
１巻－１号（創刊号） 昭和 56年8月25日発行 通巻1号 

表紙写真 子規博             表紙 

おもいつくまま１ 市民生活と博物館     長谷川 迪   1 

学而時習之 不亦説乎－生涯学習のススメ－    中村 時雄 2 

提言 いま子規に学ぶもの      和田 茂樹 3 

子規に生きる１ 子規会から得たもの    ゲスト 越智 二良 4 

子規と会津八一       森 直太郎 8 

はくぶつかん あらかると 閲覧室とその利用      11 

子規博開館－明日へのかけ橋      西原 多喜男 12 

博物館によせて         14 

子規博ニュース                                      18 

愚陀仏庵復元① 間取りを固める     河合 勤  20 

館蔵資料紹介１ 逆引き辞書『韻さぐり』    石原 誠  23 

読者のページ                                       24 

 

１巻－２号 昭和56年12月25日発行 通巻2号 

表紙写真 道後温泉駅      林 住夫  表紙 

表紙写真解説       石原 誠  表紙うら 

おもいつくまま２ 子規のサシミ     草間 時彦 1 

子規に生きる２ 「歌よみ」が語る子規文学   ゲスト 弘田 義定 2 

子規博ニュース                                      6 

子規の随筆「犬」をめぐって      長谷川 孝士 8 

はくぶつかん あらかると インストラクター・システム     11 

愚陀仏庵復元② よみがえる｢明治｣     河合 勤  12 

館蔵資料紹介２ 子規･漱石の文章論     森 正経  15 

子規を考える         16 

団体観覧事始め         20 

読者のページ                                       22 

 

１巻－３号 昭和57年3月25日発行 通巻3号 

表紙写真 子規博の門扉と飾り格子     林 住夫  表紙 

表紙写真解説       日野 正寛 表紙うら 

おもいつくまま３ 郷土の誇りと明日を創る博物館   加藤 有次 1 

子規に生きる３ 松山を掘りだす博物館              ゲスト 出 利夫  2 

子規博ニュース                                      8 

松山市立子規記念博物館 建築と施設    文 萬家 照展 10 

         写真 宇高 純一  

少年子規と受験道場･共立学校      古賀 藏人 14 

はくぶつかん あらかると ミュージアム・ショップ     17 

愚陀仏庵復元③ 愚陀仏庵復元こぼればなし    河合 勤  18 

館蔵資料紹介３ 「俳句分類草稿」の意義    和田 茂樹 21 

読者のページ                                       24



２巻－１号 昭和57年7月25日発行 通巻4号 

表紙写真 道後温泉本館      林 住夫  表紙 

表紙写真解説       森 正経  表紙うら 

おもいつくまま４ 子規と伝統     馬場 あき子 1 

子規に生きる４ 子規資料を守った人びと   ゲスト 正岡 あや 2 

子規博ニュース                                      8 

格物致知 開館１周年にあたって       中村 時雄 10 

開館一周年         12 

子規と与謝野鉄幹       坪内 稔典 14 

はくぶつかん あらかると 資料の保存 －収蔵庫－     17 

研究ノート 河東碧梧桐－新傾向運動の軌跡－     越智 武志 18 

館蔵資料紹介４ 碧梧桐晩年の書     白田 三雅 20 

連載●東京の子規●１ 久松邸をめぐって    和田 克司 21 

編集ノート                                        24 

 

２巻－２号 昭和57年10月25日発行 通巻5号 

表紙写真 伊佐爾波神社      林 住夫  表紙 

表紙写真解説       宝来 淑子 表紙うら 

おもいつくまま５ 強い感銘をうける     小田切 進 1 

子規に生きる５ 久松家と給費生子規              ゲスト  久松 定武 

ホスト 和田 茂樹 2 

子規博ニュース                                      8 

『俳諧史展』に寄せて      尾形 仂  10 

山頭火についての断想      大山 澄太 12 

はくぶつかん あらかると 写真でみる－展示室－     16 

連載●東京の子規●２ 子規の神田の下宿    和田 克司 17 

館蔵資料紹介５ 俳諧系統      日野 正寛 21 

研究ノート 伊予の初期俳諧      森 正経  22 

編集ノート                                        24 

 

