
諸橋轍次記念館収蔵資料目録 第1期（2019年4月)

資料番号 資料名 作者・資料群 年代（作成年度） 備考
10837 文化勲章勲記 寄託資料
10840 第1号名誉村民称号状 寄託資料
10841 名誉村民章 寄託資料
10872 東京高師範学校卒業証書 寄託資料
10895 東京帝国大学学位記 寄託資料
10920 文化勲章 寄託資料
10921 勲一等瑞宝章 寄託資料
10922 御下賜　礼宮御命名　銀盃 寄託資料
10923 皇太子御成婚記念銀製ボンボン 寄託資料
10963 自作漢詩「丁丑経筵」（長郊十里～） 諸橋轍次 1937
10964 自作漢詩「岳州懐古」（吾今東訪～） 諸橋轍次 1968
10965 「勧学文２種」（富家不同～） 諸橋轍次 1926
10966 自作漢詩「琵琶湖湖畔逢旧友」（湖上逢～） 諸橋轍次 1937
10967 自作漢詩「自述八十年」（世事茫々～） 諸橋轍次 1962
10968 気韻不高～ 諸橋轍次 1928
10972 經春残而日昏々～ 諸橋轍次
10973 七言古詩「琵琶湖湖畔逢旧友」2 諸橋轍次 1937
10974 七言絶句三首　「七十自述」 諸橋轍次 1953
10975 七言律詩(雲山漂渺～） 諸橋轍次 1938
10976 七言律詩（昭和己丑歳除書懐） 諸橋轍次 1949
10977 七言律詩（年老逢春独占春） 諸橋轍次 1951
10978 七言絶句（昭和己亥元旦試筆） 諸橋轍次 1959
10979 自作漢詩「自述八十年」（世事茫々～） 諸橋轍次 1962
10984 休庵作　淡彩白鷺図　博士賛 諸橋轍次 1942
10985 休庵作　水墨小禽図　博士賛 諸橋轍次 1942
10986 書簡　(景嘉への書簡） 諸橋轍次 1970
10991 碑文　「越北之鴻都」 諸橋轍次 1976
10992 拓本２種４枚 諸橋轍次 1957
11001 「直而温」（書経　舜典） 諸橋轍次 1977
11004 「福園」 諸橋轍次
11011 諸橋轍次絶筆1 諸橋轍次 1982
11012 諸橋轍次絶筆2 諸橋轍次 1982
11014 「縁督以為経営」（荘氏　養生主） 諸橋轍次 1977
11015 黄巻不開～（司空図詩） 諸橋轍次
11016 心廣體胖～（大学） 諸橋轍次
11017 父子篤兄弟～（礼記） 諸橋轍次 1977
11018 学而則不足～（礼記） 諸橋轍次
11019 温且恵(詩経） 諸橋轍次 1966
11020 自作漢詩「慈母菊を栽うる詩」 諸橋轍次 1957
11021 士窮不失義～（孟子） 諸橋轍次
11022 「居敬而行簡」（論語） 諸橋轍次
11023 内積忠信～（近思録） 諸橋轍次 1977
11024 「松風入夜琴」（李嶠詩） 諸橋轍次 1966
11028 許渾歌「秋思」（高歌一曲～） 諸橋轍次
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11029 「積善之家必有餘慶」(易経・文言傳） 諸橋轍次
11030 「治而不忘亂」(易経・繋辞下） 諸橋轍次
11035 巻子・般若心経 諸橋轍次 1917
11036 蕨城跡碑文・同落款 諸橋轍次
11037 蕨城跡碑文 諸橋轍次
11038 遠人村舎の額（木彫り看板） 諸橋轍次
11039 止軒日暦 明治34年8月9月明治35年 諸橋轍次 1901-1902 寄託資料
11040 止軒日暦 明治37年 諸橋轍次 1904 寄託資料
11041 止軒日暦 明治38年 諸橋轍次 1905 寄託資料
11042 止軒日暦 自明治41年4月1日至明治42年末日 諸橋轍次 1908-1909 寄託資料
11043 日記 （廬山日記、長沙日記、沙市宜昌日記） 諸橋轍次 寄託資料
11044 日記 （山東旅行、江蘇浙江旅行、安陽探険） 諸橋轍次 寄託資料
11045 日記 （一、京漢線名所　二、長江大観　三、九江府志　四、廬山行日記（二）　五、大同行日記） 諸橋轍次 寄託資料
11046 日記 （一、函関行日記　二、長沙潭湘行日記　三、廬山行日記（一）） 諸橋轍次 寄託資料
