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　地域史研究における市町村博物館の重要性は、前号に記したが、今回はそれに続く第 2弾で
ある。
　地域史は、地域の情報の止まらず、列島史を語る上でも、重要な情報となることは周知のと
おりである。市町村博物館は、常日頃から市民の方々と直接応対することで成り立つ仕事をし
ており、それまでに出尽くしたと考えられてきた分野でも、市民の情報が時には新発見となる。
新発見の情報は、地域史を変え、列島史をゆるがすものにもなる場合があり、市町村博物館の
調査研究活動は、歴史解明に重要な役割を果たすものとなっている。
　今回紹介する幕末志士の集団「新徴組」関連史料は、まさに市町村博物館の地道な調査研究
活動において発見されたものである。まだまだ個人宅に眠っている史料はかなりあるものと教
えられた機会であった。何気なく所蔵され、遺品として伝わるものの中に、新しい事実を与え
る個人史料は、まだまだ未知数といえる。これらの個人史料は、目的を持って調査することで
新発見につながるものであるが、それ以前に市民と市町村博物館学芸員の信頼関係や交流を深
めていることが大前提である。そのような中で今回発見された「新徴組」関連史料は、地域史
を構成するだけでなく、幕末維新期の列島史へも影響するものと評価できる。小論は、各地に
は、このような史料がまだまだ眠っている可能性を指摘すると共に、地道な市町村博物館の地
域調査・研究の成果が、市町村博物館の市民との信頼関係による賜であることを述べたもので
ある。
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1 ．はじめに　市民と学芸員の信頼関係
と交流

　博物館の仕事は、来館者や市民との信頼関
係が重要な要素であることは改めて論ずるこ
とではないが、学芸員として博物館業務に携
わることで改めて実感する事実である。信頼
関係が深まれば深まるほどに、特に市民との
交流は盛んになり、博物館における調査研究

活動をはじめとした業務に多大な影響を与え
ることとなる。
　コミュニケーションが基礎となるコミュニ
ティは、社会学者の松本康によれば、「コミュ
ニティはきわめて多義的な用語であるが、
もっとも広くは何らかの意味で共同体生活を
いとなむ人々の生活をさす」と定義されてお
り（松本　1995）、地域コミュニティの範囲
は、一般的には小学校区等の区域と考えられ
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ている。市町村博物館は、対象とする適度な
地域コミュニティ 1）、その地域範囲の中で、
市民と密着した活動を展開している。市町村
博物館は、前号に紹介したように市民との地
域史やその資料、そしてその他の様々な地域
情報共有関係により、強い信頼関係の構築を
可能にしている。この信頼関係は、博物館の
日頃の業務によって市民間に連鎖反応し、正
のスパイラルで地域コミュニティ内に広く、
そして深く構築されていくのである。信頼関
係によって博物館と結び付いた市民は、博物
館を介してすでに博物館と関わり在る他の市
民と交流することにもなり、博物館の情報と
共に日常の生活の情報や個人レベルの情報交
換にも展開していくことによって、市民同士
のコミュニケーション内容が幅広くなってい
く。同じ地域に居住する市民の親密な関係
が、博物館によって構築されたものであれ
ば、そこに市民と博物館の信頼関係が生じて
くることも必然的なことなのである。

2 ．市民と地域史研究

2．1　市民からの情報
　地域には、古くからそこに居住している
人々がいる。それらの人々の歴史は、中世や
近世に遡るものもあれば、伝承であるが希に
古代からこの地に住んでいる可能性がある方
もいる。そうした市民の中には、伝承される
歴史情報を受け継ぐ方もおり、実際に歴史を
物語る史料を所蔵している場合もある。伝承
される歴史情報は、受け継がれる中でかなり
誇張されているものもあるが、地域史を紐解
く貴重な情報になることも大いにある。そう
した市民からの情報を一つ一つ収集し、調査
していくことで、地域史として紹介できる内
容になるのである。
　市民から情報を得ていく地道な作業は、常
日頃から住民との接点を構築していかねば、
到底できないものといえる。いわゆる地域密

