
NUM-Ln07
奈良坂源一郎関係史料（拾遺集）
名古屋大学博物館

枝番号 種別 標題 発行者等 数量 日付等 内容等注記
001 出納帳 [出納帳] 源一郎 　 昭和5年2月1日から8年4月分まで
002 書状 [観楓招待]　　奈良坂大教様 皆無同人 3枚 明治32年11月4日
003 書状 [高雄山遊山漫録] ［皆無同人］？ 2枚

004 学校関係
[休校一件主導者通知]

名古屋警察署長井田□
親

2枚、
封筒 ？年10月13日

005 学校関係
愛知医学専門学校中国留学生元紅
十字団々員報告書 中華留学生

2枚、
封筒 民国1年9月29日 留日医薬業界紅十字団小史之一部

006 学校関係 陳情書 在京愛知医学校同窓会 17枚 医学専門学校への要望書、欠あり

007 学校関係
在学證書記載例

1枚 大正3年4月
愛知県立第一高等女学校長鵜飼金
三郎宛

008 学校関係 鶴天学友会知多支部会員 1枚 大正10年6月19日 名簿、新舞子館参加者備忘用？
009 学校関係 成績報告[控] 教諭奈良坂源一郎 3枚 大正4年3月 校長熊谷幸之輔宛、第二学年生

010 案内書等
名古屋開府三百年紀念会規則等改
定通知

名古屋開府三百年紀念
会

3枚、
封筒 明治43年3月13日

紀念会規則、会員待遇規程、42年度
歳入出追加予算等

011 案内書等
崋山会趣意書

崋山会名古屋支部
2枚、
封筒 明治43年2月

012 案内書等
愛知教育会主催帝国教育大会規則
他 愛知教育会

3枚、
封筒 明治43年5月

大会規則、大会事務分掌規程、大会
委員

013 案内書等
[立憲同志会賛助加入案内]

公爵桂太郎
3枚、
封筒 大正2年2月 立憲同志会宣言書、入会申込書とも

014 案内書等 篠島建碑費募疏 則武鉄蕉 明治22年5月 小冊子
015 案内書等 山室山遺跡保存後援会趣意 山室山遺跡保存後援会 3枚 本居宣長遺詠、同書状とも
016 案内書等 有位者届出心得 1枚 明治24年6月 爵位局への例文、心得
017 古文書 歳尾之為御寿必例年・・・・ 其角 1枚 十二月廿日文鱗様宛
018 刷り物 宣長・和歌と像 1枚 敷志摩の…
019 刷り物 宝船 2枚
020 刷り物 旅順戦蹟記念碑（石摺）ニ○三高地 帯付 半田亀鶴堂発行

021 刷り物
旅順戦蹟記念碑（石摺）旅順口閉塞
船記念 帯付 半田亀鶴堂発行

022 和歌 あしたしぬことは・・・ 従五位下粗長源義純 1枚
023 和歌 和歌集 佐藤如春 1枚
024 和歌 大正七年歳旦試筆 藤原敬経 1枚
025 和歌 僧無能・ざれ歌 1枚
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026 色紙

