
文京区立森鷗外記念館特別展　　鷗外と旅する日本

会期：2018年4月7日（土）－7月1日（日）　　会場：文京区立森鷗外記念館 展示室1、2

　資料名、タイトル等 　登録番号・所蔵 　備考
【北海道・東北】
北海道、青森県

原稿 『北遊記』浄写本　鷗外題簽 200135
雑誌 「心の花」13巻6号　明治42年6月 復刻・4-ｺ7

参考図版 大正初期の旭川偕行社
中原悌二郎記念旭川市彫刻美
術館蔵

日記 『北游日乗』浄写本　鷗外朱筆入り 200125
原稿 『滝屋文書　官員止宿控　東部監軍部』 青森県立図書館蔵
資料 「蒸汽船名噸数表」 青森県立図書館蔵

岩手県、宮城県
図書 『東北各鉄道線路図』　明治35年 1G-図4
雑誌 「太陽」20巻11号　大正3年9月 1F-ﾀ1

参考図版 栗山大膳の墓 もりおか歴史文化館提供
雑誌 「心の花」18巻8号　大正3年8月 復刻・4-ｺ7
新聞 「大阪毎日新聞」　大正5年1月1日～8日 1A-ｽ1

【関東・中部】
新潟県、石川県

書幅 斎藤勝寿書「送森詞宗之新潟」 100049
参考図版 「新潟古町通　新津屋小路」　明治6年 新潟市歴史博物館蔵

図書
『浄瑠璃』「徳川文芸類聚」第8　大正3年10月　国書刊
行会

東京大学総合図書館蔵

図書 『高瀬舟』　大正7年2月　春陽堂 1A-ﾀ1
写真 第9師団軍医部にて　明治41年1月2日 館蔵
葉書 鷗外筆森家宛　明治41年1月1日 501001
葉書 鷗外筆森家宛　明治41年1月3日付 501002

参考図版 『明治41年日記』鷗外自筆 200123

埼玉県、千葉県
図書 『青年』　大正2年2月　籾山書店 1A-ｾ1

参考図版
「大宮公園」（『仁山智水帖』　明治35年6月　光村写真
部より）

国立国会図書館蔵

葉書 「（東京名所）上野停車場」 台東区立下町風俗資料館蔵
書簡 正宗白鳥筆森於菟宛　昭和9年2月22日付 407138

参考図版
野沢定吉画「東京両国通運会社川蒸気往復盛栄真景
之図」　明治10年代後半

物流博物館蔵

雑誌 「三田文学」2巻3号　明治44年3月 1F-ﾐ1
写真 「鷗荘にて」　大正3年 300128
葉書 森峰子筆鷗外宛　明治43年7月29日付 502001

神奈川県
日記 『航西日記』浄写本　鷗外朱筆入り 200126

参考図版
「文学者の来翰　付発句」（「国民新聞」　明治25年1月6
日）

国立国会図書館蔵

葉書 「横浜開港五十周年記念」 510012
日記 『明治42年日記』鷗外自筆 200124

参考図版
「横浜市開港五十年紀念祭式場」（「風俗画報」398号
明治42年7月　東陽堂より）

国立国会図書館蔵

参考図版 「横浜桟橋」　明治30～40年代 横浜開港資料館蔵
雑誌 「三田文学」1巻1号　明治43年5月 1F-ﾐ1

長野県
原稿 『みちの記』浄写本　鷗外朱筆入り 200129

参考図版
「碓氷馬車鉄道」（『日本名所図絵　東山道之部』明治
21～23年）

鉄道博物館蔵

参考図版 「東京新報」　明治23年8月24日 国立国会図書館蔵

参考図版
鷗外筆藤井東兵衛（「藤井屋」主人）宛書簡　明治23年
9月21日付

藤井荘提供



　資料名、タイトル等 　登録番号・所蔵 　備考
参考図版 「追分の旅館街」　日下部金兵衛撮影　明治中期 横浜開港資料館蔵

図書 『走馬灯』　大正2年7月　籾山書店 1A-ｿ3
写真 「横倉渠之碑」　鷗外撰文　昭和15年建碑 200174

【近畿、中国、四国】
京都府

記念品 御大礼恩賜銀杯　大正4年 100028
記念品 大饗夜宴召状　大正4年11月1日付 100029
雑誌 「スバル」12号　明治42年12月 復刻・4-ｽ1
葉書 鷗外筆森於菟宛　明治42年12月28日付 501071
原稿 『盛儀私記』鷗外自筆 200038
葉書 「大礼紀念絵葉書」　大正4年11月　逓信省発行 510044

参考図版 「東京朝日新聞」　大正4年11月11日 国立国会図書館蔵

参考図版
「京都府立京都図書館」（『大正大礼京都府記事関係写
真材料』　大正4年　[京都府] より）

京都府立京都学・歴彩館 京の
記憶アーカイブより

図書 『高瀬舟』　大正7年2月　春陽堂 1A-ﾀ1

参考図版 「高瀬舟の曳舟　（京名勝百景之内）」 島津製作所　創業記念資料館蔵

参考図版
「京都帝室博物館」（『京都名勝』小林忠治郎著　明治
40年7月　小林写真製版所より）

国立国会図書館蔵

葉書 鷗外筆森杏奴宛　大正8年11月13日付 501129
葉書 鷗外筆森志げ、森杏奴宛　大正9年11月9日付 501155

奈良県
原稿 『委蛇録　大正七至十年』鷗外自筆 200217

参考図版 「奈良公園」（『大和名所写真画帖』　大正2年より） 国立国会図書館蔵
参考図版 奈良国立博物館鷗外の門 奈良国立博物館蔵

葉書 鷗外筆森杏奴宛　大正7年11月7日付 501117
葉書 鷗外筆森杏奴宛　大正8年11月10日付 501126
葉書 鷗外筆森志げ、森杏奴宛　大正11年5月5日付 501159