着型の調査研究の方法が、史料の新発見につ
ながり、新たな地域史、そして列島史にも影
響を与えかねない情報となるのである。
　市民との接点ができたとしても信頼関係を
構築するには、少々時間を必要とする。市民
と行政という立場は、利用者と利用される機
関ということであり、市役所をはじめとした
公共施設同様に中々腹を割った関係になれな
いことが実情である。しかし、この関係に、
学芸員という地域史を活用する専門家が入
り、地道な教育的活動を継続的に実施してい
くことで、市民の生涯学習の仕組みに介在す
る学芸員の姿が定着し、交流の中に信頼関係
が構築されていくのである。
　市民と学芸員の信頼関係の形成は、協力や
共同研究者へと発展することもあり、非常に
心強いものとなる。それは人を介し、多くの
情報が集まるネットワークといえる。この
ネットワークこそが地域史研究には、欠かせ
ないもので、新たな史料の発見に一番近い要
素なのである。

2 ．2　市民と地域史
　多くの市民は、男女を問わず、主に還暦以
降に自分が生活する地域に関心を寄せ始める
傾向がある。一般的に、仕事や子育てに勤し
まなければならない年齢を終え、時間的余裕
が生活に現れると地域に目が向けられていく
ようである。身近な歴史、自分の先祖が関わ
り在るかも知れない歴史、さもすれば歴史上
の著名な人物や出来事にも接点があるかもし
れない歴史、意外なところに遺されている歴
史、地域の中にロマンや驚きを見つけられる
など様々な要素が興味・関心の原点となるの
である。一方で、博物館で知り得た地域史を
きっかけに、独自の調査をすすめる市民もい
る。そして地域史を話題に集まり、地域史を
探る仲間ができる。自らが発見した、あるい
は調査した情報は博物館にもたらされ、情報
交換されると新たな地域史情報になったりす
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る。
　しかしながら、歴史情報に興味をもち、自
らの家や一族の歴史を伝承される史料から探
ろうと思っても先代が使用したもの、まして
やそれ以前の先祖が遺したものをすべて把握
している当家の方は数少ないと思われる。何
らかのきっかけで整理し、調べることができ
れば、その作業の中で引き継がれてきたもの
を把握することができる。しかし、古ければ
古い情報や史料であると、専門的な知識や教
養がないと判断できかねるものが多い。そこ
で、重要な存在であるのが、博物館との関わ
りによって地域史に目覚めた市民である。地
域史に関心を示す市民のコミュニティが、あ
る程度の地域史調査範囲となって、その範囲
の情報を網羅するようになり、博物館へもた
らされるという仕組みになっていくのであ
る。

2 ．3　家庭に眠っているモノが史料へ
　多くのものには様々な価値が存在するが、
何事にも知識と問題意識をもつことで価値判
断につながっていく。一方で価値判断できな
いモノは、次第に不要なモノ、いわゆるゴミ
として廃棄される運命になる。
　近世文書の類は、村役人を担っていた家が
特定できれば、史料存在の可能性が推測でき
る。しかし、その多くが現代に使用するモノ
ではないし、大量にあって箪笥や長持などに
入れられ、蔵の奥深くにしまい込まれている
場合に多いので、子孫の方々も目に触れた機
会は、ほとんどが皆無である。そうした状況
に、博物館や研究者等が調査に入る以外に、
関心がある市民の地域史調査ネットワークが
声かけをしたり、実際に蔵出しに携わること
で、史料を確認することができるのである。
　今回紹介する史料も、個人宅に先祖の遺品
として所有されていたものが、地域史調査
ネットワークを介して確認され、重要な史料
と価値判断できたものである。家庭に埋もれ