11047 日記 （泰山曲阜、大連旅順奉天哈□、朝鮮飛地） 諸橋轍次 寄託資料
11048 震災日記 （大正12年9月1日～9月16日） 諸橋轍次 寄託資料
11049 日記 （大正13年） 諸橋轍次 1924 寄託資料
11050 日記 （大正14年） 諸橋轍次 1925 寄託資料
11051 日記 （大正15年） 諸橋轍次 1926 寄託資料
11052 日記 （昭和3年） 諸橋轍次 1928 寄託資料
11053 日記 （昭和4年） 諸橋轍次 1929 寄託資料
11054 日記 （昭和5年） 諸橋轍次 1930 寄託資料
11055 日記 （昭和6年） 諸橋轍次 1931 寄託資料
11056 日記 （昭和7年） 諸橋轍次 1932 寄託資料
11057 日記 （昭和8年） 諸橋轍次 1933 寄託資料
11058 日記 （昭和9年） 諸橋轍次 1934 寄託資料
11059 日記 （昭和10年） 諸橋轍次 1935 寄託資料
11060 日記 （昭和11年） 諸橋轍次 1936 寄託資料
11061 日記 （昭和12年） 諸橋轍次 1937 寄託資料
11062 日記 （昭和13年） 諸橋轍次 1938 寄託資料
11063 日記 （昭和14年） 諸橋轍次 1939 寄託資料
11064 日記 （昭和15年） 諸橋轍次 1940 寄託資料
11065 日記 （昭和16年） 諸橋轍次 1941 寄託資料
11066 日記 （昭和17年） 諸橋轍次 1942 寄託資料
11067 日記 （昭和18年） 諸橋轍次 1943 寄託資料
11068 止軒日暦 昭和19年至22年 諸橋轍次 1944-1947 寄託資料
11069 止軒日暦 昭和23年至27年 止軒日暦2 諸橋轍次 1948-1952 寄託資料
11070 止軒日暦 自昭和28年至昭和31年 止軒日暦3 諸橋轍次 1953-1956 寄託資料
11071 止軒日暦 自昭和32年至昭和40年 止軒日暦4 諸橋轍次 1957-1965 寄託資料
11072 残生摘録 自昭和41年至昭和45年 止軒日暦5続 諸橋轍次 1966-1970 寄託資料
11073 続残生餘滴 自昭和46年至昭和47年 止軒日暦6 諸橋轍次 1971-1972 寄託資料
11074 続々残世餘瀝 自昭和48年至昭和55年 諸橋轍次 1973-1980 寄託資料
11075 筆戦餘塵　附知交翰墨 諸橋轍次 1919-1921
11076 筆戦餘塵残滓 諸橋轍次 1919-1921
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11077 止軒詩艸　布製模様　帙入り 諸橋轍次
11078 止軒詩艸　布　青表紙 諸橋轍次
11079 止軒詩艸　校正本 諸橋轍次
11080 止軒詩艸　一般頒布用 諸橋轍次
11081 土屋竹雨批　詩稿 諸橋轍次
11082 前川研堂批　詩稿 諸橋轍次
11083 小野氷川・新田雲處批　詩稿 諸橋轍次
11084 年老逢春吟　氷川･竹雨・雲處・濟齋・研堂 諸橋轍次
11087 知交分類 諸橋轍次
11088 辱知清儒墨跡　(帙入） 交流中国学者・文化人
11089 辱知學人墨跡　一 交流中国学者・文化人
11090 辱知學人墨跡　ニ 交流中国学者・文化人
11091 先遣遺墨 内外文人・著名人
11092 儒林墨蹟 交流中国学者・文化人
11093 先儒之草稿 日本の儒者
11094 諸家詩歌（ニ） 博士交流内外学者等
11095 諸家詩歌（三） 博士交流内外学者等
11096 諸家詩歌（四） 博士交流内外学者等
11097 巻梧石賛・米峰・水城外　和漢の名士 交流の日本人知己
11098 書翰　茶一 親交のあった者
11099 書翰　茶二 親交のあった者
11100 書翰　茶三 親交のあった者
11101 書翰　茶四 親交のあった者
11102 書翰　茶五 親交のあった者
11103 書翰　黒二 交流のあった者
11104 書翰　黒三 交流のあった者
11105 書翰　黒四 交流のあった者
