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「佐伯理一郎旧蔵資料」の紹介

林 潔

はじめに

本稿は、同志社大学人文科学研究所に寄贈された、佐伯理一郎旧蔵の佐伯家

関係資料及び佐藤麟太郎、友太郎一家関係文書（「佐伯理一郎旧蔵資料」と称

す）の全容の紹介を目的とするものである。

佐伯理一郎（文久２（1862）年４月３日―1953年５月30日）は日本産婦人科

研究の先駆者であり、著名なるクリスチャン教育者でもある。肥後国（後の熊

本県）に生まれ、1882（明治15）年県立熊本医学校を卒業した後に東京へ出て、

1884年３月小崎弘道から受洗し、同年海軍の軍医となった。1886年に渡米し、

ペンシルヴェニア大学医学部へ入学。在米中に内村鑑三、新渡戸稲造と知り合

った。1888年に欧州へ渡り、各地を歴訪した。1891年に帰国後、小崎の勧めに

より同志社病院に就職し、京都看病婦学校でも講義を行い、後に同病院院長、

及び同学校校長を就任した。1897年、同志社病院と京都看病婦学校の経営管理

を同志社に委託されたと同時に、助産婦の教育を開始した。1906年同志社病院

は閉鎖され、京都看病婦学校を移管された後にも、理一郎は看護学校、佐伯病

院、京都産院、京都産婆学校を運営し、引き続きキリスト教主義に基づいて看

護婦・助産婦教育を行い、多くの卒業者を輩出させた。また、医学教育のほか

に、京都YMCAの初代理事長、同志社理事（1918年―1919年）をも務めた
(１)

。
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一方、理一郎の妻・小糸も敬虔なるクリスチャンであり、1924年に女性宣教師

のデントン（M.F.Denton）と共に同志社理事に選出された人物である
(２)

。

今回の「佐伯理一郎旧蔵資料」は京都市左京区下鴨にある、佐伯理一郎の孫

娘・宇田眞子氏（理一郎の三女・花子の娘）の自宅敷地内の蔵から発見された

ものである。宇田眞子氏によると、同蔵は本来理一郎が所有したものであり、

1945年に宇田一家が移住してきた後にも元の状態のままで保管されていたので、

蔵の中にある資料は理一郎の旧蔵品であると断定できる。

2009年に、本井康博氏（当時同志社大学神学部教授在職中）は宇田眞子氏よ

り、蔵から発見された資料424点（うち一括資料は１点と数える）を譲り渡さ

れた。2013年３月に、本井氏の退職に伴い、同文書はキリスト教社会問題研究

会に預けられたが、以降五年間は調査されず、預けられた当時の状態を保持し

たままであった。2018年２月に、筆者は同資料の調査及び目録化の作業に着手

し、現在に至る。

キリスト教社会問題研究会に預けられた当時において、同資料は二つの部類

に分かれ、それぞれダンボール（以下Ａ群と仮称）とビニール袋（以下Ｂ群と

仮称）に収納されていた。Ａ群は概ね佐伯理一郎、小糸と直接関係する資料で

あり、点数は全体の約三分の一を占めている。資料の成立は1888（明治21）年

からの約50年間にわたる。同志社病院や第三高等学校基督教青年会関係書類、

小糸の生家土倉家の親類や知人より届いた書簡、フィラデルフィアなどの写真、

原稿類が多数含まれており、1998年５月18日に当時の同志社社史資料室及び同

志社女子大学史料室に分割寄贈された「佐伯理一郎関係資料」と「佐伯小系関

係資料
(３)

」との関連性がうかがえる。

Ｂ群は明治初期に活躍した英語通詞佐藤麟太郎（名は元狩、天保10（1839）

年―明治9（1876）年）一家に関わる文書であり、資料全体の約三分の二を占

めている。内容は明治初期から中期における親族間の往来書簡、政府関係や陶

器会社関係書類など多岐にわたっている。
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麟太郎は元長崎奉行支配地役の家の出身であり、英語伝習所で学び、文久２

年に英語通詞に任じられた。慶応3（1867）年に上京し、二条城内に新設され

た英語学校での英語の教授を命じられた。明治元（1868）年に外国事務局御用

掛に徴され、翌年大阪府に転任。1873年に京都府大属に転じ、同時に勧業課長

及び学務課長を務めた。1876年に開催されたフィラデルフィア万国博覧会の事

務官長に任命されたが、渡航中に病に罹り、同年４月サンフランシスコ港にて

病死した
(４)

。当時横井忠直が した麟太郎の墓誌銘の写しが『明治詩文』の写本

の中で発見された
(５)

が、同墓誌銘の原本は今回の文書の中に含まれている（資料

番号B-52、本稿の末尾に写真を掲載）。写本にはなかった、同博覧会総裁大久

保利通、副総裁西郷従道をはじめ、墓誌銘の連名者計53名の名前が確認できる。

麟太郎の長男・佐藤友太郎（文久2（1862）年―昭和15（1940）年）は明治

10（1877）年６月に京都府より派遣された八名の官費留学生のうちの一人であ

り、近代の窯業家・京都陶器技師長として名を知られている。Ｂ群文書の中か

ら、友太郎自身による履歴書をはじめ、小学校からフランス留学、帰国後に陶

器技術の推進に至るまでの半生を直接示す史料も初めて発見した。

その他、麟太郎の義父にして友太郎の祖父である野間資慶（中村忠三郎安

三）という人物の存在感も大きい。野間は当時上京区姉小路麩屋町に住んでお

り、麟太郎と友太郎の有力な後援者であるのみならず、フィラデルフィア万国

博覧会の審査官であり、後に近代日本の工芸教育に尽力した納富介次郎（天保

15（1844）年―大正7（1918）年)
(６)

とも親交があったことは今回の文書から判

明した。

管見の限り、Ｂ群文書の内容からは佐伯理一郎との関連性が見受けられない

が、どのような経緯で理一郎の手に渡ったかについてまだ不明である。また、

虫損や断簡が多数あり、保存状況はＡ群より劣っているため、別の史料と付き

合わせて読み解く必要がある。明治20年代に同志社ハリス理化学校陶器科にお

ける窯業教育
(７)

に、佐藤友太郎は何らかの形でかかわっていたではないかと推測
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するが、今回の紹介では資料全貌の概観に止まり、詳しい考察はまた別の機会

に譲りたい。

以下において、現段階までに明らかになった「佐伯理一郎旧蔵資料」の状態

と内容を、目録を通して報告する。
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凡例

・資料番号については、以前の分類を踏襲してＡとＢに分けた上で、原則とし

て文書が作成された年月日昇順に並べ替えた。年が書かれていない資料は適

宜推定を加えて補った。年代不詳の資料は最後に並べた。

・「年」は原資料を尊重し、和暦を採用した。但し、一部西暦で表示されてい

る資料は西暦のままにした。

・資料名は基本的に作成者╱差出人と宛先を表して、〔〇〇〇〇より△△△△

宛〕と表記した。差出╱宛先不明または無しの場合は〔△△△△宛〕╱〔〇

〇〇〇より〕のみを表記した。両方不明または無しの場合では、表題ありの

資料は表題のままに表記し（ex. 私立同志社病院明細表）、表題なしの資料

は形態または簡単な内容まとめを〔 〕をつけて表記した（ex.〔佐伯義男

名刺〕、〔金銭包紙〕）。但し、書籍の場合は書籍名を表記した。

・宛先差出の人名については、適宜推定を加え補った。原文は異体字の場合は

正字に直した。

・資料の種別は大きく「書簡」、「書籍」、「写真」及び「書類」の四種類に分け

て、前三者でない場合はすべて「書類」に分類した。

・備考においては、資料の形態（続紙・仮綴・冊子など）、内容のまとめ、記

入法、状態などの補足説明を記した。資料の員数について、複数の場合のみ

特記した。

・虫損などにより判読できなかった箇所について、文字数がわかる場合は一文

字につき「■」一つで表記し、文字数不明の場合は「［ ］」と表記した。ま

た、不確定な箇所は最後に「ヵ」を付した。

・一部の一括資料は内容的に枝番処理が必要だと判断するが、今回の目録では

枝番を付けず、備考に「要枝番」のみと記入した。
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目録

Ⅰ－A群：佐伯理一郎、小糸一家関係資料

資料番号 作成年月日 資料名 種別 備 考

A-1
明治21年７月～

明治34年12月
私立同志社病院明細表 書類

仮綴、１綴20紙。同綴〔明治

21年７月付佐伯理一郎より下

京区長中山研一宛書簡〕。墨

書。

A-2 明治26年12月６日 会計報告 書類 寄附金、地所代など。墨書。

A-3
明治30年12月31日

～41年

〔青年会年度予算並ニ決

算報告一括〕
書類

〔明治三十年度会計報告〕か

ら〔四十二年度予算〕まで。

墨書。

A-4
明治34年１月～

12月
私立京都産院明細表 書類 仮綴、１綴４紙。墨書。

A-5 明治35年７月18日
〔日本聖公会伝道局会計

より田村初太郎宛〕
書類

証（寄付金領収）。印紙貼付、

朱字方印「日本聖公会伝道局

会計之章」とあり。墨書。

A-6 明治35年９月12日 〔山田兵助より青年会宛〕 書類 記（金額受取）。墨書。

A-7 明治38年６月 〔佐竹伊兵衛より田村宛〕 書類
御積書。他に同年７月31日付

京都青年会宛記1点。墨書。

A-8 明治38年
〔第三高等学校会計関係

書付〕
書類 卅八年決算など。鉛筆書。

A-9 明治39年７月31日

〔木 田梶太郎より第三

高等学校基督教青年会

宛〕

書類

請求書（便所、便所前板垣修

繕 ニ物ホシ棒新設費）。領

収印あり。墨書。

A-10 明治39年～42年
〔佐伯理一郎より病者統

計表〕
書類 仮綴、１綴６紙。墨書。

A-11 明治40年 〔小崎弘道より委任状〕 書類
印紙貼付。印「弘道」とあり。

墨書。

A-12 明治40年７月

〔京都基督教青年会理事

堀内徹、中村栄助、佐伯

理一郎などより〕

書類

京都基督教青年会館新築資金

募集趣旨書。同一内容の印刷

物６部。

A-13 明治40年10月12日
〔木 田梶太郎より田村

初太郎宛〕
書類

願書（第三高等学校基督教青

年会寄宿舎新築工事請負金ニ

附）。墨書。

A-14 明治41年１月
〔吉田安吉、木 田清吉

より田村初太郎宛〕
書類 見積書２通。墨書。
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A-15 明治41年１月
〔硝子商福田忠五郎より

