
登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

23-1 穂高商会関係　借用証　借主小川為一郎 明治９・７・３１ 1876

23-2 穂高商会関係　借用証　借主小川為一郎 明治９・８・１２ 1876

23-3 穂高商会関係　建物書入之証　借主小川為一郎 明治９・１１ 1876

23-4 穂高商会関係　書翰　松沢求策より小川為一郎宛
十二通

明治９ 1876 松沢求策 小川為一郎

23-5 穂高商会関係　書翰　井口半蔵より小川為一郎宛
一通

明治９ 1876 井口半蔵 小川為一郎

23-6 穂高商会関係　書翰　小川六太郎より小川為一郎宛
十二通

明治９ 1876 小川六太郎 小川為一郎

23-7 穂高商会関係　書翰　増山専助より小川為一郎宛
六通

明治９ 1876 増山専助 小川為一郎

23-8 穂高商会関係　書翰　等々力正家より小川為一郎宛
二通

明治９ 1876 等々力正家 小川為一郎

23-9 穂高商会関係　書翰　藤森善平より為一郎　二通 明治９ 1876 藤森善平 小川為一郎



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

23-10 穂高商会関係　書翰　須賀庄平より小川為一郎宛 明治９ 1876 須賀庄平 小川為一郎

23-11 穂高商会関係　書翰　為一郎の母より為一郎宛 明治９ 1876 小川為一郎の母 為一郎

23-12 穂高商会関係　松沢求策の為一郎宛、曙新聞代請
取証

明治１２・６・２
４

1879 松沢求策 為一郎

23-13 穂高商会関係　米商会所条例別冊（写） 明治９ 1876

23-14 穂高商会関係　仮約定書　商品互市交通のため 明治９ 1876

23-15 穂高商会関係　穂高商会営業の御届書 明治９・６ 1876

23-16 穂高商会関係　生坂煙草販売宣伝起草文 明治９ 1876

23-17 穂高商会関係
盟約書（東京商社，米仲買控）

明治９ 1876

23-18 穂高商会関係　質入書 明治９・１０・３
１

1876 小川為一郎 広瀬源蔵



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

23-19 穂高商会関係　質入書
第十壱大区拾五小区兜町三番地建物間取図

明治９・１１・１ 1876 小川為一郎 広瀬源蔵

24-1 星園塾関係　験功帳（筆写） 慶応３ 1867

24-2 星園塾関係　験功帳 慶応２・極 1866

24-3 星園塾関係　五言古など　楠正成の戦他（漢文） 明治８ 1875

24-4 武井用拙関係　作文草稿集　松澤 明治８・１０・１
５

1875 松沢求策

24-5 武井用拙関係　用拙より松沢求策宛　漢詩「樓上偶
化」

明治８ 1875 武井用拙 松沢求策

24-6 武井用拙関係　変則生学課名簿 明治８ 1875

24-7 明治８，９年頃自筆資料　晴雨諸件日誌　松澤義章 明治８・２ 1875 松沢求策

24-8 明治８，９年頃自筆資料　詞花集 明治８ 1875 松沢求策



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-9 明治８，９年頃自筆資料　開花文章下（書写） 明治８ 1875 松沢求策

24-10 東京における法律勉学関係　仏国民法契約編　箕作
麟祥先生講義

明治８ 1875

24-11 東京における法律勉学関係　仏国政法書　松田正久
先生講義

明治８ 1875

24-12 松沢求策関係文書　東京における法律勉学関係
独逸刑法略論　北畠先生講義

明治８ 1875

24-14 東京における法律勉学関係　大明律註釈　第二号、
北畠道　講義

明治８ 1875

24-15 東京における法律勉学関係　国法関係筆録 明治８ 1875

24-16 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　水野館の段　鶴舟野史著

明治１１ 1878 鶴丹野史

24-17 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　中萱村の場（第二）　鶴舟野史
著

明治１１～１２ 1878 鶴丹野史

24-18 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　騒動の場（第三）　鶴舟野史著

明治１１～１２ 1878 鶴丹野史



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-19 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　梓川原の場（第四）　鶴舟野史
著

