
番号 指定 名称 作者 制作年代 員数 所蔵先 展示期間

2 江戸幕府老中奉書　
阿部正精より松平容衆宛 （文政元年［1818］）8月6日 1通 個人（福島県立博物館寄託）

4 ペルリ黒船浦賀来航図 嘉永六年(1853) 1舗 京都府立京都学・歴彩館
5 亜米利加ペルリ上陸図 江戸時代　19世紀 1巻 京都府立京都学・歴彩館

6 天然理心流奉納額　複製 原品：安政5年（1858）8月 1面 東京・日野市 
原品：東京・八坂神社

7 木刀　小島鹿之助所用 元治2年（1865）2月 2振（京都会場では 
うち1振展示） 東京・小島資料館

9 天然理心流目録　小島鹿之助宛 嘉永2年(1849)9月 1巻 東京・小島資料館
10 近藤勇写真 19世紀 1枚 東京・土方歳三資料館 10/1-10/14
11 土方歳三写真 19世紀 1枚 東京・土方歳三資料館 10/1-10/14
12 近藤勇写真　複製 原品：江戸時代　19世紀 1枚 東京・佐藤彦五郎新選組資料館 10/15-11/27
13 土方歳三写真　複製 原品：19世紀 1枚 東京・佐藤彦五郎新選組資料館 10/15-11/27
14 ■ 近藤勇養子縁組状 嘉永2年（1849）10月19日 1幅 東京・調布市郷土博物館 
15 近藤勇肖像画 土方力三郎作 明治18年(1885) 1面 東京・小島資料館

16 鎖着込み・鎖甲・鎖手袋　
小島鹿之助所用 文久元年(1861) 3点 東京・小島資料館

17 手習書「要語俗解」 文化3年(1806) 1冊 東京・土方歳三資料館

19 石田散薬製造道具のうち
染付碗・匙・碗・石田散薬 江戸時代　19世紀 1式 東京・土方歳三資料館

20 近藤勇書簡　土方歳三宛 （万延元年［1860］）12月15日 1通（1巻のうち） 個人 前期展示
21 佐藤彦五郎日記　二 万延元年（1860）5月9日 1冊 東京・日野市
22 天然理心流中極位目録　土方歳三宛 文久2年（1862）9月 1巻 東京・土方歳三資料館

24 佐藤彦五郎（盛車）書簡
富澤政恕宛

（文久元年［1861］）
12月14日 1通 個人（多摩市教育委員会保管）

26 天然理心流免許　井上源三郎宛 万延元年（1860）5月 1巻 東京・井上源三郎資料館
27 剣術試合口覚 元治元年（1864） 1冊 東京・井上源三郎資料館

28 小島日記 文久2年（1862） 
文久3年（1863）

2冊（京都会場では 
うち1冊展示） 東京・小島資料館

29 佐藤彦五郎日記　三 慶応3年（1867）10月 1冊 東京・日野市

30 天然理心流撃剣稽古人姓名帳
（「鈴木家文書　剣道諸書物」のうち） 文久3年（1863） 1冊 東京・立川市歴史民俗資料館

31 寒稽古中諸入用控帳
（「鈴木家文書　剣道諸書物」のうち） 文久3年（1863）10月21日発会 1冊 東京・立川市歴史民俗資料館

32 甲子講序文並割合控加入人名前組訳
其外記録帳（「鈴木家文書」のうち） 文久4年（1864）1月発会 1冊 東京・立川市歴史民俗資料館

33 ○ 清河八郎像 藤本鉄石筆 
清河八郎賛 文久2年（1862） 1幅 山形・清河八郎記念館

34 ■ 板倉勝静申し渡し写し
（「清河八郎及父雷山真蹟」のうち） （文久2年［1862］）12月19日 1通（1巻のうち） 山形・清河八郎記念館

35 近藤勇書簡　佐藤彦五郎宛 （文久3年［1863］）1月18日 1通（1巻のうち） 個人 後期展示
37 ■ 浪士組上京日記 高橋常吉郎筆 文久3年（1863）2月8日 1冊 山形・清河八郎記念館