ていたものが、史料となって光り輝いたので
ある。

3　古渡家文書と「新徴組」関連史料

3．1　古渡家文書の発見の経緯
　かすみがうら市内の郷土史家が所蔵する、
古美術商から購入した史料を見る機会があっ
た。史料は、「文久三年　御上洛　御警衛御
用御沙汰書帳　国々浪士人姓名書」（以下　
浪士名簿）と記され、文久 3年（1863）に将
軍家茂の上洛に伴い結成されたグループに関
しての名簿であった2）。志士たちそれぞれの
名前のほか、出身地、年齢などが記されてい
た。その中に「常州新治郡宍倉村住　古渡喜
一郎　二十一才」がいたのである。
　浪士組といえば、後に新選組や新徴組を誕
生させるグループであり、そのようなグルー
プにかすみがうら市出身者が所属していた事
実は新発見の情報であった。それから古渡喜
一郎の子孫調査が始まったのである。古渡姓
は、市内に数多くみられるため、調査は困難
を極めた。しかし、先行の研究である『出島
村史（続編）』の歴史人物の紹介記事に、古
渡喜一郎は後に古渡弥惣次と改名され、明治
期には警察官、そして戸長を務めた人物であ
ることが記されており、この記事を手がかり
に子孫の方が特定できたのである。『出島村
史』の記事内容は、喜一郎の養子となった岩
吉が、地区の共同墓地に建てた墓表3）を基
に記されたので、早速墓表調査を行い、さら
にこの地区の郷土史家の方を通じて、子孫の
古渡勝樹氏にたどりついたのである。
　このようにして判明していった古渡喜一郎
とその子孫の方であったが、また驚くことに
喜一郎の史料が当家に遺されている事実で
あった。早速、それら史料を借り受け、内容
を確認していったところ新徴組時代の様々な
史料が存在していることが判明したのであ
る。
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3 ．2　藤本昇と古渡喜一郎
　古渡家文書には、古渡喜一郎を称していた
新徴組時代の史料と古渡弥惣次を称していた
明治期の史料がある。新徴組時代の史料は数
少なく、その中に同じ新徴組隊士であった藤
本昇との関係を示す史料が含まれていた。
　藤本昇は、『浪士名簿』には「肥前国産　
上州館林住　藤本昇　四十五歳」とある人物
である。藤本昇は、文久 3年の浪士組結成に
六番隊として古渡喜一郎と共に所属し、ここ
で親密な関係になったと考えられる。しか
し、古渡喜一郎21歳、藤本昇は41歳と倍近い
年齢差があるにも関わらず、藤本は古渡を頼
りに過ごしていたような感が残された手紙か
ら窺われる。
　文久 3年（1863）に清川八郎が率いる京
都から江戸へ帰府した浪士組209名の中に藤
本昇と古渡喜一郎がいた。藤本は、文久 3
年（1863）4 月 7 日の幕府隠密方の風説書に
よれば、浪士組の幹部である石坂周造や村上
俊五郎らと共に浅草あたりで、豪商に献金を
強談していた（日野市　2012）。そうした行
為に、幕府は浪士組の捕縛を奉行所に命ずる
ようになる。とうとう 4月15日に召し捕りと
なり、その召し捕られた浪士組隊士の中に、
藤本昇と古渡喜一郎がいたのである。幹部級
が捕縛され、残された浪士組隊士は、幕府に
よって「新徴組」と命名され、庄内藩主酒井
繁之丞忠篤へ取り扱われるようになった。
　新徴組隊士らは、本所三笠町（墨田区亀沢
町三丁目付近）の浪士組屋敷とその周辺の旅
籠屋などに宿営し、攘夷実行の機会を探って
いく。一方で田安黐木坂下の久世謙吉（下総
国関宿藩主）の元屋敷も新徴組の屋敷として
当てられるようになっていく。この黐木坂屋
敷には古渡の名前がみられるが、藤本の名前
はない。これら組屋敷を拠点に新徴組は、そ
の後江戸市中の警護を実施していったのであ
る。古渡の新徴組としての江戸での活動が始
まったのである。

3 ．3　藤本昇から古渡喜一郎への手紙
　それでは、詳しく古渡家文書の新徴組史料
をみてみよう。古渡家文書には、藤本昇から
古渡喜一郎へ出された手紙が、3通遺されて
いる。

