
No. 収蔵（寄贈者） 資料名 点数 年代 備考

第1章　新聞経営から政界へ

1 岩手県立図書館蔵 『大阪毎日新聞』合本 1
明治33年11月1日～12月
31日

2 当館蔵 原敬『でたらめ』 1 明治32年8月13日

3 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 銀製置物　桃栗 1 明治34年5月1日

4 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛岡崎邦輔書簡 1 明治31年11月25日

5 当館蔵 写真「大阪毎日新聞社長時代」 1 （明治31年～明治33年頃） パネル展示

6 当館蔵
写真「立憲政友会本部」（『立憲政友會史』第
壹巻口絵）

1 明治33年10月3日 パネル展示

7 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第十二冊（明治33年7月27日条：
伊藤・西園寺の入党勧誘）

1
明治31年11月8日～明治
33年12月29日

岩手県指定有
形文化財

8 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 辞令「任逓信大臣」 1 明治33年12月22日

9 盛岡市立本宮小学校蔵
本宮尋常小学校　学校日誌（12月27日条：原
逓信大臣就任祝賀会）

1
明治33年1月1日～12月29
日

10 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「逓信大臣時代」 1 （明治33年～明治34年頃） パネル展示

11 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 渡邊国武一件関係書類 4 （明治34年4月頃）

12 当館蔵 盛岡市原敬選挙推薦同意書 1 明治35年 初公開資料

13 当館蔵 原敬投票用紙 1 明治35年8月10日 初公開資料

第2章　政界の実力者へ

14 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬演説速記 1 明治36年9月13日

15 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第二十冊（明治37年12月8日条：
桂との会見・政権授受）

1
明治37年9月5日～明治38
年5月15日

岩手県指定有
形文化財

16 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
明治三十九年地方官會同ノ意見中採用實施
シタルモノ

1 （明治40年頃）

17 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 郡制廃止ヲ可トスル理由 1 （明治40年頃）

18 当館蔵 鶴見祐輔『壇上・紙上・街上の人』 1 大正15年11月10日

19 原敬文書研究会蔵 懐中時計（陸奥宗光遺品） 1 （明治時代）

20 原敬文書研究会蔵 懐中時計（原敬愛用品） 1 （明治～大正時代）

21 当館蔵 陸奥廣吉宛原敬書簡 1 明治39年2月7日

22 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第三十四冊（明治44年1月26日
条：桂との会見・伊藤陸奥の素志）

1
明治44年1月5日～3月20
日

岩手県指定有
形文化財

23 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬使用トランク 1 （明治時代）

24 原昌彦氏蔵
原達日記「An Attie Philosopher in Tokyo
（Japan)」（明治35年1月1日条：芝の原邸で
の元旦）

2
明治34年3月10日～明治
37年2月19日

25 原敬文書研究会蔵 原敬「紀行」 1 大正5年4月～大正8年9月

26 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛原彬書簡 1 大正元年12月19日

27 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 蕎麦椀 2 （明治～大正時代）

28 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「菅野浅と上田貢」 1 （明治37年頃）

29 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛原貢書簡 1 大正元年10月8日

30 原敬文書研究会蔵 明治四十五年　原家諸願届書類綴 1
明治45年1月5日～12月23
日

31 原敬文書研究会蔵 介寿荘　電燈取付略図 1 明治42年7月20日

32 当館蔵 原奎一郎編『原敬日記』 9
昭和25年10月30日～昭和
26年6月30日

33 当館蔵 原奎一郎『ふだん着の原敬』 1 昭和46年7月20日

34 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「内務大臣時代」 1 明治41年3月 パネル展示

35 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「家族とともに」 1 大正7年12月12日 パネル展示

36 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「介寿荘外観・奥座敷」 2 （明治末～大正初期） パネル展示

第3章　平民宰相誕生

37 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第三十八冊（明治44年12月12日
条：西園寺への不満）

1
明治44年10月26日～12月
24日

岩手県指定有
形文化財

38 原敬文書研究会蔵 原敬宛西園寺公望書簡 1 大正3年5月31日

39 当館蔵（個人寄贈） 西園寺公望宛原敬書簡 1 大正3年6月18日

40 原敬文書研究会蔵 原敬宛西園寺公望書簡 1 大正7年9月17日

41 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第六十五冊（大正7年9月25日条：
原内閣も一案なり）

1
大正7年9月12日～10月17
日

岩手県指定有
形文化財

42 原敬文書研究会蔵 白蝶ネクタイ（総理就任時使用） 1 （大正時代）

43 原敬文書研究会蔵 白手袋（総理就任時使用） 1 （大正時代）

44 原敬文書研究会蔵 ハンカチ（普段使い） 3 （大正時代）
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No. 収蔵（寄贈者） 資料名 点数 年代 備考

45 当館蔵 写真「政友会総裁時代」 1 （大正3年～大正10年頃） パネル展示

46 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「総理就任時」 1 大正7年9月29日 パネル展示