田村宛〕
書類

精算書及び見積書（第三高等

学校青年会硝子板費用）。仮

綴、１綴３紙。墨書。

A-16 明治41年７月31日
〔木 田淺吉より田村初

太郎宛〕
書類

請求書（第三高等学校基督教

青年会門衛及ヒ便所移転工事

費）。墨書。

A-17 明治41年７月31日
〔木 田淺吉より田村初

太郎宛〕
書類

請取書。「第三高等学校基督

教青年会建築係リ田村初太

郎」宛。墨書。

A-18 明治41年９月30日
〔尾柳金造より田村初太

郎宛〕
書類

請求書（青年会館寄宿舎屋根

修繕費等）。印「京都市中町

通竹屋町上ル 土木建築請負

業尾柳金造」とあり。墨書。

A-19 明治41年11月16日
〔小林弥太郎より田村初

太郎宛〕
書類 建家及家具借用証。墨書。

A-20 明治42年６月11日
〔尾柳金造より田村初太

郎宛〕
書類

見積書（青年館寄宿舎窓硝子

戸修繕費等）、２通。墨書。

A-21 明治43年２月27日 〔藤沢要蔵より青年会宛〕 書類

請取証（青年会庭内樹木手入

人夫貸）。「寺町丸太町上ル植

木業藤沢要蔵」より。墨書。

A-22 明治43年10月29日 〔尾柳金造より青年会宛〕 書類

請求書。印「京都市中町通竹

屋町上ル 土木建築請負業尾

柳金造」とあり。欄外「五月

三日」とあり。墨書。

A-23 大正８年２月４日
〔土倉里惠より佐伯理一

郎宛〕
書簡

手紙返事ノ儀ニ付。続紙（３

紙）。封筒入り、切手、消印

あり。同封〔大正８年２月４

日付 伊藤とよより佐伯理一

郎宛書簡〕１通。墨書。

A-24 大正９年
〔佐伯理一郎・佐伯小イ

登・佐伯志寿他18名〕
書類

貴族院請願書（禁酒ニ付）。

仮綴。同一内容のもの２綴。

A-25 1920年５月～６月
〔フィラデルフィア写真

一括〕
写真

28葉。人物（Mr. M’hei &

Nosawaその他）、Philadel-

phia建物、行事風景等。封

筒入り。

A-26 1920年11月15日
〔William Pepperよ り

佐伯義男宛〕
書簡

UNIVERSITY OF PENN-

SYLVANIA MATRICU-

LATION CARD 封筒入り、

切手、消印あり。
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A-27 1920年

Griebens Reisefuhrer

Band 31Frankfurt a./

M.und Umgebung

1920

書籍 印刷。

A-28 大正12年４月

京都市社会課叢書第十七

編 活動写真の観覧から

起る疲労の調査

書籍

印刷。京都市社会課編纂。名

刺２点（A.Karim & Mrs.

GeorgeW.Wells）挟込。

A-29 大正12年11月15日 京城基督教青年会一覧 書類 印刷。

A-30 大正15年１月１日
〔土倉光子より佐伯理一

郎、小糸宛〕
書簡

葉書。年賀状。墨書。切手、

消印あり。

A-31 昭和２年３月１日
〔S.S.SHINYOMARU

船内見取図〕
書類 印刷。

A-32 昭和３年２月19日
〔Helen P.Curtisより佐

伯理一郎宛〕
書簡

英文。Farrowd氏の容態に

つき。ペン書き。封筒入り、

切手、消印あり。

A-33 昭和３年３月28日 米国鉄道旅行案内 書籍 印刷。日本郵船株式会社発行。

A-34
昭和３年４月～

昭和４年３月

内地南洋群島間定期予定

表
書類 日本郵船株式会社作成。印刷。

A-35 昭和４年８月15日
〔北里 より佐伯理一郎

宛〕
書簡

葉書。「日本民族の起原と語

原」脱稿報知。印刷、ペン書

き。切手、消印あり。

A-36 昭和４年10月１日
HOW TO SEE NARA

AND ITS ENVIRONS
書類

JAPAN TOURIST

BUREAU作成。印刷。

A-37 昭和５年３月22日
〔星田光代より佐伯理一

郎宛〕
書簡

英文。ペン書き。封筒入り、

切手、消印あり。

A-38 昭和５年８月11日
〔THE COMMITTEE

より佐伯理一郎宛〕
書簡

A Celebration of Medical

Progress at the University

OfPennsylvania案内。印刷。

封筒、切手あり。

A-39 昭和５年９月22日
〔岡部太郎より佐伯理一

郎宛〕
書簡

小島礎一郎の件につき。ペン

書。封筒入り、切手、消印あ

り。

A-40 昭和５年10月18日
〔土倉 二郎より佐伯小

糸宛〕
書簡

家兄に対し世話の礼及び近況

報知。ペン書き。封筒入り、

切手、消印あり。

A-41 昭和５年12月２日
〔土倉里惠より佐伯理一

郎、小糸宛〕
書簡

清、睦男南洋渡航の件につき。

ペン書き。封筒入り、切手、

消印あり。
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A-42 昭和５年12月11日
〔福田令寿より佐伯理一

郎宛〕
書簡

バーバー先生一家の消息及び

原稿の件につき。ペン書き。

封筒入り、切手、消印あり。

A-43 昭和６年１月29日
〔近衛文麿より佐伯理一

郎宛〕
書簡

葉書。揮毫の件につき。ペン

書き。消印あり。

A-44 昭和６年２月24日
〔土倉里惠より佐伯理一

郎、小糸宛〕
書簡

財政問題につき助力願い。続

紙（３紙）。墨書。封筒入り、

切手、消印あり。

A-45 昭和６年３月３日
〔カルピス製造株式会社

より佐伯理一郎宛〕
書簡

誕辰の祝詞。印刷。封筒入り、

切手、消印あり。

A-46 昭和６年８月７日
〔原松太より佐伯理一郎、

小糸宛〕
書簡

土産送付につき。ペン書き。

罫紙版心「西南女学院」。封

筒入り、切手、消印あり。

A-47 昭和６年８月27日
〔青木庄蔵より佐伯理一

郎宛〕
書簡

続紙（２紙）。近況報知。墨

書。封筒入り、切手、消印あ

り。

A-48 昭和６年９月２日
〔Mary P. E. Nitobeよ

り佐伯理一郎宛〕
書簡 英文。封筒、切手あり。

A-49 昭和６年10月３日
〔原松太より佐伯理一郎

宛〕
書簡

『助産看護の友』送付の礼及

び古希祝い。ペン書き。罫紙

版心「西南女学院」。封筒、

切手あり。

A-50 昭和６年10月17日
〔土倉 二郎より佐伯理

一郎宛〕
書簡

続紙（２紙）。中田薫・土倉

静子縁組に就て仲人の義。墨

書。封筒入り、切手、消印あ

り。

A-51 昭和６年11月30日
〔土倉里惠より佐伯理一

郎、小糸宛〕
書簡

続紙（４紙）。土倉静子結婚

の義につき。墨書。封筒入り、

切手、消印あり。

A-52 昭和６年12月16日
〔土倉里恵より佐伯忠子

宛〕
書簡

近況報知。ペン書き。封筒入

り、切手、消印あり。

A-53 昭和７年１月１日
〔小橋實之助より佐伯理

一郎宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。

A-54 昭和７年１月１日
〔速水藤助より佐伯理一

郎宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。

A-55 昭和７年１月１日
〔中村光霽より佐伯理一

郎、小糸宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷、ペン書

き。消印あり。

A-56 昭和７年１月１日
〔大久保利武より佐伯理

一郎宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。
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A-57 昭和７年１月１日
〔後藤善七より佐伯理一

