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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

・この文章は、平成26年度国立国会図書館企画展示「あの人の直筆」（東京本館：平成26
年10月18日～11月18日）の解説文をまとめたものです。 

・国立国会図書館デジタルコレクション等に搭載されているもののURLは、出展資料一覧

をご覧ください（リンク先は平成26年11月現在のものです）。 
・原本の閲覧には許可が必要です。貴重書・準貴重書などは、事前申請も必要です。 
・代替資料（デジタル化資料、モノクロのマイクロフィルム）がある場合は、そちらをご

利用いただきます。一部の資料はインターネットでも閲覧することができます。 
・お問い合わせ先：国立国会図書館利用者サービス部サービス企画課展示企画係<tenji-

kikaku@ndl.go.jp> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
凡例 
・【 】内は当館請求記号を示す。 
・漢字は新字体を用いた（ただし、特に著名な人名をのぞく）。 
・年次表記は年号を用い、（ ）内に西暦を補記した。ただし、明治 5 年 12 月 3 日の太陽

暦採用以前については、補記する西暦は和暦の元旦時点でのものとした。 
・改元の年は、新年号を用いた。 
・年齢は、昭和 24 年末までは数え年、昭和 25 年以降は満年齢を用いた。 
・脚本の放送日は、資料本体の情報等を元にしており、実際の放送実績とは異なる場合

がある。 
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ごあいさつ 
 

直筆資料に触れるとき、私たちはしばしば、知的な想像力をかきたてられます。 

あの人が、その時代にあって、ある場所で、ある時間に思いを込めて走らせた直筆を眼前

にする清福。意外にも繊細な字、豪快な字……書き手の人物像を垣間見る気にもなります。 

書簡は、当事者間の暗黙の了解で書かれているため全容は難解ですが、それだけに生の声

が聞こえてきそうです。草稿や研究ノートからは、筆者の苦心のあとがうかがえます。日記

や記録は、リアルタイムで記された貴重な史料です。また、印刷技術が発達する以前、先人

は貴重な書籍を手で写していました。そうした写本にかけた多くの労力や時間の長さは私

たちを圧倒します。 

本展示会では、国立国会図書館の所蔵資料から、日本の近世から戦後にかけて活躍した有

名人約 150 人の直筆を一堂に集めました。また、絵画や、今春から利用提供を開始した脚

本資料に含まれる現代人の直筆も合わせて展示します。 

教科書などでおなじみの「あの人」の直筆から伝わってくる書き手の息づかいを感じると

ともに、手で書くという創造的な営みに思いをはせていただければ幸いです。 

 

 

 

平成 26 年 10 月 
国立国会図書館長 

大滝 則忠 
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特別展示 

 

1 細川忠興夫人書簡（『細川忠興同夫人等書状』のうち） 〔安土桃山時代〕 【WA25-

35】 

侍女小侍従に宛てたもの。小侍従は忠興に嫁ぐ際に明智家がつけた侍女で、後に細川家

家臣平田家へ嫁した。流麗な筆跡の美しい仮名散らし書きで、文面からは周囲の者への細

やかな心配りが読み取れる。 

当館では夫人の書状 10通

のほか、細川忠興書状 8

通、三男忠利書状 1通、四

男立允書状 1通、合わせて

20通を所蔵する。いずれ

も、小侍従が嫁した平田因

幡につらなる平田家、松本

家の旧蔵。 

  

細川ガラシャ（ほそかわ がらしゃ）(1563-1600) 

明智光秀の娘。名は、たま。細川忠興に嫁し、天正 15年(1587)受洗、洗礼名ガラシャ

(Gratia ラテン語で神の恵みの意味)。慶長 5年(1600)関ヶ原の戦いで忠興が徳川方（東軍）

についたため、石田三成が人質としてガラシャの大坂入城を求めたが、ガラシャはそれを拒

み、大坂玉造の細川邸において家臣の手によって自らの命を絶った。享年 38。 
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第１部 近世  

第１章 為政者とその周辺 

１ 初期のブレーン 

  

2 重撰倭漢皇統編年合運図 〔慶長 5 （1600）年〕 〔要法寺〕 【WA7-12】 

上代から慶長年間までの和漢対照年

表。慶長 5（1600）年半ばまでの記事が

印刷された古活字版（桃山時代から江戸

時代初期の活字印刷本）。上巻（展示箇所）

末に「従将軍拝領之年代記二冊 閑室（花

押）」と、下巻末に「年代記二冊之内 閑

室（花押）」と元佶自筆の書入れがある。

『円光寺由緒書』に「台徳院様年代記全

部御手自三要に被下（くだされ）候」と

あり、上述の「将軍」とは慶長 10（1605）
年に将軍となった徳川秀忠（台徳院）と

分かる。 
 
【コラム】京都円光寺旧蔵書 

円光寺開山となった閑室元佶（かんしつ げんきつ）および歴代住職の旧蔵書。漢籍とく

に仏書などを中心におよそ 400 タイトル 1300 冊から成る。旧帝国図書館が明治 39（1906）
年に購入した。 

円光寺は慶長 6（1601）年京都伏見に創建された臨済宗の寺院。徳川家康は元佶を信任

し、前年の関ヶ原合戦で斬首された安国寺恵瓊（えけい）の旧蔵書などを含む典籍 200 余

部を与え、足利学校にならって円光寺に学校を設立させた。 

閑室元佶（かんしつ げんきつ） 1548-1612 

臨済宗の僧侶。別号三要（さんよう）。足利学校の第 9 代庠主（しょうしゅ。

校長のこと）、京都円光寺の開山となった。慶長 4（1599）年以降、徳川家康

の命により伏見版（木活字による版本として著名）を刊行する一方、慶長 12
（1607）年に朝鮮使節と将軍秀忠との会見に同席して応対にあたるなど、外

交事務や寺社行政などにも関与した。 
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当館の所蔵する円光寺旧蔵書は、元佶の旧蔵書、自筆稿本、書き入れ本が中心となるもの

で、家康・秀忠からの拝領本と推定されるものも少なくない。なかには、関ヶ原合戦時に、

元佶が家康の陣中に持参したと推定される『七書』も含まれている。 

 
3 本朝編年録 〔江戸前期〕 【WA17-9】 

幕府の命を受けて羅山により作成

された、漢文・編年体の日本通史。展

示資料は仁明天皇の承和元（834）年

から同 6（839）年にかけての部分。

本書の内容を含め仁明天皇以降の部

分は慶安 3（1650）年に完成した。羅

山は監修にあたり、部下が編集したと

される。 
末尾には慶長 17（1612）年作の「和

賦」（展示箇所）が付されている。日

本の歴史に関するこの賦（散文詩）は、

「其言広大」であることから『羅山先

生文集』（寛文 2（1662）年刊）本文

巻頭に掲載された。羅山自筆とみられる。羅山の四男林読耕斎旧蔵本。 
 

 

4 孝経小解 〔江戸前期〕 【WA17-17】 

熊沢蕃山（くまざわ ばんざん） 1619-1691 

江戸時代前期の儒学者。中江藤樹門下。岡山藩主池田光政の信任を得て側近となり、治山・治

水、災害や飢饉対策などに成果をあげた。一方で、林羅山（展示資料 3）に「耶蘇の変法」と称

されるなど、藩内外の批判・中傷も多く、明暦 3（1657）年には致仕（ちし。引退）した。晩年、

著述に専念したが、政治批判で幕府の忌諱に触れ、幽囚の身となり病没した。 

林羅山（はやし らざん）1583-1657 

 江戸時代初期の儒学者。藤原惺窩（せいか）に師事し、徳川家康から家綱ま

で 4 代の将軍に仕え、侍講（じこう。主君に学問を教える人）を勤めた。また、

将軍の傍らにあって、儀式・典礼の調査、法律の制定、外交文書の起草などに

従事した。明暦の大火（明暦 3（1657）年）で蔵書を焼失して落胆し、火災の

4 日後に病死した。 
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 中国の古典『孝経』の注釈書。『孝経』本文

に訓点を付し、平仮名まじり文で語句や文章の

意味を説明している。蕃山の師である中江藤樹

は、妻のために、仮名で記された『孝経啓蒙』

を著したが、その影響を受けて作られたとされ

る平易なもので、蕃山晩年の著作である。 
展示資料は柳田國男の兄にあたる井上通泰

（みちやす）の旧蔵本。井上が所蔵していた昭

和 3（1928）年時点に復刻された本と比較すると、その後、水をかぶるなどして破損したこ

とが分かる。左頁の「ル」の上にあったと思われる「ヨ」が右頁に裏返しに張り付いている。

昭和 23（1948）年、当館の所蔵となった。 
 

２ 実務家たち 

5 会計私記 文化元（1804）年 【や-21】※前期 

文化元（1804）年長崎に赴任して、長崎会所

の監察などを任務としていた南畝の公務日誌。

11 月 7 日から 12 月晦日までの記事がある。 

南畝が赴任した時、ロシア使節レザノフが来

航し、その対応が課題となっていたため、ロシア

関係の記事に「〇」がある。11 月 18 日条に「使

節へ通事名村太吉郎引合、名乗申候」とあるの

は、レザノフとの会見の場面。長崎奉行所が建て

たレザノフらのための宿舎を南畝が検視した時

のことで、23 日付の息子定吉宛の書簡によれば、

レザノフは「大田直次郎」と声に出して頷き、「右の手を出し此方の右の手を握」ったとい

う。 

 

大田南畝（おおた なんぽ） 1749-1823 

江戸時代後期の幕府御家人。通称直次郎。南畝は号であり、別号に蜀

山人がある。狂歌師・文人として知られるが、寛政 6（1794）年の学問

吟味（学術試験）で、御目見（おめみえ）以下（将軍に拝謁できない身

分）の部でトップ合格している。下級ではあるが幕府の役人であった。 
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6 銅座御用留 〔享和元（1801）年〕 【WA19-24】※後期 

享和元（1801）年、大坂銅座に赴任した南畝が授受した書類の記録。同年 3 月 15 日から

12 月晦日まで記載される。展示箇所は、大坂東町奉行水野忠道に妾腹の男児が出生し産穢

（さんえ。出産による穢れを避けて仕事を慎む習慣）となる連絡（右）と、相続時の名義変

更手続きをせずに銅を買下げた鳫金屋を「叱り置」く内容（左）。 
ところで、南畝の別号「蜀山人」のいわれをご存じであろうか？ 
狂歌師として知られた南畝は、寛政の改革後、謹直な役人生活を送った。大坂で再び遊興

を楽しむ際、カモフラージュのために、銅の別名「蜀山居士」にちなんで蜀山人と名乗った。

銅座の役人だから蜀山人なのである。 
 

7 当座金銀米金出入帳 天保 7（1836）年 【リスト番号 尊-大-132】 

7 の参考 当座金銀米銭出入控帳 天保 2（1831）年 【リスト番号 尊-大-126-3】 

桜町仕法（下野国桜町領（現栃木県真岡市）の復興）時の出納帳。8 月 25 日条には、甚

右衛門という人物から 5 両余りの金が預けられたことが尊徳自筆で記されている。近江屋

平兵衛との取引にあたり甚右衛門の口利きで出来た余剰金などであった。つづく 27日条は、

「旦那様へさし上候」とあるとおり、尊徳の妻波子の筆跡とされる。甚太郎という人物から

「御初米」3 升が尊徳に差し出されたことが記されている。 
手前は、帳面の表紙裏に記された「勝負  打こゝろ あれはうたるゝ 世の中に うたぬ

こゝろの うたるゝはなし」という尊徳の歌。左頁に貼られた紙は、『二宮尊徳全集』（コラ

ム参照）の解説原稿である。 

 

【コラム】二宮尊徳関係資料 

「二宮尊徳関係資料」は、昭和 2（1927）～7（1932）年にかけて二宮尊徳偉業宣揚会が

刊行した『二宮尊徳全集』の原本になった、二宮尊徳や嫡男尊行による報徳仕法の事業に関

二宮尊徳（にのみや そんとく） 1787-1856 

    波子（なみこ） 1805-1871 

幕末の農村復興運動の指導者。相模国足柄上郡（現神奈川県）の農家

に生まれた。通称金次郎。没落した生家を再興した後、小田原（現神奈

川県）、桜町（現栃木県）、相馬（現福島県）など各地の農村復興事業に

あたった。復興策は「報徳仕法」と呼ばれ、具体的には領主の年貢徴収

の抑制や農民の節約・貯蓄の推奨などであった。 
尊徳の妻波子は、16 歳で尊徳と結婚し、一男一女をもうけた。尊徳

のもとを訪れる人びとの世話をするなど、2 人の子供とともに、尊徳

を支えた。 
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する資料などおよそ 1 万点から成る。利用提供に必要な環境が整ったことを受けて、本年 7
月から調査・研究目的の利用者に対して古典籍資料室での閲覧を開始した（利用にあたって

は予約が必要なので、古典籍資料室にお問い合わせいただきたい）。 
尊徳の自筆資料で伝存するものは稀である。「二宮尊徳関係資料」も、ほとんどが門弟

による写しや後代のものであるが、日記や金銭出納帳の一部に自筆資料数十冊が含まれて

いることが知られている。『二宮尊徳全集』は、「翁の自筆」「文政七年七月五日まで、武

田才兵衛の執筆と認める」などと、比較的細かく筆跡を分析しており、今回は同全集の説

明に従って調査・展示したが、今後の本格的な研究が待たれるものである。 
 

 
8 世情聞書 〔元治元（1864）年頃〕 【863-197】 

8の参考 川路佐登子日記 嘉永 4（1851）年 【863-197】 
聖謨が国内外の伝聞を記した覚書。

展示箇所は、イギリスでビクトリア女

王が病院を見舞い、患者が感激した

話。「ロンドン町奉行」の召捕数やイス

パニヤの国費などもみえる。隣は、奈

良奉行から大坂町奉行への転任で聖

謨が一時江戸に戻った際、直接大坂に

移った佐登子の日記。8 月 12 日条に

は「大坂には江戸風の寿司があると聞

くがまだ食べていない。昨日ご隠居様

から切寿司を馳走されたので、蕎麦を

さし上げた。殿様はうどんになさるこ

とが多いので召し上がらないだろう」

川路聖謨（かわじ としあきら） 1801-1868  

佐登子（さとこ）  1803-1884  

幕末、奈良奉行・勘定奉行などを務め、嘉永 6（1853）年にはロシア

使節プチャーチンとの交渉にもあたった幕臣。徳川斉昭（展示資料 10、
11）とも近く、14 代将軍の座をめぐる将軍継嗣問題では一橋慶喜（展示

資料 9）を推したため、井伊直弼に疎まれ処罰された。のち、外国奉行

となったが、幕府崩壊の際に自決した。 
聖謨の妻佐登子（大越氏、雅名高子）は、美人・才女で、聖謨はプチ

ャーチンに対して、「江戸にて一二を争ふ美人也」とノロケたという（氏

家幹人『江戸奇人伝』平成 13（2001）年）。 
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などと記す。冒頭の数字は華氏の気温。華氏 89 度は摂氏 32 度にあたる。 

３ 慶喜と斉昭 

 

9 徳川慶喜題字「篇々深切」（『源烈公真筆』のうち） 〔明治時代〕 【WA25-29】 

 『源烈公真筆』（烈公は徳川斉昭の諡号）の初巻巻頭に付された慶喜による題字。明治期

のものと思われるが、徳川斉昭との関係により、ここで展示した。 
『源烈公真筆』は、斉昭の書簡など四十余通を集めたもので、ほとんどが青山延于（展示

資料 12）宛。この題字は、おそらく軸装にあたり、青山家の人物が慶喜に揮毫を依頼した

ものであろう。題簽（だいせん。表紙に貼られたタイトルを記した紙片）は延于の四男延寿

80 歳の筆である。 
 慶喜は、「篇々深切」は斉昭が座右の銘

としていた言葉と記す。「篇々」は詩文の

毎篇のこと、「深切」は懇切なことを指す

ので、父斉昭のことを思い出しつつ、書

簡各編が斉昭の懇情であるとの意をこ

めて記したものであろう。 
 

 
10 徳川斉昭書簡（『水府名家手簡』のうち） 〔江戸後期〕12月 21日  【WA25-94】 

徳川慶喜（とくがわ よしのぶ） 1837-1913 

 江戸幕府第 15 代将軍。水戸藩主徳川斉昭の七男とし

て生まれ、一橋家を相続、慶応 2（1866）年将軍家を

継いだが、翌年大政奉還を行い、将軍を辞した。維新後

は猟や写真など趣味の世界に生きた。 
 

徳川斉昭（とくがわ なりあき） 1800-1860 

 幕末の常陸国水戸藩主。第 7 代藩主治紀（はるとし）の三男。兄斉脩（な

りのぶ）の死後、下級藩士たちの支持を得て第 9 代藩主となり、藩政改革を

進めた。尊王攘夷論者で、幕府にたびたび献策し、幕政参与となるが、安政

の大獄で蟄居の処分を受けた。諡号は烈公。 
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斉昭が中務（なかつかさ）なる人物に宛てた書簡。中務は老中を務めた脇坂安宅（やすお

り）、あるいは本多忠民（ただもと）であろうか。過日の来臨に対する礼状で、領地の鮒を

贈られたことにも謝意を示している。追伸では、厳寒の中、体を大切にするよう述べ、来春

の入来を楽しみにする旨と御礼の品を贈ることを記している。 
 「也」の最後の一画を虎の尾のように跳ね上げる書き方は、斉昭がしばしば行うもの。書

簡だけではなく、

斉昭が編集した

『明倫歌集』の序

文末などにもみ

られる。強い抑揚

のある独特の筆

致の書簡も、多く

残されている。 
 
11（前期） 徳川斉昭書簡（『源烈公真筆』のうち） 〔天保 8（1837）年〕9月 10日 【WA25-

29】 

斉昭が家臣青山延于（展示資料 12）に送った書簡。甲斐国天領天保七年一揆、大塩平八

郎の乱、木曾における材木の類焼など立て続けに大事件が起こったことに対し、「外患内憂

何とも安心不相成と被存候」と述べている。別の書簡では、事件は 17 日に起こることが多

いとして、延于に占わせている。斉昭の危機意識は強く、天保 10（1839）年に幕政改革の

必要性を将軍家慶に建言した「戊戌封事」（天保 9（1838）年起草）のなかでも、甲斐国の

一揆や大塩平八郎の乱を取り上げている。差出人の名は記さず宛名を低く「青山延于へ」と

記すのは、身分の差ゆえである。 
 

11（後期） 徳川斉昭書簡（『源烈公真筆』のうち） 〔天保 7（1836）年〕9月 29日 【WA25-

29】 

 斉昭が、青山延于（展示資料 12）の次男量平の結核を知り、薬の処方を記した紙を延于

に贈った際の書簡。斉昭は医学通で、病の家臣には薬や処方を贈ったという。 

本文で家族への伝染を心配し、追伸でも「量平が万に一の時でも、（延于よ）お前にはう

つらないようにしろよ」と繰り返す文面は、身分の厳しい時代に、その違いを超えた熱い君

臣の情を感じさせる。延于の曾孫にあたる婦人運動家山川菊栄によれば、青山家では斉昭の

ことを神のようにほめていたとか。とはいえ、差出人の名は記さず宛所を低く「青山延于へ」

と記すのは、身分の差ゆえである。 
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４ 水戸藩儒 

 

 
12（前期） 青山延于書簡（『青山延于・延光書簡』のうち） 〔天保 10（1839）年〕月未

詳 29 日  【WA25-34】 

延于が長男延光（量太郎）に、蛮社の獄の

情報を送った書簡。蛮社の獄は、天保 10
（1839）年に起きた蘭学者などに対する弾

圧事件で、5 月 14 日に渡辺崋山（登）が検

挙され、18 日に高野長英（展示資料 37）が

自首している。書簡では、崋山や長英が入獄

し、大騒ぎになったと記す。さらに、主君徳

川斉昭や水戸藩士と懇意であった幕府代官

羽倉簡堂（はくら かんどう）や江川太郎左

衛門まで嫌疑の対象となっていることに対し、「心配候事存候」と述べている。 

この書簡は事件から間もない時期に記されたものであろうか。ごく簡潔に記されている

ことが、緊急性を物語るようである。 

 

12（後期） 青山延于書簡案（『青山延宇・延光書簡』のうち） 〔天保年間（1830-44）〕 正

月 2日【WA25-34】 

延于が妻を江戸に同行した理由を小姓頭に説明する書簡の案。痔疾に苦しんでいた延于

は、洗濯が家来では行き届かず、自分は多忙でできない。食事も体に合わず、これで体をこ

わしては御奉公の支障だと述べる。そして先例を挙げ、さらに中国の古典『礼記』の一節を

根拠に理論武装するのが儒学者らしい。 
夜なべをして家計を支えた延于の妻は、夫より早く天保 10（1839）年死去したので、そ

の少し前、延于 60 歳代前半の書簡と思われる。にもかかわらず「七十ニ近寄候者」と強調

するのは、『礼記』が 70 歳を「老」とする事に従ったのであろう。 
 

青山延于（あおやま のぶゆき） 1776-1843 

江戸時代後期の水戸藩士。儒学者。通称量介、号拙斎。彰考館総裁として

『大日本史』編纂を進め、弘道館の教授頭取ともなった。主著に『皇朝史略』

などがある。徳川斉昭（展示資料 10、11）の部屋住み時代からの師で、生真

面目な人柄、議論好きで斉昭を困らせたという。斉昭の藩主擁立に動いた 1 人

でもあった。 
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13（前期） 藤田東湖書簡（『藤田東湖書簡』のうち）〔安政元（1854）年〕9月 14日 【WA25-

30】 

東湖が青山延光（量太郎）と会沢正志斎（あいざわ せいしさい。憩斎）に送った書簡。

藩校弘道館への孔子廟設置や鹿島神社分祠などについて記している。弘道館は天保12（1841）
年に仮開館し、この時期本開館の準備を進めていた。追伸では、8 月 23 日に結ばれた日英

約定について、イギリスがロシアに戦争を仕掛ける意思を持っていたことや、イギリス船が

長崎と箱館へ入港した際に必要品を供給することで落着したことなど、飛脚で届いた情報

を送っている。東湖は、長崎奉行水野忠徳（筑前守）が下田の開港を許さず、長崎と箱館の

2 港開港にとどめたことを評価した。 

 

13（後期） 藤田東湖書簡（『藤田東湖書簡』のうち） 〔安政元（1854）年〕8 月 14 日 

【WA25-30】 

東湖が青山延光（量太郎）に、その著書『刀剣録』借用を申し入れた書簡。一橋慶喜

（展示資料 9）の求めにより主君徳川斉昭（展示資料 10、11）から同書を用意するよう命

じられた東湖は、所蔵本が引っ越しの混乱で失われていたため、延光に依頼した。翌年 6
月 24 日付の書簡によれば、貸し出された延光の本は、一橋家から返却後一時紛失し「老

公は小子へ御下けに相成候と思召、小子は御手許に可有御座と存」（老公は私に返したと 

の思し召しでしたが、私は老公のお手許にあるだろうと考えておりました）というひと騒

動があったが、その後発見され無事返却された。 

藤田東湖（ふじた とうこ） 1806-1855 

江戸時代後期の水戸藩士、儒学者。通称虎之介、誠之進。水戸藩士藤田幽

谷の次男として生まれ、徳川斉昭（展示資料 10、11）を支えて藩政改革を推

進した。尊王攘夷運動に大きな影響を与えたが、安政の大地震で圧死した。

生真面目な青山延于（展示資料 12）に比較して、幽谷・東湖父子は大酒飲み

で、豪放な人物であったという（山川菊栄『幕末の水戸藩』平成 3（1991）
年）。 
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年代は、差出の「誠之進」が嘉永 6（1853）年 11 月以降の名乗りであることと、東湖

の没年、上述の関連書簡があることから判明する。 

 

【コラム】水戸学関係の資料群 

当館は、江戸時代後期の水戸藩の学者が所蔵していた資料を多数所蔵している。小宮山楓

軒（ふうけん）・南梁（なんりょう）の「小宮山叢書」、西野宣明の日記などよく知られてい

るもののほか、代々水戸藩儒の家であった青山家に伝わった青山家関係の手稿本や旧蔵本、

書簡類も多数所蔵している。 
なかでも青山家旧蔵の書簡類は、徳川斉昭（展示資料 10、11）・藤田幽谷・藤田東湖（展

示資料 13）・会沢正志斎（あいざわ せいしさい）・豊田天功・青山延于（展示資料 12）・青

山延光のもの、総計 1000 通近くになる。今回展示した『源烈公真筆』『青山延于・延光書

簡』『藤田東湖書簡』はいずれも、そのうちの一部である。「小宮山叢書」、青山家旧蔵の書

簡類は、ほとんどが国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧でき、幽谷・天功の書簡は

『国立国会図書館所蔵貴重書解題』（第 14、15 巻）に翻刻されている。当館の水戸学関係

の資料群については、井坂清信『江戸時代後期の水戸藩儒』（平成 25（2013）年）に詳しい。 
 
青山家略系図 
延彜    延于（量介）  延光（量太郎・延于長男） 
              延昌（量平・延于次男 佐藤家へ） 
              延寿（量四郎・延于四男）   千世   山川菊栄 
 

第２章 著作をめぐって 

１ 国学者 

 

14 本居宣長誓詞（『宇計比言』（うけいごと）下のうち） 明和元（宝暦 14 1764）年正

月 【WA18-25】 

宣長が賀茂真淵に入門する際に納めた誓詞。祝詞などに使う文体である宣命体（せんみょ

本居宣長（もとおり のりなが） 1730-1801 

江戸時代後期の国学者。「源氏物語」などを研究していたが、明和元（1764）
年賀茂真淵に入門した。三十年余りをかけて執筆した主著『古事記伝』のほ

か、「もののあはれ」で知られる文学論や神話や神道の研究など、様々な分野

にわたる多数の著作がある。 
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うたい）で、教えを他言しないこと、異心を持たないことを誓っている。 

『宇計比言』には、橘千蔭（資料複製パネ

ル A）・荒木田久老（ひさおゆ）など 27 人分

の誓詞が収められている。原則として同一の

文言で、最高級紙である檀紙を用いるが、宣

長のものは「教賜」を「数賜」、「烏計非」を

「烏計比」とし、通常の紙を用いている。理

由は不明。 

入門時の誓詞提出は通常のことだが、内容

は師により異なる。木村蒹葭堂の「誓盟状」

（第 2章「科学の眼」資料複製パネル H）と

比較してご覧いただきたい。 

 

資料複製パネル A：橘千蔭誓詞（『宇計比言』（うけいごと）上のうち） 延享元（1744）年

3月 3 日  【WA18-25】 

橘（加藤）千蔭の賀茂真淵に対する入門誓詞。後に提出されたとする説もある。文言はほ

ぼ同じだが、本居宣長のもの（展示資料 14）と筆跡を比べてお楽しみいただきたい。 
 
15（前期） 本居宣長書簡（『本居先生書翰』のうち） 〔寛政 11（1799）年６月〕（右）・

〔同 10（1798）年 2月〕（左） 【WA25-95】 

宣長が、版木師で弟子でもある植松有信（ありのぶ。忠兵衛）に宛てた書簡。『本居先生

書翰』に収められた 5 通の宣長書簡のうちの 2 通。いずれも、宣長が有信に作成を依頼し

た『古事記伝』（資料複製パネル B 参照）の版下や版木などについて記されたもの。寛政 10
（1798）年の書簡（左）では、巻 22 について「板下早速にも出来不申候事に御座候はば、

右原本一先御返し可被下（くださるべく）候」と記し、寛政 11（1799）年の書簡（右）で

も「板下追々出来申候哉」と尋ねている。 
 
15（後期） 本居宣長書簡（『本居先生書翰』のうち） 〔寛政 10（1798）年 6月 23日〕

（右）・〔同 9（1797）年〕12 月 22日（左） 【WA25-95】  

宣長が版木師で弟子の植松有信（ありのぶ。忠兵衛）に宛てた書簡。『本居先生書翰』に

収められた 5 通の宣長書簡のうち 2 通。『鈴屋集』について、寛政 9（1797）年の書簡（左）

の返し書き（冒頭の小字部分。追伸にあたる）で、「板行彫刻之儀」について返事を督促す

る。半年後の書簡（右）では、同書巻１の校合を直した上で二番摺（再校）は不要、巻 2・
3 は版木 5 枚と校合摺を送ってほしいと述べる。このほか、左の書簡には『古事記伝』出版

に尽力した横井千秋の病気について、書簡の書きぶりは以前よりよいことなども記されて

いる。 
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資料複製パネル B：古事記伝（本居宣長自筆書入本） 〔天明 5-8 （1785-1788）年〕 【WA18-

9】 

当館で所蔵する『古事記伝』稿本（巻１部分）。最終稿本と考えられるもの。本文は異筆、

書入れは宣長の自筆とみられる。 
16 茶説 〔文化 5年（1808）頃〕 【WA18-13】 

秋成が茶を題材とした和歌について記した小文。和歌に音読みは用いないものだが、茶を

「ちゃあ」と読むのは、音読みとは誰も思わないので問題ない。むしろ茶を「春の木のめ」

と詠んだ和歌は失敗だったとする。そのうえで、自作の和歌とその説明を記し、芙蓉・菊な

ど音読みのまま和歌に詠む例を示す。 
この小文は秋成の『茶瘕（ちゃか）酔言』にも収

められている。「茶瘕」とは「茶の虫」のことで、

書名は秋成が茶に酔って放言する意。茶について

「酒に次て世に愛玩し、詩賦の興、和漢ともに盛

也」と記すが、秋成自身は下戸で専ら煎茶を愛す

る人物であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上田秋成（うえだ あきなり） 1734-1809 ※前期のみ 

古典の研究を進めた国学者であり、『雨月物語』や『春雨物語』の著者。

俳人、歌人としても知られる。本居宣長（展示資料 14、15）と論争し、煎

茶愛好家としての木村蒹葭堂（展示資料 24）を酷評して「到る者水厄」（客

にとっては水厄だ）と記すなど、狷介な人柄であったが、大田南畝（展示

資料 5、6）とは親しく、「善友」ではないものの「知己」であると記した

（『茶瘕（ちゃか）酔言』、『胆大小心録』）。 

17 
 



 

17 平田篤胤手簡 〔天保初年頃〕 【WA25-12】 

篤胤が和学者屋代弘賢（やしろ ひろかた。展示資料 102）に送った書簡。屋代が和歌の

意味を質問したのに対し、尊敬する本居宣長の和歌を紹介しつつ、「秀詠」ではないと記し

たもの。 
ところで、この書簡は、代赭色（たいしゃいろ、赤褐色のこと）の墨で記されている。何

故、このような墨で記されたのであろうか？ 
実は、その答を篤胤の養子

銕胤（かねたね）が書き残し

ている。銕胤によれば、屋代

の書簡を使いが持ってきた

時、篤胤は代赭の筆で書き物

をしている最中であった。篤

胤は、筆を替えることなく、

そのまま返書をしたため使い

に渡した。それで字が代赭色

なのである。 
 
資料複製パネル C：弘仁歴運記考（平田篤胤自筆稿本） 〔天保 7 （1836）年〕 【WA18-27】 

篤胤による『弘仁歴運記』注釈の草稿。篤胤著作の版本は、この草稿のように楷書で記さ

れたものが多い。右頁には代赭（たいしゃ。赤褐色のこと）の筆で覚えが記されている。 

２ 戯作者 

 

平田篤胤（ひらた あつたね） 1776-1843 ※後期のみ 

江戸時代後期の国学者。本居宣長（展示資料 14、15）の没後の門人を自称し

て、宣長の古道学の側面の後継者となり、尊王・復古の思想を主張した。その

思想は門弟に引き継がれ、幕末期の尊王攘夷運動などに大きな影響を与えた。 

 

山東京伝（さんとう きょうでん） 1761-1816 

江戸時代後期の戯作者、読本作家。号は醒斎（せいさい）。大田南畝（展

示資料 5、6）に評価され、花形作家となる。黄表紙、合巻、洒落本、読本

など様々な文学ジャンルで活躍したほか、考証随筆の著作もある。さらに、

北尾政演（まさのぶ）の名で浮世絵も描く才人であった。 
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18 山東京伝画入書簡 〔文化 10（1813）年頃〕4月 6日 【WA47-13】※前期 

京伝が、絵師で鑑定家の菅原洞斎（どうさい）に宛てた書簡。虫の垂絹（平安時代から鎌

倉時代にかけて、笠の周囲にたらした布）や蚊帳の図の模写を依頼し、『法然上人絵巻』に

描かれた編笠の事や、『福富草紙』の製作年代などを問合せたもの。京伝には好古癖があり、

古器物などに関する考証随筆『骨董集』には「女の編笠塗笠」や「虫の垂絹の古図」の項目

がある（資料複製パネル D）。同書の材料収集をしていた時の書簡であろう。京伝の好古癖

は筋金入りで、別の書簡（展示資料 19。後期展示）では、「好古癖があるので随筆執筆は楽

しいが、手間ばかりかかる」と記している。 

 
資料複製パネル D：骨董集（版本） 山東京伝著 文化 12（1815）年 鶴屋喜右衛門〔ほか

1名〕刊  【841-11】 

京伝の考証随筆『骨董集』上篇下巻にある「虫の垂絹の古図」の部分。様々な文献の掲載

例を集めている。 
 
19 山東京伝書簡（『曲亭来簡集』のうち） 〔文化 12（1815）年 7月～8月頃〕 【WA25-

21】※後期 

京伝が曲亭馬琴（展示資料 22）に宛てた書簡。クライマックスは「著述などの心は少し

もなく候得とも、これもせねばならぬせつなし業と存候へばますますいやに相成候」と著作

の苦しみを吐露する部分であろう。さらに、好古癖があるので随筆執筆には楽しみがあるが、

手間が多く、両方よいものはないという。さかのぼれば、この手紙より 10 年ほど前の作品

『作者胎内十月図』（資料複製パネル E）でも、執筆の苦しみを懐妊の 10 か月に例えてい

た。 

若い頃苦労せずに後悔ばかり、身体が衰え何事も思うに任せないとの愚痴からは、華やか

な人気作家京伝の心中をうかがい知る事ができる。 

 

