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Abstract

 As the 2nd part of the catalogue of Narasaka’s collection, given were the lists of handwritings 

by himself, letters mailed to him, and used and unused picture postcards. Among these materials, 

brief notes were given on the “A diary of Ise-Shima Travel” by Narasaka himself, some letters 

from his former students accompanied as medical doctors in the Nissin (between Japan and 

China) and the Nichiro (between Japan and Russia) Wars, some postcards from his colleagues 

studying in Germany, and some letters from one of his disciples, Dr. Med. SHIINO Kotaro.

はじめに

　先報に引き続き整理済み史料の中から，〈03 手稿類〉〈04 書簡（葉書）〉〈05 絵葉書類〉の目録とそ

の簡単な紹介をする．

　関係史料に手稿類は多くは残されていない．この目録中華道書の一部については，先報で「奈良坂

と松月堂古流」として紹介した．手稿の多くは奈良坂の和歌の作品集であり，その草稿類である．こ

の『漫吟和歌集』のうち「冬の部」は『完本解剖学者奈良坂源一郎伝』で翻刻され，新井斌，土井健吾，

阿部昭吾の各氏により解説されている．また，奈良坂は生涯数多くの旅行をしており，それらは〈05〉

中の名所絵葉書や商品ラベルの中の〈旅館ラベル〉からも窺うことができる．ここでは旅行記「旅寝

の友」を取り上げ，日録的にまとめてみた．

　残された関係史料に手紙はほとんど見当たらない．その代わりをするものとして，来信としての絵

葉書が多数ファイルされていた．それらを一部の葉書とともに年月順に整理したのが〈04 書簡（葉書）〉

である．そのうち，教え子が軍医として日清・日露の戦地から送ったもの，医学校・医学専門学校の

同僚が留学先から報告したもの，愛弟子・椎野﨧太郎からのヨーロッパ周遊的な絵葉書を，それぞれ

〈05〉の収集絵葉書と関連させながら紹介する．

　なお，〈05 絵葉書類〉の最後に，収集郵便物関係として内外の葉書や封筒等を付記してある．

１・伊勢志摩紀行―『旅寝の友・志の路の記』―

　期間；明治 33 年 12 月 29 日から 34 年１月 19 日

　目的；「倚（依？）草附木の霊に悩まされ」ての「転地療養」

　29 日：朝まだき自宅（堅三ツ蔵）出発，人力車で堀川筋，８時過・熱田の大森屋

９時・小船を蒸気船で引き沖の勝利丸（53 噸）へ

右に熱田築港の広大な工事，左は将来の築港地，上等船室は一人のみ
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11 時 25 分・大野着，すぐに四日市へ　　　12 時 30 分・四日市着，滞留 25 分