明治１１～１２ 1878 鶴丹野史

24-20 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　子別の場（第五）　鶴舟野史著

年代不詳 ― 鶴丹野史

24-21 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　土方切腹、水野改易（第十）

明治１１～１２ 1878

24-22 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　土牢の段　五代目豊沢広助一
章

年代不詳 ―

24-23 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　第三騒動の多゛ん（段）

年代不詳 ―

24-24 民権鑑加助の面影など演劇関係
『民権鑑加助の面影』　大序水野御殿の場　鶴舟野史
著

明治１１～１２ 1878 鶴丹野史

24-25-1 民権鑑加助の面影など演劇関係
戸田騒動原田聞書　鶴舟野史著

明治１２・３ 1879 鶴丹野史

24-25-2 民権鑑加助の面影など演劇関係
民権鑑加助乃面影　第九　仕置の場

年代不詳 ―

24-26 猶興義塾塾則 年代不詳 ―



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-27 知新社松本新聞関係　松本新聞社則原按 年代不詳 ―

24-28 知新社松本新聞関係　知新社　出版課仮規則 明治１２・１０ 1879

24-29 知新社松本新聞関係
松本新聞知新社一件（始審裁判言渡書並ニ執行願
書類之控）

明治８・４・６ 1875

24-30 国会開設請願関係　国会願望書（奨匡社） 年代不詳 ―

24-31 国会開設請願関係　国会開設請願書草按 年代不詳 ―

24-32 国会開設請願関係
歎願開設国会書　武井用拙の批評記入

年代不詳 ―

24-33 国会開設請願関係　国会開設を上願スルノ書（奨匡
社）
地方有志者へ　國會開設請願書提出の呼び掛け（草
案）

明治１３・５・２
６

1880

24-34 国会開設請願関係　国会開設ヲ上願スルノ書 明治１３・５ 1880



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-35 国会開設請願関係
河野広中、片岡健吉の元老院議長大木喬任あて副
願一葉

明治１３・４・１
９

1880 河野広中，片岡健吉 元老院議長　大木喬任

24-36 国会開設請願関係
松沢求策、上条螘司の太政大臣三条実美あて副願
一葉

明治１３・５・３
１

1880 松沢求策，上条螘司 太政大臣三条実美

24-37 国会開設請願関係
松沢求策、上条螘司の太政大臣三条実美あて伺書

明治１３・６・１
４

1880 松沢求策，上条螘司 太政大臣三条実美

24-38 国会開設請願関係
松沢求策、上条螘司の内閣権大書記官金井之恭あ
て伺書

明治１３・６・２
２

1880 松沢求策，上条螘司 内閣権大書記官金井之恭

24-39 国会開設請願関係
松沢求策、上条螘司の左大臣有栖川熾仁親王あて
伺書

明治１３・６・２
４

1880 松沢求策，上条螘司 左大臣有栖川熾仁親王

24-40 国会開設請願関係
松沢求策、上条螘司の元老院議長大木喬任あて伺
書

明治１３・６・１
８

1880 松沢求策，上条螘司 元老院議長大木喬任

24-41 国会開設請願関係
松沢求策、上条螘司の太政大臣三条実美あての請
願書下書

明治１３・６・８ 1880 松沢求策，上条螘司 太政大臣三条実美

24-42 国会開設請願関係
国会開設請願惣代委任状

年代不詳 1880

24-43 国会開設請願関係
築地本願寺々務出張所河野善綱の奨匡社松沢求
策、上条螘司宛通知

明治１３・７・１
４

1880 本願寺々務出張所河野善
綱

松沢求策，上条螘司



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-44 国会開設請願関係
松澤求策・上條螘司の太政大臣三條實美宛（草案）

