
１１巻－１号 平成3年 6月25日発行 通巻40号 

表紙写真 紫陽花〈森円月生家跡にて〉     林 住夫  表紙 

おもいつくまま40 それぞれの花を咲かせよう    井伊 磯子 1 

一座建立－就任ごあいさつ－      田中 誠一 2 

子規に生きる36 子規の教育学    ゲスト 長谷川 孝士 4 

はくぶつかん あらかると ディスプレイ－「もの」と「ひと」との対話－   10 

館蔵資料紹介16 子規最後の旅－今居真吉あて書簡－   森 正経  12 

研究ノート 極堂･子規の交友（二）     伊藤 彰規 15 

正岡子規俳句短歌の植物⑩      日野 正寛 19 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１１巻－２号 平成3年 9月25日発行 通巻41号 

表紙写真 曼珠沙華       林 住夫  表紙 

おもいつくまま41 大森彦七のこと     新井 孝重 1 

子規に生きる37 父･茂吉の思い出     ゲスト  齋藤 茂太     齋藤 美智子 2 

はくぶつかん あらかると 博物館実習－学芸員になるために－    8 

子規５０年祭と安倍能成先生のこと     正岡 浩  10 

特別寄稿 子規と茂吉と私      鈴木 啓蔵 11 

研究ノート 子規から茂吉へ継がれたもの－茂吉の子規論から－  宝来 淑子 16 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１１巻－３号 平成4年 1月1日発行 通巻42号 

表紙写真 振袖柳（フリソデヤナギ＝アカメヤナギ）   林 住夫  表紙 

おもいつくまま42 美学とナショナリズム    大野 岬歩 1 

子規に生きる38 自由民権運動と子規  ゲスト 岡林 清水   ホスト 和田 茂樹 2 

はくぶつかん あらかると 観覧者       8 

特別寄稿 子規博ただいま改装中     出 利夫  10 

秋山好古･真之兄弟のこと      正岡 浩  14 

子規博トピックス〔ネパール･ブータンの教育者来館〕     15 

研究ノート 子規･「写生」の周辺     森 正経  16 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１１巻－４号 平成4年 3月25日発行 通巻43号 

表紙写真 菜の花       林 住夫  表紙 

おもいつくまま43 俳句礼讃      須貝 俊司 1 

子規に生きる39 光風霽月－父を語る－        2 

  ゲスト  村上 寿子     足立 修平      足立 達子     村上 日南子  



                  三由 孝太郎           ホスト 和田 茂樹  

特別企画展によせて 道徳経済に生きた村上半太郎翁   井上 久  9 

祖母、加藤ひさのこと      正岡 浩  13 

茂吉随想        松尾 靖秋 14 

シリーズ藤野三兄弟１ 三兄弟の生いたち（一）    服部 嘉修 16 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１２巻－１号 平成4年 6月25日発行 通巻44号 

表紙写真 藤の花       林 住夫  表紙 

おもいつくまま44 仕事を通して教わった子規    栗田 博行 1 

子規に生きる40 「五七五の地球儀」異聞   ゲスト   新名 英司 高木 貞重 2 

        山路 健  

       ホスト   日野 正寛  

研究ノート 霽月の転和吟をめぐって     石丸 耕一 9 

祖父、加藤拓川のこと      正岡 浩  13 

館蔵資料紹介17 子規と老宗匠－子規の宇都宮丹靖あて書簡－  森 正経  14 

シリーズ藤野三兄弟２ 三兄弟の生いたち（二）    服部 嘉修 16 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１２巻－２号 平成4年 9月25日発行 通巻45号 

表紙写真 鶏頭       林 住夫  表紙 

おもいつくまま45 国際化時代と小唄     奥島 孝康 1 

子規に生きる41 為山と子規           ゲスト 鴻池 楽斎   ホスト 和田 茂樹 2 

研究ノート 洋画家為山と俳人子規     伊藤 彰規 9 

父、忠三郎のこと       正岡 浩  13 

光芒を放った人びとの系譜（一）井上正夫と森律子 丸山定夫と伊丹万作 出 利夫  14 

喫茶去          18 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１２巻－３号 平成5年 1月1日発行 通巻46号 

