
文京区立森鷗外記念館　特別展「観潮楼の逸品―鷗外に愛されたものたち」

会期：2021年4月3日（土）～6月27日（日）　　会場：文京区立森鷗外記念館　展示室1、2

分類 資料名 登録番号 備考

書・扁額 「賓和閣」 100019

鷗外が使ったものたち

分類 資料名 登録番号 備考

文具 魚袋式文鎮　香取秀真作 100118

文具 端渓硯 100109

文具 筆置 100112

文具 朱硯 100108 展示期間：4月3日～5月16日

文具 水差（獅子型） 100110 展示期間：4月3日～5月16日

文具 七宝杯 100117 展示期間：4月3日～5月16日

文具 筆洗（木葉型） 100116 展示期間：4月3日～5月16日

文具 朱塗紋章付文箱 複製／100009R 展示期間：4月3日～5月16日

文具 墨置 100115 展示期間：5月17日～6月27日

文具 水差 100259 展示期間：5月17日～6月27日

文具 水差（瓢箪型） 100111 展示期間：5月17日～6月27日

文具 ペーパーナイフ 100014 展示期間：5月17日～6月27日

文具 文具盆 100007 展示期間：5月17日～6月27日

机 脇机 100010 展示期間：4月3日～5月16日

机 朱塗小机 複製／100012R 展示期間：5月17日～6月27日

身回品 双六盤 100015

身回品 カフスボタン 100030

身回品 手袋 100001

身回品 喪章 100002

身回品 名刺 100101

身回品 紙幣 100103～100105

喫煙具 煙草入箱 100013

喫煙具 葉巻切り 100106

喫煙具 灰皿　WMF製 100107

旧蔵書
“Eine Weltreise” von Hans Meyer. Leipzig, Verlag des

Bibliographischen Instituts, 1885.
1G-GER-7

旧蔵書
“Die Pflanze und ihr Leben. Populäre Vorträge” von M. J.

Schleiden. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1850.
1G-GER-1

旧蔵書
“Goethes Faust” Herausgegeben von Otto Harnack.

Leipzig & Wien, Bibliographisches Institut. 出版年不明
1G-GER-4

旧蔵書 『門』夏目漱石著　春陽堂　明治44年 1G-ﾅ1-6

旧蔵書 『彼岸過迄』夏目漱石著　春陽堂　大正元年 1G-ﾅ1-5

旧蔵書 “Spezielle Chirurgie”　Schulze. 出版社、出版年不明 1G-GER-5

旧蔵書 鷗外自筆「書棚整理残票」 200138

印章 印矩 100113

印章 「弎木之舎」 100134 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「RINTARO MORI Dr. med. TOKYO」 100131 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「曽在豊国」　水野香村作 100121 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「観潮楼主」　水野香村作 100120 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「森氏高湛」　水野香村作 100119 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「鷗外」　桑田鳴海作 100129 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「更於時事無以求」 100126 展示期間：4月3日～5月16日

印章 「無念爾祖聿修厥徳」 100127 展示期間：4月3日～5月16日



印章 「医学士森林太郎図書之記」 100125 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「RM」 100130 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「師子遊戯」 100128 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「鷗外漁史」 100122 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「源高湛」 100123 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「千朶山房主人」　奥村竹亭作（推定） 100124 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「解組丙辰初同僚貽此書」　蠣崎廣之作 100132 展示期間：5月17日～6月27日

印章 「森林太郎」 100133 展示期間：5月17日～6月27日

観潮楼を飾ったものたち

分類 資料名 登録番号 備考

美術品 岡田三郎助作《巴里風景画》 100040

美術品 鹿子木孟郎作《仙人図》 100050

美術品 竹内栖鳳作《楳雀図》 100135

美術品 宮芳平作《歌》　大正4年 100067

美術品 宮芳平作《落ちたる楽人》　大正5年 100068

美術品 馬の置物 100017

美術品 武石弘三郎作《鷗外胸像》 100026 導入展示室に展示

書・扁額 依田学海画「森先生楼より蛍澤をのぞむ図」 100042

書・扁額 依田学海画「観潮楼合評会の図」 100043

書・扁額 佐藤応渠書「五言絶句」 100048

書・扁額 佐藤応渠書「読書偶成」 100045

書・扁額 扇子　山縣有朋短歌書入 100025

書・扁額 中村不折書「文選」 100249

書・扁額 斎藤勝寿書「送森詞宗之新潟」 100049

書・扁額 依田学海書「送森軍医遊伯林序」　明治17年 100032

書・扁額 野口寧斎書「七言絶句」 100031

書・扁額 西園寺公望書「才学識」 100024

書・扁額 山梨稲川書「楚辞」 100047

記念品 RMモノグラム型板 複製／100190R

記念品 鷗外自画素焼皿　大正2年 100016

記念品 ジョッキ　Villeroy & Boch製 100018

記念品 御大礼恩賜銀杯　大正4年 100028