年代不詳 ― 松沢求策自筆

24-47 国会開設期成同盟関係
自由政党規則の意見　太田伯一郎

年代不詳 ―

24-48 東洋自由新聞関係　上告書
松沢求策より大審院長判事岸良兼養宛

明治１４・５・１
７

1881 松井求策 大審院長判事岸良兼養

24-49 東洋自由新聞関係
上告主意明細書　松沢求策より大審院長判事岸良兼
養殿

明治１４・５・１
７

1881 松井求策 大審院長判事岸良兼養

24-50 東洋自由新聞関係　申立書
松沢求策より公判判事山本昌行宛

明治１４・５・６ 1881 松井求策 公判判事山本正行

24-52 東洋自由新聞関係
仏政論　土州高地大川渡が貴社へ　原稿　貴社へ依
頼文

年代不詳 ―

24-53 東洋自由新聞関係　東洋自由新聞社規則 明治１４・３・１
２

1881

24-54 東洋自由新聞関係
言渡書　東京裁判所より松沢求策・上田長次郎宛

明治１４・７・２
９

1881 東京裁判所 松沢求策

24-55 東洋自由新聞関係
録事御願　東洋自由新聞社主稲田政吉より内務省勧
農局宛

明治１４・３・２
８

1881 東洋自由新聞社主稲田政
吉

内務省勸農



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-58 東洋自由新聞関係
読国会問答而友作　＿陽久代孝稿

年代不詳 ―

24-59 東洋自由新聞関係　調書　松澤求策
検事野崎啓造

明治１４・□・
２５

1881

24-61 東洋自由新聞関係　東洋自由新聞問題檄文原文 明治１４・４・１
０

1881

24-62 東洋自由新聞関係
太政官受付東洋自由新聞社宛　返却の願書の件

年代不詳 ― 太政官受付東洋自由新聞
社

24-65-2 東洋自由新聞関係　檄文 明治14 1881

24-65-3 東洋自由新聞関係　判文 明治14 1881

24-66 八丈島関係　第三号日記　松沢求策日記 年代不詳・２・
１～２２

― 松沢求策

24-67 八丈島関係　御照会書
（八丈島物産取扱の届出全文の謄写願＜証拠物件
＞）

明治１７・５・５ 1884 松沢求策 京橋区長

24-68 八丈島関係
正写　約定書　南海開島会社と第百十二国立銀行

明治１５・８・１ 1882



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-69 八丈島関係　伺書（会社條約取り結びについて）
松沢求策より地役人高橋鉄之助、菊池秀右衛門、長
戸路長兵衛

明治１５・２・１
３

1882 松沢求策 地役人高橋鉄之助，菊池
秀右衛門，長戸路長兵衛

24-70 八丈島関係　伺書（会社條約取り結びについて）
松沢求策より地役人高橋鉄之助、菊池秀右衛門、長
戸路重兵衛

明治１５・２・１
３

1882 松沢求策 地役人高橋鉄之助，菊池
秀右衛門，長戸路重兵衛

24-71 八丈島関係　条約書　開島会社條約書 明治１６・１・２
９

1883

24-72 八丈島関係
約定書（事業推進にかかわる約定書）

明治１６・３・１
８

1883

24-73 八丈島関係
約定証（島へ送られた反物類と島産物品との商取引）

明治１５・１２・
３０

1882

24-74 八丈島関係
以書面奉願候（求策の示した条約書は良法である。
信頼に足る人物ならば条約を取り結びたい。出府に
同道願いたい）

明治１５・２ 1882

24-75 八丈島関係
委任状（浮田信松に係る委託金請求の勧解願の代人
願の件）

明治１８・１・２
６

1885 松沢求策

24-76 八丈島関係　委任状 明治１８・２・５ 1885 松沢求策



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-77 八丈島関係
上申書（浮田信松に係る約定金請求御勧解一件は病
気のため出頭できず代人を立てる）京橋区治安裁判
所長　判事補帆足精華宛