資料複製パネル E：作者胎内十月図（山東京伝自筆稿本） 〔寛政元（1804）年〕 【WA19-

9】※後期 

妊娠 2 か月目に例えられた、黄表紙著作の発想が浮かばず苦しむ段階の場面。右の急須
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の顔をした守本尊は「作無理如来」（釈迦牟尼如来（しゃかむににょらい）のモジリ）。この

時期は構想がまとまらず、茶ばかり「がぶがぶ」飲むので、急須の顔なのだとか。 

 

20 柳亭種彦書状 〔天保元（1829）年〕12月 2日 【WA25-93】※前期      

種彦が弟子の笠亭仙果（りゅうてい せんか）に宛てた書簡。病気になった種彦が『国字

（かながき）水滸伝』十編から十二編にかけての代作を依頼したもの。十三編は自分が書く

つもりであることや、筆耕（浄書する人）は多くない方がよいことなどを伝えている。実際

に十三編は種彦が

記したが、十四編

以降は仙果らが再

び代作をした。後

半には、江戸で雨

が降らず、一昨日

には火事があって

火元に近い板元鶴

屋や西村屋でも類

焼を恐れて大騒ぎ

になったが、幸い

難を逃れたことなどが記されている。 

  

資料複製パネル F：国字水滸伝（かながきすいこでん）（版本） 柳亭種彦著 歌川国芳画 

天保元（1830）年 西村屋与八刊 都立中央図書館蔵（特別文庫 特 649） 

中国の小説『忠義水滸伝』を抄訳大衆化したもの。書簡中に「水コ伝」と登場する。山東

京伝（展示資料 18、19）の弟京山による『稗史（よみほん）水滸伝』が俗語を用いすぎて

評判が悪く、七編から種彦に依頼が回り、『国字水滸伝』と改題した。だがその後、笠亭仙

果（りゅうていせんか）などが代作することになる。当館未所蔵。写真は都立中央図書館が

所蔵する八編下の部分。 
 

柳亭種彦（りゅうてい たねひこ） 1783-1842 

読本・合巻作者。本名を高屋知久といい、代々幕府に仕える旗本であった。

はじめ読本を記したが成功せず、合巻に転向する。『偐紫田舎源氏』で人気を

博したが、それが原因で筆禍にあった。『還魂紙料』『用捨箱』などの考証随筆

も記している。 
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21 柳亭種彦自筆書簡 〔天保 2（1831）年〕4月 4日 【WA25-86】※後期 

種彦が弟子の笠亭仙果に送った書簡。病気だった種彦は、4、5 日前から起きることがで

きるようになったが本調子ではなく「遊んでばかりくらし」ていたこと、仙果が種彦の代作

をした『国字（かながき）水滸伝』十二編が届いたこと、女浄瑠璃が禁止されたので以前の

ような挿絵は憚らねばならないことなどを記している。後半では、書簡を届ける人物を紹介

し、「手がみにかきとれぬ事」は伝言する様依頼する。各地を旅して初秋に帰る予定とある

ので、伝言があったとしても、種彦に届いたのは数か月先のことであっただろう。 

 

22（前期） 曲亭馬琴書簡（馬琴自筆）（『曲亭馬琴書簡』のうち） 〔天保 3（1832）年〕

5月 21 日 【WA25-27】 
馬琴が、伊勢松坂在住の愛読者で友人の殿村篠斎（とのむら じょうさい）に送った書簡。

約 300 行に及ぶ。書物の貸借のこと、『南総里見八犬伝』のこと、書の染筆（揮毫）のこと

などが記されている。また、『八犬伝』新刊を 19 日に入手したが、20 日は飛脚が休みなの

で今日（21 日）送ったこと、店に出た 300 部は 40 部を残し発売当日に売れたこと、通常、

約 60 日かかる校合を約 20 日で行い、印刷も複数の店に依頼して、製本完成まで約 30 日程

だったことなども記されている。印刷を急いだのは、五月の節句後に「かし本や共、銭のな

くならぬ内に、うり出し度よし」との事情があったようである。 

 

22 の参考（前期） 曲亭馬琴書簡（滝沢路代筆、返し書き部分は馬琴自筆）（『曲亭馬琴書

簡』のうち） 〔天保 12（1841）年〕1月 28日 【WA25-27】 

これも馬琴が殿村篠斎に送った、約 450 行の長文書簡。本文は路の代筆である。年始の

挨拶や、自分の著作のことなどが記されている。『南総里見八犬伝』執筆にあたって路に口

述筆記させたが、「文字を教候得ば文句愚かに成候、文を旨とおしへ候得ば字に差支候」と

して、その苦心を察してほしいと記す。書簡に紙を貼って書き直している部分は路の努力の

跡と思われるが、返し書き（冒頭の小字部分。追伸にあたる）に自筆で「誤字も多、且読か

ね候処も有之可候」、と遠慮なく念を押す。馬琴の苛立ちもさることながら、路の苦労も目

に浮かぶ様である。 

 

曲亭馬琴（きょくてい ばきん） 1767-1848 

滝沢路（たきざわ みち） 1806-1858 

江戸時代後期の小説家。『椿説弓張月』『南総里見八犬伝』などの著作で知

られる。馬琴は、天保 5（1834）年頃より視力が衰え、同 11（1840）年に

はほとんど失明した。その後は、早世した長男の嫁である路が『南総里見八

犬伝』原稿や書簡の口述筆記をした。ここでは、馬琴自筆と路代筆の書簡を

並べて展示した。 
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22（後期） 曲亭馬琴書簡（馬琴自筆）（『曲亭馬琴書簡』のうち） 〔天保 3（1832）年〕

12月 8日 【WA25-27】 

馬琴が、伊勢松坂在住の愛読者で友人の殿村篠斎（とのむら じょうさい）に送った書簡。

200 行を超える長文書簡。挿絵画家柳川重信が死亡し、引き継いだ婿の重正の絵が不出来で

あること、友人小津桂窓（おづ けいそう）が入手した『平妖伝』のこと、大坂に注文した

大量の書籍が船で届いたことなどが記されている。また、11 月 25 日出の篠斎書簡が馬琴に

届いたのが閏 11 月 16 日、12（11 の誤）月 26 日出の早便（速達）の馬琴書簡が篠斎に届

いたのが閏 11 月 3 日と、飛脚の往来に時間がかかったことが記されている。その理由は、

琉球使節参府のためだった。なお、この書簡自体は 8 日で届いている。 
 

 

22 の参考（後期） 曲亭馬琴書簡（滝沢路代筆、返し書き部分は馬琴自筆）（『曲亭馬琴書

簡』のうち） 〔天保 12（1841）年〕3月 1日付 【WA25-27】 

馬琴が殿村篠斎に送った 550 行にわたる長文書簡。本文は路の代筆。2 月 7 日、前日まで

孫娘を戯言で笑わせていた妻が亡くなったことなどとともに、路に代筆させる苦労を「教る

者の苦辛はさら也、教られて書候者も大に苦しみ頭痛抔おこし候日も有之候」と本人に記さ

せている。紙を貼って書き直している部分は路の努力の跡と思われるが、返し書には馬琴自

筆で「代筆之者、長文に倦候て誤脱落字可有之や難計、且は、よめかね候と奉存也」と遠慮

がない。馬琴の苛立ちもさることながら、路の苦労も目に浮かぶ様である。 
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資料複製パネル G 南総里見八犬伝（曲亭馬琴自筆稿本）第 9 輯 〔天保 5 （1834）年〕 

【WA19-15】 

馬琴の自筆稿本である。この時期はまだ馬琴自ら筆をとっていた。 
 
 

第３章 科学の眼 

１ 本草学者の業績と蘭学の誕生 

 
本草学（ほんぞうがく）とは、中国の薬物学で、薬用とする植物、動物、鉱物の、形態、

産地、効能などを研究する学問。日本では江戸時代に全盛をきわめ、中国本草書の翻訳・解

釈にとどまらず、日本に自生する植物・動物などの研究に発展した。また、鎖国下の貿易相

手国オランダがもたらした西洋の学問は「蘭学」と称され、主に医学・天文学・兵学などの

分野に大きな影響を与えた。 

 

小野蘭山（おの らんざん）1729‐1810 

本草学者。名は職博（もとひろ）。京都に生まれ、松岡玄達に学ぶ。

私塾「衆芳軒」で研究・後進育成にあたったが、71 歳で幕府に招かれ

て江戸に移り、幕府医学館でも講義した。主著の『本草綱目啓蒙』48
巻（享和 3（1803）～文化 2（1805）年）は、明の李時珍の著書『本

草綱目』の講義録で、江戸時代のもっとも完備した薬物研究書。島田

充房との共著『花彙（かい）』は日本の科学的植物図鑑の嚆矢とされ、

後にフランス語にも訳されている。シーボルト（展示資料 33）は蘭山

を「日本のリンネ」と評する。門人は山本亡羊、木村蒹葭堂（展示資

料 24）、飯沼慾斎、岩崎灌園（展示資料 26）、水谷豊文（展示資料 34、
35）など、全国に 1000 人以上いた。 
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23 本草綱目草稿 〔江戸中期〕 【WB9-

10】 

蘭山が『本草綱目』の講義に用いた覚え

書き。余白部分はおびただしい書き込みで

埋め尽くされており、袋綴じの折り目を切

って裏面まで使用し、さらにメモの紙片

346 枚も付随する。安永末（1780）年頃ま

でに作成され、没するまでの約 30 年間、

補充・訂正を重ねて使用された。講義を聞

いた弟子による記録はよくあるが、講述者

自身の講義用覚え書きは珍しい。 
 

24 蒹葭堂雜誌  〔江戸中期〕 【WA21-16】 

物産、動植物など 48 項目について短

文と図を記したもの。展示箇所は北方

の鳥「ヱトヒルカ」（エトピリカ）。「丸

くむきたるを前々見ることありて形を

うつしをきぬ」とある。次ページには

「全体色くろし」ともあるので、エトピ

リカと間違われることがある腹部の白

いツノメドリ（参考：展示資料 34、35）
ではなく、本当のエトピリカであった。 

天明 5（1785）年田沼意次（たぬま 

おきつぐ）が蝦夷地へ調査隊を派遣、

寛政 4（1792）年ロシアのラクスマン

が来航するなど、ロシア、北方への関心が高まっていたが、大坂は蝦夷産品の集散地であり、

木村蒹葭堂（きむら けんかどう）1736‐1802 

大坂で酒造を営む豪商で、文人・博物家。名は孔恭（こうきょう）。その財

で内外の書籍や、海外産貝類などの標本を集めた。本草方面では小野蘭山（展

示資料 23）に師事、『一角纂考』『奇貝図譜（きばいずふ）』などの著作を残

した。博学多識で交遊も広く、桂川甫周（展示資料 28）、大槻玄沢などの学

者や、蔵書家で知られる豊後佐伯藩主毛利高標（たかすえ）、随筆集『甲子夜

話（かっしやわ）』の著者である平戸藩主松浦静山（まつらせいざん）などの

大名とも親交があった。 
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蒹葭堂も蝦夷の地図や産物を集め、蝦夷情報に精通していた。 

 
資料複製パネル H：木村蒹葭堂 誓盟状  天明 4（1784）年 【WB9-9】 

天明 4（1784）年、蒹葭堂が小野蘭山（展示資料 23）の内門（＝上級）の弟子になった

際の自筆誓約書。「本草学をやめる場合は、入門以来の書写・記録はすべて返納すること」

（第 3 項）など、厳しい内容である。本居宣長の『宇計比言』（展示資料 14）と類似の文書

だが、文章、書体とも異なるので、比較してご覧いただきたい。 
  

25 日本諸州薬譜 〔宝暦年間（1751-1764）

頃〕 【寄別 11-5】 

藍水の著作『日本諸州薬譜』の草稿の一部。

この草稿を整理・浄書する際に、藍水が作業

済の目印とした太い斜線や欄外の「済」の文

字が生々しい。内容は岩石、金属、温泉など

で、動植物は含まない。藍水の子栗本丹洲（展

示資料 29）の孫である大淵常範から、伊藤圭

介（展示資料 36）に与えられた。現在は綴じ

の順番が狂っており、バラバラになった原稿

が伝えられて来たものと考えられている。 

田村藍水（たむら らんすい） 1718‐1776 

名は登（のぼり）。通称元雄。姓を「坂上」（さかのうえ）とも称する。

町医であったが、朝鮮人参の栽培などで幕府に認められ、人参製法所の

責任者となって人参国産化にあたった。幕命により諸州を訪れ薬用植物

の採集や物産の調査も行っている。『人参耕作記』『琉球産物志』などの

著作がある。老中田沼意次（たぬまおきつぐ）、薩摩藩主島津重豪（しま

づしげひで）、木村蒹葭堂（展示資料 24）などとも親交があった。長男

は善之（よしゆき。号西湖） 、次男は栗本丹洲（展示資料 29）で、と

もに幕医・博物家。門下に平賀源内、曽槃（そうはん。薩摩藩の本草学

者）などがいる。 
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26 本草図譜記 〔江戸後期〕 【特 1-2972】 
『本草図譜』配本時の覚え書き。幕府献上本を含め

て各所への配布の巻数・日付を記録している。展示箇

所は御三卿の一つ田安家への配布分の記事。田安家

へは、文政 13（1830）年の山草類（巻 5～8。木版・

手彩色本）から配布され、天保 11（1840）年 6 月配

布の蔓草類 8 冊（巻 25～32。筆写彩色本）には代金

として 3 両下された旨が記されている。 
 
26の参考 本草図譜 巻 16（巻 5～96のうち） 江戸後期  【に-25】 

田安家旧蔵。『本草図譜』は予約制で配布

された。最初の 4 冊（巻 5～8。巻 1～4 は

存在しない）は木版で制作された（ただし、

展示本の巻 5～8 は後補の写本）。資金調達

の困難からか、5 年の空白後、巻 9～96 は筆

写・手彩色本として制作された。本書のよう

な彩色の図譜の場合、少部数であれば、版木

を作って印刷するよりも手で筆写する方が

簡便だったのだろう。そのため、出来には差

が生じるが、本資料は田安家への配布本で、

丁寧に描かれている。展示箇所は画家竹本

石亭画。 
 
 
 
 
 
 
 

岩崎灌園（いわさき かんえん） 1786‐1842 

名は常正（つねまさ）。小野蘭山（展示資料 23）に師事。幕府の徒士（かち）という低い身分

だったが、若年寄堀田正敦（ほったまさあつ）に見出され、屋代弘賢（やしろひろかた。展示資

料 102）が幕命で編纂した『古今要覧稿』（多くの書物から類似の事項を集めて分類し、まとめ

た百科事典形式の書物）の草木部の執筆を担当したり、薬園の設置を許されたりと、活躍の場を

与えられた。代表作『本草図譜』は日本最初の本格的彩色植物図譜。 
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【コラム】国立国会図書館の本草学コレクション 

当館には日本有数の本草学コレクションがある。伊藤文庫は、伊藤圭介（展示資料 36）
が収集し、孫の篤太郎が整理・保存していた本草学関係書約 2000 冊からなる。その中には、

多数の博物家の自筆資料、散逸した著作の実物や写し、一枚刷り、書簡、広告等をも含む『植

物図説雑纂』（122 冊（分 254 冊））などの貴重な資料集がある。また、白井光太郎（展示資

料 76）の旧蔵書で、本草学関係の和漢洋の古書など約 6000 冊からなる白井文庫は、主著

『日本博物学年表』に使用された資料のほとんどが含まれる。平成 13（2001）年には小野

蘭山（展示資料 23）関係資料 89 点をご子孫から寄贈いただいた。今回展示の『本草綱目草

稿』のほか、谷文晁（展示資料 102）筆の『蘭山翁画像』なども含まれている。 
これらの収集以後も、本草学関係の資料は少しずつ増えている。

今回紹介した杉田玄白の書簡（展示資料 27）は、宛先である木下

家からの寄贈、また、南方熊楠の白井光太郎宛葉書（展示資料 77）
は、昆虫学者長谷川仁氏ご子孫からの寄贈である。また、今回は

出展していないが、田村藍水（展示資料 25）・息子の西湖の執務

記録である『万年帳』【WB17-3】などもご子孫から寄贈いただい

た。資料が資料を呼び、コレクションがさらに充実していく、善

き例と言えるだろう。 
※本草学関係の電子展示会に「描かれた動物・植物‐‐江戸時

代の博物誌」がある。 
 

27 杉田玄白書簡（『木下文書』のうち） 〔文化 3（1806）年〕 【YR1-N23】 

木下宗白宛。宗白も小浜藩医で、玄白に師事した。内容は、宗白からの手紙に対する返事

と類焼見舞いに対する礼状で、年記はないが、文化 3（1806）年玄白 74 歳のものと推定さ

れる。当書簡を収める『木下文書』は、宗白の子孫で医師の木下熙（ひろむ）が杉田家から

の書簡などを明治 42（1909）年に整理したもので、親交のあった日本画家の富岡鉄斎が箱

書と自序を代書している。 

杉田玄白（すぎた げんぱく） 1733‐1817 

小浜藩医。前野良沢、中川淳庵、桂川甫周（展示資料 28）らと『解体新

書』を訳述し、安永 3（1774）年刊行、日本医学の発展に大きな影響を与

えた。晩年の回想録『蘭学事始』には、翻訳の苦労が描かれている。家塾

天真楼で大槻玄沢などの弟子を育て、蘭学の発達に貢献した。 
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28（前期） 蝦夷草木図 小林豊章画 寛政 5（1793）年 桂川甫周写 【寄別 11-2】 

幕吏小林豊章が寛政 4（1792）年に西蝦夷地（北

海道の日本海沿岸）と樺太（サハリン）南部を調査

し、そこで目にした植物を写生してまとめた図譜。

展示資料は、甫周が寛政 5（1793）年に幕府の献上

本を模写したもの。展示箇所に描かれているのはセ

タノキ（ホテイアツモリソウ）。伊藤圭介（展示資

料 36）旧蔵で、黄色の付箋は圭介筆。江戸の本草

家福井春水の付箋、圭介の孫・理学博士伊藤篤太郎

のメモもある。 
 
28（後期） 蝦夷草木図 小林豊章画 寛政 5（1793）年 桂川甫周写 【寄別 11-2】 

幕吏小林豊章が寛政 4（1792）年に西蝦夷地（北海道の日本海沿岸）と樺太（サハリン）

南部を調査し、そこで目にした植物を写生してまとめた図譜。展示資料は、甫周が寛政 5
（1793）年に幕府の献上本を模写したもの。展示箇所に描かれているのはポロヤキナ（エ

ゾオグルマ）。伊藤圭介（展示資料 36）旧蔵で、ピンク色の付箋は圭介筆。圭介の孫・理学

博士伊藤篤太郎のメモもあり、本図に「Cineraria」と学名を記したのはシーボルト（展示

資料 33）という。 
 

29  蝦夷草木図 小林豊章画 寛政 9（1797）年 栗本丹洲写 【亥-215】 

若年寄堀田正敦は、寛政 9（1797）年丹洲に命じて所蔵の『蝦夷草木図』に漢名・和名と

桂川甫周（かつらがわ ほしゅう） 1751‐1809 

名は国瑞（くにあきら）。号は月池。幕府奥医師で、『解体新書』の翻訳にも携わった。ツュ

ンベリーら江戸参府オランダ商館長一行と会談し、新知識の吸収に努めた。将軍家斉の内旨を

受け、大黒屋光太夫のロシアでの体験見聞を聴取、分類記録した『北槎聞略』（ほくさぶんり

ゃく）は名著として名高い。 

栗本丹洲（くりもと たんしゅう） 1756−1834 

名は昌臧（まさよし）。通称瑞見。田村藍水（展示資料 25）の次男で、幕府医官栗本昌友の

養子になった。幕府奥医師として医学館において本草を講じ薬品を鑑定した。これまで十分な

研究がなされていなかった動物の研究に尽力し、『皇和魚譜』『千虫譜』などの著作を残した。

シーボルト（展示資料 33）に『蟹蝦類（かいかるい）写真』『魚類写真』（この場合の「写真」

は写生のこと）を贈り、シーボルト編『日本動物誌』（Fauna Japonica）にも引用されてい

る。 
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注釈を加えさせた。展示資料は、その際、丹洲が自身の

ために転写したもの。朱字は丹洲の書入れで、藍字は幕

医坂丹邱のもの。江戸時代は木版などの印刷による書

物の出版も盛んだったが、書写による写本での流通も

引き続き行われた。展示資料 28、29 とも原書に近い転

写本で描写も丁寧なものだが、元とした本の違い、所蔵

者の書入れなどにより、伝える内容はすでに同一では

なくなっている。 
 

２ 横文字との格闘 

 

30 西洋内科撰要（『宇氏秘笈』のうち） ゴルテル著 宇田川玄随訳 〔寛政年間（1789-

1801）頃〕写 【WA21-14】 

玄随はゴルテルの内科書（Johannes de Gorter: 
Gezuiverde geneeskonst, of kort onderwys der 
meeste inwendige ziekten, Amsterdam, 1744）を

翻訳し、寛政 5（1793）～文化 5（1808）年に『西

説内科撰要』として出版した。展示資料はその草稿。

原書は桂川甫周（展示資料 28）所蔵。和綴じの罫紙

を横にしてオランダ語の原文と訳語を記す。胡粉で

修正した部分も見られ、刊本（奥に複製パネルを参

考展示）と比較すると、訳文ができあがるまでの苦

心が見て取れる。なお、刊本はのちに宇田川玄真・

藤井方亭による増補重訂版も作られ、初版で「哥爾

都（コウルツ）」となっていた部分が「熱病」となる

など、よりわかりやすい文章になっている。 
 
 

   

  

   

 
 

宇田川玄随（うだがわ げんずい） 1755‐1797 

津山藩医。名は晋（しん）、号は槐園。家業の漢方医学を修めるが、25 歳の時に

桂川甫周（展示資料 28）・大槻玄沢の説を聞き、蘭学を学ぶ。玄沢の門に入り、さ

らに杉田玄白（展示資料 27）、前野良沢、中川淳庵らに就いて蘭学を修めた。訳書

『西説内科撰要』は、オランダ内科説を日本に紹介した最初のもの。西洋医学が外

科のみならず内科にもすぐれていることを広く知らしめた。 
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30の参考（複製パネル） 内科撰要 巻 1‐12（刊本）  

我爾徳児著 宇田川玄随訳 江戸 須原屋市兵衛刊 寛政 8（1796）～9（1797）年 早稲

田大学図書館洋学文庫蔵 （文庫 08 C0026） 

31 英吉利文話之凡例 2巻 ロバート・モリソン著 〔江戸後期〕 吉雄如淵増補・写 【特

7-47】 

31の参考 A grammar of the English language for the use of the Anglo-Chinese 

College /  Robert Morrison, Macao, East India Company’s Press, 1823 （復刻 鄭州 

大象出版社 2008）【KK27-C99】 
従来は如淵の著作と思われてい

たが、実は、中国本土最初のプロテ

スタント伝道者であるイギリス人

ロバート・モリソン著の中国人向

けの英語学習書（奥に復刻本を参

考展示）に、如淵がオランダ語対

訳、日本語の注記などを加えて写

したもの。日本における英語研究

の初期の例で、オランダ語と中国

語とを媒介に行われていたことは

興味深い。なお、展示資料は文政 10
（1827）年長崎の鳴滝塾でオラン

ダ語を学んでいた伊藤圭介（展示資料 36）に、寄宿先の如淵が与えたもの。 

吉雄如淵（よしお じょえん） 1785‐1833 

通称権之助。長崎のオランダ通詞。前野良沢、杉田玄白（展示資料 27）とも交流があった通

詞・医師の吉雄耕牛の子。通詞出身の蘭学者中野柳圃（志筑忠雄）に師事。オランダ商館長ドゥ

ーフについてフランス語を、オランダ商館の荷役係でのちに商館長になったコック・ブロンホフ

について英語を学び、ドゥーフとともに蘭日辞典（いわゆる『ヅーフ・ハルマ』）の編集にあた

った。シーボルト（展示資料 33）が長崎の鳴滝塾で診療と教授を行った際には、通訳をつとめ、

また、オランダ語を伊藤圭介（展示資料 36）、高野長英（展示資料 37）らの塾生に教授した。 
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32 英粤字典 チャーマーズ著 〔江戸末期〕 西村茂樹写 【827-128】 

32の参考 An English and Cantonese pocket‐dictionary = 英粤字典 / John Chalmers, 

Hong Kong, London missionary society’s 

press, 1862 (2d. ed.) 【495.1-C438e】 
広東語-英語辞典の写し。原書（奥に第 2版

を参考展示）にはない西村による朱字の（ ）

は、南方中国語音によって英語の発音を示す

（例：「Add」の部分の「（壓）」（圧）は広東語音で「aat」。

現代の標準語の普通話（北京語）では「ya」）。西村

の自叙伝『往事録』に、文久元（1861）年か

ら蘭学・英学を学び「寸暇あれば西洋の辞書

を謄写して後日の準備となせり」「此時世人洋

学を悪（にく）む者多きを以て、是を学ぶは

尤も内密にせざるべからず、其上辞書を始として書類甚（はなはだ）乏しく、実に無益の労

力を為したり」とある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西村茂樹（にしむら しげき） 1828‐1902 

思想家。父は佐倉藩士。少年期より儒学・砲術を、のちには蘭学・英学を学

ぶ。維新後、明治 6（1873）年文部省に出仕。明六社創設にも中心的役割を果

たす。政府の欧化傾向に対し国民道徳の回復を訴え、明治 9（1876）年東京修

身学社を設立（のちに日本講道会、日本弘道会と改称）。『日本道徳論』などを

発表、日本弘道会会長として儒教中心・皇室尊重の国民道徳の普及に努めた。

当館では西村の自筆本など 86 点 206 冊を所蔵する。 
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３ シーボルトをめぐる人々 

 33 Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel / James Hingston Tuckey, Rotterdam, 

J. Immerzeel, 1819 【蘭-269】 

英国海軍中佐・探検家 James Hingston Tuckey の

著作『海洋地理学と統計』（Maritime geography and 
statistics）のオランダ語版（第 1 冊）。「チュケイ地理

書」と称され、シーボルトから天文方（てんもんかた）

の高橋景保（かげやす）に贈られた。見返しにはシー

ボルト自筆で「医学博士フィリップ・フランツ・フォ

ン・シーボルトより江戸王室天文台の敬愛するグロビ

ウス君へ記念として贈る 1826 年 5 月」という内容

のオランダ語献呈辞が書かれている。「グロビウス

（Globius）」は景保のオランダ名。景保はシーボルト

と親しく交際し世界事情の入手に努めたが、シーボル

ト事件で獄死。本書も幕府に没収された。蕃書調所旧

蔵。 
 

シーボルト（Philipp Franz von Siebold） 1796‐1866 

ドイツ人医師。オランダ商館付医官として文政 6（1823）年来日。

長崎の鳴滝塾で多くの門人に西洋医学・博物学を伝授し、また、江戸

参府の際（1826 年 2 月 15 日～7 月 7 日）には長崎‐江戸間の各地で

蘭学者らと交わって情報交換をした。その成果は『日本』（Nippon）、
『日本植物誌』（Flora Japonica）、『日本動物誌』（Fauna Japonica）
などにまとめられている。文政 11（1828）年、禁制品の地図などを海

外に持ち出そうとして国外追放になった（シーボルト事件）が、安政

6（1859）年には再来日した。 

水谷豊文（みずたに とよぶみ） 1779‐1833 

名は「ほうぶん」とも。通称助六。尾張藩士で博物家、同藩薬園の管理にも当たる。本草を小

野蘭山（展示資料 23）などに、蘭学を野村立栄 （りゅうえい。初代) に学び、伊藤圭介（展示資

料 36）や大窪昌章など嘗百社（しょうひゃくしゃ。尾張博物家の会）の人々を育てた。参府旅行

中のシーボルト（展示資料 33）と交流、『日本植物誌』にも「日本の高名な植物学者である水谷

助六」として登場し、代表作の『物品識名』が引用されている。リンネの学名で正しく同定され

ていることからシーボルトが驚嘆した豊文の植物図譜は、オランダに現存する。 
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34 エトヒルカ図（錦窠禽譜第 4 冊のうち） 〔文化年間（1804-1818）頃〕 【寄別 11-

10】※前期 

『錦窠禽譜（きんかきんふ）』は伊藤圭介（展示資料

36）が鳥類関係の資料・稿本を集積し、弟子の博物学者

田中芳男、孫の伊藤篤太郎が整理したもの。圭介自身の

原稿や図のほか、尾張やその周辺地域の人々が執筆した

ものも多く収録されており、展示箇所は水谷豊文の自筆

図。「エトヒルカ」とあるが、エトピリカではなくツノメ

ドリで、右上部のラテン語の属名「Alca」の文字は、篤太郎の識語に「Siebold（シーボル

ト）の自筆鑑定か」とある。豊文自身の『水谷禽譜』に「ヱトヒルカ」の項目があり、本図

と同様の図が掲載され、文化 6（1809）年 4 月に熱田沖で捕えられた旨を紹介している。 
 
35 エトピルカ図（錦窠禽譜第 18冊のうち） 文化 6（1809）年 【寄別 11-10】※後期 

『錦窠禽譜（きんかきんふ）』は伊藤圭介（展示資料 36）が鳥類関係の資料・稿本を集積

し、弟子の博物学者田中芳男、孫の伊藤篤太郎が整理したもの。圭介自身の原稿や図のほか、

尾張やその周辺地域の人々が執筆したものも多く収録されており、これは水谷豊文による

「異鳥」の記録の断片。墨字が豊文、朱字が圭介で、裏面はこの鳥のスケッチ。「エトピル

カ」とあるがツノメドリである。豊文自身の『水谷禽譜』に「ヱトヒルカ」の項目があり、

文化 6（1809）年 4 月に熱田沖で捕えられた旨を紹介するが、本記録では死後に「虫生じて

臭きよし」と生々しい。 
 

36 錦窠蟹譜（きんかかいふ）（第 2冊） 〔江戸末期〕 【寄別 11-7】 

表紙の題名は「椎氏蟹譜鈔（しいしかいふしょう）」。「椎氏」とはシーボルトのこと。圭

介の蟹類についてのさまざまな資料・稿本を孫の伊藤篤太郎が編集した『錦窠蟹譜』（稿本。

全 5 冊）の 1 冊。シーボルト編『日本動物誌』（Fauna japonica 右に複製パネルを展示）

伊藤圭介（いとう けいすけ） 1803‐1901 

尾張の博物家・医師。号は錦窠（きんか）。水谷豊文（展示資料 34、35）
とシーボルト（展示資料 33）に師事。リンネの近代的な植物分類法を日本

で初めて紹介した『泰西本草名疏（たいせいほんぞうめいそ）』を刊行、尾

張博物家の会である嘗百社（しょうひゃくしゃ）の中軸として活躍し、尾

張藩洋学所の総裁としても研究・教育に当たった。明治維新後は東京へ転

居し、東京大学の教授として小石川植物園で研究を継続、日本最初の理学

博士ともなった。99 歳の長命を保ち、その間収集した広範な博物誌資料は

孫の植物学者伊藤篤太郎に受け継がれ、主要部分が伊藤文庫（約 2000 冊） 
として当館に現存する。 
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甲殻類部の、シーボルトによる解説中の学名・和名対照リ

ストと図を抄録する。篤太郎の識語によると、圭介は幕末

に同書を調査・抄録し、図版は鉛筆で輪郭をなぞり写した

とある。      
圭介による「図も多し少（すこし）く鈔する（＝写す）

のみ」の書入れがある。圭介は植物学者としての業績が大

きいが、自然物全般に幅広く関心を持っていた。 
 
36の参考 Fauna japonica. Crustacea / auctore Ph. 

