
２１巻－１号 平成14年 6月25日発行 通巻80号 

表紙 子規の夏目漱石あて書簡－明治30年５月３日－     表紙 

おもいつくまま80 元祖「ボールマニア」    渡辺 融  1 

子規に生きる76 子規･碧梧桐･不折の書         ゲスト 菊川 國夫  ホスト 長谷川 孝士 2 

子規百年祭によせて       正岡 明  8 

特別寄稿 子規と現代      粟津 則雄 9 

常設展示室に「子規とベースボール」コーナー新設     12 

研究ノート 河東碧梧桐と中村不折（続）    渡部 光一郎 14 

子規山脈事典 其拾弐 森知之･藤野古白    金子 紘也 17 

子規100年祭in松山 事業報告       18 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 

２１巻－２号 平成14年 9月25日発行 通巻81号 

表紙 子規の松山中学校の友人、坂本信古の上京を記念して撮影した集合写真－明治16年3月－  表紙 

おもいつくまま81 「美術と俳句」雑感    原田 平作 1 

子規に生きる77 子規のふるさと松山  ゲスト 池田 洋三 ホスト  長谷川 孝士 2 

子規山脈事典 其拾参 村上霽月･寒川鼠骨    大石 和可子 8 

特別寄稿 子規と松山城      清水 正史 9 

館蔵資料紹介46 草間時福の河東碧梧桐･高浜虚子あて書簡－明治35年9月20日－ 渡部 光一郎 12 

子規の見た明治11 松山城      樋口 英一 14 

子規の野球殿堂入りレリーフ「子規とベースボール」コーナーに展示    16 

研究ノート 「新しさ」への探求－ベースボールと文学－   金子 紘也 18 

喫茶去                                          21 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

２１巻－３号 平成14年 12月25日発行 通巻82号 

表紙 浜田波静あて朱書俳論        表紙 

おもいつくまま82 坂の上の雲を見つめる銅像のはなし   青山 淳平 1 

のぼさんとあそぼ。      新館長  天野 祐吉 2 

ごあいさつ 二十一世紀に生きる正岡子規    前館長   長谷川 孝士 3 

特別寄稿 子規の俳句革新の方法－子規の俳句と芭蕉の発句－   柴田 奈美 4 

館蔵資料紹介47 子規の河東碧梧桐あて書簡－明治25年6月17日－  金子 紘也 8 

子規の見た明治12 修善寺       中村 芳徳 10 

子規山脈事典 其拾四 中野逍遥･勝田主計    渡部 光一郎 12 

特別寄稿 ｢子規インターネット博物館への道程｣今後の博物館からの情報発信等について 墨岡 學  13 

研究ノート 子規の従軍と仕込杖     大石 和可子 16 

喫茶去                                             19 

子規博かわら版                                      21 

へんしうのおと                                      24 

 

２１巻－４号 平成15年3月25日発行 通巻83号 

表紙 子規筆「発句経譬喩品」(複製)       表紙 

おもいつくまま83 都市の空気       上村 洋行 １ 

子規に生きる78 人肌の言葉を考える     ゲスト   清水 史  ホスト  天野 祐吉  ２  

子規山脈事典 其拾五 新海非風･野間叟柳    金子 紘也 ８ 



特別寄稿 子規に少しずつ繋がる三つの話    田井 安曇 ９ 

館蔵資料紹介48 子規の伊藤鼎あて書簡 －明治33年4月4日－  大石 和可子 12 

子規の見た明治13 瀧尾神社白糸滝     能口 千鶴 14 

研究ノート 子規と古白－対立する存在－     渡部 光一郎 16 

喫茶去                                             20 

子規博かわら版                                         22 

へんしうのおと                                         24 

 

２２巻－１号 平成15年 6月25日発行 通巻84号 

館蔵資料紹介49 子規画｢玩具帖｣     渡部 光一郎 表紙1･2 

庚申庵史跡庭園開園       重松 佳久 2 

特別寄稿「樗堂の求めた市中の隠・庚申庵」    松井 忍  4 

子規の見た明治 特別版      大石 和可子 7 

対談 ベースボールを通して時代を見つめる       館長 天野 祐吉  学芸員 金子 紘也 10 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 第一夜 中村吉右衛門       表紙3 

 

