
文京区立森鷗外記念館特別展　荷風生誕140年・没後60年記念　永井荷風と鷗外

会期：2019年10月12日（土）－2020年1月13日（月・祝）　　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

その一　はじめての出会い

写真 市村座
早稲田大学演劇博物館蔵
（「市村座」　F10-00166）

雑誌 「歌舞伎」33号　明治36年2月 1F-ｶ1

葉書 尾崎紅葉筆歌舞伎発行所宛　明治36年1月7日付 507138

参考図版 「新小説」8年13巻　明治36年12月 1F-ｼ4

書簡
尾崎紅葉筆万年草発行所宛　明治35年11月22日
付

405034

写真 木曜会の人々　明治44年撮影 藤田三男編集事務所提供

葉書 巌谷小波筆鷗外宛　 明治36年4月16日付 505114

写真
東京新詩社の九州旅行記念写真  明治40年8月撮
影

伊東市立木下杢太郎記念館蔵

雑誌 「明星」卯歳2号　明治36年2月 復刻4-ﾐ4

雑誌
荷風『地獄の花』　金港堂書籍株式会社　明治35
年9月

3-ﾅ1-14

参考図版 「読売新聞」明治35年10月11日 国立国会図書館蔵

参考図版 「読売新聞」明治22年1月3日 国立国会図書館蔵

図書 鷗外『水沫集』　春陽堂　明治25年7月 1A-ﾐ1

図書 鷗外『即興詩人』上巻　春陽堂　明治35年9月 1A-ｿ1

雑誌 「新小説」5年1巻　明治33年1月 さいたま文学館蔵

参考図版 永井久一郎　明治31年撮影 東京都江戸東京博物館蔵

参考図版
永井久一郎『巡欧記実　衛生二大工事』　忠愛社
明治20年4月

東京都江戸東京博物館提供

その二　海外での体験

図書
荷風編訳『小説女優ナヽ』エミール・ゾラ原著　新声
社　明治36年9月

3-ﾅ1-29

葉書 荷風筆鷲津貞二郎宛　明治36年11月27日消印 東京都江戸東京博物館蔵
展示期間／11月27日～12
月28日

図書 鷗外『長宗我部信親』　国光社　明治36年9月 1A-ﾁ1

書簡 荷風筆永井恆宛　明治39年1月7日付 東京都江戸東京博物館蔵

雑誌 「文芸倶楽部」10巻5号　明治37年4月 さいたま文学館蔵

雑誌 「新小説」11年3巻　明治39年3月 1F-ｼ4

写真 荷風『断腸亭雑稾』　籾山書店　大正7年1月 3-ﾅ1-7

図書 荷風『あめりか物語』　博文館　明治41年8月 3-ﾅ1-30

参考図版 「早稲田文学」2次35号　明治41年10月 国立国会図書館蔵

書簡 荷風筆永井久一郎宛　明治40年8月10日付 東京都江戸東京博物館蔵

雑誌 「歌舞伎」95号　明治41年6月 1F-ｶ1

参考図版 「新潮」9巻4号　明治41年10月 国立国会図書館蔵

葉書 荷風筆鷗外宛　明治41年11月22日消印 505325

原稿 『鷗外日記』明治41年11月20日の項 200123

参考図版 「新潮」10巻6号　明治42年6月 国立国会図書館蔵

原稿 『鷗外日記』明治42年5月9日の項 200124

図書
荷風『ふらんす物語』（荷風旧蔵）　博文館　明治42
年3月

個人蔵
展示期間／10月12日～11
月10日

図書
荷風『あめりか物語』（荷風旧蔵）　博文館　明治41
年8月

公益財団法人日本近代文学館蔵
展示期間／10月12日～11
月10日



自筆原稿 『再会』荷風自筆　墨書 個人蔵
展示期間／10月12日～11
月10日

図書 荷風『新編　ふらんす物語』　博文館　大正4年11月 個人蔵

葉書
写真絵葉書（フルビエールの丘から見下ろすソーヌ
川）

個人蔵

葉書 写真絵葉書（路面電車の通る市街地の交差点） 個人蔵
葉書 写真絵葉書（オペラ座） 個人蔵
葉書 写真絵葉書（オペラ・コミック） 個人蔵
葉書 絵葉書（モンマルトル） 個人蔵
葉書 絵葉書（凱旋門） 個人蔵