15 時 15 分過・津の贄崎前，10 分滞留，出港後も風波強し，艙内暗く尺八吹く

17 時 45 分前・神社港着，18 時 10 分発　　　19 時・鳥羽港着，宿・谷岡屋

30 日：鳥羽港，鳥羽城址は大部分鉄工場，天守閣址に登る〈写真〉

日和山に登る・富士，御岳白雪を被る，爽快実に云う斗りなし〈写真〉

12 時過・旅宿へ

31 日：磯部へ，人力車―白知（木？）坂―

11 時・磯部村，伊雑宮，穂落の宮，山田道から鸚鵡石へ〈写真〉

磯部で昼食，人力車で鳥羽へ

明治 34 年元旦：「四海恭平一天静謐之祥瑞」「大君の万歳を目唱」

海上満船美を競う〈写真〉

朝げ後，近傍諸島巡り，答志島［・和具］，村社，知恩寺，村の自治沿革碑〈写真〉

菅島，坂手島，［女楽島］権現堂を船上から，帰宿，水雷艇の海軍士官で混雑

熊谷氏より端書「山田なる旧友会合に臨まんと覚悟…」

２日：水雷艇出港の様子，近くの風帆船から〈写真〉

西念寺山から茶臼山へ，鳥羽港全景〈写真〉

本町大坂屋で昼げ，主人長州藩士，鳥羽第一の旅館，真野写真師に現像依頼

夜小田健作氏が訪問，同氏当地最初の造船所開設者で愛知医学校の短艇製作者

３日：海岸逍遥，消防出初式見物，波切の大王崎へ

15 時頃・小船で清水丸（91 噸）乗船　　16 時 30 分・安乗着

暮果る頃・波切着，小船で陸地へ，和気氏宅（四男愛知医校生）訪問，宿・富士屋

４日：宮山，神社，海軍望楼台，大王島を望む〈写真〉

城山，八幡山から船越，片田を望む〈写真〉，　　風雨強し，宿・富士屋

５日：終日風雨強く，和気氏宅で談話

６日：四男・和気薫子を案内者に船越へ

船越の山際友吉氏（愛知医学校卒）訪問，共に近くの丸山へ，

製塩場に下る，船で内海を浜崎，御座岬，金比羅山，山際氏宅泊

７日：和気氏に別れ片田村へ，大蘇鉄〈写真〉

船越の山際氏宅から人力車で磯部へ，風強く「呈ある身は殊更に心の内を痛め…」

鵜方村で山口豊彦氏訪問，人力車を交代

磯部の宿・よしかどや「破障弊襖忍び難」「位置ある者の宿るべき家ならねど」

８日：人力車で鳥羽へ

雉の餌を漁る様「川原氏なんど見せしめ小躍りして喜ばんものと独りごちつつ…」

賀茂村，賎かふせ屋の様ゆかしく〈写真〉

青の峯権現山を経て，12 時頃鳥羽着，　夜小田氏を招き酒

９日：寒風吹きすさむ

日和山に至らんと采霞台で大洋を望む，写真師不在

10 日：案内者と徒歩で片神村へ，焼飯坂から片神，奮発一番二見か浦へ

池の浦，松下村，二見の江村，御塩山，二見か浦（打越の浜），二見立石，

賓日館，海水浴場，二見六軒の角屋で昼げ，御塩殿は途中で中止
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馬車で岐路，池の浦で下車，七つさがり鳥羽着

11 日：午後に久米森蔵氏来たり尺八等

12 日：終日風吹きすさむ，「ひねもす埋みはのもりを立ち去らず」

13 日：俄かに松坂の親戚へと，鳥羽港から勝利丸乗船

９時過・神社港着，小船で上陸，人力車で山田へ，外宮，月読の宮

停車場で松坂への切符，12 時過・松坂着，人力車で殿町の親戚宅は 13 時着

大北医士来訪，夜に大北氏宅訪問

14 日：近くの松ヶ崎（松坂？）城址へ

西北遥かに白米（阿坂）城址，八幡の森，親戚宅泊

15 日：人力車で大北氏に立寄り停車場へ，９時 50 分松坂発

山田から人力車で内宮へ，

「神前に額ずきては唯尊敬の外には何の心もなく持来の幸福をいのらん念」

昼げの後，旧二見街道を朝熊山へ

月読の宮，浅間村，朝熊山の裏道で人力車を田舎屋に差し置き，人夫と共に登坂開始，

「聞きしに勝る峻坂の羊腸」「身体益疲労を覚えて帰坂の程只ここに心を痛め」「かくてはなら

じと更に勇を鼓して」

山頂の名高き「とうふ屋」で観望，「実に自然造化の名画なり」

次いで野間氏（万金丹総本家）の壮大な一構

虚空蔵菩薩の金剛正寺，数年前の山火事で灰燼に，近年本堂再建

帰路は別路から堅神村へ，５時頃鳥羽港錦町の谷岡屋着

16 日：子船で答志島の桃取へ，へじま（浜部村）

小島（オジマ）の弁財天，島の西に２隻修繕中の鉄工場

帰宿後奥谷へ「見苦しき埴生の小屋多かり」「昔士族以下の食録人住居し…」

17 日：終日雨

18 日：朝風吹きすさむ，何れの船も欠航

電信局で日延べを知らせる

19 日：７時・乗船の汽笛（神宮丸・86 噸），旅館主人，小田健作氏の見送り

８時過・神社港

11 時・阿野津着，同 20 分発，途中鳥羽行きの「勝利丸」に出会う

13 時 40 分・四日市着，　14 時 45 分・大野着，出航後防波堤からの艀の客を拾う

16 時前・熱田前の保田（現名港トリトン・東大橋辺り？）着，小蒸気船曳航の艀で

16 時半・熱田着，大森屋で同船の北海道客と歓談

「人力車に打ち乗りて家路をさして急がせけるに６時過る頃我家に着せり」

補記

　これは奈良坂源一郎の明治 33 年暮から 20 日余に亘る伊勢志摩旅行記である．文章は変体仮名を駆

使した，几帳面な細字で 71 枚にわたって綴られている．（後半３分の１は「紀伊の旅路」でここには

含めていない．）明治 34 年初頭の熱田や伊勢志摩地方を現在の地形や地名との対比の面ばかりでなく，

当時の名士（愛知医学校教諭）の地方旅行の様子を伺う上でも興味深い．文中しばしば現れる奈良坂

の〈撮影〉は写真として残っておらず，また名所絵葉書もこの当時は出現していない．晩年の伊勢旅

行時の絵葉書が〈05-045 ～，300 ～〉として残されている．
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　この紀行文に表れる奈良坂の皇室尊崇の念は如何にも明治人らしいが，それは皇室関係の記念絵葉