２２巻－２号 平成15年 9月25日発行 通巻85号 

館蔵資料紹介50 子規筆「行脚俳人芭蕉」    渡部 光一郎 表紙1･2 

特集・石田波郷           相原 左義長 玉乃井 明 松木 ヒサ子 松本 勇二   2 

研究ノート 子規と、松山の方言     大石 和可子 8 

子規山脈事典 其拾六 南方熊楠・森田義郎    渡部 光一郎 11 

特別寄稿 「子規の精神」      桶谷 秀昭 12 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第二夜 小沢昭一 第三夜 イッセー尾形     表紙3 

 

２２巻－３号 平成15年 12月25日発行 通巻86号 

館蔵資料紹介51 子規画「秋海棠」     渡部 光一郎 表紙1･2 

エッセイ 「写生の神秘」      中沢 新一 2 

特別寄稿 子規の「奥の細道」     喜田 重行 4 

研究ノート 「京都の中川四明」     渡部 光一郎 10 

「のぼさんとあそぼ」展 御報告                              13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第四夜 立川志の輔 第五夜 江川達也     表紙3 

 

２２巻－４号 平成16年3月25日発行 通巻87号 

館蔵資料紹介52 子規筆「コヽ アを持て来い」(複製)   大石 和可子 表紙1･2 

エッセイ 「幅の広い文学者子規」     ｼﾞｬﾆｰﾝ･ﾊﾞｲﾁﾏﾝ 2 

特別寄稿 「寄席を生きるということ―正岡子規が江戸文化から学んだもの―」 金井 景子 4 

研究ノート「秋山真之に対する一考察」     金子 紘也 9 

子規山脈事典 其拾七 太田正躬・古島一雄    大石 和可子 12 

喫茶去          13 

子規博かわら版                                      14 



告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 第六夜 天野祐吉 第七夜 森英恵     表紙3 

 

２３巻－１号 平成16年6月25日発行 通巻88号 

館蔵資料紹介53 子規筆「英文芭蕉論Baseo as a poet」   水野 絵理 表紙1･2 

エッセイ 「子規と草花帖」      河野 裕子 2 

特別寄稿 俳人佐藤紅緑の判断―句稿「かりがね集」公刊にあたって― 復本 一郎 4 

研究ノート 新聞「小日本」の季節（上）    渡部 光一郎 8 

子規山脈事典 其拾八 石井露月・歌原蒼苔    水野 絵理 11 

喫茶去          12 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 友の会職員の新しい制服       表紙3 

 

２３巻－２号 平成16年 9月25日発行 通巻89号 

館蔵資料紹介54 子規漢詩「金州城」     上田 一樹 表紙1･2 

特集 佐藤紅緑         2 

子規山脈事典 其拾九 安江不空・中川四明    渡部 光一郎 9 

はくぶつかん あらかると 子規博のＨＰについて   水野 絵理 10 

喫茶去          12 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第一夜 藤内旭須美       表紙3 

 

２３巻－３号 平成16年 12月25日発行 通巻90号 

館蔵資料紹介55 子規の河東碧梧桐あてはがき    渡部 光一郎 表紙1･2 

エッセイ「フゼイ写真の上の五七五」     赤瀬川 原平 2 

講演「アンソロジスト子規」      大岡 信  4 

研究ノート「子規の選択 帝国大学文科大学の退学を考える」  大石 和可子 8 

子規山脈事典 其廿 佐藤肋骨・赤木格堂    上田 一樹 11 

道後寄席通信  

  第二夜 ＮＯＫＫＯ 第三夜 谷川俊太郎 第四夜 筑紫哲也 第五夜 細川護煕  12 

子規博かわら版                                      14 

喫茶去          16 

告知板・へんしうのおと                                  表紙3 

 

２３巻－４号 平成17年3月25日発行 通巻91号 

館蔵資料紹介56 子規筆「男女句合十二ヶ月」    水野 絵理 表紙1･2 

エッセイ 根岸の風景      森 まゆみ 2 

特別寄稿 子規のことども      白方 勝  4 

研究ノート 作品から見る「子規と寄席」    上田 一樹 8 

子規山脈事典 其廿壱 佐藤紅緑・岡麓     渡部 光一郎 11 

子規関連施設マップ         12 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

裏表紙について 子規画「諷刺漫画」       表紙3 



２４巻－１号 平成17年6月25日発行 通巻92号 

館蔵資料紹介57 子規の下村為山あて書簡    渡部 光一郎 表紙1･2 

エッセイ 「根岸子規庵より」     立松 和平 2 

特別寄稿 「日本ナショナリズムの青春と頽廃」    松本 健一 4 

はくぶつかん あらかると      渡部 光一郎 8 

 「常設展示室に特集コーナー新設」 第一回特集・水野広徳 

子規山脈事典 其廿弐 蕨真・河東可全     大石 和可子 10 

研究ノート 「子規と南方熊楠」     水野 絵理 11 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