Fr. de Siebold ; elaborante W. De Haan, Lugduni-

Batavorum, Ex Officin. Lithogr. Auctoris et Typis 

J. G. La Lau. 1850. 【Sd-101】  
 

37 軍法不審 荻生徂徠著 〔江戸後期〕 高野長英写  【勝海舟関係文書 53】 

脱獄後江戸に潜伏していた長英（47 歳）が、嘉永 3（1850）年 9 月頃、蘭学塾を開いて

いた 28 歳の勝海舟（展示資料 49）と夜中に談論し、別れの際に海舟に手渡した自筆写本。

『軍法不審』は荻生徂徠の兵学書『鈐録外書（けんろくがいしょ）』の別名。版本はなく、

写本や木活字本で流布していた。巻末の長英の跋文には、「敬服ノ余リ」筆を執ったと読後

の感激をしのぶことができる。この 1 か月後、長英は死に至る。表紙には勝海舟の筆で「高

野長英真筆／同人脱牢後逢於横谷／氏之宅此時送予処」と記す。勝海舟旧蔵。 
 
  

高野長英（たかの ちょうえい） 1804‐1850 

蘭学者、医師。奥州胆沢郡水沢の生まれで、養父玄斎は杉田玄白（展示資料

27）の門人。シーボルト（展示資料 33）の鳴滝塾でオランダ語を学び、長英

がオランダ語で書いた論文はシーボルトの著書『日本』（Nippon）にも掲載さ

れている。蛮社の獄（天保 10（1839）年）において幕政批判の罪で永牢の判

決をうけたが、後に脱獄逃亡、宇和島、広島を経由し、江戸に再潜入。嘉永 3
（1850）年、捕吏に襲われ自殺した。 
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第２部 近現代 

第１章 幕末・維新の人々 

38 吉田松陰書簡  安政 6（1859）年 3月 【井上馨関係文書 634-2】 

幕府の日米修好通商条約調印をめぐる過激な言動により萩の野山獄に収容された松陰か

ら、交流が深かった人（来島又兵衛・小田村伊之助・桂小五郎（木戸孝允→展示資料 64）・
久保清太郎）に宛てた書簡。死を覚悟した心境を吐露するとともに、自分の指示による伏見

要駕策の失敗により投獄された愛弟子入江九一（杉蔵）について述べている。入江は、松陰

の他の門弟たちが反対する同策に賛成し、実行を計画したが、老母の扶養と家の存続のため

に計画の実行を直前で弟に譲り、自らは家に残ったにも拘らず投獄されてしまった。しきり

に放免を求める入江について、天下国家の大事を前にして母子の情を訴える姿に不満を示

しつつも、一定の理解を示そうとしている。入江はこののち出獄するも、禁門の変で久坂玄

瑞らとともに戦い重傷を負って自刃する。 

 

 

【コラム】亡友帖 

石田英吉が、武田耕雲斎、木戸孝允、坂本龍馬、中岡慎太郎、高杉晋作など交友のあった

人物 15 人の書簡や漢詩（草稿）など 19 点の筆跡を一つの巻物に貼り込んだもの。 

吉田松陰（よしだ しょういん） 1830-1859  

幕末の思想家、教育者。長州藩士。通称は寅次郎。欧米遊学を志し、安政元

（1854）年に下田に停泊中のペリーの艦隊に同行を申し出たが断られ、自首し

て入獄。出獄後、萩の自宅内に松下村塾（しょうかそんじゅく）を開き、高杉

晋作（展示資料 39-3）、伊藤博文（展示資料 51）、山県有朋（展示資料 53）ら

を門下生とした。安政の大獄で刑死。 
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石田は土佐に生まれ、勤王運動に奔走した志士であった。天誅組の挙兵にくわわり、のち

奇兵隊、海援隊に加入、戊辰戦争にも従軍した。維新以後には新政府に仕え、農商務省次官、

高知県知事、明治 29（1896）年に男爵、のちに貴族院議員となる。 
石田がこの巻物を作成した、あるいは資料をあつめた動機はつまびらかではないものの、

高知県知事在任中の明治 26（1893）年に、内務省からの訓令により維新の功労者の調査を

行ったことも影響していると思われる。また、明治 30（1897）年には、元治元（1864）年

9 月 5 日に処刑された土佐勤王党の二十三士をしのび、記念碑の建立に尽力している。当

時、石田はこの二十三士について資料を集めるとともに懐旧談を遺しており、若き頃の同志

の回顧やその事績を伝えることに積極的であったといえよう。 
石田に限らず、ある程度社会が落ち着いてきた明治 20 年代以降になると、幕末維新期の

活動について元幕臣や旧藩関係者によって古老の聞き書きや回顧がなされるようになって

きていた。 
石田が残した文書（石田英吉関係文書）には、前述の二十三士にかかわる「海南殉難士略

伝」と誅組に関連するいった

記録や天資料類「大和日記」

も遺されており、後世に維新

期の事績を伝えようとする

石田の思いがうかがえる。 
 

 

39-1 新政府綱領八策（『亡友帖』のうち）  慶応 3（1867）年 11月 【石田英吉関係文書

1-5】 

「船中八策」をもとに龍馬が起草して土佐藩重役に示した新国家の政体案。「船中八策」

とは、慶応 3（1867）年に土佐藩士後藤象二郎が前藩主山内容堂に大政奉還の進言を行った

際、龍馬と作成したものであるという。大政奉還のほか、議会制度、官制、外交、大典の撰

定、軍制など後の明治新政府の基礎となる建言を含んでおり、同年 10 月に土佐藩から幕府

へ提出された大政奉還に関する建白書も、この「船中八策」に基づいて作成された。展示資

坂本龍馬（さかもと りょうま） 1835-1867 

幕末の志士。名は直柔（なおなり）。才谷梅太郎とも名乗った。土佐に生

まれたが、脱藩して諸国を放浪した後、江戸で勝海舟（展示資料 49）の門下

に入り、開国論に目覚める。亀山社中（のちの海援隊）を結成して貿易業に

従事する一方、西郷隆盛（展示資料 44）と木戸孝允（展示資料 46）の間を

取り持って薩長同盟を成立させ、幕府の大政奉還を実現させたが、京都近江

屋で中岡慎太郎（展示資料 39-2）とともに暗殺された。 
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料の伏字部分「○○○」には容堂説、徳川慶喜（展示資料 9）説などがあり、今も通説は定

まっていない。 

 

39-2 中岡慎太郎筆跡（『亡友帖』のうち） 慶応 3（1867）年正月【石田英吉関係文書 1-

15】 

中岡慎太郎は慶応 3（1867）年 1 月に大宰府に赴き、文久 3（1863）年 8 月 18 日の政変

で京都から追放されていた七卿のうち、当時大宰府に滞在していた三条実美（展示資料 41）・
三条西季知（さんじょう にしすえとも）・東久世通禧（ひがしくぜ みちとみ）・四条隆謌

（ し じ ょ う 

たかうた）・壬

生基修（みぶ 

もとなが）の

5 人に孝明天

皇の死を伝え

た。そこで詠

んだ七言絶句

である。 
 

中岡慎太郎（なかおか しんたろう） 1838-1867 

幕末の志士。土佐生まれ。土佐勤王党結成に参加したが、土佐藩によって弾

圧されると、脱藩し、坂本龍馬（展示資料 39-1）とともに薩長同盟締結に尽力

した。のちに土佐藩より脱藩の罪を許され、龍馬の海援隊に続き陸援隊を結成

し隊長となったが、龍馬とともに近江屋で暗殺された。 
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39-3 高杉晋作書簡（『亡友帖』のうち） 〔慶応元（1865）年頃〕 【石田英吉関係文書 1-

7】 

 
署名に“谷”とあり、藩命により「谷潜蔵」と改名した慶応元（1865）年 9 月以降の筆

であろう。同世代の石田に「激論を申し述べ」たことについて「病客（病人）は気短にて兎

角失敬」と詫びている。松下村塾（しょうかそんじゅく）において高杉の弟分であった伊藤

博文は、のちに高杉の記念碑の碑文に「動けば雷電のごとく、発すれば風雨のごとし」と書

いてその人柄を評しているが、この書簡からも、熱しやすく奔放な高杉の人柄が垣間見える。 
 

＜その他の「亡友帖」に筆跡がある人物＞ 

 

藤田東湖（ふじた とうこ）1806-1855 

→展示資料 13 

 

武田耕雲斎（たけだ こううんさい）1803-1865 

幕末の水戸藩士。水戸藩改革派の主流として活躍したのち、尊王攘夷の急進派である天狗

党の首領となって京都を目指したが、金沢藩に降伏して処刑された。 

 

木戸孝允（きど たかよし）1833-1877 →展示資料 46 

 

高松鶴吉（たかまつ つるきち）1807-1876 

高杉晋作（たかすぎ しんさく）1839-1867 

幕末の志士。長州生まれ。松下村塾（しょうかそんじゅく）で学んだのち、

尊王攘夷運動に参加し、英国公使館の焼き討ちなどに関与した。文久 3（1863）

年に下関防衛のために奇兵隊を創設、第 2 次幕長戦争で幕府軍を撃退するな

ど活躍したが、維新前に病没した。 
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幕末の儒学者。土佐で私塾を開き、中岡慎太郎（展示資料 39-2）や石田英吉を輩出した。

坂本龍馬（展示資料 39-1）の姉の千鶴の夫であり、長男が坂本家の本家を、二男が龍馬の

後を継いだ。 

 

間崎哲馬（まさき てつま）1834-1863 

幕末の土佐藩士。土佐勤王党に参加し、藩政改革を目指したが、前藩主である山内容堂の

怒りをかい、自刃を命じられた。 

 

大山綱良（おおやま つなよし）1825-1877 

幕末の薩摩藩士、官僚。寺田屋事件では過激派藩士粛清の中心となったが、鹿児島県令在

任中の西南戦争では西郷隆盛（展示資料 44）を支援したため、処刑された。 

 

門田為之助（かどた ためのすけ）1838-1867 

幕末の土佐藩士。土佐勤王党に参加し、勝海舟（展示資料 49）の門下生として坂本龍馬

（展示資料 39-1）らと交流があった。 

 

河上彦斎（かわかみ げんさい）1834-1872 

幕末の熊本藩士。尊王攘夷派に参加し、佐久間象山を暗殺したことなどから「人斬り彦斎」

とも呼ばれた。 

 

吉賀牧太（よしが まきた）1844-1868 

長州藩出身。戊申戦争の際に越後に出陣したが、病没した。 

 

伊達千広（だて ちひろ）1802-1877 

幕末の和歌山藩士、国学者、歌人。史書「大勢三転考」を記して名を残した。陸奥宗光（展

示資料 135）の実父。 

 

長谷川鉄之進（はせがわ てつのしん）1822-1871 

幕末の尊王攘夷派の志士。越後国出身。禁門の変や戊辰戦争を戦った。 

 

大楽源太郎（だいらく げんたろう）1834-1871 

幕末の長州藩士。高杉晋作らと尊王攘夷運動を推進し、私塾の西山書屋を開いて子弟の教

育にあたった。 
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40 板垣退助書簡 文久 2（1862）年 6月 6日 【憲政資料室収集文書 69-1-3】 

江戸藩邸詰の板垣から同郷の土佐藩士片岡健吉に宛てた書簡。「長井雅楽（ながいうた）

の切腹は虚説の趣」と述べられている長井とは長州藩士である。文久元（1861）年 3 月に

長井は藩主毛利敬親（もうりたかちか）に開国と公武合体を建白し、一時は長州藩の政治方

針となったが、まもなく木戸孝允（展示資料 46）ら藩内の尊攘派の反対にあい失脚、切腹

を命じられた。この書簡が書かれた文久 2（1862）年 6 月時点では長井は失脚しただけで

あり、切腹は翌年 2 月であった。 

 
 

41 三条実美書簡  明治 6（1873）年 7月 9日 【憲政資料室収集文書 265-1-2】 

三条実美（さんじょう さねとみ） 1837-1891  

幕末・明治の公家・政治家。尊攘派公家の中心人物として長州藩と提携し、

公武合体派の公家岩倉具視（展示資料 42）を弾劾するなど、朝幕の力関係の逆

転を策したが、会津・薩摩を中心とする公武合体派に敗れ、他の公家 6 人とと

もに長州へ逃れた（七卿落ち）。明治維新後は、太政大臣、内大臣などを歴任し

た。 

板垣退助（いたがき たいすけ） 1837-1919  

幕末･明治の政治家。土佐藩出身。名は正形、退助は通称。討幕運動を推進

して戊辰戦争に参加し、新政府では参議に就任した。征韓論をめぐって大久

保利通（展示資料 45）らと対立し、西郷隆盛（展示資料 44）らとともに辞

職、民撰議院設立建白書を政府に提出するなど、自由民権論を主張した。明

治 14（1881）年自由党を創設し、総理に就任。 岐阜での遊説の際、刺客に

襲われ「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだとも伝えられる。 
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 太政大臣の三条から、右大臣の岩倉具視（展示資料 42）に宛てた書簡。当時岩倉は、特

命全権大使として使節団を率いて欧米歴訪中であった。三条は書簡の前半で皇居炎上後の

様子に触れている。明治 6（1873）年 5 月 5 日の皇居炎上により赤坂離宮が仮皇居となっ

ていたが、そのままでは国内外に対し体面を保ち難かった。いずれ皇居を再建するに当たっ

ては、使節団が視察してきた各国の帝王居所の体裁を参考としたいと述べている。後半では

大蔵省などの人事問題に触れている。 
  

42 岩倉具視書簡 明治 6（1873）年 7月 2日 【三条家文書（書簡の部）191-49】 

使節団を率いて欧米歴訪中の岩倉から、日本で留守を預かる太政大臣三条実美（展示資料

41）に宛てた書簡。日付からみてジュネーブで書かれたものと思われ、各国歴訪も残すとこ

ろ 1 か国である旨記されている。また、皇居炎上の報に驚愕したことも書かれており、留守

政府の種々の苦労を気遣っている。岩倉はこの書簡を書いた 18 日後、7 月 20 日にマルセ

イユを発し帰途についた。 
 

43 有栖川宮熾仁親王書簡  明治 9（1876）年 7月 24日 【陸奥宗光関係文書 3-10】 

岩倉具視（いわくら ともみ） 1825-1883  

幕末・明治の公家・政治家。当初公武合体を目指したが、転じて薩長討幕派

と結んで王政復古を実現し、明治政府では参与や右大臣に就任。特命全権大使

として「岩倉使節団」を率いて欧米各国を歴訪した。帰国後は征韓論を退ける

など内治策に努めた。 

有栖川宮熾仁親王（ありすがわのみや たるひとしんのう） 

1835−1895  

有栖川宮第 9 代親王。幕末に尊王攘夷論を主張。明治政府では総裁職に就任し

た。戊辰戦争で東征大総督となり、のちに陸軍大将や参謀総長をつとめた。 
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元老院議長の職にあった有栖川宮が、元老院議官であった陸奥宗光（展示資料 135）と柳

原前光（やなぎわら さきみ

つ）に宛てた書簡。芝離宮に於

いて、三条実美（展示資料 41）、
岩倉具視（展示資料 42）、木戸

孝允（展示資料 46）、大久保利

通（展示資料 45）、伊藤博文（展

示資料 51）などを招いて催さ

れると記されている宴会は、

日にちや顔ぶれからみて明治 9（1876）年に実施された明治天皇の東北・北海道巡幸の慰労

会と思われる。 

  

44 西郷隆盛書簡 慶応 4（1868）年 2月 1日 【牧野伸顕関係文書（書類の部）C13】 

西郷から大久保利通（展示資料 45）
に宛てた書簡。慶応 4（1868）年 1 月

11 日、鳥羽・伏見の戦いが終局に向か

う中で起きた神戸事件（神戸居留地附

近での岡山藩兵と外国兵との衝突およ

び外国人殺害事件）の早期解決を促す

内容である。解決が遅れることにより、

新政府が外国から侮られることを危惧

する様子が伝わる。また、追伸では英国公使の通訳をしていたアーネスト・サトウ（のちの

英国公使）の名前もみえ、前述の早期解決の重要性はサトウから内々に聞いたことであるこ

とがわかる。 
 

西郷隆盛（さいごう たかもり） 1827-1877  

幕末・明治の政治家。通称は吉之助。号は南洲。薩摩藩の下級士族の出身。

藩主島津斉彬（なりあきら）に取り立てられ、一橋慶喜将軍擁立運動などに奔

走した。第 2 次幕長戦争以後、倒幕運動の指導者となった。坂本龍馬（展示資

料 39-1）の仲介で薩長同盟を結んだ。また、江戸城の無血開城を実現した。新

政府では参議となるが、征韓論などで大久保利通（展示資料 45）らと対立し、

下野。西南戦争に敗れて城山で自刃した。「明治維新の三傑」の 1 人とされる。 
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45 大久保利通書簡 明治 6（1873）年 10月 17日 【三条家文書（書簡の部）279-4】 

「奉職の目的立ち難く」と大久保が太政大臣三条実美（展示資料 41）に提出した参議辞

任の趣意書。三条や岩倉具視（展示資料 42）らの要請をうけ参議に就任した大久保は、反

征韓論の立場から、西郷隆盛（展示資料 44）が使節として朝鮮に派遣されることに反対し

た。しかし、10 月 15 日の閣議により西郷の派遣が内定するにおよび、大久保は 17 日に辞

表と共にこの趣意書を提

出。しかし、この問題はそ

のまま決着することな

く、最終的には 24 日に明

治天皇が岩倉の奏上を受

け入れ西郷の派遣を無期

延期とした。征韓論に敗

れた西郷は参議を辞し、

鹿児島に戻った。 
  

46 木戸孝允書簡 明治 5（1872）年 9月 14日 【井上馨関係文書 357】 

大久保利通（おおくぼ としみち） 1830-1878  

幕末・明治の政治家。薩摩藩出身。初名は利済。西郷隆盛（展示資料 44）、
岩倉具視（展示資料 42）とむすんで公武合体運動を推進、その後転じて、倒

幕運動の中心となる。新政府で、版籍奉還、廃藩置県などの改革を断行した

のち、大蔵卿や内務卿を歴任した。明治 11（1878）年、不平をもった士族に

より暗殺。西郷、木戸孝允（展示資料 46）と並んで「明治維新の三傑」の 1
人  

木戸孝允（きど たかよし） 1833-1877  

幕末・明治の政治家。初め桂小五郎と称し、のち木戸姓。西郷隆盛（展示資

料 44）と薩長同盟をむすび、倒幕をはかった。「五箇条の御誓文」起草に参画、

版籍奉還や廃藩置県を推進した。征韓論・征台論に反対して一時政権の主流か

ら離れたが、大阪会議により、再び参議となった。 「明治維新の三傑」の 1
人。 
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岩倉使節団の副使として欧米歴訪中の木戸から、日本の井上馨に宛てた書簡。およそ 7.5
メートルにわたるこの長い書簡は、明治維新当時の苦難や犠牲の回顧から始まり、当時ワシ

ントン在勤だった 26 歳の森有礼を引き合いに出しながら、日本の拙速な開化政策が内面の

意識を伴わない「皮膚上之事」であると

非難している。維新時の苦難を知り、新

政府の発足に心身を削ってきた木戸に

とって、維新前後に欧米留学歴をもち、

外国に向かって軽々に日本政府を非難

するかのような言動をとる森は容認し

がたい存在だったことが分かる。また、

文末の「長夜鬱々之余愚意吐露仕候」に

は、生真面目で思いつめがちな木戸の性

格が表れている。 
 

47 シベリア日記 甲 明治 11（1878）年 【榎本武揚関係文書 9】 

榎本のシベリア横断の際の日記。榎本は特命全権公使として当時の北方領土問題を解決

するためロシアに派遣され、明治 8（1875）年 5 月、樺太・千島交換条約を締結した。榎本

はそのまま初代ロシア公使として駐在し、明治 11（1878）年に鉄道と馬車でシベリアを横

断して帰国した。この日記はその 66 日間の記録である。内容はシベリアの地勢、風土、植

物、政治、経済など多岐にわたる。出立日の 7 月 26 日の記述には、出発にあたり「パスポ

ールト」（旅券）を渡されたことや、汽車の車中で貯えて置いた日本酒 1 瓶を開けて飲んだ

が口に合わなかったことなどが記されている。 

榎本武揚 （えのもと たけあき） 1836-1908  

幕末・明治の軍人・政治家。長崎海軍伝習所で勝海舟（展示資料 49）の指

導下に航海術などを学び、次いでオランダへ留学し自然科学、法学などを学

んだ。竣工した開陽丸で帰国、幕府海軍副総裁となる。戊辰戦争では箱館の五

稜郭にこもり、政府軍と交戦するが降伏。特赦され、明治政府では諸大臣を歴

任し、駐ロシア公使として樺太千島交換条約を締結するなど活躍した。 

大鳥圭介 （おおとり けいすけ） 1833-1911  

幕末・明治の軍人・外交官。名は純彰で圭介は通称。蘭学や西洋兵学を学び、

幕府陸軍幹部となる。戊辰戦争では、榎本武揚（展示資料 47）と合流し北海

道に入ったが、五稜郭の戦いで降伏。のち明治政府に取り立てられ、工部大学

校長や清国公使を歴任した。 
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48 流落日記 明治 2（1869）年 5月 18日～6月 30日 【大鳥圭介関係文書 1】 

明治 2（1869）年、五稜郭の戦いに敗れた榎本武揚（展示資料 47）、大鳥

ら 7 名は、東京まで護送されたのち入獄した。この日記は、5 月 18 日の五

稜郭開城から、6 月 29 日に千住に着くまでの大鳥による道中日記である。

日付と天気、宿泊地を基本とした簡潔な記述であり、日によっては昼食場

所、移動距離などが記されている。また、各宿泊地での戊辰戦争による戦禍

の状況も記されており、軍人らしい目線を感じさせる。サイズは小さいなが

ら、榎本らの護送経路を伝える貴重な史料である。 
 

 
49 勝海舟自画自賛  【勝海舟関係文書 43】 

勝が自画像に自ら賛（画に添えて書かれた詩や文）を書き添えた、自画

自賛である。賛は、小事にこだわらないのは自分の気質であるから、将に

もなれば卒（雑兵）にもなる、朝廷にあれば参議、在野にあれば散人とな

るが、いずれにしても、心持ちはさっぱりとして時世を見ているといった

内容である。野にあったときの心情を書いたものと考えられるが、作成年

代は不詳である。「睥睨世一」と書き損じた箇所は上から貼った紙で「睥

睨一世」と修正されている。 
 

50 福沢諭吉書簡 明治 25（1892）年 2月 5日 【榎本武揚関係文書 25】 

勝海舟（かつ かいしゅう） 1823-1899  

幕末・明治の幕臣・政治家。明治維新後は安芳（やすよし）と改称した。通

称は麟太郎で海舟は号。長崎の海軍伝習所で航海法を学び、咸臨丸の艦長とし

て太平洋を横断して渡米した。帰国後は、幕府海軍育成に尽力。戊辰戦争では、

幕府側代表として西郷隆盛（展示資料 44）と会見し、江戸城無血開城を実現さ

せた。維新後、海軍卿、元老院議官、枢密顧問官を歴任。 

福沢諭吉（ふくざわ ゆきち） 1834-1901  

明治時代の啓蒙思想家、教育家。大坂で緒方洪庵に蘭学を学び、江戸に蘭学

塾（のちの慶応義塾）を開設した。英学を独習し、幕府の遣米使節に同行して

咸臨丸で渡米するなど、3度欧米に渡った。明治維新後は教育・啓蒙活動に従

事し、『時事新報』の創刊、『西洋事情』『学問のすゝめ』『福翁自伝』の執筆な

どを行った。 

45 
 



福沢から榎本武揚（展示資料 47）に宛てた書簡。前月 27 日に送った『瘠我慢の説』（コ

ラム参照）の草稿について、時節を見計らい世に公にするつもりのため、事実に間違いはな

いか答弁を求めている。これに対し当時外務大臣の職にあった榎本は、返書の中で「多忙に

付いづれ其うち愚見申し述べるべく候」とのみ応じた。なお、同様に福沢から問われた勝海

舟（展示資料 49）は、「行蔵（出処進退）は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与（あずか）

らず我に関せず」と返書している。 

 
 
【コラム】福沢諭吉の「瘠我慢の説」 

「瘠我慢（やせがまん）の説」は、福沢（展示資料 50）が明治 24（1891）年の冬頃に執

筆した文章である。旧幕臣でありながら新政府に仕えて高位に上った勝海舟（展示資料 49）
と榎本武揚（展示資料 44）を批判した内容であり、福沢はこの草稿を明治 25（1892）年 1
月末に勝と榎本に送り、答弁を求めている（展示資料 50 は榎本への催促の書簡）。 
同書の中で福沢は、勝が官軍と戦わずして江戸開城に到らしめたことを「我日本国民に固

有する瘠我慢の大主義を破り、以て立国の根本たる士気を弛めたるの罪は遁（のが）るべか

らず。」と評し、それにもかかわらず維新後は「得々名利の地位」にいることを非難してい

る。 
また、榎本についても、箱館での挙兵は「武士の意気地即ち瘠我

慢」と高く評価しながら、「氏が放免の後に更に青雲の志を起こし

新政府の朝に立つ」ことに関しては感服致しがたいと述べている。 
執筆から約 10 年後の明治 34（1901）年正月に「瘠我慢の説」

は『時事新報』に掲載され、同年 5 月には「丁丑公論」と共に 1 冊

の本に合本されて時事新報社から出版された。（『明治十年丁丑公

論・痩我慢の説』【304-H826m】） 
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第２章 歴代首相 

 
51 伊藤博文書簡（草稿） 明治 15（1882）年 8 月 9 日 【伊藤博文関係文書（その 1、

書類の部）22】 

欧州出張中の伊藤から、右大臣岩倉具視（展示資料 42）に宛てた書簡（草稿）。「明治 14
年の政変」の結果、明治政府は大隈重信が唱えるイギリス型の議院内閣制の導入を見送り、

君主大権を残すドイツ型の憲法を導入することとなった。伊藤は明治 15（1882）年 3 月か

ら翌年 8 月まで憲法調査のため欧州に派遣され、ベルリン大学教授のグナイスト、ウィー

ン大学教授のシュタインなどから学び、帰国後、帝国憲法の制定に着手した。書簡では、今

しばらくはウィーンに滞在してシュタインの議論を聞くつもりであることなどが書かれて

いる。 

52 黒田清隆書簡 明治 14（1881）年 8月 21日 【憲政資料室収集文書 272】 

開拓使長官・参議である黒田から、同じく参議の西郷従道、山田顕義に宛てた「開拓使官

有物払下問題」についての書簡。開拓使は、その官有物を官吏や政商に対し、極端な好条件

で払い下げようとして世論の激しい批判を受けていたが、その一方政府内では大隈重信が

福沢諭吉（展示資料 50）や、払下げに対立的な利害関係を持つ三菱と手を結んで、払下げ

反対の世論を煽っているのだという説が流布されていた。この書簡で黒田は、大隈や三菱な

どの術中に陥らないよう警告している。 

伊藤博文 （いとう ひろぶみ） 1841-1909  

政治家。初代・第 5 代・第 7 代・第 10 代内閣総理大臣。吉田松陰（展示資

料 38）の松下村塾（しょうかそんじゅく）に学び、イギリス留学後、討幕運

動に活躍。明治政府では、内閣制度を創設して、明治 18（1885）年初代内閣

総理大臣となり、帝国憲法の制定、諸制度の確立に尽力した。日清戦争をはさ

み、組閣 4 度に及んだ。枢密院議長、立憲政友会総裁などを歴任し、元老と

して重きをなし、明治 38（1905）年初代韓国統監となった。明治 42（1909）
年、ハルビンで韓国の独立運動家安重根に暗殺された。 
 

黒田清隆（くろだ きよたか） 1840-1900  

政治家。第 2 代内閣総理大臣。坂本龍馬（展示資料 39）らと薩長同盟の成

立につくし、戊辰戦争では参謀として従軍し五稜郭を攻撃、榎本武揚（展示

資料 47）を降伏させたが、榎本の助命にも尽力した。その後北海道の開拓を

指揮し、明治 9（1876）年には特命全権弁理大臣として日朝修好条規を締結

した。明治 21（1888）年に総理大臣になり、大日本帝国憲法の発布に当たっ

たが、欧米各国との条約改正交渉に失敗して翌年辞任した。元老の 1 人であ

る  
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53 山県有朋書簡 大正 10（1921）年 2月 12日 【田中義一関係文書（所蔵）141】 

山県から同郷の田中義一に宛てた、いわゆる「宮中某重大事件」に関連する書簡。皇太子

裕仁親王の婚約者久邇宮良子（くにのみやながこ）女王に色覚異常が遺伝している可能性が

あると判明し、色覚異常の血統が皇室に入ることをおそれた元老の山県らは婚約解消を図

った。この一件は、久邇宮家からの反発に民間右翼による反山県運動も加わり、深刻な政治

問題に発展した。結局、この書簡が書かれる 2 日前に婚約は内定通りと発表されて問題は

落着した。陰謀説まで流布された山県は「勤王論に起り、勤王論において討死するは、仮令

（たとい）一敗を取りても諭ﾏﾏ快の感を抱き候」とその思いを綴っている。 
 

54 松方正義書簡 明治 14（1881）年 10 月 28 日 【伊藤博文関係文書（その 1、書簡の

部)164-181】 

大蔵卿に就任直後の松方から、伊藤博文（展示資料 51）に宛てた書簡。伊藤から借用し

た内海忠勝の書簡を、昨夜返せなかった非礼を詫びている。同時に「去る十一日の一挙は誠

に邦家のため永遠なるご尽力」という記述があり、これは 10 月 11 日、東北・北海道巡幸

から帰った天皇のもとで御前会議を開き、開拓使官有物払下げの取消しと、大隈重信および

その系統の官僚の罷免、明治 23 年までの国会開設を決定した、いわゆる「明治 14 年の政

変」のことと思われる。松方は大隈とは財政政策で対立があり、伊藤もまた大隈とは国会開

設方針で対立があった。 

山県有朋（やまがた ありとも） 1838-1922  

政治家。第 3 代・第 9 代内閣総理大臣。松下村塾（しょうかそんじゅく）

に学び、高杉晋作（展示資料 39-3）らと尊王攘夷運動に参加した。維新後は

ヨーロッパの兵制を視察し、徴兵令の制定にあたるなど、陸軍の創設において

活躍した。初代参謀本部長・内務大臣を経て 2 度組閣し、以後も元帥、元老と

して内政・外交で大きな発言力を持った。 

松方正義（まつかた まさよし）  1835-1924  

政治家。第 4 代・第 6 代内閣総理大臣。島津久光の側近になったのち、大

久保利通（展示資料 45）に認められ、日田県知事を経て中央政界に入った。

大蔵卿、大蔵大臣として紙幣整理、増税、日本銀行の設立、金本位制の実施

など、「松方財政」と呼ばれる金融政策を行った。この間 2 度内閣を組織し、

晩年は山県有朋の死後、元老として発言力を持った。 
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55 西園寺公望書簡 明治 38（1905）年 12月 30日 【桂太郎関係文書 47-1】 

西園寺から桂太郎に宛てた書簡。明治末期には、立憲政友会総裁の西園寺と、山県閥の流

れをくみ官僚・貴族院・軍部を掌握していた桂が交互に政権を担当する慣行がみられた。こ

の書簡は、両者の調整の過程を物語る。桂内閣は 12 月 21 日に総辞職したが、次期首相の

西園寺は、この書簡の中で松岡康毅

を農商務相候補に、山県有朋（展示資

料 53）の養嗣子山県伊三郎を逓相候

補に挙げ、桂の意向を事前に確認し

ている。翌年 1 月 7 日に成立した第

1 次西園寺内閣では、政友会からの入

閣は西園寺を含めて 3 名に過ぎなか

った。 

 

56 原敬書簡 大正 3（1914）年 6月 18日 【井上馨関係文書 246-4】 

西園寺公望（さいおんじ きんもち）  1849-1940  

政治家。第 12代・第 14代内閣総理大臣。徳大寺家に生まれ、西園寺家に養

子に入り家督を相続した。フランスに 10 年間留学、帰国後は各国公使、貴族

院副議長、文部大臣、外務大臣、大蔵大臣などを歴任したのち、2度内閣を組

織した。桂太郎と交互に政権を担当したことから「桂園時代」と呼ばれる。松

方正義の死後、最後の元老として後継総理大臣の推薦などに影響力を持った。 

原敬（はら たかし） 1856-1921  

政治家。第 19 代内閣総理大臣。父は南部藩士。外務省に入り、陸奥宗光外

相（展示資料 135）の下で外務次官を務める。退官後の明治 33（1900）年に

立憲政友会に入党し、衆議院議員に当選。第 1 次、第 2 次西園寺内閣などで内

務大臣を務めた後、立憲政友会総裁となり、大正 7（1918）年に衆議院に議席

を持つ最初の総理大臣となった。族籍が平民だったことから「平民宰相」とよ

ばれ、国民の支持を集めた。初の本格的政党内閣を成立させ、交通の整備、教

育の拡張など積極政策を展開した。大正 10（1921）年、東京駅で暗殺された。 
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原から長州閥の元老である井上馨に宛てた書簡。西園寺公望（展示資料 55）の政友会総

裁辞任を受け、自分にその跡を継ぐよう打診があったこ

とを伝えて今後の支援を依頼している。原は南部藩の出

身であり、明治維新後に薩長藩閥勢力から朝敵と蔑まれ

た原体験から、藩閥政府への反骨心を持ち続けたといわ

れる。その一方で、民主的な政党政治の重要性を認識し、

政党勢力の拡張のためには藩閥有力者との協調関係も

必要であると考えていた。この書簡からもそうした原の

現実的政治家としての一面がうかがえる。 
 

57 犬養毅書簡 〔大正 14（1925）～昭和 6（1931）年頃〕7月 6日 【牧野伸顕関係文書

（書簡の部）124-1】 

犬養から、大久保利通（展示資料 45）の次男で内大臣の牧野伸

顕に宛てた書簡。原田庄左衛門という人物を紹介する内容であり、

犬養が 70 代のときに書かれたものである。原田は明治 2（1869）
年に博文堂を創立し、そこでの出版事業や資金援助を通して犬養、

尾崎行雄（展示資料 62）らが唱える立憲政治や国会開設の要求運

動を支援した。また、原田の弟の小川一真は写真史における著名

な人物。板垣退助（展示資料 40）の娘婿であり、米国で写真術を

学び、宮中に参内して皇族の撮影を行うことも多かった。 
 

犬養毅（いぬかい つよし） 1855-1932  

政治家。第 29 代内閣総理大臣。明治 15（1882）年立憲改進党の結成に加

わり、明治 23（1890）年衆議院議員に当選した（以後 19 回連続当選）。立憲

国民党や革新倶楽部を結成するなど、政党政治の中核を担うとともに、孫文な

どの亡命政治家を援助した。昭和 6（1931）年戦前最後の政党内閣を組織した

が、翌年暗殺された（五・一五事件）。書家としても有名。 

近衛文麿（このえ ふみまろ） 1891～1945  

政治家。第 34 代・第 38 代・第 39 代内閣総理大臣。五摂家の近衛家の第

30 代当主。貴族院議長などを経て、昭和 12（1937）年に 47 歳で内閣総理

大臣に就任したのをはじめとし、計 3 度内閣を組織した。国家総動員法の施

行、日独伊三国同盟の締結、大政翼賛会の設立など戦時体制の強化を進めた。

敗戦後、戦犯指定を受け、服毒自殺した。 
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58 近衛文麿書簡 昭和 2（1927）年 7 月 10 日 【牧野伸顕関係文書（書簡の部）224-1】 

