
No. 収蔵（寄贈者） 資料名 点数 年代 備考

序章　没後100年目の原敬

1 当館蔵 前田蓮山『原敬傳』上巻／下巻 2
昭和18年1月15日／同年3
月15日

2 当館蔵
服部之総『明治の政治家たち―原敬につらな
る人々―』上／下

2
昭和25年4月10日／昭和
29年12月20日

3 当館蔵
TETSUO NAJITA『HARA KEI in the
POLITICS of COMPROMISE 1905-1915』

1
昭和42年（日本語版：昭和
49年10月10日）

4 当館蔵
三谷太一郎『日本政党政治の形成―原敬の
政治指導の展開―』

1 昭和42年3月15日

5 当館蔵 川田稔『原敬　転換期の構想』 1 平成7年2月20日

6 当館蔵 山本四郎『評伝　原敬』上／下 2 平成9年11月25日

7 当館蔵 季武嘉也『原敬―日本政党政治の原点―』 1 平成22年5月20日

8 当館蔵 伊藤之雄『原敬　外交と政治の理想』上／下 2 平成26年12月10日

第1章　盛岡藩の名家に生まれて

9 原律子氏蔵 藤原氏浅井 家系図 1 （江戸時代） 初公開資料

10 原律子氏蔵 原家系図草稿 1 （江戸末期） 初公開資料

11 原律子氏蔵 原平兵衛　宛行状 1 寛永10年9月5日 初公開資料

12 岩手県立図書館蔵 横川良助「内史略　前十二」より儒者論事件 1 （江戸後期）

13 原律子氏蔵 原氏由緒草稿 1 （江戸後期） 初公開資料

14 田中堯史氏蔵 田中北嶺画帖より「秋田戦争絵図」 1 （慶応4年～明治初期）

第2章　立志の時代

15 盛岡てがみ館蔵
『新岩手人』第八巻第十一號（原誠「原敬追
想（四）」）

1 昭和13年11月25日 パネル展示

16 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬「雑録」 1 （明治3～9年頃）

17 原敬文書研究会蔵 原敬「浮沈録」 1 （明治14年頃）

18 岩手県立図書館蔵
那珂梧楼「謫居十幹抄　謫居雑録」　明治5
年3月24日条：原健次郎来訪

4 明治3～5年

19 原昌彦氏蔵 写真「上京後の原敬」 1
明治40年9月（原本：明治5
年）

20 当館蔵（池野藤兵衛氏寄贈） 写真「作人舘の同窓たちと」 1 明治8年4月25日

21 早稲田大学図書館蔵
野上二郎「壬申拾星緑」（耶蘇教諜者各地探
索報告書）より原敬関係記事

1
明治5年10月15日～明治6
年4月15日

パネル展示

22 原律子氏蔵 啓蒙古代史畧草稿 1 明治7年 初公開資料

23 原昌彦氏蔵 写真「外国人神父」 1 （明治初期） 初公開資料

24 原律子氏蔵 原平太郎氏子札 1 明治5年1月

25 原律子氏蔵 写真「原健次郎・原六四郎氏子札」 2 原本：明治5年1月

26 原昌彦氏蔵 写真「原平太郎（恭）」 1 （原本明治初期）

27 原昌彦氏蔵 写真「浦田勉」 1
明治40年9月複製（原本：
明治10年）

28 原昌彦氏蔵 写真「原誠」 1 （明治初期）

29 原律子氏蔵 原恭家録奉還願及岩手県令通知書 1 明治7年1月31日・同6月 初公開資料

30 当館蔵（村上長一郎氏寄贈） 原家戸籍綴 1 （明治5～10年頃）

31 斎藤桂子氏蔵 司法省法学校名簿 1 （明治9年頃）

32 当館蔵 原敬「不窺園録」 1 （明治9年頃）

33 原昌彦氏蔵 写真「司法省法学校時代の原敬ほか」 1 明治9年秋 初公開資料

34 原敬文書研究会蔵 原敬「法学校時代断片　無風流観梅記」 1 （明治時代）

35 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 福本日南「原敬論」（原敬自筆追記） 1
明治41年2月・明治42年7
月追記

36 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「司法省法学校同窓会」 1 大正6年2月7日 パネル展示

第3章　新聞記者から官僚へ

37 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 永島貞「放廢社記」 1 （明治12年頃）

38 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 放廃社員　文稿 2 （明治12年頃）

39 当館蔵 原敬訳『露西亜國勢論　全』 1 明治12年7月9日

40 原昌彦氏蔵 写真「郵便報知新聞社時代」 1 （明治12年） パネル展示

41 当館蔵
原敬記念館編『「峡中新報」鷲山樵夫論文
集』〔部分〕

1 明治12年9月2日 パネル展示

原敬100回忌特別企画展　前編「疾風怒濤の前半生」
展示資料目録



No. 収蔵（寄贈者） 資料名 点数 年代 備考

42 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬　文稿（『郵便報知新聞』社説） 1 （明治13年）