書として〈05 部門〉に多数残っている．

２・教え子たちの〈戦地〉

　通信葉書〈04 部門〉のなかから，戦地から送られてきた教え子たちのものを拾ってみる．

　〈04-001〉は唯一，日清戦争関係で大連兵站病院からのものである．この中村軍医は明治 25 年卒で

あるから，卒業間もなくこの戦争に従軍したと思われる．投函のこの時期（明治 28 年９月 25 日）は

講和が成立した後，独露仏の三国干渉により遼東半島の還付を余儀なくされ，台湾では島民の反乱が

勃発，台湾統治の困難さを予兆させている．還付の調印前のこの時期にはまだ兵站病院は存続したよ

うで，文面では「敵国の葉書と切手」を利用して奈良坂の絵葉書趣味へ返信し，当地での絵葉書展覧

会や英国艦隊の歓迎余興を報告している．日清戦争関連の絵葉書は残されていないが，台湾関係では

統治記念絵葉書として〈05-001-003，057-058〉がある．

〈04-034〉は日露戦争真只中の通信である．この三輪孫三郎は明治 25 年卒，開業医で召集されたよう

である．所属の第３師団は第２軍に属し，５月の遼東半島上陸以来，南山，大石橋などの戦闘を経て，

この投函日（明治 37 年７月 26 日）は海城攻撃の直前である．戦場の炎威・煩渇や衛生の問題を「日

中 95 度内外，蝿・臭虫の多きに閉口」と記している．この第２軍の軍医部長が奈良坂と同期の森鴎

外であり，この戦争の陸軍における脚気戦病死問題の責任者でもある．南山攻撃は〈04-037〉の絵葉

書として使用されている．

　〈04-035〉の山崎伝三は同じ第２軍であるが明治 35 年卒の３等軍医である．この投函日（８月 26 日）

は先の海城占領がすみ，次の遼陽作戦の直前である．開戦以来の連勝を快哉し「注目すべき流行病の

発生もなく，何よりも幸福」と報告している．しかし，チフスやペスト等の流行病には戦争を通じて

悩まされ，この遼陽作戦は軍医関係者だけで 110 余人の死傷者を出すなど，日露双方にとって多大な

被害が出すことになる．〈04-041，043〉の絵葉書がこの戦闘の様子を伝えている．

　〈04-039〉の山田耐造は明治 33 年卒．所属の第７師団はあの旅順攻撃で莫大な死傷者を出す乃木司

令官の第３軍である．旅順攻略は 38 年初頭に漸く終了し，奉天に向け全軍が集結しつつあった．こ

の投函日（２月 25 日）は３月１日からの奉天総攻撃の直前である．文面では「愈々近々丹しい大○

○可在也，此度は定めて関が原とも申すべき○○ならん」と記され，如何にも軍事郵便らしいさが表

れている．奉天作戦での軍医関係の死傷者は 954 人にも達している．この総攻撃で日本は勝利するが

戦力的には限界に近く，次の日本海会戦の勝利で講和への動きとなる．この奉天会戦の絵葉書は見当

たらないが，〈04-057〉に奉天陣中から〈野戦郵便局内の新聞閲覧所等〉の絵葉書がある．

　戦場からの葉書は以上であるが，以後〈04-053〉で 11 月 15 日付け中村軍医の大連兵站病院での「27

万余の患者の収療とその任を完了した報導の幸栄」を「遥祝賀我校之万歳」として報告している．そ

の他７名からの年賀状がある．

　愛知医学専門学校の「同窓会雑誌」でこの日露戦争の記事を拾ってみると，37 年 3 月 22 日に 40 余

人の〈出征軍医離別式〉を講堂で挙行し，式後の記念撮影を奈良坂が担当している．この雑誌の記事

で見る限り，戦役の死者は戦地での自殺も含め５名である（この戦争の悲惨さは将兵の精神的異常の

事例が多数報告されていることにも窺える）．明治 40 年４月号では〈日露戦役殊勲〉330 人の受勲位

階等が報告されているが，奇しくもこの号は〈熊谷・奈良坂両先生在職 25 年記念号〉でもある．

　日露戦争は絵葉書ブームのきっかけになったという．当時から奈良坂の絵葉書収集趣味は周辺に知
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られていたにも関わらず，残された絵葉書は意外なほど少なく〈05-067 ～ 070〉で見るだけである．