①「一筆啓上仕侯　甚寒之節に／御座侯得共
　御家内様御揃　益／御堅勝被成御座珍重之
御義に／奉存侯　次に拙者義無異消光／仕侯
　乍憚御休意可被成下侯　然は／留守宅　
種々御厚配被成下侯趣／千万不洩御深志之段
　重々／難有仕合奉存侯　何分共　此上／な
から宜敷御配慮之程　呉々／奉願上侯　拙者
義も不斗永々と／相成　実々相困罷在申侯得
とも／追々世の変動に付ては　最早／不遠得
尊顔可申時節と相成申侯間／其節は幾重にも
御恩報謝／可仕奉存侯間　今暫く之間　留守
宅／之処　呉々九拝奉のへ侯／一此節は御組
内小頭役被仰付／之趣　増々結構之御義にて
　乍影／相悦ひ罷在申侯　此上とも御出情／
御情勤呉々奉願侯／一拙者一同御預ヶと相成
居候　白井／了意殿　今は庄兵衛と申人は　
生国／酒井様之御国之人之由　御同人は／何
役相勤られ侯身分に御座侯哉／乍御面倒　御
席之節　御聞合せ被下／今後御認め被成下　
留守宅迄御遣し置／被下侯様奉願侯　先は右
御厚證／旁　御願迄□々如此御座候　以上／
十二月廿五日　藤本昇　無失
／古渡喜一郎様　／尚々乍筆末　外御連中へ
御席之節／宜敷伝上被下侯様　呉々奉願候　
又々以上」

　この手紙は、藤本昇から古渡喜一郎あてに
出されたものであるが、両者とも住所がみら
れない。手紙の前半は、藤本昇が浪士組の中
で、古渡喜一郎に世話になっているお礼が表
現されているが、何分にも現在は浪士組の活
動に参加できずにいることの詫び言が加えら
れている。その後に、手紙の目的である 2つ
の用件が示されている。一つは、古渡喜一郎
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が浪士組の中で、小頭を拝命されたことに対
する喜びの言葉、もう一つが現在自分（藤本
昇）と共にお預かりの身となっている白井庄
兵衛について情報がほしい旨が記されてい
る。
　京都から江戸へ戻った浪士組の中で、古渡
と藤本、寺田忠左衛門、大野喜右衛門、松沢
良作、荻野良蔵、羽賀忠次、伊藤亀之輔、小
倉宗伯、小倉大平、上村藤平、和田堯三、猪
熊力之助らは、石坂周造グループとして活動
していた。その活動の中で幕府の命令と偽っ
て、浅草周辺で献金強要をしたことで前述の
ように文久 3年 4月15日に石坂は捕縛されて
しまう。この捕縛の場所が、馬喰町壱丁目井
筒屋で、この時に古渡喜一郎と藤本昇も一緒
にいたことで、召し捕られてしまう。石坂
は、その後 5年間にわたり投獄の身となる。
一方の古渡喜一郎と藤本昇は、どうやら釈放
されたようで、古渡は井筒屋から新徴組隊士
の屋敷として拝領された黐木坂屋敷に移っ
た。先に記したように藤本は、黐木坂屋敷絵
図には名前がみられず、ここには居住しな
かったと考えられる。
　手紙の中で、藤本が情報を求める白井とい
う人物は、浪士組を支配していくことになる
庄内藩酒井家の浪士である。白井もその後の
新徴組に関する史料にはみられなくなり、藤
本と同様に幕府の政策に反対する意味で、新
徴組隊士とはならなかったのであろう。
　古渡喜一郎が、小頭を拝命する浪士組が新
徴組へとなり、この手紙が出された頃は新徴
組が庄内藩の指揮下におかれた時期と推定さ
れる。12月25日とあることから文久 3年段階
か。この時期には、藤本と共に捕縛された古
渡は、何らかの理由で釈放となったようであ
るが、藤本は未だ「拙者一同御預ヶ」とある
ように、拘束され続けていたのである。

