
 平成29年7月27日～10月1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　ノスタルジー　～ふるさとへの視線

その他 湯田医院（中原医院）薬瓶

原稿 中原中也 「一つの境涯」 昭和10（1935）年後半制作［推定］ 前期■

原稿 中原中也 「童謡」 昭和8（1933）年9月22日制作 後期■

図書 中原中也 『在りし日の歌』 昭和13（1938）年4月15日

原稿 中原中也 「蟬」 昭和8（1933）年8月14日制作 前期■

書簡 中原中也 安原喜弘宛葉書 昭和7（1932）年7月27日付 （安原喜弘文庫） 後期■

その他
「大日本職業別明細図　山口県山口市他」
（『山口市史「資料編」近代』附図）

昭和8（1933）年6月30日 ■

雑誌 「スルヤ」第4輯 昭和5（1930）年5月10日

映像 「甦生の大山口」 昭和4（1929）年

原稿 中原中也 「冬の長門峡」 昭和11（1936）年12月24日制作 後期■

その他 吉田初三郎 「長門峡鳥瞰図」 昭和2（1927）年12月 白銀日新堂書店

その他 絵葉書集「神秘美妙なる長門峡の景勝」より 戦前 大正写真工芸所

書簡 中原中也 安原喜弘宛葉書 昭和7（1932）年3月7日 （安原喜弘文庫） 前期■

書簡 中原中也 竹田鎌二郎宛封書 昭和9（1934）年9月1日付 前期■

 展示２　青春を過ごした場所　～京都

その他 中原中也 「（履歴書）」 昭和7（1932）年制作［推定］ 後期■

その他 立命館中学成績表 立命館高等学校蔵 ■

原稿 中原中也 「その頃の生活」 大正12（1923）年秋-冬制作［推定］ 前期

原稿 中原中也 「校長」 大正14（1925）年春制作［推定］ 後期

その他
京都市土木局
校閲

「京都市街図」 昭和3（1928）年11月1日 大阪毎日新聞

その他 正岡忠三郎 「日記帖5」
大正12（1923）年5月9日－同3
（1924）年9月15日使用

書簡 中原中也 安原喜弘宛封書 昭和6（1931）年11月16日付 （安原喜弘文庫） 前期

書簡 中原中也 安原喜弘宛葉書 昭和7（1932）年5月2日付 （安原喜弘文庫） 後期

その他 『京都』 昭和2（1927）年3月25日 京都市役所 個人蔵

雑誌 「蒲田」第17号（大震災避難臨時京都号） 大正12（1923）年11月15日 蒲田雑誌社

書簡 中原中也 正岡忠三郎宛封緘葉書 大正14（1925）年2月23日 後期■

原稿 中原中也 「分らないもの」
大正12（1923）年12月-同13（1924）
年初頭制作［推定］

前期

原稿 中原中也 「蜻蛉」 大正13（1924）年12月29日制作 後期

ノート 中原中也 「ノート1924」
大正13（1924）年春-昭和3（1928）
年使用［推定］

書簡
長谷川泰子述・
村上護編

『ゆきてかへらぬ　中原中也との愛』［山岸光
吉宛献呈署名入］

昭和49（1974）年10月20日 講談社

 中也が好きだったもの

遺品 コート

日記 中原中也 「新文芸日記」
昭和2（1927）年1月12日-12月使用
［推定］

その他 当時の封緘葉書と切手 個人蔵

その他 中原中也 「SCRAP BOOK」
昭和9（1934）年5月-同12（1937）年
使用

前期

原稿 中原中也 「青木三造」 昭和7（1932）年前半制作［推定］ 後期

その他 山高帽子 ■

遺品 中原中也名刺 （安原喜弘文庫）

写真 中原中也　18歳頃の肖像写真 大正14（1925）年 ■

原稿 中原中也 「わが喫煙」 昭和9（1934）年10月制作［推定］ 前期

原稿 中原中也 「（七銭でバットを買つて）」（「早大ノート」） 昭和7（1932）年制作［推定］ 後期 ■

遺品 パイプ （安原喜弘文庫）

その他
タバコパッケージ「ゴールデンバット」「エアー