明治１８・２・７ 1885 松沢求策

24-80 八丈島関係
書簡　南海開島会社社員一同より求策宛（千二百石
積の帆船を雇い入れて社務繁忙など）東京京橋区本
湊町五番地（求策）

年代不詳・１
１・１８

― 南海開島会社社員一同 （松沢）求策

24-81 八丈島関係
書簡　沖山新兵衛より求策宛（封袋小さく不都合につ
き180枚だけお返し）

明治１５・１１・
５

1882 沖山新兵衛 （松沢）求策

24-82 八丈島関係
書簡　つやより菊池伴三郎母宛（宛名変更のお願い・
近況報告）

明治１６・９・６ 1883 つや 菊池伴三郎

24-83 八丈島関係
書簡　求策より源一郎宛（條約取り交わし、社則制定・
発起人募集中、社長になるため株金千円を依頼）

明治１６・３・２
０

1883 （松沢）求策 （松沢）源一郎

24-84 八丈島関係
書簡　菊池治平より求策宛（麻弐円分売渡し願）

明治１５・１２・
３０

1882 菊池治平 （松沢）求策

24-85 八丈島関係
書簡　菊池治平より松沢宛（御手船打建と婚礼の悦び
を短冊で交わす）

明治１５・９・２
７

1882 菊池次平 松沢（求策）

24-86 八丈島関係
書簡　南海開島社社長松澤求策より大賀郷総代浮田
小太郎外二名

明治１６・１ 1883 松沢求策 浮田小太郎外三
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24-87 八丈島関係
書簡　証　松澤求策より小幡方郎代理深谷尹十郎

明治１６・５・２ 1883 松沢求策 深谷尹十郎

24-88 八丈島関係
八丈島事業売利概算

明治１９・４・１
２

1886 東京府知事高﨑五六 松沢求策

24-89 借金証書・田中平八関係・その他
借用書(金百五拾円）　松沢求策より田中菊次郎

明治１６・８・１
８

1883 松沢求策 田中菊次郎

24-90 借金証書・田中平八関係・その他
借用金証（金四百円）　借用人松沢源一郎

明治１７・６ 1884

24-91 借金証書・田中平八関係・その他
借用金証（金四百円）　借用人松沢源一郎

明治１７・６・２
０

1884

24-92 借金証書・田中平八関係・その他
借用金証（金四百円）　借用人松沢源一郎

年代不詳 ―

24-93 借金証書・田中平八関係・その他
松沢生より金井鶴巣兄約定書（珊瑚珠玉壱個）　松沢
求策より中川祐順

明治１８・１１・
２８

1885 松沢求策 中川祐順

24-94 借金証書・田中平八関係・その他
借用書（金四拾円）　松沢求策より牧玉蔵

明治１３・９・２
２

1880 松沢求策 牧玉蔵

24-95 借金証書・田中平八関係・その他
借用金証（金四百円）　松沢源一郎より田中菊次郎

明治１７・６・２
０

1884 松沢源一郎 田中菊次郎



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-96 借金証書・田中平八関係・その他
借用書（金百三拾円）　松沢求策より田中菊次郎

明治１６・６・２
７

1883 松沢求策 田中菊次郎

24-97 借金証書・田中平八関係・その他
受取証（金百○壱円六拾銭）　松沢求策より天田平次
郎

明治１７・２・１
７

1884 松沢求策 天田平次郎

24-98 借金証書・田中平八関係・その他
受取証（六拾二円）　松田祐順より松沢求策

年代不詳・１
２・５

― 松田祐順 松沢求策

24-100 借金証書・田中平八関係・その他
弔の手紙（松沢求策母死）　田中菊次郎より松沢求策

年代不詳 ― 田中菊次郎 松沢求策

24-101 借金証書・田中平八関係・その他
田中平八君墓誌　鶴舟松沢求策撰

年代不詳 ―

24-102 借金証書・田中平八関係・その他
田中君平八墓誌

年代不詳 ―

24-103 松沢求策関係文書　借金証書・田中平八関係・その
他
糸平田中君碑銘

年代不詳 ―

24-104 借金証書・田中平八関係・その他
日本橋区役所より松沢求策宛財産取調通知

明治１７・１０・
８

1884 日本橋区役所 松沢求策

24-105 就産義社関係
就産義社設立ノ旨趣及ヒ規則

明治１６・１０ 1883



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-106 就産義社関係
就産義社内則　就産義社　野田令昌

