
文京区立森鷗外記念館コレクション展・文の京ゆかりの文化人顕彰事業

鷗外・ミーツ・アーティスト―観潮楼を訪れた美術家たち

会期：2018年1月13日（土）－4月1日（日）　　会場：文京区森鷗外記念館展示室2

資料名 登録番号・所属先 備考

日記 「委蛇録　大正七年至十年」　鷗外自筆 200217

第1章　鷗外が見つめた美術家たち

資料名 登録番号・所属先 備考

図書 『水彩画之栞』　大下藤次郎著　明治34年7月（3版）　新声社 1C-ｽ1

葉書 大下藤次郎筆鷗外宛　明治40年１月１日付 505131

雑誌 「みづゑ」81号　大下藤次郎紀念号　明治44年11月　春鳥会 1F-ﾐ４

図書 『大下藤次郎遺作集』　大下春子著　大正元年12月　春鳥会 1C-ｵ1

自筆原稿 『ながし』　鷗外自筆　大正元年12月9日脱稿 200005

雑誌 「太陽」19巻1号　大正2年1月　博文館 1F-ﾀ1

参考資料
「油画彫刻展覧会」鷗外著　（「東京日日新聞」　明治24年5月23
日より）

国立国会図書館蔵

葉書 藤島武二筆鷗外宛　大正4年1月1日消印 505390

図書 『みだれ髪』　鳳晶子　明治34年8月　東京新詩社 復刻・3-ﾖ38-3

雑誌 「明星」11号　明治34年2月　東京新詩社 復刻・4-ﾐ4

図書 『寂しき人々』　鷗外訳　明治44年7月　金尾文淵堂 1A-ｻ1

図書 『蛙』　鷗外訳　大正8年5月　玄文社 1A-ｶ1

図書
『藤島武二画集』　岩佐新、長谷川仁編　昭和18年11月　藤島武
二画集刊行会

館蔵

図書 『追憶から追憶へ』　小堀杏奴著　昭和55年5月　求龍堂 2-ｺ2-23

記念品 岡田三郎助《巴里風景画》 100040

雑誌 「めさまし草」巻之12　明治29年12月　盛春堂 復刻・4-ﾒ3

図書 『続一幕物』　鷗外訳　明治43年1月　易風社 1A-ﾋ1-2

葉書 岡田三郎助、八千代筆鷗外宛　明治42年1月11日付 505139

雑誌 「歌舞伎」138号　明治44年12月　歌舞伎発行所 1F-ｶ1

図書
『洋画手引草』　鷗外、大村西崖、久米桂一郎、岩村透同選　明
治31年12月　画報社

1A-ﾖ2

雑誌 「美術評論」5号　明治31年1月　画報社 館蔵

図書
『芸用解剖学　骨論之部』　鷗外、久米桂一郎同選　明治36年2
月　画報社

1C-ｹ1-2

日記 「当用日記　明治31年」　鷗外自筆 200122

雑誌 「新潮」13巻5号　明治43年11月　新潮社 1F-ｼ8

雑誌 「ARS」1巻1号　大正4年4月　阿蘭陀書房 復刻・4-ｱ17

記念品 宮芳平《歌》 100067

葉書 宮芳平筆鷗外宛　大正4年8月26日付 505406

葉書 宮芳平筆鷗外宛　大正6年3月17日付 505409

雑誌 「文学散歩」15号　昭和37年10月　文学散歩友の会 4-ﾌ8

第2章　美術家たちが見つめた鷗外

資料名 登録番号・所属先 備考

葉書 与謝野寛筆鷗外宛　明治42年7月20日付 505453

葉書 高村光太郎筆鷗外宛　明治43年2月3日付 505303

図書 『某月某日　随筆』　高村光太郎著　昭和18年4月　龍星閣 3-ﾀ79-1

雑誌 「スバル」10号　明治42年10月　昴発行所 復刻・4-ｽ1

図書 『造型美論』　高村光太郎著　昭和17年8月（3刷）　筑摩書房 3-ﾀ79-6

資料 《鷗外博士》短冊　平福百穂画　久保田万太郎句 100193

図書 『涓滴』鷗外著　明治43年10月　新潮社 1A-ｹ4

雑誌 「スバル」3号　明治42年3月　昴発行所　
 復刻・4-ｽ1

参考資料
「平福百穂氏朝露合評」　鷗外著（「アララギ」8巻11号　大正4年
11月より）

国立国会図書館蔵

葉書 アララギ同人筆鷗外宛　大正5年2月13日付 506038
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図書 『長宗我部信親』　鷗外著　明治36年9月　国光社 1A-ﾁ1