表紙写真 梅の花       林 住夫  表紙 

おもいつくまま46 短詩型文学研究所のすすめ    有馬 朗人 1 

子規に生きる42 女性と生涯学習    ゲスト 永井 ユリヱ 2 

         ホスト 和田 茂樹  

光芒を放った人びとの系譜（二）井上正夫と森律子 丸山定夫と伊丹万作 出 利夫  8 

館蔵資料紹介18 青年 勝田主計の日記    石丸 耕一 12 

シリーズ藤野三兄弟３ 新制軍隊の初陣と長州征伐   服部 嘉修 14 

父と朝比奈隆さんのことなど      正岡 浩  17 

研究ノート 文学と美術（一）－邦画洋画優劣論争をめぐって－  森 正経  18 



喫茶去          21 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１２巻－４号 平成5年 3月25日発行 通巻47号 

表紙写真 桜       林 住夫  表紙 

おもいつくまま47 子規･主計分写「衛生生理学」   多田井 喜生 1 

子規に生きる43 常盤会寄宿舎の仲間たち～子規から現代へ～ ゲスト 増田 忠彦 2 

特別寄稿 明治を継ぐ「常盤学舎」     平松 昇  9 

     鈴木 孝裕  

光芒を放った人びとの系譜（三）井上正夫と森律子 丸山定夫と伊丹万作 出 利夫  12 

母･正岡あやのこと       正岡 浩  16 

研究ノート 子規と常盤会寄宿舎（上）「雪の間」と「内閣編集局」  宝来 淑子 17 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

子規博トピックス －新･映像システム－      21 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１３巻－１号 平成5年 6月25日発行 通巻48号 

表紙写真 牡丹       林 住夫  表紙 

おもいつくまま48 新しい芭蕉とのめぐりあい    今 栄蔵  1 

子規に生きる44 「子規と祖父一順」    ゲスト 天岸 太郎  

         ホスト 和田 茂樹 2 

特別寄稿 芥川龍之介と子規を結ぶ糸     古賀 藏人 8 

母と叔父達と戦争のこと      正岡 浩  11 

光芒を放った人びとの系譜（四）井上正夫と森律子 丸山定夫と伊丹万作 出 利夫  12 

研究ノート 子規と常盤会寄宿舎（下）一高寄宿舎の賄征伐   宝来 淑子 17 

喫茶去          21 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１３巻－２号 平成5年 9月25日発行 通巻49号 

表紙写真 さるすべり＝百日紅     林 住夫  表紙 

おもいつくまま49 陸奥の詩人と絵と記念碑と    村田 慶之輔 1 

子規に生きる45 「岡麓の思い出」         2 

                      ゲスト 岡 廣志      大野 一郎   中島 千代     太田 正文  

                              根尾 幸子    秋山 加代    小澤 とみ江 神山 源子  

特別寄稿 追慕･岡麓先生      太田 正文 8 

少年時代の想い出と旧海軍兵学校     正岡 浩  11 

研究ノート 子規と麓との対話     都築 和可子 12 

シリーズ藤野三兄弟４ 伏見の変から藩政改革まで   服部 嘉修 16 

喫茶去          19 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 



１３巻－３号 平成6年 1月1日発行 通巻50号 

表紙写真 平成5年11月7日 天皇皇后両陛下行幸啓   林 住夫  表紙 

おもいつくまま50 雑煮のこと     小谷 稔  1 

子規に生きる46 俳句で読む子規の生涯      ゲスト  山下 一海    ホスト  和田 茂樹 2 

第28回特別企画展「歌人 岡麓」記念講演要旨 「正岡子規と岡麓」  講師  秋山 加代 9 

父と田実渉さんのこと      正岡 浩  14 

松山文学の黎明期       和田 茂樹 15 

シリーズ藤野三兄弟５ 藩政改革後の三兄弟の足跡   服部 嘉修 18 

天皇皇后両陛下をお迎えして      和田 茂樹 21 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

天皇皇后両陛下来館スナップ      林 住夫  表紙3 

 