年代不詳 ―

24-107 就産義社関係
野田令昌より松沢源一郎宛手紙

年代不詳 ― 野田令昌 松沢源一郎

24-108 代言人試験関係
告発書　警部補、佐々木太郎宛

明治１８・３・３
１

1885 警部補，佐々木太郎

24-109 代言人試験関係
故障趣意書　東京軽罪裁判所長宛

明治１８・５・２ 1885 東京軽罪裁判所長

24-110 代言人試験関係
保釈願　東京軽罪裁判所予審判事宛

明治１８・４・１
０

1885 東京軽罪裁判所予審判事

24-111 代言人試験関係
保釈願　東京控訴裁判所長宛

明治１８・６・１
２

1885 東京控訴裁判所長

24-112 代言人試験関係
面会願　鍛冶橋監獄分署宛

明治１８・４・２
４

1885 鍛冶橋監獄分署

24-113 代言人試験関係
上告趣意書　（佐藤丑三始メ五人　裁判言渡書の破
毀の上、公明な裁判を請願）

明治１８・８・６ 1885 大審院長

24-114 代言人試験関係
裁判言渡書　明治18年刑　百廿四号　（窃盗及盗臓
寄蔵）

明治１８・７・３
１

1885



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-115 代言人試験関係
裁判言渡書　東京控訴裁判所　二通有り

明治１８・６・３ 1885

24-116 代言人試験関係
松沢求策盗臓奇蔵被告事件　裁判言渡・公判始末書
写

明治１８・６・２ 1885

24-117 代言人試験関係
領置品下付願　鍛冶橋監獄署宛

明治１８・８・１
７

1885 鍛冶橋監獄署

24-118 代言人試験関係
上告趣意拡張辯明書　大審院長宛

明治１９・４・２
３

1886 大審院長

24-119 代言人試験関係
松澤求策・佐藤丑三・岩崎享一郎訊問調書并告発状
ノ写

明治１８・４・６ 1885

24-120 代言人試験関係
始末書　（岩崎小一郎ヨリ書類ヲ預リ佐藤丑三ニ渡シ
タルコト）

明治１８・４・６ 1885

24-121 代言人試験関係
意義申立書　（収監状ノ下付ナク勾留ニ付）

明治１８・５・６ 1885 東京軽罪裁判所

24-123 代言人試験関係
判決　東京軽罪裁判所

明治１８・５・９ 1885

24-124 代言人試験関係
勾留状　警視庁第二局

明治１８・４・６ 1885



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-125 代言人試験関係
送達書　東京軽罪裁判所

明治１８・５・９ 1885

24-126 代言人試験関係
松沢きぬ宛東京鍛冶橋監獄分署在監中の書翰（源一
郎を呼び寄せて、貸金・身代・訴訟入費請求・南里陶
器の始末依頼）

明治１８・５・７ 1885 松沢きぬ

24-127 代言人試験関係
拇印願　鍛冶橋監獄分署宛

明治１８・６・１
９

1885 鍛冶橋監獄分署

24-128 代言人試験関係
保釈願い　東京控訴裁判所長宛

明治１８・６・２
９

1885 東京控訴裁判所長

24-129 代言人試験関係
保釈願い　大審院長判事玉乃代履宛

明治１８・８ 1885 大審院長判事玉乃代履

24-130 代言人試験関係
要領開申書　大審院長判事尾崎忠治宛

明治１８・２・２
６

1885 大審院長判事尾崎忠治

24-131 浅間商店伊勢庸三関係
浅間商店約定書　松沢求策、伊勢庸三

明治１９・２・２ 1886

24-132 浅間商店伊勢庸三関係　伊勢庸三手紙 明治１９・２・２
７

1886 伊勢庸三

24-133 浅間商店伊勢庸三関係　伊勢庸三手紙 明治１９・１２・
２６

1886 伊勢庸三



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-134 遺言　松沢求策氏自筆遺言 明治２０・３・９ 1887 松沢求策