新年言志・くにたみの迎へていさと
は希無ぬれは　堂つかひありと年も
お裳はむ 良子 　 裏に「東宮妃殿下御染筆」

027 色紙
をみななれ登久耳をおもへはをし可
ら徒　可ひな可利ともこの命めせ 武子 裏に九条武子と訓みの印刷添付

028 色紙
さくら草大き奈る葉尓守られぬ　とは
りの可けの少女子の如 晶子 裏に源一郎筆の与謝野晶子と訓み

029 色紙
たか山の可个をうつしてゆくみつの
ひ支し尓徒くを心とも可那 八郎拝書

030 色紙
く連多个の本とよき不しをた可へ須
盤　春恵はの徒ゆも三多礼ざらまし 八郎拝書 映丘画

031 色紙
志呂多への衣のち利盤　はらへとも
うき八心のくもり奈利个里 八郎拝書 古径画

032 色紙
春きたるはおよ盤さ利个里かり曾免
の　ことは毛あ多尓ちらさ佐ら那無 八郎拝書 芝象画

033 色紙
み可可須盤玉のひ可りはいてさらむ
人の心もかくこ曾あるらし 八郎拝書

034 色紙
有通婦之傳尓本ふ葉累野農盤南寿
美麗　人のこころ尤宇都志而し可那

035 切抜
ヒポクラテス画像

「ヒポクラテス画像考」入沢達吉識、
他の解説文あり

036 切抜 [東郷平八郎]
037 切抜 生首・扇面絵　北斎筆
038 切抜 [鶴]　　景文
039 切抜 [亀]　　呉春
040 切抜 [魚]　　広重画

041 切抜
Un Peintre Decorateur a l'Age de la
Pierre/Paul Jamin

042 切抜
Les Tantalides au Mur de
Graffiti/Hipolyte-Lucas

043 切抜 The Lost Scent/Busson Cosmos Pictures.604

044 切抜
Die "Basilika"und der
"Poseidonstempel"zu Paestum.

045 切抜 Baerenfest der Giliaken.
046 切抜 エヂプト貴婦人の風俗（埃及） 上製見本
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047 切抜 リンダホーフ離宮（独逸） 上製見本

048 切抜
ベレンシャギンの『骸骨の丘』（露西
亜） 特製見本

049 切抜 ポムベイの廃墟（伊太利） 特製見本
050 切抜 議員図書館（北米合衆国） 特製見本
051 切抜 三十八代天智天皇山科陵 歴代御陵帖現本縮写
052 切抜 [日光東照宮]
053 切抜 [日光東照宮]
054 会員証 賛助員之證 大正写真通信社（東京）

055 会員証
特別会員之證　奈良坂源一郎殿

名古屋通俗図書館
大正７年6月発行
第64号

056 入場券
御苑内奉拝入場券；京都御着輦ﾉ際

京都府 7日、５１区
入場者欄；日本医師会愛知県会長奈
良坂源一郎

057 入場券 優待券 名古屋舞踊会 2枚

058 入場券
各宗本山宝物展覧優待縦覧券

覚王山日暹寺
従4月1日至6月13
日

059 入場券
振甫プール入場券

名古屋市水道局 2枚
自8月16日至8月
21日

060 入場券 無料入場券 名古屋市振甫游泳場 2枚

061 入場券
共進会賛同会送付諸券並ﾆ共進会
入場券 手書き封筒のみ

062 乗車券 御大礼記念往復乗車券 東京市電気局 金拾四銭
063 乗車券 御大礼奉祝記念往復乗車券 東京市 2枚 金拾四銭

064 乗車券
御大礼奉祝記念乗合自動車壱区乗
車券 東京市 金七銭

065 ガイド 東京遊覧バス 東京乗合自動車株式会 栞
066 ガイド 京阪方面電車諸線 9枚 新聞等切抜き
067 封緘ラベ 栄屋 名古屋栄町 2枚 丸星型、30mm
068 封緘ラベ 栄屋 名古屋栄町 2枚 楕円形、横37mm
069 封緘ラベ 栄屋 　 円形、30mm
070 封緘ラベ 栄屋 名古屋 臼型、37mm
071 封緘ラベ [栄屋] 18枚 丸星型、30mm、井形のみ
072 封緘ラベ 栄屋 名古屋 3枚 丸型、55mm
073 封緘ラベ 栄屋 名古屋栄町 　 方形、80mm
074 封緘ラベ 栄屋 名古屋栄町 　 方形、62mm

