
文京区立森鷗外記念館特別展　鷗外遺産～直筆資料が伝える心の軌跡

会期：2022年10月22日（土）～2023年1月29日（日）　会場：文京区立森鷗外記念館　展示室1、2

書簡篇

種別 資料名 所蔵・当館登録番号 備考

書簡 夏目漱石筆鷗外宛　大正2年8月5日 森鷗外記念館（津和野）寄託

図書 鷗外『意地』籾山書店　大正2年 1A-イ1

図書 鷗外『走馬燈と分身』籾山書店　大正2年 1A-ソ3

書簡 夏目鏡子筆鷗外宛　明治43年10月14日 森鷗外記念館（津和野）寄託

書簡 正岡子規筆鷗外宛　明治29年9月2日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】10月22日～11月30日

雑誌 「めさまし草」巻之8　盛春堂　明治29年9月 1F-メ1 【展示期間】10月22日～11月30日

書簡 正岡子規筆鷗外宛　明治30年11月7日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】12月1日～1月29日

雑誌 「ほとゝぎす」2巻1号　ホトトギス社　明治31年10月 1F-ホ2 【展示期間】12月1日～1月29日

書簡 永井荷風筆鷗外宛　明治43年3月8日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】10月22日～11月30日

雑誌 「三田文学」創刊号　三田文学会　明治43年5月 1F-ミ1 【展示期間】10月22日～11月30日

書簡 永井荷風筆鷗外宛　大正2年3月21日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】12月1日～1月29日

雑誌 「三田文学」4巻1号　三田文学会　大正2年1月 1F-ミ1 【展示期間】12月1日～1月29日

葉書 永井荷風筆鷗外宛　明治45年6月13日 505326

書簡 与謝野晶子筆鷗外宛　明治45年3月2日 森鷗外記念館（津和野）寄託

葉書
与謝野晶子、与謝野寛、長谷川天渓筆鷗外宛　明治45年7月

28日
506025

原稿 『鷗外日記』明治45年 森鷗外記念館（津和野）蔵

書簡 大村西崖筆鷗外宛　大正5年5月18日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】10月22日～11月30日

図書
大村西崖編『阿蜜哩多軍荼利法』仏書刊行会図像部　大正5

年
1C-ア1 【展示期間】10月22日～11月30日

葉書 石黒忠悳筆鷗外宛　大正5年5月28日 505026 【展示期間】10月22日～11月30日

書簡 小山内薫筆鷗外宛　明治40年8月21日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】12月1日～1月29日

葉書 小山内薫・八千代筆峰子宛　明治38年1月23日 507144 【展示期間】12月1日～1月29日

書簡 井上通泰筆鷗外宛　明治37年3月31日 森鷗外記念館（津和野）寄託 常設コーナーに展示

図書 鷗外『うた日記』春陽堂　明治40年 1A-ウ1 常設コーナーに展示

参考図版 「読売新聞」明治37年4月4日 国立国会図書館蔵 常設コーナーに展示

書簡 井上通泰筆鷗外宛　明治39年6月18日 森鷗外記念館（津和野）寄託

図書 井上通泰編『常磐会詠草』初篇　歌学書院　明治42年 1A-ト2-1

葉書 井上通泰筆鷗外宛　明治39年6月16日 505058

書簡 賀古鶴所筆鷗外宛　大正4年（推定）4月4日 森鷗外記念館（津和野）寄託

葉書 鷗外筆賀古鶴所宛　大正4年4月6日 501102

書簡 黒田清輝筆鷗外宛　明治40年10月18日 森鷗外記念館（津和野）寄託

夏目漱石 慶応3－大正5（1867－1916）

夏目鏡子 明治10－昭和38（1877－1963）

正岡子規 慶応3－明治35（1867－1902）

永井荷風 明治12－昭和34（1879－1959）

与謝野晶子 明治11－昭和17（1878－1942）

大村西崖 明治元－昭和2（1868－1927）

小山内薫 明治14－昭和3（1881－1928）

井上通泰 慶応2－昭和16（1866－1941）

賀古鶴所 安政3－昭和6（1856－1931）

黒田清輝 慶応2－大正13（1866－1924）

藤島武二 慶応 －昭和 （ － ）



書簡 藤島武二筆鷗外宛　大正4年11月5日付 森鷗外記念館（津和野）寄託

図書
川北倫明『日本近代絵画全集』3巻　藤島武二　講談社　昭

和38年
3-カ53-1

書簡 高村光太郎筆鷗外宛　大正6年10月7日 森鷗外記念館（津和野）寄託

雑誌 「帝国文学」23巻10号　ミツワ文庫発行所　大正6年10月 1F-テ1

雑誌 「スバル」1年10号　昴発行所　明治42年10月 1F-ス1

書簡 高浜虚子筆鷗外宛　明治39年6月9日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】10月22日～11月30日

