埼玉県立文書館 コーナー展示「埼玉の県令Ⅱ 吉田清英展」展示資料一覧
※番号の「資」は原資料の出品、「写」は写真パネルによる展示です。
※記号番号の所蔵館がないものはすべて埼玉県立文書館収蔵の文書です。
※資料保護のため展示期間を限る資料があります。
番号
資料名称
プロローグ ―吉田県令の履歴書―
写1 吉田清英肖像（歴代知事肖像写真整備関係）
写2 薩摩鹿児島藩吉田清英履歴書調
Ⅰ 生い立ちから県令就任まで ―薩摩に生まれ、新政府に出仕―
１ 戊辰戦争
写3 一曜斎国輝／筆 越後国上杉景勝家督争合戦
資1 鎮守府日誌 第七
資2 〔戊辰戦争記〕
資3 錦絵 徳用奥羽屋
資4 錦絵 子供あそび ぼんでんまつり
２ 新政府の官僚に
任東京府権典事 鹿児島県 吉田六二 息長 清英 営繕（第１種
写4
秘書＊進退録・冊ノ１）
写5 吉田六二を差出す様に付申入（（正院御用）*端本）
写6 東京府大属吉田清英を酒田県七等出仕に補任の旨宣下に付申入
３ 白根県令とともに
写7 初期県庁
写8 白根多助肖像（歴代知事肖像写真整備関係）
資5 権参事吉田清英少書記官就任（甲７）
資6 少書記官吉田清英大書記官昇任（甲４３）
資7 熊谷県廃県通告
資8 〔入間・高麗郡長任命〕
第八十五国立銀行開業式ニ於ケル埼玉県大書記官吉田清英氏ノ
写9
祝詞ノ件
写10 第八十五国立銀行之図
４ 名馬春風の献上
資9 献上馬の件
資10 献馬記
Ⅱ 吉田県政の時代 ―様々な課題との格闘―
１ 吉田県政点描
埼玉県大書記官吉田清英昇任ノ件（公文録・明治十五年・第百九
写11
十八巻・明治十五年一月〜四月・官吏進退（内務省））
資11 吉田県令県内巡回関係書類
資12 趣意書（恐慌予備の儀）
資13 現行累輯達全書
写12 県報 第１号 炭疽菌の図
写13 県報様式
資14 演述大意（我帝国防御ノ件ニ付）
資15 町村制関係叢書
写14 加藤政之助
写15 初期の県会議員
２ 産業の振興
製茶共進会（一府五県連合米麦大豆菜種草綿製茶共進会開設）
資16
報告第8号
資17 明治十五年米麦大豆煙草菜種共進会褒賞授与人名表
写16 茶業組合規則制定（甲16号）
写17 生茶を蒸す
資18 〔七県連合繭生絹木綿織物共進会開設出品ニ付告示〕
資19 蚕糸業組合規則（甲75号）
資20 繭験枡取締規則 甲31号
写18 養蚕風景
写19 製糸風景
３ 日本鉄道会社線の開業
資21 鉄道建築願（東京高崎間ノ線路建築ニ付）
資22 日本鉄道会社創立規則草稿
資23 鉄道募金ニ付
資24 鉄道会社創立発起人誘導ノ儀ニ付書状
資25 日本鉄道会社出金人名表
東京上野熊谷間鉄道汽車運転仮開業（告55号）
写20
（埼玉県甲号報告達集）
写21 武州川口鉄橋図 秩父八王子遠景
写22 善光号
４ コレラ対策
資26 号外掲示(コレラ病流行ニ付予防達書)
資27 〔コレラ流行に付注意の書簡〕
資28 流行病予防費御下附ノ義ニ付上申
資29 〔流病地出張所仮手続及検疫掛費用他事務扱方患者総数表〕

年代

記号番号

明治19年7月

A16989
明907‑3

明治元年頃
慶應4年8月
慶應4年頃
慶應4年頃
慶應4年頃

新潟県立図書館P/6
平川家67
井上家4305
小室家6362‑1
足立家1051

明治4年11月20日

東京都公文書館601.A1.02

明治7年12月2日
明治7年12月3日

東京都公文書館606.A8.01
東京都公文書館606.A8.01

明治4年
明治
明治10年1月25日
明治11年5月16日
明治9年8月22日
明治12年3月17日

宮内庁書陵部
A16989
大熊（正）家4070
大熊（正）家4068
白根家35
長谷川家762

明治12年4月20日

明1507‑10

展示期間

3/11〜3/31
4/1〜4/16

『目でみる埼玉百年』
〔明治12年〕11月26日

白根家49

明治13年5月

個人蔵

明治15年3月15日
明治15年9月
明治18年6月10日
明治19年8月
明治19年8月3日
明治20年5月
明治21年7月

国立公文書館
公03406100
西川家942
岸田氏収集7126
岸田氏収集6288
県1（『埼玉県報』1号）
明955
西川家2949‑7
鈴木（庸）家1325
『目でみる埼玉百年』
『目でみる埼玉百年』