3



NUM-Ln07
奈良坂源一郎関係史料（拾遺集）
名古屋大学博物館

枝番号 種別 標題 発行者等 数量 日付等 内容等注記
075 封緘ラベ [松坂屋] 名古屋いとう呉服店 　 楕円形、横38mm
076 封緘ラベ 松坂屋 名古屋 円形、27mm
077 封緘ラベ 松坂屋 東京名古屋大阪 楕円形、横38mm
078 封緘ラベ 松坂屋 東京名古屋大阪 2枚 方形、40mm
079 封緘ラベ 松坂屋 東京名古屋大阪 丸星型、30mm、緑
080 封緘ラベ 松坂屋 東京名古屋大阪 28枚 丸星型、30mm
081 封緘ラベ 松坂屋 名古屋・・・ 2枚 方形、75mm
082 封緘ラベ 松坂屋 名古屋・・・ 方形、60mm
083 封緘ラベ 松坂屋 東京名古屋大阪 方形、53mm
084 封緘ラベ [松坂屋] 　 円形、51mm
085 封緘ラベ 十一屋呉服店 名古屋栄町 11枚 楕円形、縦37mm
086 封緘ラベ 十一屋呉服店 名古屋栄町 　 円形、26mm
087 封緘ラベ 十一屋呉服店 名古屋栄町 　 円形、26mm
088 封緘ラベ 十一屋呉服店 名古屋栄町 　 レモン型、60mm
089 封緘ラベ 十一屋 名古屋 2枚 丸星型、38mm
090 封緘ラベ 十一屋 名古屋 5枚 丸星型、33mm
091 封緘ラベ 十一屋 名古屋 　 丸星型、27mm
092 封緘ラベ 十一屋 名古屋 　 丸星型、27mm、紫
093 封緘ラベ 松川屋本店 名古屋 2枚
094 封緘ラベ 中村呉服店[赤] 名古屋広小路
095 封緘ラベ 中村呉服店[緑] 名古屋広小路
096 封緘ラベ 秀松堂 名古屋市西区
097 封緘ラベ 菊花堂[青] 広小路通り 2枚 エハガキ[屋]
098 封緘ラベ 菊花堂[緑] 広小路通り 4枚 エハガキ[屋]
099 封緘ラベ 高麗屋漆器店 名古屋栄町
100 封緘ラベ 東鮓食品店 名古屋南園町
101 封緘ラベ 蓬莱屋 名古屋・東 3枚 クリーニング染色加工
102 封緘ラベ 鵜飼洗布所 千種町 無水乾燥洗濯
103 封緘ラベ 敷島製パン
104 封緘ラベ 合格・東方瓦斯株式会社
105 封緘ラベ 至誠奉公 愛知県教科事業協会
106 封緘ラベ 森屋百貨店 函館 3枚
107 封緘ラベ 三嶋豆 三嶋商会
108 封緘ラベ 三越 東京三越 2枚 楕円形
109 封緘ラベ 三越 東京三越 4枚 円型
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110 封緘ラベ 明治製菓 2枚
111 封緘ラベ 金釜 東京新橋
112 封緘ラベ 松屋呉服店 東京銀座
113 封緘ラベ 小澤薬局
114 封緘ラベ 阿部照雄調製 大阪市港区
115 封緘ラベ 九重・玉沢 仙台 2枚
116 封緘ラベ 岡崎備前屋 2枚
117 封緘ラベ 相馬駒焼
118 封緘ラベ ガーゼ肌着
119 封緘ラベ 物産館 京都駅前 3枚 楕円形
120 封緘ラベ 物産館 京都駅前 丸星型
121 封緘ラベ 高島屋呉服店 大阪長堀橋
122 封緘ラベ 鍋印粉末かつを 東京糧食株式会社
123 封緘ラベ 濱田屋 沼津仲町
124 封緘ラベ 家喜海苔 東京・松屋商店 3枚
125 封緘ラベ 加茂川八ツ橋
126 封緘ラベ 京都八ツ橋製造業・組合之証
127 封緘ラベ 聖護院八ツ橋[緑]
128 封緘ラベ 聖護院八ツ橋[赤] 2枚
129 封緘ラベ NESTLE'S MILK FOOD 2枚
130 封緘ラベ 梅・山本徳次郎[赤] 東京日本橋 　
131 封緘ラベ 梅・山本徳次郎[緑] 東京日本橋
132 封緘ラベ 柳屋 東京日本橋 2枚
133 封緘ラベ 長崎屋 東京
134 封緘ラベ 月世界・吉田菓子店 富山市 2枚
135 封緘ラベ 株式会社明治屋 2枚
136 封緘ラベ 鞆之浦製造
137 封緘ラベ 丸花キャンデーストア
138 封緘ラベ 鳴門糸わかめ 3枚
139 封緘ラベ パッキングケース 聯合紙器株式会社
140 封緘ラベ 検査票 岩出山凍豆腐組合
141 封緘ラベ 特別染・京染之証
142 封緘ラベ 有隣堂本店 横浜伊勢佐木町
143 封緘ラベ A, STAR & CO. 大阪北区
144 封緘ラベ 栄太楼総本舗 東京日本橋