近衛から内大臣の牧野伸顕に宛てた書簡。書簡の中で近衛は「一昨日お話の件につき、昨

朝出立、興津に参り西公に面会」と述べている。具体的な相談内容は不明であるが、西公と

は西園寺公望（公爵）（展示資料 55）のことであり、静岡の興津には西園寺の別邸坐漁荘（ざ

ぎょそう）があった。西園寺は松方正義（展示資料 54）亡きあと「最後の元老」と呼ばれ、

国家の重要政策の決定や首相選任にあたって天皇の諮問を受け、政界に対して承認や助言

をあたえる立場にあった。 

59 東久邇宮稔彦王書簡 昭和 7（1932）年頃 【荒木貞夫関係文書 21】 

陸軍少将の東久邇宮稔彦王から、陸軍大臣の荒木貞夫に宛てた書簡。自分の人事に関して、

参謀本部ではなく満洲独立守備隊への異動を希望している。これは、当時の東久邇宮が陸軍

の満蒙占領計画に寄せていた強い関心が影響したものと思われ、こうした東久邇宮の軍人

としての積極的な姿勢は、陸軍内の一部に共感を得ていた。昭和 20（1945）年 8 月 14 日

のポツダム宣言受諾を前に、日本の首脳部が東久邇宮に首相就任の打診をしたのも、皇族の

権威とそれまでの陸軍との人脈により陸軍を抑えていくことを期待してのものであった。 

 
60 吉田茂書簡 昭和 22（1947）年 5月 3日 【牧野伸顕関係文書（書簡の部）659-54】 

東久邇宮稔彦王（ひがしくにのみや なるひこおう）  1887-1990  

政治家。第 43 代内閣総理大臣。敗戦直後の昭和 20（1945）年 8 月 17 日に

最初の皇族内閣を組織し、連合国に対する降伏文書の調印、陸海軍の解体など

の終戦処理にあたったが、一部では連合国側の政策に抵抗し、歴代内閣在任最

短期間の 54 日で総辞職した。昭和 22（1947）年 10 月に皇族の身分を離れた

後は東久邇稔彦を名乗った。首相就任後の記者会見（8 月 28 日）で、国の再

建と国内団結の第一歩として「全国民総懺悔（ざんげ）」の必要性を語ったこ

とでも知られる。 

吉田茂（よしだ しげる）  1878-1967  

政治家。第 45 代・第 48 代・第 49 代・第 50 代・第 51 代内閣総理大臣。外

交官・政治家である牧野伸顕の女婿。外務省に勤務し、外務次官、駐伊・駐英

大使などを経て、東久邇宮・幣原内閣で外務大臣を務める。昭和 21（1946）
年の第 1 次内閣組織後、計 5 回総理大臣となり、その間サンフランシスコ講

和条約・日米安全保障条約の締結を行った。「ワンマン」と呼ばれる個性で、

引退後も政界に大きな影響力を持った。 
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首相で自由党党首の吉田から、岳父である牧野伸顕に宛てた書簡。昭和 22（1947）年 5
月 3 日の新憲法施行を前に、最初の国会を組織するため、4 月 20 日に初めての参議院選挙、

同 25 日に戦後 2 回目の衆議院選挙が実施された。衆院選では、いずれの政党も過半数を獲

得できず、第 1 党となった社会党は、委員長の片山哲を首班とし、民主党および国民協同党

と連立内閣を組織することとなった。選挙後、政権を渡す決意をした吉田は、「淡々たる心

境にて負け振のよいところを見するか大切」と社会党が出て来やすいよう潔く退陣するつ

もりである旨を述べている。 
 

 
61 鳩山一郎書簡 昭和 15（1940）年 9月 2日 【安藤正純関係文書 571-4】 

鳩山から安藤正純に宛てた書簡。昭和 15（1940）年 10 月の大政翼賛会結成をひかえ、

新体制準備会の動向が注目されていた頃の書簡である。安藤は立憲政友会幹事長も務めた

政治家であったが、大政翼賛会には参加せず、昭和 17（1942）年のいわゆる翼賛選挙でも

鳩山とともに非推薦で立候補して当選した。この書簡では、安藤が新体制に反発する様子を

「君の面目躍如とし

て眼前に見る」と称

えながらも「併（し

か）し時は必ず来

る」と、今は自制も

必要であることを

説いている。鳩山自

身は敗戦までの数

年間、軽井沢で隠遁

的な生活を送った。 
 

鳩山一郎（はとやま いちろう）  1883-1959  

政治家。第 52 代・第 53 代・第 54 代内閣総理大臣。東京市会議員から衆

議院議員となり、犬養・斎藤両内閣の文部大臣などを歴任、戦後に日本自由

党を結成し総裁となるが、昭和 21（1946）年組閣寸前に公職追放。政界復

帰後、日本民主党の総裁として内閣を組織。在任中に自由民主党が結成さ

れ、初代総裁となる。昭和 31（1956）年に日ソ共同宣言に調印し、国交回

復を実現した。 
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第３章 議会政治家 

 
62 尾崎行雄書簡 明治 25（1892）年 5月 17日 【森本確也関係文書 1】 

尾崎が、地元三重の支援者で県会議員の森本確也（かくや）に帝国議会の状況を伝えた書

簡。明治 25（1892）年 2 月、第 1 次松方内閣のもとに実施された第 2 回総選挙では、政府

が自由党・改進党を中心とした「民党」に対して大干渉を行ったが、改進党の尾崎は第 1 回

総選挙に引き続き当選を果たした。選挙後に開会された衆議院で、民党勢力は政府の責任を

追及し、選挙干渉に関する決議案が可決されて、議会は停会となった。「今回の事は立憲制

度進歩の一段階」と述べるこの書簡からは、藩閥政治に対抗した尾崎の心情が伝わる。 

63 永井柳太郎書簡 昭和 15（1940）年 7 月 29 日 【有馬頼寧関係文書（その 1）44-1】 

戦前期の「雄弁」政治家として著名な永井が、旧久留米藩主家出身で貴族院議員の有馬頼

寧（展示資料 129）に宛てた書簡。当時近衛文麿（展示資料 58）を軸とし、有馬等が推進

した新体制運動の渦中で、各政党は次々と解党し新体制への参加を明らかにした。第 2 次

近衛内閣成立後の 7 月 25 日には、立憲民政党の早期解党を求めて活動していた同党所属の

永井ら約 40名の代議士が、

町田忠治総裁等の幹部に

見切りをつけて脱党した。

そのことを永井が有馬に

伝える書簡である。結局、

立憲民政党は 8 月 15 日に

尾崎行雄（おざき ゆきお）  1858-1954  

政治家。新聞記者を経て立憲改進党の創立に参加。第 1 回総選挙以来、連続

25 回当選（最多当選記録）、代議士生活は 63 年（議員勤続年数最長記録）に

及んだ。東京市長や法務大臣などを歴任。憲政擁護運動を主導したことなどか

ら「憲政の神様」と称される。 

永井柳太郎（ながい りゅうたろう）   1881-1944  

政治家。早稲田大学教授として植民政策を教えた後、大正 9（1920）年衆議

院議員となり、憲政会入りした。普通選挙法の成立に尽力した。昭和 6（1931）
年に立憲民政党幹事長となり、斎藤内閣の拓務大臣・近衛内閣の逓信大臣・阿

部内閣の鉄道大臣などを務めた。大日本育英会の創立者でもある。 
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解党して、10 月 12 日には近衛を総裁に大政翼賛会が成立、有馬は事務総長、永井は常任総

務に就任した。 
 

64  国会解散を要求する演説草稿 昭和 35（1960）年 6月 【浅沼稲次郎関係文書（そ

の 1）2457】 

浅沼の自筆原稿。岸内閣は、昭和 26（1951）年に締結された日米安全保障条約の不平等

性を解消し、日本の自主性を強化するとして、昭和 35（1960）年 1 月 19 日新安保条約に

調印した。同年 3 月、社会党委員長に就任した浅沼は新条約成立阻止のため、院内外の闘争

の先頭に立った。5 月 20 日未明の衆議院における強行採決を受けて審議が空転する中で、

社会党は代議士会で議員総辞職の方針を決定し、岸内閣退陣、国会解散を要求した。展示資

料はその際の演説草稿。 
 

65 市川房枝書簡 昭和 5（1930）年 1月 30日 【下村宏関係文書（その 1）77】 

婦人参政権獲得運動に奔走していた市川が、婦選獲得同盟主催の座談会に参加した朝日

新聞社専務の下村宏に宛てた礼状。翌月に予定されている総選挙に

向けて、市川らは地方での演説会を開催しながら、「選挙革正運動」

を進めていた。書簡では下村にも今後の後援を依頼している。同封

されていた「婦選獲得同盟会報（号外）」（参考展示）には、理想の

候補者像が挙げられており、「（議会）解散以来事務所は火事場のよ

うな忙しさ」とある。 
 

市川房枝（いちかわ ふさえ） 1893-1981  

婦人運動家、政治家。愛知県の農家に生まれ、新聞記者などを経て、大正 8
（1919）年に平塚らいてうらと新婦人協会を設立。婦人参政権の獲得に尽力

し、昭和 20（1945）年の衆議院議員選挙法改正で婦人参政権（男女普通選挙）

の実現をみた。自らも昭和 28（1953）年参議院議員となり、5 期 25 年務め

た。 

浅沼稲次郎（あさぬま いねじろう）  1898-1960  

社会運動家、政治家。農民労働党、日本労農党などに所属した後、昭和11（1936）
年に社会大衆党から衆議院議員となった。戦後は日本社会党の結成に加わり、昭

和 23（1948）年に書記長に就任、昭和 35（1960）年に委員長となり安保改定

阻止の院内外闘争の前面に立って戦った。同年、日比谷公会堂での党首立会演説

会で右翼の少年に刺殺された。精力的な活動から「人間機関車」と呼ばれた。 
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第４章 日露戦争の軍人 

 

66 東郷平八郎書簡 明治 40（1907）年 6月 【大山巌関係文書（寄託）32-135】 

海軍軍令部長の職にあった東郷から、元帥の大山巌（展示資料 136）に宛てた書簡。日露

戦争の際に東郷が入手したロシア軍の秘密文書など、今後の参考となる資料を送るという

送り状である。日露戦争当時、東郷は連合艦隊司令長官として、一方で大山は満洲軍総司令

官として出征し、ともに日本の勝利に貢献した。 

67 乃木希典書簡 明治 38（1905）年 11月 21日 【石黒忠悳関係文書 926】 

乃木から石黒忠悳（ただのり）に宛てた書簡。日露戦争の講和条約は明治 38 年（1905）
年 9 月 5 日に調印され、日本政府は同年 10 月 14 日に批准した。第 3 軍司令官として出征

していた乃木は、その年の 12 月に奉天北方の法庫門（ほうかもん）を発し、帰国の途につ

いた。この書簡は法庫門に滞在中、復員を待つ間のものであり、石黒の問い合わせに回答す

る形で、西南の役、日清、日露の各戦争で使用した軍銃について述べている。石黒は日本の

軍医制度の確立に尽力した人物であり、この当時は東京の臨時陸軍検疫本部で御用掛を務

めていた。 

東郷平八郎（とうごう へいはちろう） 1847-1934  

明治から昭和期の海軍軍人。薩摩藩士の家に生まれ、イギリス留学などを経

て、日清戦争では巡洋艦浪速の艦長として活躍。日露戦争では、連合艦隊司令

長官として日本海海戦でロシアのバルチック艦隊に勝利し、一躍名をあげた。

日露戦後、東宮御学問所総裁などを務めたのちに元帥となった。 

乃木希典（のぎ まれすけ）  1849-1912  

明治期の陸軍軍人。長州藩士の出身。陸軍に任官し、西南戦争・日清戦争

に従軍、台湾総督などを経て、日露戦争では大将、第 3 軍司令官として旅順

攻撃を指揮した。明治天皇に信任され、学習院長を任ぜられた。明治天皇の

死に際し、妻とともに殉死した。 
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68 秋山真之書簡 明治 35（1902）年 1月 25日 【斎藤

実関係文書（書簡の部）254】 

常備艦隊参謀の秋山少佐から、海軍総務長官斎藤実（展

示資料 128）に宛てた書簡。策定中の海軍拡張計画の参考

とするべく、当時すでに実行に移されていた米国の海軍

拡張計画の進捗表などを送るという内容である。海軍で

は日清戦争後に 3 期に分けて拡張計画を実行しており、

斎藤は第 1 期で海軍次官として関わって以降、拡張計画

実現のために奔走していた。なお、日露戦争の日本海海戦

において、秋山が作戦参謀として乗船することになる連

合艦隊の旗艦「三笠」も、この一連の拡張計画により英国

で建造された。 
 
 

第５章 明治の経済人 

 

69 岩崎弥太郎書簡 明治 10（1877）年 3月 4日 【上野景範関係文書（寄託）7-2-2】 

岩崎から英国在勤の特命全権公使上野景範（かげのり）に宛てた書簡である。前半で

は、三菱の社員の子息ら 2 人を英国に留学させるにあたり上野に庇護を依頼しており、後

半では、鹿児島出身の上野にとっては特に気にかかっていたであろう、西南戦争の戦況を

秋山真之（あきやま さねゆき） 1868-1918  

明治･大正期の海軍軍人。海軍兵学校卒業後、アメリカ留学を経て海軍大学

校教官となり、日露戦争では連合艦隊作戦参謀として各海戦で活躍、戦略家と

して知られた。日本海海戦の際に大本営に打電した「本日天気晴朗ナレドモ波

高シ」の報告文は有名である。大正 6（1917）年、海軍中将となった。 

岩崎弥太郎（いわさき やたろう） 1834-1885  

明治期の実業家。土佐藩出身で、同藩の吉田東洋や後藤象二郎らに取り立て

られ、藩の貿易に従事した。藩営の土佐商会等を経て、三菱商会を創設。大久

保利通（展示資料 45）、大隈重信らと関係を深め、政府の手厚い保護のもとで

独占的に海運業を行い、三菱財閥の基礎を築いた。 
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伝えている。当時政府からの助成を受けていた三菱は、この反乱に際して社船 38 隻を投

じて政府軍の軍事輸送に協力しており、岩崎には戦況に関する多くの情報が入っていたも

のと思われる。この軍事輸送による功績は、三菱が一大産業資本として飛躍する契機にな

ったといわれる。 

70 渋沢栄一書簡 明治 28（1895）年 2月 13日 【榎本武揚関係文書 54-6】 

渋沢から農商務大臣の榎本武揚（展示資料 47）に宛てた書簡。新しい製紙工場を設立す

るにあたり、用地決定のための調査を行

う許可を求めている。この当時、日清戦

争などにより新聞原紙の需要が増え、洋

紙が不足していた。渋沢が設立した王子

製紙では、洋紙の原料として当時使われ

ていた襤褸（ぼろ）きれなどに替わり木

材パルプを採用するとともに、新工場を

建設することで対応しようとしたこと

がわかる。  

71 大倉喜八郎書簡 明治 34（1901）年 6月 28日 【伊藤博文関係文書（その１）243-4】 

大倉から伊藤博文（展示資料 51）に宛てた書簡。横浜の「山ノ手 160 番館」のジャクソ

ン宅を訪問する日時について伊藤に連絡する内容であり、伊藤の意を受けた大倉が、あらか

じめ電話で先方との日程調整を行ったことを示す記述がある。書簡に登場するジャクソン

は、英国資本の有力銀行、香港上海銀行の頭取トーマス・ジャクソンと思われる。ジャクソ

ンは明治 4（1871）年から 4 年間にわたり同行横浜支店の支配人を務めた経歴をもち、頭

取となった後も日本の公債引受けなどを推進した。 

渋沢栄一（しぶさわ えいいち） 1840-1931  

明治・大正期の実業家。一橋家に仕えて幕臣となり、パリ万国博覧会へ

の幕府使節団に加わって欧米を視察、帰国後は新政府に出仕し大蔵省を経

て、第一国立銀行を創立した。これを足掛かりとして王子製紙、東京証券

取引所など、500 以上もの企業の設立に携わった。「日本資本主義の父」と

言われる。 

大倉喜八郎（おおくら きはちろう） 1837-1928  

明治・大正期の実業家。幕末・維新の動乱期に鉄砲を販売して利益を得た

後、大倉組商会を設立して貿易事業を始め、諸外国との貿易を通じて大倉財

閥を確立した。帝国ホテルや帝国劇場、大倉商業学校（のちの東京経済大学）

などの設立にも携わった。 
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第６章 教育家 

72 津田梅子書簡 明治 29（1896）年 12月 8日 【牧野伸顕関係文書（書簡の部）588】 

華族女学校教授に在任していた津田が当時の文部次官牧野伸顕に宛てた礼状。牧野への

依頼の内容は定かではないが、「万事好都合に相運び」「当人にも・・・深く喜び居り候」と

あり、本件に関する牧野の尽力への感謝を伝えている。牧野は大久保利通（展示資料 45）

の次男で、地方官、外交官などを経て文部大臣、外務大臣等の要職を歴任。のちには内大臣

として、昭和天皇の重臣の役割を担った。 

73 下田歌子書簡 明治 19（1886）年 12月 16日 【三島通庸関係文書 318-6】 

73の参考 国のすがた 明治 19（1886）年 【三島通庸関係文書 551-1（ｲ）】 

華族女学校教授の任にあった下田が、警視総監三島通庸に宛てた書簡。三島の後ろ盾を得

るため、自身が編纂した道徳教科書『国のすがた』（奥に参考展示）の写しを刊行前に提出

する旨を伝え、著者の名義などについても相談している。下田はこの時期伊藤博文（展示資

津田梅子（つだ うめこ） 1864-1929  

明治・大正期の女子教育家。8 歳のとき、日本初の女子留学生として山川（大

山）捨松ら 4 人の少女とともにアメリカに留学。帰国後、華族女学校教授、女

子高等師範学校教授などを経て、明治 33（1900）年に女子英学塾（のちの津

田塾大学）を麹町に設立した。 日本 YWCA 初代会長でもある。 

下田歌子（しもだ うたこ）1854-1936  

明治から昭和期の女子教育家、歌人。宮内省に勤め、皇后から歌才にちなみ歌

子の名を受けた。退官後、上流子女教育を目的とした桃夭女塾（とうようじょじ

ゅく）の創立をはじめ、華族女学校・実践女学校（のちの実践女子大学）の創立

に関わった。 
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料 51）はじめ政府上層部への人脈を通じて、『国のすがた』の普及を策していた。『国のす

がた』は翌年 3 月に大蔵大臣松方正義（展示資料 54）の序文を付し、三島の名で刊行され

た。なおこれ以前に下田は、『和文教科書』『小学読本』などの教科書も刊行している。 

 

 
74 嘉納治五郎書簡 昭和 13（1938）年 4 月 4 日 

【下村宏関係文書（その 1）256-1】 

昭和 11（1936）年 7 月、ベルリンでの IOC 総会に

おいて、昭和 15（1940）年の東京での夏季オリンピ

ック開催が決定したが、その後の日中戦争の長期化に

より、開催は危うくなった。しかし昭和 13（1938）
年 3 月の IOC カイロ総会では、ひとまず東京開催の

方向に落ち着いた。IOC 委員としてオリンピック招

致活動に尽力してきた嘉納は、総会参加後、日本体育

協会会長の下村宏に宛てたこの書簡の中で、依然山積

する問題に苦慮している旨を伝えた。このひと月後、

嘉納は帰路の船中で肺炎により亡くなり、同年 7 月

には東京のオリンピック返上が決定した。 
 

第７章 学者 

 

嘉納治五郎（かのう じごろう）1860-1938  

明治から昭和期の教育家、柔道家。東京大学卒業後に講道館を開き、柔術を

発展させて柔道を創始、研究と普及に尽力した。日本人初の IOC（国際オリ

ンピック委員会）委員となるなど、広く日本のスポーツの発展に貢献した。 

牧野富太郎（まきの とみたろう）  1862-1957  

植物学者。小学校中退後に独学で植物学を研究し、東京帝国大学理科大学（の

ちの東京大学理学部）助手や講師を務めながら、新種 1000 種、変種 1500 種

に命名し、「日本の植物学の父」と呼ばれた。 
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75 牧野富太郎書簡 大正 7（1918）年 11月 26日 【渡辺千秋関係文書 1122】 

牧野から、渡辺千秋伯爵家に滞在中の緒方益井（ますい）という人物への書簡。内容は、

植物の「辛夷（こぶし）」についての問い合わせへの返答である。こぶしの花の図が描かれ、

追伸には、実物の花が入用なら来春花が咲いたときに送ることまでが書かれている。問い合

わせに熱心に答えている様子からは、植物に関する啓蒙書を多く残した牧野らしさを感じ

ることができる。宛名の緒方は奈良帝室博物館学芸員などを務めた人物である。 

 

76 伯林菌譜 明治 32（1899）～34（1901）年 【特 1-3645】 

白井は明治 32（1899）年 7 月から 34（1901）
年 10 月までドイツに留学した。本書はその

留学時のキノコのスケッチや、酵母などにつ

いての筆記。展示箇所は、ビール醸造用の麦

芽（Malts）について図示し製法を記したも

の。白井は画技に優れ、画家になることも考

えたという。前ページ（展示箇所右ページの

裏面）には「伯林ゼエストラアセ醸造学校マ

ルツ室にて」採集した麦芽の標本が、封筒に

封入されたまま綴じられている。「白井文庫」

には日記を含む白井自身の稿本も含まれてい

るが、いずれも細かな文字でびっしりと記され、時に生き生きとした図を伴って筆者の息遣

いを伝えている。 
 

白井光太郎（しらい みつたろう） 1863-1932 

植物学者。ドイツに留学後、東京帝国大学農科大学などで教鞭をとり、植物

病理学の発展に大きく寄与した。その一方で、明治 24 （1891）年 、わが国

の博物学発展の経緯を初めて系統的にまとめた『日本博物学年表』を上梓、ま

た天然記念物の調査、保存にもつとめた。白井旧蔵の本草学関係の和漢洋の古

書など約 6000 冊は、「白井文庫」として当館に受け継がれている。 

南方熊楠（みなかた くまぐす） 1867-1941 

民俗学者、生物学者。日本民俗学の創始者の 1 人。和歌山県出身。東京大学

予備門を中退し明治 20（1887）年渡米。のちイギリスの大英博物館東洋調査部

に勤務しながら動植物学、考古学、宗教学などを独学で研究。『Nature』誌など

に寄稿。明治 33（1900）年に帰国後は和歌山県田辺に住み、粘菌類（変形菌類）

などの採集・研究を進める一方、民俗学にも興味を抱き、民俗学の草創期に柳田

国男とも深く交流して影響を与えた。 
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77 白井光太郎宛書簡 昭和 2（1927）年 10月 24日 【W391-N40（31）】 

白井光太郎（展示資料 76）の著書を読んでの問い合わせの葉書。南方

と白井は柳田国男の縁で文通を始め、終生良好な関係を保った。この書

簡で南方は、白井の代表作『日本博物学年表』（増訂版 明治 41（1908）
年）元禄 12 年の条の「西京園丁某千代見草三巻ヲ作リ上木ス」につい

て、千代見草は菊や松の異名だが、これは何についての書物かを尋ねて

いる（『千代見草』は菊の本）。追伸では、16、7 歳の頃に東京図書館（当

館の前身の 1 つ）で『博物雑誌』を見たが、本邦初の博物学関係雑誌ではないかと記す（こ

の『博物雑誌』は当館で現在も所蔵している）。文中の「小野職愨（もとよし）」は小野蘭山

（展示資料 23）の玄孫の博物学者。 
 

78 翁の文 富永仲基著  延享 3（1746）年 富士屋長兵衛刊 【WB1-4】 

江戸中期の思想家富永仲基の代表

的著作。かなで書かれ、庶民向けに、

神儒仏よりもさらに大切な誠の道を

説いている。亀田次郎（展示資料 80）
が大正 13（1924）年に入手してはじ

めて伝存が判明し、新聞などにも報

じられた。展示箇所は、この亀田発見

本に書かれた内藤による跋文。30 余

年探していた本書発見の報に「驚喜」

し、すぐに「玻璃板」（コロタイプ印

刷）で複製本を作った経緯などを、風

格のある文字で記す。文中の「吟風」

は亀田の号。発見の報は、当時、亀田が国語学を教えていた大阪外国語学校の蒙古語部にい

た石浜純太郎（東洋学者）が、内藤に伝えたようで、「拝借出来候へば可成（なるべく）早

急に願いたく」と内藤の興奮した様子がうかがえる書簡が残る（大正 13（1924）年 1 月 23
日付石浜宛書簡。当館は亀田による写しを所蔵）。 

内藤湖南（ないとう こなん） 1866-1934 

東洋史学者。名は虎次郎。秋田県出身。秋田師範学校卒業後上京し、ジャー

ナリストとして活躍。中国、満洲にしばしば赴いて学術調査を行った。明治

40（1907）年京都帝国大学講師となり、のち教授。その広範な東洋学を体系

化した。日本史にも業績があり、近世の学者として富永仲基（なかもと）、三

浦梅園、山片蟠桃（やまがたばんとう）を評価するなど、卓抜な識見を示し

た。明治文壇の評論家、書家としても有名。 
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79 野口英世書簡 大正 8（1919）年 4月 28日 【石黒忠悳関係文書 936】 

野口英世から、陸軍軍医で当時日本赤十字社社長だった石黒忠悳（ただのり）に宛てた書

簡。前年の大正 7（1918）年 6 月に黄熱病（おうねつびょう）研究のためにエクアドルに派

遣されたこと、多分黄熱病の原因菌を発見できたであろうことなどが書かれている。しかし、

このエクアドル出張

は野口の黄熱病との

闘いの始まりに過ぎ

ず、黄熱病の原因究

明は 10年後にアフリ

カの地で没するまで

続けられた。石黒は

野口と同郷の福島県

出身で、日本の軍医

制度の基礎を築いた

人物である。 
 

  
80 御国辞活用鏡（みくにことばかつようかがみ）2 巻 本居宣長著 明治 37（1904）年 

野口英世（のぐち ひでよ）  1876-1928  

医学者、細菌学者。伝染病研究所の助手を経て、ロックフェラー医学研究所

に勤め、細菌学を研究した。黄熱病や梅毒の研究で有名。ノーベル生理学・医

学賞の候補にもなったが、黄熱病の研究中に自身も罹患し、ガーナのアクラで

病没した。 

亀田次郎（かめだ じろう） 1876-1944 

国語学者。兵庫県出身。東京帝国大学卒業後、国語調査委員会嘱託となり

「音韻調査報告書」「口語法調査報告書」など、標準語制定のための調査・

編纂事業に携わる。のち第七高等学校（のちの鹿児島大学）、大阪外国語学

校、大谷大学などの教授を歴任。古辞書や韻書の研究、西洋人による日本語

研究などに業績を残した。室町時代から明治までの系統的な「節用集」（通

俗辞書）コレクションを含む亀田旧蔵書 6900 冊は、金田一京助らの斡旋で

「亀田文庫」として当館の蔵書となっている。展示資料 113、120 も亀田旧

蔵書である。 
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亀田次郎写  【815.4-M8932m2】 

80の参考 御国辞活用鏡 2 巻 本居宣長著 〔江戸時代〕写 【126-13】 

19 歳の亀田が帝国図書館所蔵本（奥に参考展示）を書写したもの。巻末の書写奥書に「帝

国図書館所蔵の古写本によりこれを謄写す」とある。字配り、行間もまったく同じで、親本

の上に紙を置いて透き写ししたものか。親本と写本とが共に当館の蔵書となったのも奇縁

といえよう。本書は「活用言の冊子」「言語活用抄」「御国詞活用抄」ともいい、日本語の活

用について記したもの。なお、亀田旧蔵書の中には東京帝国大学所蔵本を写した『御国詞活

用抄』もあり、朱字で帝国図書館本、青字で小田清雄編活字本（明治 19（1886）年刊）と

の校合を書き入れており、勉強ぶりが偲ばれる。 

 
 
81 花みつ 2巻 大正 7（1918）年 岡田希雄写  【わ 913.4-6】 

京都帝国大学所蔵の奈良絵本（御伽草子などに彩色の挿絵を入れた古写本）を当時 21 歳

の岡田が写したもの。奥書には「以流行性感冒勢猖獗之故大学休学也」とあり、スペインか

ぜ（この年から翌年にかけて世界中で数千万人が死亡したインフルエンザの大流行）で大学

が休校になり、その間に写したことがわかる。原本のままに写したが、その真は写し得てい

ないと惜しんでいる。『花みつ』は室町時代成立の御伽草子で、異母兄弟花みつ・月みつの

悲劇の物語。 

岡田希雄（おかだ きゆう） 1898-1943 

国語・国文学者。名は「まれお」「よしお」とも。「きゆう」は僧名。和歌史

や音義・古辞書の研究に業績を残した。京都帝国大学に学び、立命館大学教授

になったが間もなく休職、46 歳で逝去した。青年時以来、病魔と闘う中で学

問に専心、その研究・考証は「微に入り細を穿ちて、周到精査を極め」と評さ

れている（遺著『類聚妙義抄の研究』の新村出（展示資料 113）による序文）。

蔵書家としても知られ、旧蔵書約 1400 冊は陸軍予科士官学校を経て当館の

蔵書となっている。 
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82 日本古代文化 新稿 〔昭和 26（1951）年〕 【WB12-70】 

『日本古代文化』の最後の改訂となった新稿版の原稿。大正

9（1920）年に初版、大正 14（1925）年に改訂版、昭和 14（1939）
年改稿版と改訂を重ねていた。改稿版の序には「この書を書き

上げた時ほど嬉しかつたことは一度もない」ともあり、長年に

わたって改訂し続けた愛着が偲ばれる。展示資料は、1 つ前の

版である改稿版のページそのものに細かな修正を加えている

ほか、大幅な修正は「別紙」として原稿用紙に書き、挿入箇所

を指示している。こうしてできあがった新稿版について和辻

は、「極めて少しづゝではあるが、前に解らなかった箇所を明

かにし得たと思ふ」（新稿版序）と謙虚に喜びを語っている。 
 
 
 
 
 

和辻哲郎（わつじ てつろう） 1889-1960 

哲学者、倫理学者。東京帝国大学哲学科に在学中、谷崎潤一郎（展示資料

92）らと第 2 次『新思潮』の同人となる。ニーチェ、キルケゴールから、仏

教美術、日本思想史へと関心を広げていった。夏目漱石（展示資料 88）の

木曜会に出入りし、雑誌『思想』の編集にも参加。昭和 6（1931）年京都帝

国大学教授。同 9（1934）年東京帝国大学教授。『ニイチェ研究』『倫理学』

のほか、『古寺巡礼』『風土』『日本芸術史研究』など文化史研究にも業績を
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第８章 文芸家 

 
83 三遊亭円朝書簡 〔明治 29（1896）年頃〕2月 28日 【柳原前光関係文書 2-8】 

円朝から博文館の担当者へ送った書簡。書面では、『椿説蝦夷なまり』の出版届を博文館

へ送ったことや、回送してもら

った『名人長次』（『名人長二』）

の口絵が上出来であることが

述べられている。円朝は明治29
（1896）年 3 月に博文館から両

書を出版しており、その頃の書

簡と考えられる。なお、絵画の

腕前も知られた円朝が上出来

と評した『名人長次』の口絵は、

当時の人気画家、水野年方（展

示資料 105）が描いたものであ

った。 

 
 

三遊亭円朝(さんゆうてい えんちょう) 1839-1900 

落語家。本名は出淵次郎吉（いずぶち じろきち）。7 歳のとき小円太と名乗

り初高座、のちに円朝と改め、人情噺や怪談噺で人気を博した。近代落語の祖

とも言われる。落語の創作にも力を入れ、代表作『真景累ヶ淵』（しんけいかさ

ねがふち）『怪談牡丹灯籠』をはじめとする新作落語は、現代でも演じられてい

る。速記術普及のために刊行された『怪談牡丹灯籠』は、言文一致体の確立に

大きな影響を与えた。 
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84 此ぬし 〔明治 23（1890）年〕 【WA22-2】 

紅葉自筆原稿の一部と、鏡花の識語。『此ぬし』は明治 23（1890）年、『新作十二番』と

いう叢書の 2 冊目として春陽堂から刊行された。この年、紅葉はまだ帝国大学の学生であ

り、試験前の７日間程で原稿を書き上げたという。この時の「試験の結果は余りよくなかッ

た」と後年回顧している（紅葉「作家苦心談（其七）」明治 30（1897）年）。 
鏡花は、『此ぬし』が書かれた翌年に紅葉に弟子入りした。紅葉の死から 16 年後の、大正 8
（1919）年 6 月付の鏡

花の識語からは、師へ

の深い思慕が感じら

れる。 
 

 

 

 

 

 

尾崎紅葉（おざき こうよう）1867-1903 

小説家。大学予備門在学中に硯友社を結成。明治 23（1890）年帝国大学を

中退、創作に専念する。代表作は『多情多恨』『金色夜叉』など。37 歳の若さ

で没するが、明治文壇の大家として、泉鏡花、徳田秋声など多くの門人を育て

た。江戸っ子気質の親分肌で、友人、門弟らによく好かれたという。 

泉鏡花（いずみ きょうか）1873-1939 

小説家。明治 23（1890）年に尾崎紅葉の小説を読んで作家になることを志

し、翌年、19 歳で玄関番として紅葉宅に住み込む。父親が死去し、経済的に

困窮した際にも紅葉に励まされて執筆を続けたという。紅葉が亡くなった際

には弔辞を書き、それ以降も師の追憶談を幾度か発表している。代表作は『高

野聖』『歌行燈』など。 
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85 白拍子祇王 【本別 3-67】 

自筆原稿。美妙の生前には出版されず、昭和 9（1934）年に

『祇王』（ぎおう）の書名で刊行された。執筆時期は明らかでは

ないが、晩年の作ではないかと考えられている。美妙には、『平

清盛』『平重衡』など、平家の人々を題材とした歴史小説がいく

つかあり、高い評価を得ている。この『白拍子祇王』も、清盛

の寵愛を受けた祇王という白拍子（平安時代末に多く見られた

男装の遊女）と清盛の周辺を描いた作品。冒頭で美妙は、清盛

のことを「凝り性」で「飽き易」く、「情に脆い」、「要するに一

個可憐の正直物である。」と評している。 

前期は第 2 冊を、後期は第 1 冊を展示。 
 
 