図書 小野善太郎述『正倉院の栞』　大正9年11月　西東書房 1C-ｼ10

葉書 鷗外筆森志げ、森杏奴宛　大正9年11月3日付 501146
葉書 鷗外筆森杏奴宛　大正11年5月7日付 501161
雑誌 「帝室博物館学報」第2冊　大正10年7月 1F-ﾃ2

大阪府、滋賀県

参考図版
「大阪駅」（『大阪府写真帖』再版　大阪府編　大正3年
［大阪府］より）

国立国会図書館蔵

参考図版 「大阪朝日新聞」明治41年1月9日 国立国会図書館蔵
雑誌 「中央公論」29年1号　大正3年1月 1F-ﾁ1

図書
幸田成友著『大塩平八郎』　明治43年1月再版　東亜堂
書房

東京大学総合図書館蔵

原稿 『小倉日記』浄写本 200131
参考図版 惺々周麿「東海道　土山鈴ケ山坂ノ下」　文久3年 国立国会図書館蔵

資料 森白仙手写『産科秘要』　鷗外題簽 100072

広島県、山口県
葉書 鷗外筆森於菟宛　明治37年3月22日付 501030
図書 『訂正　日露戦史』1巻　博文館　明治43年6月　5版 3-ﾊ69-1･1

参考図版 「岩惣玄関」　明治40年頃 みやじまの宿　岩惣図版

葉書 鷗外筆森於菟宛　明治42年12月30日消印 501072

葉書 鷗外筆森於菟宛　明治43年1月1日付 501073

雑誌 「スバル」2年2号　明治43年2月 1A-ｼ9
原稿 「森静男改名覚書」鷗外自筆 200099
写真 「津和野より上京の頃」　明治5年10月頃 300005

参考図版
「下関駅」（『下関商工案内　附商工人名録』下関商業
会議所編刊　大正6年より）

国立国会図書館蔵

香川県、高知県
参考図版 鷗外筆森於菟宛　明治41年1月5日 森鷗外記念館（津和野）蔵
参考図版 鷗外筆森於菟宛　明治41年1月7日 森鷗外記念館（津和野）蔵



　資料名、タイトル等 　登録番号・所蔵 　備考
雑誌 「軍医学会雑誌」167号　明治41年1月 1F-ｸ1
雑誌 「スバル」10号　明治42年10月 1F-ｽ1
図書 『長宗我部信親』　明治36年9月　国光社 1A ‐ﾁ1、1E-ﾁ3

参考図版 長宗我部信親の墓
高知市商工観光部観光振興課
図版

図書 『堺事件』　大正3年　鈴木三重吉発行 1A-サ2

【九州】
福岡県

写真 小倉赴任前日の鷗外　明治32年6月15日撮影 300024
写真 志げ 300053

参考図版 福間博 北九州市立文学館蔵
参考図版 玉水俊虠 北九州市立文学館蔵

雑誌 「ARS」1巻3号　大正4年6月 復刻・4-ｱ17
雑誌 「スバル」2年1号　明治43年1月 1F-ｽ1
原稿 『小倉日記　附録』浄写本 200132
書簡 鷗外筆賀古鶴所宛　明治34年11月15日付 401058

参考図版
「正八幡宮神社（草野神社）」（『大日本名所図録　福岡
県之部』大阪大成館　明治31年11月より）

国立国会図書館蔵

参考図版 明治35年頃の太宰府天満宮・太鼓橋 太宰府天満宮蔵

熊本県、宮崎県

図書
森本一瑞著、水島貫之校補『肥後国志』　明治17年～
同19年　熊本活版舎

東京大学総合図書館蔵

葉書 鷗外筆森於菟宛　明治43年1月3日付 501074

参考図版
「水前寺成趣園」（西田繁造編『日本名勝旧蹟産業写真
集　中国・四国・九州地方之部』　大正7年　富田屋書店
より）

国立国会図書館蔵

図書 『意地』　大正2年6月　籾山書店 1A-ｲ1
書簡 賀古鶴所筆鷗外宛　大正2年3月25日付 405055
雑誌 「太陽」20巻4号　大正3年4月 1F-ﾀ1
図書 若山甲蔵著『安井息軒先生』　大正2年　蔵六書房 東京大学総合図書館蔵

参考図版 安井息軒の墓 養源寺協力

旅の途中　絵葉書の変遷
葉書 鷗外筆森志げ、森杏奴宛　大正9年11月17日付 501167
葉書 正岡子規筆鷗外宛　明治34年1月1日消印 505399
葉書 鷗外筆森杏奴宛　大正8年11月12日付 501128
葉書 鷗外筆森志げ宛　明治37年10月12日付 501003

謝辞
本展覧会にあたり、多くの方々からご協力を賜りました。深く感謝の意を表し、心より御礼申しあげます。

青森県立図書館、台東区立下町風俗資料館、東京大学総合図書館

アサヒグループホールディングス、ＧＡＳ ＭＵＳＥＵＭ がす資料館、北九州市立文学館、京都府立京都学・歴彩館 京の
記憶アーカイブ、京都ホテルオークラ、高知市商工観光部観光振興課、国立国会図書館、島津製作所　創業記念資料
館、太宰府天満宮、鉄道博物館、中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館、奈良国立博物館、新潟市歴史博物館、日本近
代文学館、藤井荘、物流博物館、港区立港郷土資料館、みやじまの宿　岩惣、森鷗外記念館（津和野）、もりおか歴史
文化館、横浜開港資料館

琴平花壇、文京ふるさと歴史館、森鷗外記念会、行橋市教育委員会 文化課、養源寺　　　　　　　　　 【順不同・敬称略】