３・同僚たちの〈留学・独逸〉

　奈良坂に留学の体験はない．高等教育の制度改革に伴い，愛知医学校が医学専門学校と名称の代わ

る明治の 30 年代後半以降，後輩の同僚たちが次々と独逸へ留学していく．奈良坂が留学しなかった

のは，右手が使えないというハンディキャップへの自覚からなのか，あるいはその他の外部要因で涙

を呑んだのか，その理由は定かでない．名古屋に残る奈良坂へ，在欧の同僚たちから現地の絵葉書で

近況報告等が次々と送り続けられている．その幾つかを紹介する．

　〈04-016〉は愛知医学校時代唯一の留学生，賀古桃次が独逸 Leipzig から明治 34 年の年賀状として

送ったものである．京都，大阪医学校での留学の動きを踏まえ，明治 30 年になり漸く愛知医学校で

も外国留学制度建議がされる．この建議が最初に活かされた留学で，眼科学研究のため，独逸国へ 33

年 10 月からの２年間との辞令である．帰朝は 36 年４月，これ以外の奈良坂宛の絵葉書は見当たらな

い．

　〈04-027〉は医学校から医学専門学校へ切り替わる狭間の留学生，多田学三郎からのものと思われる．

彼は 36 年５月に留学が決まり，この葉書の日付６月 27 日ベルリンに到着している．この年１月に名

古屋電鉄の久屋・千種間が開通したばかりだが，この Elektrische Hochbahn-Oberbaumbrücke の絵

葉書を奈良坂はどのように受け取っただろうか．この多田は先の賀古や高橋伝吾とともに明治 31 年

６月着任組，以後の医学専門学校を背負う人たちである．

　〈04-080〉は３番目の小川三之助からのものである．彼は 38 年 12 月独逸留学決定，帰朝は 40 年 11

月である．Würzburg からの美人絵葉書は留学も一段落した時期のものらしく，当地遊学中の敷波，

長谷川両君らとの連名である．差出人・ボンボン生の〈079〉も独逸美女評の多数書き込みがある美

人絵葉書だが，小川からのものだろうか．

　〈04-081〉は 4 番目の岡田鶴也，41 年５月 München からのものである．彼の留学は 40 年 12 月から，

衛生学及細菌学研究のためであるが，「世界第一」と誇る新築の München Kgl. Anatomie で奈良坂へ

近況を報告している．彼は Würzburg, Giessen, Berlin 等からそれぞれの地の絵葉書を送りつつ，43

年６月に帰朝する．

　〈04-101〉は熊谷幸之輔から美人絵葉書で伯林・安着を知らせるものである．彼は医学専門学校長と

しての学術視察が目的，他の留学生とは異なり期間は１年で 43 年６月に帰朝している．途中のシン

ガポールからのもの〈099〉や〈339〉などで名古屋に残る奈良坂への心遣いを窺わせる．

　〈04-124〉の楠太は数少ない私費留学の場合である．既に渡航・在欧中の彼が私費留学として認めら

れるのは 43 年３月である．Dom mit Schlossfreiheit の絵葉書で Berlin の雰囲気を語ろうとしたのだ

ろうか． 

　〈04-194〉は解剖学教室として最初の留学・浅井猛からのもの．彼は 45 年２月からの２年間，大正

３年 11 月に帰朝している．Würzburg から Kgl. Universitat. Zoolg. Institut. の絵葉書をしたためてい

る．

　これら以外にも，大正元年１月，中村豊の Basel からや大正２年，森田資孝の Wien からのものな

どもあるが，大正６年以降はない．しかも，それら以降は留学先が米国等に代わっていく．この〈04〉

に差出人が連名のものが多数あるが，明治 43 年１月の在欧同窓会特別会員として，正規の留学生・

石森，楠，高橋以外に，７名の名前が挙がっている．

　〈05〉収集絵葉書中には，これらの留学生がその途上から奈良坂に送ったと思われる南洋風俗やア
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ラブ風俗等の絵葉書が含まれている．