１３巻－４号 平成6年 3月25日発行 通巻51号 

表紙写真 桃の花       林 住夫  表紙 

おもいつくまま51 寒山と拾得     半藤 一利 1 

子規に生きる47 子規庵の日々、その後      2 

                                  ゲスト   寒川 真佐子   進士 トヨ子  寒川 知佳子  

特別寄稿 開館１０周年回顧と展望     加藤 有次 8 

祖父、野上俊夫のこと      正岡 浩  11 

特別寄稿 子規居士と鼠骨師      大嶋 誠之介 12 

館蔵資料紹介19 子規の五百木飄亭あて書簡「雁かね」   和田 茂樹 16 

博物館の横軸思考       日野 正寛 18 

研究ノート 新聞記者 寒川鼠骨－鼠骨の手になる「日本」掲載記事－ 森 正経  20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１４巻－１号 平成6月 6月25日 通巻52号 

表紙写真 布袋草       林 住夫      表紙 

おもいつくまま52 事実と真実の間     新藤 兼人 1 

子規に生きる48 「坊っちゃん」気分で   ゲスト 夏目 房之介 2 

特別寄稿 子規･露伴の出会いを見直す 「月の都」の出版を春陽堂が内諾 古賀 蔵人 8 

みんな集まれ！子規を考える１日 募集案内                         12 

シリーズ藤野三兄弟６ 藩政改革後の三兄弟の足跡 

－植村典事暗殺と服部嘉陳２－   服部 嘉修 14 

「道後温泉百年祭」に出席して     正岡 浩  17 

館蔵資料紹介20 子規の五百木飄亭あて書簡（二）   和田 茂樹 18 

館蔵資料紹介21 鼠骨記「律子刀自病床覚」－鼠骨の看病日誌－  森 正経  20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１４巻－２号 平成6年 9月25日発行 通巻53号 

表紙写真 薄･芒＝すすき      林 住夫  表紙 

おもいつくまま53 湯岡碑文と赤人の謎    中小路 駿逸 1 



子規に生きる49 本館百年 湯けむり談義   ゲスト 島崎 有三 2 

        新山 和臣  

ホスト 和田 茂樹  

特別寄稿 道後温泉本館建築秘話     河合 勤  9 

館蔵資料紹介22 下村為山の柳原極堂あて書簡－関東大震災報告―  和田 茂樹 13 

研究ノート 江戸時代の道後温泉とその信仰    石丸 耕一 16 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１４巻－３号 平成7年 1月1日発行 通巻54号 

表紙写真 ゆき-雪の松山城      林 住夫  表紙 

おもいつくまま54 中国の女文字     遠藤 織枝 1 

子規に生きる50 正岡子規と大江健三郎－のぼるのくにの住人の検証－  ゲスト 長谷川 孝士 2 

特別寄稿 伊予温湯記の周辺      小島 憲之 11 

シリーズ藤野三兄弟７ 藩政改革後の三兄弟の足跡 

－常盤会寄宿舎創設から正啓の死まで－  服部 嘉修 15 

叔母･ユスティシアのこと      正岡 浩  18 

第３０回特別企画展「伊予の湯」記念講演要旨 「伊予の湯 今昔」  講師  和田 茂樹 19 

子規博かわら版                                      23 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１４巻－４号 平成７年 3月25日発行 通巻55号 

表紙写真 つばき＝椿      林 住夫  表紙 

おもいつくまま55 ロンドンと漱石     伴野 朗  1 

子規に生きる51 漱石とわが松山    ゲスト 浦屋 薫  2 

        桜井 武男  

        渡部 満泰  

       ホスト 和田 茂樹  

特別寄稿 漱石と子規･松山-松山はロンドン･説-    平岡 敏夫 8 

“阪神大震災”を体験して      正岡 浩  12 

シリーズ藤野三兄弟８ 嘉陳の帰郷と子規と古白    服部 嘉修 13 

館蔵資料紹介23 夏目漱石の子規あて書簡－明治24年4月20日－  都築 和可子 16 

研究ノート 漱石と子規-書簡に託した交友-    伊藤 彰規 18 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１５巻－１号 平成7年 6月25日発行 通巻56号 