②「先此より所々相尋候／得共　更々御面会
／不致若間違等にて／御帰宅にも相成候はば

／御揃早々御飛来／可被下侯　まつは　早々
以上／二月五日／馬喰町壱丁目井筒屋／石坂
御連中様／　小石川より／藤本昇／大急用

　この手紙は、藤本昇から石坂御連中4）に
宛てられたものである。石坂御連中のリー
ダーである石坂周造は、清川八郎と「虎尾の
会」の同志で、帰府した浪士組をとりまとめ
る幹部であった。石坂は、上京する浪士組
の中で道中目付であると共に、6番組に所属
し、この組で古渡喜一郎と藤本昇と出会い、
2人はその後も石坂御連中として行動を共に
していった（『上京有志姓名録』）。
　そこで、この頃の藤本の行動を考えるため
にこの史料が重要となる。黐木坂屋敷の拝領
は、浪士組の帰府後の間もない文久 3年の 4
月段階であったが、すぐに隊士が移住するの
ではなく、しかも古渡・藤本などの途中で捕
縛されてしまった者は、後日転居となったと
思われる。この手紙が出された月日が 2月 5
日で、内容が、「以前から、いろいろ尋ねら
れているが、お会いすることはできない。も
し間違いがあって帰宅することがあったなら
ば、皆様お揃いで来て下さい」とあることか
ら藤本が同志の元へ戻れない様子、さらにこ
の時点でまだ古渡等の石坂御連中が馬喰町壱
丁目井筒屋に居ることを考えると、黐木坂屋
敷をあてがわれて約 1年後の元治元年 2月 5
日の手紙と推測される。先の献金強要の一件
で幕府方に捕縛、釈放されて以降、幕府の命
に従い浪士組から新徴組として庄内藩士と
なっていく流れに藤本は賛同しかねるところ
があったと思われる。そのような藤本の心情
が葛藤する中、浪士組で同じ 6番隊に所属し
た古渡喜一郎とは、連絡を取り合う仲であっ
たことがこの手紙から判断できる。

③「一筆啓上仕候　向暑之節二／相成候得共
　益々御堅勝被成／御座珍重之御義二奉存候
　次二拙者義／無異罷存申候　乍憚御休意可
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被成下侯／然は拙者義も不斗永々と／相成　
実二相困候義二御座候得共／拙者身分二付て
は　唯生国と／年々御尋有之之外　少シ之故
障も／無之候間　是又御安心可被成下侯／就
ては　留守宅之処　近来殊之外／困窮二およ
び候趣　実二無禄二て／是迄五ヶ年之間取続
罷在候二付ては／着類之外諸道具共売食二致
シ／之外致方無之　先頃松平虎之助殿／御支
配之頃は　伜え小遣ひとして／月々御心付等
有之候趣　其後／御止メニ相成候趣　就ては
　此節／一ト方ならず困窮二及ひ候趣二付ひ
ては／甚以　御願申上兼候義二御座候得とも
／何卒柏尾右馬之助君其外之御方々共／御相
談被成下　伜福之助か又は家来／彦助か　両
人之内壱人御組内え御入／被成下侯義は相叶
間敷哉　左候得は／各方之御蔭を以　家内之
者共取続／下拙二おいても公顧安心仕候義二
／御座候間　幾重二も御配慮之程／呉々奉願
上候／尤彦助義は鉄砲師二／御座候間　其御
申立二て御召す抱被成下／候ハバ　是又重々
難有仕合奉存候／拙者義も最早不遠落着二も
／相成候様之風聞内々承り候間　殊済二／相
成候へは　万々可奉謝候得とも／先は右之段
　□々御願申上度／如斬御座段　以上／卯月
十六日夜認　藤本昇　平安／古渡喜一郎様／
尚々　先頃忠次刀之義二付ては　色々／御高
配被成下侯趣　千万不洩れ難有仕合二／奉存
候　乍筆末御厚談奉申上候／猪熊力之助君は
　御一同被居候哉／乍憚宜敷御申□被成下　
前文御願／申上候一条共　御相談被成下侯様
宜敷奉願候／又々以上」

　この手紙も①史料と同様に藤本昇から古渡
喜一郎あてに出されたものであるが、やはり
住所は記載されていない。手紙の内容は、「浪
士組から離れて、非常に困窮する生活となっ
た。無禄となって以来、5年間は着物や諸
道具を売却してなんとか食いつないでいる。
昔、松平虎之助様にお仕えしていた頃は、伜
にも月々小遣いをいただいていたほどであっ

