
No. 名称 時代 員数 法量(cm) 備考 所蔵
はじめに

1 若槻禮次郎立像 昭和9年 1 像高68.0×台高137.0 織田彦次郎作 雑賀町教育資料館

2 岸清一胸像 昭和39年 1 高さ58.0×巾56.3×奥行40.0 西田明史作 雑賀町教育資料館

3 若槻禮次郎肖像画 昭和時代前期 1 本紙143.0×95.0 草光信成作 雑賀小学校

4 岸清一肖像画 昭和10年 1 本紙143.0×95.0 草光信成作 母衣小学校

第一章　二人を育てた雑賀町

５　 火縄銃 江戸時代 1 長さ144.0×口径1.4 松江市

6 雲州そろばん 明治初期 1 5.5×33.5×2.0 村上吉五郎作 松江歴史館

7 算木
江戸時代後期～

明治時代
1 箱10.5×6.7×5.0 久保田愛之丞使用 松江歴史館

8 松本宗四郎塾の看板 明治初期 1 69.2×15.0×1.9 松江歴史館

9 漢書（論語、孟子） 江戸時代～明治時代 8 26.0×17.8 伝奥村禮次郎使用 松江歴史館

10 奥村禮次郎筆「作文」 明治12年5月18日 1 一紙23.1×31.5 内村資深添削 松江歴史館

11 奥村禮次郎履歴書 明治17年7月28日 1 23.4×16.7 島根県立図書館

第二章　軍拡に反対し続けた平和主義者　若槻禮次郎

12 硯箱（外箱、内箱） 昭和6年3月 1 外箱29.0×26.0×18.0 個人

13 写真「漕艇部集合写真」 明治23年ごろ 1 額27.5×18.0 個人

14 織原万次郎宛若槻禮次郎書状 大正13年4月3日 1 18.2×105.3 松江歴史館

15 立憲民政党宣言及政綱 昭和2年6月 1 20.0×55.0 憲政記念館

16 立憲民政党設立趣意書 昭和2年5月 1 31.2×47.0 憲政記念館

17 極東国際軍事裁判速記録　第二十一号 昭和21年6月28日 1 29.5×21.0 憲政記念館

パネル 昭和改元の詔書 昭和1年12月25日 1 国立公文書館

18 軸「昭和御大典を祝賦」 昭和3年11月10日 1 129.0×36.3 若槻禮次郎筆 島根県立図書館

19 弓道用具（弓、ゆがけ） 1 矢：長さ90.0 個人蔵

20 軸「四海平和」 大正12年 1 131.0×36.3 若槻禮次郎筆 個人蔵

21 若槻禮次郎宛堀尾守真書状（控） 昭和4年11月15日 1 11.9×22.7 雑賀教育資料館

22 堀尾守真宛若槻禮次郎書状 昭和4年11月22日 1 17.8×74.5 雑賀教育資料館

23 松南倶楽部宛若槻禮次郎書簡 昭和5年1月14日 1 20.2×12.7  石倉孝昭氏蔵

24 遥に日本国民に告ぐ 昭和5年2月9日 1 音源 雑賀教育資料館

25 万年筆 昭和初期 1 長さ14.0 若槻禮次郎使用 外交史料館

26 石倉俊寛宛若槻禮次郎書簡 昭和5年4月28日 1 17.8×13.3 石倉孝昭氏蔵

27 若槻禮次郎宛堀尾守真書状（控） 昭和5年6月20日 1 12.8×21.6 雑賀教育資料館

28 ロンドン海軍軍縮条約認証謄本 昭和5年4月22日 1 24.2×15.4 外交史料館

29 倫敦海軍会議関係一件　人事関係復命書 昭和5年6月20日 1 28.5×23.5 外交史料館

30 倫敦海軍条約御批准ノ件ニ就テ 昭和5年7－10月 1 24.5×17.0 憲政記念館

31 相信会に贈られた訓示 明治38年7月 1 本紙19.2×101.2 雑賀教育資料館

32 男爵若槻閣下奨学賞与録 昭和11年3月 1 28.2×20.0 雑賀教育資料館

33 若槻賞印判 昭和前期 1 縦径5.0×横径2.0×高6.0 雑賀教育資料館

34 石倉宏平宛若槻禮次郎書状 昭和15年3月29日 1 17.5×69.4 石倉孝昭氏蔵

35 扁額「質実剛健」 大正12年4月 1 本紙36.5×120.3 若槻禮次郎筆 雑賀小学校

36 扁額「此中有大器」 昭和11年 1 本紙56.8×136.0 若槻禮次郎筆 雑賀幼稚園

37 石倉俊寛宛若槻禮次郎書状 昭和11年5月18日 1 18.7×272.7 石倉孝昭氏蔵

38 扁額「李白」 昭和前期 1 本紙32.8×84.0 若槻禮次郎筆 李白酒造有限会社

39 若槻有格宛若槻禮次郎書状 昭和20年10月10日 1 24.7×17.5 個人蔵

生誕１５０年記念 企画展

平成28年11月25日（金）～ 平成29年1月22日（日）

会場 松江歴史館 企画展示室