裏表紙について 子規画「釣香爐」       表紙3 

 

２４巻－２号 平成17年 9月25日発行 通巻93号 

館蔵資料紹介58 子規の天田愚庵あて書簡    上田 一樹 表紙1･2 

エッセイ 孫が漱石を読むとどうなるか     夏目 房之介 2 

第50回特別企画展記念講演録「遠いときのつながり」   青木 玉  4 

研究ノート 妹、律の選んだ道     大石 和可子 8 

子規山脈事典 其廿弐 米山保三郎・菊池寿人    水野 絵理 11 

喫茶去          12 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第一夜 美輪明宏       表紙3 

 

２４巻－３号 平成17年 12月25日発行 通巻94号 

表紙紹介 子規ほか四名写真ガラス原版      水野 絵理 表紙1･2 

エッセイ 誌上講談  正岡子規ものがたり    神田 陽子 2 

特別寄稿 子規の日光      松井 貴子 4 

研究ノート 清水則遠の新事実 其之一－館蔵未発表書簡より－  上田 一樹 8 

子規山脈事典 其廿参 落合直文・大谷繞石    渡部 光一郎 11  

喫茶去          12 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第二夜 いっこく堂 第三夜 クミコ     表紙3 

 

２４巻－４号 平成18年 3月25日発行 通巻95号 

館蔵資料紹介59 子規句画賛「草花図」    大石 和可子 表紙1･2 

エッセイ 子規手づくねの像      香取 忠彦 2 

第51回特別企画展記念講演録「江戸後期の伊予俳諧－その特筆すべき豊さ－」 松井 忍  4 

研究ノート 新聞「小日本」の季節（中）    渡部 光一郎 8 

子規山脈事典 其廿四 坂本四方太・香取秀真    上田 一樹 11  

はくぶつかん あらかると        12 

  子規塾報告 平成17年度 夏季子規塾・冬季子規塾要旨 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第四夜 赤瀬川原平 第五夜 竹本住大夫                表紙3 

 



２５巻－１・２号（「坊っちやん」百年記念号） 平成 18年7月 13日発行 通巻96号 

「坊っちゃん」と私 

坊っちゃんの兄貴                                                       橋本 治  2 

未熟という魅力                     坪内 稔典 3 

 清がいて、坊っちゃんがいる                      高橋 源一郎   4 

 昭和十七年の坊っちゃん                        早坂 暁     5 

 江戸っ子の悪態                            半藤 一利    7 

 吾輩は道化である                            天野 祐吉    8 

スクリーンの中の坊っちゃん                                10 

子規博館蔵資料紹介 

漱石の夏目鏡子あて書簡 明治34年1月24日              大石 和可子      14 

子規の漱石あて書簡 明治33年6月20日               渡部 光一郎   16 

漱石句「わかるゝや一鳥啼て雲に入る」                                  上田 一樹    18 

『夢十夜』の読み方                           和田 隆一    20 

漱石のいた町                              中村 英利子   23 

子規山脈事典 其廿五 藤野漸・松根東洋城・安倍能成・斎藤緑雨 上田 一樹・渡部光一郎 24 

 子規博かわら版                                     26 

 告知板・へんしうのおと                                 28 

 

２５巻－３号 平成18年 10月25日発行 通巻97号 

館蔵資料紹介60 子規画「来年の萩」                                    上田 一樹    表紙1・2 

エッセイ 漱石・子規・虚子の寄席                     矢野 誠一    2 

第52回特別企画展記念講演要旨                       

「『坊っちゃん』の歴史的意義－文学と映画のあいだ－」            紅野 謙介    4 

研究ノート 清水則遠の新事実 其之二 －箱根行をめぐって－        上田 一樹    8 

子規山脈事典 其廿六 森鷗外・今成無事庵                 平岡 瑛二    12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 坊っちゃん大句会                              表紙3 