38 ■ 浪士相調候分二百五十人
（「尊攘大義」のうち） （文久3年［1863］3月）6日 1巻 山形・清河八郎記念館

39 ■ 浪士組廻状留 文久3年（1863）2月 1冊 山形・清河八郎記念館
40 ○ 回天封事 清河八郎筆 文久2年（1862）5月 1冊 山形・清河八郎記念館
41 松平容保写真 慶応元年（1865） 1枚 個人（福島県立博物館寄託）
42 松平容保像 近代 1面 個人（福島県立博物館寄託）

43 家訓　 松平容保・
山川浩筆 明治時代　19世紀 1幅 福島県立博物館

＊「指定」欄は、重要文化財は◎、県指定文化財は○、市町村指定文化財は■で示した。
＊「展示期間」欄が空欄の資料は、基本的に通期展示を行う。	
＊展示資料リストは番号順に作成したが、展示順と必ずしも一致しない。

［会期］
2022年10月1日（土）～11月27日（日）
会期中に写真など一部の資料は作品保護のため、前・後期で展示を入れ替えます。
前期：10月1日（土）～10月30日（日）／後期：11月1日（火）～11月27日（日）
［会場］
京都文化博物館
［主催］
京都府、京都文化博物館、読売新聞社、NHK京都放送局	
［協賛］
岩谷産業、きんでん、清水建設、大和ハウス工業、非破壊検査
[特別協力]
日野市ふるさと文化財課（新選組のふるさと歴史館）
[後援]
（公社）京都府観光連盟、（公社）京都市観光協会、KBS京都、エフエム京都

出品リスト

番号 指定 名称 作者 制作年代 員数 所蔵先 展示期間

169 覚（三布布団拝借につき） 斎藤秀全 （慶応4年［1868］）閏4月24日 1枚 個人（福島県立博物館寄託）
170 竹中重固書簡　友成郷右衛門宛 （慶応4年［1868］）6月20日 4枚 個人（福島県立博物館寄託）
171 新選組名簿 （慶応4年［1868］） 1綴 個人（福島県立博物館寄託）

172 土方歳三書簡
内藤介右衛門・小原宇右衛門宛 （慶応4年［1868］8月）21日 1通 個人（福島県立博物館寄託）

173 母成峠布陣図 明治時代　19世紀 1巻 個人
174 雪冤一弁　 渋谷源蔵筆 明治39年（1906） 1冊 福島県立博物館
175 雪冤一弁附録 渋谷源蔵筆 明治時代 1冊 福島県立博物館

176 日誌 浅羽忠之助筆 明治時代　19世紀 1冊 福島県立博物館

178 会津藩四方旗 江戸時代　19世紀 1旒 東京国立博物館
179 軍服・チョッキ　遠藤平太所用 （慶応4年［1868］） 一式 福島県立博物館
180 韮山笠　遠藤平太所用 （慶応4年［1868］） 1点 福島県立博物館
181 会津軍記 早川松山作 明治9年（1876） 3枚続 福島県立博物館

182 佐藤彦五郎覚書
（土方歳三討死につき） （明治2年［1869］） 1巻 東京・佐藤彦五郎新選組資料館

183 箱館脱走姓名録 （明治2年［1869］） 1冊 東京・佐藤彦五郎新選組資料館
184 箱館城図 安政3年（1856） 1舗 北海道・函館市中央図書館
185 箱館脱走人名控 明治3年（1870）9月 1冊 北海道・函館市中央図書館 後期展示
186 蝦夷錦 明治3年（1870） 2冊 北海道・函館市中央図書館
187 官軍海軍日記 島田魁筆 明治2年（1869） 1冊 京都・霊山歴史館
189 戦友姿絵 中島登筆 （明治3年［1870］） 1巻 北海道・市立函館博物館