5



NUM-Ln07
奈良坂源一郎関係史料（拾遺集）
名古屋大学博物館

枝番号 種別 標題 発行者等 数量 日付等 内容等注記
145 封緘ラベ 鳥居楼売店 京都七条駅前
146 封緘ラベ 永楽園 仙台市
147 封緘ラベ 北垣
148 封緘ラベ 玉澤老舗 2枚
149 封緘ラベ ANGEL WAFERS Inoue Shimpodo
150 封緘ラベ PABST MILWAUKEE Pabst Brewing Com.
151 封緘ラベ Fry for flavour and quality 4枚
152 封緘ラベ Kobe Senbei Kyodo Eigyoshiyono 2枚
153 封緘ラベ 物産館 京都駅前
154 封緘ラベ 公冠 千代田
155 封緘ラベ ＜Г大＞別誂 2枚
156 封緘ラベ 三越
157 封緘ラベ 天龍焼 凮峡堂・飯田桜町
158 封緘ラベ 高井職工場
159 封緘ラベ [大丸]
160 封緘ラベ のし松葉本舗 関口屋 2枚
161 封緘ラベ YOKOZAWA HOGETHUDO 東京 2枚

162
商標ラベ
ル

NINGIN KINATETSU(Bark and Iron
Wine)

S.N. & Co.,WINE
DEPARTMENT

163 商標ラベ 日支豆（ﾋｼﾏﾒ） 栄来堂（東京）
164 商標ラベ カルピス

165
商標ラベ
ル

China Ferruginoso(Bark and Iron
Wine) 醸造化学研究所

166 商標ラベ CURACAO Dubb Orange 2枚
167 商標ラベ 巻紙　Taisho Makikami 中井商店
168 商標ラベ DAIGAKU Port Wine Marumatsu
169 商標ラベ VERMOUTH  Dragonfly Brand Uchida 2枚
170 商標ラベ 本村合名会社 久留米市
171 商標ラベ 和洋珍果実 丹羽商店（名古屋）
172 商標ラベ 春日印
173 商標ラベ 錦豆＜飛騨国産＞ 長瀬久兵衛（高山）
174 商標ラベ VERMOUTH Martini e Rossi