葉書 絵葉書（ルーヴル） 個人蔵

その三　荷風と鷗外の「三田文学」
写真 帰朝後の荷風 明治41年秋 藤田三男編集事務所提供

雑誌 「スバル」6号　明治42年6月 1F-ｽ1

雑誌 「スバル」7号　明治42年7月 復刻4-ｽ1

参考図版 「新小説」14年12号　明治42年12月 国立国会図書館蔵

雑誌 「中央公論」24年9号　明治42年9月 1F-ﾁ1

写真
慶應義塾三田文学会講演会記念写真 明治43年3
月5日撮影

慶應義塾福澤研究センター蔵

参考図版 『鷗外日記』明治43年1月27日の項 森鷗外記念館（津和野）蔵

参考図版 『慶應義塾学報』152号　明治43年3月 国立国会図書館蔵

雑誌 「東京朝日新聞」明治43年2月22日 国立国会図書館蔵

雑誌 「早稲田文学」2次27号　明治41年2月 1F-ﾜ2

雑誌 「三田文学」創刊号 　明治43年5月 1F-ﾐ1

雑誌 「三田文学」創刊号 　明治43年5月 復刻4-ﾐ11

参考図版
パンの会案内状（籾山書店宛）　明治44年2月10日
消印

県立神奈川近代文学館蔵

雑誌 「三田文学」1巻7号 　明治43年11月 復刻4-ﾐ11

雑誌 「三田文学」1巻8号　明治43年12月 復刻4-ﾐ11

参考図版 「東京朝日新聞」明治43年12月10日 国立国会図書館蔵

参考図版 「改造」1巻9号　大正8年12月 国立国会図書館蔵

原稿 鷗外自筆『灰燼』拾玖 200004

参考図版 上田敏自筆『大事取』 公益財団法人日本近代文学館蔵

葉書 鷗外筆国民新聞編集部宛　明治43年11月8日消印 501187

葉書 荷風筆鷗外宛　明治45年6月13日消印 505326

写真
与謝野寛送別会　東京新詩社集会 　明治44年11
月4日撮影　上野精養軒にて

300039

図書
三田文学会編『三田文選』上巻　玄文社出版部
大正8年5月

さいたま文学館蔵

図書
三田文学会編『三田文選』下巻　鷗外『蛙』　玄文
社出版部 大正8年5月

1A-ｶ1

図書 荷風『すみだ川』籾山書店　明治44年3月 市川市文学ミュージアム蔵

図書 荷風『牡丹の客』籾山書店　明治44年7月 市川市文学ミュージアム蔵

図書 荷風『紅茶の後』 籾山書店　大正元年8月　3版 3-ﾅ1-22

図書 荷風『新橋夜話』籾山書店　大正元年11月 さいたま文学館蔵

図書 鷗外『みれん』 籾山書店　明治45年7月 1A-ﾐ3

図書 鷗外『我一幕物』 籾山書店　大正元年8月 1A-ﾜ1

図書 鷗外『青年』 籾山書店　大正2年2月 1A-ｾ1

図書 鷗外『新一幕物』 籾山書店　大正2年3月 1A-ﾋ1-3

原稿 『鷗外日記』大正4年　鷗外自筆 200215

参考図版 『鷗外日記』大正5年3月23日の項 森鷗外記念館（津和野）蔵

雑誌 「三田文学」7巻4号　大正5年4月 復刻4-ﾐ11

雑誌 「三田文学」9巻2号　大正7年2月 国立国会図書館蔵

雑誌 「文明」1巻5号　大正5年8月 さいたま文学館蔵

雑誌 「文明」1巻5号　大正5年8月 個人蔵

雑誌 「花月」6号　大正7年10月 国立国会図書館蔵



原稿
荷風自筆『断腸亭日記』巻之四庚申～巻之六壬戌
表紙、大正11年10月2日の項

永井壭一郎蔵
展示期間／11月24日～
2020年1月13日

遺品 荷風愛用の傘 永井壭一郎蔵
展示期間／11月11日～
2020年1月13日

遺品 荷風愛用の下駄 永井壭一郎蔵
展示期間／11月11日～
2020年1月13日

参考図版
ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ《眠れるパリを
見 守る聖女ジュヌヴィエーヴ》　 1893～1898年

