
３１－１・２合併号 平成 24年9月 25日発行 通巻 119号 

館蔵資料紹介82  子規の加藤ひさあて書簡 明治35年5月29日       平岡 瑛二    表紙1・2 

エッセイ 律さんの大献身                        烏丸 せつこ   2 

特別寄稿 子規の初期逸文 

  ―「野暮流」名義の新聞投稿をめぐって―               宗像 和重    4 

研究ノート 「なじみ集」其戎・連甫・其齢・其然句の出展について                         

―「真砂の志良辺」を中心に―                    竹田 美喜    8 

特集 開館30周年記念事業                                12 

子規山脈事典 其四五 伊藤松宇・岡村三鼠                上田 一樹    16 

事業報告 特別展示 

「のぼさんからの113のご挨拶―子規博垂れ幕10年展―」                  17                                                                                           

子規博かわら版                                      18 

告知板・へんしうのおと                                  20 

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

 

３１－３ 平成24年12月 25日発行 通巻120号 

館蔵資料紹介83  子規の河東碧梧桐あて書簡 明治26年1月5日      大石 和可子     表紙1・2 

エッセイ 耳できく                            宇多 喜代子    2 

第58回特別企画展「子規と明治の女性たち－八重・律から一葉・晶子まで―」 

記念講演要旨 「正岡子規と『妹の力』―夢想と現実と―」         金井 景子      4 

研究ノート 清水則遠の新事実 其之六―死後のこと―           上田 一樹     8 

子規山脈事典 其四六 岩崎一髙・西原五洲                平岡 瑛二      12 

報告 第58回特別企画展 関連講話                             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 市川笑也 第三夜 有馬稲子 第四夜 松尾貴史           表紙3 

 

３１－４ 平成25年3月 25日発行 通巻121号 

館蔵資料紹介84 子規句「移居十首」                   上田 一樹      表紙1・2 

エッセイ 野球大好きの子規                       紀田順一郎     2 

特別寄稿 内藤鳴雪と芝居文化                      神楽岡幼子      4 

研究ノート 水野広徳の武将評伝『日本名将論』について          平岡 瑛二     8 

子規山脈事典 其四七 山田三子・豊島昌義                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  第五夜 夢枕獏 第六日 立川志の輔                    表紙3 

 

３２－１ 平成25年6月 25日発行 通巻122号 

館蔵資料紹介85 水落露石の子規あて書簡 明治29年4月13日       上田 一樹      表紙1・2 

エッセイ 樗堂と一茶                           今村 威      2 

特別寄稿 一茶をめぐる七つの誤解                    大谷 弘至      4 

平成24年度「冬季子規塾」講演要旨 

子規・漱石の友情―僕ハモーダメニナツテシマツタ―            関川 夏央     8 

はくぶつかんあらかると 新しくなった『俳句の里松山』          大石和可子      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 

 

３２－２ 平成25年9月 25日発行 通巻123号 

館蔵資料紹介86 子規の伊藤松宇あて書簡                 平岡 瑛二      表紙1・2 

エッセイ 2013年 7月そして8月                    黒田 杏子      2 

特別寄稿 新聞『日本』と世代論                     有山 輝雄       4 

研究ノート 清水則遠の新事実 其之七―松山時代を紐解く―        上田 一樹      8 

子規山脈事典                              大石和可子       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 矢野誠一・立川志の吉・立川志のぽん                 表紙3 

 

３２－３ 平成25年12月 25日発行 通巻124号 

館蔵資料紹介87 子規の香取秀真あて書簡 明治33年5月10日       大石和可子       表紙1・2 

エッセイ 一茶と樗堂の友情について                   マブソン青眼     2 

栗田樗堂200年忌 第59回特別企画展記念講演要旨 

一茶の西国行脚（上）                          宮坂 静生       4 

平成25年度共立女子大学・短期大学図書館セミナー要旨 

正岡律の歩んだ道                            上田 一樹      8 

追悼 天野祐吉名誉館長 「のぼさんとあそぼ。」の11年                     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 鷲田清一 第三夜 玉川奈々福・安聖民                表紙3 

 

