
はじめに　若尾逸平生誕200年

第1章　逸平の人物像

資料名 所蔵・資料群 製作年 西暦 材質・形状

【伝記による逸平像の形成】
1 起業秀才明治百商伝　第2巻　若尾逸平君伝 甲州文庫 明治13年 （1880） 書籍
2 名取淑子『たどりしあと』 当館蔵 昭和53年 （1978） 書籍
3 松崎天民『甲州見聞記』 甲州文庫 大正元年 （1912） 書籍

【生涯愛した囲碁】
4 碁盤一式 当館蔵 明治20年 （1887） 木製
5 甲斐碁鑑 大木家文書 明治18年 （1885） 紙

6
第二十一世本因坊田村秀哉先生他招聘にて望仙閣での大囲
碁会開催案内状

飯田文良氏旧蔵資料 明治44年 （1911） 紙

【「○○の手習い」】
7 若尾逸平扇面 当館蔵 明治40年代 紙本墨書
8 若尾逸平扇面 甲州文庫 明治43年 （1910） 紙本墨書
9 若尾逸平書蹟 甲州文庫 明治33年 （1900） 紙本墨書
10 若尾逸平の書 甲州文庫 明治39年 （1906） 紙本墨書
11 晩年の若尾逸平写真 当館蔵 明治40年代～大正時代 写真

第2章　逸平とその時代

資料名 所蔵・資料群 製作年 西暦 材質・形状

【若尾逸平の時代を描く】
12 内藤文治良『若尾逸平』 甲州文庫 大正3年 （1914） 書籍
13 若尾逸平一代図屏風 南アルプス市立美術館 大正時代か 屏風（紙本著色？）

【在家塚の若尾家】
14 甲斐国西郡郷名尽 甲州文庫 江戸時代 紙
15 中巨摩郡町村取調書 若尾資料 大正5～7年 （1916～8） 冊子
16 徳島堰麁地図 古文書雑輯(1) 慶応4年 （1868） 紙
17 堰総代始末書 甲州文庫 天保9年 （1838） 紙
18 徳島堰用水心得方申渡に付請印書 甲州文庫 天保13年 （1842） 紙

【甲府での再出発と横浜進出】
19 横浜忠右衛門より東油川村正次郎ら宛書簡 篠原家文書 慶応元年 （1865） 紙
20 横浜御免　生糸損金鏡 上野晴朗氏収集資料（歴史資料） 江戸時代か 紙
21 冥加金上納者番附 甲州文庫 慶応元年 （1865） 紙
22 東京日日新聞（戊辰年献金に付褒賞） 甲州文庫 明治5年 （1872） 紙
23 大小切騒動風聞飛脚状 太田家文書 明治5年 （1872） 紙

【甲府随一の商人からの飛躍】
24 西山梨郡甲府総町家計貧富等級人名表（明治十三年度改正） 山梨中銀金融資料館 明治13年 （1880） 冊子
25 峡中生糸改会社印鑑届 甲州文庫 明治6年 （1873） 冊子
26 第十国立銀行創立証書 大木家文書 明治10年 （1877） 紙
27 第十国立銀行株主名簿 山梨中銀金融資料館 明治10年か （1877） 冊子
28 山梨三重京都御巡幸御行列図 甲州文庫 明治13年 （1880） 未定
29 御巡幸日誌 甲州文庫 明治13年 （1880） 冊子
30 若尾勧農部所属組合功労賞盃 当館蔵 不明 金属
31 家屋新築落成祝宴案内状 大木家文書 明治23年 （1890） 紙

【初代甲府市長と貴族院議員】
32 貴族院多額納税長者議員写真帖 甲州文庫 明治23年 （1890） 冊子
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資料名 所蔵・資料群 製作年 西暦 材質・形状

33 貴族院多額納税者議員互選名簿 甲州文庫 明治27年 （1894） 冊子
34 書簡(貴族院議員若尾逸平慰労会案内状) 大木家文書 明治26年 （1893） 紙

【晩年の若尾逸平】
35 若尾銀行預金案内 山梨中銀金融資料館 明治33年 （1900） 紙
36 第四十九聯隊関係資料 若尾資料 大正時代 冊子
37 甲府監獄新築記念写真帖 甲州文庫 明治45年 （1912） 紙
38 東宮殿下行啓記念写真貼 頼生文庫 大正元年 （1912） 冊子

第3章　逸平にまつわる群像と遺産

資料名 所蔵・資料群 製作年 西暦 材質・形状

【華麗なる一族】
39 峡陽名士肖像 当館蔵 明治42年 （1909） 紙
40 糸仕切書（若尾幾造作風間伊七宛) 甲州文庫 明治9年 （1876） 紙
41 山梨県第1区等級人名録 甲州文庫 大正4年か （1915） 冊子
42 おもちゃ籠 当館蔵 大正4年 （1915） 冊子
43 山梨県志編纂会趣旨 大木家文書 大正4年 （1915） 紙
44 若尾璋八より若尾逸平宛書簡(病状のこと) 古文書雑輯(2) 明治34年 （1901） 紙
45 佐竹作太郎書簡（東電買収につき） 山梨中銀金融資料館 明治20年代 紙

【著名人とのエピソード】
46 若尾逸平書簡（栗原信近宛） 山梨中銀金融資料館 明治10年代 紙
47 大隈重信写真 大木家文書 明治時代 紙
48 若尾逸平伝記序文起草遷延詫び状（渋沢栄一書簡） 当館蔵 大正3年 （1914） 紙

【乗り物と明かり】
49 『根津翁伝』 当館蔵 昭和36年 （1961） 書籍
50 甲信鉄道起業目論見書・取調書 大木家文書・甲州文庫 明治20、21年 （1887～8） 紙
51 甲信鉄道御許可御指令之義ニ付請願書 大木家文書 明治22年 （1889） 紙
52 中央線開通祝賀式・笹子隧道記念碑除幕式案内状、収支精算書 山梨中銀金融資料館 明治36年 （1903） 紙
53 笹子隧道顕彰記念碑拓本 山梨中銀金融資料館 不明（建碑は明治36年） 軸(紙本墨書）

54 甲府停車場開通式 甲州文庫 明治36年 （1903） 紙
55 中央東線鉄道線路概況 甲州文庫 明治36年 （1903） 紙
56 中央線鉄道案内 当館蔵 明治36年 （1903） 紙
57 資本増加の件につき重役会開催のため出京依頼及び民造君 当館蔵 明治39年 （1906） 紙
58 東京電燈株式申込名簿 山梨中銀金融資料館 明治時代 紙
59 株式売買報告書 山梨中銀金融資料館 明治31年 （1898） 紙
60 山梨県写真帖 頼生文庫 明治45年 （1912） 冊子
61 若尾逸平像ミニチュア 当館蔵 不明 金属
62 若尾公園絵葉書 個人蔵 大正時代 紙
63 銅像出陣新聞記事他（若尾逸平・佐竹作太郎・広瀬和育） 山梨中銀金融資料館 昭和18年 （1943） 写真

おわりに　次の100年をソウゾウする
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