郎宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。

A-58 昭和７年１月１日
〔岩崎久弥より佐伯理一

郎宛〕
書簡

年賀状。封筒入り、切手、消

印あり。他に同一内容の年賀

状1通あり。

A-59 昭和７年１月１日
〔足利武千代より佐伯理

一郎、小糸宛〕
書簡

写真入り葉書。年賀状。切手、

消印あり。

A-60 昭和７年１月１日
〔作間綱太郎、英枝より

佐伯理一郎、小糸宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。

A-61 昭和７年２月19日
〔大野志津代より佐伯理

一郎宛〕
書簡

続紙（３紙）。就職の件につ

き。墨書。封筒入り、切手、

消印あり。

A-62 昭和７年８月５日
〔池田庄太郎より佐伯理

一郎宛〕
書簡

葉書。暑中見舞。印刷。切手、

消印あり。

A-63 昭和８年１月1日
〔小崎弘道、千代より佐

伯理一郎、小糸宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。

A-64 昭和８年１月1日
〔露無文治、春より佐伯

理一郎一家宛〕
書簡

葉書。年賀状。印刷。消印あ

り。

A-65 昭和８年１月3日

〔土倉 二郎、里恵外６

名より佐伯理一郎一家

宛〕

書簡
年賀状。墨書。封筒入り、切

手、消印あり。

A-66 昭和８年１月６日
〔水崎基一より佐伯理一

郎、小糸宛〕
書簡

近況報知及び新年の挨拶。墨

書。封筒入り、切手、消印あ

り。

A-67 昭和８年１月13日
〔村田勤より佐伯理一郎

宛〕
書簡

英書借用の件等。ペン書。封

筒入り、切手、消印あり。

A-68 昭和８年１月16日
〔和久山きそより佐伯理

一郎、小糸宛〕
書簡

葉書。近況報知。墨書。消印

あり。

A-69 昭和８年１月16日
〔中瀬古六郎より佐伯理

一郎、小糸宛〕
書簡

葉書。『長寿養生法』贈本の

礼。ペン書。消印あり。

A-70 昭和８年１月19日
〔岩崎久弥より佐伯理一

郎宛〕
書簡

続紙（２紙）。『長寿養生法』

贈本の礼。墨書。封筒入り、

切手、消印あり。

A-71 昭和８年１月19日
〔村田勤より佐伯理一郎

宛〕
書簡

葉書。『長寿養生法』贈本の

礼。ペン書。消印あり。

A-72 昭和８年２月10日
〔岩崎久弥より佐伯理一

郎宛〕
書簡

続紙（２紙）。著書『長寿養

生法』送付願い。墨書。封筒

入り、切手、消印あり。
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A-73 昭和８年２月16日
〔堺筑水より佐伯理一郎

宛〕
書簡

著書恵贈願い。ペン書。「岡

山博愛会用箋」を使用。封筒

入り、切手、消印あり。

A-74 昭和８年２月20日
〔土倉里惠より佐伯小糸

宛〕
書簡

続紙（３紙）。佐伯花子・宇

田俊雄結婚の儀祝辞。墨書。

封筒入り、切手、消印あり。

A-75 昭和８年２月20日
〔土倉里惠より佐伯理一

郎宛〕
書簡

続紙（６紙）。 士雄満州行

の件等につき。墨書。封筒入

り、切手、消印あり。

A-76 昭和９年５月16日
〔京都私設社会事業連盟

事務所より京都産院宛〕
書簡

仮綴、１綴２紙。関西私設社

会事業連盟規約に付意見回答

願い。別紙「関西私設社会事

業連盟規約」。印刷。封筒入

り、切手、消印あり。

A-77 昭和10年２月10日
〔進藤友之、湯浅八郎ほ

かより〕
書類

佐伯小糸葬儀執行順序及び弔

辞原稿一括。ペン書。

A-78 昭和10年２月10日 〔末永弘海より〕 書類
佐伯小糸略歴朗読原稿。ペン

書。

A-79 昭和10年２月15日
〔宗村智恵子より佐伯理

一郎宛〕
書類 佐伯小糸弔辞原稿。墨書。

A-80 〔佐伯小糸弔文〕 書類

仮綴、１綴２紙。「助産看護

之友第五巻第三号 校母佐伯

小糸刀自紀念号」巻首原稿。

墨書。

A-81 昭和10年３月２日

Doshisha University

Weekly Calendar No.

176

書類 仮綴、１綴４紙。印刷。

A-82 昭和10年３月26日
〔村田勤より佐伯理一郎

宛〕
書簡

葉書。雑誌恵贈の礼。ペン書。

消印あり。

A-83 昭和10年５月４日
〔金箕永より佐伯理一郎

宛〕
書簡

漢文。息子南洋地方転任の儀

につき。墨書。封筒入り、切

手、消印あり。

A-84 昭和10年８月21日
〔金箕永より佐伯理一郎

宛〕
書簡

漢文。息子南洋地方転任の儀

につき礼。墨書。封筒入り、

切手、消印あり。

A-85 昭和10年９月10日

〔湯浅八郎、石川芳次郎、

大塚節治他７名より佐伯

理一郎宛〕

書簡

バトレト博士夫妻謝恩会発起

人御依頼の件。別紙「バトレ

ト博士夫妻謝恩募金趣意書

案」。印刷。封筒入り、切手、

消印あり。
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A-86 昭和11年３月25日
〔岡本志純より佐伯理一

郎宛〕
書簡

佐伯小糸記念号送付の礼。ペ

ン書。封筒入り、切手、消印

あり。

A-87 １月８日
〔片山亮より田村初太郎

宛〕
書類

記（謄写版美濃紙一式代金請

求）。墨書。

A-88 １月22日
〔土倉 士雄より佐伯理

一郎宛〕
書簡

紹介状の礼。ペン書。封筒、

消印あり。切手剥がれ。

A-89 ３月２日
〔土木請負業三宅庄七よ

り青年会宛〕
書類 記（代金請求）。墨書。

A-90 ３月９日 〔土巳より青年会宛ヵ」 書類

続紙（２紙）。記（砂利など

金額）。墨書。印「中島」と

あり。

A-91 ３月14日
〔百合屋より田村初太郎

宛〕
書類 請取書（舶来金額）。墨書。

A-92 ６月８日
〔和久山きそより佐伯理

一郎、小糸宛〕
書簡 見舞の礼。墨書。

A-93 ７月９日
〔植木業藤沢要蔵より青

年会宛〕
書類

記（金銭）。墨書。朱字方印

「第三高等学校基督教青年会」

とあり。

A-94 ９月28日
〔岡田政子より佐伯理一

郎宛〕
書簡

封緘葉書。近況報知。ペン書。

消印あり。

A-95
〔木 田浅吉より田村初

太郎初太郎宛〕
書類

請取証。「第三高等学校基督

教青年会建築係り 田村初太

郎」宛。墨書。

A-96 青年会器具入費予算 書類 墨書。

A-97 〔会計書類一括〕 書類
記（器具入費）３点、仕払総

高１点。墨書。

A-98 三高寄宿出納報告 書類 墨書。

A-99
〔Famy G. Bartｌ eｔ

ｔより佐伯理一郎宛〕
書簡

英文。Miss Richardsの本に

つき。封筒入り。

A-100 〔大阪看護婦学校生徒〕 写真

裏にペン書き「病院内ニ在ル

大阪看護婦学校生徒ノ一部

小生ハ此校ノ解剖生理ヲ受持

いテ居マス」とあり。

A-101 〔外国建物風景〕 写真 ４葉。

A-102 〔広場に集まる人々〕 写真

A-103 〔外国人〕 写真 ２葉。
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A-104
〔Princeton Univer-

sity〕
写真

２葉。裏に鉛筆書き “Prin-

ceton University”。

A-105 〔鉄道、人物〕 写真 ２葉。

A-106 〔人物、頭蓋骨標本〕 写真

A-107 〔建物〕 写真

A-108 〔外国建物〕 写真

A-109
〔G.GordonBucknall住

所〕
書類 Yoshio Saiki名刺裏に記入。

A-110
“PRACTICAL GUIDE

TONICE,MONACO”
書籍 印刷。

A-111 〔Boris Louric〕 書類 名刺ヵ。

A-112 〔佐伯義男名刺〕 書類 印刷。

A-113 〔鵜飼僊太郎名刺〕 書類 印刷。

A-114 〔新渡戸稲造ヵ〕 写真

A-115
〔Patast-Hotel.

Portier.〕
書類

カードに鉛筆上書きHeldt.

とあり。

A-116 〔佐伯義男名刺〕 書類 印刷。

A-117 〔住所メモ〕 書類

A-118
〔Mrs.GeorgeW.Wells

名刺〕
書類

ペン上書き “Introducing

Mr.YoshioSaekiofJapan/

South brige Mass.U.S.A.

