
文京区立森鷗外記念館特別展　森家の歳事記―鷗外と子どもたちが綴った時々の暮らし

会期：2020年8月8日（土）～2020年11月29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

写真 於菟結婚式集合写真　大正7年1月9日撮影 L300036

図書 於菟『父親としての森鷗外』　筑摩書房　昭和44年12月 2-ﾓ3-16

図書 於菟『木芙蓉』　時潮社　昭和11年9月 2-ﾓ3-10

図書 茉莉『記憶の絵』　筑摩書房　昭和43年11月 2-ﾓ4-2

図書 茉莉『父の帽子』　筑摩書房　昭和32年2月 2-ﾓ4-1

図書 杏奴『晩年の父』　岩波書店　昭和11年2月 2-ｺ2-10

図書 杏奴『回想』　東峰書房　昭和17年12月 2-ｺ2-1

図書 類『森家の人びと　鷗外末子の眼から』　三一書房　平成10年6月 2-ﾓ5-3

図書
類『鷗外の子供たち　あとに残されたものの記録』　光文社　昭和
31年12月

2-ﾓ5-1

資料 「新版家庭子供寿語録」　勝々堂　勝木吉勝　大正5年 文京ふるさと歴史館蔵

参考図版 「婦女界」12巻3号　大正4年9月より 1F-ﾌ4

第1章　森家の年中行事

資料名、タイトル等 登録番号・所蔵 備考

葉書 鷗外筆三村清三郎宛　大正5年12月30日消印 501186

参考図版 『鷗外日記』明治42年1月1日の項 200124

葉書 石川千代松筆鷗外宛　明治34年1月2日付 505020

葉書 大下藤次郎筆鷗外宛　明治40年1月1日消印 505131

原稿 於菟自筆『懐中日記』明治37年 100144

参考図版 『鷗外日記』大正4年1月7日の項 200215

原稿 森家かるた会記念寄せ書き　大正4年1月7日 世田谷文学館蔵
オリジナル展示期間／9月7
日～10月7日

資料 百人一首（かるた） 文京ふるさと歴史館蔵

葉書 鷗外筆於菟宛　明治38年10月25日 501066

参考図版 『鷗外日記』大正2年5月4日の項 200214

雑誌 「新撰東京歳時記」上巻　明治31年1月　復刻版 文京ふるさと歴史館蔵

書簡 峰子筆賀古鶴所宛　大正5年3月21日付 404003

遺品 杏奴旧蔵　奈良木彫雛人形 公益財団法人日本近代文学館蔵 展示期間／8月8日～9月6日

資料 雛内裏　日本橋区十軒棚寿春斎　大澤商店　大正12年 台東区立下町風俗資料館蔵
展示期間／9月7日～11月29
日

葉書 「（東京桜名所）上野公園の桜」　大正初期 台東区立下町風俗資料館蔵

葉書 「（帝都桜花）上野公園動物園前ノ桜」　大正期 台東区立下町風俗資料館蔵

図書 小堀杏奴『朽葉色のショール』　春秋社　昭和46年12月 2-ｺ2-12

遺品 杏奴自筆「唱歌」 100218

参考図版 鷗外自筆『委蛇録』大正7年4月7日の項 200217

書簡 篤次郎筆鷗外宛　明治19年4月11日 402102

書簡 静男筆鷗外宛　明治19年4月11日 402030

参考図版 蕾斎《両国河ひらきの景》　明治31年 GAS MUSEUM がす資料館蔵

参考図版 『鷗外日記』大正5年7月22日の項 森鷗外記念館（津和野）蔵

雑誌 「新撰東京歳時記」下巻　明治31年2月　復刻版 文京ふるさと歴史館蔵 展示期間／8月8日～9月29日

図書 平出鏗二郎『東京風俗志』中巻　冨山房　明治34年8月 文京ふるさと歴史館蔵
展示期間／9月30日～11月29
日

雑誌 「太陽」16巻6号 明治43年4月 1F-ﾀ1

写真 鷗荘にて　大正3年撮影 510007

写真 鷗荘にて　大正3年撮影 510008

葉書 鷗外筆於菟宛　明治43年7月27日付 501070

葉書 峰子筆鷗外宛　明治43年7月29日付 502001



書簡 鷗外筆賀古鶴所宛　大正7年8月6日付 401117

原稿 類自筆原稿（無題） L200083_1

原稿 於菟自筆『日光遊覧記』　鷗外朱入れ 100082

原稿 於菟自筆『成田山遊覧記』　鷗外朱入れ 100083

資料 伊藤晴雨《明治丗年頃の団子坂》 文京ふるさと歴史館蔵
展示期間／8月29日～9月29
日

雑誌 「新撰東京名所図会」50編　明治40年11月 文京ふるさと歴史館蔵
展示期間／8月8日～8月28
日、9月30日～11月29日

雑誌 「スバル」2年3号　明治43年3月 復刻4-ｽ1

参考図版 『DRAMA OF FORTY SEVEN RONINS』小川一眞 明治25年より 文京ふるさと歴史館蔵