24-135 松沢求策と滝沢婦でとの関係
滝沢婦でヨリ松沢求策への手紙

明治１６・９・２
２

1883 滝沢婦で 松沢求策

24-136 松沢求策と滝沢婦でとの関係
松沢求策より滝沢婦で殿への証

明治１６・９・２
２

1883 松沢求策 滝沢婦で

24-137 大井栄作事件関係その他　共融社開業祝辞 年代不詳 ―

24-138 大井栄作事件関係その他
小幡方郎、松沢万喜代に係わる裁判言渡書

明治２１・５・１
９

1888

24-139 大井栄作事件関係その他
為取換約定証　松沢源一郎記す　大井栄作宛

明治２０・７・２
３

1887 松沢源一郎 大井栄作

24-141 大井栄作事件関係その他
御説諭願　上総国市原郡君塚村総代より千葉警察署
警部補宛

明治１７・５・１
９

1884 上総国市原郡君塚村総代 千葉警察署警部補

24-142 大井栄作事件関係その他
約定証　松沢求策と修進社との間にとりかわす

明治１７・５・２
３

1884

24-143 大井栄作事件関係その他
奉願口上書　司法省照査課宛

明治１０・８・１
８

1877 司法省照査課



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-144 大井栄作事件関係その他
伺書　長野県小書記官宛医学講習生撰擢について

明治１１・４ 1878 長野県小書記官

24-145 書簡（松沢求策自筆）　松沢源一郎宛　17通 明治８ 1875 松沢求策自筆 松沢源一郎

24-146 書簡（松沢求策自筆）　松沢求策母宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 松沢求策母

24-147 書簡（松沢求策自筆）　松沢とめ宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 松沢とめ

24-148 書簡（松沢求策自筆）　佐野亮蔵宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 佐野亮蔵

24-149 書簡（松沢求策自筆）　榊原先生宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 榊原先生

24-150 書簡（松沢求策自筆）　田中菊次郎宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 田中菊次郎

24-151 書簡（松沢求策自筆）　第十四国立銀行宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 第十四国立銀行

24-152 書簡（松沢求策自筆）　持田久次宛　1通 明治８ 1875 松沢求策自筆 持田久次



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-153 書簡（松沢求策自筆）　宛先不明　5通 明治８ 1875 松沢求策自筆