190 近藤芳助書簡
新選組往事実戦譚書 （明治39年［1906］） 1巻 京都府立京都学・歴彩館 前期展示

191 贈友談話 1巻　明治4年（1871）12月	
2巻　明治6年（1873）頃 1綴 東京・日野市

192 島田魁日記 江戸～明治時代　19世紀 2冊 京都・霊山歴史館

193 永倉新八書簡
佐藤俊正（彦五郎）宛 （明治24年［1891］）3月26日 1巻 東京・佐藤彦五郎新選組資料館

194 胴衣　永倉新八所用 江戸時代　19世紀 1点 北海道博物館
195 木刀　永倉新八所用 江戸時代～明治時代　19世紀 1点 北海道博物館

196 永倉新八回想録
「七ヶ所手負場所顕ス」 明治44年（1911）12月11日 4枚 北海道博物館

197 名前覚 永倉新八筆 大正2年（1913）6月 1点 北海道博物館
198 永倉新八（杉村義衛）ほか集合写真 大正2年（1913）5月撮影 1枚 北海道博物館 後期展示
199 斎藤一（藤田五郎）写真 明治時代 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 前期展示
200 斎藤一（藤田五郎）家族写真 明治30年（1897）11月14日撮影 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 後期展示
201 旧会津藩人斗南北海道其他移住人別 明治時代　19世紀 1冊 福島・会津若松市立会津図書館
202 和歌懐紙　題「鶴立洲」 松平容保筆 明治時代　19世紀 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 前期展示
203 和歌懐紙　題「冬日詠早梅」 松平容保筆 明治時代　19世紀 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 後期展示
204 藤田勉・剛兄弟写真 明治41年（1908）2月13日撮影 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 前期展示
205 藤田勉・みどり結婚写真 明治41年（1908）12月撮影 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 後期展示
206 藤田素子写真（生後百日） 明治43年（1910）1月6日撮影 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 後期展示
207 藤田素子写真 明治時代　20世紀 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 後期展示
208 藤田時尾写真 明治40年（1907）12月2日撮影 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 前期展示
209 白蔵主根付　斎藤一所用 江戸時代　19世紀 1点 個人（福島県立博物館寄託）
210 藤田剛・ユキ結婚写真 大正2年（1913）9月28日撮影 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 後期展示
211 浅羽コノ・ユキ写真 明治時代　19世紀 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 前期展示
212 浅羽コノ写真 明治34年（1901）4月複写 1枚 個人（福島県立博物館寄託） 前期展示
213 短刀　無銘　田中コノ所用 江戸時代　19世紀 1口 個人（福島県立博物館寄託）
214 漢詩書　哭近藤先生詩 石坂昌孝筆 明治3年（1870） 3幅対 東京・小島資料館
222 新選組浪士始末 （明治14年［1881］11月15日） 1冊 福島県立博物館
223 松平容保像　 木宮晃陽筆 近代 1幅 福島県立博物館
224 浅羽家代々勤書 浅羽忠之助筆 明治29年（1896）3月 1冊 福島県立博物館
225 殉節両雄之碑の拓本 石碑建立：明治21年（1888）7月 1幅 東京・小島資料館
特別	
出品 被災した鉦 江戸時代　19世紀 4点 京都・衣棚町鷹山保存会

