
 平成30年8月2日～9月24日

　　　　 　中原中也記念館

展示 分類 作者 資料名 年代 出版社 所蔵 期間 ﾚﾌﾟﾘｶ

 展示１　昭和22年1月、湯田 ―「中原についての探求」のはじまり

雑誌 「白痴群」第2号 昭和4〈1929〉年7月1日 東省堂

印刷物 大岡昇平 「夕照」（中原中也詩）楽譜 ※

旧蔵品 大岡昇平　復員後着ていた航空服 ※

書簡 中原呉郎 大岡昇平宛書簡 昭和21〈1946〉年8月20日（推定） ※

書簡 中原呉郎 大岡昇平宛書簡 昭和22〈1947〉年2月21日 ※

書簡 中原呉郎 大岡昇平宛書簡 昭和22〈1947〉年4月20日 ※ 前期

書簡 中原呉郎 大岡昇平宛書簡 昭和23〈1948〉年（推定）10月29日 ※ 後期

創作ノート 大岡昇平 「中原中也　在りし日の歌」 昭和21〈1946〉年10月22日 ※

創作ノート 大岡昇平 「中原中也年譜」 昭和21〈1946〉年12月 ※

雑誌 「文芸」第6巻第8号 昭和24〈1949〉年8月1日 河出書房

草稿 大岡昇平 「昭和三年の中原中也」
昭和21〈1946〉年―同22〈1947〉年制
作（推定）

※

 展示２　大岡と中也のけんか交友録

雑誌 「白痴群」創刊号 昭和4〈1929〉年4月1日 東省堂

雑誌 「白痴群」第6号 昭和5〈1930〉年4月1日 東省堂

原稿 大岡昇平 「忘却と錯覚―「白痴群」第六号騒動記―」

手入切抜 大岡昇平 「忘却と錯覚と」 昭和57〈1982〉年1月 ※

日記 中原中也 「千葉寺雑記」
昭和12〈1937〉年1月20日―2月24
日使用(推定)

前期

書簡 中原中也 竹田鎌二郎宛書簡 昭和9〈1934〉年9月25日 後期■

日記 中原中也 「日記（雑記帖）」
昭和9〈1934〉年5月―同11年12月
使用

後期

原稿 中原中也 「玩具の賦」 昭和9〈1934〉年2月制作(推定)

原稿 中原中也 「芸術論覚え書」
昭和9〈1934〉年12月―同10〈1935〉
年3月制作（推定）

後期■

日記 中原中也 「ボン・マルシェ日記」
昭和12〈1937〉年2月27日―10月3
日使用

草稿 大岡昇平 「思い出すこと」 ※

手入切抜 大岡昇平 「中原中也、思い出すことなど」 ※

手入雑誌 「中原中也必携」 昭和54〈1979〉年8月 學燈社 ※

書簡 中原中也 竹田鎌二郎宛書簡 昭和9〈1934〉年9月18日 前期■

 展示３　大岡が中也にみたもの ―戦後の大岡文学と中也

草稿 大岡昇平 「在りし日の歌」 ※

草稿 大岡昇平 ［『中原中也全集』5］編註 ※

手入切抜 大岡昇平 中原中也・Ⅰ ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也詩集』 昭和22〈1947〉年8月25日 創元社 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也全集』 昭和35〈1960〉年3月10日 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也全集』2 昭和42〈1967〉年11月20日 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也全集』3 昭和42〈1967〉年12月25日 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也全集』4 昭和43〈1968〉年2月20日 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也全集』別巻 昭和46〈1971〉年5月20日 角川書店 ※

創作メモ 大岡昇平 『中原中也全集』解説のための覚書 ※

創作メモ 大岡昇平 「中原ノート」 ※

創作メモ 大岡昇平 中原中也関連メモ ※

創作メモ 大岡昇平 高森氏メモ 昭和40〈1965〉年12月29日 ※

地図 山口町（大岡昇平旧蔵） 大正15（昭和元）〈1926〉年 ※

図書 大岡昇平 『朝の歌―中原中也伝』 昭和33〈1958〉年12月30日 角川書店

図書 大岡昇平 『在りし日の歌―中原中也の死』 昭和42〈1967〉年9月30日 角川書店

手入図書 大岡昇平 『中原中也』 昭和49〈1974〉年1月15日 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也』 昭和53〈1978〉年5月30日（11版） 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也』 昭和54〈1979〉年5月20日 角川書店 ※

手入図書 大岡昇平 『中原中也詩集』 昭和56〈1981〉年6月16日 岩波書店 ※

図書 大岡昇平 『生と歌―中原中也その後―』 昭和57〈1982〉年1月30日 角川書店 ※

　　「大岡昇平と中原中也」
　　展示資料一覧

　　　平成30年度特別企画展
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展示 分類 作者 資料名 年代 出版社 所蔵 期間 ﾚﾌﾟﾘｶ

自筆文書 大岡昇平 小林秀雄への弔辞 昭和58〈1983〉年3月8日 ※ ■

原稿 大岡昇平 「俘虜記」 ※

図書 大岡昇平 『俘虜記』（合本） 昭和27〈1952〉年12月30日 創元社

創作ノート 大岡昇平 「狂人日記　野火」
昭和21〈1946〉年7月9日-同27
〈1952〉年1月11日使用

※

創作メモ 大岡昇平 「野火」構成案・彷徨地図 ※

雑誌 「文体」第3号 昭和23〈1948〉年12月15日 文体社 （安原喜弘文庫）

原稿 大岡昇平 「野火」（最終回） ※

図書 大岡昇平 『野火』 昭和27〈1952〉年2月5日 創元社

映画資料 映画『野火』（市川崑監督）関連資料

旧蔵品 （富永謙治） 大岡昇平　表札 昭和23年頃（推定） ※

図書 大岡昇平 『武蔵野夫人』 昭和25〈1950〉年11月25日 大日本雄弁会講談社 （安原喜弘文庫）

パンフレット 文学座5月公演　武蔵野夫人 文学座

原稿 大岡昇平 「花影」（最終回） ※

図書 大岡昇平 『花影』 昭和36〈1961〉年5月18日 中央公論社

印刷物 「花影」映画チラシ ※

印刷物 「花影」テレビ台本 昭和37〈1962〉年6月9日放送 関西テレビ ※

色紙 大岡昇平 『日高花影重』

手入台本 大岡昇平 「詩人　中也を語る」 昭和46〈1971〉年5月15日放送 ＫＲＹ山口放送 ※

原稿 大岡昇平 「レイテ戦記」（エピローグ） ※

図書 大岡昇平 『レイテ戦記1』 昭和47〈1972〉年8月15日 中央公論社

図書 大岡昇平 『レイテ戦記2』 昭和47〈1972〉年8月15日 中央公論社

図書 大岡昇平 『レイテ戦記3』 昭和47〈1972〉年8月15日 中央公論社

書簡 中原思郎 大岡昇平宛書簡 昭和39〈1964〉年9月29日 ※

書簡 中原フク 大岡昇平宛書簡 昭和40〈1965〉年6月7日（推定） ※

書簡 中原豊 大岡昇平宛書簡 昭和59〈1984〉年7月13日 ※

書簡 大岡昇平 中原豊宛書簡 昭和59〈1984〉年7月16日（消印） 個人蔵

・所蔵欄…※は県立神奈川近代文学館蔵、空欄および（安原喜弘文庫）は当館蔵

・レプリカ欄…■はレプリカ展示

・会期中展示替えを行います。

　前期  8/2（木）～26（日）　　後期  8/29（水）～9/24（月・祝）
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