43 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬「海内周遊日記」（『郵便報知新聞』切
抜）

1
明治14年5月3日～12月22
日

44 原敬文書研究会蔵
原敬「漫遊日記」「周遊日記」　明治14年8月
28日条：帰郷

2
明治14年5月2日～10月2
日

45 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第一冊　明治15年1月25日条：郵
便報知退社

1
明治8年4月14日～明治17
年8月15日

岩手県指定有
形文化財

46 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 辞令　外務省御用掛 1 明治15年11月21日

47 原敬文書研究会蔵
原敬「赴任日記」　明治16年12月5日条：横浜
港出港

1
明治16年12月5日～明治
17年1月14日

48 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第二冊　明治18年1月27日条：李
鴻章との談話

1
明治17年8月17日～明治
18年4月10日

岩手県指定有
形文化財

49 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛斎藤修一郎書簡 1 明治18年6月10日

50 原敬文書研究会蔵 置時計（パリ在勤時代購入） 1 （明治時代）

51 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） フランス語ノート 15 （明治18～22年頃）

52 原敬文書研究会蔵
原敬「パリ公使館時代　日記」：明治18年11
月30日条：ヴェネツィア到着

2
明治18年10月～明治19年
3月／明治19年3月～明治
20年8月

53 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「西園寺公望」 1 明治22年

54 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「高橋是清」 1 明治19年

55 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「貞子と共に」 1
（明治20年2月～明治21年
12月頃）

パネル展示

56 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「パリ在勤時代」 1 （明治18～22年頃） パネル展示

第4章　人生の師

57 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第六冊　明治23年2月24日条：農
商務省の窓際へ

1
明治21年6月16日～明治
23年3月26日

岩手県指定有
形文化財

58 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 辞令　外務省通商局長 1 明治25年8月13日

59 原敬文書研究会蔵
原敬「農商務省・第二次外務省時代　日記」
明治25年9月26日条：芝の家購入

1
明治24年1月1日～明治25
年12月23日

60 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 外交官及領事官試験制度関係書類 1
明治26年10月30日～明治
27年6月22日

61 当館蔵 原敬『外交官領事官制度』 1 明治32年6月1日

62 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「外務次官時代」 1
（明治28年5月～明治29年
6月頃）

63 国立国会図書館憲政資料室蔵 陸奥宗光　遺書〔部分〕 1 明治29年6月20日 パネル展示

64 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第十一冊　明治30年8月24日条：
陸奥との永訣

1
明治29年10月12日～明治
31年10月28日

岩手県指定有
形文化財

65 原敬文書研究会蔵 懐中時計（陸奥宗光遺品） 1 （明治時代）

66 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 陸奥宗光墓碑建立関係書類 2 明治30年～明治33年

67 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 故陸奥伯銅像建立費寄附受領書 1 明治40年6月26日

68 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「菅野浅」 1 明治41年3月 パネル展示

特別コーナー

69 弊堂家・藤村悌豈氏蔵 本宮村絵図 1 （文政2～慶応4年頃）

70 当館蔵 辻正照「原舊邸之圖」 1 大正13年9月

71 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原舊邸平面圖 1 （大正13年頃）

72 原律子氏蔵 嘉永四年亥四月　利剛公御成御送迎留 1 嘉永4年4月 初公開資料

73 原昌彦氏蔵 原家家宝記 1 文化2年6月 初公開資料

74 原律子氏蔵 家蓋寶具記 1 元治元年3月

75 当館蔵（原正恭氏寄贈） 七尺手鎗　銘「山城守百國入道一虎」 1 （明和年間頃）

76 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 五姓田義松画「原リツ肖像」 1 明治19年

77 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「原リツ米寿記念親族集合」 1 明治43年5月23日

78 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「原リツ米寿記念」 1 明治43年5月

79 原律子氏蔵 原リツ米寿記念　頭巾 1 明治43年5月 初公開資料

80 原律子氏蔵 原リツ米寿記念　御膳掛 1 明治43年5月 初公開資料

81
当館蔵（藤村嘉右エ門氏・小野
一男氏寄贈）

原リツ米寿記念盃 2 明治43年5月

82 当館蔵（小野節子氏寄贈） 原敬書「戊辰殉難者五十年祭」 1 （大正6年頃）

83 原敬文書研究会蔵 落款印 3 （大正時代）

84 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 菊池悟郎『南部史要』 1 明治44年8月28日

85 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬原稿「南部史要　緒言」 1 明治44年6月

総計　85件　114点