特別	
出品 天野八郎書簡　小島鹿之助宛 （慶応3年［1867］）10月29日 1通（1巻のうち） 東京・小島資料館

特別	
出品 地頭山口家財政目録 慶応3年（1867）11月 1冊 東京・小島資料館

特別	
出品 浪士文久報国記事 永倉新八筆 明治時代　19世紀 2冊 個人



番号 指定 名称 作者 制作年代 員数 所蔵先 展示期間

44 土津神社告文（京都守護職拝命） 文久2年（1862）閏8月5日 1通 福島・土津神社
（福島県立博物館寄託）

45 元治元子年七月より御守護職中事状書 浅羽忠之助筆 明治2年（1869）9月9日 1冊 福島県立博物館

46 太刀	銘行吉	附葵紋衛府太刀拵 刀身：鎌倉時代　14世紀	
拵：江戸時代　19世紀 1口 個人

（若松城天守閣郷土博物館寄託）
47 黒谷金戒光明寺全図 四方春翠写 江戸時代　19世紀 1枚 個人

48 京都守護職役宅上屋敷指図
（富田屋文書のうち） 江戸時代　19世紀 1舗 京都府立京都学・歴彩館

49 京都守護職上屋敷跡出土遺物 江戸時代　19世紀 一式 京都府埋蔵文化財調査研究センター

50 鞅掌録　上下 広沢安任撰	
浅羽忠之助写 19世紀 2冊 福島県立博物館

51 幕末会津志士伝　一名孤忠録 広沢安宅著 大正12年（1923） 1冊 福島県立博物館
53 和歌短册「蠖虫の」 大庭恭平筆 19世紀 1枚 福島県立博物館
54 為国家番付 文久3年（1863）写 1枚 福島県立博物館
56 志大略相認書 近藤勇筆 文久3年（1863）3月 1冊 個人
58 近藤勇書簡 （文久3年［1863］）6月5日 1巻 東京・小島資料館
59 近藤つね書簡　小島鹿之助宛 （文久3年［1863］2月） 1通 東京・小島資料館
60 御触書木札 文久3年（1863）12月 1枚 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
61 賀茂祭御宣命 文久3年（1863）4月21日 1通 京都・下鴨神社
62 孝明天皇賀茂行幸絵巻 宮田糺泉筆 昭和9年（1934） 1巻 京都・下鴨神社 半期場面替

63 文久三年加茂･石清水行幸列次 橘御殿	
森田蔵板（印） 文久3年（1863） 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示

64 乍恐奉願上口上覚	写
（壬生寺文書のうち） 慶応2年（1866） 1通 京都・壬生寺

65 壬生三面 室町時代 3面 京都・壬生寺
66 壬生寺境内写真 近代 1枚 京都・壬生寺

67 御殿御家領壬生村麁絵図 江戸時代　19世紀 1舗 京都・同志社大学歴史資料館

68 新選組屯所屋敷図 元治2年（1865） 1舗 東京・日野市
69 風説書　三（平和家文書のうち） 文久3年（1863） 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
70 近藤勇書簡写「京都当節之形勢」 文久3年（1863）7月 1通 東京・日野市
71 近藤勇上書　複製　 文久3年（1863）10月15日 1通（1巻のうち） 個人（多摩市教育委員会保管）
72 文久元治亥子太平録 江戸時代　19世紀 1冊 福島・会津若松市立会津図書館
73 七卿落図 近代　20世紀 1巻 京都府（京都文化博物館管理）
74 孝明天皇御製　複製 原品：（文久3年［1863］10月9日） 1通 福島県立博物館　原品：個人
75 孝明天皇宸翰　松平容保宛　複製 原品：文久3年（1863）10月9日 1通 福島県立博物館　原品：個人
77 近藤勇書簡　佐藤彦五郎宛 （文久3年［1863］）10月20日 1通 東京・佐藤彦五郎新選組資料館
78 近藤勇書簡　佐藤彦五郎他七名宛 （文久3年［1863］）11月29日 1巻 個人
79 近藤勇書簡　佐藤彦五郎他七名宛　複製 （文久3年［1863］）10月20日 1通 個人（多摩市教育委員会保管）
80 梧桐叢書　十三 江戸時代　19世紀 1冊 個人（群馬県立文書館寄託） 半期場面替
81 番日記（古久保家文書のうち） 文久3年（1863） 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
82 近世珍話　下巻 慶応3年（1867） 1巻（3巻のうち） 京都国立博物館 半期場面替
83 松平容保書簡　家老宛 （文久4年［1864］）2月18日 1巻 福島県立博物館
84 近藤勇書簡　封紙 （元治元年［1864］）5月20日 1面 東京・小島資料館

85 家財諸道具改帳控
（真町文書・甲のうち） 元治元年（1864）8月7日 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示

86 家屋敷改絵図
（真町文書・甲のうち） 元治元年（1864）8月7日 1点 京都府立京都学・歴彩館 後期展示

87 雑物改帳控（真町文書・甲のうち） 元治元年（1864）8月7日 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
88 人のうわさ　十九番 元治元年（1864） 1冊 京都府立京都学・歴彩館 後期展示
89 若杉家日記（若杉家文書のうち） 江戸時代　19世紀 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
90 池田屋事件感状 （元治元年［1864］）8月4日 1巻 京都・霊山歴史館
91 某書簡　吉田清内宛か （元治元年［1864］6月12日） 1巻 中村武生
92 禁門の変図屏風　複製 大須賀清光筆 原品：19世紀 1隻 福島・会津若松市

