛　山岡鉄太郎書簡 明治　年　11日

3-6 大久保一翁宛　山岡鉄太郎書簡 明治　年9月11日

3-7 勝 海舟宛　横井平四郎書簡 文久元年8月17日

3-8 横井小楠　画像

3-9 横井小楠の漢詩

3-10 松平春岳ヵ宛不明書簡 慶応3年5月18日

3-11 不明書簡 明治　年8月21日

　3　その他の書簡
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