２巻－３号 昭和58年1月7日発行 通巻6号 

表紙写真 熊野山石手寺      林 住夫  表紙 

表紙写真解説       岸 郁男  表紙うら 

おもいつくまま６ 俳都と賀状有情     中村 時雄 1 

子規に生きる６ 子規とふるさとの植物            ゲスト 山本 四郎  

       ホスト 和田 茂樹 2 

はくぶつかん あらかると 博物館運営のかなめ －事務室－        9 

子規博ニュース                                      10 

別刷付録解説 子規周辺の人びとと「松山市街全図」   和田 茂樹 12 

俳句二十四体と神仙体－明治29年春の子規と虚子－   本井 英  14 

研究ノート 江戸時代の松山俳人－俳系に見る俳諧の隆盛－   白田 三雅 17 

編集ノート                                        20 

別刷付録 子規周辺の人びとと松山市街全図 

 

２巻－４号 昭和58年3月25日発行 通巻 7号 

表紙写真 松山城       林 住夫  表紙 



表紙写真解説       越智 武志 表紙うら 

おもいつくまま７ ひと･人･風土     真鍋 博  1 

子規に生きる７ 開館三年目をむかえて    ゲスト 中村 時雄  

        ホスト 和田 茂樹 2 

子規博ニュース                                      8 

「松風会」発祥の地       森 元四郎 10 

はくぶつかん あらかると オリエンテーションルーム 〔視聴覚室〕   13 

連載●東京の子規●３ 子規上京後の学校    和田 克司 14 

館蔵資料紹介６ 「月の都」をめぐる三書簡－詩人への出発点－  宝来 淑子 18 

研究ノート 「松風会の経歴」をめぐって    石原 誠  20 

編集ノート                                        24 

 

３巻－１号 昭和58年7月5日発行 通巻8号  

表紙写真 常信寺       林 住夫  表紙 

表紙解説        白田 三雅 表紙うら 

おもいつくまま８ 得能路刀さんのこと     村上 杏史 1 

子規に生きる８ 現代博物館の現状と課題   ゲスト 毛利 正夫 2 

館蔵資料紹介８『山吹の一枝』－子規合作の野球恋愛小説－   越智 武志 8 

子規博ニュース                                      10 

博物館のある街 どうご－道後村めぐり－      12 

若者子規 伊香保の抵抗      古賀 藏人 14 

はくぶつかん あらかると 学芸活動の多様性〔作業室〕     17 

連載●東京の子規●４ 子規と東京大学予備門    和田 克司 18 

「子規俳句索引」発行楽屋裏      日野 正寛 21 

編集ノート                                        24 

 

３巻－２号 昭和58年10月5日発行 通巻9号 

表紙写真 宝厳寺       林 住夫  表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま９ 子規と信綱     佐佐木 幸綱 1 

子規に生きる９ 1000号後の「ホトトギス」と松山  ゲスト 高浜 君子 2 

        稲畑 汀子  

        深川 正一郎  

       ホスト 和田 茂樹  

連載●東京の子規●５ 子規と第一高等中学校    和田 克司 9 

子規博ニュース                                      12 

時のうつろい（上）－子規の時間論－     越智 通敏 14 

館蔵資料紹介９ 子規の自筆稿本『竹乃里歌』－新体詩に関する問題点－ 石原 誠  18 

研究ノート 長塚節の推敲稿をめぐって（一）－「病中雑咏」－  宝来 淑子 20 

編集ノート                                        24 

 

３巻－３号 昭和59年1月7日発行 通巻10号 

表紙写真 円満寺－仮名詩碑のある寺－       林 住夫 

 表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま10 子規写生帖と小野竹喬先生    小笠原 臣也 1 