86（前期） 俳諧十六家 明治 26（1893）年 【WB12-23】 

子規を中心とする俳人 16 人の代表句を子規が書き、各俳人の肖像を下村為山（しもむら 

いざん。牛伴）が描いたもの。子規が選んだ句は 1 人につき 4 句、春夏秋冬の句となってい

る。為山は子規と同じ松山出身の友人。のち、俳画の画家として大成する（俳画は、俳味の

ある、略筆の淡彩もしくは墨絵）。 
展示箇所には、子規自選の 4 句が自筆で書かれている。パネルは、次ページに描かれた子

規肖像。 

山田美妙（やまだ びみょう）1868-1910 

小説家。尾崎紅葉（展示資料 84）らと共に硯友社を結成。代表作『武蔵野』など

を発表し、二葉亭四迷と並んで言文一致体小説の先駆者とされる。のちに紅葉と反

目し、硯友社を去る。20 歳前後で文壇の寵児となったが、晩年は認められず不遇で

あった。歴史小説に佳作が多い。 

正岡子規（まさおか しき） 1867-1902 

俳人、歌人。本名常規（つねのり）。第一高等中学校にて夏目漱石（展示資料 88）
と親交を深める。帝国大学を中退後、日本新聞社に入社。新聞『日本』に連載し

た「獺祭書屋俳話」、「歌よみに与ふる書」で俳句・短歌の革新運動を興した。7 年

間の病床生活の末、36 歳で没。 
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86（後期） 俳諧十六家 明治 26（1893）年 【WB12-23】 

子規を中心とする俳人 16 人の代表句を子規が書き、各俳人の肖像を下村為山（しもむら 

いざん。牛伴）が描いたもの。子規が選んだ句は一人に

つき 4 句、春夏秋冬の句となっている。為山は子規と同

じ松山出身の友人。のち、俳画の画家として大成する（俳

画は、俳味のある、略筆の淡彩もしくは墨絵）。 
展示箇所は、左頁に為山画の子規肖像、右頁には、子

規の友人である当時 19 歳の高浜虚子（たかはま きょ

し。展示資料 121 に含まれる）の句が子規の筆で書かれ

ている。複製パネルは、前ページに描かれた虚子肖像。 
 

87 子規手製俳句カルタ 【WB41-55】 

子規が 100 人の俳人の作品から各 1 句ずつを選んでつくった俳句カルタ。同郷の友人で

ある河東碧梧桐（かわひがし へきごとう）の回想によると、制作は

明治 27、8（1894、 5）年頃で、子規の母と妹の律（りつ）が薬袋紙

（やくたいし）を貼って作った札に、子規が句を書いたという（『子規

居士真筆俳句歌留多帖』大正 6（1917）年）。 
遊び方は、百人一首のように、読み手が読んだ句の札を取るが、和

歌と違って上の句・下の句がないため、読まれた句そのものが書かれ

た札を取ることになる。この遊び方はあまり面白くなかったのか、「こ

の歌留多をひろげたことは甚だ稀であつた」らしい（同前）。 

 

88 漱石書簡 〔明治 25（1892）年〕 【本別 3-85】 

漱石から正岡子規（展示資料 86）へ宛てた葉書。明治 25（1892）年

6 月 19 日消印。この頃 2人は帝国大学に在学していた。漱石は、哲学

の試験が済んだことに触れ、「君の平生点があれだから困る訳だけれ

ど」、「後から受る事も出来るだらう」から教師に談判するように、と成

夏目漱石（なつめ そうせき） 1867-1916 

小説家。本名金之助。明治 22（1889）年頃より正岡子規（展示資料 86、87）

と交際し、互いの創作を批評し合うなどして親交を深めた。帝国大学卒業後、

英語教師となり、英国へ留学。帰国後、東京帝国大学講師をつとめながら小説

を発表した。明治 40（1907）年朝日新聞社に入社。『行人』『こゝろ』（初出時

は『心』）などの名作を次々と新聞に連載した。日本の近代文学を代表する作

家。 
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績の悪かった子規に追試験を受けることを勧めている。しかし、子規は追試験を受けず、学

年試験に落第して退学した。後年、子規は随筆「墨汁一滴」（明治 34（1901）年）で当時を

回顧して、試験準備を始めるとしきりに俳句が浮かんでくるので、いつも試験はそっちのけ

になった、と書いている。 

 

89 島崎藤村書簡 明治 44（1911）年 5月 27日 【立川雲平関係文書 1-7】 

明治時代に長野を地盤として活躍した民権政治家立川雲平宛に藤村が送った書簡。立川

は藤村の『破戒』に登場する市村代議士のモデルといわれている。書簡の中で藤村は、共通

の知人である長野の小諸義塾の関係者たちの消息について触れている。小諸義塾とは、藤村

の恩師であった木村熊二牧師によって開かれた私塾で、書簡の中で木村は「木村老師」と呼

ばれている。藤村は木村に招へいされて同塾の英語・国語の教師として過ごした明治 32
（1899）年からの 6 年間に代表作『破戒』や『千曲川のスケッチ』を起稿した。なお、書

名は本名の島崎春樹。 

90-1 与謝野晶子書簡 昭和 2（1927）年 3月 28日 【鶴見祐輔関係文書（書簡の部）1111-

1】 

島崎藤村(しまざき とうそん)1872-1943  

詩人、小説家。本名、春樹。北村透谷らと『文学界』を創刊。詩集『若菜集』

により浪漫主義詩人として出発したが、長野県小諸町にあった私塾の小諸義塾

に赴任したころから小説が中心となり、『破戒』は自然主義小説の先駆となった。

その他の代表作は『春』『家』『新生』『夜明け前』など。 

与謝野晶子(よさの あきこ) 1878-1942  

歌人。本名、しょう。旧姓、鳳（ほう）。与謝野鉄幹が創立した『明星』に短

歌を発表するようになり、大胆で奔放な愛をうたった処女歌集『みだれ髪』は

大きな反響を呼んだ。『源氏物語』の現代語訳でも知られる。鉄幹と結婚し、生

涯で 11 人の子供を育てあげた。 
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晶子の母親としての一面がうかがえる書簡。当時 26歳の長男（のちの医学博士与謝野光）

が郊外の荻窪で病気になったおり、麹町区富士見町の自宅からわざわざ赴き看病し、そのた

めに「失礼」

したことを

詫びている。

宛名の鶴見

祐輔は後藤

新平の娘婿。

鉄道省退官

後、著述・講

演活動に専

念し、のちに

衆議院議員となった。 

90-2 柳原白蓮書簡 昭和 30（1955）年 10月 【有馬頼寧関係文書（その 1）42-2】 

白蓮から有馬頼寧（展示資料 129）に宛てた書簡。有馬は元華族政治家で当時中央競馬会

理事長の職にあった。書簡では、有馬が昭和 30（1955）年 7 月から毎月発行していた個人

雑誌『ひとりごと』の創刊号と第 2 号を送ってほしいと依頼しており、同書は夫龍介のとこ

ろに送られていたため自分はそれに気づかず、先日になって初めて第 3 号と 4 号を読んだ

と述べている。書簡および封筒には当時の本名である宮崎姓で署名しており、白蓮事件で世

間を騒がせた夫婦の 34 年後の様子を伝える書簡である。また、書簡には雑誌購読のための

1 年分の会費が封入されていたものと思われる。 

柳原白蓮(やなぎわら びゃくれん)1885-1967  

歌人。本名、燁子（あきこ）。大正三美人の 1 人。東洋英和女学校に寄宿し、

のちに翻訳家となる村岡花子と交流を持った。また、歌人佐々木信綱の指導を受

けた。九州の炭鉱王伊藤伝右衛門と結婚したが、社会運動家の宮崎龍介と駆け落

ちし、新聞紙上で白蓮から伊藤への絶縁状や伊藤の反論が掲載されるなどの騒

動が起こり、「白蓮事件」と呼ばれた。代表作は歌集『踏絵』。 

芥川龍之介（あくたがわ りゅうのすけ） 1892-1927 

小説家。大正 4（1915）年末頃より夏目漱石（展示資料 88）に師事する。

翌年発表した『鼻』が漱石に激賞され、文壇で認められる契機となった。代表

作『羅生門』『河童』など。昭和 2（1927）年に睡眠薬を飲んで自殺。芥川の

死は、時代の転換を示す一大事件として世間に衝撃を与えた。 
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91 奉教人の死 大正 7（1918）年 【本別 3-92】 

自筆原稿。大正 7（1918）年 9 月発行の『三田文学』に掲載され

た。いわゆるキリシタンものの系列に属し、芥川の歴史小説の代表作

とされる。長崎の教会で養われていた孤児「ろおらん」（単行本化の

際「ろおれんぞ」に改称）が、人々の誤解と迫害に耐えつつ、大火の

中で殉教を遂げる物語。作中に、筆者所蔵のキリシタン版『れげんだ・

おうれあ』を元にこの物語を書いたと解説があるが、この書は芥川の

創作である。しかし多くの人がこのキリシタン版の存在を信じてしま

い、中には買い取りを希望して手付金を送った人まであったという。 
 

92 二人の稚児 大正 7（1918）年 【本別 3-82】 

自筆原稿。『中央公論』大正 7（1918）年 4 月号に掲載された。瑠璃光丸（るりこうまる）

と千手丸（せんじゅまる）の 2 人は、幼い頃に比叡山に預けられ兄弟のように育ったが、年

ごろになるにつれ俗界、とりわけ「女人」を見てみたいという煩悩に悩まされる。人間の善

と悪、禁欲と快楽について描いた作品。 
谷崎は本作品を執筆する前年に母を亡くしている。最後に登場する「女人」には、母への

追慕が込められているとされる。自筆原稿には、細かい語句の訂正跡などが見られ、文章に

こだわりのある谷崎の執筆過程が窺えて興味深い。 

 
93 思ひ出のなかから 〔大正 8（1919）年〕 【本別 3-97】 

谷崎潤一郎（たにざき じゅんいちろう） 1886-1965 

小説家。明治 43（1910）年、第 2 次『新思潮』同人として文壇に登場。退廃

的な美を描いて「悪魔主義」と呼ばれた。関東大震災後は関西に移住し、古典

文化に関心を寄せて作風が変化するが、晩年に至るまで名作を発表し続けた。

代表作は『春琴抄』『細雪』など。大正 6（1917）年頃から佐藤春夫（展示資料

93）と親しく交流する。 

佐藤春夫（さとう はるお） 1892-1964 

小説家、詩人。初め浪漫的な抒情詩人として文壇に登場したが、小説『田園

の憂鬱』『都会の憂鬱』などで大正期を代表する作家となる。大正 6（1917）年

頃谷崎潤一郎（展示資料 92）と知り合い、処女創作集『病める薔薇』（大正 7
（1918）年。のちに補訂されて『田園の憂鬱』となる）には谷崎が序文を寄せ

ている。2 人の交友はお互いの生活と創作に大きな影響を与えたとされる。谷

崎が妻千代を佐藤に譲った「細君譲渡事件」は特に有名。 
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自筆原稿。「私の父と父の鶴との話」という小題がついている。この物語は最初、小説「わ

が生ひ立ち」の一部として、大正 8（1919）年 7 月の『大阪朝日新聞』夕刊に掲載された

が、改題と加筆修正を経て、翌年発行の雑誌『サンエス』に再度発表された。展示資料は『サ

ンエス』に掲載した際の原稿と思われる。幼い頃、医者であった父が連れてきた 1 羽の鶴と

父との交流、その鶴が死んだ時の家族の様子などを、静かで落ち着いた筆致で描いている。

のち、佐藤にとって初の童話集『蝗の大旅行』（大正 15（1926）年）に収録された。 
 

94 イーリアス 昭和 11（1936）～13（1938）年【本別 3-63】 

ホメロスの『イーリアス』をギリシャ語原典から訳した際の草稿。晩翠は独学でギリシャ

語を習得し、大正 3（1914）年、日本初の韻文による『イーリアス』部分訳を発表した。し

かし、全 24 歌のうちの 1、2 歌を訳したのみで中断。約 20 年後、途絶していた訳の完成を

再び決意し、昭和 14（1939）年に

全文訳を成し遂げた。完成まで足

かけ 25 年を費やした訳は、今もな

お日本におけるホメロス訳の金字

塔とされる。 
当館は、大正 2（1913）年頃の草

稿ノート 3 冊、昭和 11（1936）年

頃から始まる草稿類 11冊などを所

蔵する。前期は昭和期の草稿類の

第 1 冊を、後期は第 2 冊を展示。 
 
 
 
 
 
 
 
 

土井晩翠（どい ばんすい） 1871-1952 

詩人、英文学者。姓は本来「つちい」だが、昭和 9（1934）年、通称に従い

「どい」と改めた。東京帝国大学卒業後、第 1 詩集『天地有情』を刊行し、島

崎藤村（展示資料 89）と並び称される詩人となる。『荒城の月』の作詞者とし

ても著名。のちに詩壇の主流を離れるが、晩年の『イーリアス』『オヂュッセ

ーア』などの訳業が高く評価されている。 
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95 風船 〔昭和 30（1955）年〕 【YS1-16】 

自筆原稿。『毎日新聞』朝刊に、昭和 30（1955）年 1 月 20 日から 9 月 10 日まで連載さ

れた。アメリカ占領期の日本を舞台に、「漂流して行く先さだめないゴム風船」のような人々

の生を描いた小説。大佛が特に力を注いだ作品で、「私の代表作と見られている『帰郷』よ

りも『風船』が遙か上の作品だとひそかに信じている」と書いている（大佛「私の現代文学」

（『風船』昭和 47（1972）年））。「おさらぎ」銘入り原稿用紙を使用。作者自身が修正した

跡も多く残っている。なお、朱は新聞社で入れたもの。 
前期は第 1 冊を、後期は第 3 冊を展示。 

96 やって来た連中 〔昭和 35（1960）年〕 【YS1-10】 

自筆原稿。『毎日新聞』夕刊に、昭和 35（1960）年 4 月 21 日から 10 月 22 日まで連載さ

れ、翌年単行本化された。原稿は鉛筆書き。朱は新聞社で入れたもの。旧仮名遣いを新仮名

遣いに修正したり、読みにくい文字を書き直したりしている。安岡はこの原稿が書かれた昭

和 35 年に、母の死を題材とした長編小説『海辺の光景』（昭和 34（1959）年）で芸術選奨

文部大臣賞および野間文芸賞を受賞し、文壇的地位を確立した。本作品のほか二つの連載に

加え、各種の文芸誌などにほぼ毎月作品を発表した多忙な年であった。 
前期は第 2 冊を、後期は第 3 冊を展示。 

 

安岡章太郎（やすおか しょうたろう） 1920-2013 

小説家。大学在学中に陸軍に入営、満州に従軍するが、胸部疾患のため終戦前

に内地送還された。戦後、脊椎カリエスを病み、病床で小説を書き始める。昭和

28（1953）年『悪い仲間』『陰気な愉しみ』で芥川賞を受賞。吉行淳之介、遠藤

周作らとともに「第三の新人」と呼ばれた。自らの人生に題材をとった私小説的

な作品が多い。 

司馬遼太郎(しば りょうたろう)1923-1996  

小説家。産業経済新聞社に勤務しながら忍者小説『梟の城』で直木賞を受賞。

退職して作家生活にはいり、『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『坂の上の雲』『翔ぶが

如く』などの歴史小説を多数発表する一方、『街道をゆく』など多数の随筆類

を執筆した。 

大佛次郎（おさらぎ じろう） 1897-1973 

小説家。本名、野尻清彦。昭和期大衆文学の代表作家であり、特に『鞍馬

天狗』『パリ燃ゆ』『天皇の世紀』などが著名。鎌倉の大仏裏に住んでいたこ

とから大佛の筆名を用いたという。時代小説のほか現代小説にも優れた作品

を遺す。豊かな西欧的教養をもとに、大衆文学の質的向上に貢献した。 
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97 司馬遼太郎書簡 昭和 44（1969）年 10 月 【松下芳男関係文書 151（宛名面）、154】 

司馬が軍制史研究家の松下芳男に送った葉書。宛名の書き損じを豪快に修正してそのま

ま投函したようである。文面には『坂の上の雲』の第 1 冊が出たので、出版社から送らせる

と書いてあるが、同書は日露戦争で活躍した軍人、秋山好古・真之（展示資料 68）兄弟や

正岡子規（展示資料 86、87）らの活躍を描いた司馬の代表作である。松下には軍事史や軍

制に関する著述が多く、昭和 11（1936）年に刊行された秋山好古の伝記『秋山好古』（秋山

好古大将伝記刊行会編）の著者の 1 人である。 
 

第９章 芸術家 

98 岡倉天心書簡 明治 29（1896）年 8月 27日 【阪谷芳郎関係文書 224】 

当時東京美術学校（のちの東京芸

術大学）長であった天心から、大蔵官

僚の阪谷芳郎に宛てた返書である。

阪谷から写実的な鯉の絵の発注先に

ついて相談を受けたものと推測でき

る。橋本雅邦のものは大いに見るべ

きものがあるが、写実的なものとい

うことであれば川端玉章がよいと勧めており、他にも下村観山など有望な若手画家を数名

挙げている。阪谷はのちに第 1次西園寺内閣大蔵大臣・東京市長・貴族院議員を歴任。 

 

岡倉天心（おかくら てんしん） 1862-1913  

明治時代の美術指導者。本名は覚三。幼いころから英語や漢籍を学び、東京

大学でフェノロサに師事。東京美術学校の設立に努め、のちに校長に主任した。

明治 31（1898）年、門弟の横山大観（展示資料 99）や菱田春草らと日本美術

院を創立した。ボストン美術館の東洋部長となるなど、日本美術を海外に紹介

することに尽力した。 
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99 横山大観書簡 〔大正 11（1922）年頃〕10 月 7 日 【牧野伸顕関係文書（書簡の部）

658】 

大観から宮内大臣の牧野伸顕に宛てた

書簡である。川合玉堂の伝言により、大

観から牧野に『天心全集』（岡倉天心著 

大正 11（1922）年）を贈呈するという内

容であり、この書簡は本と共に送られた

送り状と考えられる。天心（展示資料 98）
は東京美術学校の校長を辞するとともに

美術団体の日本美術院を創設しており、大観と玉堂はともに創設時から参加している。2 人

の交流の様子が身近にうかがえる書簡である。 
 

100 竹内栖鳳書簡 大正 14（1925）年 7月 22日 

【関屋貞三郎関係文書 693-8】 

栖鳳から宮内次官の関屋貞三郎に宛てた接待礼

状の葉書である。書面には、東京出立後の横浜での

ひとこまとして、崖下の日蔭で煙草を一服してい

る際、子供の釣り糸に蛸がかかり、蛸も子供も自分

も驚いたことが、ユーモラスに記されている。釣竿

にかかった蛸の絵も描かれており、簡素ながらも

動物の描写に定評があった栖鳳らしい躍動感が感

じられる。 

横山大観（よこやま たいかん） 1868-1958  

日本画家。本名は秀麿。橋本雅邦・岡倉天心（展示資料 98）に師事し、東

京美術学校を卒業後、日本美術院に参加。大正 3（1914）年には、守旧派に押

されて一時活動が途絶えた日本美術院を再興し、近代日本画の中心作家とし

て活躍した。輪郭をぼかした画風は「朦朧体」と呼ばれる。 

竹内栖鳳（たけうち せいほう） 1864-1942  

日本画家。京都に生まれ京都府画学校（のちの京都市立芸術大学）を卒業。

「東の大観、西の栖鳳」とも呼ばれ、京都画壇の中心として多くの弟子を育

て、日本画の近代化に大きく貢献した。横山大観（展示資料 99）、幸田露伴ら

とともに、第 1 回文化勲章を受章した。 
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101 北大路魯山人書簡 昭和初期 6月 17日 【牧野伸顕関係文書（書簡の部）204】 

魯山人から牧野伸顕に宛てた書簡である。昭和初期の魯山

人は永田町で高級料亭の星岡茶寮を運営する一方、北鎌倉に

星岡窯（せいこうよう）を築き作陶に励んでいた。この書簡

は星岡窯への招待状であり、大根の煮ころがしなどの田舎料

理でもてなしたいと述べている。便箋の左下には「星岡茶寮」

と印刷されており、専用の便箋であることがわかる。 
 
  

北大路魯山人（きたおおじ ろさんじん） 1883-1959  

芸術家。はじめ書と篆刻で身をたてたのち、古美術や料理の研究に進んだ。

会員制の高級料亭星岡茶寮の開設後には陶芸に本格的に取り組むなど、様々な

芸術分野で活躍した。 
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形態別  

第１章 絵画 

当館では、文字を中心とした直筆資料だけでなく、絵画も所蔵している。ここではその中

から、それぞれの分野で名を成した人々の作品 8 点を選んで紹介する。日本画、油彩画、絵

日記、下絵など、多様な肉筆画をお楽しみいただきたい。 

102 桜草図 【特 1-3292】 

文晁が描いた桜草の絵に、屋代弘賢（やしろ ひろかた）が賛（絵に添えられる詩歌など）

を書いたもの。屋代は江戸時代後期の国学者で、文晁と同じく松平定信に取り立てられ、ま

た、能書家としても知られた。絵の描かれた時

期は明らかではないが、文晁の落款は、いわゆ

る烏文晁と呼ばれる文化年間（1804-1818）以

降のものである（「文」の字が崩れて烏の形に似

てくることから烏文晁と呼ばれ、それ以前と区

別されている）。 
屋代の賛は、「くさの名も桜といへは日の本

にかきる色香の盛（さかり）みすらし」。桜草の

美しさを称える和歌である。 
 

103（前期） 夜雨菴戯画 【寄別 6-4-3-3】 

谷文晁（たに ぶんちょう） 1763-1840 

江戸時代後期の画家。狩野派をはじめ、南画から洋風画まで様々な画法を学び、

諸派を融合させた画風により江戸画壇に重きをなした。門下から渡辺崋山、田能

村竹田（たのむら ちくでん）ら優れた画家を輩出している。また、天明 8（1788）
年、田安家に出仕し、寛政 4（1792）年には松平定信に認められ近習（きんじゅ。

主君のそば近く仕える役）になっている。 

八代目市川団十郎（はちだいめ いちかわ だんじゅうろう）（1823-1854） 

歌舞伎俳優。七代目市川団十郎の長男。10 歳で団十郎を襲名した。天才的

な技芸と美貌により、熱狂的な人気を得たが、32 歳の若さで自ら命を絶った。

その死を惜しんで、300 以上の死絵（似顔絵に法名や没年月日などを記した

浮世絵の一種）が出版されたという。書画にも秀で、三升（さんじょう）、夜

雨庵（やうあん）などの号で優品を遺している。 
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夜雨菴（庵）（やうあん）は八代目の画号で、戯画は戯れに描いた絵のこと。書名の通り、

即興で描かれたかのような軽い筆致の絵が多く、ところどころにおかしみがあって味わい

深い。展示箇所中、左丁は勧進帳を読み上げる弁慶であろうか。八代目は「勧進帳」に 3度

出演しており、初演で源義経、2回目に武蔵坊弁慶、3回目は富樫左衛門をそれぞれ演じて

いる。右丁には瓢箪（ひょうたん）が描かれているが、瓢箪は、二代目団十郎が芭蕉旧蔵の

瓢箪を愛用したことから、市川家に縁の深いモチーフになったと言われている。 

 
103（後期） 夜雨菴戯画 【寄別 6-4-3-3】 

夜雨菴（庵）（やうあん）は八代目の画号で、戯

画は戯れに描いた絵のこと。書名の通り、即興で

描かれたかのような軽い筆致の絵が多く、ところ

どころにおかしみがあって味わい深い。展示箇所

中、右丁は歌舞伎十八番のひとつ、「暫」の主人公

であろう。八代目は襲名直後に「暫」を演じてお

り、父の五代目海老蔵（天保 3（1832）年、七代

目団十郎から改名）が敵役として共演した。左丁

は達磨の絵に、「ころかしてな（カ）したみやけや

年の市」。八代目の句であろうか。達磨の仏頂面に滑稽味がある。 
 

104（前期） 暁斎絵日記 明治 9（1876）～21（1888）年 【WA31-14】 

暁斎は明治初年から亡くなる 1ヶ月前まで、毎日絵日記をつけていた。内容は、日々の来

客や絵の制作、出稽古の様子などで、軽妙な筆致は見ていて飽きない。この絵日記は当時か

ら評判が高く、暁斎が描いた端から知人たちが持ち去ってしまうので、河鍋家には遂に 1冊

の日記も残らなかったという。展示箇所中、うつ伏せで絵を描いているのは、明治14（1881）
年に暁斎に弟子入りした、イギリス人建築家ジョサイア・コンドル（画中には「コンテエル

君」とある）。髪が彩色され、長い足を強調するように描いている。 

 

104（後期） 暁斎絵日記 明治 9（1876）～21（1888）年 【WA31-14】 

河鍋暁斎（かわなべ きょうさい）1831-1889 

日本画家。6 歳で浮世絵師歌川国芳に入門したのち、前村洞和（まえむ

ら とうわ）、狩野洞白（かのう どうはく）の門に移り、19 歳で狩野派

の免許を得た。安政年間末頃より浮世絵を描き、狂斎と号したが、風刺画

のために投獄されたのを機に暁斎とあらためた。ユーモアあふれる筆使い

と、卓越した描写力とを持つ絵師で、国外でも高く評価されている。 
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暁斎は明治初年から亡くなる 1ヶ月前まで、毎日絵日記をつけていた。内容は、日々の来

客や絵の制作、出稽古の様子などで、軽妙な筆致は見ていて飽きない。この絵日記は当時か

ら評判が高く、暁斎が描いた端から知人

たちが持ち去ってしまうので、河鍋家に

は遂に 1冊の日記も残らなかったという。

展示箇所中、赤い鬼は経師屋（書画を掛物

などに仕立てる職人）の高須平吉。顔が鬼

に似ていたのだろうか。右頁には、椅子に

座って長い足を持て余すように伸ばした

コンドルが描かれている。イギリス人建

築家のジョサイア・コンドルは、明治 14
（1881）年に暁斎に弟子入りし、暁英と号

した。 

 

105水野年方三十六佳撰下繪 【寄別 13-35】 

105の参考 三十六佳撰 明治 26（1893）年 秋山武右

衛門刊 【本別 7-292】 
『三十六佳撰』は大判錦絵 36 枚の揃物で、年方の代

表作。1 枚ごとに「元禄頃婦人」「文政頃婦人」という

ように、主に江戸時代の元号を冠して、その頃の女性の

風俗（衣装、髪型など）を季節の風物を添えて描いた美

人画シリーズである。年方は風俗考証を丁寧に行った

画家としても知られており、このシリーズはそうした

年方の特色がよく生かされた作品と言える。右が年方

旧蔵の下絵。絵の右下に、「水野秊方所蔵之印」という

蔵書印が押されている（「秊」は「年」の本字）。左（参

考展示）は出版された錦絵。年方の作品らしく、品のあ

る美人画となっている。 

水野年方（みずの としかた）1866-1908 

浮世絵師、日本画家。明治期風俗画の代表作家とされる。14 歳で浮世絵師

月岡芳年（つきおか よしとし）に入門。新聞・雑誌の挿絵画家として活躍す

る傍ら、肉筆歴史画も手掛け、近代日本画壇に浮世絵派を形成した。繊細で

上品な作風に特徴がある。弟子に鏑木清方（かぶらき きよかた）（展示資料

114）がいる。 
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106 伊予川之江 昭和 9（1934）年【寄別 7-3-1-7】※前期 

水彩画。絵の左下に「巴水／伊予 川之江／昭和九.一.二十八写」とある。愛媛県の東端、

旧川之江市（現四国中央市）の風景を描いたもの。巴水は昭和 9（1934）年 1 月から 2 月

にかけて四国・関西を旅行しており、ほぼ同じ構図のスケッチが当時の写生帖（個人蔵）に

残されている。この旅での写生画を元に、『日本風景集Ⅱ 関西篇』という版画シリーズが

出版されたが、展示資料の絵柄は版画作品にはなっていない。 

巴水は版画に生きた画家であったが、時には注文に応じて、あるいは経済的な事情により

肉筆画も描いた。当館は他に巴水の水彩画を 11 点所蔵する。 

 

107 東海道薩埵峠（さったとうげ） 昭和 10（1935）年【寄別 7-3-1-7】※後期 

水彩画。絵の左下に「東海道さた峠／昭和十年二月作／巴水」とある。昭和 10（1935）
年 4 月に出版された版画『薩埵峠の富士』とほぼ同じ絵柄であるが、展示資料には署名、印

章とも入っており、原画ではなく独立した水彩画作品

として描かれたものと思われる。薩埵峠は静岡県にあ

る峠で、東海道の難所であると同時に名勝地としても

知られた。歌川広重も『東海道五拾三次』で同所を描

いている。 
巴水は版画に生きた画家であったが、時には注文に

応じて、あるいは経済的な事情により肉筆画も描いた。

当館は巴水の水彩画を他に 11 点所蔵する。 

浅井忠（あさい ちゅう）1856-1907 

洋画家。明治 9（1876）年、創設直後の工部美術学校へ入学、イタリア人画

家フォンタネージの薫陶を受けた。日本最初の洋画美術団体である明治美術会

を同志と設立し、東京美術学校教授を経て、明治 33（1900）年より 2 年間フラ

ンスへ留学。帰国後は京都に移住し、関西画壇の指導者として功績を残した。

フランス留学中に描いた『グレーの冬』などの風景画が著名。 

川瀬巴水（かわせ はすい） 1883-1957 

版画家。鏑木清方（かぶらき きよかた）（展示資料 114）に弟子入りを希

望するが断られ、清方の勧めで洋画を学んだ。のち、再び入門を願い、27 歳

でようやく清方門下となる。大正 7（1918）年、伊東深水（いとう しんす

い）の木版画に感銘を受け、自らも版画作品を発表。以降、日本各地を旅行

して写生を繰り返し、その写生画を元とした風景版画で多くの名作を生み出

した。情感豊かな風景描写に定評がある。 
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108 浅井忠画帖 【寄別 3-1-2-1】 

浅井の水彩画 11 点を貼り込んで折本仕立てにしたも

の。11 点のうち 9 点は絹布に、2 点は紙に描かれてい

る。どの絵も、どちらかというと簡略な筆使いで、軽や

かな仕上がりになっている。描かれた時期は不明だが、

農村風景や人々の暮らしの様子を描いている点に浅井

らしさが窺える。浅井は油彩だけでなく、水彩も得意と

した画家で、晩年には特に水彩画を多く描いた。日本に

洋風の水彩技法がもたらされたのは、幕末から明治初期にかけてであるが、浅井は初期の日

本水彩画の代表作家で、水彩画の手引なども執筆している。 

 

 

109 湖畔の霧 明治 44（1911）年 8月 【VA311-1】 

藤田が 26歳のときの作品。絵の裏には、「榛名湖 天人峠より眺望（明治 44年 8月）」と

ある。東京美術学校を卒業し、黒田清輝の影響力が大きかった当時の日本画壇で作風を模索

していた時期にあたる。パリに留学するのはこの 2年後である。 

なお、この油絵は藤田の甥である蘆原英了（あしはら えいりょう）が所蔵していたもの

で、現在は寄贈により蘆原コレクションとして当館が所蔵している。蘆原は藤田の影響でフ

ランス文化に触れ、シャンソンやバレエの評論家となった。 

110 瀑布之図 〔明治 20（1887）年〕【WA47-4】 

藤田嗣治（ふじた つぐはる）1886-1968 

洋画家。明治 43（1910）年、東京美術学校西洋画科を卒業。大正 2（1913）

年、フランスに渡り、乳白色の裸体画で独自の画境を開き、エコール・ド・パ

リの一員として名を成す。独特の風貌も有名。第二次大戦後、フランスに帰

化、カトリックに改宗してレオナール・フジタと名乗った。 

狩野芳崖（かのう ほうがい） 1828-1888 

日本画家。長府藩（山口県）御用絵師の家に生まれる。狩野派に学んだが、

伝統の枠に捉われることなく独創性を追求した。芳崖という号は、「法外（定

まった法にはずれること）」の意味を込めてつけたと言われる。フェノロサに

認められ、岡倉天心（展示資料 98）とともに日本画の改革に力を尽くした。

絶筆『悲母観音』は近代日本画の代表作として名高い。 
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右下に「芳崖/年六十畫」の落款

があり、明治 20 (1887）年の作品

である。芳崖はこの年から、絶筆

となった大作『悲母観音』の制作

にとりかかっている。翌年には東

京美術学校教官となったが、開校

を前に 11 月 5 日逝去した。芳崖

には、他にも『懸崖山水図』『岩石』

など、切り立った崖や岩石、渓流

などを題材とした作品がいくつ

か残されている。 
 

第２章 署名 

 

署名をするということには、様々な意味がある。承諾する、自分の作品であることを示す、

自分の持ちものであることを示す――。ここでは、記念としての寄せ書き（展示資料 111）、
豪華装丁本の特典や寄贈のための著者署名（展示資料 113～119）、サイン帳（展示資料 120）、
書類への承諾署名（展示資料 121）、そしてブロマイドなどの写真に添えたサイン（展示資

料 122～126）といった、様々な署名を紹介する。 
 
111 日本国憲法（官報号外） 【入江俊郎関係文書 46】 

昭和 21（1946）年 11 月 3 日の日本国憲法を公布する官報の号外。憲法公布の記念とす

るために、当時法制局長官であった入江俊郎（いりえ としお）が主要な関係者から署名を

集めたものと推測される。 
 
[署名した人物と当時の役職] 
吉田茂 内閣総理大臣兼外務大臣（→展示資料 60） 
金森徳次郎（かなもり とくじろう） 国務大臣（憲法担当） ※のちの当館初代館長 
芦田均 衆議院帝国憲法改正案委員会委員長（→展示資料 130） 
入江俊郎 法制局長官 
幣原喜重郎（しではら きじゅうろう）国務大臣・復員庁総裁[前内閣総理大臣] 
林譲治（はやし じょうじ） 内閣書記官長 
木村篤太郎（きむら とくたろう） 司法大臣 
安倍能成（あべ よししげ） 貴族院帝国憲法改正案特別委員会委員長 
山崎猛（やまざき たけし） 衆議院議長 
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徳川家正（とくがわ いえまさ） 貴族院議長 
清水澄（しみず とおる） 枢密院議長 
潮恵之輔（うしお しげのすけ） 枢密院副議長 
 