表紙写真 合歓の花-ねむのはな     林 住夫  表紙 

おもいつくまま56 俳句と私      大石 愼三郎 1 

子規に生きる52 松山から熊本へ－漱石と子規 愚陀佛庵100年－    2 

  ゲスト   桜田 清美   西田 光子  小﨑 至  

特別寄稿 子規居士と松山の野球     大嶋 誠之介 8 

司馬先生御夫妻と母のこと      正岡 浩  11 



館蔵資料紹介24 正岡子規の河東碧梧桐あて書簡－明治26年５月26日－ 石丸 耕一 12 

子規･清国の足跡を訪ねて１ 古都･金州     池内 央  14 

研究ノート 文学と美術（二）－子規の美術評論－   森 正経  16 

喫茶去          19 

子規博かわら版                                      21 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１５巻－２号 平成7年 9月25日発行 通巻57号 

表紙写真 花むくげ＝木槿       林 住夫  表紙 

おもいつくまま57「心のすれ違い」     石津 定雄 1 

子規に生きる53 文の冒険としての写生文（上）   ゲスト 十川 信介 2 

       ホスト 金井 景子  

特別寄稿 子規と写生文－文章表現革新への情熱－   長谷川 孝士 8 

館蔵資料紹介25 子規の加藤拓川あて書簡－明治35年7月27日－  伊藤 彰規 12 

子規･清国の足跡を訪ねて２ 旅順     池内 央  14 

研究ノート 文章革新への胎動     宝来 淑子 16 

戦後50年目の夏に思うこと      正岡 浩  20 

博物館実習日記                                      22 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫      表紙3 

 

１５巻－３号 平成8年1月1日発行 通巻58号 

表紙写真 くにの春＝ターナー島こと四十島の夜明け   林 住夫  表紙 

おもいつくまま58 一寸見せたかったと思う物    塚本 学  1 

子規に生きる54 文の冒険としての写生文（下）  ゲスト 十川 信介 ホスト 金井 景子 2 

特別寄稿 子規･明治二十六年のしぐれ－芭蕉追慕と蕪村予感－  山下 一海 8 

ヨーロッパの大晦日       正岡 浩  11 

館蔵資料紹介26 子規の河東碧梧桐あて書簡－明治25年3月10日付－ 宝来 淑子 12 

子規･清国の足跡を訪ねて３ 金州の鷗外と子規    池内 央  14 

研究ノート 文学と美術（三）－子規の美術評論－   森 正経  17 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１５巻－４号 平成8年 3月25日発行 通巻59号 

表紙写真 ヤナギ＝枝垂柳と中之川     林 住夫  表紙 

おもいつくまま59 可能性に挑んで道を拓く－少年正岡子規と学友たち－ 影山 昇  1 

子規に生きる55 松山における教育の黎明     ゲスト 景浦 勉  高須賀 康生  

         －幕末から明治初期にかけて－            ホスト 和田 茂樹 2 

司馬遼太郎さんの思い出      正岡 浩  10 

子規･清国の足跡を訪ねて４ 戦前の金州に子規の句碑   池内 央  11 

特別寄稿 愛媛近代教育の確立へ－鳴雪と子規－    和田 茂樹 14 

館蔵資料紹介27 三並良の子規あて書簡 明治16年2月[推定]  森 正経  17 

研究ノート 子規を動かす力－羨望の中に潜む自己投影－   都築 和可子 19 



子規博かわら版                                      23 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１６巻－１号 平成8年 6月25日発行 通巻60号 

表紙写真 凌霄花－のうぜん      林 住夫  表紙 

おもいつくまま60 子規を偲ぶ（正宗禅寺にて）    渡邉 百惠 1 

ごあいさつ   新館長 長谷川 孝士     前館長 和田 茂樹 2 

子規に生きる56 鼎談「はがき歌」雑感    ゲスト   中本 幸子 仲川 たけし 4 

       ホスト   長谷川 孝士  

子規･清国の足跡を訪ねて５ 上陸第一夜を中国人と同宿   池内 央  10 

去年の子規忌に優勝したブルーウェーヴ     正岡 浩  13 

特別寄稿 さわがしき晩年よりひとつ二つ    一柳 喜久子 14 

館蔵資料紹介28 子規の編集主任（古島一念）あて書簡－明治35年5月－ 森 正経  18 

子規博かわら版                                      20 

みんな集まれ！                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１６巻－２号 平成8年 9月25日発行 通巻61号 