July 1920”とあり。

A-119 〔福田令寿より〕 書類 佐伯小糸追悼俳句原稿。墨書。

A-120 〔小野沢清円より〕 書類
佐伯小糸追悼文「敬虔なる聖

徒の面影」原稿。ペン書。

A-121 〔水上仙平より〕 書類
佐伯小糸追悼文「キリストの

証人小糸奥様」原稿。ペン書。

A-122
〔神戸伝道館大月すえよ

り〕
書類 佐伯小糸追悼文原稿。ペン書。

A-123 〔佐伯理一郎より〕 書類
「喘息ノ根治法」原稿。墨書。

東京貯蔵銀行用箋を使用。

A-124 〔陳情書原稿〕 書類

和綴。前京都府知事木内重四

郎涜職事件連累の儀につき。

墨書。

A-125
〔Dr.AlfredL.Mood.名

刺〕
書類 印刷。
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A-126 〔佐伯理一郎より〕 書類 「産科集要」原稿。墨書。

A-127 〔今城光德名刺〕 書類 印刷。

A-128 〔尾崎政之助名刺〕 書類 印刷。

A-129 〔上田與一郎名刺〕 書類 印刷。

A-130 〔橋本太四郎名刺〕 書類 印刷。

A-131
〔土倉四郎より大久保利

賢宛〕
書簡

佐伯義男紹介状。ペン書。土

倉四郎名刺を使用。

A-132 西伯利経由欧洲旅行案内 書類

冊子。印刷。目次頁に印「鮮

滿支台湾行及内外各汽船切符

発売 京都四條高倉大丸呉服

店内 ジャパン・ツーリス

ト・ビューロー」とあり。

A-133

〔COMMITTEE TO

CELEBRATE MEDI-

CAL PROGRESSより

Dr.O.H.PerryPepper

宛〕

書類 封筒のみ。

A-134 〔星名久より佐伯小糸宛〕 書類

吉岡鉄太郎妹時子履歴、体況、

成績。鉛筆、ペン書。封筒入

り。

A-135
ING.CARLORICCAR-

DI
書類 ネームカード。

A-136

N.Y.K.LINE Orient-

California FORT-

NIGHTLY SERVICE

書類 料金案内リーフレット。印刷。

Ⅱ－B群：佐藤麟太郎、友太郎一家関係文書

資料番号 作成年月日 資料名 種別 備 考

B-1 明治３年７月 〔佐藤元狩より〕 書類 由緒、経歴。墨書。虫損小。

B-2 明治３年８月21日 〔佐藤元狩より〕 書類
続紙（３紙）。覚（職歴）。墨

書。虫損小。

B-3 明治３年８月 春 随筆 書類
横帳。日記。佐藤元狩書ヵ。

墨書。虫損小。

B-4 明治４年～５年 〔佐藤元狩より〕 書類 書付（職務経歴）。墨書。

B-5 明治５年11月24日
〔すみより御旦那様、御

内様宛〕
書簡 続紙（３紙）。墨書。

B-6

明治５年４月７日

～明治６年５月12

日

〔佐藤元狩より〕 書類 書付（職務経歴）。墨書。
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B-7 明治６年
〔佐藤友太郎、友次郎宛

中学小検査証一括〕
書類

３点。朱字方印「京都府督学

印」とあり。

B-8
明治６年～明治９

年２月

〔佐藤友太郎宛小検査証

一括〕
書類

「小学」６点、「銅駝黌」４点、

「中学」５点。

B-9 明治６年５月17日
〔京都府知事長谷信篤よ

り〕
書類

和綴、１綴３紙。佐藤元狩職

歴。墨書。

B-10 明治６年５月17日
〔京都府知事長谷信篤よ

り〕
書類

仮綴、１綴３紙。佐藤元狩職

歴（写）。墨書。

B-11 明治６年５月17日
〔京都府知事長谷信篤よ

り〕
書類

続紙（６紙）。佐藤元狩職歴

（慶應４年１月21日から明治

６年５月17日まで）。墨書。

B-12
明治６年６月、11

月

〔佐藤友太郎宛小学試業

証一括〕
書類 3点。墨書。

B-13 明治７年11月15日 〔佐藤元狩より〕 書類 請奉書（写）。虫損小。墨書。

B-14 明治７年11月4日 〔庸輔より野間資慶宛〕 書簡 近況報知。墨書。

B-15 明治７年12月25日
〔藤村誠平より野間資慶

宛〕
書簡 高畠千畝の儀等。墨書。

B-16
明治７年４月～11

月2日

〔佐藤友太郎宛内々検査

証一括〕
書類 7点。墨書。

B-17 明治７年４月26日 〔佐藤麟太郎宛〕 書類
仮綴、1綴7紙。奨励金申渡ノ

儀（写）一括。墨書。

B-18 明治８年10月25日

〔米国博覧会事務官塩田

真より槇村正直京都府権

知事宛〕

書簡

出品人の件につき。続紙（４

紙）。墨書。封筒入り、切手、

消印あり。

B-19 明治８年12月 〔京都府より佐藤元狩宛〕 書類 慰労金下賜ノ儀。墨書。

B-20 明治８年６月18日
〔太政大臣三条実美より

布告〕
書類

給禄渡方ノ儀。墨書。罫紙、

版心「長崎県」。

B-21 明治８年８月24日
〔たつより野間資慶、佐

藤元狩宛〕
書簡

神戸参り等の儀に付。墨書。

封筒入り、封筒上書「上京姉

小路麩屋町東入 野間様 林

田長之助」。切手、消印あり。

B-22 明治９年12月29日 〔元狩公債証書ノ儀ニ付〕 書類 書付。朱筆。

B-23 明治９年12月29日 〔矢田信より佐藤元狩宛〕 書類 覚（金額）。

B-24 明治９年１月 〔医務掛より〕 書類

佐藤元狩米利堅ニ渡海ニ付

（写）。墨書。罫紙、版心「京

都府」。

B-25 明治９年１月19日
〔大属佐藤元狩より京都

府権知事槇村正直宛〕
書類

証(米国博覧会ニ付渡航用意

金拝借)。墨書。印紙貼付。
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B-26 明治９年１月29日
〔金崎寿、下村一貫より

佐藤元狩宛〕
書簡 渡航報知の儀に付。墨書。

B-27 明治９年２月12日
〔井上雅彦より佐藤元狩

宛〕
書類 封筒のみ。切手、消印あり。

B-28 明治９年２月13日
〔京都府勧業場より佐藤

元狩宛〕
書類 電報３通。墨書。

B-29 明治９年２月15日
〔京都府勧業場より佐藤

元狩宛〕
書類 電報。墨書。

B-30 明治９年２月18日
〔博覧会事務局より佐藤

元狩宛〕
書類 電報。墨書。

B-31 明治９年２月27日 〔勧業課より佐藤元狩宛〕 書類
同綴〔京都府より米国博覧会

事務局宛〕書類1通。

B-32 明治９年２月７日
〔京都勧業場より佐藤元

狩宛〕
書類 電報。墨書。

B-33 明治９年３月20日 〔勧業場より佐藤元狩宛〕 書類 電報。墨書。

B-34 明治９年３月27日
〔京都府勧業場より佐藤

元狩宛〕
書類 電報。墨書。

B-35 明治９年３月７日
〔佐藤元狩より佐藤つね

宛〕
書簡

続紙（３紙）。横浜安着の儀

に付。墨書。

B-36 明治９年３月８日
〔佐藤恒より佐藤友太郎

宛〕
書簡

供養の儀に付。墨書。前欠、

後欠。封筒入り。

B-37 明治９年４月18日
〔野間資慶より佐藤元狩

宛〕
書簡 平安信。墨書。虫損小。

B-38 明治９年４月25日
〔納富介次郎より野間資

慶宛〕
書簡

続紙（４紙）。米国渡航の儀

に付。墨書。

B-39 明治９年４月７日
〔正院より京都府大属佐

藤元狩宛〕
書類

御届（米国費拉特費府博覧会

へ派遣申付候事）。墨書。

B-40 明治９年４月８日
〔佐藤元狩より野間資慶

宛ヵ〕
書簡

続紙（４紙）。米国博覧会派

遣ノ儀ニ付。墨書。

B-41 明治９年５月
〔佐藤友太郎より京都府

権知事槇村正直宛〕
書類

御届（父元狩米国ニ於テ病死

ノ儀ニ付）。墨書。

B-42 明治９年５月21日
〔住山伊介より亡佐藤元

狩家内宛〕
書類

佐藤死去の儀に付報知。墨書。

破損小。

B-43 明治９年５月26日
〔イナカガワより佐藤元

狩留守宛〕
書類 電報。佐藤病死ノ儀。墨書。

B-44 明治９年５月30日

〔京都府権知事槇村正直

より博覧会審査官速水堅

曹、池田慶蔵宛〕

書簡
仮綴（２紙）。佐藤元狩病死

ノ儀ニ付。墨書。虫損小。
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B-45 明治９年５月30日 〔渡辺太余文より〕 書類
続紙（２紙）。漢詩（佐藤元