たのに、今は困窮の日々である。そのため
に、柏尾右馬之助君とも相談してもらって、
伜の藤本福之助か自分の家来（藤本昇の家来）
の彦助の面倒をみてほしい。この願いを受け
てもらえるならば、一安心である。特に彦助
は、鉄砲師なので家来として受けていただい
てもいい。何卒、私の願いを受け入れてほし
い。」というものである。また追伸として「先
日の忠次刀については、いろいろとご面倒い
ただき大変ありがたく思っている。また猪熊
力之助君にもよろしく伝えてほしい。」と読
み取れる。
　とにかく藤本昇は、親子ほどの年齢差を気
にせず、古渡喜一郎を頼りに、たくさんの相
談をしていることが分かる。
　藤本昇は、浪士組を離れ、5年経った今、
家財を処分しながらの困窮の日々で、昔の
日々の生活の様子を懐かしむと共に、息子の
福之助や家来の彦助の将来のために、古渡に
面倒をみてもらいたいと依頼している。この
5年とはいつの段階からの 5年なのか不明で
あるが、藤本も先の捕縛から釈放され、新し
い生活の中での内容を記したものと思われ
る。
　そうした中、浪士組から新徴組となった古
渡喜一郎らに、合流して共に同じ活動を行え
ない中に、同志として信頼する気持ちから、
息子の面倒まで依頼するほど頼りにする人物
であったようである。また、この手紙に登場
する柏尾右馬之助は、松平阿波守元家来柏尾
嘉蔵の子で、新徴組隊士となり剣術教授方を
務めた人物である。猪熊力之助は、尾張出身
の浪士で新徴組隊士として戊辰戦争も参加す
る人物である。
　以上の①～③の史料は、藤本昇から古渡喜
一郎へ宛てられた個人的な書簡であるが、浪
士組が京都から江戸へ帰った後の石坂周造ら
と行動を共にしていた藤本昇や捕縛された人
物の動向やその後の生活の様子が分かる重要
な史料といえる。藤本昇は、浪士組の中の一
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隊士でありながらも、幹部級の人物と関わっ
ていたことにより、その動きは重要な意味を
もつ。今回の史料は、古渡喜一郎を含め浪士
組の隊士が、新徴組として編成され始めた頃
の心情や行動をリアルに示す貴重な史料とい
えるものである。

3 ．4　その他の新徴組関係文書
　前述の史料の他に、新徴組の活動を示す史
料があるので紹介する。
④「北辰流／論語云　北辰居其所　而／衆星
共之註云共向也／言衆星四面施繞て／帰向之
也と　当時外／夷炮銃之神妙なるを／工ミ出
せしより　其術／盛ニ海内ニ行れ新奇を／好
ミ　旧風を廃するは／人情の常体なれハ／我
が国千載伝り撃剣／之術　日を追て衰微せり
／　撃剣之術衰微するに／つれて　大和魂も
漸く／消うせんとす／我藩之新徴士　剣術に
／志深き人々　此道の永く／世に絶ゑん事を
嘆き／悲ミ　互二心を尽し／年来学ひ得し処
之／諸流を編成して　一統二／なし　遠後世
二伝ふる／ことを謀る　隊中之壮士／此術を
学者　許多なれハ／神妙二通る之達人／出て
んこと二歳月を／待さるべし　神妙之／達人
多く出は　四方の／此道二志深き輩　皆／我
藩二来りて　此術を学こと　猶衆星の北辰二
／帰向するならん　因て／北辰流と名くる
也」

　この史料は、新徴組及び庄内藩の剣術であ
る北辰流の由緒並びに役割と意義、そしてそ
の正当性から多くの志士が集まる流派である
ことが示されている。新徴組隊士には、北辰
一刀流の剣術家が多かったとされるので、こ
の史料のような北辰一刀流の正当性を示す文
書を多くの隊士が所持していたと考えられ
る。古渡喜一郎もその一人で、どこの道場で
学んでいたかは不明であるが、喜一郎が水戸
藩重臣の筧助太夫の家来5）であるとすれば、
喜一郎が水戸遊学の際に千葉周作から北辰一

刀流を学んだと思われる。喜一郎の刀は、子
孫に伝えられており、4尺 5寸を計る大刀で
ある。肖像画から大柄な体格と想像され、人
より長い大刀を振り回し、北辰流の剣術を広
めていたと思われる。