24-154 書簡（松沢求策宛）　松沢求策宛半田より 年代不詳・１
２・２０

― 半田 松沢求策

24-155 書簡（松沢求策宛）　松沢（求策）宛駒井より 年代不詳・１
２・９

― 駒井 松沢（求策）

24-156 書簡（松沢求策宛）　（松沢）求策大兄宛良雄より 年代不詳・５・
５

― 良雄 （松沢）求策

24-157 書簡（松沢求策宛）　松沢求策宛栄より　三枚続き 年代不詳・２・
２４

― 栄 松沢求策

24-158 書簡（松沢求策宛）　森山儀文治より松沢（求策）君宛 年代不詳・１
０・２２

― 森山儀文治 松沢（求策）

24-159 書簡（松沢求策宛）　松沢（求策）宛上条より 明治１５・３・２
９

1882 上条 松沢求策

24-160 書簡（松沢求策宛）　松沢求策宛きぬより 年代不詳・８ ― きぬ 松沢求策

24-161 書簡（封筒）　封筒のみ 年代不詳 ―



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-162 書簡　定額預り証 明治１８・１２ 1885

24-163 書簡　山口正雄より妻恋坂へ 明治１９・１１・
３０

1886 山口正雄 妻恋坂

24-164 書簡　邦松より松沢さん□ 年代不詳・１
２・２６

― 邦松 松沢

24-165 書簡　坂□善治より若松屋へ 年代不詳・３・
２１

― 坂□善治 若松屋

24-166 書簡　野田より松沢盟兄 年代不詳・１
１・７

― 野田 松沢

24-167 書簡　浜崎より松沢へ 年代不詳・１・
１１

― 浜崎 松沢

24-168 書簡　福田清次郎より松沢 年代不詳 ― 福田清次郎 松沢

24-169 書簡　清一より松沢 年代不詳・
□・１

― 清一 松沢

24-170 書簡　矢生より松沢 年代不詳・
□・１

― 矢生 松沢



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-171 書簡　野田より松沢盟友 年代不詳・１・
１６

― 野田 松沢

24-173 書簡　渡辺茂七より松沢求策 明治１６・１０・
１０

1883 渡辺茂七 松沢求策

24-174 書簡　下村広□より松沢求策 年代不詳・１
０・１４

― 下村広□ 松沢求策

24-175 書簡　築地野田よりおさんさんへ 年代不詳・１
０・６

― 築地野田 おさん

24-176 書簡　磯部より松沢（求策） 年代不詳・４・
１８

― 磯部 松沢（求策）

24-177 書簡　和田健太郎より松沢（求策） 年代不詳・８・
１４

― 和田健太郎 松沢（求策）

24-179 書簡　鈴木季吾より高島嘉衛門 明治１９・４ 1886 鈴木季吾 高島嘉衛門

24-180 書簡　渡辺より松沢（求策） 年代不詳・１・
２４

― 渡辺 松沢（求策）

24-181 書簡　臼井より松沢閣下 年代不詳・３・
１７

― 臼井 松沢



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-182 書簡　松□より鶴舟先生 年代不詳 ― 松□ 鶴舟先生

24-183 書簡　□橋より松沢君 年代不詳・８・
１３

― □橋 松沢

24-185 書簡　岡田良輔より松沢源一郎 年代不詳・７・
３１

― 岡田良輔 松沢源一郎

24-186 書簡　上通人より松沢　三通 年代不詳・
□・３０

― 上通人 松沢

24-187 書簡　薫より松沢家 年代不詳・２・
８

― 薫 松沢家

24-188 書簡　薫より姉上殿 年代不詳・２・
８

― 薫 姉上

24-189 書簡　松沢源一郎より松沢とめさん 年代不詳・５・
１４

― 松沢源一郎 松沢とめ

24-190 書簡　石井より松沢様 年代不詳・
□・１４

― 石井 松沢

24-191 書簡　石川より上平おきぬ 年代不詳・１
２・４

― 石川 上平おきぬ



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-192 書簡　小蝶より松沢（求策） 年代不詳 ― 小蝶 松沢（求策）

24-193 書簡　柏原尋常小学校百瀬善一郎より松沢求策御令
室　松沢求策追弔祭賦

大正元・１２・
５

1912 柏原尋常小学校百瀬善一
郎

松沢求策御令室

24-194 書簡　小沢直太より井口喜源治 年代不詳・４・
２

― 小沢直太 井口喜源治

24-195 書簡　横浜居留地七十五番地シャン代筆より松沢求
策

年代不詳・２・
２１

― 松沢求策

24-196 書簡　上条信次より松沢求策 年代不詳・４・
２２

― 上条信次 松沢求策

24-197 書簡　森本省一郎　松沢求策　松沢求策の県会議員
になる経過

年代不詳・１
２・７

―

24-198 書簡　久保田屋より松沢求策 年代不詳・３・
１２

― 久保田屋 松沢求策

24-199 書簡　前田蝶より松沢求策 年代不詳・４・
２７

― 前田蝶 松沢求策

24-200 書簡　庶子入籍御届控 明治１９・３・２
８

1886



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-201 書簡　静よりおきぬ様 年代不詳・１
０・３１

― 静 おきぬ

24-202 書簡　松沢きぬより松沢源一郎 年代不詳・５・
３

― 松沢きぬ 松沢源一郎

24-203 書簡　星野長太郎より松沢老大 年代不詳・２・
５

― 星野長太郎 松沢

24-204 書簡　金井漂より松沢求策 年代不詳・１・
２７

― 金井漂 松沢求策

24-205 書簡　（前田）蝶より松沢求策 年代不詳・４・
４

― （前田）蝶 松沢求策

24-206 書簡　深谷半十郎より松沢求策 年代不詳・３・
１７

― 深谷半十郎 松沢求策

24-207 書簡　丸山より松沢賢兄 年代不詳・９・
７

― 丸山 松沢

24-208 書簡　志づより石田□□様 年代不詳・３・
１１

― 志づ 石田□□

24-209 書簡　二木（外一）より松沢君 年代不詳・
□・１２

― 二木（外一） 松沢
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24-210 書簡　星野より松沢様 年代不詳・１・
２５