４・椎野﨧太郎に見る〈欧州周遊〉

　椎野﨧太郎は愛知一中から医学校に入学，卒業後東京帝大の医学部解剖学に進んだ，奈良坂の愛弟

子である．しかも後に姪の結婚相手となり，縁戚関係を持つことになる．彼は東京帝大から独逸への

留学を命じられる．各地からの絵葉書で数多くの報告を見ることができるが，他方近親者として彼の

絵葉書からは，奈良坂のこれまで知られていない動静を知ることができる．その幾つかを拾い上げて

みる．

　〈04-133〉は明治 43 年暮，台湾基隆から「台湾生蕃美婦」の絵葉書が送られている．彼の独逸留学

はこの絵葉書で推測すると 44 年から．〈144〉は 45 年１月に Freiburg 発で奈良坂の東洲崎から今池・

元古井への転居見舞いであり，３月の〈145〉で独逸着後 16 回目の通信と記している．

　大正に改元する頃，次の留学先へ移動の前に独逸国内旅行を楽しんでいる．その途中と思われ

る Frankfurt からの通信で，奈良坂が瘭疽で 20 日間の入院生活を送ったことを知る．この間，

Wiesbaden, Bonn, Köln，明日は Gettingin と旅程の経過とともに，浅井氏との再会等を報告している．

　〈171〉では次の留学地・Innsbruck への途中，アルプスのユング・フラウ登攀を報告，10 月 10 日

には奈良坂からの明治天皇大葬記念の絵葉書等の拝受お礼をしている．〈05〉の中には大正や昭和の

大礼記念絵葉書は多数残されているが，この大葬記念絵葉書は見当たらない．

　〈186〉では次の留学地へ移る前に，Freiburg から自家製の写真で報告している．大正 2 年の新

春は Wien でこれまでの研究を纏める作業，標本作成法の新たな期待等を書き送っている．次いで

Königsberg での研究となる．夏には再び Freiburg に戻り，留学の纏めをしているのだろうか．

　〈236〉で 10 月 24 日に Innsbruck を発って，モスコー経由で帰国する予定を記している．29 日には

Moscou から欧州最後の通信を認め，11 月２日付けのオビ河を渡り，明後日にバイカル湖だというシ

ベリア車中からの投函．〈240〉ハルピンからの明７日奉天着，車中からの最後の通信と書いている．

その後，帰国時に至る絵葉書は残されていない．

　大正３年５月には学会出席で再び Berlin からのものがあり，10 月には奉天からの通信がある．こ

のとき彼は南満医学堂の教授に迎えられていたのだろうか．大正 10 年の〈299〉は奈良坂本人が奉天

の椎野宅から名古屋の自宅へ送っている．〈05〉にある多数の満州・奉天の名所絵葉書や南満医学堂

の絵葉書は奈良坂のこの解剖学会出席時のものや椎野から送られたものであろう．

おわりに

　今回の整理は先報以上に筆者の非力を意識させられた作業である．特に絵葉書の解読に関しては，

日付のスタンプの判読が困難なものが多いばかりでなく，年月日の区別に迷う事例がままあった．葉

書の文面も小文字の走り書きで，内容を読解し簡略に表現するには至らなかったものが多い．

　収集絵葉書に関しては，最低限の区分でリスト化せざるを得なかった．しかも，整理の後で新たな

出現があり，リスト順の不整合をご容赦いただきたい．様々な整理法や区分があるなかで，単純化を

アドバイス頂いた神戸「絵葉書資料館」藤野直計氏に感謝いたします．

参考文献

・ 愛知医学校及病院編（1890-98）愛知医学校及病院報告　第 6 ～ 7．

・ 愛知医学校・専門学校編（1900-09）同窓会雑誌　１～ 24．
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・ 愛知医学専門学校編（1910）同窓会名簿．

・ 平凡社編（1983）日本歴史地名大系　24 三重県の地名，平凡社．

・ 角川日本地名大辞典編集委員会編（1983）24 三重県，角川書店．

・ 名古屋市役所編（1915）名古屋市史　地理篇　付図熱田三ヶ浦町並之図．

・ 名古屋大学編（1989）名古屋大学五十年史　通史．

・ 西村文雄編著（1934）軍医の観たる日露戦争，戦医史刊行会．

・ 地図資料編纂会編（2003）正式ニ万分一地形図集成　中部日本２（大日本帝国陸地測量部　明治 23 ～ 26 年），

柏書房．

（2007 年 10 月 10 日受付）
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枝番号 種　別 著　者 書名等 内　容 注　記 蔵書印

001 生花 雌雄軒撰 葉物集 尾陽五大坊雌雄軒
陸前奈良坂源

一郎図書之印

002 生花 雌雄軒著述
四季骨體卓下活法画譜　

全
題箋より

陸前奈良坂源

一郎図書之印

003 生花 花菖蒲瓶花譜
題箋：瓶花々菖蒲

之巻

陸前奈良坂源

一郎図書之印

004 生花 杜若及花菖蒲之巻　全 題箋より
陸前奈良坂源

一郎図書之印

005 生花 曲體燕子花之巻　全 題箋より
陸前奈良坂源

一郎図書之印

006 生花 瓶梅曲體画譜　全 題箋より
陸前奈良坂源

一郎図書之印

007 生花 燕子花瓶花譜
題箋：燕子瓶花図

式　全

陸前奈良坂源

一郎図書之印

008 生花 瓶花羽蘭集
陸前奈良坂源

一郎図書之印

009 生花 瓶花松竹梅図譜　全

題箋より、巻頭は

一露居士松竹梅花

譜図

陸前奈良坂源

一郎図書之印

010 生花 自製瓶花画譜　全 題箋より
陸前奈良坂源

一郎図書之印

011 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　春ノ一 自元旦至故郷若菜

012 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　春ノニ 自霞至月夜蛙

013 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　春ノ三 自桜至春鳥

014 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　夏ノ一 自首夏至なでしこ

015 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　夏ノニ 自新樹至雨後蝉

016 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　秋ノ一 自月至秋の花

017 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　秋ノニ 自霧至海辺梼衣

018 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　冬ノ一 自初冬至雪中嵐

019 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　冬ノニ 自初雪至冬樵路

020 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノ一
自妻のみまかりたる後月

を見て至かに

021 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノニ 自烟至美濃国・・・

022 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノ三 自朝至劣

023 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノ四 自栄至女

024 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノ五
自筏至塩釜のえびを送る

とて

025 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノ六 自晴天鶴至高嶺

026 和歌 奈良坂源一郎 晩翠軒歌集　雑ノ七 自峯の松至蛤

027 和歌 奈良坂源一郎 詠草集　ニ

028 和歌 奈良坂秀武 漫吟和歌集冬之部 1 冊（17 枚）
陸前奈良坂源

一郎図書之印

029 和歌 奈良坂源一郎 和歌草稿 1 冊（8 枚）

〈03手稿類〉
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枝番号 種　別 著　者 書名等 内　容 注　記 蔵書印