表紙写真 紅葉＝もみじ織り成す小田深山    林 住夫  表紙 

おもいつくまま61 ニューヨークの財布    青木 怜子 1 

子規に生きる57 鼎談 伊予の一茶を考える           ゲスト 和田 茂樹 

美山 靖   

               ホスト 長谷川 孝士 2 

特別寄稿 西国行脚時代の一茶（一）－俳壇の一本化と『さらば笠』－ 矢羽 勝幸 8 

「早慶六連戦」と安藤元博投手のこと     正岡 浩  12 

子規･清国の足跡を訪ねて６ 開発で姿を消す足跡    池内 央  13 

館蔵資料紹介29 秋山真之の子規あて書簡 －明治19年7月27日－  石丸 耕一 16 

研究ノート 一茶再来 －「蝸牛庵観月句会懐紙」をめぐって－  伊藤 彰規 18 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１６巻－３号 平成9年 1月1日発行 通巻62号 

表紙写真 紅梅－こうばい      林 住夫  表紙 

おもいつくまま62 “ねずみの巣”の中の一茶    門田 圭三 1 

子規に生きる58 子供たちの表現力を伸ばす法       ゲスト  神野 昭  

山高 吉仁  

堀田 優子  

ホスト   長谷川 孝士 2 

第34回特別企画展「来松200年 小林一茶と寛政紀行」記念講演要旨 

「一茶 －人と文学－」  講師  矢羽 勝幸 8 

特別寄稿 西国行脚時代の一茶（二）     矢羽 勝幸 10 

我が母校の先生たちと仇名のこと     正岡 浩  13 

館蔵資料紹介30 藤野古白の子規あて書簡－明治21年9月15日－  渡部 光一郎 14 

シリーズ藤野三兄弟９ 嘉陳の晩年と古白の死    服部 嘉修 16 



正岡子規 俳句の動物①      日野 正寛 19 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１６巻－４号 平成9年 3月25日発行 通巻63号 

表紙写真 躑躅－つつじ（岩つつじ）     林 住夫  表紙 

おもいつくまま63 子規山脈と松山の人  々    中村 稔  1 

子規に生きる59 火焔を包みたる氷の如し    ゲスト 和田 茂樹 2 

      －異才 藤野古白をめぐって－       ホスト 長谷川 孝士  

特別寄稿 古白と早稲田派      一條 孝夫 8 

シリーズ藤野三兄弟10 藤野漸の人柄と実像    服部 嘉修 12 

父の友人達の愉快な話      正岡 浩  15 

研究ノート 厭世家にあらず－戯曲「戦争」より－   渡部 光一郎 16 

館蔵資料紹介31 武知五友筆「白鹿洞書院掲示」    都築 和可子 20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１７巻－１号 平成9年 6月25日発行 通巻64号 

表紙写真 花菖蒲－はなしょうぶ     林 住夫  表紙 

おもいつくまま64 新聞の鬼－正岡子規    松下 功  1 

子規に生きる60 従軍記者子規－学芸記者の目 文学の目－    ゲスト  池内 央 

ホスト    長谷川 孝士 2 

特別寄稿 子規恋い哲学僧      喜田 重行 8 

館蔵資料紹介32 子規の大原恒徳あて書簡－明治30年5月16日－  石丸 耕一 12 

シリーズ藤野三兄弟11 藤野漸と謡曲の普及    服部 嘉修 14 

「昭和三十年代」をふりかえって     正岡 浩  17 

正岡子規 俳句の動物②      日野 正寛 18 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１７巻－２号 平成9年 9月25日発行 通巻65号 

表紙写真 菊－キク           林 住夫  表紙 

おもいつくまま65 子規によりて     中島 千波 1 

子規に生きる61 司馬遷ニ遼カ及バズ 司馬遼太郎への想い ゲスト 石浜 典夫  

      ホスト 長谷川 孝士 2 

特別寄稿 梯田と熱烈歓迎 司馬遼太郎と「檮原街道」   藤谷 宏樹 8 

研究ノート 司馬遼太郎の子規像     石丸 耕一 11 

館蔵資料紹介33 正岡子規画「玩具帖」明治35年   大石 和可子 14 

司馬遼太郎氏と太平洋戦争のこと     正岡 浩  16 

正岡子規 俳句の動物③完      日野 正寛 18 

喫茶去                                          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 