狩追弔文）。新聞原稿。墨書。

B-46 明治９年６月10日
〔給俸受付田村より竹畠

九等属宛〕
書類

証(佐藤元狩月給返納受取)。

墨書。

B-47 明治９年６月10日
〔萩原喜藤治、 二郎よ

り野間資慶宛〕
書簡 佐藤元狩死去ノ儀ニ付。墨書。

B-48
明治９年６月25日、

７月

〔蒸気船積問屋山口幸助

より京都府勧業宛〕
書類

覚（金額受取）２点。他に

〔２月15日付三重県郡役所よ

り佐藤宛〕記（金額請取）1

点。墨書。虫損小。

B-49 明治９年６月29日
〔米国博覧会事務局より

野間資慶宛〕
書簡 請取書回送願。墨書。

B-50 明治９年６月５日
〔西川平三郎より佐藤友

太郎宛〕
書簡

佐藤元狩死去ニ付弔詞。墨書。

封筒入り

B-51 明治９年７月27日
〔野間資慶より納富介次

郎宛〕
書簡

仮綴（５紙）。元狩墓碑建造

ノ儀ニ付。書簡写。墨書。

B-52 明治９年８日

〔京都府八等出仕横井忠

直 、京都府権知事槇村

正直題額〕

書類

続紙（２紙）。佐藤元狩之墓

墓誌銘。墨書。端裏朱筆書

「明治十年一月三十一日石掲

二枚御下附御渡」。破損小。

B-53 明治
〔総本山役所より野間資

慶宛〕
書類

証(金額)。墨書。虫損大のた

め日付不明。

B-54 明治９年９月21日
〔納富介次郎より佐藤友

太郎、佐藤 二宛〕
書簡

続紙（３紙）。元狩墓碑建造

及回忌ノ儀ニ付。墨書。

B-55 明治10年２月６日 〔東京日々新聞紙中抜抄〕 書類
佐藤元狩石碑ヲ積ミシ船名訂

正。墨書。

B-56 明治10年３月14日
〔熊谷 二よりサトウノ

ブスケ宛〕
書類 電報。虫損小。

B-57 明治10年３月６日 〔石田為武〕 書類 名札。

B-58 明治10年５月18日 〔東庸三より野間資慶宛〕 書簡 元狩死去の儀に付。墨書。

B-59 明治10年６月
〔京都府より上京第卅一

校生士族佐藤友太郎宛〕
書類 学業下賜金。墨書。虫損小。

B-60 明治10年６月
〔京都府知事槇村正直よ

り故佐藤元狩遺族宛〕
書類

２通一括。元狩葬送等入費被

下切ノ儀ニ付（１通）。元狩

追奨金下賜ノ儀ニ付（１通）。

墨書。

B-61 明治10年６月５日 〔金銭包紙〕 書類 墨書「金 百八拾圓」。

B-62 明治10年６月５日
〔元狩宛追賞金下賜候御

書付〕
書類

墓地代金等入費被下切ノ儀。

墨書。

89

「佐伯理一郎旧蔵資料」の紹介



B-63 明治10年６月５日 〔渋谷葦生よりヵ〕 書類 金額戻り証書。墨書。

B-64 明治10年６月５日
〔佐藤友太郎より京都府

宛〕
書類 上納書（元狩借用金）。墨書。

B-65 明治10年９月26日
〔佐藤ノフより熊谷 二

宛〕
書類 電報。印刷。

B-66 明治10年９月５日 〔東庸三より野間資慶宛〕 書簡 蔵品無ニ付延引ノ儀。墨書。

B-67 明治11年11月24日
〔立花紹道より野間資慶、

家族一統宛〕
書簡 日程等報知。墨書。

B-68 明治11年１月６日 〔田川しかより姉宛〕 書簡 友太郎の儀等。墨書。

B-69 明治11年２月21日
〔松山孫太郎より野間資

慶宛〕
書簡

続紙（２紙）。新年の挨拶。

墨書。

B-70 明治11年２月９日
〔和田專吉より野間資慶

宛〕
書簡 新年の挨拶。墨書。

B-71 明治11年２月９日
〔和田久米三より野間御

大人宛〕
書簡

続紙（２紙）。扇恵贈の礼及

上京の儀。墨書。

B-72

明治11年７月11日、

８月１日、８月28

日

〔立花母より野間資慶宛〕 書簡 ３通、帯にて一括。墨書。

B-73 明治11年９月20日
〔大谷寿兵衛より野間資

慶宛〕
書類

和綴、１綴２紙。記（店嵐相

成ノ間入用一覧）。墨書。

B-74 明治12年11月
〔熊谷 二より野間資慶

宛〕
書類

委任状之事（佐藤友太郎仏蘭

西留学ニ付諸事惣理委任）。

墨書。罫紙、「証券界紙」用

箋を使用。破損小。

B-75 明治12年11月19日 〔立花母より野間資慶宛〕 書簡 続紙（５紙）。墨書。

B-76 明治13年
〔 谷社中より尾張博覧

会場出品物一覧〕
書簡

続紙（２紙）。墨書。別紙

〔熊谷 二より佐藤友太郎宛〕

書簡（仏蘭西留学ノ儀コンベ

ルシヨン式ニ付）にて挟込み。

要枝番。

B-77 明治13年１月２日
〔野間資慶より佐藤おつ

ね、友太郎宛〕
書簡

仮綴、1綴3紙。回金ノ儀ニ付。

墨書。

B-78 明治13年２月25日
〔野間資慶より熊谷 二

宛〕
書簡

和綴、1綴4紙。おつね帰着ノ

儀ニ付。墨書。虫損小。

B-79 明治13年４月２日
〔熊谷 二より佐藤友太

郎宛〕
書簡

下町博覧会見物ノ儀報知。墨

書。

B-80 明治13年４月21日 〔熊谷 二宛〕 書類

電報。封筒あり、封筒上書

「西京熊谷本家ヨリ報知アリ

亡母凶報 東京小石川区納富

氏留居中」。
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B-81
明治13年４月27日

～５月２日

〔藤井一虎、立花超玄、

山口東四郎などより野間

資慶、佐藤友太郎宛〕

書簡

一括12通、書付（送葬ノ儀通

知宛先一覧）にて包み込み。

佐藤つね病死ノ儀ニ付。墨書。

要枝番。

B-82 明治13年５月４日

〔永見寛二、永見寛三、

永見伝三郎より野間資慶、

家内宛〕

書簡
続紙（２紙）。御令嬢阿常死

去ノ儀弔辞。墨書。

B-83 明治13年12月５日
〔田川久米次より御伯母

宛〕
書簡

続紙（２紙）。伊吉、おつね

法名ノ儀ニ付。墨書。別紙書

付「壽楽信士 明治七年戌二

月十二日」挟込み。

B-84 明治13年12月14日
〔野間とよより田川しか

宛〕
書簡

続紙（２紙）。伊吉、おつね

法名の儀に付。墨書。

B-85 明治14年10月
〔沢七兵衛、妻登茂より

熊谷宛〕
書類

和綴、１綴２紙御願書（借用

金ノ儀）。墨書。

B-86 明治14年12月10日
〔萩原 二郎より野間資

慶宛〕
書簡

続紙（２紙）。息子学業上困

難ノ儀ニ付。墨書。

B-87 明治14年４月11日
〔萩原 二郎、麒代平よ

り野間資慶宛〕
書簡

仮綴、１綴５紙。貸借金裁判

ノ儀等ニ付報知。墨書。虫損

小。

B-88 明治14年５月24日
〔萩原 二郎より野間資

慶宛〕
書類

和綴、1綴4紙。延引金ノ儀等

ニ付。同綴「預リ金月残証文

ノ事」。墨書。

B-89 明治15年１月５日
〔萩原 二郎、麒代平よ

り野間資慶宛〕
書簡 延引金ノ儀ニ付。墨書。

B-90 明治15年５月

〔野間資慶より京都府知

事北垣国道代理大書記国

重正文宛〕

書類
和綴、１綴３紙。公債証書内

訳。墨書。

B-91 明治15年５月15日
〔萩原 二郎より野間資

慶宛〕
書簡

送金ノ儀ニ付。墨書。封筒入

り。

B-92 明治16年１月23日
〔田川久米次より野間資

慶宛〕
書簡 野間資慶宛ヵ。

B-93 明治16年２月15日
〔萩原 二郎より野間資

慶宛〕
書簡 延引金ノ儀ニ付。墨書。

B-94
明治16年３月１日

～８月15日

〔野間資慶より佐藤 二

宛〕
書簡

一括６通。うち〔野間資慶、

つねより佐藤 二宛〕1通、

〔野間資慶、佐藤 二より立

花紹道宛〕１通。墨書。一部

虫損大。
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B-95 明治16年４月30日
〔萩原 二郎より高見和

平宛〕
書簡 新年の挨拶。墨書。

B-96 明治16年５月8日
〔野間資慶より萩原 二

郎宛〕
書類 記（差引金）。墨書。

B-97 明治17年２月11日
〔萩原 二郎より野間資

慶宛〕
書簡

続紙（４紙）。家業ノ儀、谷

川氏ノ儀等ニ付。墨書。別紙

〔萩原麒代平より野間資慶宛〕

「追啓」1通。

B-98 明治17年８月５日
〔金丸誠一より佐藤 二

宛〕
書簡

続紙（４紙）。仏国ヨリ入船

ノ儀等ニ付。墨書。

B-99 明治18年12月28日
〔佐藤友太郎より北垣国

道京都府知事宛〕
書類

和綴、１綴２紙。復命書（大

坂府下川嵜硝子製造場視察ノ

儀ニ付）。墨書。罫紙、版心

「京都府」。欄外に朱筆上書

「当業者有志者ヲ誘導シテ陶

器会社ヲ設立スルハ当然ノ要

件ナリ╱勧業課金ヲ以テ云々

ハ得策ニ非ス断念スヘシ」

（北垣印）等とあり。虫損小。

B-100 明治18年５月 〔佐藤友太郎より〕 書類

農商務省御用掛繭糸織物陶漆

器共進会審査官被命出京滞在

費四月分明細表。墨書。別紙

書付（鑑定評点表、陶器素

描）。虫損小。

B-101 明治20年１月13日
〔庶務課より佐藤友太郎

宛〕
書類

皇大后宮着京ニ付奉迎敬礼ノ

儀通知。墨書。罫紙、版心

「京都織殿」。

B-102 明治21年12月23日
〔京都陶器会社より佐藤

宅宛〕
書類

電報通知。墨書。罫紙、版心

「京都陶器会社」。

B-103 明治22年８月14日
〔浜岡光哲代理辻富着よ

り佐藤友太郎宛〕
書類

証（織物会社へ返却金受取）。

墨書。罫紙、版心「京都陶器

会社」。

B-104 明治24年８月 〔佐藤友太郎より〕 書類
和綴、１綴２紙。履歴書。墨

書。

B-105 1893年６月24日
〔ア・ミセールより上田

組合商店佐藤友太郎宛〕
書簡

書留郵信。バルスローヌ府エ

フゼラレビー氏ヨリ製品返送

ノ儀ニ付。墨書。

B-106 明治27年12月 〔佐藤友太郎よりヵ〕 書類
仮綴、１綴４紙。陶器写真伝

習生誓約書草案。墨書。

B-107 明治27年２月 〔佐藤 二より田村宛〕 書類 印鑑証明願。墨書。封筒入り
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B-108 明治27年３月４日
〔長野澄太郎より佐藤友