出品目録

国を動かした出雲人

若槻禮次郎 と 岸清一



No. 名称 時代 員数 法量(cm) 備考 所蔵
第三章　日本へオリンピックを招致した男　岸清一

40 帝国大学運動会第三回春期競漕會　番組 明治22年4月10日 1 23.5×16.4 油野利博氏蔵

41 図書「岸清一訴訟記録集」 昭和10年～15年 12 22.3×16.0 島根県立図書館

42 田中寛之丞宛岸清一書状 昭和3年12月28日 1 25.5×18.9 上野弘子氏蔵

43 岸清一宛高橋節雄書状 昭和4年7月9日 1 24.0×16.3 上野弘子氏蔵

44 岸清一宛シルヴァン・レビ書簡 昭和4年8月21日 1 28.3×22.3 12月14日まで展示 江戸東京博物館

45 川村清雄宛岸清一書簡 昭和4年9月21日 1 26.1×19.0 12月14日まで展示 江戸東京博物館

46 岸清一宛シルヴァン・レビ書簡 昭和6年7月6日 1 27.7×22.2 12月16日より展示 江戸東京博物館

47 川村清雄宛岸清一書簡 昭和6年7月25日 1 26.1×19.0 12月16日より展示 江戸東京博物館

パネル 第八回国際オリムピック競技大会報告書 大正14年4月 1 22.0×15.0 日本体育協会

48 第八回オリンピック競技大会参加メダル 大正13年 1 径5.5×厚0.5 内藤克俊選手 秩父宮記念スポーツ博物館

49 パリオリンピックポスター 大正13年 1 70.5×55.5 松江歴史館

パネル 第九回国際オリムピツク競技大会報告書 昭和4年5月 1 22.0×15.5 日本体育協会

50 第九回オリンピック競技大会参加メダル 昭和3年 1 径5.5×厚0.5 秩父宮記念スポーツ博物館

パネル 第十回国際オリンピツク大会写真帖 昭和7年10月 1 20.0×30.0 日本体育協会

パネル 第十回オリムピツク大会日本代表一行名簿 昭和7年 1 19.0×12.8 日本体育協会

51 第十回オリンピック競技大会参加章 昭和7年 1 径6.9×厚0.5 高石勝男選手 秩父宮記念スポーツ博物館

52 第十二回東京オリンピックパンフレット 昭和前期 1 20.0×18.3 秩父宮記念スポーツ博物館

53 第十二回東京オリンピックリーフレット 昭和前期 1 20.6×10.5 秩父宮記念スポーツ博物館

パネル 第十回国際オリムピツク競技大会報告書 昭和7年10月 1 25.5×18.7 日本体育協会

パネル 東京オリンピック号外 昭和11年8月1日 1 江戸東京博物館

パネル 銅像再建（銅像とブランデージ） 昭和39年9月30日 1 松江歴史館

54 ブレザー 大正時代 1 丈75.0 上田精一着用 松江歴史館

55 ユニフォーム 昭和7年 1 丈62．0 津田晴一郎着用 松江歴史館

56 表彰楯 昭和時代後期 1 27.6×20.0×2.2 松江歴史館

57 ユニフォーム 昭和7年 1 丈62.0 吉岡隆徳着用 松江歴史館

58 殊勲盃 昭和7年 1 幅19.5×高20.0 松江歴史館

59 図書「知られぬ日本の面影」(初版本) 明治38年9月9日 2 21.0×14.0×3.3 岸清一宛小泉一雄サイン入り 小泉八雲記念館

60 小泉八雲直筆原稿「鏡と鐘」 明治時代後期 21 20.3×13.9 松江市立中央図書館

61 寄附者芳名録 昭和8年 1 24.3×18.0×3.0 小泉八雲記念館

62 松江中学校創立五拾年記念会寄付金原簿 昭和2年3月 1 23.7×16.4×2.4 松江北高等学校

63 岸賞印判 大正時代～昭和前期 1 縦径5.0×横径2.0×高6.0 雑賀教育資料館

64 扁額「至誠努力」 昭和2年2月 1 本紙33.5×133.5 岸清一筆 雑賀小学校

65 石倉俊寛宛若槻禮次郎書状 昭和10年3月25日 1 18.4×90.2 石倉孝昭氏蔵

66 写真帖 昭和10年4月 1 27.4×36.0 石倉孝昭氏蔵

67
故法学博士岸清一先生銅像建設資金募集趣意

書
昭和9年8月 2

17.0×43.0

16.0×32.5
上野弘子氏蔵

68
岸清一先生銅像除幕式次第

参列者名簿
昭和10年10月20日 3

13.5×20.0

24.4×32.5
上野弘子氏蔵

69 絵葉書「故法学博士岸清一先生銅像」 昭和10年 2 14.0×9.0 上野弘子氏蔵

70 銅像供出壮行会 昭和18年11月 1 11.5×16.0 松江歴史館

おわりに


