
No. 収蔵（寄贈者） 資料名 点数 年代 備考

第1章　生い立ち

1 原昌彦氏蔵 写真「原平太郎」複製 1
原本：明治2～3年頃（明治
後期複製）

2 原昌彦氏蔵 写真「原敬」複製 1
原本：明治6年頃（明治40
年9月複製）

3 原律子氏蔵 原香氏子札 1 明治8年2月

4 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛原恭書簡 1 明治21年1月6日

5 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「原敬・貞子・エイ」 1 明治18年9月頃

6 原昌彦氏蔵 原恭寄留届下書 1 明治21年5月7日 初公開資料

7 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 写真「原リウ・ツマ・サト・彬」 1 明治34年5月

8 原昌彦氏蔵
原達辞令「岩手県尋常師範学校附属小学校
尋常科第四年正級長」

1 明治25年1月16日 初公開資料

9 盛岡第一高等学校蔵
岩手縣尋常中學校在學證書綴　第貮號（原
達在學証書）

1
明治26～35年（明治28年4
月24日）

10 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛原恭書簡 1 明治28年7月16日

11 盛岡てがみ館蔵 写真「岩手縣尋常中學校」 1 明治30～40年代頃 パネル展示

12 原昌彦氏蔵 写真「原達ほか盛岡中学の同窓たち」 1 明治28年4月頃

13 盛岡第一高等学校蔵 岩手縣尋常中學校　第十七學年試業評点 1 明治30年3月

14 原昌彦氏蔵 写真「原達ほか盛岡中学の文人たち」 1 明治31年

15 岩手県立図書館蔵
『中央公論』第54年第12号〔野村胡堂「盛岡
中學物語　四十年前の思ひ出を語る」〕

1 昭和14年11月1日

16 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第十一冊〔明治30年7月26日条：
達上京見物〕

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

17 岩手県立図書館蔵 鈴木月翁（卓苗）宛原村雨（達）書簡 1 明治31年4月19・22日

18 原昌彦氏蔵 原達履歴書下書 1 明治31年4月 初公開資料

19 当館蔵 『東京府立第一中學校　創立五十年史』 1 昭和4年10月20日

20 当館蔵
写真「東京府尋常中學校」（『東京府立第一
中學校　創立五十年史』）

1
明治32年頃（昭和4年10月
20日）

パネル展示

第2章　俳人・原抱琴―岩手近代文学の先駆者―

21 紫波町図書館蔵 『文庫』第九巻第六號〔村雨「歌反古」〕 1 明治31年6月5日

22 紫波町図書館蔵 『文庫』第十二巻第一號〔抱琴俳句〕 1 明治32年4月20日

23 紫波町教育委員会蔵 獺祭書屋俳話増補写 1 明治32年頃 初公開資料

24 当館蔵 『ほとゝぎす』第貮巻第十一號〔東京俳句界〕 1 明治32年8月10日

25 国立国会図書館蔵 『ほとゝぎす』第三巻第二號〔東京俳句界〕 1 明治32年11月10日 パネル展示

26 紫波町教育委員会蔵 写真「正岡子規と門人たち（子規庵蕪村忌）」 1 明治32年12月24日

27 紫波町教育委員会蔵 写真「河東碧梧桐ほか日本派俳人たち」 1 明治33年頃 初公開資料

28 紫波町教育委員会蔵 写真「野辺地の日本派俳人たち」 1 明治34年5月1日 初公開資料

29 当館蔵 竹村秋竹編『明治俳句』 1 明治34年2月18日

30 紫波町図書館蔵
『木兎』第壱～十二號合本〔第四號：東北人
原抱琴「某君へ」〕

1
明治34年2月15日～明治
35年1月15日

31 原律子氏蔵 伝原達使用　産着 1 明治初期

32 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛原達書簡 1 明治32年2月8日

33 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛原達書簡 1 明治32年9月4日

34 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 『みとり』 2 明治32年頃

35 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村菫舟編「俳稿」 1 明治32～34年

36 岩手県立図書館蔵
『朔風　一週年記念岩手藝術號』〔雲軒「盛岡
俳壇―杜陵吟社回顧録―」〕

1 大正4年10月1日

37 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛猪川浩書簡 1 明治35年6月2日

38 紫波町教育委員会蔵 写真「杜陵吟社の人々」 1 明治34～36年頃 初公開資料

39 紫波町教育委員会蔵 写真「杜陵吟社の人々（抱琴・白蘋送別会）」 1 明治35年10月23日

40 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛内田直書簡 1 明治36年8月23日

41 当館蔵 『紫苑』第二・三・五號 3
明治36年11月13日～明治
37年3月11日

42 岩手県立図書館蔵
『紫苑』第一～六號合本〔第四號：柴浅茅「俳
句と外國文學（漱石先生談）」〕

1
明治36年9月30日～明治
37年5月30日

43 盛岡てがみ館蔵 岩動炎天原稿「杜陵吟社　その人と集い」 1 昭和時代

第64回原敬記念館企画展「原達―叔父・原敬に期待された才人―」

展示資料目録



No. 収蔵（寄贈者） 資料名 点数 年代 備考

44 盛岡市先人記念館蔵
『若き日の肖像　わたしの青少年時代』〔金田