93 甲子兵燹図
前川文嶺筆
（原画：
前川五嶺筆）

近代　 2巻（京都会場では	
うち下巻展示） 京都市歴史資料館

94 加茂川畔会津藩布陣図 伊東弄花筆 元治元年（1864）6月27日真写	
同年9月10日染筆 1枚 福島・会津若松市

95 洛外竹田街道銭取橋御固之略図 （元治元年［1864］6月24日） 1枚 福島県立博物館
96 七生之巻 明治時代　20世紀 1巻 個人
97 風説書　七（平和家文書のうち） 元治元年（1864） 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
98 藤井藍田書簡　河野鉄兜宛 （文久2年［1862］）3月6日 1巻 中村武生

99 土津神社告文
（禁門の変で会津藩・新選組比類なき働き） 元治元年（1864）8月27日 1通 福島・土津神社

（福島県立博物館寄託）
101 小島鹿之助書簡　原惣兵衛宛 （元治元年［1864］）7月30日 1通 個人

102 異聞録 元治元年（1864）6月～8月 1冊 薄井梅子家文書
（町田市立自由民権資料館寄託）

番号 指定 名称 作者 制作年代 員数 所蔵先 展示期間

103 近藤勇書簡写 元治元年（1864） 1冊 個人（多摩市教育委員会保管）

104 土方歳三書簡
近藤勇・佐藤彦五郎宛 （元治元年［1864］10月）9日 1巻 東京・佐藤彦五郎新選組資料館

105 短刀　無銘兼恒　松平容保所用 室町時代 1口 個人
（若松城天守閣郷土博物館寄託）

107 沖田総司書簡　小島鹿之助宛 元治2年（1865）1月2日 1通 東京・小島資料館
108 沖田総司書簡　佐藤彦五郎宛 （元治2年［1865］）3月21日 1巻 東京・佐藤彦五郎新選組資料館
109 新選組行軍録 （慶応元年［1865］） 1冊 個人

111 近藤勇書簡　
佐藤彦五郎・小島鹿之助・粕谷良循宛 （慶応元年［1865］）11月4日 1通 東京・小島資料館

114 土方歳三書簡　井上松五郎宛 （慶応元年［1865］）12月12日 1巻 東京・井上源三郎資料館
115 近藤勇書簡　小島鹿之助宛 （慶応2年［1866］6月15日） 1巻 東京・小島資料館
116 土方歳三書簡　佐藤彦五郎宛 （元治2年［1865］）3月1日 1巻 東京・小島資料館
117 二条斉敬像 明治時代　19～20世紀 1幅 京都・同志社大学歴史資料館
118 中川宮面謁受付帳 文久4年（1864）1月 1冊 個人
120 孝明天皇御尊影 江戸時代　19世紀 1幅 京都・泉涌寺

121 ◎ 脇差　銘国重　附　拵 刀身：室町時代　14世紀	
拵：江戸時代　19世紀 1口 京都市歴史資料館

123 大日如来坐像 江戸時代　18～19世紀 1軀 京都・泉涌寺

124 熊鷹図屏風 狩野永岳筆 江戸時代　19世紀 6曲1双
（うち右隻展示） 京都・泉涌寺 後期展示

125 鶴亀図屏風 鶴沢探泉筆 江戸時代　19世紀 6曲1双
（うち左隻展示） 京都・泉涌寺 前期展示

126 源氏物語絵屏風（若菜上・総角） 土佐光文筆 江戸時代　19世紀 6曲1双 京都・泉涌寺 後期展示
127 子の日桜狩図屏風 浮田一蕙筆 嘉永7年（1854） 6曲1隻 京都・泉涌寺 前期展示
128 孝明天皇凶事式 明治39年（1906） 3帖 京都・泉涌寺
129 御別帳 慶応2年（1866）12月 1冊 個人