子規に生きる10 陸羯南の娘として（上）   ゲスト 最上 巴   



        ホスト 和田 茂樹 2 

連載●東京の子規●６ 根岸の子規庵     和田 克司 8 

はくぶつかん あらかると 学芸活動の拠点－研究室－     11 

子規博ニュース                                      12 

時のうつろい（下）－子規の時間論－      越智 通敏 14 

館蔵資料紹介10 子規筆｢歌仲間の似顔画｣をめぐって   白田 三雅 18 

研究ノート 長塚節の推敲稿をめぐって（二）－「鍼の如く」－  宝来 淑子 20 

編集ノート                                        24 

 

３巻－４号 昭和59年3月25日発行 通巻11号 

表紙写真 十六日桜－天徳寺－     林 住夫  表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま11 墨東･墨西     安嶋 彌  1 

子規に生きる11 陸羯南の娘として（下）   ゲスト 最上 巴   

        ホスト 和田 茂樹 2 

研究ノート 城下町松山の成立と発展                森 正経  8 

見て・聞いて・話して                                   12 

はくぶつかん あらかると 子規のペンネーム      14 

連載●東京の子規●７ 根岸子規庵周辺     和田 克司 16 

松山藩主の系譜       伊藤 義一 17 

館蔵資料紹介11 松山藩主旧蔵 源氏物語五四帖（写本）   石原 誠  20 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        24 

 

４巻－１号 昭和59年7月15日発行 通巻12号 

表紙写真 竹のお茶屋跡－松平定行公隠居所－    林 住夫  表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま12 俳句分類とコンピューター    久保田 正文 1 

子規に生きる12 中村草田男と松山    ゲスト 二神 傳三郎  

        牧野 龍夫  

        宮内 むさし 2 

新発見･子規の写真 明治25年11月6日      8 

よみがえる記録 子規庵の『燈爐』     古賀 藏人 10 

はくぶつかん あらかると 特集 子規博セミナー －子規書簡を味わう－   13 

子規博ニュース                                      16 

館蔵資料紹介12 浅井忠の子規にあてた手紙とその生涯 －洋画への模索― 田城 武志 18 

研究ノート 子規漢学の師系      白田 三雅 21 

編集ノート                                        24 

 

４巻－２号 昭和59年10月15日発行 通巻13号 

表紙写真 森円月生家跡－叔父が家 周辺－    林 住夫  表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま13 小林一茶の真蹟の発見    門田 協之助 1 

子規に生きる13 波郷とその師古郷（上）     ゲスト   森 元四郎 五十崎 朗 2 

          石田 武 川口 淀村   

特別寄稿 NHK特集『四国の選択』に参加して 

－文学の辺境を照らす俳句を思いながら－   熊本 良悟 9 



九州における漱石と霽月      足立 修平 12 

子規博ニュース                                      16 

正岡子規と浅井忠－一通の手紙の原風景－    高橋 在久 18 

研究ノート 子規と二人の洋画家 浅井忠･中村不折   田城 武志 22 

編集ノート                                        24 

 

４巻－３号 昭和60年1月1日発行 通巻14号 

表紙写真 城下の泉－よみがえる元石手川－    林 住夫  表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま14 他所者の目に映った松山    登石 健三 1 

第４回子規を考える一日レポート    

   審査を終えて       重田 英明 2 

   「子規を考える」各部会からの報告      5 

子規に生きる14 波郷とその師古郷（下）     ゲスト  森 元四郎 五十崎 朗 8 

         石田 武 川口 淀村  

   〔インタヴュー〕今川七郎氏に聞く｢古郷･波郷･秋桜子をめぐって｣   13 

研究ノート 草田男と波郷－松山の生んだ人間探求派（その一）  石原 誠  15 

連載●宮城の子規●１ 仙台周辺の子規     和田 克司 18 

子規博ニュース                                      21 

編集ノート                                        24 

 