表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１７巻－３号 平成10年 1月1日発行 通巻66号 

表紙写真 元日＝がんじつ      林 住夫  表紙 

おもいつくまま66 「来さいや」     山下 泰子 1 

子規に生きる62 対談「一粒の金」－地域文化の掘り起こし－ ゲスト 白方 勝   

       ホスト 長谷川 孝士 2 

特別寄稿 断絶と持続      玉井 清弘 8 

はくぶつかん あらかると 図録を作る     大石 和可子 12 

学生時代の思い出と二人の女性     正岡 浩  14 

研究ノート 文学と美術（四）     森 正経  15 

館蔵資料紹介34 子規のガラス乾版写真－明治24年３月27日－  金子 紘也 18 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１７巻－４号 平成10年 3月25日発行 通巻67号 

表紙写真 桜－しだれざくら      林 住夫  表紙 

おもいつくまま67 虚子の自然保護     西田 實  1 

子規に生きる63 子規新体詩の魅力                            ゲスト   図子 英雄 

ホスト   長谷川 孝士 2 

京都の「知られざる英才教育」     正岡 浩  8 

特別寄稿 子規の新体詩「小蟲」－四詩と上原三川－   宮坂 静生 9 

館蔵資料紹介35 子規の夏目漱石あて書簡－明治31年3月28日－  渡部 光一郎 12 

研究ノート 連鎖する文学 俳句･新体詩･短歌    大石 和可子 14 

はくぶつかん あらかると 空調について    石丸 耕一 18 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１８巻－１号 平成10年 6月25日発行 通巻68号 

表紙写真 浜昼顔－ハマヒルガオ     林 住夫  表紙 

おもいつくまま68 北極点単独徒歩から一年    河野 兵市 1 

子規に生きる64 転機の波紋（前） 時代が求めた人間 子規    2 

ゲスト 岩橋 勝   内田 九州男 ホスト 長谷川 孝士  

32年前の航空機事故のこと      正岡 浩  8 

特別寄稿 近世伊予の文化的風土と俳諧－子規の俳句革新前史－  松井 忍  9 

館蔵資料紹介36 『万家人名録』     石丸 耕一 12 

子規山脈事典 其一 秋山真之･浅井忠     金子 紘也 14 

正岡家と城下町松山７ 子規とその家系（五） 父隼太御馬廻加番タリ 森 正経  15 

子規の見た明治1 日光東照宮     大石 和可子 18 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 



 

１８巻－２号 平成10年 9月25日発行 通巻69号 

表紙写真 葉鶏頭－ハケイトウ     林 住夫  表紙 

おもいつくまま69 心を求めて～喜びと感動の空間から～   山崎 泰  1 

子規に生きる65 転機の波紋（後） 時代が求めた人間 子規    2 

ゲスト 岩橋 勝   内田 九州男 ホスト 長谷川 孝士  

子規の妹･律のこと       正岡 浩  8 

特別寄稿 連想と写生－子規の俳句現場     坪内 稔典 9 

館蔵資料紹介37 高浜虚子の子規あて書簡－明治28年12月15日－  大石 和可子 12 

子規山脈事典 其二 陸羯南･五百木瓢亭    渡部 光一郎 14 

研究ノート 常盤会と松山同郷会     石丸 耕一 15 

子規の見た明治2 日光山      金子 紘也 18 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１８巻－３号 平成11年 1月1日発行 通巻70号 

表紙写真 立春－春立つ      林 住夫  表紙 

おもいつくまま70 子規･蕪村･芭蕉     山折 哲雄 1 

子規に生きる66 情報の発信と受信－子規100年に向けて－ ゲスト 和田 克司  

      ホスト 長谷川 孝士 2 

一鉄道ファンの思い出      正岡 浩  9 

特別寄稿 子規の「韻さぐり」－現代詩の現場から－   堀内 統義 10 

子規山脈事典 其三 夏目漱石･大原観山    石丸 耕一 13 

館蔵資料紹介38 下村為山の子規あて書簡－明治27年９月29日－  金子 紘也 14 

子規の見た明治3 伊香保温泉･榛名山     大林 正典 16 

研究ノート 森田義郎という人     渡部 光一郎 18 

喫茶去          21 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１８巻－４号 平成11年 3月25日発行 通巻71号 

