
資料番号 資　料　名 作　成 年 備　　考

1-01 写真　渋沢栄一 ― ［慶応3］年 「慶応三年民部公子渡仏一行写真」より

1-02 写真　渋沢千代 ― ― 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

1-03 渋沢栄一書簡の包紙 渋沢栄一 ― 計3点、すべて渋沢千代宛

1-04 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［年未詳］9月24日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（563頁）所収

2-01 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［元治元］年10月5日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（543頁）所収

2-02 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［元治元］年10月17日 前期のみ ― 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（544頁）所収

2-03 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応2］年1月3日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（545頁）所収

2-04 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応元］年1月21日 ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（544頁）所収

2-05 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応2］年7月7日 前期のみ ― 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（546頁）所収

2-06 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応2］年8月［日未詳］ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（546頁）所収

2-07 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応2］年10月［日未詳］ ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（547頁）所収

2-08 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応3］年1月9日 前期のみ ― 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（549頁）所収

2-09 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応3］年1月9日 ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（548頁）所収

2-10 千代に贈った懐剣 ― ― 穂積男爵家旧蔵。

2-12 写真　渋沢平九郎 ― ― 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

3-01 徳川昭武一行の集合写真　マルセイユにて ― 慶応3年 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

3-02 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応3］年5月15日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（549頁）所収

3-03 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応3］年12月17日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（550頁）所収

3-04 写真　徳川昭武 ― ［慶応3］年 「慶応三年民部公子渡仏一行写真」より

3-05 写真　洋装の渋沢栄一 ― ― 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

3-06 写真　髷を切った渋沢栄一 ― ― 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

3-07 渋沢千代書簡　渋沢栄一宛 （複製） 渋沢千代 ［慶応4］年［月日未詳］ 『渋沢栄一伝記資料』第1巻（479頁）所収

3-08 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応4］年2月17日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（551頁）所収

3-09 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［慶応4］年3月30日 穂積男爵家旧蔵。 常設展示「渋沢栄一をたどる」（28）に展示。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（552頁）所収

全期間

全期間

全期間

全期間

全期間

全期間

～ あらあら　めてたく　かしく ～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前期　2021年9月25日～2021年11月28日　　　

全期間

全期間

全期間

展示期間

全期間

全期間

全期間

全期間

9月25日～10月10日

全期間

全期間

　　　　　　　　　　渋沢史料館　企画展

会期　2021年9月25日～2022年1月30日　　　会場　渋沢史料館 企画展示室

　　　　　　渋沢栄一から妻 千代への手紙 　　                            展示資料目録

　　第一章　　栄一と千代

　　第二章　　栄一の旅立ち、千代のおもい

　　     第三章　　フランスからの手紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期　2021年11月30日～2022年1月30日　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊会期中、展示資料の入れ替えを行います。

全期間

全期間



資料番号 資　料　名 作　成 年 備　　考展示期間

4-01 渋沢栄一書簡　［渋沢千代］宛 渋沢栄一 ［明治元］年［12］月［日未詳］ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（552頁）所収

4-02 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年2月5日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（553頁）所収

4-03 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年4月23日 前期のみ ― 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（554頁）所収

4-04 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年6月12日 ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（554頁）所収

4-05 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年6月20日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（555頁）所収

4-06 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年6月26日 ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（556頁）所収

4-07 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年7月1日 前期のみ ― 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（557頁）所収

4-08 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年7月9日 前期のみ ― 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（557頁）所収

4-09 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治2］年7月22日 ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（558頁）所収

4-10 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治4］年11月2日 ― 後期のみ 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（559頁）所収

4-11 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治4］年11月19日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（560頁）所収

4-12 写真　渋沢栄一 ― ［明治］

4-13 写真　渋沢栄一　大蔵省時代 ― ［明治］ 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

4-14 写真　渋沢千代 ― ［明治］

4-15 写真　千代と長男篤二 ― ［明治］

4-16 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治4］年5月21日 前期のみ ― 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（559頁）所収

5-01 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治10］年2月16日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（562頁）所収

5-02 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治11］年5月23日 穂積男爵家旧蔵。 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（562頁）所収

5-03 写真　渋沢栄一 ― ［明治16～17年ごろ］ 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

5-04 写真　渋沢千代 ― ［明治］

5-05 写真　深川福住町邸 ― ［明治］ 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

5-06 写真　飛鳥山別邸 ― ［明治］ 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10所収

5-07 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治9］年9月7日 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（560頁）所収

5-08 渋沢栄一書簡　渋沢千代宛 渋沢栄一 ［明治9］年9月12日 『渋沢栄一伝記資料』別巻第3（561頁）所収

6-01 はゝその落葉 穂積歌子 明治33年 竜門社発行

6-02 はゝその落葉 穂積歌子 昭和5年 穂積歌子発行

6-03 写真　栄一と千代の長女歌子 ― ［明治］ 穂積家所蔵

   編集・発行：　渋沢史料館

　 発行日：　令和3年9月25日

　

　　　　　　　　　　

全期間

全期間

　渋沢史料館編『渋沢栄一渡仏150年　渋沢栄一、パリ万国博覧会へ行く』2017年

　『渋沢栄一伝記資料』第1巻、第2巻、第3巻、第29巻、別巻第3

　穂積歌子『はゝその落葉』竜門社、1900年

　穂積歌子『はゝその落葉』1930年

全期間

　　第五章　　近代日本の実業家として、実業家の妻として

全期間

全期間

全期間

全期間

全期間

全期間

　渋沢史料館編『常設展示図録』2000年

　渋沢雅英『渋沢家の女性たち ―千代・歌子・敦子の生きた時代―』NPO現代女性文化研究所、2008年

全期間

全期間

全期間

　穂積重行編『穂積歌子日記　1890-1906　明治一法学者の周辺』みすず書房、1989年

　妻鹿淳子『武家に嫁いだ女性の手紙　貧乏旗本の江戸暮らし』吉川弘文館、2011年

　※「資料番号」はキャプションと一致しますが、管理・便宜上のものであり、展示順とは一致していません。また、必ずしも連番になっていません。

◎本企画展の主要参考文献

全期間

全期間

全期間

全期間

全期間

　　はゝその落葉

全期間

全期間

　　　　第四章　　栄一、千代の明治維新