４巻－４号 昭和60年3月25日発行 通巻15号 

表紙写真 村上霽月邸      林 住夫  表紙 

表紙写真解説       林 住夫  表紙うら 

おもいつくまま15 松山人の城下町     小泉 政孝 1 

子規に生きる15 人間 中村草田男     ゲスト  中村 松夫 渡部 三千子 2 

        竹田 郁子 石崎 依子  

             ホスト  和田 茂樹  

館蔵資料紹介13 新出夏目漱石の弓削田精一あて書簡   森 正経  9 

60年度事業計画＜See.Hear.Talk＞                             12 

連載●宮城の子規●２ 子規と松島     和田 克司 14 

研究ノート 草田男と波郷－松山の生んだ人間探求派（その二）－  石原 誠  18 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        24 

 

５巻－１号 昭和60年6月25日発行 通巻16号 

表紙写真 三津港       林 住夫  表紙 

おもいつくまま16 言葉にあらわれた日米文化の違い   松岡 陽子･M 1 

子規記念博物館－開館後のあゆみ－     和田 茂樹 2 

子規に生きる16 漱石に生きる －「神井妙験」の道後にて－    ゲスト 村上 三島  

       ホスト 和田 茂樹 4 

正岡家と城下町松山１ 子規幼少年期の居宅（一）   森 正経  11 

連載●中国の子規●１ 金州訪問に至る道    和田 克司 14 

研究ノート 草田男と波郷－松山の生んだ人間探求派（その三）－  石原 誠  18 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        23 

 



５巻－２号 昭和60年10月3日発行 通巻17号 

表紙写真 浜町久松邸跡（東京）     林 住夫  表紙 

おもいつくまま17 夏目漱石と住田昇－松山中学校赴任の事情－  岩城 之徳 1 

子規に生きる17 子規･その時代と精神    ゲスト 久保田 正文  

        ホスト 和田 茂樹 4 

中村草田男論の試み       井本 農一 10 

子規博ニュース                                      13 

子規日本派の展開とその位置      村山 古郷 16 

研究ノート 明治の風景 －子規上京前史－    森 正経  20 

編集ノート                                        24 

 

５巻－３号 昭和61年1月1日発行 通巻18号 

表紙写真 本郷･常盤会寄宿舎跡（東京都文京区）    林 住夫  表紙 

おもいつくまま18 隠れたる考古学愛好者 安藤正楽を憶う  斎藤 忠  1 

子規に生きる18 子規の外輪山「画家 浅井忠」   ゲスト 高橋 在久  

        ホスト 和田 茂樹 2 

館蔵資料紹介14 子規の英文書簡と従軍記者（鳥居素川ら）あて書簡   和田 茂樹 10 

第５回子規を考える一日  優秀作品紹介       12 

連載●中国の子規●２ 子規と柳樹屯     和田 克司 18 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        24 

 

５巻－４号 昭和61年3月31日発行 通巻19号 

表紙写真 東京大学予備門跡（神田学士会館）    林 住夫  表紙 

おもいつくまま19 子規と一遍上人像     岡野 弘彦 1 

子規に生きる19 松山の藩絵師    ゲスト 石井 進   

      武智 圭邑 

             ホスト 和田 茂樹 2 

松山藩の絵師 松本山月研究ノート－山月の新たなイメージ－  矢野 徹志 8 

子規博ニュース                                      12 

連載●中国の子規●３ 柳樹屯･金州間     和田 克司 14 

研究ノート 特別企画展調査報告 松本山雪に関する疑問点   宝来 淑子 18 

正岡家と城下町松山２ 父･常尚をめぐって    森 正経  22 

編集ノート                                        24 

 