 

２５巻－４号 平成19年 3月25日発行 通巻98号 

館蔵資料紹介61 子規筆「文稿」                     平岡 瑛二    表紙1・2 

エッセイ 「ポエトリー・カードのこと」                  平出 隆      2 

特別寄稿「書物の記憶」                         高市 俊次     4 

新春特別展ギャラリートーク要旨「下村為山の人と作品」          渥美 國泰     8 

子規山脈事典 其廿七 与謝野鉄幹・天田愚庵               渡部 光一郎   12 

はくぶつかんあらかると                          

 ボランティア解説員養成講座スタート                  大石 和可子   13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 第一夜 柳家小三治  第二夜 阿川佐和子  第三夜 マギー司郎        表紙3 

 

２６巻－１号 平成19年 6月25日発行 通巻99号 

館蔵資料紹介62 子規筆「竹乃里歌」より ベースボールの歌        上田 一樹   表紙1・2 

エッセイ 短詩型と時間                           永田 和宏   2 



特別寄稿 伊藤左千夫と御岳昇仙峡                    斉藤 真伸   4 

あそぼ                                 天野 祐吉   8 

子規の息吹を今！                            竹田 美喜   9 

研究ノート                                

 浦屋雲林と私塾「桃源黌」 同窓会資料の紹介を兼ねて           平岡 瑛二   10 

子規山脈事典 其廿八 正岡八重・服部嘉陳                大石 和可子  13 

子規博かわら版                                     14 

告知板・へんしうのおと                                 16 

子規生誕140年 新・道後寄席 ～歌のちから～ のお知らせ                表紙3 

 

２６巻－２号（子規生誕140年・100号記念号） 平成 19年 9月25日発行 通巻100号 

子規生誕140年記念 第53回特別企画展「子規と鉄幹・晶子」－近代短歌の黎明－ 

 オープニングセレモニーを開催                               表紙2 

エッセイ 私が尊敬するカトリック神父のこと                正岡 浩   2 

記念座談 子規生誕140年を迎えて  ゲスト：正岡 浩・蕨 玲子  ホスト：竹田 美喜  4 

特集 子規生誕140年記念 第53回特別企画展と関連企画                                    

 特別企画展「子規と鉄幹・晶子」－近代短歌の黎明－                   8 

永田和宏「現代歌人30人選」パネル展 

記念講演「和歌革新の青春群像」（上）                   三枝 昻之      14 

子規博特別講座 夏季子規塾 要旨「子規の愛した万葉集」         竹田 美喜    18 

子規博と子どもたち  

子規ジュニア養成講座スタート！                            20 

出前「子規教室」をはじめました                                                        21 

館蔵資料紹介 63.64 

子規の夏目漱石あて書簡 明治30年9月15日               上田 一樹    22 

正岡家「宅地建物売渡証」                       平岡 瑛二    24 

子規博だよりバックナンバー 記事一覧                          26 

会議室等の利用のお知らせ                                29 

子規博かわら版                                     30 

告知板・へんしうのおと                                 32 

道後寄席通信 第一夜 永田和宏・河野裕子・永田紅  第二夜 笹公人・枡野浩一      表紙3 

 

２６巻－３号 平成19年 12月25日発行 通巻101号 

館蔵資料紹介65 子規筆「加藤拓川渡欧送別詩」                           平岡 瑛二    表紙1・2 

エッセイ 明治二十年代に青年期をすごすということ             関川 夏央     2 

第53回特別企画展記念講演「和歌革新の青春群像」（下）          三枝 昻之    4 

研究ノート 新聞「小日本」の季節（下）－継承と開拓・挿絵の問題から－   渡部 光一郎   8 

子規山脈事典 其廿九 寺田寅彦・直野碧玲瓏               上田 一樹    11 

喫茶去                                           12 

子規博事業報告「のぼさんとあそぼ秋祭り」                        13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

平成20年新春特別展のお知らせ                              表紙3 

 