⑤「金三百疋／古渡喜一郎／右は当廿六日　
長州檜木／屋屋敷取囲之節／昼夜／出張太義
二付被下侯／子七月」

　この史料は、元治元年（1864）7 月に、長
州藩の過激派が京において会津藩と薩摩藩と
衝突したことにより、幕府方が兵をもって江
戸の長州藩下屋敷（檜屋敷）を取り囲んだ際
に、新徴組も参加し、その中で古渡喜一郎も
活躍したことにより、金三百疋を庄内藩から
進呈を受けたものである。確かに、新徴組が
長州屋敷取り囲みの一件に参加していること
や古渡喜一郎のような地方の志士も加わって
いたことが分かる貴重な史料である。

⑥「御用之儀有之候二付　麻／上下着用　只
今御出仕／可被成候　以上／八月十四日　御
役所／新徴組一同／尚々此砌二付　平服／二
候事」

　この史料は、お役所（庄内藩）から新徴組
隊士一同へ、公務の時は麻の上下を着用し、
出仕せよという手紙と考えられる。また、8
月14日という夏期にあたるためか、今の季節
柄平服でも良いという事が加えられている。
新徴組の服装について判明する史料といえ
る。

4 ．おわりに

　前回は、地域史研究の上で、いわば歴史の
中の公共施設ともいうべき寺院史料を取り
扱ったが、今回は、地域の個人史料からの地
域史研究のアプローチを紹介してみた。
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　歴史事象には、数多くの人物が関わってい
たと考えられるが、その中心的な役割を果た
した人物の研究がほとんどであり、その他大
勢に属した中の人物の研究は少ない。幕末に
活動した草莽の志士たちは、数知れずおり、
それら志士によるたくさんのグループが形成
されていた。新徴組は、元は文久 3年に構成
された浪士組に属した志士たちで、新選組と
は兄弟的存在のグループである。しかしなが
ら、新選組が多くの小説やテレビドラマとし
て紹介されるに対し、新徴組はあまり取り上
げられることがなかった。ましてや、新徴組
に所属した中心人物以外の志士に注目し、研
究対象とされることなど余り見られないのが
現状であった。
　今回対象とした古渡喜一郎は、浪士組に所
属し、その後新徴組隊士となった人物であっ
たが、中心的な幹部の志士ではない上、維新
後は改名し、警察官や役人という立場で活躍
したため、幕末期に新徴組隊士であったこと
など、すでに忘れられていた人物であった。
そうした状況に「浪士名簿」を筆者が見る機
会に恵まれ、その後の調査を進めるにつれ、
子孫が特定され、伝承される史料が明らかと
なっていったのである。
　地域史の調査・研究活動は、自治体史の刊
行と同時に、ほぼ一段落したものと考えられ
がちである。しかし、歴史は新史料によって
定説が覆されたり、新説が研究によって導か
れたりすることは、往々にしてあることであ
り、自治体史刊行はそれまでの研究成果の紹
介にすぎない。今回の古渡喜一郎の調査成果
は、『出島村史』編纂時期には、人物が調査
対象となったが、維新以後の活躍に焦点がし
ぼられ、江戸期の活動には触れられることは
なかった。そのような中、一つの古文書から
広まる展開と子孫に史料が引き継がれていた
ことで、新徴組の新事実や古渡喜一郎の活動
などに迫ることができたという貴重な経験で
あった。

　このような、郷土の人物からの、いわば
マイナー的な地域史研究のきっかけと流れ
は、まさに市町村博物館ならではの業務とい
える。地域の史料発見と市民に代表される地
域の郷土史家との交流により、市町村博物館
に情報が集積され、新たな地域史解明につな
がっていく仕組みは、普段からの博物館と市
民との信頼関係があったからこそのものとい
える。今後も、より良き市民協働の地域史研
究を継続していきたい。
　最後に、古渡喜一郎史料に関しては、子孫
の古渡勝樹氏に史料の閲覧、目録作成、解読
や紹介についてご理解をいただくと共にご快
諾いただき厚く御礼申し上げる次第である。
史料の解読や内容については、かすみがうら
市古文書研究会長の岡田久夫氏、そして茨城
県地方史研究会の栃木敏男氏に、そして日頃
から公私ともに古文書や公文書に関してご指
導いただいている市川彰氏にご教示いただい
た。重ねて御礼申し上げる。