030 和歌 秀武　上 和歌 7 枚

031 和歌 奈良坂源一郎 その他和歌 9 枚

032 和歌
従五位勳六等

平臣秀武
歳首同詠旭日出雲歌

1 枚、草案、書込み

多数
　

033 和歌 和歌選鑑？
5 枚：長谷部親弘先

生他

034 旅行記 奈良坂源一郎 旅寝の友　志の路の記

明 治 33 年 12 月 29 日 か

ら 34 年 1 月 19 日、後半

に紀伊の旅路

035 著書原稿 胎生学摘要緒論［原稿］ 4 枚

036 著書原稿 ［　　　　　］目次原稿
5 枚：P44 ～ 228 の

み

037 旅行記 奈良坂源一郎 道中記事

明 治 20 年 代（？）7 月

21 ～ 29 日、関が原から

京阪神への紀行

71 丁、10.5 × 15cm
＊奈良坂源次

郎氏寄贈



— 36 —

枝番号 年月日 *1 差出人 *2 同人職位、住所 宛名 *3 内　容 発行国 絵葉書の種別等

001 M28.9.25 中村軍医 大連兵站病院
軍事郵便、「敵国の葉
書と切手」…

日本

002 M29.10.1 学士会幹事
熊谷、奈良坂
宛

岩男三郎栄転送別会案
内

日本

003  絵葉書帳 日本

004 M30.4.13 Tuzuki.B Berlin
［大沢君はフライブル
クに…」

ドイツ Unser Kaiserin

005 M32.1.5 斉藤為信 医学士・広島
小川三之助ほ
か

年賀 日本

006 M32.10
［田口和美還暦記念］
発起人

［田口和美還暦
記念］発起人

田口和美還暦記念金牌
制作費拠出依頼

日本 印刷物

007 M32.11.1 大沢岳太郎
奈良坂、藤野
厳九郎宛

田口和美還暦記念金牌
制作費送金依頼

日本

008 　 絵葉書帳 日本

009 M32.4.21 愛知医学校校友会幹事
岡崎監獄署内
飯田文雄宛

第 7 回校友会開催通知 日本 印刷物

010 M32.4.27 大北武彦 　 校友会欠席回答 日本

011 M32.6.18 大西克□ Erlangen ドイツ
Erlangen panorama v. 
Bahnhof

012 M32.7.21 奈良坂源 陸前 安着の知らせ 日本

013 M32.9.12 大沢岳太郎ほか 東大解剖学教室 藤野厳九郎 田口博士還暦祝宴 日本 往復はがき

014 M33.1.1 宮本　牧 Berlin 高橋、賀古宛 新年挨拶 ドイツ

015 M33.1.1 鳥谷？ 上海・領事館 高橋傳吾宛 年賀 大清国

016 M34.1.1 賀古桃次 Leipzig 年賀 ドイツ

017 M34.1.1 百地宅憲 盛岡 熊谷幸之輔 年賀 日本 封緘葉書

018 M35.1.1 児島岩太郎 韓国　 高橋傳吾宛 大韓帝国

019 M35.1.1 高階経本 ブレスラウ 年賀 ドイツ

020 M35.1.1 楠　太 牛込区白銀町 年賀 日本 封緘葉書

021 M35.6.12 小林芳太郎
英国ポートマー
ス

本多鎰太郎宛 英国

022 M35.6.26 石川岩松 釜山公立病院 暑中見舞い 日本
山陽道汽車進行中の郵
便物授受機械

023 M35.9.21 富田、田代秋太郎 ウルフブルヒ ドイツ
御車の女性、Ser.No. 
8195

024 M36.1.1 Sakurai Freiburg 年賀 ドイツ
クリスマス・新年カー
ド

025 M36.1.1 高階経本 独逸 年賀 ドイツ

026 M36.3.11 鈴木源三 軍艦艦上 シンガポールにて 海峡植民地

027 M36.6.27 多田生 Ballerstedt 伯林着 ドイツ
Elektrische Hochbahn-
Oberbaumbruecke

028 M37.1.1 鈴木恭蔵 韓国仁川 鈴木五郎宛 大韓帝国

029 M37.1.1 三島愛之助
満州ポグラニー
チナヤ

年賀 ロシア

030 M37.12.30 安藤澤次郎
駆逐艦白雲海軍
中軍医

謹戦勝賀新年 日本 南山ノ攻撃ほか

031 M37.1.25 吉田興三 京都・上京区 弔詞お礼 日本 封緘葉書

032 M37.1.28 正太 コロンボ 小野瓢郎宛 英領印度

033 M37.6.16 小山慶信
京大病院第一病
舎

病状報告 日本 封緘葉書

034 M37.7.26 三輪孫三郎
出征第三師団衛
生予備員

軍用葉書 日本

035 M37.8.26 山崎傳三
出征第二軍三等
軍医

軍事郵便 日本

036 M37.10.4 ？ Sanfrancisco 鵜飼清吉宛 英国

〈04書簡（葉書）〉
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枝番号 年月日 *1 差出人 *2 同人職位、住所 宛名 *3 内　容 発行国 絵葉書の種別等