２６巻－４号 平成20年 3月25日発行 通巻102号 

館蔵品資料紹介66 中村不折書「龍眠帖」                 渡部 光一郎  表紙1・2 

エッセイ 俳句と書                            石川 九楊    2 



特別寄稿 橘曙覧の評価                         足立 尚計    4 

子規山脈事典 其参拾 三宅雪嶺・森盲天外                平岡 瑛二    7 

喫茶去                                          8 

研究ノート 清水則遠の新事実 其之三 －死の遠因－           上田 一樹     10 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  表紙3 

 

２７巻－１号 平成20年 6月25日発行 通巻103号 

館蔵資料紹介67 子規の河東碧梧桐あて書簡 明治26年3月18日      上田 一樹      表紙1・2 

エッセイ 俳句と短歌                            小池 光      2 

特別寄稿 多様性がつむぎだす個性 ‐三宅雪嶺の思想           長妻 三佐雄    4 

平成19年度「冬季子規塾」要旨「最晩年の子規」              岡井 隆      8 

子規山脈事典 其参壱 国分青厓・福本日南                渡部 光一郎    12 

はくぶつかんあらかると 音声ガイドシステムの貸出スタート        山本 早千奈    13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

鳥越俊太郎講演会のお知らせ                                表紙3 

 

２７巻－２号 平成20年 9月25日発行 通巻104号 

館蔵資料紹介68 子規筆「病牀六尺（百一）」               上田 一樹     表紙1・2 

故 和田茂樹初代館長によせて  

和田茂樹先生を偲んで                         正岡 浩        2 

 子規記念博物館初代館長のご功績                    長谷川 孝士     3 

 和田茂樹先生のこと                          白方 勝     4 

 和田茂樹先生を偲ぶ                          美山 靖     5 

 和田茂樹先生を偲ぶ                          田村 憲治    6 

 和田茂樹先生と子規さん                        清水 史     7 

研究ノート 清水則遠の新事実 其之四  －藤野漸の書簡－         上田 一樹    8 

子規山脈事典 其参弐 大原恒徳・新免一五坊               平岡 瑛二    12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 第一夜 イッセー尾形                            表紙3 

 

２７巻－３号 平成20年 12月25日発行 通巻105号 

表紙写真紹介 道後温泉絵図                       平岡 瑛二    表紙1・2 

エッセイ 正岡子規                           町田 康     2 

特別寄稿 子規の写生説新論－清詩の巨峰・王漁洋読破で摑んだ確信－    加藤 国安    4 

第54回特別企画展記念講演要旨「明治のジャーナリズムと四人の奇才」    吉野 孝雄    8 

子規山脈事典 其参参 平福百穂・松瀬青  々                上田 一樹    12 

樗堂195回忌記念特別展「今日ありて」－庚申庵主・栗田樗堂の世界－ 

 関連イベント                                            13 

 子規博かわら版                                     14 

 告知板・へんしうのおと                                 16 

 

 



２７巻－４号 平成21年 3月25日発行 通巻106号 

館蔵資料紹介69 森河北俳画 下村為山朱筆入り              渡部 光一郎    表紙1・2 

エッセイ 万斛の涙                            池内 紀     2 

特別寄稿 碧梧桐の選と添削 一碧楼の俳句を中心に            栗田 やすし   4 

子規山脈事典 其参四 青木月斗・森円月                 渡部 光一郎   7 

喫茶去                                          8 

研究ノート 近世松山の俳人、百済魚文の生涯               平岡 瑛二    10 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 第五夜 天野祐吉・松山少年少女合唱団                    表紙3 

 

２８巻－１号 平成21年 6月25日発行 通巻107号 

館蔵資料紹介70 尾崎紅葉の牧野望東あて書簡               上田 一樹    表紙1・2 

エッセイ 国木田独歩と伊予の女写真師                  黒岩 比佐子  2 

平成20年度「冬季子規塾」講演要旨 正岡子規と西洋（上）         有馬 朗人   4 

特別寄稿 子規に見せたかった世界－新聞「日本」附録「日本画報」－    高木 宏治   8 

子規山脈事典 其参五 武市庫太・佐佐木信綱               平岡 瑛二   11 

喫茶去                                         12 

はくぶつかんあらかると                                 13 

子規博かわら版                                     14 

告知板・へんしうのおと                                 16 

 