６巻－１号 昭和61年6月25日発行 通巻20号 

表紙写真 共立学校跡（東京都千代田区神田淡路町2丁目）   林 住夫  表紙 

おもいつくまま20 松山行▲子規と麓▲    秋山 加代 1 

子規に生きる20 アララギの茂る家－蕨真と蕨橿堂兄弟－  ゲスト 蕨 玲子  2 

子規と房総－四街道市と子規句碑－     和田 茂樹 7 

特別寄稿 長塚節の新資料（１）－伊藤左千夫・蕨橿堂宛長塚節書簡－ 大戸 三千枝 8 

子規博ニュース                                       11 

碧梧桐「三千里」の旅〔伊豆・箱根〕－碧梧桐書簡二通－   栗田 靖  12 

ほととぎす考 －その言葉と文学－     小泉 道  16 

正岡家と城下町松山３ 子規とその家系（一）－子規ノートの謎  森 正経  20 

研究ノート 子規と芭蕉･蕪村（一）     石原 誠  22 



編集ノート                                        24 

 

６巻－２号 昭和61年10月1日発行 通巻21号 

表紙写真 上野 不忍の池      林 住夫  表紙 

おもいつくまま21 病苦の子規     天岸 太郎 1 

子規に生きる21 虚子の思い出    ゲスト 村上 杏史  

         ホスト 和田 茂樹 2 

まぶたに残る子規の遺品－母八重の松山への贈り物－   古賀 藏人 9 

子規と外国       佐藤 和夫 12 

Summer Vacation◆アルバム 子規博こども会      16 

研究ノート 子規と芭蕉･蕪村（二）     石原 誠  17 

子規博ニュース                                      21 

編集ノート                                        24 

 

６巻－３号 昭和62年2月28日発行 通巻22号 

表紙写真 若き日の子規像「旅だち」（松山市立番町小学校）  林 住夫  表紙 

おもいつくまま22 記念写真の謎     越智 二良 1 

開館５周年記念講演会▼俳句の国際化と松山▼特集      

   日本の詩歌       大岡 信  2 

   松山と俳句       草間 時彦 3 

   俳句の国際化       佐藤 和夫 4 

   外国人と俳句       ドナルド･キーン 5 

  《談話会》俳句の国際化に関する今後の課題   司会   和田 茂樹 

                                出席者  大岡 信 

                                    草間 時彦 

                                    佐藤 和夫 

                                    ドナルド・キーン 6 

子規博ニュース                                      12 

子規･漱石両人一基句碑      和田 茂樹 14 

特別寄稿 長塚節の新資料（二）－蕨真一郎・長塚源次郎宛長塚節書簡 大戸 三千枝 16 

正岡家と城下町松山４ 子規とその家系（二）－正岡家の歴代－  森 正経  19 

正岡子規俳句短歌の植物①      日野 正寛 22 

編集ノート                                        24 

 

６巻－４号 昭和62年3月31日発行 通巻23号 

表紙写真 隅田川       石原 誠  表紙 

おもいつくまま23 県民文化会館の緞帳「椿の園」   西田 春善 1 

子規に生きる22 自由律俳句と井泉水    ゲスト 大山 澄太 2 

        ホスト 和田 茂樹  

荻原井泉水の俳論       瓜生 敏一 8 

子規博ニュース                                      12 

連載●中国の子規●４ 金州 南門     和田 克司 14 

研究ノート 荻原井泉水と子規（Ⅰ）     田城 武志 18 

正岡子規俳句短歌の植物②      日野 正寛 22 

編集ノート                                        24 

 



７巻－１号 昭和62年6月25日発行 通巻24号 

表紙写真 向島百花園      石原 誠  表紙 

おもいつくまま24 緑溢れる街を     本沢 宏  1 

子規に生きる23 虚子とつる女と私    ゲスト 今井 千鶴子  

         ホスト 和田 茂樹 2 

記憶と血からの自由－漱石「こころ」の妻について－   渥見 秀夫 8 

研究ノート 荻原井泉水と子規（Ⅱ）－二人の「愛桜子」－   田城 武志 12 

連載●中国の子規●５ 金州 東門     和田 克司 16 

正岡子規俳句短歌の植物③      日野 正寛 20 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        23 

 