037 M37.10.26 長谷川軍医 軍事郵便 日本 南山ノ攻撃

038 M37.11.11 山内俊一
出征第二軍衛生
予備員

軍事郵便 日本 鴨緑江ノ砲戦

039 M38.2.25 小田耐造
第７師団第１野
戦病院陸軍３等
軍医

軍事郵便葉書 日本

040 M38.3.21 河合静吉？
第７師団司令部
陸軍一等軍医

軍事郵便 日本 九連城ノ戦利品

041 M38.3.30 櫛田濱三郎
出征後備歩兵・
軍曹

お礼、軍事郵便 日本
遼陽における歩兵の戦
闘

042 M38.4.5 中村鐐太郎
遼陽兵站病院…
救護員

軍事郵便葉書 日本

043 M38.4.11 櫛田濱三郎
出征後備歩兵・
軍曹

軍事郵便 日本
戦利加農砲ノ遼陽停車
場砲撃

044 M38.5.20 学拝 ドイツ
Gefangene beim 
Wegewalzen

045 M38.6.1 中西 英国
John Hassall; Ye 
Parson

046 M38.6.10 ？ Santa Barbara 伊東雲親宛 米国 封筒のみ

047 M38.7.27 越村栄寿郎？
鴨緑江軍・陸軍
三等軍医

軍事郵便 日本

048 M38.7.31 櫛田濱三郎
後備歩兵第 52

連隊第２中隊
軍事郵便葉書 日本

049 M38.7.31 饒平名紀腆
東京・尚侯爵邸
内

ドイツ
Am Waldsee, Oilette 
regd. postcard 122 

050 M38.9.11 櫛田濱三郎
出征後備歩兵・
軍曹

美人絵端書着…、軍事
郵便

日本 　

051 M38.9.27 梶田健次郎
第３師団宰領者
歩兵伍長

軍事郵便 日本 　

052 M38.11.15 櫛田濱三郎
出征後備歩兵・
軍曹

軍事郵便 日本
戦役紀年・沙河会戦中
ノ第３師団司令部

053 M38.12.16 中村千代之助
大連兵站病院陸
軍二等軍医

軍事郵便葉書 日本

054 M39.1.1 昭部末彦？ 陸軍一等軍医 年賀、軍事郵便 日本
戦役紀年・篤志看護婦
人会ニ於ケル…

055 M39.1.1 天野　敏 陸軍二等軍医 年賀、軍事郵便 日本 　

056 M39.1.1 上野　進 陸軍三等軍医 年賀、軍事郵便 日本 　

057 M39.1.1 岡田頴斎 奉天陣中 年賀、軍事郵便 日本
戦役紀年・野戦郵便局
内ノ新聞閲覧所ほか

058 M39.1.1 岡本晴一
33 連隊第 1 大
隊

年賀、軍事郵便 日本 　

059 M39.1.1 土屋太一 チェコ ABD. Serie 775

060 M39.1.1 野田義雄 陸軍一等軍医 年賀、軍用葉書 日本 　

061 M39.1.1 早川勝郎
韓国駐剳病院・
陸軍三等軍医

年賀、軍事郵便 日本
戦役紀年・遼陽軍用通
信所ほか

062 M39.1.1 林直比古 陸軍三等軍医 年賀、軍事郵便 日本 　

063 M39.1.1 原順次郎 陸軍二等軍医 年賀、軍事郵便 日本 　

064 M39.1.1 山内俊一
和田岬検疫所・
看護卒

年賀 日本
戦役紀年・東雞冠山ニ
於ケル砲煙中ノ突貫

065 M39.1.1 湯浅留之助
樺太コルサコフ
守備隊・一等医

年賀、軍事郵便 日本
戦役紀年・戦利加農砲
ノ…

066 M39.2.15 山内俊一
和田岬陸軍検疫
所・看護卒

此絵葉書は同胞捕虜…
寄贈…

ドイツ Grufs aus Berlin

067 M39.3.10 S・O, □・S 生 香港 安着の証… 香港

068 M39.3.10 中村千代之助 軍医、大連 軍事郵便 日本
Opium shop、戦役陸軍
記念スタンプ

069 M39.5.1 久野正太郎 牛込区下宮比町
凱旋大観兵式の記念と
して…

日本 陸軍凱旋観兵式記念
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070 M39.7.6 日出？ HongKong 林市兵衛宛 香港