シップ」

その他 昭和初期の東京の飲食店マッチ 新宿歴史博物館蔵

遺品
レコード　VICTOR　K6003　バッハ、グノー「ア
ヴェ・マリア」／マスネ「エレジー」

遺品
レコード　POLYDOR Order No.66173　ベー
トーヴェン「ピアノソナタ第14番　嬰ハ短調　作
品27-2（「月光」）」

その他 中也使用と同型の蓄音器

平成２９年度特別企画展

「詩が生まれた場所へ ―中也の見た風景」

展示資料一覧
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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

 展示３　都会の雑踏

原稿 中原中也 「（宵の銀座は花束捧げ）」
昭和8（1933）年6月20-25日制作
［推定］

前期

書簡 中原中也 安原喜弘宛封書 昭和8（1933）年7月3日付 （安原喜弘文庫） 前期

原稿 中原中也 「散歩生活」 昭和5（1930）年5月中旬制作［推定］ 後期

図書 安藤更生 『銀座細見』 昭和6（1931）年2月3日 春陽堂 後期

映像 「銀座新景」 昭和7（1932）年 昭和館蔵

図書 赤星陸治 『安全第一ビルヂング読本』 大正15（1926）年頃［推定］

雑誌 「文学界」第4巻10号 昭和12（1937）年10月1日 文芸春秋社

原稿 中原中也 「カフヱーにて」（「早大ノート」） 昭和5（1930）年秋制作［推定］ 後期■

書簡 中原中也 安原喜弘宛封書 昭和6（1931）年10月16日付 （安原喜弘文庫） 前期■

図書 広津和郎 『女給　小夜子の巻』 昭和6（1931）年3月10日 中央公論社

その他 中原中也 「日記（雑記帖）」
昭和9（1934）年5月-同11（1936）年
12月使用

後期

その他
中也が行った店のマッチ（新宿中村屋、新宿
高野 他）

新宿歴史博物館蔵

書簡 中原中也 安原喜弘宛封書 昭和5（1930）年5月9日付 （安原喜弘文庫） 前期

その他 竹田鎌二郎 「日記帖10」
昭和10（1935）年11月17日-同27
（1952）年12月使用

後期

その他
喫茶店「欅」ゆかりの品々（コーヒーカップ、マッ
チ、メニュー　他）

個人蔵

原稿 中原中也 「酒場にて」（「早大ノート」） 昭和11（1936）年10月1日制作 前期■

その他
バー「ウィンゾアー」で使用されていた椅子、
テーブル

個人蔵

 展示４　家族と過ごした場所

その他 青山二郎 「日記帖1」
昭和7（1932）年12月30日-同9
（1934）年使用

個人蔵 前期

原稿 中原中也 「去年の秋の手紙」 昭和9（1934）年5月制作［推定］ 後期

映像 「谷口商店初荷風景」 昭和8（1933）年 新宿歴史博物館蔵

映像
淀橋区映画制
作部

「我等の淀橋区」 戦前 新宿歴史博物館蔵

その他 「武蔵野館ニュース」第11号 昭和11（1936）年3月19日 新宿歴史博物館蔵

その他 「昭和館ニュース」№148 昭和11（1936）年3月26日 新宿歴史博物館蔵

その他 中原中也 「日記（雑記帖）」
昭和9（1934）年5月-同11（1936）年
12月使用

後期■

図書 『上野恩賜公園　動物園グラフ』 昭和12（1937）年3月20日 東京市役所

映像 「ドウブツエン」 昭和12（1937）年 昭和館蔵

原稿 中原中也 「夏の夜の博覧会はかなしからずや」
昭和11（1936）年12月12-24日制
作

前期■

・所蔵欄：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：7/27（木）～8/27（日）　　後期：8/30（水）～10/1（日）
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