― 星野 松沢

24-211 書簡　良勝より求策様 年代不詳・５・
７

― 良勝 求策

24-212 書簡　山田より松沢様 年代不詳・１・
５

― 山田 松沢

24-213 書簡　松沢源一郎より松沢キヌ（封筒のみ） 明治１９・３・２
８

1886 松沢源一郎 松沢キヌ

24-214 書簡　志津より母上様姉上様 年代不詳・５・
３０

― 志津 母上　姉上

24-216 書簡　小幡方郎より松沢兄 年代不詳・１
０・３０

― 小幡方郎 松沢

24-217 書簡　松沢とめより松沢源市郎 年代不詳 ― 松沢とめ 松沢源市郎

24-218 書簡　かねより重三郎殿 年代不詳 ― かね 重三郎

24-219 書簡　浜田小太郎より松沢おきね 年代不詳 ― 浜田小太郎 松沢おきね



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-220 書簡　田代八蔵内ひなより松沢求策 明治８ 1875 田代八蔵内ひな 松沢求策

24-221 書簡　松沢源一郎自筆書簡　14通 明治８ 1875 松沢源一郎

24-222 書簡　松沢源一郎宛（受信）書簡 明治８ 1875 松沢源一郎

24-224 書簡　松沢鷹次郎宛書簡　松沢　澤より　3通 明治８ 1875 松沢　澤 松沢鷹次郎

24-225 書簡　松沢鷹次郎宛書簡　安中忠如より　4通 明治８ 1875 安中忠如 松沢鷹次郎

24-226 書簡（葉書）　松沢求策宛　下条貞療など差出人　9通 明治８ 1875 下条貞療など 松沢求策

24-227 書簡（葉書）　松沢源一郎宛　森山儀文治など差出人
3通

明治８ 1875 森山儀文治など 松沢源一郎

24-243 大正三年追悼会関係　祭詞　太田伯一郎 大正３・１２・１
３

1914 太田伯一郎

24-244 大正三年追悼会関係
追悼詞　東穂高尋常高等小学校長　丸山弥源太

大正３・１２・１
３

1914 丸山弥源太



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-245 大正三年追悼会関係
追悼辞　新聞記者代表　野村信次郎

大正３・１２・１
３

1914 野村信次郎

24-246 大正三年追悼会関係
追悼詞　三村寿八郎

大正３・１２・１
３

1914 三村寿八郎

24-247 大正三年追悼会関係
追弔辞　降旗元太郎

大正３・１２・１
３

1914 降旗元太郎

24-248 大正三年追悼会関係
追悼ノ辞　小里頼永

大正３・１２・１
３

1914 小里頼永

24-249 大正三年追悼会関係
追悼辞　南信聯合青年総代　高橋宗次郎

大正３・１２・１
３

1914 高橋宗次郎

24-250 大正三年追悼会関係
故松沢求策君追悼会出席名簿　於松本神道分局

大正３・１２・１
３

1914

24-251 大正三年追悼会関係
書簡　加藤正治より故松沢求策君追悼会宛

大正３・１２・１
１

1914 加藤正治 故松沢求策君追悼会

24-252 大正三年追悼会関係
書簡　沢柳政太郎より小里頼永宛

大正３・１２・１
１

1914 沢柳政太郎 小里頼永

24-253-1 伝記関係　松沢求策君伝　森本湘竹稿 大正３・１１ 1914 森本湘竹稿



登録番号 資料名 年月日 西暦 出所 宛所

24-253-2 伝記関係　松澤求策君傳　森本省一郎著