２８巻－２号 平成21年 9月25日発行 通巻108号 

館蔵資料紹介71 河東静渓の子規あて書簡                 平岡 瑛二   表紙1・2 

エッセイ 山頭火という表現                       仲畑 貴志    2 

平成20年度「冬季子規塾」講演要旨「正岡子規と西洋（下）」        有馬 朗人    4 

研究ノート 新聞「小日本」の季節（続）－子規と飄亭－          渡部 光一郎   8 

子規山脈事典 其参六 星野麦人・川崎安民                上田 一樹    11 

館長メモ① 常規と自由民権派志士                    竹田 美喜    12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

 

２８巻－３号 平成21年 12月25日発行 通巻109号 

館蔵資料紹介72 秋山真之の子規あて書簡                上田 一樹    表紙1・2 

エッセイ 二人の詩人。                         篠田 正浩    2 

第55回特別企画展記念講演要旨「尾崎紅葉『金色夜叉』の世界」         木谷 喜美枝   4 

研究ノート 百済魚文の社交録「大洲行日記」の世界            平岡 瑛二    8 

子規山脈事典 其参七 鮎貝槐園・久保より江               渡部 光一郎   11 

館長メモ② 常規と自由民権派志士（2）                 竹田 美喜    12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信 第一夜 イッセー尾形                            表紙3 

 



２８巻－４号 平成22年 3月25日発行 通巻110号 

館蔵資料紹介73 中村不折画・河東碧梧桐句「俳画法」           渡部 光一郎   表紙1・2 

エッセイ 「月給四十圓」の志～子規没後百年から次の百年へ」         夏井 いつき   2 

特別寄稿「松山神伝流と正岡家」～子規の曽祖父常武と父常尚        二神 將     4 

研究ノート 「清水則遠の新事実 其之五」 

－則遠の死、「なじみ集」の則遠俳句－      上田 一樹    8 

子規山脈事典 其参八 田岡嶺雲・佃一予                 平岡 瑛二    12 

館長メモ③ 「秋山真之の子規宛はがき」（1）               竹田 美喜    13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  

第二夜 高橋源一郎 第三夜 宮本信子 第四夜 神田紅 第五夜 立川志の輔        表紙3 

 

２９巻－１号 平成22年 6月25日発行 通巻111号 

館蔵資料紹介74「東京名所 浅草観音之真景」               金子 紘也   表紙1・2 

エッセイ 江戸文学を流れる「自由」               ロバート キャンベル   2 

平成21年度「冬季子規塾」講演要旨「子規の短歌（上）」          佐佐木 幸綱  4 

特別寄稿 喪失と決意－俳人子規の柔らかさ－               青木 亮人   8 

子規山脈事典 其参九 坪内逍遥・藤井紫影                上田 一樹   11 

館長メモ④「なじみ集」関谷大尉の追悼句について             竹田 美喜   12 

喫茶去                                         13 

子規博かわら版                                     14 

告知板・へんしうのおと                                 16 

 

２９巻－２号 平成22年 9月25日発行 通巻112号 

館蔵資料紹介75 中村不折の子規あて書簡 明治28年8月22日       上田 一樹   表紙1・2 

エッセイ 子規の作風                          秋尾 敏    2 

平成21年度「冬季子規塾」講演要旨「子規の短歌（下）」          佐佐木 幸綱  4 

研究ノート 内藤鳴雪の関谷大尉追悼句について 

－千舟学舎人脈と「海南新聞」－     竹田 美喜   8 

子規山脈事典 其四拾 赤石定蔵・上原三川                大石 和可子  12 

喫茶去                                         13 

子規博かわら版                                     14 

告知板・へんしうとおと                                 16 

道後寄席通信  第一夜 吉行和子・冨士眞奈美 第二夜 戒田節子と「みかん一座」     表紙3 

 

２９巻－３号 平成22年 12月25日発行 通巻113号 

館蔵資料紹介76 画賛「子規小照」                    金子 紘也   表紙1・2 

エッセイ 正岡子規が、まだ私の身体の中にいる気がする           香川 照之    2 

第56回特別企画展「子規、明治を駆ける」記念講演要旨 

 「根岸の子規－路地の匂い、町の音」（上）                森 まゆみ   4 

研究ノート 五百木飄亭の句合「今昔花相撲」をめぐって 

 －学生時代の子規と俳句仲間たち－                    平岡 瑛二   8 

館長メモ⑤ 秋山真之の子規宛はがき（2） 

明治24年正月元旦コンスタンチノープル（上）              竹田 美喜   12 

子規山脈事典 其四壱 幸田露伴・羅蘇山人                 上田 一樹   13 



子規博かわら版                                     14 

告知板・へんしうのおと                                 16 

道後寄席通信  第三夜 イッセー尾形 第四夜 岩浪洋三・ウィリアムス浩子・栗田敬子   表紙3 

 