11106 書翰　黒五 交流のあった者
11107 書翰　濃茶一　安岡正篤他 交流者の書翰
11108 書翰　濃茶二　高杉晋一他 交流者の書翰
11109 書翰　濃茶三　内藤與三郎 交流者の書翰
11110 翰墨　一　辱知 諸橋轍次
11111 翰墨　二　郷賢・古学者 諸橋轍次
11112 翰墨　三　支那学者 諸橋轍次
11113 翰墨　五　知交 諸橋轍次
11114 翰墨　六　故舊 諸橋轍次
11115 尺牘　一　辱知 諸橋轍次
11116 尺牘　二　辱知 諸橋轍次
11117 尺牘　三　漢学者 諸橋轍次
11118 尺牘　四　支那学者 諸橋轍次
11119 尺牘　五　郷賢 諸橋轍次
11120 尺牘　六　国学者 諸橋轍次
11121 尺牘　七　諸家 諸橋轍次
11122 尺牘　八　詩人 諸橋轍次
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11123 尺牘　九　女流 諸橋轍次
11124 尺牘　十　実業界 諸橋轍次
11125 明黄忠端公墨寶 番外・博士所蔵
11126 宋搨李北海雲麾碑
11127 虞恭公温公碑（歐陽詢書）
11128 楊守敬・森定之對談
11129 中村敬宇宛諸家書簡
11130 北京大學進徳會
11131 パスポート(博士中国留学時）
11132 宋拓郎官廰壁記
11133 北宋初拓聖教序
11134 九成宮醴泉銘
11137 花卉図（双幅） 諸橋嵐陰 1910
11138 花卉繚乱図 諸橋嵐陰 1898
11140 歳寒三愛図 諸橋嵐陰 1908
11141 老松図 諸橋嵐陰 1901
11142 秋思入室 諸橋嵐陰 1901
11143 十六羅漢図 諸橋嵐陰
11144 潜龍之図 諸橋嵐陰
11145 榴花百合図（梧石作品の模本） 諸橋嵐陰
11146 二十四孝図　剡氏 諸橋嵐陰
11147 二十四孝図　黄香 諸橋嵐陰
11148 二十四孝図　丁蘭 諸橋嵐陰
11149 二十四孝図　姜氏 諸橋嵐陰
11150 鬼婆 諸橋嵐陰
11151 釈迦像 諸橋嵐陰 1903
11152 消夏三友（椿山模本） 諸橋嵐陰
11153 自作漢詩（離脱塵境～） 諸橋嵐陰
11154 自作漢詩（光陰荏苒～） 諸橋嵐陰
11155 諸橋又太郎(括囊）墓碑銘(３枚） 諸橋嵐陰
11156 八木橋建設碑文 諸橋嵐陰 1881
11157 「嵐渓十景色」 諸橋嵐陰 1905
11158 「嵐陰句集（俳句）」 諸橋嵐陰
11159 「嵐陰墨戯」 諸橋嵐陰 1917
11160 「聚英帳」天　（著名画家の模写　115枚） 諸橋嵐陰 1906
11161 「聚英帳」地　（模写・本人の写生　116枚） 諸橋嵐陰 1906
11162 「聚星画帳」　（著名画家の模写　68枚） 諸橋嵐陰 1906
11163 陟古墨寶　尚由子承題　上 諸橋嵐陰 1907-1918
11164 陟古墨寶　下 諸橋嵐陰 1907-1918
11165 銷憂漫唫　止軒薟（嵐陰の漢詩集） 諸橋嵐陰 1899
11166 墨書看板　嵐陰義塾 諸橋嵐陰
11167 「歳寒而後知～」　論語子罕篇 諸橋嵐陰
11168 名華十友図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11169 歳寒僊品図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代

4



諸橋轍次記念館収蔵資料目録 第1期（2019年4月)

資料番号 資料名 作者・資料群 年代（作成年度） 備考
11170 游漁図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11171 霜鷹図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11172 群亀図（紙本淡彩） 巻梧石 江戸時代
11173 松鶴図（紙本水墨) 巻梧石 江戸時代