130 孝明天皇尊儀私記 慶応2年（1866）	
慶応3年（1867） 3冊 京都・泉涌寺

131 孝明天皇尊儀御入棺之儀 慶応3年（1867）1月 1冊 京都・泉涌寺
132 孝明天皇尊儀御葬礼諷誦 慶応3年（1867）1月27日 1通 京都・泉涌寺
133 孝明天皇尊儀東山陵祝詞 慶応3年（1867）2月 1通 京都・泉涌寺
134 和歌短冊　題「粽」 近藤勇筆 江戸時代　19世紀 1枚 個人
135 鉄扇　近藤勇所用 江戸時代　19世紀 1点 個人
136 鎖帷子　近藤勇所用 文久3年（1863）2月 1領 京都・霊山歴史館
137 刀　銘大和守源秀国 慶応2年（1866）8月 1口 東京・井上源三郎資料館
138 刀　銘越前康継 江戸時代　19世紀 1口 東京・佐藤彦五郎新選組資料館

139 ■ 刀　銘和泉守兼定　
土方歳三佩用 慶応3年（1867）2月 1口 東京・土方歳三資料館 10/1-11/23

140 鎖帷子・籠手　土方歳三所用　京都使用 江戸時代　19世紀 1具 東京・土方歳三資料館
142 鉢金　土方歳三所用 江戸時代　19世紀 1点 東京・土方歳三資料館
144 土方歳三書簡　佐藤彦五郎宛 元治元年（1864）4月12日 1幅 東京・土方歳三資料館
145 新選組大幟 江戸時代　19世紀 1旒 京都・霊山歴史館
146 新選組英名録 島田魁筆 文久から慶応年間（1861～68） 1巻（合装） 京都・霊山歴史館
147 肩当て　島田魁所用 慶応年間（1865～68） 1点 京都・霊山歴史館

148 新選組袖章 文久3年（1863） 2点 京都・霊山歴史館

150 宮川信吉書簡　尊兄宛 （慶応3年［1867］）6月24日 1通（1巻のうち） 個人 後期展示
151 土方歳三書簡　佐藤彦五郎宛 （慶応3年［1867］11月1日） 1巻 東京・佐藤彦五郎新選組資料館
152 役所雑記（柳原家文書のうち） 慶応3年（1867）7～9月 1冊 京都府立京都学・歴彩館 前期展示
153 伏見鳥羽戦争図草稿 伝遠藤蛙斎筆 明治時代　19世紀 1巻 京都国立博物館 半期場面替

154 伏見戦争
（戊辰戦記絵巻物上巻のうち） 保勲会編 明治24年（1891） 1冊 福島・一般財団法人温知会

（福島県立博物館寄託）

155 徳川治績年間紀事
十五代徳川慶喜公 月岡芳年作 明治時代　19世紀 3枚続 京都・霊山歴史館

156 大坂城より急御東下ニ付一条 浅羽忠之助筆 明治時代　19世紀 1冊 福島県立博物館
157 土津神社告文（伏見街道にて奮戦） 慶応四年（1868）1月14日 1通 福島県立博物館
158 佐藤彦五郎日記　四 慶応4年（1868）3月 1冊 東京・日野市
159 沖田総司書簡　宮川音五郎宛 （慶応3年［1867］）11月12日 1通（1巻のうち） 個人 前期展示
160 靖共隊旅宿幟 江戸時代　19世紀 1旒 東京国立博物館
161 近藤勇処刑瓦版 慶応4年（1868）閏4月 1枚 東京・小島資料館
162 漢詩書「富貴利名豈可羨」 近藤勇筆 江戸時代　19世紀 1幅 東京・小島資料館
164 説夢録 明治時代　19世紀 1冊 東京・佐藤彦五郎新選組資料館
165 近藤勇首級図 伝岡本健三郎筆 明治時代　19世紀 1枚 京都・霊山歴史館
166 ■ 戊辰戦争宇都宮城攻防図 明治時代　19世紀 1巻 栃木・光明寺 前期展示
167 戊辰戦争宇都宮城攻防図　複製 原品：明治時代　19世紀 1巻 栃木県立博物館 後期展示
168 白河口合戦絵巻 明治時代　19世紀 1巻 福島・白河市歴史民俗資料館 半期場面替