112 板垣政法論 板垣退助述 五古周二編 明治 14（1881）年 自由楼【特 39-254】※（署

名は複本である展示資料のみ） 

明治 13（1880）年 3 月に植木が創刊した『愛国志林』（のち『愛国新誌』と改題）に連載

されていた論考を、編者が表記題名として出版したもの。裏表紙に植木自筆の題詩がある。 

本文冒頭に「無上性法論 板垣退助述 植木枝盛筆記」とあり、板垣（展示資料 40）の口

述を植木が筆記したという体裁をとっているが、板垣が実際にこの理論を構築したかは疑

わしく、実質的には植木の著作とする説もある。植木の題詩は、一般的な漢詩の形式は踏ま

えていないが、植木の雄大な世界政府思想を託したものと思われる。 

 

113 京都帝国大学文学部考古学研究報告 第７冊 京都帝国大学文学部考古学研究室編  

大正 12（1923）年 京都帝国大学【14.5-3】※（展示資料は複本の【202.5-Ky995k】） 

新村が国語学者亀田次郎（展示資料 80）に贈ったもので、表紙の献辞が自筆。 

新村は、明治 42（1909）年に京都帝国大学教授となり、以後退職まで言語学講座を担当

した。また、南蛮文化に関しても継続的に研究を行い、その成果をかねてより交流のあった

亀田に献呈した。新村は、しばしば亀田の論文を参照したほか、研究に際し亀田の蔵書（亀

田文庫。現在は当館所蔵。）も利用した。展示資料は、亀田文庫の中の 1 冊である。収載の

新村の論文「摂津高槻在東氏所蔵の吉利支丹抄物」は、彼の代表的著作『南蛮更紗』（大正

植木枝盛（うえき えもり） 1857-1892 

思想家、政治家。板垣退助（展示資料 40）に影響を受け立志社に参加し、愛国

社を再興、国会期成同盟を組織。明治政府の専制的政治に反対し、私擬憲法「日本

国国憲案」を起草するなど、自由民権運動の指導に当たった。主な著書に『民権自

由論』『天賦人権弁』『一局議院論』など。 

新村出（しんむら いずる） 1876-1967 

明治から昭和期に活躍したわが国を代表する言語学者の 1 人で、『広辞苑』の

編者として知られる。日本語の音韻・系統研究を核とする国語史研究のほか、

南蛮文化研究をはじめとする言語・文化研究など多方面で優れた業績を残し、

随筆も名高い。特に語源・語史をめぐる国語史の研究においてはヨーロッパの

比較言語学的手法を導入し、この分野の先駆者となった。 
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13（1924）年）にも収められた。 

114 蘆の芽 昭和 13（1938）年 相模書房 【新別あ-2】 

清方第 4 作目の随筆集。自身の装丁による 30 部限定本。外箱入かつ帙に収められている。

標題紙に「鏑木清方」の署名があり、口絵の肉筆挿絵には「荒川旅の路 清方」の添書があ

る。清方は、昭和 13（1938）年に都会の喧騒を離れ何回か江戸川べりの篠崎を訪れている。

早春の川沿いに芽吹いたばかりの蘆が、半月後に見紛うことない蘆の姿に成長する情景は、

かつて住んでいた葛飾の昔の姿と重なったという。『蘆の芽』には、そうした自然への敬意

と古き良き江戸へのノスタルジーが込められている。 

 

115 大いなる日に 昭和 17（1942）年 道統社 【KH577-J1】 

戦争についての詩を集めた最初の詩集。見返しに、著者署名と

「美は力なり」という言葉が書かれている。「美は力なり」は、戦

中・戦後を通じて色紙・短冊などにしばしば書かれた。愛妻智恵子

の死による虚脱感の中、生涯でもっとも困難な時期の光太郎の決

意を端的に吐露した言葉である。筆致には、無理や無駄のないその

時のありのままの書をよしとした一本気な気質が感じられる。戦

時中、光太郎は、戦争が不可避であるなら美の力で人々を鼓舞し、

人心の荒廃を防ぐことで文化を守ろうと、戦争を肯定した詩を

数々発表したが、後に自らの責任を追及する作品を綴っている。 

高村光太郎（たかむら こうたろう） 1883-1956 

詩人、彫刻家。彫刻家高村光雲の長男。東京美術学校で彫刻を学ぶ一方、

文学にも開眼し与謝野鉄幹の新詩社に入社。欧米留学後、ロダンの翻訳の他、

美術評論も多く手掛けた。口語自由詩の確立に貢献し、代表作は、詩集『道

程』『智恵子抄』、彫刻『手』『乙女の像』など。 

鏑木清方（かぶらき きよかた） 1878-1972 

明治から昭和にかけて活躍した浮世絵の流れを組む挿絵画家・日本画家。人

物画、美人画、風俗画など肉筆画を多数残している。文筆にもすぐれ、『こし

かたの記』など多くの随筆集を著す。 
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116 犯罪幻想 棟方志功画 昭和 31（1956）年 東京創元社【913.6-E22h】 

限定 800 部の内の 457 番本。標題紙前に著者署名。三方銀付け、棟方の版画挿絵が 11 枚

入っている。 

乱歩は戦前、豪華本として『石榴』（柳香書院 昭和 10（1935）年）、『幻想と怪奇』（版

画荘 昭和 12（1937）年）を出版したが、発行部数が限られていたことからすぐ入手困難

となってしまった。戦後、東京創元社からの、短編ひとつごとに挿絵を入れた豪華本を出版

するという提案を快諾。『石榴』『幻想と怪奇』の 2 冊より 11 編を選定し、挿絵は希望どお

り棟方志功による限定本が完成した。 

 

117 酔ひどれ船 アルチュウル・ランボオ著 昭和 11（1936）年 伸展社【新別よ-1】 

19 世紀フランスの象徴派詩人ランボー17 歳の時の詩集にして彼の定型詩の傑作と言わ

れる長詩『Bateau ivre』（1871）の、堀口による翻訳。あそび紙に堀口の署名入り。 

ヴェルレーヌ、コクトー他、数多くの訳詩を手掛けた堀口だが、「この少年詩人のダイヤ

モンドのやうな作品には、どうしても、歯が立たなかつた」（『ランボオ詩集』昭和 24（1949）
年）と手を焼いたようで、ランボーの訳はこの１篇の後、10 年以上の間があいた。展示資

料は、華やかな京染朱紅羽二重で仕立てられた表紙に、天・地・小口の三方を紅塗金銀箔か

け、皮紐で綴じた限定 250 部の特製版である。 

 

江戸川乱歩（えどがわ らんぽ） 1894-1965 

推理小説家、評論家。代表作に『人間椅子』『陰獣』など。名探偵明智小五郎

が活躍する『怪人二十面相』（『少年倶楽部』に連載）など少年向けの作品も多

数発表。戦後は海外推理小説の紹介、評論などの分野で活躍、日本推理小説界

の発展に貢献した。 

堀口大学（ほりぐち だいがく） 1892-1981 

詩人、翻訳家。詩集『月光とピエロ』『砂の枕』など。フランスの近代詩を紹

介した訳詩集『月下の一群』で日本近代詩に新風を吹き込んだほか、フランス

の小説・戯曲の訳も数多く、フランス語の語感の美しさを活かし、美しい和文

で紡いだ新しい表現は横光利一・川端康成や若き日の三島由紀夫（展示資料

119）にも影響を与えた。 
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118 曉と夕の詩 昭和 12（1937）年 風信子詩社【KH597-H5】 

生前に刊行された 2 冊の自選詩集のうちの 1 冊。『萱草（わすれぐさ）に寄す』

に次いで同年自費出版された。標題紙後ろに署名入り。 
「音楽の状態をあこがれてつくった」立原の意図を表現するような楽譜の形態

を模したデザインとなっている。実質的な限定私家版で 165 部造られた。部立て

はなく、10 編のソネット（14 行の定型詩）を収めている。「風信子（ひやしん

す）」とは立原の好んだ花で、自ら立ち上げた出版社の名前に用い、自宅の 3 階

には風信子詩社の標札が掲げられていた。 

 
119 金閣寺 昭和 31（1956）年 新潮社【913.6-M525k8-（s）】 

金工家である寺本美茂の装丁による、総皮装に金箔押しした限定200部の豪華版である。

標題紙前に署名入り。 
『金閣寺』は雑誌『新潮』に連載された長編小説。昭和 25（1950）年に実際に起こった

金閣寺放火事件を題材に、金閣寺の美に魅入られ、その呪縛から逃れるために火を放った青

年僧の悲劇を描いた秀作で、三島文学の頂点に位置する。署名に限らず、原稿用紙の文字の

美しさもよく知られるが、潔癖な性格に加え「植字工が苦労しないように」という配慮によ

るものであったという。 
 
--------------------- 
120 誕生日 2版 徳富猪一郎編 明治 25（1892）年 民友社【159.8-To454t】 

サイン帳。片頁に日付ごとに蘇峰（猪一郎）の選んだ箴言や漢詩を配し、もう片頁に記入

欄を設けた誕生日の備忘録。家族や友人が各自の誕生日欄に自ら姓名を書き込む。挿画は蘇

峰と親交の深かった日本画家の久保田米僊による。 

立原道造（たちはら みちぞう） 1914-1939 

詩人、建築家。早くから詩や短歌に親しむ。建築や詩作、絵画など多彩な才

能を発揮したが、第 1 回中原中也賞を受賞した直後に 26 歳で死去した。日本

を代表する叙情詩人の 1 人。 

三島由紀夫（みしま ゆきお） 1925-1970 

小説家、劇作家。中学生時代から小説を発表し始め、後に評論や映画出演な

どに至るまで多方面で才能を発揮した。代表作は、『仮面の告白』『金閣寺』『豊

饒の海』、戯曲『鹿鳴館』『サド侯爵夫人』『近代能楽集』など。自衛隊市ケ谷駐

屯地で割腹自殺を遂げた。 
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展示資料は、国語学者である亀田次郎（展示資料

80）旧蔵書（亀田文庫）の中の 1 冊で、書入れか

ら亀田の交友関係がうかがえる。前期は田山花袋

（録彌）、後期は巌谷小波（季雄）部分を展示。 

冒頭の序文「誕生節」で蘇峰は、忙しく移り変わ

りの激しい昨今、折節の「祝節」が必要だが、万人

に共通するものとして誕生日が最適である、ヨー

ロッパではすでに一般的であると説く（日本では

昭和 24 年法律第 96 号「年齢のとなえ方に関する法律」まで数え年が一般的で、誕生日を

祝う習慣はほとんどなかった）。本書は 1866 年にイギリスで出版された聖書と誕生日サイ

ン帳とを兼ねた「誕節聖書」に連なるものであるという。 

 

121 明治文芸家原稿料請取書 〔大正 2（1913）年～9（1920）

年〕【301-19】 

籾山書店と作家との間で出版に際して交わされた印税領収書や

原稿料領収書を製本したもの。高浜虚子・内藤鳴雪・荷風・鷗外・

泉鏡花（展示資料 84）からの領収書のほか、島崎藤村（展

示資料 89）との間に交わされた出版契約書も収められて

いる。残されることが極めて稀な書類であるため、当時の

出版事情を知る上で貴重な資料といえる。前期は荷風の

永井荷風（ながい かふう） 1879-1959 ※前期のみ 

明治から昭和にかけて活躍した小説家。本名壮吉。慶応義塾大学教授時代に『三

田文学』を創刊、耽美主義の立場から多くの小説・随筆・戯曲を発表した。世情と

一線を画す独自の立場に立った江戸趣味の作風を特徴とする。代表作は『あめりか

物語』『すみだ川』『濹東綺譚』など。 

森鷗外（もり おうがい） 1862-1922 ※後期のみ 

陸軍軍医を務める傍ら小説家・翻訳家として活躍し、近代日本文学の礎を築い

た。本名林太郎。代表作は、翻訳『即興詩人』、小説『舞姫』『雁』、歴史小説『阿

部一族』『山椒大夫』『高瀬舟』など。 
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小説『散柳窓夕栄（ちるやなぎまどのゆうばえ）』、後期は鷗外の翻訳戯曲集『新一幕物』の

原稿料領収書部分を展示。それぞれ、本名の「永井壮吉」「森林太郎」の署名とともに押印

が確認できる。 

 
 
121の参考 

籾山書店の本 

自身が俳人でもあった籾山仁三郎（もみやま にさぶろう）は、高浜虚子から俳書堂を譲

り受け、籾山書店を興し、文芸方面の良書を数多く出版した。中でも明治末期から大正初期

にかけて発行した一連の本は、橋口五葉の手による胡蝶の図案を配した壮麗な装丁が施さ

れ、「胡蝶本」と称される。森鷗外や永井荷風をはじめ、泉鏡花（展示資料 84）、谷崎潤一

郎（展示資料 92）らの小説計 24 タイトルが胡蝶本として刊行され、人気を博した。特に荷

風の『新橋夜話』『すみだ川』などは好評を得て版を重ねた。籾山と親交が深かった荷風は、

明治 44（1911）年から大正 7（1918）年のほとんどの著書を籾山書店から出版した。 

 

新一幕物 森林太郎訳 大正 2（1913）年 【338-139】 

新橋夜話 永井荷風著 大正元（1912）年 【KH385-8】 

すみた川 4 版 永井荷風著 大正元（1912）年 【KH385-7】 

夏すがた 永井荷風著 大正 4（1915）年 【KH385-H3】 

散柳窓夕栄 永井荷風著 大正 3（1914）年【特 102-384】 

 

122 『南京爆撃隊』舞台写真 〔昭和 12（1937）年〕 【長谷川清関係文書 73】 

昭和 12（1937）年 11 月の東京宝塚劇場公演『軍国レビュウ 南京爆撃隊』の舞台写

真。表面には葦原の署名、裏面には「皆様の武運長久を祈ります。私達も大いに頑張つて

居ります。第三艦隊長谷川長官殿」と書かれている。 

葦原邦子（あしはら くにこ）1912-1997 

女優、宝塚歌劇の男役スター。画家中原淳一の妻。歌唱力と男役らしい芸風で人気と

なり、戦前の宝塚歌劇黄金時代を支えた。戦後は映画やテレビドラマの母親役などで活
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当時、宝塚少女歌劇団では、海軍軍事普及部の提供による公演が行われており、この作

品もその一つ。同年 8 月、長

谷川清が第 3 艦隊司令長官と

して任務にあたった渡洋爆撃

をモデルとしている。あらす

じによると、葦原が演じた

「勝木少佐」は爆撃を成功さ

せた人物である。 

 

 

123 花房義質名刺判写真 〔明治 7（1874）年〕 【榎本武揚関係文書 18】 

榎本武揚（展示資料 47）宛の名刺判写真（カルト・ド・ビジット）。裏面に署名と

ともに「紀元二千五百三十五年二月／明治七年」「奉榎本先生閣下」と記載されてい

る。ペテルブルグにて撮影。「Ch Bergamasco」とあり、イタリア出身の写真師チャ

ールズ・ベルガマスコの写真館で撮影したものと思われる。榎本は明治 7（1874）年

1 月に特命全権公使としてロシアに着任、翌年樺太千島交換条約を締結している。 
 

124 近衛篤麿名刺判写真 〔明治 19（1886）年〕 【品川弥二郎関係文書 1758】 

品川弥二郎宛の名刺判写真（カルト・ド・ビジット）。留学中である明治 19
（1886）年に、ボンで撮影されたもの。表面にはローマ字の署名、裏面には漢字の署

名の両脇に「贈品川弥二郎」「明治十九年八月十九日 於独逸国ボン府」と記されて

いる。品川は当時ドイツ駐剳全権公使。写真館の名前は「Fritz Meyche」とあるが、

詳細は不明。 

花房義質（はなぶさ よしもと） 1842-1917 ※前期のみ 

明治期の外交官。緒方洪庵が開いた適塾に学んだのち、欧米に外遊し明治 2（1869）年外

務官御用係となる。公使として清・朝鮮・ロシアとの外交に尽力した。のち農商務次官、宮

内次官、枢密顧問官、日本赤十字社社長などを歴任した。 

近衛篤麿（このえ あつまろ）1863-1904 ※後期のみ  

明治期の政治家。近衛文麿（展示資料 58）・秀麿の父。ドイツ留学後、貴族院議員として

活躍。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官を歴任した。東亜同文会・対露同志会を結成し、

アジア主義・対露強硬外交を主張したことでも知られる。 

左から黒田清隆、近衛篤麿、葦原邦子 
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125 勝海舟名刺判写真 〔明治 3（1870）年〕【榎本武揚関係文書 17-12】※前期 

榎本武揚（展示資料 47）宛の名刺判写真（カルト・ド・ビジット）。裏面に「奉贈

／榎本武揚兄／勝安芳」とある。安芳（やすよし）は維新後の改称。台紙に「東京浅

草横浜馬車道内田」と印刷されており、撮影したのは内田九一（くいち）の写真館と

推察される。内田は明治天皇の洋装軍服姿の写真（のちの御真影）を撮影したことで

有名である。 

 

126 黒田清隆名刺判写真 〔明治 7（1874）年〕 【榎本武揚関係文書 17-15】※後期 

榎本武揚（展示資料 47）宛の名刺判写真（カルト・ド・ビジット）。裏面に「恭呈榎

本武揚君／黒田清隆再拝／明治七年七月」とある。「東京呉服町写真師東谷」と印刷されて

おり、撮影したのは清水東谷の写真館だとわかる。清水は狩野派の絵師で、再来日時のシー

ボルト（展示資料 33）の植物写生を手伝い、その際に贈られた写真機がきっかけとなって

明治 5（1972）年に写真館を開業した。 

 

第３章 日記 

１ 関東大震災 

 
大正 12（1923）年 9 月 1 日に関東地方南部を震度 7 の大地震が襲った。この日の記録

を、各々立場と居場所が異なる 2 人の日記の記述にみる。 
 

127 永田秀次郎手帳 大正 12（1923）年 9月 1日 【永田秀次郎・亮一関係文書 1430】 

震災当時、東京市長に在任中だった永田秀次郎の手帳。水道管や貯水池など、インフラの

勝海舟 ※前期のみ →資料番号 49 を参照  

黒田清隆 ※後期のみ →展示資料 52 を参照  

永田秀次郎（ながた ひでじろう） 1876-1943  

大正・昭和期の官僚、政治家。三重県知事、貴族院議員などを経て、東京市

長を務め、関東大震災からの復興に尽力した。のちに、拓務大臣、鉄道大臣を

歴任した。若いころから俳句に親しみ、青嵐の俳号を持つ。演説も巧みでラジ

オ放送が開始すると多く登場した。 
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被災状況に関する事務的記述のみがみられ、当事者としての緊迫感がある。 

128 斎藤実手帳 大正 12（1923）年 9月 1日 【斎藤実関係文書（書類の部）208-65】 

震災当時、朝鮮総督として赴任中の斎藤実の手帳。9 月 1 日の記述には、濃尾地震が発生

したとの報告を受けたが後に誤報と分かったこと、さらに午後 10 時半には通信社からの電

話により横浜が火災で「全滅」したことなどが伝えられたことが記されている。簡潔な記述

であるが、遠隔地ゆえの情報の錯そうや、総督府における情報収集活動の様子が伝わる。 
 

２ 終戦の翌日 

 
ラジオから玉音放送が流れた翌日、昭和 20（1945）年 8 月 16 日は、人々が戦後の日々

に一歩踏み出した日である。そんな 1 日を 3 人の日記にみる。 
 

129 有馬頼寧日記 昭和 20（1945）年 8 月 16 日 【有馬頼寧関係文書（その 1）98-12】 

終戦時は帝国水産統制株式会社社長。午前 9 時から水産局長により水産業界の戦時統制

機関関係者が集められ、今後の事について相談があったこと、早急に漁獲を増すことなど、

戦後の水産業の立て直しに向けた実務的な記述がみられる。 
 
 

斎藤実（さいとう まこと） 1858-1936  

明治から昭和期の海軍軍人、政治家。第 30 代内閣総理大臣。海軍兵学校卒

業後に任官、5 つの内閣で海軍大臣を務め、海軍大将、朝鮮総督を経て、昭和

7（1932）年の五・一五事件後に総理大臣となった。挙国一致内閣を組織し、

満洲国承認、国際連盟脱退を行ったが、帝人事件によって総辞職。内大臣とな

るが二・二六事件で暗殺された。 

有馬頼寧（ありま よりやす） 1884-1957  

大正・昭和期の政治家。旧久留米藩主有馬頼万の嫡子で伯爵。東京帝国大学

農科大学卒業、東京帝大助教授を経て、大正 13（1924）年衆議院議員となり、

水平社運動、農民組合運動を支援した。第 1 次近衛内閣では農林大臣を務め

る。初代の大政翼賛会事務総長を約半年間務めたのちに政界引退、水産物の販

売、冷蔵業などの中央統制機関として設立された帝国水産統制会社の社長に

就任。戦後は中央競馬会理事長となり競馬の発展に尽力、「有馬記念」に名を

残した。 

 

91 
 



130 芦田均日記 昭和 20（1945）年 8月 16日 【芦田均関係文書（書類の部）1】 

終戦時は衆議院議員。当日は短い記述であるが、鈴木貫太郎内閣の総辞職と阿南惟幾（あ

なみこれちか）陸軍大臣の自刃について、どちらも多少無責任の感を免れないと述べている。

芦田は政友会の外交通として知られたが、軍部の独走と大政翼賛会には批判的態度をとっ

たことから、その活躍の場を奪われていた。なお、後の日記や手帳の記述によれば、16 日

は鎌倉の家に居たが、17 日には東京に行き鳩山一郎（展示資料 61）と接触を試み、18 日に

は永田町で他の自由主義政治家たちと懇談したとのことであり、終戦を受けて活発化する

非翼賛会系の政治家の動きを伝えている。 

131 楡木久一日記 昭和 20（1945）年 8月 16日 【楡木久一関係資料 5】 

日記には「勝った日本を降服降伏では…」「英米が負けたこと

は負け」と日本の敗戦をデマ報道とみなす、いわゆる勝ち組とし

ての所見がみられる。勝ち組とは、第二次大戦後に日本の勝利を

信じて生活していた日系ブラジル移民の人々である。彼らは日本

の敗戦の事実を受け入れず、入手した情報を願望によって都合よ

く解釈した。戦後日本から来伯した人々から直接に日本の敗戦を

聞くことも増えるが、昭和 26（1951）年の暮れにおいても日記

には、大東亜の理想を実現できていない現状を、祖国の人々が自

ら敗戦と表現しているに過ぎないと書かれており、飽くまでも本

当の敗戦とは受け止めていない。 
 

芦田均（あしだ ひとし） 1887-1959   

外交官・政治家。第 47 代内閣総理大臣。東京帝国大学卒業後、外務省に勤

務。昭和 7（1932）年に退官して衆議院議員初当選（以後当選 11 回）。戦後、

衆議院帝国憲法改正案委員会委員長を務める。昭和 22（1947）年、日本民主

党を結成して総裁に就任、翌年連立内閣の総理大臣兼外務大臣となるが、半年

後に「昭和電工疑獄事件」で辞職、以後改進党を経て自由民主党に参加した。 

楡木久一（にれき ひさいち） 1906-?  

栃木県出身のブラジル移民。信濃海外移住組合の周旋により昭和 6（1931）年 10 月ぶえのす

あいれす丸でブラジル渡航。サンパウロに居住し、行商、飲食店、洋服の修繕などに従事した。

ポルトガル語紙を購読していたが、日本の敗戦をデマ報道とみなし、日本の敗戦を認める「負け

組」に対する「信念派＝勝ち組」に組みした。 
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３ 日記いろいろ 

 

 
132 岩倉具視日記 慶応元（1865）年閏 5月 18日〜25日 【川上直之助収集文書 12】 

巻紙に書かれた岩倉具視の日記断簡。和宮降嫁などを推進した岩倉は、幕府と通じている

との嫌疑をかけられ失脚。文久 2（1862）年からの約 5 年間、洛中を追放され岩倉村に蟄居

していた。この日記は蟄居中の慶応元（1865）年閏 5 月の記述である。岩倉の失脚に伴い

宮中の児（ちご）を辞していた 3 男周丸（のちの岩倉具定）が、天皇の特旨により再度児と

して召し出される顛末が記された日記である。風雲急をつげる幕末の情勢が、岩倉に有利に

回りはじめた兆しの一つともいえる。 

 

133 浜口雄幸日記 昭和 4（1929）年 7月 2日 【浜口雄幸関係文書 2】 

博文館から発売された当用日記に書

かれている。当用日記とは、さしあた

っての用件を書き記しておく日記。1
日を 1 ページとし、そのなかを天気、

気温、特記事項などの記入のためにい

くつかのスペースに分割しているのが

特徴である。昭和 4（1929）年 7 月 2
日のページには、田中義一内閣が総辞

職し、浜口に首相就任の大命降下があ

ったことが記されている。 

浜口雄幸（はまぐち おさち） 1870-1931  

政治家。第 27 代内閣総理大臣。大蔵省を経て、立憲同志会に加わり衆議院

議員となる。大蔵大臣・内務大臣を歴任後、立憲民政党総裁として昭和 4
（1929）年総理大臣となる。緊縮財政、金解禁、ロンドン軍縮条約の調印な

どの業績がある。昭和 5（1930）年、東京駅で右翼青年に狙撃され重傷を負

い、翌年死亡した。 

岩倉具視 →展示資料 42 を参照 
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134 阿部勝雄日記 昭和 16（1941）年～20（1945）年 【憲政資料室収集文書 1371-2】 

連用日記に書かれている。連用日記とは、毎年同

じ日の記録を同じページに書き込めるようにした

日記であり、展示の日記は 5 年用である。朱色の鉛

筆で彩られた 4 月 18 日のページは、阿部自身の誕

生日である。賑やかな書き込みがエリート海軍軍人

の意外な一面をうかがわせる。なお、9 月 27 日の

ページには、自身も携わった日独伊三国同盟の締結

1 周年を祝う記述（昭和 16（1941）年）と共に、

昭和天皇のマッカーサー訪問について「アヽ何と申

していいやら」と複雑な心境の記述（昭和 20（1945）
年）がみられる。 
 

第４章 家族への手紙 

 
 

135 陸奥宗光書簡 明治 17（1884）年 6月 16日 【陸奥宗光関係文書 55】 

阿部勝雄（あべ かつお） 1891-1948  

昭和期の海軍軍人。各戦艦の艦長を務めたのち、少将を経て海軍中将とな

る。第 2 次大戦中は、日独伊三国同盟締結を推進し、三国同盟軍事専門委員

としてドイツに駐在するなど、欧州勤務が主だった。 

陸奥宗光 （むつ むねみつ） 1844-1897 

明治期の外交官・政治家。海援隊に加わるなど、坂本龍馬

（展示資料 39-1）と行動を共にし、維新後は、兵庫県知事、

大蔵省租税頭、元老院議官などを歴任。明治 11（1878）年、

土佐立志社事件に関与し免官、5 年間入獄。出獄後、欧米を

歴訪し帰国後外務省入省。第 1 回総選挙に当選後、農商務大

臣を経たのち、第 2 次伊藤内閣の外務大臣に就任し、不平等

条約の改正や下関条約の締結に貢献した。後妻の亮子は、美

貌や話術で「鹿鳴館の華」、陸奥の駐米大使に同行した際に

は「ワシントン社交界の華」と呼ばれた。 
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英国滞在中の陸奥から、夫人の亮子に宛てられた書簡である。陸奥は明治 17（1884）年

4 月から 19（1886）年 2 月にかけ、欧米を歴訪した。この書簡はその折に送ったものであ

り、家族の事を気にかける様子が伝わる。また、亮子の写真を送って欲しいことや、用事は

なくとも 1 週間ごとに互いに便りをしたいといったことが書かれており、陸奥の愛妻家ぶ

りがうかがえる。 

136 大山巌書簡 明治 10（1877）年 5月 28日 【大山巌関係文書（寄託）33-2】 
西南戦争のさなか、大山から東京の澤子夫人（吉井友実の娘）に宛てた書簡である。夏服

を一式鹿児島に送って欲しいことや、甥の武次郎を呼び寄せるにあたり、アイスクリン（ア

イスクリーム）を作る道具を持たせるようにと書き送っている。大山は西郷隆盛（展示資料

44）の従弟であったが、西南戦争に際しては政府軍の別働第 1旅団司令長官として出征し、

従兄の西郷を討つ悲劇の人となった。しかし、この書簡ではそういった悲壮感は感じさせず、

長期戦に備える様子をみせている。 

大山巌 （おおやま いわお） 1842-1916 

明治期の陸軍軍人。西郷隆盛（展示資料 44）、西郷従道の従兄弟。戊辰戦

争に従軍し、維新後欧州に留学、帰国後は陸軍で活躍し、日清戦争では元老

として遇され、第 2 軍司令官、日露戦争では元帥、満州軍総司令官を務めた。

陸軍大臣、参謀総長、内大臣を歴任。後妻は日本初の女子留学生の一人であ

る大山（山川）捨松。 
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137 白洲正子書簡 大正 9（1920）年 10月 1日 【樺山資紀関係文書（第 2次）57】 

当時 11 歳の正子（旧姓樺山）から 84 歳の祖父、樺山資紀に宛てられた書簡。正子は『白

州正子自伝』（平成 6（1994）年）のなかで、幼少期に自分のことを「ボク」と呼んでいた

ことに触れている。その言葉どおり、この書簡でも自画像の横に「ぼくよ」と書き添えられ

ている。なお、祖父の樺山は鹿児島出身の軍人で政治家。西南戦争、日清戦争での活躍によ

り伯爵に叙せられ、海軍大臣・台湾総督・内務大臣などを歴任した。 
 

第５章 脚本 

 
一般社団法人日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムから寄贈された放送脚本及び関

連資料の中から、手書きで書かれた原稿と、関係者の書込みが残る資料を紹介する。放送脚

本とは、主にテレビやラジオで番組を制作する際に使用される脚本で、非刊行物であり、収

録に使われたものが主に収集されている。特に、録音テープやフィルムが貴重で繰り返し使

用されたことにより、音声や映像がほとんど残っていない 1980 年代以前の脚本は、番組の

内容や制作過程などをうかがい知る上で、大変貴重な文化資料である。 
 

138 姿なき犯罪  昭和 22（1947）年 4月 30日放送分 【N01-45259-00】 

NHK のラジオドラマ「ラジオ実験室」の枠で放送された番組の原稿。原稿用紙には「菊

田一夫用箋」とある。表紙の一部と最終ページの「作者しるす」の部分が菊田の直筆とされ

白洲正子 （しらす まさこ） 1910-1998 

随筆家。実業家・貴族院議員樺山愛輔の次女。祖父は海軍大将樺山資紀。夫

は実業家で、占領期に吉田茂の側近として知られる白洲次郎。能、古美術、古

典文学など幅広い評論活動をもとにし、紀行文も含めた著書が多数ある。能

舞台に演者として初めて立った女性としても知られている。 

菊田一夫（きくた かずお） 1908−1973 

劇作家、演出家。浅草軽演劇時代、一晩で『阿呆擬士迷々伝』を書き上げ一躍人気作家に。

戦後、NHK の連続ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』『君の名は』は国民的人気ドラマとなった。そ

の後、東宝の演劇担当重役となり、制作・演出も手がける。代表作は戯曲『がめつい奴』『放浪

記』など。 
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る。 
戦後、ラジオは全盛期を迎えており、映画とともに庶民の娯楽の王座を占めていた。この

作品は同年夏に始まり大ヒットとなった連続ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』の数か月前に放送

されている。デパートの夜警係が嵐の晩に精神に異常をきたし、幻影をみるというストーリ

ー。展示資料の最終ページに「ラジオドラマとしての技巧の限界ぎりぎりを書いてみたいと

思って執筆した作品」とあり、原稿中には効果音などの指示が細かく書きこまれている。 
 

139 雄気堂々  昭和 57（1982）年 1月 3日放送分 【N01-45255-00】 

NHK 正月特集ドラマスペシャル『雄気堂々 若き日の渋沢栄一』として放送された番組

の自筆原稿。渋沢栄一（展示資料 70）の生涯を描いた城山三郎の同名小説から、青年時代

を中心に脚色した。 
岩間は執筆活動の初期、気にいった原稿用紙がないため、インクの乾きの早いパラフィン

紙のような紙に、升目の線を引いたものを使っていた。やがて、同種の紙に線を印刷して使

うようになったものが展示資料である。独特の風合いのある原稿用紙で、各場面のタイトル

部分には赤い判子のような印がみられる。 
 

 
140 競馬  昭和 25（1950）年 3月 14日放送分 【N01-45265-00】 

BK 放送（NHK 大阪放送局）で放送されたラジオドラマの番組の自筆原稿。原稿用紙に

は途中から「京都日日新聞社用箋」と印字がある。この頃、筆者は京都に住んでおり、岸田

国士提唱の文学立体化運動「雲の会」への参加、関西歌舞伎演出、演劇作品の執筆・演出な

田中千禾夫（たなか ちかお） 1905−1995 

劇作家、演出家。慶応義塾大学仏文科に学び、在学中に岸田国士（くにお）

らに師事。妻は劇作家の田中澄江。昭和 7（1932）年に戯曲『おふくろ』を発

表。文学座創立にも参加。戦後、日本初の実存主義的戯曲とされる『雲の涯（は

たて）』などを発表。俳優座に入団後、『教育』（読売文学賞）、『マリアの首』

（岸田演劇賞）などを発表。昭和 56（1981）年に芸術院会員となる。 

岩間芳樹（いわま よしき） 1929−1999 

脚本家。社会派ドラマを得意とし、芸術選奨文部大臣賞を受賞した『マリ

コ』など現代史に取材したテレビドラマを多く手がける。日仏共同制作の『ビ

ゴーを知っていますか』は国際エミー賞優秀賞を受賞。映画作品に『植村直

己物語』『鉄道員（ぽっぽや）』などがある。 
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ど旺盛な活動の傍ら、ラジオドラマの制作も行っていた。この物語は関西弁での会話のやり