註　釈

1 ） 千葉隆司「市町村博物館の時代―真の日本人

と地域コミュニティ再生への重要拠点―」『筑

波学院大学紀要』第 7集に記したように、市

町村博物館が対象とするフィールド、主に端

から端まで車で約30分ほどの範囲は適度な地

域コミュニティの範囲と考えている。

2） 現在、浪士組の名簿は、1『廻状留』取締役（清

河八郎記念館蔵）、2『浪人士姓名帳』分部再

輔（富士吉田市歴史民俗博物館寄託）、3『尽

忠報国勇士姓名録』早川文太郎（富士吉田市

歴史民俗博物館寄託）、4『上京有志姓名録』

森土鉞四郎（山口県文書館）、5『新徴組剣士

人名帳』高橋城之助（群馬県立文書館蔵）が

ある（あさくら　2017）。 1以外は写しとされ、

内容に不明確さがある。今回紹介した史料は、

6例目となる貴重なものである。

3） 古渡弥惣治墓碑／幸政古渡君之墓表（篆額）

／明治二十一年七月卅一日／茨城県新治郡宍
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倉総合戸長古渡弥惣治君／病歿干家／歿之三

年墓上之石未勒焉／親戚友人相謀將建碑石／

因使大和田岩次郎氏持状来／請銘於壽／籌於

君無一面識／固辞不得／乃裾状敍其概略／曰

君幼名利四郎／改称喜一郎後弥惣治／古渡

氏考諱利兵衛君之長子也母富島氏／天保十三

年五月九日／生干宍倉村／君長豪直／遊武総

之間／会大将軍朝京師／君従其扈駕／先駆至

京師／幕府編新徴組也／募所在之處士／君亦

応其募／選為伍長／隷属庄内藩／尋挙江戸市

中取締役／是時文久元治間之事也／明治初列

籍酒田県士族／移居其県下／羽前鶴岡為町用

係／後七年改新治県貫属／十二年二月摺茨城

県一等警部／同十一月解職／允君之請也／君

出仕警察数年／例賜金若干円／君自是之後帰

郷里／竭力製造開墾之業／不肯顧一己之損益

／務謀公共之福利／身自執来耜闢草莱／播桑

茶荒蕪之地／往々為良田／人皆服君之力行／

十九年三月為戸長／蓋非其志也／後三年獲病

遂不起／享年四十五／葬荻平里先塋之次／配

澤井氏／庄内藩士水之助之女也／無子養古渡

岩吉為嗣／吉左衛門君第三子也不墜其家聲云

／銘曰／君性豪直　又有度量　廉而好武　義

而能強　樹塾是努　事業之揚　堅石勒銘　傅

之無彊／明治二十三年第十月／佐々木寿撰　

加藤敬頼題額　古渡岩吉建石　中島光次刻字

4） 石坂周造と行動を共にする志士、この中に古

渡喜一郎がおり、手紙を預かったものと考え

られる。

5） 元治元年「新徴組掛り御役人石附姓名并新徴

組明細調帳」（鶴岡市郷土資料館所蔵「相田家

文書」）」

参考文献

出島村　1978『出島村史（続編）』

松本　康　1995「都市空間の変容と住民」『現代社
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宮地正人　2004『歴史のなかの新選組』岩波書店

日野市立新選組のふるさと歴史館　2012『新徴組』

千葉隆司　2013『新徴組と古渡喜一郎』かすみが

うら市郷土資料館

日野市立新選組のふるさと歴史館　2016『剣客集

団のその後』

宮地正人　2016『地域の視座から通史を撃て！』
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あさくらゆう　2017「『浪士姓名簿』の発見の経緯

について」『幕末史研究』No.44　小島資料館
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写真 3　史料②写真

写真 2　史料①写真

写真 4　史料③写真

写真 1　古渡喜一郎肖像画
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写真 5　史料④写真

写真 6　史料⑤写真

写真 7　史料⑥写真
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