パンテオン（フランス）蔵

雑誌 「三田文学」5巻8号　大正3年8月 復刻4-ﾐ11

雑誌 「三田文学」5巻9号　大正3年9月 復刻4-ﾐ11

雑誌 「三田文学」6巻2号　大正4年2月 復刻4-ﾐ11

図書 荷風『日和下駄　全』籾山書店　大正4年11月 3-ﾅ1-34

その四　鷗外を再読する

原稿
荷風自筆『断腸亭日記』巻之四庚申～巻之六壬戌
大正11年7月7～19日の項

永井壭一郎蔵
展示期間／10月12日～11
月23日

雑誌
「三田文学」鷗外先生追悼号　13巻8号　大正11年
8月

1F-ﾐ1

雑誌 「明星」2巻3号　鷗外先生記念号　大正11年8月 1F-ﾐ2

雑誌 「演芸画報」合同9年4号　大正11年8月 1F-ｴ3

書簡
与謝野寛筆森潤三郎宛書簡　大正11年推定10月3
日付

407048

書簡
与謝野寛筆『「鷗外全集」刊行に就て』 　大正11 年
推定月日不詳

407020

参考図版 「時事新報」大正11年11月21日 国立国会図書館蔵

図書 『鷗外全集』4巻、7巻　鷗外全集刊行会　大正12年 1D-ｵ1

参考図版 「女性」4巻2号　大正12年8月 さいたま文学館蔵

参考図版 「東京日日新聞」大正 5 年1月16日 国立国会図書館蔵

写真
偏奇館の書斎における荷風　昭和11年2月1日撮
影

藤田三男編集事務所提供

葉書 永井荷風筆森於菟宛　昭和2年11月21日消印 507475

図書 荷風『下谷叢話』春陽堂　大正15年3月 3-ﾅ1-8

図書 荷風『改訂　下谷叢話』冨山房　昭和14年11月 個人蔵

原稿
荷風自筆『断腸亭日記』巻之六壬戌続～巻之八甲
子　大正12年5月7日の項、8月31日の項

永井壭一郎蔵
展示期間／10月12日～11
月9日

原稿
荷風自筆『断腸亭日記』巻之九乙丑、巻之十丙虎
大正14年2月17日の項

永井壭一郎蔵
展示期間／12月23日～
2020年1月13日

参考図版 荷風自筆『鷗外全集をよむ』 昭和11年6月 さいたま文学館蔵

書簡 与謝野寛筆森於菟宛　昭和4年7月2日付 407167

参考図版 荷風自筆『断腸亭日乗』　昭和11年7月6日の項 永井壭一郎蔵

参考図版 「鷗外研究」2 号　昭和11年7月 公益財団法人日本近代文学館蔵

参考図版 荷風自筆『断腸亭日乗』昭和15年12月27日の項 永井壭一郎蔵

参考図版 荷風自筆『断腸亭日乗』昭和18年10月27日の項 永井壭一郎蔵

その五　鷗外への敬慕
参考図版 荷風『断腸亭日乗』　昭和19年12月27日の項 永井壭一郎蔵

参考図版 荷風『断腸亭日乗』　昭和20年2月1～5日の項 永井壭一郎蔵

図書
『鷗外全集　著作篇』7巻 　岩波書店　昭和11年7
月

１D-ｵ3-7

図書 鷗外『勲章　小説』扶桑書房　昭和22年5月 3-ﾅ1-31

原稿 荷風『仏蘭西人の見たる鷗外先生』 永井壭一郎蔵

書簡 小堀杏奴筆荷風宛　昭和21年（推定）1月21日付 永井壭一郎蔵

原稿
荷風自筆『断腸亭日乗』第三十二巻、第卅十三巻
昭和23年11月12日の項

永井壭一郎蔵
展示期間／11月10日～11
月23日

図書 『鷗外選集』8巻　東京堂　昭和24年9 月 1D-ｵ7-8

原稿 荷風書『沙羅の木』碑文原稿 　昭和25年6月 100159



書簡 森於菟筆荷風宛　昭和25年5月20日付 永井壭一郎蔵

葉書 荷風筆森於菟宛 　昭和25年5月21日付 507319

原稿 荷風自筆『きもの簪』序 文京ふるさと歴史館蔵

図書 花柳章太郎『きもの簪』和敬書店　昭和24年12月 文京ふるさと歴史館蔵

図書 荷風『葛飾土産』　中央公論社　昭和25年2月 市川市文学ミュージアム蔵

雑誌 「小説世界」3巻2号　昭和25年2月 個人蔵

葉書 荷風筆森於菟宛 　昭和30年4月15日付 507321

原稿 荷風晩年の創作ノート　荷風自筆　B5変型判 個人蔵

原稿
荷風自筆『断腸亭日乗』巻第四十一、巻四十二
昭和32年9月23日の項、12月24日の項

永井壭一郎蔵
展示期間／11月24日～12
月22日

書簡 荷風筆森於菟宛　 昭和31年11月5日付 407119

遺品
鷗外記念館建設基金領収書、振込金受取書
昭和31年11月

永井壭一郎蔵

参考図版
荷風自筆『断腸亭日乗』 昭和31年11月10～26日
の項

永井壭一郎蔵

原稿 荷風晩年の創作ノート　荷風自筆　A5判 個人蔵

参考図版 「毎日新聞」（大阪本社発行）　昭和34年5月1日 国立国会図書館蔵

図書 『鷗外選集』8巻 　東京堂　昭和24年9月 永井壭一郎蔵

雑誌 「三田文学」永井荷風追悼6月号　昭和34年6月 4-ﾐ11

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。 （順不同・敬称略）

永井壭一郎、川島幸希、
市川市文学ミュージアム、公益財団法人日本近代文学館、さいたま文学館、東京都江戸東京博物館、文京ふるさと歴史館

伊東市立木下杢太郎記念館、株式会社DNPアートコミュニケーションズ、
県立神奈川近代文学館／公益財団法人神奈川文化振興財団、慶應義塾福澤研究センター、

国立国会図書館、藤田三男編集事務所、森鷗外記念館（津和野）、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

森鷗外記念会