３２－４ 平成26年3月 25日発行 通巻125号 

館蔵資料紹介88 柳原極堂句「春風やふね伊豫に寄りて道後の湯」      上田 一樹       表紙1・2 

エッセイ 子規とグローバリゼーション                  坂井 修一      2 

栗田樗堂200年忌 第59回特別企画展記念講演要旨 

一茶の西国行脚（下）                          宮坂 静生       4 

研究ノート 水野広徳の史論「続名将論」を読む 

―未掲載原稿、日記などを手掛かりに―            平岡 瑛二      8 

館長メモ① 子規と其戎「日永さや」の句碑建立について 

―「眞砂の志良邊」第百号刊行祝賀に関連して―       竹田 美喜       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 第四夜 養老孟司 第五夜 早坂暁                      表紙3 

 

３３－１ 平成26年6月 25日発行 通巻126号 

館蔵資料紹介89 斎藤緑雨の子規あて書簡 明治27年1月26日       上田 一樹       表紙1・2 

エッセイ あの日の光と緑                         東 直子       2 

特別寄稿 新聞『小日本』と正岡子規                  浅岡 邦雄       4 

平成25年度「冬季子規塾」講演要旨 

正岡子規、従軍す―失われた共同性を求めて―               末延 芳晴      8 

子規山脈事典                             渡部光一郎       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 

道後寄席通信 第七夜 立川志の輔                             表紙3 

                                      

３３－２ 平成26年9月 25日発行 通巻127号 

館蔵資料紹介90  子規・河東静渓ほか集合写真 明治24年8月23日撮影  平岡 瑛二      表紙1・2 

エッセイ 子規の絵の歌                          秋葉 四郎     2 

特別寄稿 未発見新聞の発掘に魅せられて六十五年             羽島 知之     4 

研究ノート 原郷としての隅田川 －子規の詩歌から－            渡部 光一郎   8 

子規山脈事典                              上田 一樹        12 

喫茶去                                           13 

子規博かわら版                                       14 

告知板・へんしうのおと                                   16 

「特集 森盲天外－生誕１５０周年－」告知                          表紙3 

 

３３－３ 平成26年12月 25日発行 通巻128号 

館蔵資料紹介91  下村為山画河東碧梧桐賛 

「俳句革新記念子規庵句会写生図」            上田 一樹    表紙1・2 

エッセイ  虚子が謂いたかったこと                      坊城 俊樹    2 

第60回特別企画展記念講演要旨  

羯南の「日本」、子規の「小日本」（上）                  髙木 広治    4 

子規山脈事典                              渡部 光一郎   7 

研究ノート 水野広徳著『無産階級と国防問題』について          平岡 瑛二    8 

喫茶去                                           12 

子規博かわら版                                       14 

告知板・へんしうのおと                                   16 

新春特別展「下村為山－子規派の画人－」告知                        表紙3 

 

３３－４ 平成27年3月 25日発行 通巻129号 

館蔵資料紹介92  河東静渓の子規あて書簡 明治22年8月18日       渡部 光一郎   表紙1・2 

エッセイ 子規と言葉の森                           坪内 稔典    2 

第60回特別企画展記念講演要旨 

羯南の「日本」、子規の「小日本」（下）                   髙木 宏治    4 

研究ノート 従軍以前の子規と鷗外 

－鷗外の新聞「小日本」への寄稿を中心に            上田 一樹     8 

子規山脈事典                                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 

イベント通信                                       表紙3 

 

３４－１ 平成27年6月 25日発行 通巻130号 

館蔵資料紹介93  河東碧梧桐書「龍眠帖」                 渡部 光一郎   表紙1・2 

エッセイ 子規ノ魂魄                          吉増 剛造    2 

特別寄稿 美しい生命曲線―河東碧梧桐の書―               石川 九楊    4 

 



平成26年度「冬季子規塾」講演要旨 

足立たば―短歌に託した子規の夢―                    三枝 昻之    8 

子規山脈事典                              上田 一樹     12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

「宇多喜代子・黒田杏子の道後俳句塾２０１５」告知                      表紙3 

 

３４－２ 平成27年9月 25日発行 通巻131号 

館蔵資料紹介94  子規の内藤鳴雪あて書簡                  平岡 瑛二   表紙1・2 

エッセイ 高校球児の息子                        永田 淳     2 

特別寄稿 子規の魅力―思想史の視点から―                岩岡 中正    4 

研究ノート 収蔵子規書簡にみる「規」署名の特徴とその変遷        上田 一樹    8 

子規山脈事典                              渡部 光一郎   12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