明治15年4月20日

林家7191

明治15年3月29日
明治18年3月18日

宇野家2174
明527
『目でみる埼玉百年』
田中家1249
岸田氏収集7204
大熊（正）家3696
『目でみる埼玉百年』
『目でみる埼玉百年』

明治16年6月15日
明治18年5月
明治19年3月

明治14年6月22日
明治14年
〔明治14年〕4月13日
明治14年5月5日
明治14年5月21日

西川家4499‑1
鈴木（庸）家7178
白根家53
鈴木（庸）家7176
鈴木（庸）家7177

明治16年7月23日

野口家1721

明治16年

『目でみる埼玉百年』
『目でみる埼玉百年』

明治15年8月5日
〔明治15年〕7月30日
明治15年8月5日
明治15年8月19日

鈴木（庸）家2349
鈴木（庸）家2345
鈴木（庸）家2352
鈴木（庸）家2355

原資料展示
3/25〜4/16

Ⅱ 吉田県政の時代 ―様々な課題との格闘―
５ 秩父事件
写23 秩父暴動始末
資30 〔秩父事件新聞記事写〕
資31 〔秩父暴徒鎮撫慰労金下賜候事〕
写24 埼玉県警部補窪田青木弐氏故事碑記
６ 新道開さく
児玉秩父両郡間新道開鑿願進達ニ付秩父児玉外２郡衙ヘ指令（秩
写25
父新道関係書類）
写26 秩父橋銅版画（埼玉県児玉秩父両郡新道事業報告書）
資32 祝詞（秩父新道開通式ニ付）
資33 秩父新道開鑿費トシテ寄附奇特ニ付木杯下賜状
新道開鑿意書
資34
(比企郡松山町より北足立郡鴻巣宿ニ通スル新道ニ付）
資35 新設里道ノ儀ニ付哀願
７ 県庁移転をめぐって
資36 県庁位置熊谷宿ヘ改正之儀ニ付意見上申
写27 官房部 県庁位置熊谷宿へ改正ニ付上申書
資37 埼玉県庁移転参考書
写28 県庁位置移転ニ付建議詮議不相成件
写29 竹井澹如
Ⅲ シルク産業への貢献 ―本庄での余生―
写30 吉田邸跡地から赤城山を臨む
写31 清英夫妻と三男英助夫妻
写32 本庄の繭市場
資38 〔蚕種販売時期ニ付貯蔵ノ必要宣伝被下度書状〕
写33 日本蚕種貯蔵株式会社貯蔵庫
写34 大星館製糸場
資39 繭収穫ニ付書状
資40 普請、稲作ニ付書状
写35 「雑報」『八州』４号
資41 本庄へ引越ニ付
児玉郡本庄町吉田清英実業功労ニ付藍綬褒章下賜伝達ノ件農商
写36
務大臣ヨリ通知指令
エピローグ ―吉田県令の記憶―
写37 県令桜碑拓本
写38 県令桜碑
資42 官幣大社氷川神社御改造宮殿分間真図
吉田清英が寄贈した東郷平八郎ゆかりの月桂樹
写39
（本庄市立西小学校）
写40 吉田家墓所（東京都立青山霊園）

明治17年
〔明治17年〕
明治17年12月25日
明治19年11月1日

明949
小室家323
諸井（興）家110
当館撮影

明治16年6月13日

明1732

明治19年
明治19年4月18日
明治19年10月27日

高野（作）氏収集76
中村（宏）家68‑2
中村（宏）家496

明治20年5月8日

中村（宏）家77‑59

明治21年10月16日

岸田氏収集1989

明治20年
明治20年3月10日
明治30年12月21日
明治31年1月28日

中村（宏）家357
大5‑1
林家7529
明3676‑3、4
『目でみる埼玉百年』

平成29年
明治37年1月3日
大正元年頃
大正8年9月

明治24年6月11日
明治24年8月22日
明治28年6月
明治34年6月19日

当館撮影
個人蔵
『目でみる埼玉百年』
飯塚家3281
目で見るp.115‑2
『本庄市郷土叢書第１集』
長谷川家1234
長谷川家1229
県史CH579‑1
長谷川家1251

明治43年7月12日

明2015‑14‑1

平成29年
明治13年12月

個人蔵
当館撮影
岸田氏収集7305

平成29年

当館撮影

平成29年

当館撮影