太郎宛〕
書簡

水損及び虫損により開披困難。

封筒入り、切手、消印あり。

B-109 明治27年８月
〔竹内専次、安辺菊次郎

より〕
書類

和綴、１綴３紙。互換契約書

草案。破損小。墨書。

B-110 大正12年７月20日 大阪朝日新聞京都附録 書類
印刷。全紙。「熊谷鳩居堂」

広告掲載あり。虫損小。

B-111
明治７年ヵ６月５

日

〔田川伊吉より野間資慶

宛〕
書簡 残品表送付ノ礼等。墨書。

B-112
明治12年ヵ８月19

日
〔田川しかより姉宛〕 書簡

続紙（２紙）。近況報知。墨

書。

B-113
明治13年ヵ１月21

日
〔田川しかより姉宛〕 書簡

続紙（２紙）。亡父七回忌ノ

儀等ニ付。虫損小。

B-114
明治13年ヵ７月28

日
〔田川しかより姉宛〕 書簡

続紙（２紙）。御香料ノ礼。

墨書。

B-115
明治17年ヵ９月18

日

〔山口繁より中村忠三郎

宛〕
書簡

続紙（３紙）。一周忌案内。

墨書。

B-116 １月２日
〔高見和平より野間資慶

宛〕
書簡

新年の挨拶。他に１月14日付

書簡1通同封。墨書。封筒入

り。

B-117 １月４日 〔野間ちよより姉宛〕 書簡
続紙（２紙）。新年の挨拶。

墨書。虫損小。

B-118 １月５日
〔藤井一虎より野間資慶

宛〕
書簡 新年の挨拶。墨書。

B-119 １月５日
〔藤井一虎より佐藤友太

郎宛〕
書簡 新年の挨拶。墨書。

B-120 １月６日
〔立花超玄より熊谷 二、

野間御母堂宛〕
書簡 延引ノ儀ニ付。墨書。

B-121 １月７日
〔藤井一虎より野間資慶

宛〕
書簡 新年の挨拶。墨書。

B-122 １月７日
〔藤井一虎より佐藤友太

郎宛〕
書簡 新年の挨拶。墨書。

B-123 １月14日
〔藤井一虎より野間資慶

宛〕
書簡

続紙（２紙）。追啓（佐藤友

太郎転居ノ儀等ニ付）。

B-124 １月15日 〔春行より佐藤道子宛〕 書簡
続紙（３紙）。近況報知。墨

書。

B-125 １月31日
〔井上雅彦より佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（３紙）。展覧会出品ノ

儀ニ付。墨書。

B-126 ２月１日 〔野間ちよより母宛〕 書簡 続紙（３紙）。前欠。墨書。
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B-127 ２月２日
〔三井八郎右衛門より佐

藤元狩宛〕
書簡 名前札ノ儀ニ付。墨書。

B-128 ２月２日 〔野間千代より伯母宛〕 書簡
続紙（５紙）。近況報知。墨

書。

B-129 ２月２日
〔野間資慶より佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（２紙）。神戸出船了承

ノ儀、渋谷氏ノ儀等。墨書。

B-130 ２月２日
〔野間ちよより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（３紙）。横浜安着了承

ノ儀。墨書。

B-131 ２月２日
〔佐藤友太郎、 二より

佐藤元狩宛〕
書簡

続紙（２紙）。横浜安着了承

ノ儀。墨書。

B-132 ２月２日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（３紙）。米国行ニ付安

着願い。墨書。

B-133 ２月５日
〔納富介次郎より佐藤元

狩宛〕
書簡

続紙（２紙）。織物等物品ノ

説訳文ノ儀、松尾儀助ノ儀、

礼服ノ儀等ニ付。墨書。

B-134 ２月６日
〔佐藤友太郎より佐藤元

狩宛〕
書簡 書状届ノ儀。墨書。

B-135 ２月６日
〔渋谷葦生より山口利三

太宛〕
書簡

長崎西川ヨリ佐藤家禄金渡ニ

付。別紙書付（東四郎ノ儀）

挟込み。墨書。

B-136 ２月９日
〔野間資慶、とよより佐

藤元狩、渋谷葦生宛〕
書簡 時候の挨拶。墨書。

B-137 ２月９日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（３紙）。熊谷氏、納富

氏、藤井氏等ノ儀ニ付。墨書。

B-138 ２月９日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（３紙）。下村氏、渋谷

氏、井上雅彦書状ノ儀等ニ付。

墨書。

B-139 ２月12日
〔佐藤のぶ、みちより母

宛〕
書簡 近況報知。墨書。虫損小。

B-140 ２月14日
〔野間資慶より佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（２紙）。帽子送付ノ儀、

大坂銀行渡り金ノ儀ニ付。墨

書。

B-141 ３月１日 〔旅中ノ儀報知〕 書簡 後欠。墨書。

B-142 ３月２日 〔野間資慶よりヵ〕 書簡
続紙（３紙）。病気治療ノ儀、

渋谷氏、納富氏ノ儀等。墨書。

B-143 ３月２日 〔深口より獅 老台宛〕 書簡
続紙（３紙）。近況報知。墨

書。虫損小。
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B-144 ３月２日 〔国重正文より春帆宛〕 書簡

４紙。延引輸入品ノ儀、童僊

房開拓事件取調書ノ儀等ニ付。

墨書。

B-145
〔国重正文より佐藤元狩

宛〕
書類 封筒のみ。B-143の封筒ヵ。

B-146 ３月４日 〔野間千代より母宛〕 書簡 虫損大。墨書。

B-147 ３月７日
〔佐藤つねより野間資慶

宛〕
書簡

墨書。東京参リニ付元狩、渋

谷氏ノ儀等近況報知。別紙

（東四郎ノ儀）。虫損小。

B-148 ３月８日

〔佐藤つねより友太郎、

二、おのふ、おみち

宛〕

書簡
訳書良品買求及持参ニ付。墨

書。虫損小。

B-149 ３月９日 〔近況報知〕 書簡 墨書。

B-150 ３月９日
〔近況報知、孝太郎ノ儀

等〕
書簡 墨書。虫損小。

B-151 ３月11日
〔野間資慶より佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（２紙）。長門氏墓参ノ

儀、出帆延期ノ儀ニ付。墨書。

B-152 ３月13日 〔佐藤元狩より〕 書類
記（電信料、郵便料等）。墨

書。

B-153 ３月13日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（４紙）。近況報知。墨

書。

B-154 ３月13日
〔大江岡右衛門より佐藤

元狩宛〕
書簡 墨書。虫損小。

B-155 ３月15日 〔納富氏の儀など〕 書簡
虫損大のため差出宛先不明。

開披注意。墨書。

B-156 ３月18日
〔野間資慶より佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（３紙）。 二入塾寄宿

ノ儀及び納富氏、渋谷氏ノ儀

報知。墨書。破損小。

B-157 ３月19日 〔山本より野間資慶宛〕 書簡

続紙（２紙）。病状ノ儀、佐

藤麟太郎死去ノ儀弔辞、野間

忠次郎ノ儀等。墨書。明治11

年の書簡ヵ。

B-158 ３月19日
〔田川しかより野間とよ

宛〕
書簡

産物郵送ノ儀、忠次郎ノ儀等。

墨書。封筒入り、封筒上書き

〔野間御隠居様 田川伊吉〕。

切手、消印あり。

B-159 ３月20日
〔藤村庸平より野間資慶

宛〕
書簡

２通一括。熊谷久太郎大属昇

進ニ付祝詞等。墨書。封筒入

り。
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B-160 ３月21日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（２紙）。近況報知。墨

書。

B-161 ３月22日
〔正之より佐藤元狩先生

宛〕
書簡

海兵奉業ニ付永井氏邸尋訪ノ

儀。墨書。

B-162 ３月22日
〔渋谷葦生より野間資慶

宛〕
書簡

仮綴、１綴５紙。 二病気ノ

儀、おのぶノ儀、今西直次郎

ノ儀、在仏国友太郎来翰ノ儀

等。墨書。

B-163 ３月22日
〔佐藤つねより野間資慶

宛ヵ〕
書簡

続紙（３紙）。元狩渡米ノ儀、

渋谷氏ノ儀等。墨書。

B-164 ３月25日 〔山口利三太より母宛〕 書簡

続紙（２紙）。礼状。別紙

〔利三太より 二宛〕書簡

（磨賃支払依頼）1通。

B-165 ３月27日
〔野間資慶より佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（２紙）。渋谷氏ヨリ洋

書趙紙運送ノ儀、山鹿君ヨリ

返金ノ儀等。墨書。別紙1通

（渋谷書状、おつね書状二

付）。虫損小。

B-166 ３月28日
〔渋谷葦生より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（５紙）。出京ノ儀、共