175
商標ラベ
ル

HUNT'S Extra Special(Old Scotsch
Whisky) Hunt Brothers

176 旅館ラベ 玉久旅館（荷札） 熱海
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177 旅館ラベ 順成舎旅館（荷札） 伊予今治港 2枚
178 旅館ラベ 鮒屋旅館（荷札） 道後温泉場
179 旅館ラベ 白木屋ホテル（荷札） 宇都宮市
180 旅館ラベ 柊家旅館（荷札） 京都
181 旅館ラベ 宮本舘 京都
182 旅館ラベ 二條館（荷札） 別府温泉 2枚
183 旅館ラベ 内湯　二條館 別府温泉 2枚
184 旅館ラベ 水戸ホテル（荷札） 水戸
185 旅館ラベ 岩惣旅館（荷札） 宮島
186 旅館ラベ 旅館金原屋（荷札） 東京麹町
187 旅館ラベ 奥田旅館（荷札） 仙台市
188 旅館ラベ 天真楼旅館（荷札） 朝鮮・京城
189 旅館ラベ 東雲亭旅館（荷札） 伊予高浜
190 旅館ラベ 千秋閣（荷札） 花巻温泉
191 旅館ラベ 松島ホテル（荷札） 松島
192 旅館ラベ 俵屋旅館（荷札） 石巻 2枚
193 旅館ラベ 旅館長命館（荷札） 耶馬溪・らかん寺
194 旅館ラベ 小西旅館（荷札） 日光神橋
195 旅館ラベ 高輿旅館（荷札） 盛岡市 2枚
196 旅館ラベ 旅館ゑびや 塩釜港
197 旅館ラベ 旅館おく田 仙台駅前

198 切抜
新聞所載図集

奈良坂源一郎編、[大阪
朝日新聞]

大正年間
菊版、製本、[186]頁

199 切抜 [雑誌等所載図集] 奈良坂源一郎編 30×22cm、製本、[184]頁

200 切抜
[新聞所載記事]

奈良坂源一郎編、[大阪
朝日新聞]

大正年間
28×20cm、製本、[90]頁

201 切抜
新聞所載海軍事項

奈良坂源一郎編、[大阪
朝日新聞]

大正年間
28×20cm、和綴、[27]頁

202 冊子
故評議員川原汎翁遺事

中央医学会雑誌第141号
再版附録

大正8年1月
27×19ｃｍ、67頁、表紙に「謹呈奈良
坂先生、信三拝具」の墨書

203 冊子 歴代御陵帖[解説] 国民教育普及会編発行 大正10年12月 23×30cm、本文122頁

204 冊子
歴代御陵帖[写真]

国民教育普及会編発行
大正10年12月

23×30㎝、本文122折、奈良坂による
所在地書込みあり

205 冊子 支那風俗写真帖 山陽堂書店（奉天）発行 大正10年3月 19×27cm、[48]頁
206 冊子 沖縄写真帖　第壱輯 坂口総一郎編発行 大正14年2月 横四六版、[100 ]頁
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NUM-Ln07
奈良坂源一郎関係史料（拾遺集）
名古屋大学博物館

枝番号 種別 標題 発行者等 数量 日付等 内容等注記
207 冊子 沖縄写真帖　第弐輯 坂口総一郎編発行 大正14年11月 横四六版、[100]頁

208 冊子
蒼天に展く－国立公園候補地航空
写真集－ 大阪毎日新聞社編発行

昭和７年8月
19×27cm、[164]頁

209 遺品
小倉百人一首　標準かるた（取札）

野村鈴助編、朝報社遊戯
部発行 　

大正4年12月
7×5cm、函（8×11×6.5cm）入り、99
枚

210 遺品 本居宣長陶製坐像 10×8×15cm
211 遺品 茶器 松洲作 　 11×11×9cm、「喜　松洲」の銘
212 遺品 グラス受皿セット Japan Jerywil製 　 直径9cm、6枚、円筒ｹｰｽ入り
213 遺品 携帯用伸縮式酒盃セット（中） 直径6.8cm、３段、ｹｰｽ（下のみ）入り
214 遺品 携帯用伸縮式酒盃セット（小） 直径6.8cm、３段
215 遺品 携帯用伸縮式箸 ２本 0.5×6.8cm、３段
216 遺品 プレパラート一式 ２枚 ケース 7.5×9cm