７巻－２号 昭和62年10月25日発行 通巻25号 

表紙写真 赤門かいわい      石原 誠  表紙 

おもいつくまま25 なま身のこころ     岡部 伊都子 1 

子規に生きる24 拓川･「忠恕」の美学    ゲスト 蒲池 文雄  

        ホスト 和田 茂樹 2 

連載●中国の子規●６ 金州 北門     和田 克司 8 

子規博ニュース                                      12 

拓川･羯南と近代明治      島津 豊幸 14 

ルポ･夏休み子規博こども会        17 

加藤家と正岡家① 拓川とその家族（上）－ワシントン会議全権を辞退した本当の理由－ 

                      宝来 淑子 18 

正岡子規俳句短歌の植物④      日野 正寛 22 

編集ノート                                        24 

 

７巻－３号 昭和63年1月1日発行 通巻26号 

表紙写真 県立道後動物園      田城 武志 表紙 

おもいつくまま26 にせ坊っちゃん、松山へ    夏目 房之介 1 

子規に生きる25 プロレタリア俳句の原点   ゲスト 瓜生 敏一  

        ホスト 和田 茂樹 2 

“村上霽月翁の転和吟”管見 －子規居士・漱石子の転和吟より－  中川 貴好 8 

子規博ニュース                                      12 

連載●中国の子規●７ 金州 北門外と西門    和田 克司 13 

館蔵資料紹介15 「松風会句稿」           和田 茂樹 18 

加藤家と正岡家② 拓川とその家族（下）－拓川夫人 加藤ヒサ－  宝来 淑子 20 

編集ノート                                        24 

 

７巻－４号 昭和63年3月31日発行 通巻27号 

表紙写真 鷲神社（東京都台東区千束3丁目18番7号）   石原 誠  表紙 

おもいつくまま27 松山のこと父のこと    品川 嘉也 1 

子規に生きる26 「南無阿弥陀仏」と「糸瓜仏」   ゲスト 越智 通敏  

 一遍上人と子規居士  ホスト 和田 茂樹 2 

蕨真一郎宛 長塚節 葉書十四葉     大戸 三千枝 8 

連載●中国の子規●８ 金州 南門城樓     和田 克司 12 

研究ノート 遊行と定着のはざまで－文化現象としての「一遍」①－  森 正経  16 



正岡子規俳句短歌の植物⑤      日野 正寛 20 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        24 

 

８巻－１号 昭和63年6月25日発行 通巻28号 

表紙写真 寛永寺（東京都台東区上野桜木1丁目14）   石原 誠  表紙 

おもいつくまま28 子規の俳句観     西﨑 清久 1 

子規と南山閣       永野 孫柳 2 

連載●中国の子規●９ 金州 関帝廟と孔子廟    和田 克司 3 

特別寄稿 正岡子規と南伊予の人びと     白田 三雅 8 

第17回特別企画展記念特別寄稿 一遍の和歌    田村 憲治 12 

研究ノート 遊行と定着のはざまで－文化現象としての「一遍」②－  森 正経  16 

正岡子規俳句短歌の植物⑥      日野 正寛 20 

子規を考える一日 作品募集欄                                22 

子規博ニュース                                      23 

子規の母 八重       渡部 直子 24 

編集ノート                                        24 

 

８巻－２号 昭和63年10月5日発行 通巻29号 

表紙写真 東京国立博物館      石原 誠  表紙 

おもいつくまま29 蔵沢墨竹と子規の絵    石井 南放 1 

子規に生きる27 中世文芸の一視点    ゲスト 白方 勝  2 

－伊予から見た連歌（１）－  ホスト 和田 茂樹  

西の連歌圏 九州･中国･四国      金子 金治郎 8 

｢連歌｣ 子規拾遺         11 

子規博ニュース                                      12 

子規山脈 －子規博開館記念講演から－     山本 健吉 14 

ＴＨＥ ＲＥＮＧＡ？        18 

連載●中国の子規●10 金州 山東会館     和田 克司 20 

編集ノート                                        24 

 