表紙写真 躑躅－やまつつじ      林 住夫  表紙 

おもいつくまま71 講談社『子規全集』企画前夜    村上 護  1 

子規に生きる67 松山が好き！ 子規が好き！   ゲスト 大西 貢  2 

        田中 誠一  

       ホスト 長谷川 孝士  

特別寄稿 子規と露月      石田 冲秋 8 

館蔵資料紹介39 子規の松瀬青々あて書簡－明治32年７月30日－  渡部 光一郎 12 

母と桑原･今西先生のことなど      正岡 浩  14 

研究ノート 「日本派」の成立     金子 紘也 15 

子規の見た明治4 大津      石丸 耕一 18 

はくぶつかん あらかると 常設展示について    渡部 光一郎 20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 



表紙写真解説       林 住夫  表紙3 

 

１９巻－１号 平成11年 6月25日発行 通巻72号 

表紙写真 瀬戸内しまなみ海道来島大橋夜景    海楽人  表紙 

おもいつくまま72 子規の恩恵     永野 浩  1 

子規に生きる68 子規･秋山兄弟と私たち－『坂の上の雲』にみる明治の青春群像－  2 

    ゲスト  中川 直美   日野 智子   青山 敬明  松下 愛子    ホスト  長谷川 孝士  

父と中原中也のことなど      正岡 浩  8 

特別寄稿 『子規全集』落穂ひろい（書簡 2通）   駒井 晧二 9 

 １．岡倉天心と子規    

 ２．興津転居断念の傷心    

館蔵資料紹介40 正岡八重の子規あて書簡－明治19年５月２日－  大石 和可子 12 

子規の見た明治5 厳島･尾道      渡部 光一郎 14 

子規山脈事典 其四 河東静渓･柳原極堂    大林 正典 16 

研究ノート 『坂の上の雲』における子規、真之    石丸 耕一 17 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 

１９巻－２号 平成11年 9月25日発行 通巻73号 

表紙写真        海楽人  表紙 

おもいつくまま73 松山歌人会のあゆみ    三好 けい子 1 

子規に生きる69 表現と教育     ゲスト 竹田 美喜 2 

       ホスト 長谷川 孝士  

子規山脈事典 其五 加藤拓川･河東碧梧桐    渡部 光一郎 8 

特別寄稿 子規俳句の数詞のおもしろさ     河野 裕子 9 

館蔵資料紹介41 水落露石の子規あて書簡－明治27年２月25日－  金子 紘也 12 

子規の見た明治6 岡山･後楽園     大林 正典 14 

第39回特別企画展 司馬遼太郎展 19世紀の青春群像「坂の上の雲」記念講演要旨 

 『坂の上の雲』が語りかけるもの（上）  谷沢 永一 16 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 

１９巻－３号 平成12年 1月1日発行 通巻74号 

表紙写真 屋久杉       海楽人 表紙 

おもいつくまま74 茂吉、重治、子規を結ぶもの    田井 安曇 1 

子規に生きる70 子規の生命     ゲスト 喜田 重行  

         ホスト 長谷川 孝士 2 

佐藤紅緑と次男･節氏のこと      正岡 浩  8 

子規山脈事典 其六 高浜虚子･井手真棹    石丸 耕一 9 

第39回特別企画展 司馬遼太郎展 19世紀の青春群像「坂の上の雲」記念講演要旨 

『坂の上の雲』が語りかけるもの（下）  谷沢 永一 10 

研究ノート 子規･岡山旅行の真相     大石 和可子 14 

館蔵資料紹介42 岡野知十の子規あて書簡－明治27年1月3日－  渡部 光一郎 18 

子規の見た明治7 金沢･兼六園     金子 紘也 20 

子規博かわら版                                      22 



へんしうのおと                                      24 

 