217 複製
雀巣園蟲譜混合之部一～三

晩翠軒編写 　
　

20×27㎝，[97]枚、明治戊子序（一色
重熈）、杏雨書屋蔵のカラー複製、原
寸80%

218 複製
雀巣園蟲譜蜂蠆之部上～下

晩翠軒編写 　
　

20×27㎝、[63]枚、杏雨書屋蔵のカ
ラー複製、原寸80%

219 複製
雀巣園蟲譜蜻蛉之部

晩翠軒編写 　
　

20×27㎝、[31]枚、杏雨書屋蔵のカ
ラー複製、原寸80%

220 複製 奈良坂複製図CD-ROM クモザル類図（名大医学図書館蔵）

221 複製
浪越博物会出品目録－二十年春二
月－ 浪越博物会編刊 　

明治20年2月
２頁１枚、20×27cm、97頁、一橋大学
蔵の実物大複製

222 複製
教育博物会出品目録－第三回－

浪越博物会編刊 　
明治22年5月

２頁１枚、24×33cm、128頁、東京大
学蔵の実物大複製

223 関連 田口和美博士－わが国解剖学の父 北川辺町教育委員会発 　 平成17年3月 北川辺町教育委員会寄贈

224 関連
波江：日本蜻蛉図譜　朝比奈正二
郎解説 日本蜻蛉学会発行 　

1984年12月
枝重夫氏寄贈

225 関連
トンボの図鑑－連載私の図鑑－

枝重夫著、「昆虫と自然」
別刷合冊 　

1983－84
枝重夫氏寄贈

226- 300、欠番
301 名簿 奈良坂先生還暦祝賀会名簿 大正3．11.29 15×11cm、折帖

302 写真 鳥羽港内東南部全景ﾉ上 真野民之助写真館 明治34.1.2
11×16㎝（台紙）、伊勢志摩紀行中
の写真

303 冊子 泰西名画集 久米桂一郎他選、崇山房 　 明治36－37
39×27㎝、第1輯第1－10、第2輯第1
－4回、全９１図
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奈良坂源一郎関係史料（拾遺集）
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304 冊子 渡辺崋山遺墨帖 崋山会 　 明治44 35×25cm、172図
305 冊子 国宝三十六歌仙 グラフィック社 大正15 39×26cm、岩佐又兵衛筆、36枚
306 冊子 是真翁画鑑 柴田是真翁 31×23cm

307 冊子 国際画報 大正通信社 　
40×27㎝、国宝吉祥天女像他全５
枚、カラー

308 冊子 西洋楽譜古今俗曲全集 西野虎吉編、三木楽器店 　 大正5 31×23cm、第1－10集
309 複製画 [若衆図] 土佐光起原著 68×35cm
310 複製画 小野小町図 月岡雪鼎原著 71×36cm
311 複製画 宮殿人物図(名古屋離宮御壁画） 狩野探幽原著 39×51cm
312 複製画 [美人図・讃] 渡辺崋山原著 76×26cm
313 複製画 琴高仙人図 酒井抱一原著 76×37cm
314 複製画 [鷺図] 幸埜梅嶺原著 68×39cm
315 複製画 [鯉図] 景文原著 39×62cm
316 複製画 白桃尓れんじゃく 鈴木万年原著 明治25 78×39cm、青木恒三郎刊
317 複製画 官女花使図 応挙原著 明治25 78×39cm、青木恒三郎刊
318 複製画 四季花鳥図　夏之部 幸埜梅嶺原著 明治25 78×39cm、青木恒三郎刊
319 複製画 [花鳥図] 玉泉原著 76×38cm
320 複製画 [牛図] 呉春原著 35×24cm
321 複製画 秋兎図 酒井抱一原著 76×36cm
322 複製画 四季花鳥図　冬之部 今井景年原著 79×38cm、青木恒三郎刊、明治25
323 複製画 関羽図 原致遠原著 77×36cm
324 複製画 [梅図] 酒井抱一原著 77×36cm
325 複製画 松渓尋詩図 高其ﾊｲ原著 102×38cm
326 複製画 桜下美人の図 西川右京祐信原著 60×31cm
327 複製画 鶴巣図 円山応挙原著 61×39cm、青木恒三郎刊、明治24
328 複製画 [鳥図] 景文原著 62×38cm
329 複製画 [達磨図] 負禾斎□原著 107×39cm
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