資料 楊斎延一《美人菊見の図》　明治28年　三枚続 文京ふるさと歴史館蔵
オリジナル展示期間／9月30
日～11月29日

原稿 『鷗外日記』明治42年10月24日の項 200124

資料
引札「菊細工生人形並ニ回転式パノラマ 東海道五十三次」種半
明治42年

文京ふるさと歴史館蔵

雑誌 「風俗画報」102号 明治28年11月より 個人像

参考図版 『鷗外日記』大正2年11月15日の項 200214

写真 類と杏奴　大正2年撮影 世田谷文学館蔵

原稿 茉莉自筆原稿『ドッキリチャンネル』 世田谷文学館蔵
オリジナル展示期間／10月
31日～11月29日

参考図版 『鷗外日記』大正2年12月25日の項 200214

写真 類と杏奴　撮影年不詳 館蔵

書簡 鷗外筆賀古鶴所宛　大正7年12月28日付 401124

第2章　大正二年の鷗外

資料名、タイトル等 登録番号・所蔵 備考

原稿 鷗外自筆「大正二年　当用日記」 200214

資料 『フアウスト』プログラム  近代劇協会 大正2年5月 7-ﾌ1-1

参考図版 「歌舞伎」155号 大正2年5月より 1F-ｶ1

葉書 観潮楼寄書 明治40年1月19日付 510005

遺品 鷗外自画素焼皿 100016

書簡 鷗外筆賀古鶴所宛　大正2年1月22日付 401097

参考図版
「陸軍軍医総監森林太郎臨時宮内省御用掛被仰付之件」大正2年2月
3日付

宮内庁宮内公文書館蔵

参考図版
「宮中ノ衛生ニ関シ各主管ノ範囲ニ於テ掃ノ方法等其他必要ノ事項
意見回答方照会ノ件」　大正2年3月31日付

宮内庁宮内公文書館蔵

写真 愛馬と鷗外　観潮楼門前にて　明治45年2月6日撮影 300035

葉書 夏目漱石筆鷗外宛　大正2年2月15日付 505342

雑誌 「スバル」5年2号　大正2年2月 1F-ｽ1

写真 武石弘三郎のアトリエにて　明治44年4月9日撮影 300036

参考図版
類『鷗外の子どもたち あとに残されたものの記録』光文社　昭和
31年より

2-ﾓ5-1

遺品 武石弘三郎《鷗外胸像》 大正3年 100026

書簡 賀古鶴所筆鷗外宛　大正2年2月15日付 405059

原稿 井上通泰編『常磐会詠草』4編　聚精堂　大正6年12月 1A-ﾄ2-4

雑誌 「新撰東京名所図会」53編 明治41年3月 1F-ﾌ3

参考図版 午餐献立　大正2年4月2日
公益財団法人味の素食の文化セン
ター蔵

葉書
上山草人、山川浦路、衣川孔雀、奥村博史他近代劇協会同人筆鷗外
宛　大正2年4月5日消印

506028

写真 「祝賀記念写真」 明治36－40年頃 森鷗外記念館（津和野）蔵

参考図版 「東京朝日新聞」 大正2年5月30日より 国立国会図書館蔵

葉書 鷗外筆賀古鶴所宛　大正2年6月26日付 501099

雑誌 「歌舞伎」161号　大正2年11月より 1F-ｶ1

雑誌 「新撰東京名所図会」45編　明治39年10月 文京ふるさと歴史館蔵

資料 文がら　1 200170

参考図版 「三越」2巻10号　大正元年9月 国立国会図書館蔵



参考図版 「読売新聞」 大正2年10月26日 国立国会図書館蔵

写真 寺内正毅　明治44年9月1日 300096

参考図版 電気扇　GE社製 1910年代 画像提供：国立科学博物館

葉書 峰子筆鷗外宛　大正2年7月25日付 502004

写真
第一回文展審査員　上野公園竹の台陳列館にて 明治40年10月21日
撮影（推定）

300114

図書 鵜崎熊吉編『青山胤通』　青山内科同窓会　昭和5年5月 3-ｳ31-2

図書 大下春子『大下藤次郎遺作集』 春鳥会　大正元年12月 1C-ｵ1

雑誌 「中央公論」29年1号 大正3年1月 1F-ﾁ1

葉書 奥保鞏他第二軍司令部員筆鷗外宛　明治44年12月16日消印 506022

葉書 小山内薫筆鷗外宛　大正2年12月9日付 505176

第3章　鷗外作品に見る春夏秋冬

資料名、タイトル等 登録番号・所蔵 備考

葉書 石黒忠悳筆鷗外宛　大正2年6月22日付 505025

雑誌 「中央公論」28年1号　大正2年1月 1F-ﾁ1

図書 『日本伝説』下巻　培風館 大正10年1月 1C‐ﾆ3-下

雑誌 「心の花」19巻1号 大正4年1月 復刻4-ｺ7

図書 鷗外『高瀬舟』 春陽堂 大正7年2月 1A-ﾀ1

図書 『東京名勝帖』一　渡辺忠久 明治24年9月 3-ﾜ24-1･1

図書 鷗外『山房札記』　春陽堂　大正8年12月 1A-ｻ4

図書 長谷川伸『素材素話』　青蛙房　昭和31年12月 文京ふるさと歴史館蔵

