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井上源三郎資料館所蔵

新選組・八王子千人同心史料集
( 井上源三郎資料館研究集録
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井上源三郎１４０年忌を迎える記念事業として、新選組研

深めていただきながら、多くの学術研究に活用されることを

究者からもっとも閲覧希望の多い当館所蔵の新選組・八王子

祈念しております。史料については、自由な議論や研究をし

千人同心関係文書を、翻刻・校訂した小冊子の史料集という

ていただく意図もあって、あえて解題や解説を付すことをい

形で出版・公開することといたしました。このなかには、今

たしませんでした。今後も機会を見つけ、当館の展示解説図

回はじめて公開に踏み切ったものが多数含まれております。

録や研究集録、および一般的普及書などを企画・出版して、

これまで新選組隊士の井上源三郎については、さまざまな

展示・公開を拡充していきたいと思っております。当館の運

形で取り上げられてきました。しかし、井上家はもともと甲

営にあたりましては、馬場弘融市長をはじめ、地元の皆さま

州武田の血を受け継ぎ、江戸幕府に仕えた八王子千人同心の

の大きなご支援のほどを、今後とも宜しくお願い申し上げま

家系であり、幕末の当主であった井上松五郎は千人同心世話

す。

役として、恒例の日光火之番をつとめただけでなく、文久３

最後になりましたが、本書の校訂・編集をお引き受けいた

年 (1863) には将軍上洛の御供をし、慶応２年 (1866) には大

だいた西脇康さん ( 早稲田大学講師 )、また有益な助言をい

坂在番を経て、第二次征長に出陣し、広島から小倉へと転戦

ただいた日野市立新選組のふるさと歴史館の皆さんに深謝申

いたしました。大坂在番中には、京都で活躍する新選組隊士

し上げます。

で実弟の井上源三郎とも密接な遣り取りをしておりました。
井上松五郎・源三郎兄弟は新選組を支え、武士道精神を貫い
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た剣士だったのであります。

井上源三郎資料館館長

本書は一般向けではありませんが、より正しく井上家を認
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識され、また松五郎・源三郎兄弟についていっそうご理解を
目
次
口 絵
ごあいさつ
井上源三郎資料館館長 井上雅雄
例 言
○１ 天保３年 (1832) 閏１１月吉日 天然理心流切紙 近藤周助邦
武から井上平助宛
２ 嘉永元年 (1848) ３月日 天然理心流切紙 近藤周助邦武から
井上源三郎宛
３ 嘉永元年 (1848) ３月日 天然理心流目録 近藤周助邦武から
井上源三郎宛
４ 安政２年 (1855) ３月日 天然理心流中極位目録 近藤周助邦
武から井上源三郎宛
５ 万延元年 (1860) ５月日 天然理心流免許 近藤周助邦武から
井上源三郎宛
○６ 嘉永６年 (1853) ８月吉祥日 千人町一式書文写帳 井上氏 ( 抄録 )
○７ 安政３年 (1856) ４月 薬法之巻 帝釈武左衛門清穆から沖田
林太郎宛
８ 文久３年 (1863) ９月 厚情講掛金帳 会主井上松五郎
９ 元治元年 (1864) ６月吉日 相続講連名帳 会主近藤
１０ 元治元年 (1864) 頃 長州征討の新式新選組名前書
１１ 慶応元年 (1865)7 月朔日 井上源三郎書状 井上松五郎宛
１２ 慶応元年 (1865) ７月２２日 土方歳三書状井上松五郎宛
１３ 慶応元年 (1865) ９月２２日 井上源三郎書状 井上松五郎宛
１４ 慶応元年 (1865) ９月２９日 佐藤彦五郎書状 井上松五郎宛
１５ 慶応元年 (1865) １０月朔日 井上松五郎書状 井上源五郎・
与四郎宛
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慶応元年 (1865) １２月１２日 土方歳三書状 井上松五郎宛
慶応２年 (1866) ４月頃 井上松五郎書状
慶応２年 (1866) ５月頃 井上松五郎書状
慶応２年 (1866) 閏５月頃 井上松五郎書状 皆々様宛
慶応３年 (1867) １１月吉祥日 日光餞別覚帳 井上一俊
慶応３年 (1867) １１月吉祥日 日光在勤日記 ( 抄録 ) 井上
慶応３年 (1867) １２月２６日～同４年２月２日 定例日光
火之御番日記 井上松五郎
慶応４年 (1868) 正月 御用中金銀出入蝶 元辛組千人隊世
話役井上一俊常用
慶応４年 (1868) ２月 佐藤彦五郎書状 井上松五郎宛
明治元年 (1868) 頃 千人隊世話役井上松五郎由緒書写
明治２年 (1869) ４月 元千人隊組頭日野信蔵につき御届書写
明治２年 (1869) ９月朔日 元千人隊組頭日野信蔵身上書案
年月日未詳 ( 幕末 ) 征長参陣千人隊小隊ならびに太鼓方隊
士住所録
年月日未詳 ( 幕末 ) 銃鎗順次嚮導留帳 井上一俊控
年月日未詳 ( 幕末 ) 千人方印鑑
年月日未詳 ( 幕末 ) 八王子千人同心由緒書案
年月日未詳 ( 幕末 ) 方色番名御籏之図
年月日未詳 ( 明治初年 ) 井上松五郎勤書案
年月日未詳 井上家系図案
年月日未詳 ( 明治期 ) 沖田家相続につき覚書
＊○印があるものは初公開史料
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