２９巻－４号 平成23年 3月25日発行 通巻114号 

館蔵資料紹介77 子規の古島一雄あて書簡 明治31年5月21日        大石 和可子  表紙1・2 

エッセイ 寺山修司における座                       小林 恭二   2 

第56回特別企画展「子規、明治を駆ける」記念講演要旨 

 「根岸の子規－路地の匂い、町の音」（下）                 森 まゆみ   4 

研究ノート 子規選句稿「なじみ集」と古島一雄               上田 一樹   8 

館長メモ⑥ 秋山真之の子規宛はがき（2） 

 明治24年正月元旦コンスタンチノープル（中）              竹田 美喜   12 

子規山脈事典 其四弐 鳥居素川・村井俊明                 平岡 瑛二   13 

子規博かわら版                                     14 

告知板・へんしうのおと                                 16 

道後寄席通信  第五夜 いっこく堂 第六夜 立川志の輔                 表紙3 

 

３０巻－１号 平成23年 6月25日発行 通巻115号 

館蔵資料紹介78 子規画「自画像」（墨画）                上田 一樹   表紙1・2 

エッセイ 母と草花帖                           永田 紅    2 

特別寄稿 鷗外と拓川、その死に臨んで－拓川宛書にみえる賀古の心情－   廣石 修    4 

特集 子規博会館30周年 

 開館30年のあゆみ                                   8 

 開館30周年記念式典 実施報告                             10 

 記念式典 講演要旨「子規さんとふるさと松山」             竹田 美喜   11 

子規博かわら版                                     14 

開館30周年記念事業のお知らせ                              16 

告知板・へんしうのおと                                 表紙3 

 

３０巻－２号 平成23年 9月25日発行 通巻116号 

館蔵資料紹介79 柳原極堂の子規あて書簡 明治17年8月7日       大石 和可子  表紙1・2 

エッセイ ほんの一日の松山日記                     イッセー尾形   2 

座談 松山の国語教育―『ふるさと松山学』の誕生 

ゲスト 三浦和尚・茨木里子・金光敦子 ホスト 竹田美喜               4 

研究ノート 子規選句稿「なじみ集」と下村為山の子規あて書簡       上田 一樹    10 

子規山脈事典 其四参 草間時福・小川芋銭                平岡 瑛二    14 

子規かわら版                                      15 

告知板・へんしうのおと                                 16 

報告！一日こども館長・野外「懐かしの名画」映画祭                    表紙3 

 

３０巻－３号 平成23年 12月25日発行 通巻117号 

館蔵資料紹介80 子規選句稿「なじみ集」                平岡 瑛二    表紙1・2 

エッセイ 「升さんの墓前に報告する」－子規と虚子－           本井 英      2 

特集 子規の新資料「なじみ集」 

 子規選句稿「なじみ集」の句数と人物について              田城 武志    4 

 「なじみ集」について                         和田 克司    6 



 子規と「なじみ集」と類句と                      復本 一郎    8 

 「なじみ集」明治28年句について 

－その出典句会稿と、掲載新聞から－       竹田 美喜    10 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

道後寄席通信  第一夜 イッセー尾形 第二夜 南伸坊 第三夜 クミコ           表紙3 

 

３０巻－４号 平成24年 3月25日発行 通巻118号 

館蔵資料紹介81  子規の井林博政あて書簡 明治31年11月25日      上田 一樹     表紙1・2 

エッセイ 「子規博開館30周年」に思う                 正岡  浩     2 

第57回特別企画展「子規と鷗外－知られざる交流―」記念講演要旨 

「子規一門と鷗外」                            山崎 一穎     4 

平成23年度「秋季子規塾」講演要旨  

「『正岡子規』を語る」                         ドナルド・キーン   8 

子規山脈事典 其四四 小川尚義・大谷是空                大石 和可子     12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                       14 

告知板・へんしうのおと                                   16 

道後寄席通信  第四夜 ミッキー・カーチス 第五夜 立川志の輔               表紙3 

 