８巻－３号 昭和64年1月1日発行 通巻30号 

表紙写真 上野東照宮      石原 誠  表紙 

おもいつくまま30 深くこの生を愛す     平井 亀雄 1 

子規に生きる28 革新のエネルギー    ゲスト 白方 勝  2 

－伊予から見た連歌（２）－  ホスト 和田 茂樹  

連載●中国の子規●11 金州 北郊     和田 克司 8 

特別寄稿 正岡子規と南伊予の人びと（承前）    白田 三雅 13 

研究ノート 花の下連歌      石丸 耕一 15 

子規における俳句と短歌－第６回子規顕彰短歌大会記念講演より－  宮地 伸一 18 

正岡子規俳句短歌の植物⑦      日野 正寛 21 

子規博ニュース                                      22 

編集ノート                                        24 

 

８巻－４号 平成1年3月 25日発行 通巻31号 

表紙写真 上野彰義隊の墓      石原 誠  表紙 



おもいつくまま31 市制100周年と子規    越智 二良 1 

特集－市制100周年記念特別企画展より    

   松山俳壇百年の群像                        2 

      松高俳句から愛大俳句へ     高橋 信之 4 

研究ノート 松山俳壇百年史－松風会から松高俳句へ－   田城 武志 8 

子規に生きる29 松高俳句会の思い出（前）   対談 大野 岬歩  

        和田 茂樹 12 

連載●中国の子規●12 子規と徳富蘇峰の「金州瞥見」   和田 克司 17 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

 

９巻－１号 平成1年6月 27日発行 通巻32号 

表紙写真 〈市制百周年シリーズ 百年前の〉道後温泉駅     表紙 

おもいつくまま32 故郷行      徳永 山冬子      1 

特集 みんなあつまれ！                                   2 

「四国文学」       塩崎 月穂 5 

研究レポート 子規全集（講談社版）未掲載資料    和田 茂樹 9 

子規に生きる30 松高俳句会の思い出（後）   対談 大野 岬歩 12 

       和田 茂樹 

連載●中国の子規●13 国民新聞に報ぜられた金州   和田 克司 18 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説         表紙3 

 

９巻－２号 平成1年10月5日発行 通巻33号 

表紙写真 〈市制百周年シリーズ 百年前の〉大街道     表紙 

おもいつくまま33 俳句ドラマ     早坂 暁  1 

随筆 久女と四国       石 昌子  2 

(新資料) 左千夫の手紙〔 その１〕 蕨真一郎宛伊藤左千夫書簡 葉書十四葉   大戸 三千枝 6 

市制百周年特別企画 子規当時の松山風景    和田 克司 10 

第20回特別企画展 最優秀作品紹介「こどもの俳句入り絵画」    15 

研究ノート 子規－西洋･江戸－     森 正経  19 

子規博かわら版                                      23 

へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説         表紙3 

 

９巻－３号 平成2年1月 1日発行 通巻34号 

表紙写真 〈市制百周年シリーズ 百年前の〉道後湯之町     表紙 

おもいつくまま34 俳句とわたし     青木 雨彦 1 

特別寄稿 子規･漱石とニッケル時計     古賀 藏人 2 

世界にひろがる俳句 

－第20回特別企画展 「俳句とＨＡＩＫＵ」談話会－       ゲスト  佐藤 和夫 6 

             子規博ボランティア講座  

連載●中国の子規●14 子規と旅順     和田 克司 12 

研究ノート 子規－西洋･江戸（二）－     森 正経  16 

正岡子規俳句短歌の植物⑧      日野 正寛 20 

子規博かわら版                                      22 



へんしうのおと                                      24 

表紙写真解説         表紙3 

 

９巻－４号 平成2年3月 31日発行 通巻35号 

表紙写真 〈市制百周年シリーズ 百年前の〉堀端と松山城     表紙 

おもいつくまま35 ゆめ      加藤 慶二 1 

連載●中国の子規●15 子規と旅順の砲台    和田 克司 2 

子規に生きる31 いとこの多し桃の花    ゲスト 服部 嘉修 6 

正岡家系 判明した系譜        12 

研究ノート 「正岡家系」の新事実     宝来 淑子 14 

正岡家と城下町松山５ 子規とその家系（三）    森 正経  19 

子規博かわら版                                      23 

へんしうのおと                                      24 

 