11174 柳に桃花図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11175 養鶴図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11176 宋画　観世音（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11177 梅上鷹図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11178 藤花図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11179 竹に雀（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11180 巌上鷹図（紙本水墨） 巻梧石 江戸時代
11181 梅に竹図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11182 艸虫図（紙本着色） 巻梧石
11183 若松に鶏図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11184 柳の図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11185 竹の図（紙本水墨） 巻梧石 江戸時代
11186 猛虎嘯風図（紙本水墨） 巻梧石 江戸時代
11187 鶉聲図（紙本淡彩） 巻梧石 江戸時代
11188 龍門の鯉（紙本水墨） 巻梧石 江戸時代
11189 巌頭の鶴（紙本水墨） 巻梧石 江戸時代
11190 竹に雀の図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11191 芙蓉の図（紙本着色） 巻梧石 江戸時代
11192 先聖孔子神位像 括嚢 明治時代
11193 尚友塾の夜ナベノ図 括嚢
11194 凧絵(着色紙本） 秀嵐
11195 望富士山（江の島より） 水月庵 江戸時代
11196 自作七言古詩（草堂夜雨～） 田龍 明治時代
11197 嵐陰先生墓誌銘(３枚） 諸橋臻 1922
11198 竹の簾に漢文墨書 建部蔵軒 1896
11199 教育綱領（教育之事～） 嘉納　治五郎
11201 自作漢詩七言絶句（官途幾年～） 渋沢　栄一 1915
11202 七言（秋水帯霜～） 近藤　正治（盍反）
11203 蘭亭の序 近藤　正治（盍反） 1946
11204 一行書（慈祥和厚～） 近藤　正治（盍反） 1938
11205 漢文『大学』章句第六章（誠其意者～） 近藤　正治（盍反） 1937
11206 漢詩（令名～） 塩谷　温（節山）
11207 祝詩　双幅 鈴木　虎雄（豹軒） 1937
11208 七言絶句２首 東　敬治（正堂） 1919
11209 漢文（博士70歳の寿～） 新田　雲處 1953
11210 竹の図讃　古希祝 新田　雲處 1953
11211 五言律詩　 塩谷　青山 1920
11212 七言　二首 竹添　井々
11213 （濂亭先師冬瞑～） 宮島　詠士
11214 五言絶句（玉階～　李伯詩） 宮島　詠士
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11215 （追憶～・赤字の書） 宮島　詠士
11216 双幅(一行書） 重野　安澤 1888
11217 漢文　一行書 亀田　綾瀬　
11218 七言二句 渡辺　鉄崖
11219 散文 佐藤　一斎
11220 七言絶句 高井　鴻山
11221 五言絶句 頼 復(支峯）
11222 五言絶句 小野　湖山
11223 一行書 小野　湖山
11224 七言絶句　（寿止軒先生八十八～） 麓　保孝(寒泉） 1970
11225 七言律詩（博士叙勲祝賀詩） 麓　保孝(寒泉） 1976
11226 五言古詩 高橋　茂二郎（翠村）
11227 一行書（青燈夜雨） 柏田 盛文(天飈）
11228 淡彩山水画 一路居士
11229 淡彩山水画 一路居士
11230 水墨画 小川　千壅