進会ノ儀等。墨書。

B-167 ３月28日
〔大坂外国事務局より長

崎裁判処宛〕
書類

続紙（２紙）。佐藤麟太郎病

気ニ付休暇願ノ儀承知。墨書。

B-168 ３月31日
〔西川平三郎より山口利

三太宛〕
書簡

続紙（３紙）。入費ノ儀ニ付。

墨書。

B-169 ４月１日 〔瓜生震より佐藤元狩宛〕 書類
口上（勘定書）。墨書。虫損

小。

B-170 ４月５日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

続紙（８紙）。孝太郎ノ儀、

渋谷東四郎ノ儀、金子ノ儀等

ニ付報知。墨書。

B-171 ４月５日
〔西川平三郎より山口利

三太宛〕
書類

続紙（４紙）。記（地券料等

入費）。墨書。

B-172 ４月５日
〔佐藤友太郎、 二より

佐藤元狩宛〕
書簡 旅中安全願い。墨書。

B-173 ４月８日
〔山口利三太より野間資

慶宛〕
書簡

桑港墓碑相続願ノ儀、御下金

ノ儀ニ付。墨書。

B-174 ４月14日
〔熊谷久兵衛より佐藤元

狩先生宛〕
書簡

納富氏ノ儀ニ付。墨書。虫損

小。

B-175 ４月15日 〔野間ちよより母宛〕 書簡
続紙（３紙）。近況報知。前

欠。墨書。
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B-176 ４月17日 〔野間ちよより母宛〕 書簡
続紙（３紙）。近況報知。墨

書。

B-177 ４月18日 〔野間資慶より〕 書簡
書簡下書き２点。元狩出船ノ

儀ニ付。

B-178 ４月23日 〔佐藤より〕 書簡 書簡訳文写し。墨書。

B-179 ４月24日
〔半井、真嶋利民その他

より佐藤、野間宛〕
書類

仮綴、１綴19紙。記（謝金

等）19点合綴。墨書。

B-180 ４月29日
〔納富介次郎より野間資

慶、 二宛〕
書簡

続紙（５紙）。おつね臨終ノ

儀ニ付。墨書。

B-181 ５月１日
〔杉山孫太郎より野間資

慶宛〕
書簡

続紙（３紙）。旅費ノ儀ニ付。

墨書。前部破損大。取扱注意。

B-182 ５月１日 〔高木三郎より柳水宛〕 書簡
佐藤元狩病死ノ儀ニ付。墨書。

明治９年作成ヵ。

B-183 ５月３日 〔西原より熊谷 二宛〕 書簡
続紙（２紙）。近況報知。墨

書。

B-184 ５月４日 〔田川しかより姉宛〕 書簡 つね死去ノ儀弔詞。墨書。

B-185 ５月６日
〔伊東孝正より野間資慶

宛〕
書簡

続紙（２紙）。つね死去ノ儀

弔詞。墨書。

B-186 ５月７日
〔松山清太郎より佐藤友

太郎宛〕
書簡 つね死去ノ儀弔詞。墨書。

B-187 ５月13日
〔立花紹道より野間資慶

宛〕
書簡

続紙（２紙）。つね死去ノ儀

弔詞。墨書。

B-188 ５月13日
〔田川しかより野間とよ

宛〕
書簡

続紙（２紙）。手紙ノ儀ニ付。

墨書。

B-189 ５月16日 〔扇より佐藤元狩宛ヵ〕 書簡
洋文翻訳物の件。別紙書簡断

簡にて挟込み。墨書。

B-190 ５月８日、17日
〔山口利三太より熊谷

二宛〕
書簡

２通一括。文庫運送ノ儀ニ付。

墨書。

B-191 ５月20日
〔高見和平より佐藤 二

宛〕
書簡 つね死去ノ儀弔詞。墨書。

B-192 ５月20日 〔野間資慶宛〕 書簡

続紙（２紙）。佐藤元狩病死

ノ儀弔詞、石碑建立ノ儀。墨

書。

B-193 ５月20日
〔野間とよより田川しか

宛〕
書簡

続紙（３紙）。丸山せうけつ

ろうヨリ金子届ノ儀等ニ付。

前欠。虫損小。墨書。

B-194 ５月21日
〔熊谷 二より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（10紙）。田中氏門人ノ

儀、小笠原諸島開墾事業ノ儀

等。墨書。
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B-195 ５月23日
〔金丸誠一より熊谷 二

宛〕
書簡

続紙（２紙）。見舞並ニ近況

報知。墨書。

B-196 ５月25日
〔佐藤元狩より野間資慶

宛〕
書簡

続紙（２紙）。米国ヨリ電報

到来ノ儀ニ付。破損小。墨書。

B-197 ５月26日
〔新吾より中村叔父（野

間資慶）宛〕
書簡

続紙（２紙）。元狩病死ノ儀

弔詞。墨書。

B-198 ５月27日 〔新吾より中村宛〕 書簡
続紙（２紙）。元狩病死ノ儀

ニ付。墨書。

B-199 ６月２日 〔たつより野間とよ宛〕 書簡
続紙（３紙）。大旦那様ノ儀

等。墨書。

B-200 ６月４日
〔渋谷葦生より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（３紙）。相談ノ儀ニ付

打合セ。墨書。

B-201 ６月５日
〔中島麒一郎より佐藤友

太郎宛〕
書簡 佐藤元狩死去ノ儀弔詞。墨書。

B-202 ６月７日
〔馬田本教より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（２紙）。佐藤元狩死去

ノ儀弔詞。墨書。

B-203 ６月８日
〔瀧沢幸雄より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（３紙）。佐藤元狩死去

ノ儀弔詞。墨書。

B-204 ６月９日 〔野間資慶より〕 書簡 礼状。下書き。墨書。

B-205 ６月11日
〔藤井一虎より中村（野

間）資慶宛〕
書簡

安着報知、国重氏ノ儀ニ付。

墨書。

B-206 ６月17日 〔母より田川しか宛〕 書簡
近況報知。墨書。罫紙、版心

「京都府」。

B-207 ６月17日 〔宗悟より野間資慶宛〕 書簡 滞京中世話の礼。墨書。

B-208 ６月23日
〔熊谷 二より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（６紙）。物品購入並ニ

乗船運送ノ儀ニ付。墨書。

B-209 ６月26日

〔翻訳ノ儀、造幣寮案内

返事ノ儀、米利堅領事御

尋ノ儀依頼〕

書簡 続紙（２紙）。後欠。墨書。

B-210 ６月27日
〔藤村庸平より中村資慶

宛〕
書簡

続紙（２紙）。短冊等贈呈ノ

礼、婚儀ノ儀、京師博覧会ノ

儀等。墨書。封筒入り。

B-211 ７月６日
〔渋谷葦生より佐藤元狩

宛〕
書簡

２紙。病気ノ儀、返納金ノ儀

ニ付。墨書。

B-212 ７月７日 〔常德より佐藤元狩宛〕 書簡
帰京及諸方拝見ニ付周旋依頼。

墨書。

B-213 ７月22日
〔近衛篤麿より佐藤 二

宛〕
書簡

続紙（２紙）。コレラ病流行

ニ付安否確認。墨書。

98



B-214
６月20日～７月25

日
〔新塾より佐藤宛〕 書類

記（日課秀逸之賞）一括６点。

墨書。

B-215 ７月28日
〔佐藤のふ、みちより熊

谷 二宛〕
書簡

続紙（３紙）。暑中見舞。墨

書。封筒入り。切手、消印あ

り。

B-216 ７月31日
〔かうより野間とよ、ち

よ宛〕
書類 口上（近況報知）。墨書。

B-217 ８月２日
〔野間資慶よりレオン・

ジユリー宛〕
書簡

仮綴、１綴２紙。佐藤友太郎

西京博覧会現場観覧研究ニ付

休学許可願。墨書。虫損小。

B-218 ８月９日
〔野間とよより田川伊吉、

しか宛〕
書簡

続紙（６紙）。母屋ノ儀ニ等

ニ付。墨書。

B-219 ８月31日 〔小山より佐藤元狩宛〕 書簡
童僊房開拓ノ方案、経験ニ付

調書ノ儀。墨書。

B-220 ９月５日
〔立花超玄より野間資慶

宛〕
書簡 石図手配ノ礼等。墨書。

B-221 ９月５日 〔立花母より野間資慶宛〕 書簡
近況報知及び頼みの品送付依

頼。墨書。封筒入り。

B-222 ９月５日
〔熊谷 二より中村福二

郎宛〕
書簡

続紙（４紙）。母つね死去ノ

儀二付。墨書。

B-223 ９月６日
〔緒方幸五郎より野間資

慶宛〕
書簡

続紙（３紙）。開店ノ儀ニ付。

破損小。墨書。

B-224 ９月17日
〔佐藤つねより野間とよ

宛〕
書簡

５紙。友太郎等ノ儀ニ付報知。

墨書。

B-225 ９月22日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛ヵ〕
書簡

続紙（３紙）。近況報知。墨

書。

B-226 10月６日
〔佐藤つねより野間とよ

宛〕
書簡

仮綴、１綴４紙。近況報知。

墨書。

B-227 10月13日
〔近衛篤丸より佐藤 二

宛〕
書簡

続紙（２紙）。友太郎ヨリ書

翰送付ノ儀。墨書。封筒入り。

B-228 10月23日
〔孝太郎、友太郎等儀ニ

付報知〕
書簡 続紙（２紙）。墨書。後欠。

B-229 10月29日 〔佐藤宛〕 書類 断簡。破損大。墨書。

B-230 11月４日 〔道中記ヵ〕 書類
続紙（２紙）。墨書。後欠。

虫損小。

B-231 11月27日
〔佐藤友太郎より熊谷

二宛ヵ〕
書類

続紙（10紙）。横浜発ポルサ

イド着乗船記及び扇団扇等恵

贈願。前欠。墨書。
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B-232 11月28日 〔善記ヵより資慶宛〕 書簡