１９巻－４号 平成12年 3月25日発行 通巻75号 

表紙写真        海楽人  表紙 

おもいつくまま75 ミラノで漱石を、俳句と和歌を語り合う  松山 巖  1 

子規に生きる71 俳都･松山に生きる    ゲスト 篠崎 圭介  

      ホスト 長谷川 孝士 2 

祖父、加藤拓川とその周辺      正岡 明  8 

特別寄稿 俳句革新の動機      粟津 則雄 9 

館蔵資料紹介43 海南新聞ノ発兌ヲ賀ス 明治16年２月ころ  石丸 耕一 12 

子規の見た明治8 厳島神社の絵馬     大石 和可子 14 

子規山脈事典 其七 大原其戎･伊藤左千夫    金子 紘也 16 

研究ノート 「俳句」の誕生 －子規の芭蕉論から－   渡部 光一郎 17 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 

２０巻－１号 平成12年 6月25日発行 通巻76号 

表紙 子規･新海非風合作小説原稿「山吹の一枝」より 子規筆「投球会」の部分  表紙 

  

おもいつくまま76 みちはるかなる伊予－四国の俳人たちと仙台―  扇畑 忠雄 1 

子規に生きる72 市民運動としての子規顕彰     ゲスト 永野 武  黒田 仁朗 2 

            ホスト  長谷川 孝士  

加藤拓川とその周辺 －山県有朋の接待－    正岡 明  8 

特別寄稿 子規と連俳      秋尾 敏  9 

館蔵資料紹介44 大原其戎の子規あて書簡 明治20年9月19日  金子 紘也 12 

子規の見た明治9 東京大学予備門     大石 和可子 14 

子規山脈事典 其八 長塚節･竹村鍛     大石 和可子 16 

研究ノート 明治近代の表現者たち－漱石と子規    森 正経  17 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 

２０巻－２号 平成12年 9月25日発行 通巻77号 

表紙 正岡子規「仰臥漫録」より 子規画「朝顔」の部分     表紙 

おもいつくまま77 遊ぼ。      天野 祐吉 1 

子規に生きる73 子規と近世文学      ゲスト 福田 安典  ホスト 長谷川 孝士 2 

加藤拓川とその周辺 －西園寺公望翁－     正岡 明  8 

特別寄稿 正岡子規と洋画家･浅井忠     塩川 京子 9 

はくぶつかん あらかると 正岡子規１００年祭記念事業いよいよスタート 前神 千草 12 

子規の見た明治10 東京      金子 紘也 14 

子規山脈事典 其九 中村不折･三並良     渡部 光一郎 16 

研究ノート 「俳句」の誕生（続）     渡部 光一郎 17 

喫茶去                                          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 



２０巻－３号 平成13年 2月25日発行 通巻78号 

表紙 正岡子規画 鉢植の草花       表紙 

おもいつくまま78 出産を伝えるって難しい    吉村 典子 1 

子規に生きる74 子規と「国際観光温泉文化都市」松山  ゲスト 奥村 武久 2 

加藤拓川とその周辺 －交友関係の全貌（その一）－   正岡 明  8 

特別寄稿 子規とジャーナリズム精神 －日清戦争をめぐって－  山口 功ニ 9 

子規山脈事典 其拾 正岡常尚･下村為山    金子 紘也 13 

館蔵資料紹介45 子規の寒川鼠骨あて書簡 －明治34年1月15日－  森 正経  14 

研究ノート 子規と古島一雄      大石 和可子 16 

子規博だよりバックナンバー記事一覧（VOL.10-4～VOL.20-3）     19 

子規博かわら版                                      23 

へんしうのおと                                      表紙3 

 

２０巻－４号 平成13年 3月25日発行 通巻79号 

表紙 下村為山画 松風会会員絵図       表紙 

おもいつくまま79 青年子規･漱石     水原 紫苑 1 

子規に生きる75 子規と友人たち         ゲスト  今村 威 和田 克司 2 

            ホスト  長谷川 孝士  

加藤拓川とその周辺 －交友関係の全貌（そのニ）－   正岡 明  8 

特別寄稿 正岡子規の俳句友だち －河東碧梧桐と高浜虚子を中心に－ 夏石 番矢 9 

子規100年祭in松山 開催スケジュール      12 

子規100年祭における市民参加型まちづくりへのチャレンジ     14 

研究ノート 河東碧梧桐と中村不折     渡部 光一郎 16 

子規山脈事典 其拾壱 正岡律･内藤鳴雪    大石 和可子 19 

喫茶去          20 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 