一京助「中学時代」〕

1 昭和30年9月15日

45 岩手県立図書館蔵 『校友会雑誌』第一～六号 6
明治33年11月20日～明治
37年3月12日

第3章　苺食はばや、話さばや

46 盛岡市先人記念館蔵
原達日記「光明と暗黒」複製〔明治32年12月
13日条：敬の戒め〕

1
原本：明治32年11月15日
～明治33年10月13日

47 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第十四冊〔明治34年5月15日条：
原達発病〕

1
明治34年5月10日～9月15
日

岩手県指定有
形文化財

48 当館蔵（浦田敬三氏寄贈） 写真「正岡子規書（句）」 1 原本：明治34年頃 パネル展示

49 岩手県立図書館蔵
写真「正岡子規書（偈）」（『開発クラブ』第五
巻第一号）

1
原本：明治35年1月（昭和
27年9月1日）

パネル展示

50 国立国会図書館蔵
写真「第一高等學校」（『明治大正建築寫眞
聚覧』）

1
明治～大正時代（昭和11
年12月25日）

パネル展示

51 国立国会図書館蔵
『ホトゝギス』第六巻第四号〔抱琴「子規先
生」〕

1 明治35年12月27日 パネル展示

52 原昌彦氏蔵
原達日記「An Attic Philosopher in Tokyo」
〔明治35年1月2日条：子規の書〕

1
明治34年3月10日～同35
年7月28日

53 原昌彦氏蔵
原達日記「An Attic Philosopher in Japan」
〔明治35年9月21日条：子規の死〕

1
明治35年7月29日～同37
年2月19日

54 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛原達書簡 1 明治35年10月2日

55 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛原達書簡（ヘナチョコ新聞） 1 明治37年8月11日

56 原昌彦氏蔵 写真「原達ほか東京外国語学校生徒・教師」 1 明治39年頃

57 原昌彦氏蔵 写真「演劇中の原達ほか」 1 明治39年4月22日

58 紫波町教育委員会蔵 写真「原達と岩動孝久」 1 明治39年6月6日 初公開資料

第4章　原達君に心惹かれない者はなかった

59 当館蔵
写真「東京外國語學校」（『東京外國語學校
一覧　從明治卅七年至明治卅八年』）

1
明治32年頃（明治37年11
月30日）

パネル展示

60 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 岩動孝久宛野村長一書簡 1 明治36年12月12日

61 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛原達書簡 1 明治39年8月11日

62 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛原達書簡 1 明治41年6月25日

63 当館蔵
『東京帝國大學一覧　從明治三十九年至明
治四十年』

1 明治40年3月27日

64 紫波町教育委員会蔵 写真「原達・野村長一」 1 明治40年6月

65 野村胡堂・あらえびす記念館蔵 野村長一宛荻窪一老女書簡 1 昭和27年4月23日

66 当館蔵（浦田敬三氏寄贈） 『雜文クラブ』第四巻第八號 1 昭和27年8月1日

67 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛原達書簡 1 明治43年5月15日

68 紫波町教育委員会蔵 岩動孝久宛原達書簡 1 明治43年10月16日 初公開資料

69 紫波町教育委員会蔵 岩動孝久宛原達書簡 1 明治44年4月28日 初公開資料

70 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 パネル展示

71 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬日記　第三十六冊〔明治44年8月24日
条：彬復籍〕

1
明治44年5月23日～8月25
日

岩手県指定有
形文化財

72 当館蔵（浦田敬三氏寄贈） 日澤サト宛原達書簡複製 1 原本：明治45年1月

73 紫波町教育委員会蔵 岩動孝久宛原達書簡 1 明治45年1月12日 初公開資料

74 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬宛原彬書簡　付原達臨終覚書 1 明治45年1月19日

75 原昌彦氏蔵 原達死亡届写 1 明治45年1月21日 初公開資料

76 原昌彦氏蔵 写真「上野廣一画　原達肖像」 1 大正2年3月頃

77 当館蔵（財団法人大慈会寄贈）
原敬旧蔵　俳書（高濱清編『春夏秋冬』・河東
秉五郎編『續春夏秋冬』ほか）

11 明治42～43年

78 当館蔵（財団法人大慈会寄贈） 原敬「句帖」 1 大正2～10年頃

79 当館蔵（浦田敬三氏寄贈） 写真「最晩年の達」 1 明治44年頃 パネル展示

80 原律子氏蔵 写真「原彬」 1 明治44年頃 パネル展示

81 当館蔵 写真「原貢」 1 大正14年7月4日 パネル展示

82 原本：岩手県立図書館蔵
『東北文庫』第二巻四号複製〔原奎一郞「原
家の人々（一）」〕

1 原本：昭和22年5月1日

83 原本：当館蔵
『東北文学』第二巻第拾二號複製〔原奎一郎
「物思ふ亀」〕

1 原本：昭和22年12月1日

84 当館蔵 野村胡堂『胡堂百話』〔「原敬の人情味」〕 1 昭和34年11月10日

85 当館蔵 原奎一郞『ふだん着の原敬』〔「風流の道」〕 1 昭和46年7月30日

86 個人蔵 浦田敬三編『明治の俳人　原抱琴』 1 昭和62年2月1日

総計　86件　104点