参考図版 「歌舞伎新報」1647号 明治29年7月 国立国会図書館蔵

雑誌 「歌舞伎」115号　明治43年2月 1F-ｶ1

雑誌 「明星」1巻3号　大正11年1月 復刻4-ﾐ4

原稿 『委蛇録』　鷗外自筆 200217

書簡 今泉雄作筆鷗外宛　大正8年11月14日付 405018

葉書 鷗外筆杏奴宛　大正7年11月5日付 501116

葉書 鷗外筆杏奴宛　大正9年11月2日付 501149

葉書 鷗外筆杏奴宛　大正8年11月11日付 501127

原稿 鷗外自筆『豆打』 200181

参考図版 『鷗外日記』明治42年2月3日の項 200124

雑誌 「東亜之光」4巻5号 明治42年5月 1F-ﾄ2

図書 鷗外『涓滴』新潮社　明治43年10月 1A-ｹ4

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、心より御礼申し上げます。

（順不同・敬称略）

公益財団法人日本近代文学館、世田谷文学館、台東区立下町風俗資料館、文京ふるさと歴史館

GAS MUSEUM がす資料館、宮内庁宮内公文書館、公益財団法人 味の素食の文化センター、国立科学博物館、
国立国会図書館、日本美術童画館（イルフ童画館）ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社、

森鷗外記念館（津和野）

森鷗外記念会



常設展示

資料名、タイトル等 登録番号・所蔵 備考

原稿 『自紀材料』1、2、3 復刻1E-ｼ7

写真 養老館前の津和野殿町通り 300135

参考資料 「進文学社日課表」　明治6年5月 東京都公文書館蔵

原稿 大学時代の講義ノート 複製R200229

写真 大学卒業頃の鷗外 300167

資料 印「医学士森林太郎図書之記」 100125

参考資料 「二等軍医森林太郎独逸国ヘ留学ノ件」　明治17年6月 国立公文書館蔵

原稿 『独逸日記』浄写本 複製R200177

記念品 ジョッキ 複製R100189

図書 “Archiv für Hygiene（衛生学記録）”Bd.VII抜刷　1887年 1A-GER-2

記念品 RMモノグラム型板 複製R100190

参考資料 「森一等軍医結婚ノ儀ニ付申進」 防衛研究所図書館蔵

雑誌 「しがらみ草紙」1号　明治22年10月 復刻4-ｼ66

参考資料 「国民之友」69号附録　明治23年1月より 1F-ｺ2

雑誌 「女学講義録」　明治24年7月創刊 1F-ｼ7

図書 『水沫（美奈和）集』　春陽堂　明治25年7月 1A-ﾐ1

記念品 鷗外筆賀古鶴所宛　明治25年7月21日付 401038

雑誌 「めさまし草」巻之1　明治29年4月 復刻4-ﾒ3

原稿 『小倉日記』浄写本 複製R200185

参考資料 「陸軍軍医監医学博士森林太郎結婚願ノ件」　明治22年3月4日 国立公文書館蔵

書簡 鷗外筆賀古鶴所宛　明治35年2月8日付 複製R401196

図書 『即興詩人』上・下巻　春陽堂　明治35年9月 復刻1E-ｿ8

図書 『うた日記』　春陽堂　明治40年9月 復刻1E-ｳ8

葉書 賀古鶴所筆鷗外宛　明治40年1月5日付 505189

葉書 井上通泰筆鷗外宛　明治40年1月15日消印 505061

図書 『衛生学大意』　博文館　明治40年7月 1A-ｴ2

記念品 愛用の文具（獅子型水差、瓢型水差、墨置） 100110、100111、100112

原稿 鷗外自筆『曾我兄弟』 200213

図書 『フアウスト』第一部・第二部　冨山房　大正2年1、3月 1A-ﾌ1

図書 『青年』　籾山書店　大正2年2月 1A-ｾ1

図書 『意地』　籾山書店　大正2年6月 1A-ｲ1

図書 『走馬燈・分身』　籾山書店　大正2年7月 1A-ｿ3

図書 『マクベス』　警醒社書店　大正2年7月 1A-ﾏ1

図書 『天保物語』　鳳鳴社　大正3年5月 1A-ﾃ1

図書 『衛生新篇』上・下　第五版　南江堂・蒼虹堂　大正3年9月 1A-ｴ3-上・下

図書 『雁』　籾山書店　大正4年5月 復刻1E-ｶ26

図書 『高瀬舟』　春陽堂　大正7年2月 1A-ﾀ1

図書 『ペリカン』　善文堂　大正10年7月 1A-ﾍ1

図書 『墺太利劇篇』　春陽堂　大正11年8月 1A-ﾓ2

参考資料
「医学博士文学博士森林太郎外十三名帝国美術院長並同会員被仰付
ノ件」

国立公文書館所蔵

没後記念品 「デスマスク」 100034

遺言書 鷗外口述　賀古鶴所筆記「遺言書」 複製R200226