１０巻－１号 平成2年 6月25日発行 通巻36号 

表紙写真 子規記念博物館      林 住夫  表紙 

おもいつくまま36 地域博物館－本音と建前論－    新井 重三 1 

子規に生きる32 地方からの発信    ゲスト 篠崎 圭介  

        ホスト 和田 茂樹 2 

〈新資料その２〉左千夫の手紙－篠原志都児・蕨橿堂宛伊藤左千夫書簡－ 

                   大戸 三千枝 8 

はくぶつかん あらかると 子規博10年－特別企画展－     12 

研究レポート 新資料 中学生子規の戯名作品発見 －「戯多々々珍誌」の先駆－ 和田 茂樹 14 

正岡家と城下町松山６ 子規とその家系（四）新資料「正岡家系取調帳」と子規ノート 

                      森 正経  19 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

子規博開館10周年         表紙3 

 

１０巻－２号 平成2年 10月1日発行 通巻37号 

表紙写真 正面玄関       林 住夫  表紙 

おもいつくまま37 俳句のまち     池田 尚郷 1 

夏！元気かい！－夏休み子規博こども会－      2 

子規に生きる33 「東京上根岸ニ住ス」－子規庵コノ地ニ永遠ナレ－  澤田 正造 4 

根岸見て歩き       伊藤 彰規 11 

東京根岸地図（明治34年1月3日発行）      12 

特別寄稿 子規庵をめぐって      和田 克司 14 

研究ノート 子規と根岸（一）     森 正経  18 

子規博かわら版                                      22 

へんしうのおと                                      24 

はくぶつかん あらかると 子規博10年－子規博セミナー－    表紙3 

 

１０巻－３号（開館10周年記念号） 平成3年1月1日発行 通巻38号 

表紙写真 道後より市内遠望      林 住夫  表紙 

ごあいさつ       中村 時雄 1 

おもいつくまま38         2 



   子規記念博物館十年に寄せて     稲畑 汀子  

   子規博十年に寄せて      草間 時彦  

   「子規年譜」との対話      古賀 藏人  

   私の学んだ二つのこと      槌谷 弥生  

   子規記念博物館創立十周年に当って    濱口 喜太郎  

   ＨＡＩＫＵとの出会い      ルース バージン  

   子規にまつわることども     明比 文治  

   慶祝       小田切 進  

   「場の記念性」について     出 利夫  

子規に生きる34 子規博開館10周年記念座談会      10 

     ゲスト 緒方 義彦   烏谷 照雄   栗林 栄 宍戸 真喜子  

               田中 勝利    毛利 極美  森 華 和田 茂樹  

司会    日野 正寛  

はくぶつかん あらかると 子規博10年－子規を考える一日－    22 

年年歳歳 子規博思い出のアルバム       28 

子規博だより総目次集（１巻１号～10巻３号）      32 

おもな出版物                                       42 

子規博出版物在庫数                                    43 

子規博10年間の統計        44 

編集後記                                         45 

子規博かわら版                                      46 

「御題 新年梅」 正岡子規筆       表紙3 

 

１０巻－４号 平成3年 3月25日発行 通巻39号 

表紙写真 子規記念博物館      林 住夫  表紙 

おもいつくまま39 花とホトトギス     森川 国康 1 

子規に生きる35 吾生はへちまのつるの行き処－極堂を語る－   ゲスト  三井 瓢百  

武智 圭邑  

                   二神 ヒサ  

         ホスト   和田 茂樹 2 

松山子規会の草創期       和田 茂樹 8 

はくぶつかん あらかると 子規博10年－資料の収集－         12 

研究ノート 極堂･子規の交友（一）     伊藤 彰規 14 

正岡子規俳句短歌の植物⑨      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 

 