まつやま子規亭だより                                   表紙3 

 

３４－３ 平成27年12月 25日発行 通巻132号 

館蔵資料紹介95  子規の直野碧玲瓏あて書簡                 上田 一樹   表紙1・2 

エッセイ 今年の子規忌                         復本 一郎    2 

第61回特別企画展記念講演要旨  

碧梧桐俳句の変遷―その理論と実作―（上）                栗田 やすし   4 

研究ノート 春や昔―子規と古白 その諸相―               渡部 光一郎   8 

子規山脈事典                              平岡 瑛二    11 

まつやま子規亭だより                                   12 

まつやま子規亭 祝 記念公演開催                                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

平成27年度冬季特別展告知                                表紙3 

 

３４－４ 平成28年3月 25日発行 通巻133号 

館蔵資料紹介96  寒川鼠骨の子規あて書簡                  渡部 光一郎   表紙1・2 

エッセイ 床上の散歩者                         高橋 睦郎    2 

第61回特別企画展記念講演要旨  

碧梧桐俳句の変遷―その理論と実作―（下）                栗田 やすし   4 

研究ノート 水野広徳の自伝執筆をめぐって 

―「剣を吊るまで」「剣を解くまで」の構成と執筆過程から―   平岡 瑛二    8 

子規山脈事典                              上田 一樹    12 

喫茶去                                          13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

まつやま子規亭だより                                  表紙3 

 

３５－１・２合併号 平成 28年9月 25日発行 通巻 134号 



館蔵資料紹介97  子規の夏目漱石あて書簡                  渡部 光一郎   表紙1・2 

エッセイ ユーモアの先駆者                       篠  弘     2 

特別寄稿 正岡子規と明治の「美術」 

―僕に絵が画けるなら俳句なんかやめてしまふ―              大廣 典子    4 

特集 子規博の新収蔵資料                                 8 

平成27年度「冬季子規塾」講演要旨 

しづこころなく―失われた観念を求めて、日本精神史分析―（上）      辻原 登     12 

子規山脈事典                              平岡 瑛二    16 

喫茶去                                          17 

子規博かわら版                                      18 

告知板・へんしうのおと                                  20 

まつやま子規亭だより                                  表紙3 

 

３５－３ 平成28年12月 25日発行 通巻135号 

館蔵資料紹介98  柳原極堂筆『友人子規』ほかのための調査記録       平岡 瑛二   表紙1・2 

エッセイ 仙台と子規・虚子                       高野 ムツオ    2 

第62回特別企画展「子規の夏休み」記念講演要旨 

正岡子規と鉄道の旅                           老川 慶喜      4 

平成27年度「冬季子規塾」講演要旨  

しづこころなく―失われた観念を求めて、日本精神史分析―（下）      辻原 登      8 

子規山脈事典                              渡部 光一郎   12 

特集 子規の記念事業の歴史                                13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

まつやま子規亭だより                                  表紙3 

 

３５－４ 平成29年3月 25日発行 通巻136号 

館蔵資料紹介99  子規の柳原極堂あて書簡                 西松 陽介    表紙1・2 

エッセイ 子規さんにカリーを                       中原 道夫      2 

特別寄稿 正岡子規とＶＲ                        橋本 直            4 

研究ノート 新収蔵資料「子規句評」について               平岡 瑛二      8 

特集 第63回特別企画展 

「子規・漱石・極堂―俳句革新の地 松山―」新公開資料紹介 

子規選句稿「ふるさと」及び「承路盤」                  渡部 光一郎    11 

子規博特別講座「子規塾」について                             13 

子規博かわら版                                      14 

告知板・へんしうのおと                                  16 

まつやま子規亭だより                                  表紙3 

 

３６－１ 平成29年6月 25日発行 通巻137号 

館蔵資料紹介100  子規筆「桜亭雑誌」第六号               平岡 瑛二    表紙1・2 

エッセイ のぼさんと私                          瀬戸口 郁      2 

平成28年度冬季子規塾講演要旨 虚子の宇宙                坊城 俊樹          4 

研究ノート 新収蔵資料 柳原極堂日記・芳名録などについて        西松 陽介      8 

特集 子規博常設展リニューアル                              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「書斎椿図」                           表紙3 

 