とりで進む。子どもを亡くし、死を覚悟した夫婦がレースの終わった競馬場に佇み、死に場

所を探しながら歩きはじめる中で、外れ馬券を拾う子どもに出会うという筋になっている。 
 

141 水戸黄門  昭和 46（1971）年 4月 19日放送分  【N01-15576-00】 

TBS「ナショナルカラー劇場」枠で放送された『水戸黄門』の第 2 部第 30 回の番組の脚

本。表紙に脚本を担当した津田の書き込みがある。 
「ご老公」こと水戸光圀役に東野英治郎、「助さん」こと佐々木助三郎役に杉良太郎、「格

さん」こと渥美格之進役に横内正。ゲストは大原麗子ら。昭和 44（1969）年にスタートし

た第 1 部が好評で、翌年秋から第 2 部がスタートした。『水戸黄門』では複数の脚本家が交

替で執筆。このスタイルが長寿番組化の一つの要因となった。この回の放送時のサブタイト

ルは「隠密兄妹(佐賀)」だったが、表紙には細かな字で「里がくれ」「鉄砲横流し」といった

津田の書き込みがあり、思案のあとが窺える。 

142 幻花 昭和 52（1977）年 5月 2日放送分 【N01-16938-00】 

藤村の使用台本。台詞部分に書込みがみられる。藤村は台本が汚れないよう、ドラマにあ

ったイメージの反古紙や千代紙でカバーを作っていたという。 

藤村志保（ふじむら しほ） 1939- 

女優。昭和 36（1961）年大映演技研究所に入所。翌年、映画『破戒』でデビ

ューし、その後、テレビなどへ活躍の場を広げる。主な出演作にドラマ『太閤

記』『花へんろ』、著作『脳死をこえて』など。 

津田幸於（つだ ゆきお） 1920-2001 

脚本家。別の筆名として津田幸夫。映画評論、アマチュア劇団の脚本、演出、

演技指導などを経て、テレビドラマの脚本家に。著書に『映画芸術論』、小説『愛

を裁く女たち』、テレビ脚本『死体運搬人』『七人の刑事』『水戸黄門』『大岡越

前』『銭形平次』など。 
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テレビ朝日「ポーラ名作劇場」の枠で放送された作品で、脚本は横光晃。原作は瀬戸内晴

美（寂聴）の同名小説。室町時代、8 代将軍・義政の時代を背景に、義政の侍女で予知能力

を持つ女性の波乱の半生を通して、将軍をめぐる女性の確執、権力をめぐる争乱などを描い

たもの。藤村は将軍・義政の正室の日野富子と対立する義政の愛妾「お今」役として出演。 

 

143 祇園物語 昭和 40（1965）年 5月 25日放送分 【N01-12128-00】  

三田の使用台本。表紙に大きく自筆で「三田佳子用」と書かれている。 

読売テレビで放送された連続ドラマで、東映テレビ部制作。脚本は森川英太朗。祇園の芸

妓の半生を描きながら庶民の戦争と平和に対する責任を問うた作品。三田は主演の芸妓「勝

鶴」役として出演。なお、このとき祇園ことばの方言指導を行った安藤孝子は、同年に始ま

り読売テレビの長寿番組となった『11PM』の司会に起用されている。 
 
144 竜馬がゆく 昭和 43（1968）年 2月 25日放送分 【N01-12136-00】  

三田の使用台本。台詞部分に動きについての記述が書き込まれている。台詞一語一語の横

には、イントネーションに関係すると思われる傍点や矢印などの記号が振られている。 

NHK で放送された大河ドラマで、原作は司馬遼太郎（展示資料 97）の同名小説。脚本は

水木洋子。坂本竜馬役に北大路欣也。この年は明治維新から百年にあたり、幕末がドラマの

舞台として選ばれた。土佐弁を使う主人公は初めてで評判となった。三田は竜馬の初恋の女

性、土佐藩家老家の「田鶴」役として出演。 
 

三田佳子（みた よしこ） 1941- 

女優。昭和 35（1960）年東映に入社。その後独立し、映画、舞台、テレビ、

出版など多分野に活動を広げて活躍している。主な出演作に映画『遠き落日』、

舞台『雪国』『夢千代日記』、ドラマ『いのち』『花の乱』『外科医・有森冴子シリ

ーズ』など。 
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その他 

 
145 副島種臣意見書 明治 4（1871）年頃 【三条家文書（書簡の部）47-6】 

副島による日露の樺太雑居問題の解決法に関する意見書であり、太政大臣の三条実美（展

示資料 41）に提出されたと考えられる。幕末から明治初期にかけて、樺太全島は日露両属

の地とされ、両国が雑居する状態であった。しかし、実際には樺太の単独領有を目指すロシ

アが軍隊や流刑囚を送り込み、日本人への排斥行動が盛んとなっていた。副島は明治 3（1870）
年頃から参議として、のちには外務卿としてロシアとの樺太問題の交渉に挑んでいた。しか

し征韓論をめぐる副島の下野により、この問題の解決は明治 8（1875）年の樺太千島交換条

約調印まで持ち越されることになる。 
 
 
146 副島種臣書簡 明治 28（1895）年 11月 20日 【伊藤博文関係文書（その 1、書簡の

部）294-1】 

東邦協会会頭を務める副島から、首相の伊藤博文（展示資料 51）に宛てた書簡。日清戦

争後の日本の東洋および世界に対する施策について、東邦協会の建議書を奉呈するという

内容である。東邦協会とは、副島、近衛篤麿（展示資料 124）らが中心となって明治 24（1891）
年に結成した、東洋諸邦および南洋諸島に関する地理・貿易・歴史などを調査する団体。書

簡に述べている通り、建

議は『東邦協会会報』の

16 号に掲載された。 
 

 
 
  

副島種臣（そえじま たねおみ） 1828-1905  

幕末・明治期の政治家。尊王攘夷運動に加わったのち、新政府の参与となり、

政体書の起草に従事した。外務卿を務め、樺太国境問題をめぐる対露交渉や、

日清修好条規の批准書交換、マリア・ルス号事件への対応などに当たったが、

征韓論をとなえて板垣退助や江藤新平らとともに下野した。のち枢密顧問官、

第 1次松方内閣の内務大臣を歴任した。能書家としても知られる。 
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豆知識 
 

昔の手紙の体裁 

 

江戸時代後期から明治大正にかけては、巻紙（⇒「い」参照）に手紙を書いていました。

その体裁や作法について簡単に説明します。 

 

 

頭
語 

敬
称 

結
語 
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あ：ちらし書き 

展示資料1（細川ガラシャ）は、行頭・行末や行間をそろえず、散らして書かれていま

す。一見ランダムに見えますが、ある程度の法則性はあり、大きな文字から読み始めるの

が原則です。 

誰がいつ、何のために始めたかは、わかっていませんが、平安時代にはすでにあったよ

うです。女性の手紙、仮名の手紙に多く見られます。 

 

 

い：紙の大きさと種類 

紙を漉く道具である簀桁（すけた）という枠のサイズが、和紙の基本のサイズです。こ

のサイズの紙を立紙（竪紙 たてがみ）と呼びます。横長に2つに折ったものを折紙（お

りがみ）と言い、折り目を下にして書き、続きはひっくり返してまた折り目を下にして書

きます。広げると、文字の向きは逆になります（展示資料1 細川ガラシャ）。 

 

折紙を折り目で切ったものが切紙（きりがみ）です。それをつなげたものが継紙（つぎ

がみ）、さらにそれを巻いたものが巻紙（まきがみ）で、巻紙が登場したのは江戸時代後

期です。昔の人は長い手紙をくるくると読んでいるイメージがありますが、それほど古く

からあったわけではありません。 

  

 

 

 

 

う：鉛筆はいつからあるの？ 

16世紀半ば、イギリスで偶然発見された黒鉛を木片にはさむなどして筆記用具としたの

が鉛筆の始まりです。日本にはオランダを通じてもたらされ、伊達政宗の墓所から発見さ

れたもの、徳川家康に献上されたものが最初期のものです。鎖国時代の輸入品であるため

貴重でしたが、展示資料36（伊藤圭介）では鉛筆が使われています。 
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初めての国産品は明治初年の内国勧業博覧会に出品されました。その後、真崎鉛筆製造

所（のちの三菱鉛筆）が明治20（1887）年に工場を設け、工業的な製造に成功しました。

真崎の鉛筆が明治34（1901）年に逓信省に採用されてから、徐々に一般に普及します。 
小学校では当初は図画の時間にのみ用いられていましたが、1910～20年代にかけて、石

盤や毛筆に代わる学習用具として定着しました。 
 

 

え：昔からあった「修正液」 

現在の修正液（いわゆる「ホワイト」）は、昭和26（1951）年、アメリカのタイピスト

がタイプライター用に発明しました。日本では、昭和45（1970）年に国産品が開発され、

タイプライター以外の筆記用具にも使いやすいものになり、現在まで続いています。 

修正液発明以前の日本でも、「ホワイト」のようなものが存在していました。手紙には

あまり見られませんが、文字を白い液体で修正した写本が散見され、これには、胡粉（貝

殻を粉末にした顔料）が使われています（展示資料30宇田川玄随、展示資料37高野長英な

ど）。 
 

 

お：手紙の続きは、一番最初に戻って書く 

書き足りないことがあれば、次の紙を使うのではなく、最初に戻って書く場合もありま

した。これを「返し書き」と言います（例：展示資料73下田歌子書簡）。そのため、手紙

の書き始めを数センチあけて書き始めるのが作法でした。もし何も書くことがなければ

「以上」とだけ書いて、返し書きがないことを示す場合もあります。さらに、返し書きで

そのスペースも埋まってしまったら、すでに書いてある行の間をぬって書くこともありま

した（例：展示資料1 細川ガラシャ（後期））。 

吉田松陰の書簡（展示資料38）では、追伸で書き足

りないことを、すぐ前のスペースに戻って、しかも向

きを逆に書いています。これも返し書きの一種と言え

るでしょう。 
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か：書風から立ち位置がわかる！？ 

江戸時代には御家流（おいえりゅう。青蓮院流とも）という書風が主流でした。平安時

代の書風の流れをくみ尊円法親王が確立した書風で、門下生が豊臣秀吉、徳川家康の右筆

（ゆうひつ。文書作成の専門職）として召し抱えられたことから広まりました。一方、儒

学者、僧侶等の一部文化人の間では中国風の唐様とよばれる書風が使われていました。 

幕末の志士の字には、唐様を踏まえたものが見られます。また、明治新政府は公文書を

唐様で執筆しました。これは反幕感情によるものと考えられます。 

 

 

き：ペンじゃなくて筆を持ち歩いていた！？ 

小さな旅日記（展示資料48大鳥圭介）が筆で書かれているのを見て、不思議に思うかも

しれませんが、現在の万年筆のように、持ち歩く筆というのが存在しました。 

13世紀頃から使われていたと考えられている「矢立（やたて）」というものです。墨壺

にモグサや綿を入れて墨汁を蓄えておき、筆とセットにして持ち歩きました。もともとは

武士が用い、扇形でしたが、墨壺が丸いタイプへと変化しました。商業が発達した江戸時

代には、全国を行き来する商人の必需品でした。近代に

なってもしばらく使われていたそうです。 

 

『自然科学と博物館』 4(9)(45) 国立科学博物館, 1933 年 9 月 

【Z14-213】 

 
 
 

く：字を書かなかった人 

大隈重信は「字を書かなかった人」として有名です。閣議書など公文書の署名の他に

は、17 才のときに先輩に宛てた寄せ書きと、伯爵を叙された際

の宮内大臣伊藤博文宛の「受書」しか知られていません。国立

国会図書館憲政資料室所蔵のものも含め、他の大隈名の文書は

代筆と考えられています。 

大隈が字を書かないことは生前から有名で、亡くなった直後

に発行された『世界の大偉人 大隈重信逸話集』（岡本瓊二著 

大正 11（1912）年）という本は、最初の見出しが「もう、一
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生字は書かぬ」となっていて、「侯が字を書くことが嫌ひであったという云ふことは、も

う誰一人知らぬものはありませんが」と始まっています。それほど有名なことであったた

め、周りの人はなんとか字を書かせようとし、逆に警戒して書かなかったとも言われてい

ます。書かなくなった理由については、「幼少期に字がうまい友人がおり、負けるのが嫌

だった」などの説があります。 

 

け：封筒は意外に新しい 

封筒の歴史はそれほど古くありません。天保年間（1830-1844）頃に定着したと言われ

ています。松浦静山の『甲子夜話』（天保年間）巻29には、当時から20年ぐらい前の話と

して「中以下の所にて略して封筒を製し（略）中以上

の人は用ゆるなし」と、中流階級以下で流行したこと

が記されています。 
 

『封筒譜 北斎状袋』【本別 7-553】北斎

作とされるものを集めた貼り込み帖 

 

封筒がない時代、または封筒を使わない場合は、紙を折りたたんで、端を折ったりねじ

ったり、またはたたんだまま裏に「〆」と書くなどしていました。 
西洋風の封筒が入ってきたのは日露戦争後のことで、大正時代には絵入りの様々なもの

が発売されました。 
 

 

こ：手紙は郵送するのではなく、お使いが持っていくもの 

今回の展示では手紙をたくさん紹介していますが、この中で、郵送されたものはそれほ

ど多くはありません。 

かつて、手紙はお使いが手で持って行くものでした。かなり長い距離を歩いて持って行

ったようです（飛脚は幹線ルートが主で、高価かつ時間がかかるため、日常的に頻繁にや

りとりするには向きませんでした）。「この手紙を持たせた人はこんな人物です」と書い

てある手紙もありますし（展示資料21柳亭種彦※後期のみ展示）、お使いの者が持ってき

た手紙の返事を、その人を待たせておいて急いで書いたものもあります（展示資料17平田

篤胤※後期のみ展示）。 

明治4（1871）年に郵便制度が始まった後も、その習慣は続きました。手紙が、実際に

人を訪ねることを模している「略式の訪問」の意味があったからです。また、秘密にして

おきたい話は信用できるお使いの人が持っていくほうが確実でした。今回の展示資料の中
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では、大正時代まではお使いに持たせたものが多いようです。 

 

 

さ：毛筆からペン字へ 

万年筆が初めて輸入されたのは明治17（1884）年のことでした。当時は現在のような先

が割れたペン型ではなく針金のようなペン先でしたが、間もなくペン型のものも登場しま

す。日清戦争時には、船の上では毛筆よりも万年筆のほうが書きやすいと重宝され、日露

戦争では将校クラスには現物が支給されたそうです。また、紙に関しても、明治30～40年
代に国内での洋紙の生産量が和紙を上回ります。大正時代にはペン習字が始まり、こうし

て、和紙に毛筆というスタイルから、洋紙に万年筆（＝ペン）というスタイルに変わって

いきました。 
1950年代には、就職活動における履歴書にペン字横書きを用いようという運動が東大生

によってはじまり、結果としてJISの履歴書が横書きに変更されます。「毛筆でないと個

性が伝わらない」という意見もありましたが、「毛筆は効率が悪い」「毛筆で書ける学生

はすでにいない、代書屋に頼んでいるのが実態」という意見が大半で、すでに毛筆が一般

的でなくなっていたことがわかります。 

ちなみに、ボールペンの歴史は新しく、現在のように細い管に粘度の高いインクを入れ

たものが開発されたのは昭和18（1943）年、ハンガリーでのことでした。 
 

 

し：楷書について 

現在私たちは、学校で楷書を習います。しかし、明治 14（1881）年の小学校教則綱領で

は、行書や草書をまず習い、楷書を習うのは高学年になってからでした。明治 24（1891）年

の小学校教則大綱では「尋常小学校ニ於テハ行書若クハ楷書」、明治 33（1900）年小学校令

施行規則では「楷書行書ノ一首若ハ二種」と、徐々に楷書の比重が重くなっていきます。 

明治後期のこの変化は、1文字を 1活字とする活版印刷が普及したことも大きく影響して

いるでしょう。また、毛筆からペンや鉛筆へと筆記用具が変化したことにもあるでしょう。

毛筆は、草書や行書では早く書けますが、1画 1画を離して書く楷書では時間がかかります。 

 

 

す：葉書はいつからあるの？ 

官製葉書は明治 6（1873）年に始まりました。「葉書」の言葉の由来は、巻紙（→豆知識

い「紙の大きさと種類」参照）の手紙の右端部分の返し書き（→豆知識お「手紙の続きは、
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一番最初に戻って書く」参照）を「端書」（はしがき）とも呼んでいたことからだと言われ

ています。 
現在のように様々な図柄の絵葉書を自由に使うことができるようになったのは、明治 33

（1900）年、私製葉書が認められるようになってからです。特に、明治 37（1904）～38
（1905）年の日露戦争では逓信省発行の戦役記念絵ハガキが爆発的に売れ、絵葉書ブーム

が起きました。 
 

 

せ：「写す」ということ―コピー機がない時代はどうしてた？ 

印刷技術が普及していない時代、本というものは手で写すものでした。江戸時代に木版

印刷による商業出版が盛んになっても手で写すという習慣は続き、手に入りにくいもの、

流通させたくないものを、手で写して複製していました。学者たちは貴重な本を借りては

写し、借りては写して勉強したものです。福沢諭吉（展示資料50）の『福翁自伝』には、

適塾の生徒たちが大名からの依頼で蘭和辞書を写してアルバイト代を稼いでいたことが記

されています。 

そうした感覚は、近代に至っても続きました。展示資料80（亀田次郎）は明治37

（1904）年、当館の前身である帝国図書館の閲覧室で筆写を行っています。今のような電

子式のコピー機が発売されたのは1950年代のことで、当館で電子式の複写業務を開始した

のは昭和38（1963）年4月から電子式の複写業務のことでした。 

 

 

そ：原稿用紙 

作家が原稿用紙を使い始めたのは明治20年代、また、今のような400字詰め原稿用紙が

主流になったのは明治末から大正時代だと言われています。なぜ400字になったのかは諸

説ありますが、印刷所で用いられる文選箱（原稿に従って活字を拾い納めておく箱）のサ

イズに合わせたという説があります。原稿用紙は、1文字1活字の活版印刷が普及したた

め、文字数が計算できるようにという趣旨のものなのです。 

しかし、それ以前にも升目が印刷された紙はありました。現存する最古のものは藤貞幹

（1732-1797）の『好古日録』の稿本だと言われています。くずし字やつづけ字ではな

く、1文字ずつ書くものの場合は、字数計算や美しさのために升目が必要だったのでしょ

う。 
また、木簡をルーツとする縦の罫線だけを引いた紙もあります（展示資料8川路聖謨、

25田村藍水、59東久邇宮稔彦王など）。書いているうちに行がななめになったり、行間が

まばらにならないようにするためです。罫線入りの巻紙もあり、それで書かれた手紙も展
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示しています（展示資料52黒田清隆）。 
 

 

た：原稿用紙に書かれた記号たち 

原稿整理という作業があります。広義には、表記の統一、見出しをつけるといった編集

作業ですが、狭義では自筆原稿中の文字をわかりやすく指定する作業のことです。 

今回展示した自筆原稿には、赤でたくさんの記号が入っているものがあります（展示資

料95大仏次郎、96安岡章太郎など）。これは、印刷所で文字と記号の区別等がつきやすい

ように編集者が入れた「整理記号」です。達筆すぎる作家の文字も、この記号でわかりや

すくなります。整理記号は会社によって違うものもあるようですが、大体、句読点や括弧

には「＜」や「＞」を使うなどと決まっていました。 

 

ち：カルト・ド・ヴィジット（名刺判写真） 

19世紀半ばに欧米で、肖像写真を交換しあうことが大流行しました。「カルト・ド・ヴ

ィジット（Carte de Visite）」という、厚紙に写真を貼りつけたカード型のものが発明

され、人々はこぞって自らの肖像写真を写真館で撮影し、それを交換しあったのです。上

流階級の写真は市販もされました。中流階級にとっては、上流階級の写真と自分の友人た

ちとの写真をコレクションすることで、上流階級の仲間入りを果たしたような気持ちにな

れたのでしょう。交換する際には、サインを入れたり、思い出の品を添えることもあった

ようです。 

憲政資料室のコレクションの中にも、カルト・ド・ヴィジット本体や、友人から贈られ

たものを集めたアルバムが散見されます。洋行時に撮影したものだけでなく、横浜や東京

の写真館で撮影されたものもあり、欧米の風習が日本にも伝わっていたことがわかりま

す。 

 

 

つ：横書きはいつから始まった？ 

現在当たり前に行われている「左から右へ」の横書きですが、定着したのはそれほど新

しいことではありません。「右から左へ」の横書きも特に戦前には多く見られました。 

もともと横書きは、江戸時代後期にオランダを経由してアルファベットが知られるよう

になり、それを浮世絵などに取り入れたのが始まりです。しかし、右から読むのか左から

読むのか素人にはわかりづらいため、明治時代になって鉄道の切符や紙幣など西洋の制度

を取り入れた横長の紙に書く場合には、縦書きと同じ右始まりである「右から左へ」の横
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書きが採用されました。現在定着している「左から右へ」の横書きは、数学など学術的な

必要性から、限られたエリートが使うものでした。 

その後、「右から左へ」と「左から右へ」の併用や混在の時代を経て、「右から左へ」

の横書きが廃れたのは、戦後数年経ってからだとされています。 

今回の展示で横書きのものは、「科学の眼 横文字との格闘」に登場する3点（展示資

料30吉雄如淵、31宇田川玄随、32西村茂樹）と、日記コーナーに登場する英文併記の2点

（展示資料128斎藤実、134阿部勝雄）のみです。 

 

 

て：市販の日記帳はいつからあるの？ 

日本ではじめての既製品の日記帳は、大蔵省印刷局で発行された明治13（1880）年度の

「懐中日記」です。当館所蔵の明治21（1888）年度のものは、タイトルを「当用日記」と

して刊行されたもので、皇統略図から省庁一覧、税法、運賃表など大量の付録がついてい

ます。また、序文には、印刷局長が「外人某氏」から日記帳をもらい、通訳に「これは何

か」と聞いてその有用性を知った経緯が記されています。 

一方、博文館が明治28（1895）年に出版した、明治29（1896）年

度の「懐中日記」は、印刷局のものに比べて紙質がよく、鉛筆も附

属していました。翌年は「当用日記」を発売。日記と言えば博文館

と言われるほど人気を博しました。浜口雄幸の日記（展示資料

133）も、博文館の「当用日記」を使っています。 
明治21年度『当用日記』の元日ページ（印刷局 明治20.9）【特71-905】 
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参考文献 
 
翻刻の参考にしたものには○を付した（全文ではなく部分のみ掲載されているものも含む。また展

示にあたっては、参考文献に掲載されている通りではなく、修正した場合もある。）。 
 

全体 

・国史大辞典 Japan Knowledge 版 

・日本人名大辞典 Japan Knowledge 版 
・日本大百科全書（ニッポニカ） Japan Knowledge 版 

・日本近代文学館 編『日本近代文学大事典 第 1 巻（人名あーけ）』講談社，1977.11【KG2-
36】 

・日本近代文学館 編『日本近代文学大事典 第 2 巻（人名こーな）』講談社，1977.11【KG2-
36】 

・日本近代文学館 編『日本近代文学大事典 第 3 巻（人名にーわ）』講談社，1977.11【KG2-
36】 

・日本近代文学館 編『日本近代文学大事典』講談社, 1984.10【KG2-78】 
・伊藤整 [ほか] 編集『新潮日本文学小辞典』新潮社, 1983【KG2-76】 
 

特別展示 

1 細川ガラシャ 

・大井蒼梧『細川忠興夫人』武宮出版部, 1936【289.1-H721Oh】 
・国立国会図書館参考書誌部 編『国立国会図書館所蔵貴重書解題 第 10巻 書簡の部 第 1』
国立国会図書館, 1980.3【UP72-2】 ○ 

・『愛と信仰に生きた細川ガラシヤ展』毎日新聞社, c1982【GB17-7】 ○ 
 

第１部 近世 

第 1章 為政者とその周辺 

1 初期のブレーン 

2 閑室元佶 

・『国立国会図書館所蔵個人文庫展 : 展示会目録 その 2 （古典籍探究の軌跡）』国立国会図

書館, 1983.10【UP72-42】 
・宇津純「京都円光寺旧蔵 閑室元佶手沢本目録」（『参考書誌研究』（30））1985【Z21-291】 
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〇 
3 林羅山 

・堀勇雄『林羅山』吉川弘文館, 1990.2【HA45-E14】 
・福井保『江戸幕府刊行物』雄松堂出版, 1985.8【UP72-56】 
・京都史蹟会 編『羅山林先生文集 巻 1』平安考古学会, 1918【370-25】 〇 
4 熊沢蕃山 

・熊沢蕃山 [著] ; 正宗敦夫 編纂『蕃山全集 第 3 冊』増訂 名著出版, 1979 【HA55-2】 

〇  
・熊沢蕃山 筆; 正宗敦夫 編『孝経小解 : 熊沢先生自筆』珍書保存会, 昭和 3 年【117-177】 
 
2 実務家たち 

5,6 大田南畝 

・浜田義一郎『大田南畝』吉川弘文館, 1986.9【KG248-21】 
・野口武彦『蜀山残雨 : 大田南畝と江戸文明』新潮社,  2003.12【KG248-H6】 
・『大田南畝全集 第 18 巻』岩波書店, 1988.11【KG248-18】 〇 
・『大田南畝全集 第 19 巻』岩波書店, 1989.3【KG248-18】 〇 
7 二宮尊徳・波子 

・栃木県立博物館 編『二宮尊徳と報徳仕法』栃木県立博物館, 1996.4【HA99-G4】 
・『二宮尊徳全集』竜渓書舎, 1977【HA99-15】 〇 
8 川路聖謨・佐登子 

・氏家幹人『江戸奇人伝 : 旗本・川路家の人びと』平凡社, 2001.5【GK13-G936】 
 
3 慶喜と斉昭 

9 徳川慶喜 

・家近良樹『徳川慶喜』吉川弘文館, 2014.1【GK192-L152】 
・松戸市戸定歴史館, 静岡市美術館 編『没後一〇〇年徳川慶喜 = Tokugawa Yoshinobu 

100th year memorial exhibition』松戸市戸定歴史館, 2013.10【GK192-L123】 
10,11 徳川斉昭 

・山川菊栄『幕末の水戸藩 : 覚書』岩波書店, 1991.8【GB354-E41】 
・瀬谷義彦『水戸の斉昭』新装 茨城新聞社, 2000.6【GK138-G149】 
・茨城県立歴史館 編『幕末日本と徳川齊昭』茨城県立歴史館, 2008.10【GK138-J15】 
 
4 水戸藩儒 

全体 

・井坂清信『江戸時代後期の水戸藩儒』汲古書院, 2013.10【HA81-L2】 
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12 青山延于 

・山川菊栄『幕末の水戸藩 : 覚書』岩波書店, 1991.8【GB354-E41】 
13 藤田東湖 

・鈴木暎一『藤田東湖』吉川弘文館, 1998.1【HA83-G3】 
・山川菊栄『幕末の水戸藩 : 覚書』岩波書店, 1991.8【GB354-E41】 
 
第 2章 著作をめぐって 

1 国学者 

14,15 本居宣長 

・城福勇『本居宣長』吉川弘文館, 1988.3【HA24-E1】 
・大野晋, 久保正 編集校訂『本居宣長全集 17 巻』筑摩書房, 1990.9【HA24-E4】 〇 
・大野晋, 久保正 編集校訂『本居宣長全集 20 巻』筑摩書房, 1990.12【HA24-E4】 〇 
16 上田秋成 

・日本近世文学会「特別展観没後 200 年記念上田秋成」実行委員会『上田秋成 : 没後 200
年記念』日本近世文学会, 2010.10【KG231-J12】 

・長島弘明「秋成自筆本目録」（森川昭 編『近世文学論輯』和泉書院, 1993.6【KG211-E27】） 
・中村幸彦ほか『上田秋成全集 第 9 巻 （随筆篇）』中央公論社, 1992.10【KG231-E9】 〇 
17 平田篤胤 

・人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 編『 明治維新と平田国学』人間文化研究機構国

立歴史民俗博物館, 2004.9【HA26-H4】 
・国立国会図書館参考書誌部 編『国立国会図書館所蔵貴重書解題 第 10巻 書簡の部 第 1 』
国立国会図書館, 1980.3【UP72-2】 〇 

 
2 戯作者 

18,19 山東京伝 

・小池藤五郎『山東京伝』吉川弘文館, 1989.9【KG235-E3】 
・国立国会図書館参考書誌部 編『国立国会図書館所蔵貴重書解題 第 12巻 書簡の部 第 2』
国立国会図書館, 1982.3【UP72-2】 ○（後期） 
20,21 柳亭種彦 

・伊狩章『柳亭種彦』吉川弘文館, 1965【913.58-R99Ir】 
・佐藤悟「柳亭種彦書簡集」（長谷川強『近世文学俯瞰』汲古書院, 1997.5【KG211-G14】） 
 〇（前後期とも） 
22 曲亭馬琴・滝沢路 

・国立国会図書館支部上野図書館 [編]『上野図書館紀要』（4）1960.3【Z21-159】 〇（前

後期とも） 
・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 第 1 巻（寛政頃-天保元年）』八
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木書店, 2002.9【KG239-H14】 
・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 第 2 巻（天保 2 年-天保 3 年） 』
八木書店, 2002.12【KG239-H3】 

・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 第 3 巻（天保 4 年-天保 5 年） 』
八木書店, 2003.3【KG239-H16】 

・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 第 4 巻（天保 6 年-天保 8 年）  』
八木書店, 2003.6【KG239-H20】 

・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 第 5 巻（天保 9 年-天保 12 年） 』
八木書店, 2003.9【KG239-H25】 

・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 第 6 巻（天保 13 年-嘉永元年）』

八木書店, 2002.9【KG239-H32】 
・[滝沢]馬琴 [著] ; 柴田光彦, 神田正行 編『馬琴書翰集成 別巻』八木書店, 2004.3【KG239-

H38】 
 
第 3章 科学の眼      

1 本草学者の業績と蘭学の誕生 

全体 

・磯野直秀 監修; 国立国会図書館 編『描かれた動物・植物 : 江戸時代の博物誌』国立国会

図書館, 2005.10【RA55-H14】 
・磯野直秀『日本博物誌総合年表』平凡社, 2012【M2-J68】 
・日蘭学会 編『洋学史事典』雄松堂出版, 1984【M2-233】 
23 小野蘭山 

・小野蘭山没後二百年記念誌編集委員会 編『小野蘭山』八坂書房, 2010【M74-J76】 
・磯野直秀「資料紹介 小野蘭山の『本草綱目草稿』（『本草綱目』講義用覚え書）」（『参考書

誌研究』国立国会図書館主題情報部 編 （64）2006）【Z21-291】 
24 木村蒹葭堂 

・木村蒹葭堂 [著]; 瀧川義一, 佐藤卓彌 [編]『木村蒹葭堂資料集』蒼土舎, 1988【GK74-H66】 
○ 

・佐々木勝浩, 国立科学博物館 『特定領域研究（A）蒹葭堂時代の日本文化-旅とサロンと

開かれた知性 : 木村蒹葭堂没後二百年記念シンポジウム』2002（文部科学省科学研究費補

助金研究成果報告書）【Y151-TR122-023】 
25 田村藍水 

・草野冴子, 藤田覚 校訂『田村藍水・西湖公用日記』（史料纂集 [第 24]） 続群書類従完成

会, 1986.11【GB22-2】 
・礒野直秀「日本博物学史覚え書 4」（『慶應義塾大学日吉紀要 自然科学』（21）1997）【Z14-

1207】 
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26 岩崎灌園 

・北村四郎『花の研究史 : アジア東部の顕花植物を研究した本草学者と植物学者の伝記』

（北村四郎選集 4）保育社, 1990.3【RA211-71】 
・礒野直秀「日本博物学史覚え書 9」（『慶應義塾大学日吉紀要 自然科学』（28）2000）【Z14-

1207】 
27 杉田玄白 

・片桐一男『杉田玄白』吉川弘文館, 1986.6【GK131-92】 
・木下實 編『先徳遺芳』2011（私家版） 〇 
28 桂川甫周 

・林昇太郎、水島 記、手塚薫「『蝦夷草木図』写本の比較」（『北海道開拓記念館研究紀要』

（29）2001）【Z8-854】 
29 栗本丹洲 

・上野益三「『栗氏魚譜』」（『草を手にした肖像画』八坂書房, 1986.6【M74-236】） 
 
2 横文字との格闘         

30 宇田川玄随 

・杉本つとむ 編『宇田川玄随集』早稲田大学出版部, 1995【SC28-E54】  
31 吉雄如淵 

・井田好治「吉雄権之助手写本『英吉利文話之凡例』の原本発見」（第 34 回日本英語史学会

全国大会口頭研究発表レジュメ）（『英学史研究』（31）1998）【Z12-219】  
・杉本つとむ『江戸時代蘭語学の成立とその展開 [第 1 部] （長崎通詞による蘭語の学習

とその研究）』早稲田大学出版部, 1976.3【KS443-4】 
32 西村茂樹 

・西村茂樹『泊翁全書』 西村家図書部, 1903【78-37】 
・古垣光一 編「西村茂樹稿本目録」（『西村茂樹全集 12』増補改訂 日本弘道会, 2013【H51-

L10】） 
 
3 シーボルトをめぐる人々 

33 シーボルト 

・山口隆男「小野蘭山とシーボルト」（『小野蘭山』八坂書房, 2010.6【M74-J76】） 
・電子展示『江戸時代の日蘭交流』http://www.ndl.go.jp/nichiran/index.html 
34, 35 水谷豊文 

・吉川芳秋 著; 木村陽二郎, 遠藤正治 編『医学・洋学・本草学者の研究』八坂書房, 1993.10
【SC28-E48】 

・山口隆男, 加藤僖重「水谷助六の植物図譜とシーボルト・土生玄碩」（『慾斎研究会だより』

(95）2001【Z8-2810】） 
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36 伊藤圭介 

・土井康弘『伊藤圭介の研究』皓星社, 2005.11【GK65-H42】 
・酒井恒 解説『Fauna Japonica （Crustacea）』講談社, 1975【YP19-98】 
37 高野長英 

・高野長運『高野長英伝』訂補 3 版 岩波書店, 1943【577-56 ロ】 
・『勝海舟全集 21（氷川清話）』講談社, 1973【US21-39】 
・今中寛司, 奈良本辰也 編『荻生徂徠全集 第 6 巻』河出書房新社, 1973【HA67-2】 
 