図書 正岡子規著、高浜虚子編『子規小説集』俳書堂　明治39年 東京大学総合図書館蔵 【展示期間】10月22日～11月30日

図書
高浜虚子『虚子句集 自選類題』（「ホトトギス」17巻4号付

録）　大正3年1月
東京大学総合図書館蔵 【展示期間】10月22日～11月30日

書簡 高浜虚子筆鷗外宛　大正5年（推定）9月11日 森鷗外記念館（津和野）寄託 【展示期間】12月1日～1月29日

書簡 中村不折筆鷗外宛　大正6年1月20日 森鷗外記念館（津和野）寄託

図書
中村不折『不折山人丙辰潑墨　第二集』中央出版会　大正5

年
1C-フ2

書簡 鷗外筆坪内逍遙宛　年月不詳22日 401209 常設コーナーに展示

雑誌 「早稲田文学」24号　東京専門学校　明治25年9月 1F-ワ2 常設コーナーに展示

原稿篇

種別 資料名 所蔵 備考

原稿 『筋肉通論』 個人蔵

原稿 学生時代の講義ノート 200117 【展示期間】10月22日～12月26日

原稿
『ガブリエーレ・ロセッティのダンテ受容に関する草稿』

（仮題）
東京大学総合図書館蔵 【展示期間】1月5日～29日

原稿 『徳停府ニ負傷者運搬演習ヲ観ルノ記』 200210 【展示期間】10月22日～11月30日

雑誌 「陸軍軍医学会雑誌」24号　陸軍軍医学会　明治21年12月 1F-リ1 【展示期間】10月22日～11月30日

原稿 『脚気病原の検索』 200204 【展示期間】12月1日～1月29日

原稿 留学中のノート 200111 【展示期間】12月1日～1月29日

原稿 『おもひ艸の序』 200234

図書 佐佐木信綱『おもひ草』博文館　明治36年 1C-オ2

原稿 『慧語』 200032 【展示期間】10月22日～11月30日

雑誌 「新小説」8年3巻　春陽堂　明治36年3月 東京大学総合図書館蔵 【展示期間】10月22日～11月30日

原稿 『椋鳥通信』 200035 【展示期間】12月1日～1月29日

雑誌 「スバル」1年6号　昴発行所　明治42年6月 1F-ス1 【展示期間】12月1日～1月29日

原稿 『予が立場』 公益財団法人日本近代文学館蔵

雑誌 「新潮」11巻6号　明治42年12月 公益財団法人日本近代文学館蔵 【展示期間】10月22日～11月23日

原稿 『半日』 200001 【展示期間】10月22日～11月30日

雑誌 「スバル」1年3号　昴発行所　明治42年3月 1F-ス1 【展示期間】10月22日～11月30日

原稿 『灰燼』 200004 【展示期間】12月1日～1月29日

雑誌 「三田文学」3巻12号　三田文学会　大正元年12月 1F-ミ1 【展示期間】12月1日～1月29日

原稿 『マクベス』稿本　坪内逍遙朱註
早稲田大学坪内博士記念演劇博物

館蔵

藤島武二 慶応3－昭和18（1867－1943）

高村光太郎 明治16－昭和31（1883－1956）

高浜虚子 明治7－昭和34（1874－1959）

中村不折 慶応2－昭和18（1866－1943）

坪内逍遙 安政6－昭和10（1859－1935）



参考図版 「歌舞伎」161号　歌舞伎発行所　大正2年11月 1F-カ1

図書 『マクベス』警醒社書店　大正2年 1A-マ1

原稿 『ながし』 200005

雑誌 「太陽」19巻1号　博文館　大正2年1月 1F-タ1

原稿 大下藤次郎手記『ぬれきぬ』 島根県立石見美術館蔵

原稿 『渋江抽斎』〈その四十九〉〈その五十〉 200235

参考図版 「東京日日新聞」大正5年3月7日、8日 国立国会図書館蔵

参考図版 『渋江抽斎　森鷗外自筆増訂本』 天理大学附属天理図書館蔵

参考図版 「東京日日新聞」大正5年3月19日 国立国会図書館蔵

書簡 鷗外筆渋江保宛　大正5年1月24日 401158

原稿 渋江保『抽斎の親戚、幷に門人』 東京大学総合図書館蔵

原稿 渋江保、鷗外、外崎覚『渋江家乗』 東京大学総合図書館蔵
【展示期間】10月22日～11月16日、

12月1日～26日

原稿 渋江保『抽斎歿後』 東京大学総合図書館蔵

原稿 『伊沢蘭軒伝等広告文』 株式会社春陽堂書店蔵

雑誌 「新小説」27年9巻臨時増刊　春陽堂　大正11年8月 1F-シ4

図書 『鷗外全集』7巻　鷗外全集刊行会　大正12年 館蔵

図書 『渋江抽斎』岩波文庫　平成11年改版 館蔵