図書
『現代漫画大観　第10編　近代日本漫画集』　田口鏡次郎編　昭
和3年12月　　中央美術社

3-ﾀ126-1・10

図書 『ゲルハルト・ハウプトマン』　鷗外著　明治39年10月　春陽堂 1A-ｹ3

雑誌 「芸文」巻第1　明治35年6月　文友館 1F-ｹ1

雑誌 「美術評論」6号　明治31年1月　画報社 館蔵

葉書 長原孝太郎筆鷗外宛　大正5年1月4日付 505338

書簡 加藤恒忠筆賀古鶴所宛　明治42年9月26日付 409007

写真 「胸像製作のための写真」　明治45年1月14日撮影 300101

写真 「観潮楼庭の鷗外胸像」　大正3年10月[推定]撮影 300105

雑誌 「明治大正文学研究」22号　昭和32年7月　東京堂 4-ﾒ1

記念品 中村不折書「蘇秦北游説」扁額 100249

書簡 中村不折筆鷗外宛　年不詳1月22日付 405207

雑誌 「スバル」1号　明治42年1月　昴発行所 1F-ｽ1

自筆原稿 「丙辰存稿」鷗外自筆 200092

図書
『不折山人丙辰撥墨』　中村不折著　大正5年12月
中央出版協会

1C-ﾌ2

写真 「禅林寺　鷗外墓」　昭和37年［推定］撮影 300083

観潮楼に届いた美術家たちからのはがき

資料名 登録番号・所属先 備考

葉書 久保田米斎筆鷗外宛　大正6年1月1日消印 505225

葉書 山本鼎筆鷗外宛　明治41年1月14日消印 505420

葉書 吉田博筆鷗外宛　大正6年1月1日消印 505462

葉書 村山槐多筆森於菟宛　大正6年10月28日消印 507374

資料名 登録番号・所属先 備考

写真 「潤三郎と於菟」　明治28年 300046

写真 「森於菟と小出釥」　明治33年 300118

写真 「森於菟ドイツ留学」 300155

原稿 森於菟「懐中日記」　明治37年 100144

原稿 「独逸語の教科書」　鷗外自筆 200105

原稿 森於菟訳「賢い百姓の娘」校正刷 100084

図書
『しあはせなハンス』グリム兄弟作、森鷗外、森於菟共訳　文藝春
秋新社　昭和23年12月

2-ﾓ3-19

パネル 「於菟結婚式集合写真」　大正7年1月8日 L300036

図書 『解剖台に凭りて』森於菟著　昭和書房　昭和9年1月 2-ﾓ3-4

図書 『父親としての森鴎外』森於菟著　大雅書店　昭和30年7月 2-ﾓ3-8

雑誌 「日本魂」19巻7号　日本魂社　昭和9年7月 4-ﾆ44

原稿 森於菟「砂に書かれた記録」原稿 100085

記念品 「鷗外遺品送り状」 100061

原稿 「森於菟履歴書」　昭和34年 100165

写真 「於菟と杜聰明氏　鷗外記念室にて」　年不詳 館蔵

写真 「森於菟　朝日講堂にて」　昭和40年 300117

父への想い～森於菟紹介　森於菟没後50年記念コーナー展示　　会場：文京区立森鷗外記念館展示室1
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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。

　

安曇野市豊科近代美術館、久米美術館、国立国会図書館、仙北市立角館町平福記念美術館
高村 達、タルイピアセンター 歴史民俗資料館、文京ふるさと歴史館、森鷗外記念会

【五十音順・敬称略】

◆展示中の葉書の翻刻は、一部を除いて展示室内デジタル端末でご確認いただけます。
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