続紙（２紙）。馬田氏ノ儀。

別紙〔馬田永成翁追悼文〕1

点、〔11月９日付藤村庸平よ

り〕書簡1通。墨書。

B-233 11月30日
〔桜井信之助より佐藤友

二郎宛〕
書簡 艶附紙ノ儀ニ付。墨書。

B-234 11月30日
〔藤村庸平より野間資慶

宛〕
書簡

続紙（２紙）。小学校、中教

院等ノ儀ニ付。墨書。虫損小。

B-235 12月４日
〔渋谷葦生より熊谷 二

宛〕
書簡

続紙（３紙）。独立ノ儀ニ付。

墨書。

B-236 12月５日 〔草場廉より立花紹道宛〕 書簡
佐藤氏入塾ノ儀ニ付。封筒入

り。墨書。

B-237 12月８日
〔青木雅宣より佐藤元狩

宛〕
書簡 物産会手続ノ儀ニ付。墨書。

B-238 12月11日
〔野間資慶より萩原 二

郎宛〕
書簡

下書き。続紙（２紙）。約定

金額ノ儀ニ付。墨書。

B-239 12月15日 〔林省三より渋谷葦生宛〕 書簡
続紙（２紙）。農学書返却ノ

儀ニ付。墨書。

B-240 12月22日 〔納富介次郎より佐藤宛〕 書簡

続紙（２紙）。米国渡航ノ儀、

陶器伝説ノ儀ニ付。墨書。虫

損小。

B-241 12月24日
〔野間資慶より熊谷 二

宛〕
書簡

続紙（３紙）。ジュリー氏ヨ

リ書状友太郎留学ノ儀ニ付。

墨書。

B-242 12月31日 〔立花母より野間資慶宛〕 書簡
続紙（３紙）。金子等儀ニ付。

墨書。

B-243 10月 〔佐藤大属宛〕 書類
外務局訳官任命ノ事。墨書。

虫損大。

B-244 13日 〔金丸誠一より野間宛〕 書簡
２紙。仏国行郵便船発港時日

ニ付。墨書。

B-245 14日
〔佐藤つねより佐藤元狩

宛〕
書簡

書付ヵ。江ノ子嶋渋谷姉小路

宿元無事報知。墨書。

B-246 25日 〔米出品船発行ノ儀〕 書簡
続紙（３紙）。佐藤元狩宛ヵ。

墨書。

B-247 ２月
〔野間資慶より藤井一虎

宛〕
書簡

続紙（３紙）。元狩遺族ノ儀

ニ付。墨書。虫損大。

B-248 ２月25日 〔佐藤元狩よりつね宛〕 書簡
続紙（２紙）。予定報知。墨

書。
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B-249 ５月９日
〔広津弘信より佐藤友太

郎宛〕
書簡

続紙（２紙）。母堂病気の儀

につき。墨書。

B-250

２月21日、２月22

日、４月８日、６

月

〔野間資慶より佐藤 二、

つね、高見和平宛〕
書簡

一括４通、のりにて貼付。納

富氏、渋谷氏ノ儀等ニ付。墨

書。

B-251 ８月31日
〔藤村庸平より野間資慶

宛〕
書簡

続紙（４紙）。学校教授方ノ

儀ニ付。墨書。

B-252 ３月30日 〔丹三より渋谷葦生宛〕 書簡

墨書。続紙（２紙）。女教師

佐藤宅見舞ノ儀ニ付。朱筆

「ウヱットン氏ノ細君ナラ

ン」、印「渋谷葦生」とあり。

B-253 29日、30日 〔立花母より野間資慶宛〕 書簡 ２通一括。近況報知。墨書。

B-254
〔元通詞佐藤麟太郎宛手

当金〕
書類 墨書。

B-255 〔借金ノ儀ニ付〕 書簡 後欠。墨書。虫損大。

B-256 〔扇子ノ儀ニ付〕 書簡 断簡。墨書。虫損大。

B-257 〔熊谷 二より〕 書簡
続紙（３紙）。下書き。兄仏

国安着ノ儀等ニ付。墨書。

B-258 〔近況報知〕 書簡 下書きヵ。虫損小。墨書。

B-259 〔立花紹道ト引合ノ件〕 書簡
２紙。下書きヵ。墨書。虫損

小。

B-260
〔西京博覧会出品ノ事等

用件一覧〕
書類 書付。墨書、鉛筆書。

B-261 〔新国ヵ私塾より〕 書類
仮綴、１綴２紙。塾生心得書。

墨書。

B-262
〔金丸誠一より熊谷 二

宛〕
書簡

東京勧業場ニ付誤記ノ儀。墨

書。

B-263 〔寿みより御家様宛〕 書簡 ３紙。礼状。墨書。

B-264 〔日付等〕 書類 書付。墨書。

B-265
〔佐藤友太郎、のふ、み

ち戸籍〕
書類 書付。墨書。

B-266
〔野間資慶（中村忠三郎

安三）より〕
書類 過去帳。墨書。

B-267
〔佐藤友太郎代より永見

寛三、永見寛二宛〕
書簡

友太郎母つね病死ノ儀。後欠。

墨書。

B-268 〔金子ノ儀〕 書簡 ４紙。下書き。墨書。

B-269 戦争略記 書類 墨書。

B-270
故佐藤元狩病死ニ付入費

仕訳書
書類

続紙（２紙）。墨書。B-60の

別紙ヵ。
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B-271 〔陶器工場関係書類一括〕 書類

営業費予算書、須州各国磁器

名称之基根及ビ其沼筆記、入

日記など。墨書。要枝番。

B-272 〔郵便書留着報知ノ礼〕 書類 書付。墨書。

B-273
〔津田英太郎など宛先一

覧〕
書類 折紙。墨書。

B-274 〔医療に関し日本神話〕 書類

原稿ヵ。鉛筆書。罫紙、「大

阪裁判所奈良支庁」用箋を使

用。虫損大。

B-275
〔長崎県士族野間安親家

人戸籍〕
書類

書付。妻ちよ、倅孝太郎、下

女たけ。墨書。

B-276 〔すみより御家様宛〕 書簡
続紙（２紙）。近況報知。墨

書。

B-277 〔佐藤友太郎よりヵ〕 書類

続紙（３紙）。陶器写真術伝

習生徒規約下書き。墨書。虫

損大。

B-278 〔久邇宮親王入京ノ儀〕 書簡 続紙（２紙）。後欠。墨書。

B-279 〔組織草案〕 書類 陶器工場建設関係ヵ。墨書。

B-280
〔米国博覧会出品写真帳

代価ニ付〕
書類

虫損大、開披注意。３紙。墨

書。

B-281 〔野間資慶より〕 書簡
続紙（４紙）。下書き。麟太

郎遺族ノ儀ニ付。墨書。

B-282 〔久間琢磨より〕 書類
書付断簡。佐藤氏の写真ニ付。

墨書。

B-283
〔関津塩田両事務殿内状

抄要〕
書類

和綴、１綴２紙。墨書。罫紙、

版心「内務省」。

B-284 〔物品、人名書付〕 書類 折紙。墨書。

B-285 〔佐藤元狩扶持方ヵ〕 書類 後欠ヵ。墨書。

B-286 〔招魂祭調〕 書類
続紙（２紙）。石碑並文字代、

地料等代金。墨書。虫損小。

B-287 〔金銭包紙〕 書類
墨書。「一 金弐百八拾圓」。

虫損小。

B-288 〔近況報知〕 書簡 虫損小。墨書。

資料B-110番は年代的にB群文書全体と離れていて、A群により近いが、収蔵された当初の状況が判

明し難い故、元の仕分けに従ってB群に編入したままにした。

資料B-249番は元々A群資料の中に混ざっていたが、内容的にはB群に属するものだと判断したた

め、B群に移動した。
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注

(１）日本キリスト教歴史大事典編集委員会編『日本キリスト教歴史大事典』（教文館、

1988年）および同志社山脈編集委員会編『同志社山脈―113人のプロフィール』（晃

洋書房、2002年）それぞれの中にある「佐伯理一郎」の項目を参照

(２）本井康博「土倉家の人びと」（『同志社談叢』第25号、同志社社史史料編集所、2005

年、35頁―78頁）、本井康博『新島襄の師友たち―キリスト教界における交流』（思

文閣出版、2016年）を参照

(３）本井康博「佐伯理一郎と内村鑑三―「佐伯理一郎・小糸関係資料」の紹介―」（『同

志社談叢』第19号、同志社社史史料編集所、1999年、123頁―144頁）

(４）佐藤麟太郎および佐藤友太郎に関しては、それぞれ『日本人名大事典』（平凡社、

1979年）「佐藤麟太郎」「佐藤友太郎」の項目を参照

(５）佐伯有清「広開土王碑文研究者の伝記拾遺（上）―横井忠直と佐藤元狩の墓碑」

（『成城文藝』第192号、成城大学、2005年、１頁―13頁）

(６）坂本久子「フィラデルフィア万国博覧会と日本人関係者」（『日本デザイン学会研究

発表大会概要集』57、日本デザイン学会、2010年）を参照

(７）藤岡幸二編『京焼百年の歩み』（京都陶磁器協会、1962年）第二篇を参照

（第19期第２研究会による成果）
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