11231 梅画　讃付 駒方　雄（南子）
11232 日本画　巻物 琢華堂
11233 画　三幅対（寒山拾得・中幅亀に仙人） 月僊
11234 淡彩山水画 六六居士
11235 彩色画　李にねずみ(複製） 狩野　元信
11236 淡彩山水図画　（赤壁周遊図） 狩野 探令
11237 水墨山水図 墨山
11238 拓本（鉄厓先生之碑） 渡辺　鉄崖
11239 拓本（正気の歌） 藤田　東湖
11240 拓本（長谷部亀太郎の墓碑銘） 新保　正與 1887
11241 七言絶句 楊鐘羲
11242 五語律詩 傅増湘
11243 七言絶句 陳宝琛 1921
11244 「楽則韶舞」論語衛霊公No11 孔令貽 1918
11245 「詠史」 金息侯
11246 七言絶句「諸橋先生法家正之」 曺汝霖 1938
11247 五言絶句（一夕風露～） 金鉞仁 1938
11248 送詩（有宋～） 張江裁
11249 篆文 馬衡
11250 漢詩（奉教え） 宝熙
11251 漢文 張元済
11252 七言古詩 湖蘭成
11253 十二言対連 金鑈
11254 石鼓文 呉昌碩
11255 書　（双幅） 靳雲鵬
11256 五言一句　双幅の内左　（右幅なし） 王闓運
11257 八言対連　双幅 湯金釗
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11258 篆文　対連双幅 洪亮吉
11259 七言古詩 朴永孝
11260 ﾊﾝｸﾞﾙ文 不明
11261 七言一行 民国学生　楊某
11262 六言一行 民国学生　蔡暄春
11263 七言絶句　4幅 （伝）蘇東坡
11264 七言絶句　4幅 （伝）蘇東坡
11265 七言絶句　4幅 （伝）蘇東坡
11266 七言絶句　4幅 （伝）蘇東坡
11267 六幅対の一部 不明
11268 米寿の頌春 景嘉 1970
11269 （有即～） 傅増湘
11270 奨辞 梅貽琦 1960
11271 漢文 鄭孝胥 1934
11272 岳飛 拓本
11273 李北海 拓本
11274 北魏仏像（程府君之碑） 拓本
11275 同上の裏（程府君之碑） 拓本
11276 秦山刻石 拓本
11277 柳公権 拓本
11278 北魏　延昌仏 拓本
11279 魏東安王太妃墓誌銘 拓本
11280 泰山金剛山碑 拓本
11281 北魏　飛天図（双幅） 拓本
11282 延昌仏（双幅） 拓本
11283 花鳥図（複製） 徽宗皇帝
11284 琵琶図（複製） 徽宗皇帝
11285 水墨栗図（複製） 伝牧渓
11286 柿図（複製） 伝牧渓
11287 模宋人筆意図 禹慎斉
11288 文会図 蔡淇
11289 夏景山水図 伝馬遠
11290 鐘馗図 任預写　兪越讃
11291 金泥仏 閔貞
11292 宋時代の断紙
11293 印譜集 朱柏廬
11297 写真 文化勲章受章祝賀記念 1966
11298 横四字 以和為貴 諸橋轍次
11299 三行書 老子第４４章 諸橋轍次
11300 二行書 諸橋轍次
11301 三行書 論語子罕第9 諸橋轍次
11302 青南　2015年８月号 特集清水房雄
11303 清水房雄直筆原稿 鈴木豹軒と諸橋轍次 清水房雄
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11304 写真 御進講記念 1937
11305 写真 従兄諸橋省三氏との交流写真1 1962
11306 写真 従兄諸橋省三氏との交流写真1 1962
11307 座談会記録誌「学問の思い出」 諸橋轍次 1964
11308 文化勲章受章祝詞礼状 1965
11309 叙正三位位記 1945 寄託資料

*諸橋轍次文庫のうち貴重本として調査・目録化された漢籍・国書の利用をご希望の方は、金子芳雄・高橋良政編 2004 『漢学の里 諸橋轍

次記念館蔵古書目録』を参照して特別利用申込書にご記入ください。
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