第 2部 近現代 

第 1章 幕末・維新の人々 

38 吉田松陰 

・入江遠『入江九一資料集』楽, 1994.12【GK61-E100】 
・広瀬豊『松陰先生の教育力』武蔵野書院, 1934【255.1-116】 
・山口県教育会 編『吉田松陰全集 第 9 巻』岩波書店, 1940【081.5-Y86a ウ】 〇 
39 亡友帖 

・石田英吉「懐旧談」（中野浩気『二十三士』中野浩気, 明 40.11【246-12】） 
・大久保利謙「王政復古史観と旧藩史観・藩閥史観」（『大久保利謙歴史著作集 7（日本近代

史学の成立）』吉川弘文館, 1988.10【GB415-87】） 
・大久保利謙「佐幕派論議」（大久保利謙『佐幕派論議』吉川弘文館, 1986【GB421-254】） 
・宮地佐一郎 編集・解説『坂本竜馬全集』増補 4 訂版 光風社出版, 1988.5【US21-E13】 

〇 
・宮地佐一郎 編『中岡慎太郎全集』勁草書房, 1991.6【US21-E29】 
・高杉晋作 [著] ;  一坂太郎 編; 田村哲夫 校訂『高杉晋作史料 第 1 巻』マツノ書店, 2002.7
【GK133-H13】 〇 
40 板垣退助 

・今井庄次[等] 編『書の日本史 第 7 巻 （幕末維新）』平凡社, 1975【KC637-42】 〇 
41,42 三条実美・岩倉具視 

・アジア歴史資料センター インターネット特別展「公文書に見る岩倉使節団」 
http://www.jacar.go.jp/iwakura/index2.html 
43 有栖川宮熾仁親王 

・宮内庁 編『明治天皇紀 第 3 （明治六年一月-明治九年十二月）』吉川弘文館, 1969【288.41-
M448K4m】 
44 西郷隆盛 

・春名好重[ほか] 編『書と人物 第 4 巻』毎日新聞社, 1978.6【KC637-55】 〇 
45 大久保利通 
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・勝田孫弥『大久保利通伝 下巻』同文館, 明 44【328-321】 〇 
・安島良『内務卿大久保利通評伝 : 遭難までの五年間、その業績と生きざま』東京書籍, 

2005.6【GB431-H32】 〇 
46 木戸孝允 

・木戸公伝記編纂所 編『木戸孝允文書 第 4』日本史籍協会, 昭和 5【64-254】 〇 
47 榎本武揚 

・榎本武揚 [著] ; 講談社 編『榎本武揚シベリア日記』講談社, 2008.6【GE485-J5】 〇 
48 大鳥圭介 

・伊藤正「大鳥圭介野稿「流落日記」--榎本武揚護送の記録」（『出羽路』（通号 139）2006.7）
【Z11-940】 〇 

・山崎有信『大鳥圭介伝』北文館, 大正 4【348-233】 
49 勝海舟 

・『勝海舟全集 22 （秘録と随想）』講談社, 1983.9【US21-39】 〇 
50 福沢諭吉 

・福澤諭吉 [著]; 慶應義塾 編『福澤諭吉書簡集.第 7 巻』岩波書店, 2002.3【HA153-G41】 
〇 

・福沢諭吉『明治十年丁丑公論・瘠我慢の説』2 版 時事新報社, 1901【304-H826m】 
 
第 2章 歴代首相 

51 伊藤博文 

・鈴木淳, 西川誠, 松沢裕作『史料を読み解く 4』山川出版社, 2009.6【GB341-J57】 〇 
53 松方正義 

・伊藤博文関係文書研究会 編『伊藤博文関係文書 7』塙書房, 1979.2【GB415-21】 〇 
55 西園寺公望 

・国立国会図書館 電子展示会「史料にみる日本の近代」 〇 
http://www.ndl.go.jp/modern/cha2/description21.html#c2211 
56 原敬 

・季武嘉也『原敬 : 日本政党政治の原点』山川出版社, 2010.5【GK48-J36】 
57 犬養毅 

・春名好重[ほか] 編『書と人物 第 4 巻』毎日新聞社, 1978.6【KC637-55】 〇 
・原田悟朗「木堂先生と博文堂（1）」（『書論』（10）1977.5）【Z11-531】 
59 東久邇宮稔彦王 

・浅見雅男『不思議な宮さま : 東久邇宮稔彦王の昭和史』文藝春秋, 2011.10【GB77-J344】 

〇 
60 吉田茂 

・国立国会図書館 電子展示会「史料にみる日本の近代」 〇 
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http://www.ndl.go.jp/modern/cha5/description09.html#c591 
61 鳩山一郎 

・今井庄次[等] 編『書の日本史 第 8 巻 （明治・大正・昭和）』平凡社, 1975【KC637-42】 

〇 
 
第 3章 議会政治家 

62 尾崎行雄 

・内田健三[ほか] 編『日本議会史録 1』第一法規出版, 1991.2【AZ-241-E21】 
・伊佐秀雄『尾崎行雄伝』尾崎行雄伝刊行会, 1951【289.1-O982Io】  
・今井庄次[等] 編『書の日本史 第 8 巻 （明治・大正・昭和）』平凡社, 1975【KC637-42】 

〇 
63 永井柳太郎 

・『永井柳太郎』編纂会 編『永井柳太郎』勁草書房, 1982.7【GK89-59】  
・国立国会図書館専門資料部  編『有馬頼寧関係文書目録』国立国会図書館 , 1989.9     

【GK37-E5】  
64 浅沼稲次郎 

・日本社会党五〇年史編纂委員会 編『日本社会党史』社会民主党全国連合, 1996.9【A56-
Z-G20】  

・国立国会図書館 電子展示会「史料にみる日本の近代」 〇 
http://www.ndl.go.jp/modern/cha6/description13.html#c6135 
65 市川房枝 

・市川房枝研究会 編『市川房枝の言説と活動:年表でたどる婦人参政権運動:1893-1936』市

川房枝記念会女性と政治センター出版部, 2013.5【AZ-251-L72】 
 
第 4章 日露戦争の軍人 

68 秋山真之 

・斎藤子爵記念会『子爵斎藤実伝 第 1 巻』斎藤子爵記念会, 1941【289.1-Sa259Ss】 
 
第 5章 明治の経済人 

69 岩崎弥太郎 

・今井庄次[等] 編『書の日本史 第 7 巻 （幕末維新）』平凡社, 1975【LC637-42】 〇 
70 渋沢栄一 

・成田潔英『王子製紙社史 第 2 巻』王子製紙社史編纂所, 1957【585.067-N643o】 
・渋沢栄一記念財団ホームページ 「渋沢栄一詳細年譜」 
http://www.shibusawa.or.jp/SH/kobunchrono/ch1895.html 
71 大倉喜八郎 
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・『朝日新聞』（明治 34（1901）年 4 月 24 日）【YB-2】  
 
第 6 章 教育家 
72 津田梅子 

・国立国会図書館参考書誌部 編『牧野伸顕関係文書目録 1 （書翰の部）』国立国会図書館, 
1983.3【A1-28】 
73 下田歌子 

・西尾豊作『下田歌子伝』再版 咬菜塾, 1937【289.1-Si412Ns-(2)】 
・加藤周一[ほか] 編『日本近代思想大系 6（教育の体系）』岩波書店, 1990.1【HA121-E2】 
〇 

・国立国会図書館参考書誌部 編『三島通庸関係文書目録』国立国会図書館, 1977.12【GB5-
61】  
74 嘉納治五郎 

・横山健堂『嘉納先生伝』講道館, 1941【289-Ka582 ウ】 
 
第 7章 学者 

76 白井光太郎 

・木村陽二郎 編『白井光太郎著作集 第 6 巻』科学書院, 1990.3【RA211-85】 
77 南方熊楠 

・松居竜五, 田村義也 編『南方熊楠大事典』勉誠出版, 2012.1【GK83-J65】 
・郷間秀夫「南方熊楠と博物学者白井光太郎」（『熊楠研究』（7）2005 ）【Z71-E747】 
78 内藤湖南 

・朝倉治彦「富永仲基著『翁の文』」（『稀本あれこれ』国立国会図書館 1994.5【UP72-E27】） 
・富永仲基 著; 石浜純太郎,水田紀久,大庭脩 校注「翁の文」『日本古典文学大系 97』岩波

書店, 1966【918-N6852】 
80 亀田次郎 

・亀田次郎著 雨宮尚治 編『西洋人の日本語研究 : 亀田次郎先生の遺稿』風間書房, 1973
【KF25-6】 

・大野晋, 大久保正編集 校訂『本居宣長全集 別巻 1』筑摩書房, 1976【121.25-M893m】 
81 岡田希雄 

・『国立国会図書館所蔵個人文庫展 展示会目録 その 2 （古典籍探究の軌跡）』国立国会図

書館, 1983.10【UP72-42】 
・岡田希雄 著; 沢瀉久孝 編『類聚名義抄の研究』一条書房, 1944【813.2-O38 ウ】 
82 和辻哲郎 

・「和辻哲郎自筆稿本の受贈について」（『国立国会図書館月報』（176）1975.11）【Z21-146】 
・安倍能成[ほか]編『和辻哲郎全集 3』岩波書店, 1989.7【HA144-E3】 
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第 8章 文芸家 

84 尾崎紅葉・泉鏡花 

・今井庄次等 編『書の日本史 第 8 巻（明治・大正・昭和）』平凡社, 1975【KC637-42】 ○ 
・尾崎紅葉 著; 大岡信[ほか[ 編『紅葉全集 第 2 巻』岩波書店, 1994.7【KH497-E240】 
85 山田美妙 

・山田美妙 [著]; 菊池真一 監修『山田美妙歴史小説復刻選 第 8 巻』本の友社, 2000.1
【KH694-G423】 

・塩田良平『山田美妙研究』人文書院, 1938【910.28-Y157Sy】 
86 正岡子規・下村為山（牛伴） 

・松山市立子規記念博物館 編『正岡子規の絵』正岡子規 100 年祭記念事業実行委員会, 
2001.9【KC16-G2724】 

・正岡子規『子規全集 第 21 巻』講談社, 1976【KH331-2】 ○ 
87 正岡子規 

・正岡子規『子規全集 第 5 巻』講談社, 1976【KH331-2】 
・『子規居士真筆俳句歌留多帖』絵事堂, 1917【158-118-77】 
88 夏目漱石 

・夏目金之助『漱石全集 第 22 巻』岩波書店, 1996.3【KH426-E32】 〇 
・荒正人『増補改訂漱石研究年表』集英社, 1984.6【KG578-113】 
89 島崎藤村 

・「憲政資料室の新規公開資料から」（『国立国会図書館月報』（632）2013.11）【Z21-146】 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8353946 
90-1 与謝野晶子 

・逸見久美『評伝与謝野寛晶子 昭和篇』八木書店, 2012.8【KG634-J132】 
91 芥川龍之介 

・海老井英次 校注『芥川竜之介 1』（近代文学注釈叢書 14）有精堂出版, 1990.8【KH43-
E10】 
92 谷崎潤一郎 

・『谷崎潤一郎全集 第 7 巻』中央公論社, 1967【918.6-Ta893t2-(s)】  
93 佐藤春夫 

・中村真一郎[ほか] 監修『定本佐藤春夫全集 第 3 巻』臨川書店, 1998【KH532-G4】 
94 土井晩翠 

・沓掛良彦「呉茂一氏の『イーリアス』―ホメロス邦訳史の観点から」（ホメーロス著 呉茂

一 訳『イーリアス 下』平凡社, 2003.8【KP31-H6】） 
・平井法「土井晩翠」（『近代文学研究叢書』（72）1997.4）【910.26-Sy961k】 
95 大佛次郎 
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・福島行一『大仏次郎 下』草思社, 1995.4【KG583-E96】 
96 安岡章太郎 

・日本文学研究資料刊行会 編『安岡章太郎・吉行淳之介』（日本文学研究資料叢書） 有精

堂出版, 1983.11【KG634-148】 
97 司馬遼太郎 

・秋山好古大将伝記刊行会 編『秋山好古』秋山好古大将伝記刊行会, 1936【289.1-A391Aa】 
 
形態別 

第 1章 絵画 

共通 

・『近代日本美術事典』講談社, 1989.9【K3-E180】 
102 谷文晁 

・『谷文晁』サントリー美術館, 2013.7【KC16-L347】 
103 八代目市川団十郎 

・新版歌舞伎事典 Japan Knowledge 版 
・金沢康隆『市川団十郎』青蛙房, 1962【774.28-I743Ki】 
・『八代目市川團十郎展』早稲田大学坪内博士記念演劇博物館, 早稲田大学出版部 （発売）, 

2012.10【KD487-L7】 
104 河鍋暁斎 

・山口静一「暁斎絵日記-1- 解説-1-」（『埼玉大学紀要人文科学篇』（通号 42）1993）【Z22-
302】 

・立道恵子「国立国会図書館所蔵『暁斎絵日記』の制作年について」（『暁斎』（44）1991.7） 
【Z11-1044】 
・河鍋暁斎記念美術館 編『河鍋暁斎絵日記』平凡社, 2013.7【KC229-L38】 
105 水野年方 

・国立国会図書館『人と蔵書と蔵書印』雄松堂出版, 2002.10【UM57-H2】 
・大野静方『浮世絵と版画』大東出版社, 1942【KC172-E3】 
106,107 川瀬巴水 

・『川瀬巴水』大田区立郷土博物館, 2013.10【KC16-L582】 
・『よみがえる浮世絵』東京都江戸東京博物館, 2009.9【KC16-J1301】 
108 浅井忠 

・京都国立近代美術館, 千葉県立美術館, 京都新聞社 編『浅井忠展』京都新聞社, 1998
【KC16-G1452】 
110 狩野芳崖 

・『狩野芳崖展』山種美術館, 1988【KC16-E732】     
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第 2章 署名 

112 植木枝盛 

・国立国会図書館 編著『稀本あれこれ』出版ニュース社, 1994.5【UP72-E27】 〇 
・家永三郎[ほか] 編『植木枝盛集 第 1 巻』岩波書店, 1990.1【US21-E22】 
113 新村出 

・新村出『南蛮更紗』平凡社, 1995.12【KH561-G41】 
・新村出『新村出：わが学問生活の七十年ほか』日本図書センター, 1998.8【GK129-G40】 
・鈴木宏宗「橿 新村出の特製本」（『国立国会図書館月報』（608）2011.11）【Z21-146】 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3192136 
114 鏑木清方 

・山田肇『鏑木清方文集 第 8 巻』白鳳社, 1980【KC19-28】 
・塩川京子『市井の文人鏑木清方』大日本絵画, 1991.7【KC229-E111】 
115 高村光太郎 

・佐伯彰一, 松本健一 監修『作家の自伝 9』日本図書センター, 1994.10【KH6-E355】 
・『高村光太郎選集 第 4 巻』春秋社，1967【918.6-Ta346t-s】 
・『高村光太郎選集 第 6 巻』春秋社，1970【918.6-Ta346t-s】 
・北川太一 鑑記 2008 ※『大いなる日に』【KH577-J1】に付属 
116 江戸川乱歩 

・牧野正恭「棟方志功の装丁本 下」（『日本古書通信』42（12） 1977.11）【Z21-160】 
117 堀口大学 

・堀口大學『堀口大學全集 2 巻（訳詩 1）』復刻版 日本図書センター, 2001.12【KH152-
G621】 

・堀口大學『堀口大學全集 3 巻（訳詩 2）』復刻版 日本図書センター, 2001.12【KH152-
G621】 
118 立原道造 

・立原道造『暁と夕の詩 : 詩集』麦書房, 1982.7【KH597-10】 
・立原道造『萱草に寄す : 詩集』麦書房, 1983.11【KH597-9】 
119 三島由紀夫 

・佐伯彰一, 松本健一 監修『作家の自伝 37』日本図書センター, 1995.11【KH6-E355】 
・『日本の文学 69（三島由紀夫）』中央公論社, 1973【KH6-42】 
・半藤一利 編『昭和史が面白い』文芸春秋, 1997.1【GB511-G27】 
120 誕生日（田山花袋・巌谷小波） 

・佐藤齋「亀田次郎旧蔵『誕生日』の署名について」（『日本古書通信』日本古書通信社 [編]，

47（8） 1982.8）【Z21-160】 
121 永井荷風・森鷗外 

・国立国会図書館編『稀本あれこれ』出版ニュース社, 1994【UP72-E27】 
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・浅岡邦雄「籾山書店と作家の印税領収書および契約書」（『日本出版史料』日本出版学会, 

出版教育研究所 編（7）2002.8）【Z21-B231】 
・岡野他家夫「籾山書店とその出版」（『日本古書通信』23（6）1958.4）【Z21-160】 
・岩切信一郎『橋口五葉の装釘本』沖積舎, 1980.12【UE71-15】 

・神奈川文学振興会 編『永井荷風展』県立神奈川近代文学館, 1999.10【KG575-G18】 

・菅野昭正『永井荷風再考』日本放送出版協会, 2011.1【KG575-J23】 
・臼井勝美［ほか］ 編『日本近現代人名辞典』吉川弘文館, 2001.7【GB12-G34】 
・三省堂編修所 編 ; 上田正昭 監修『コンサイス日本人名事典』三省堂, 2001.9【GB12-G35】 
122 葦原邦子 

・『歌劇』宝塚少女歌劇団, 昭和 12 年 10 月号, 12 月号【当館未所蔵】 
125 勝海舟 

・尼崎市総合文化センター 編『上野彦馬と内田九一の写真でめぐる幕末明治の日本』 尼崎

市総合文化センター, 2010.5【Y93-L1742】 
126 黒田清隆 

・薩摩雅登「日本の植物画のルーツを探れ!! 植物画と江戸の絵師たち--川原慶賀、清水東谷、

柴田是真」（『美術の窓』25（6）（通号 280）2006.5）【Z11-1972】 
 
第 3章 日記 

1 関東大震災 

127 永田秀次郎  

・「憲政資料室の新規公開資料から」（『国立国会図書館月報』（603）2011.6【Z21-146】 〇 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3050794 
129 有馬頼寧 

・有馬頼寧[著] ; 尚友倶楽部, 伊藤隆 編『有馬頼寧日記 昭和 17 年-昭和 20 年』尚友倶楽

部, 2002.12【GK37-H2】 〇 
2 終戦の翌日 

130 芦田均 

・進藤栄一, 下河辺元春 編纂『芦田均日記 第 1 巻』岩波書店, 1986.1【GB561-88】 〇 
131 楡木久一 

・国立国会図書館 電子展示会『ブラジル移民の１００年』 
http://www.ndl.go.jp/brasil/index.html 
3 日記いろいろ 

132 岩倉具視 

・香川敬三 總閲, 多田好問 編修『岩倉公實記 上卷』2 版 岩倉公旧蹟保存会, 1927【210.61-
I894】 

・大久保利謙『岩倉具視』中央公論社, 1990.8【GK66-E27】 
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第 4章 家族への手紙 

135 陸奥宗光 

・萩原延壽『陸奥宗光 下巻』朝日新聞社, 1997.8【GK88-G20】 
136 大山巌 

・鳥海良邦『南洲翁遺訓集 : 並翁と荘内藩』行地社出版部, 昭和 2【536-276】 
・山路愛山 編『南洲全集』春陽堂, 大正 4【081.5-Sa18 ウ】 
137 白州正子 

・白洲正子『白洲正子自伝』新潮社, 1999.10【GK129-G44】 
 
第 5章 脚本 

共通 

・『日本脚本アーカイブズ調査・研究報告書.4』日本放送作家協会日本脚本アーカイブズ特

別委員会, 2009.3【UL587-J8】 
・『日本脚本アーカイブズ調査・研究報告書. 7』日本放送作家協会日本脚本アーカイブズ特

別委員会, 2012.3【UL587-J20】 
・NHK 放送文化研究所 監修 ; 日本放送出版協会 編『放送の 20 世紀』日本放送出版協

会, 2002.3【UC233-G60】 
138 菊田一夫 

・小幡欣治『評伝菊田一夫』岩波書店, 2008.1【KG561-J9】 
139 岩間茂樹 

・古崎康成, 日外アソシエーツ株式会社 共編『テレビドラマ原作事典』日外アソシエーツ ; 
紀伊國屋書店 （発売）, 2010.1【KD1-J13】 

・岩間芳樹『岩間芳樹ドラマ特選集』近代文芸社, 1996.1【KH231-G29】 
140 田中千禾夫 

・石澤秀二『祈りの懸け橋 : 評伝田中千禾夫』白水社, 2004.6【KD521-H44】 
141 津田幸於 

・C.A.L 監修『TV ドラマ水戸黄門』白夜書房, 2008.11【Y94-J8276】 
・TBS「水戸黄門 第 2 部」http://www.tbs.co.jp/mito/mito2/ 
・『放送作家年鑑』1987 日本放送作家協会 ; 日本脚本家連盟（発売）【Z42-261】 
・『Aera = アエラ』朝日新聞出版, （1995 年 9 月 11 日）【Z24-918】 
142 藤村志保 

・瀬戸内晴美『続瀬戸内晴美長編選集 第 2 巻 （幻花）』講談社, 1982.1【KH539-80】 
・全国朝日放送株式会社総務局社史編纂部 編『テレビ朝日社史』全国朝日放送, 1984.2
【UC221-77】 

・日外アソシエーツ株式会社 編『テレビ・タレント人名事典』日外アソシエーツ ;  紀伊國
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屋書店 （発売）, 2004.6【KD9-H22】 
143,144 三田佳子 

・鈴木嘉一『大河ドラマの 50 年』中央公論新社, 2011.5【KD617-J72】 
・NHK 制作局・ドラマ番組部, NHK 放送総局ライツ・アーカイブスセンター 編『NHK テ

レビドラマカタログ』NHK 制作局・ドラマ番組部, 2011.3【KD617-J97】 
・読売テレビ 50 年社史編纂委員会 編纂『読売テレビ 50 年社史』讀賣テレビ放送, 2009.4 
【YU17-J174】 
・土居原作郎『関西のテレビドラマ史』上方芸能出版センター, 1995.6【KD617-G14】 
 

その他 

145,146 副島種臣 

・安島良『内務卿大久保利通評伝 :遭難までの五年間、その業績と生きざま』東京書籍, 
2005.6【GB431-H32】 

・伊藤博文関係文書研究会 編『伊藤博文関係文書 6』塙書房, 塙書房, 1978.3【GB415-21】 

〇 
 
豆知識 

手紙の体裁、全体 

・石川九楊『書と日本人』新潮社, 2007.5【KC637-H91】  
・増田孝『古文書・手紙の読み方』東京堂出版, 2007.11【GB39-J1】  
・若尾俊平 編『図録古文書の基礎知識』柏書房, 1979.1【GB39-22】 
・小松茂美『手紙の歴史』岩波書店, 1976【KF152-2】 
・橘豊『手紙文の国語学的研究』風間書房, 1998.1【KF152-G58】 
・坂元光子『明治・大正の手紙 POD 版』オンブック, 2008.12【KF152-J2】 
文房具 

・松尾靖秋『原稿用紙の知識と使い方』南雲堂, 1981.9【UC811-4】 
・佐藤秀夫『ノートや鉛筆が学校を変えた』平凡社, 1988.8【FB14-E25】 
・紀田順一郎『日本語発掘図鑑』ジャストシステム, 1995.12【KF21-G9】 
・中公文庫編集部 編『文房具の研究』中央公論社, 1996.1【PS41-G3】 
・新谷克己『矢立史考』光陽出版社, 1996.10【KC654-G5】 
・野口茂樹『 通俗文具発達史』大空社, 2010.6【PS41-J44】 
・桐山勝『万年筆国産化一〇〇年』三五館, 2011.3【PS41-J56】 
大隈重信 

・岡本瓊二『大隈重信逸話集』南光社, 1922 【394-200】 
・エピソード大隈重信編集委員会 編『エピソード大隈重信 125 話』早稲田大学出版部, 1989 
【GK114-E10】 

125 
 



原稿整理 

・島野一『校正実務ハンドブック』改訂新版 みき書房, 1986.1【UC841-15】 
コピー 

・国立国会図書館 編『国立国会図書館三十年史』国立国会図書館, 1979.3【UL214-7】 
カルト・ド・ビジット（名刺判写真） 

・前川修「カルト・ド・ヴィジット論―ヴァナキュラー写真の可能性 1」（『美学芸術学論集』

（9）2013）【Z71-S113】 
横書き 

・屋名池誠『横書き登場』岩波書店, 2003.11【KF54-H1】 
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人物肖像出典一覧 
 
2 閑室元佶 

『国立国会図書館所蔵個人文庫展 : 展示会目録 その 2』昭和 58（1983）年【UP72-42】 
3 林羅山 

内山知也, 本田哲夫 編『湯島聖堂と江戸時代』平成 2（1990）年【HA34-E10】 
5,6 大田南畝 

〔野村〕文紹『肖像 乙巻』【か-75】 
7 二宮尊徳 

原田晴康 編『二宮尊徳先生遺品遺蹟写真選集』昭和 10【426-122】 
8 川路聖謨 

渡辺修二郎『阿部正弘事蹟 : 日本開国起原史』明治 43（1910）年【210.59-W82a】 
9,10 徳川慶喜 

 『幕末・明治・大正回顧八十年史 第 3 輯』昭和 9（1934）年【特 267-121】 
 電子展示会「近代日本人の肖像」 
11 徳川斉昭 

 青山会館 編『水戸流芳遺墨』昭和 3（1928）年【176-56】 
12 青山延于 

清通 写『水藩人物肖像』万延元（1860）年【本別 4-4】 
13 藤田東湖 

清通 写『水藩人物肖像』万延元（1860）年【本別 4-4】 
14,15 本居宣長 

〔野村〕文紹『肖像 乙巻』【か-75】 
16 上田秋成 

『上田秋成全集 第一』大正 6-7（1917-18）年【918.5-U149u】 
17 平田篤胤  

秋田県師範学校, 秋田県女子師範学校 編『綜合郷土研究 : 秋田県』昭 14（1939）年 【779-
68】 

18,19 山東京伝 

 永井如雲 編『国文学名家肖像集』昭和 14（1939）年【910.28-N134k】 
20,21 柳亭種彦 

 永井如雲 編『国文学名家肖像集』昭和 14（1939）年【910.28-N134k】 
22 曲亭馬琴 

 永井如雲 編『国文学名家肖像集』昭和 14（1939）年【910.28-N134k】 
23 小野蘭山 
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谷文晁 絵; 小野蘭山 〔賛〕『蘭山翁画像』〔文化 6（1809）〕【WA21-29】 
24 木村蒹葭堂 

〔野村〕文紹『肖像 乙巻』【か-75】 
25 田村藍水 

 田村藍水, 田村西湖『万年帳』[寛政年間] [写]【WB17-3】の付属写真 

27 杉田玄白 

 杉田玄白『蘭学事始』明治 2（1869）年【255.1-16】 
30 宇田川玄随  

 藤浪剛一 編『医家先哲肖像集』昭 11（1936）年【658-159】 
32 西村茂樹 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
33 シーボルト  

岩崎常正 写『シイボルト肖像』文政 9 〔1826〕〔写〕【特 1-3284】 
36伊藤圭介 

伊藤篤太郎 編『錦窠翁九十賀壽博物會誌１』明治 26（1893）年【特 7-338】 
37 高野長英 

 藤浪剛一 編『医家先哲肖像集』昭 11（1936）年【658-159】 
38 吉田松陰  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
39-1 坂本龍馬 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
39-2 中岡慎太郎 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
39-3高杉晋作 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
40 板垣退助  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
41 三条実美  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
42 岩倉具視  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
43 有栖川宮熾仁親王  

『大日本教育会雑誌』（163）明治 28（1895）年 3 月【雑 59-10】 
44 西郷隆盛  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
45 大久保利通  
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 電子展示会「近代日本人の肖像」  
46 木戸孝允  

電子展示会「近代日本人の肖像」  
47 榎本武揚  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
48 大鳥圭介  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
49 勝海舟  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
50 福沢諭吉  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
51 伊藤博文  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
52 黒田清隆  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
53 山県有朋 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
54 松方正義  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
55 西園寺公望  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
56 原敬  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
57 犬養毅  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
58 近衛文麿  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
59 東久邇宮稔彦王  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
60 吉田茂  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
61 鳩山一郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
62 尾崎行雄  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
63 永井柳太郎 
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 電子展示会「近代日本人の肖像」  
64 浅沼稲次郎 

浅沼稲次郎『わが言論斗争録 : 日本の完全独立と平和のために』昭和 28（1953）年  
【310.4-A917w】 

65 市川房枝  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
66 東郷平八郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
67 乃木希典  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
68 秋山真之  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
69 岩崎弥太郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
70 渋沢栄一  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
71 大倉喜八郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
72 津田梅子  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
73 下田歌子  

『女学講義』第 6 回前期（15）明治 40（1907）年 1 月【雑 51-6】 
74 嘉納治五郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
75 牧野富太郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
76 白井光太郎  

『植物研究雑誌』2（6） 大正 11（1922）年 12 月【Z18-66】 
77 南方熊楠 

 南方熊楠『南方随筆 続』大正 15（1926）年【525-275】 
78 内藤湖南 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
79 野口英世  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
80 亀田次郎 

亀田次郎 著 ; 雨宮尚治 編『西洋人の日本語研究 : 亀田次郎先生の遺稿』昭和 48（1973）
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年【KF25-6】 
81 岡田希雄 

『国立国会図書館所蔵個人文庫展 : 展示会目録 その 2』昭和 58（1983）年【UP72-42】 
82 和辻哲郎 

『読売グラフ』（446） 昭和 30（1955）年 11 月【Z051.4-Y1】 
83 三遊亭円朝  

三遊亭円朝 著〔他〕『円朝全集 卷の一』昭和元-3（1926-1928）年【913.7-Sa632e-S】 
84 尾崎紅葉 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
84  泉鏡花 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
85山田美妙 

山田美妙 著〔他〕『美妙選集 下巻』昭和 10（1935）年【690-20】 
86,87 正岡子規 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
88 夏目漱石 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
89 島崎藤村  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
90-1 与謝野晶子  

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
90-2 柳原白蓮  

八瀬不泥『恋の白蓮夫人』大正 10（1921）年【特 103-936】 
91 芥川龍之介 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
92 谷崎潤一郎 

谷崎潤一郎『神童』大正 5（1916）年【特 101-292】 
93 佐藤春夫 

 『現代詩人全集 第 8 巻』新潮社, 昭和 4（1929）年【596-40】 
94 土井晩翠 

 『現代詩人全集 第 2 巻』新潮社, 昭和 5（1930）年【596-40】 
95 大佛次郎 

 写真提供：大佛次郎記念館 
96 安岡章太郎 

『安岡章太郎集』1961（昭和 36）年【913.6-Y626y2】 
97 司馬遼太郎  

131 
 



 司馬遼太郎『大坂侍』1959（昭和 34）年【913.6-Si228o】 
98 岡倉天心  

岡倉天心 著〔他〕『天心全集 甲之一』大正 11（1921）年【708-O467t-N】 
99 横山大観  

 電子展示会「近代日本人の肖像」   
100 竹内栖鳳  

『阿々土』（31） 昭和 15（1940）年 12 月【雑 33-120】 
101 北大路魯山人  

『家庭よみうり』（401） 昭和 29（1954）年 12 月【Z051.7-Ka1】 
102 谷文晁 

〔野村〕文紹『肖像 乙巻』【か-75】 
103 八代目市川団十郎 

 一陽斎豊国『助六 揚巻の助六・髭の意休』嘉永 5（1852）年【寄別 2-7-2-1】 
104 河鍋暁斎 

吉岡班嶺 編『真偽評価書画鑑定指針[14] 浮世絵派諸系』昭和 2-3（1927-28）年【173-96】 
105 水野年方 

 金井確資 編『日本美術画家列伝』明 35（1902）年【83-153】 
106,107 川瀬巴水 

 写真提供：渡邊木版美術画舗 
109 浅井忠 

 電子展示会「近代日本人の肖像」  
109 藤田嗣治 

 『婦人之友』29（4） 昭和 10（1935）年 4 月【Z24-57】 
110 狩野芳崖 

 高見沢木版社 編『近世日本画大観 第 12 巻』昭和 7（1932）年【422-124】 
112 植木枝盛 

 家永三郎〔ほか〕 編『植木枝盛集 第 1 巻』平成 2（1990）年【US21-E22】 
113 新村出 

新村出 『新村出 : わが学問生活の七十年ほか』平成 6（1998）年【GK129-G40】 
114 鏑木清方 

鈴木進, 竹田道太郎『日本画とともに : 十大巨匠の人と作品』昭和 32（1957）年 【721.9-
Su877n】 
115 高村光太郎 

 『昭和文学全集 第 22』 昭和 28（1953）年【918.6-Sy961】 
116 江戸川乱歩  

 江戸川乱歩『探偵小説三十年』昭和 29（1954）年【910.26-E22t】 
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117 堀口大学 

 『現代詩人全集 第 8 巻』新潮社, 昭和 4（1929）年【596-40】 
118 立原道造 

『立原道造全集 第 1 巻』 昭和 25（1950）年【918.6-Ta948t】 
119 三島由紀夫  

 『週刊公論』2（3） 昭和 35（1960）年 1 月【Z051.6-Sy12】 
121 永井荷風  

 『永井荷風』 昭和 31（1956）年【910.28-N128Kn】 
121 森鴎外 

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
127 永田秀次郎  

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
128 斎藤実  

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
129 有馬頼寧  

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
130芦田均  

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
132 浜口雄幸  

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
134 阿部勝雄  

 展示資料中に阿部が貼っていた新聞記事より 
135 陸奥宗光 

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
135 陸奥亮子 

画譜憲政五十年史刊行会 編『憲政五十年史 : 画譜』昭和 17（1942）年【430-121 イ】 
136 大山巌 

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
137 白洲正子  

 写真提供：武相荘 
139 岩間芳樹 

 写真提供：岩間禎子 
140 田中千禾夫 

『田中千禾夫一幕劇集』昭和 30（1955）年【912.6-Ta816t】 
141 津田幸於 

 撮影：六田知弘 写真提供：平石タカ子 
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142 藤村志保 

 写真提供：オフィス優 
143,144 三田佳子 

 写真提供：三田佳子事務所 
145 副島種臣 

 電子展示会「近代日本人の肖像」 
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