47 当館蔵 『政友』第229號 1 大正8年5月5日

48 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 人種差別撤廃案等訓電案ほか 1 大正9～10年

49 山田公一氏蔵 原敬関係写真アルバム 1 （大正3～11年頃）

50 原敬文書研究会蔵 ボーラーハット 1 （大正時代）

51 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第六十六冊（大正7年10月27日
条：スペイン風邪罹患判明）

1
大正7年10月17日～12月
24日

岩手県指定有
形文化財

52 岩手県立図書館蔵 スペイン風邪の報道（『岩手毎日新聞』） 1 大正9年1月21日 パネル展示

53 当館蔵 國勢調査紀念繪葉書　原色版 4 大正9年10月1日

54 当館蔵 皇太子殿下御歸朝記念繪葉書 4 大正10年9月3日

55 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第七十三冊（大正9年2月20日条：
議会解散）

1
大正9年1月23日～4月10
日

岩手県指定有
形文化財

56 当館蔵 写真「腰越荘の外観・玄関前」 2 （大正時代） パネル展示

第4章　悲劇を超えて

57 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「生前最後の写真」 1 大正10年10月22日 パネル展示

58 山田公一氏蔵
写真「大阪における普選宣伝」（『大正通信』
大正10年3月号）

1 大正10年3月 パネル展示

59 原敬文書研究会蔵 原浅宛西園寺公望書簡 1 大正10年11月28日

60 中村惠一氏蔵 原敬葬儀関係絵葉書 5 （大正10年11月頃）

61 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「墓碑前の浅」 1 大正11年11月4日 パネル展示

62 当館蔵 巌手縣立圖書館繪葉書 6 （大正11年）

63 当館蔵（前田又彦氏寄贈）
前田蓮山日記「随感録」（昭和15年7月2日
条：政党の醜態見るに堪えず）

1
昭和14年3月6日～昭和32
年2月

64 当館蔵（菅原吉男氏寄贈）
齋藤熊吉編『本宮村逸山會創立二十周年記
念』

1 昭和15年12月4日

65 当館蔵 原敬先生遺品保存会役員会関係書類綴 1 昭和29～34年

特別コーナー

66 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬日記（全83冊）　附本箱 74 明治8年～大正10年
岩手県指定有
形文化財

67 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 絶筆メモ 4
大正10年10月25日～11月
4日

岩手県指定有
形文化財

68 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 五姓田義松画「原敬」 1 明治35年5月

69 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 五姓田義松画「菅野浅」 1 明治35年

70 原敬文書研究会蔵 原敬書「淡如雲」 1 （大正3年～10年頃）

71 自由民主党本部蔵 原敬書「寶積」 1 （大正7年～10年頃）
岩手県初公開
資料

72 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 遭難時着用の衣服（上衣） 1 （大正時代）

73 原敬文書研究会蔵 遭難時使用のハンカチ 1 （大正時代）

74 原敬文書研究会蔵 原敬遺書 1 大正10年2月20日

75 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第七十一冊（大正8年11月12日
条：三浦梧楼の守本尊）

1
大正8年10月15日～11月
30日

岩手県指定有
形文化財

76 原敬文書研究会蔵
大正八年　原家諸願届書類綴（4月2日条：脅
迫状）

1
大正8年1月1日～12月31
日

77 原敬文書研究会蔵 大正九年　原家日誌（2月7日条：怪文書） 1
大正9年1月1日～12月31
日

78 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第七十八冊（大正10年2月20日
条：暗殺の噂）

1 大正10年1月7日～3月9日
岩手県指定有
形文化財

79 当館蔵（菅原一也氏寄贈） ビラ「國民の公敵を倒せ」 1 （大正9年3～5月頃）

80 当館蔵 中岡艮一『鐡窓十三年』 1 昭和9年4月16日

第5章　原敬追悼の書

81 原敬文書研究会蔵 阿井瑞岑作「原敬像」（池永石旧蔵） 1 （大正10年11月頃）

82 当館蔵 原旧邸　来邸記念帖（昭和16年：池永石書） 1 昭和2年～昭和19年

83 盛岡市先人記念館蔵 原敬七回忌　追悼書（高橋是清） 1 昭和2年10月22日

84 盛岡市先人記念館蔵 原敬七回忌　追悼書（田中義一） 1 昭和2年10月

85 盛岡市先人記念館蔵 原敬七回忌　追悼書（内田康哉） 1 昭和2年10月

86 盛岡市先人記念館蔵 原敬七回忌　追悼書（佐藤昌介） 1 昭和2年10月

87 当館蔵（岩本章子氏寄贈）
小池靖一書　三行詩　「逸山原君小祥忌辰
謁其墓作」

1 （大正11年11月） 初公開資料

88 当館蔵（藤村ノブ氏寄贈）
清浦奎吾書　二行詩　「追悼大慈寺殿一山
居士原敬君」

1 大正12年11月4日

89 当館蔵 水野錬太郎書　三行詩　「懐故原首相」 1 大正12年7月

総計　89件　197点