071 M39.8.28 奈良坂源
東州崎町、御留
守宅

ロセッタは恙なく帰着
…

日本
朝日新聞社満韓巡遊船
記念絵葉書

072 M39.10.21 加賀美照太郎 横須賀記念スタンプ 日本 軍艦薩摩進水紀年

073 M39.10.28 藤野 仙台 無事御奉務ヲ祝… 日本 FED Serie 145

074 M39.10.30 中村千代之助
第一関東陸軍病
院・二等軍医

奉祝賀在職 25 年 英国 Falls of the Ogwen

075 M39.12.3 小弟大□□□ 祝典の面影葉書… ドイツ Würzburg, Universität

076 M40.1.1 鈴木源三 軍艦日進、舞鶴 　 年賀 英国？

077 M40.1.1 三浦　実
陸軍二等軍医、
奉天

　 年賀 日本
奉天商品展覧会紀年ス
タンプ、教子成名

078 M40.3.28 多ケ谷勝美 ？
Kaumi. Schantung. 
C.H. 6071

079 M40.3.29 ボンボン生
独逸美女評の多数書き
込み

ドイツ 美人絵

080 M40.4.21 小川三之助ほか Würzburg 　 ドイツ 美人絵

081 M40.5.18 岡田鶴也 München ドイツ
München Kgl. 
Anatomie

082 M40.8.8 岡田鶴也 München 暑中見舞い ドイツ
Ausstellung München 
1908

083 M40.9.19 筒井弥一 横須賀海兵団 香港 Hongkong

084 M40.?.? 小川三之助 Berlin 投函なし ドイツ 美人絵

085 M41.1.1 長谷川基 Würzburg 年賀 ドイツ 新年用

086 M41.1.30 大北武彦 国内 英国 Aquarette, Regd. 6268

087 M41.2.3 長谷川基 Würzburg 小川三之助宛 ドイツ
Kgl.Residenz, 
Gartenseite

088 M41.2.21 加藤時也 Marburg ドイツ
Marburg a.L. 
Medizinische Klinik.

089 M41.3.25 岡田鶴也 マルセール港 フランス
Marseille. Bassin de 
Carenage

090 M41.4.6 なし 祇園？ 日本 夜桜

091 M41.4.8 岡田鶴也 München ドイツ
München.  
Universität

092 M41.4.21 岡田鶴也 ウルツブルグ ドイツ
Blick v.d. 
Schlossgartenterrasse.

093 M41.10.21 岡田鶴也 Giessen ドイツ
Giessen. Lahn mit 
Brücke

094 M42.1.1 三島愛之助 浦潮斯徳市 年賀 ロシア

095 M42.2.8 川村　健 コロンボ セイロン
Colombo. Hindoo 
Temple

096 M42.3.10 Kuzuya. T München ドイツ Wittelsbacher-Brunnen

097 M42.3.26 本人 筑前二日市 椎野に面会… 日本 筑前大宰府天満宮之本社

098 M42.3.31 川村　健 München ドイツ
München.
Karolinenplatz.

099 M42.4.9 熊谷幸之輔 シンガポール
シンガポー
ル

Singapore-Nativ Village

100 M42.6.6 熊谷幸之輔 Berlin
学校教務部高
橋宛

ドイツ
Kaiserin Auguste 
Victoria

101 M42.6.7 熊谷幸之輔 伯林 ドイツ 美人絵

102 M42.6.23 古賀英信 Berlin ドイツ
Berlin National-
Denkmal

103 M42.7.9 松野鉉吉 München ドイツ
Neue Königlliche 
Anatomie

104 M42.7.12 古賀英信 Berlin 暑中見舞い ドイツ
Kaiser Friedrich 
Museum mit Denkmal

105 M42.8.1 岡田鶴也 Giessen 暑中見舞い ドイツ
Giessen. Universitäts-
bibliothek
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106 M42.8.3 川村　健 Greifswald ドイツ Bierduell

107 M42.8.9 熊谷ほか Würzburg ドイツ Würzburg, Zellerstr. 7

108 M42.9.1 古賀英信 伯林 ドイツ
Der Kaiser m 
Gespraech mit Graf …

109 M42.11.1 熊谷幸之輔 Giessen ドイツ Partie a.d. Lahn

110 M42.11.2 多ケ谷勝美 伊豆・海軍大尉 日本 相州葉山村名島ノ逆浪

111 M42.12.26 古賀景勝 熊本市 ドイツ
Der neue Parseval-
Ballon

112 M43.1.1 岡田鶴也 Giessen 年賀 ドイツ 新年用、スケート

113 M43.4.12 楠　太 香港 香港
HongKong View of 
Peak….

114 M43.4.13 金　曽洵 香港 香港 Macao. Public Garden.

115 M43.4.16 熊谷、長谷川 Berlin ドイツ Königliches Schloss.

116 M43.4.27 高橋 コロンボ セイロン
Climbing a Cocoanut 
Palm.

117 M43.4.29 高橋ほか Ceylon セイロン Rhodiyas-Ceylon

118 M43.5.6 古賀英信 München ドイツ Neue Anatomie.

119 M43.5.7 岡田鶴也 Berlin ドイツ Brandenburger Tor.

120 M43.5.11 ？ ペナン 英領印度 Hindoo Temple

121 M43.5.12 高橋 スエズ エジプト
Oberlisque d’Heliopolis 
a’Matarieh.

122 M43.5.16 岡田鶴也 Berlin ドイツ
Eingang Zoolgischer 
Garten.

123 M43.5.25 ？ Strassburg ドイツ
Totalansicht vom 
Ballon

124 M43.5.27 楠　太 Berlin ドイツ
Dom mit 
Schlossfreiheit.

125 M43.6.11 高橋 Berlin ドイツ
Unter d. Linden. Neue 
Wache.

126 M43.7.15 古賀英信 München 暑中見舞い ドイツ Glyptotek

127 M43.7.26 神山□蔵 清国 清国 営口市街

128 M43.8.2 山崎英次 東京 浅草観音堂裏の噴水

129 M43.8.10 古賀英信 Strassburg ドイツ
Jungfraubahn-Station 
Eismeer

130 M43.9.8 華　景奭 上海 清国

131 M43.10.21 正　山稠 上海 日本
Garten and German 
Consulate Shanghai.

132 M43.11.9 山崎英次 東京 ？
T S N Serie 734 (6 
Dess.)

133 M43.12.30 椎野﨧太郎 基隆 日本 台湾生蕃美婦

134 M43.?.26 椎野﨧太郎 上海・平和丸 上海
Soochow Creek with 
General Hospital

135 M44.1.1 金　曽洵 Canton 年賀 日本 肖像写真

136 M44.1.1 西川蓼紅 京都 年賀 日本 猪

137 M44.1.1 野村高□ 2 学年級 年賀 日本 猪

138 M44.2.7 加藤時也ほか München ドイツ クリスマス

139 M44.4.5 椎野﨧太郎 祝賀会無事すみました 日本
小金井教授在職 25 年記
念祝賀会

140 M44.6.29 ？ 浅井猛郎宛 日本 封筒のみ

141 M44.10.5 ？ Freiburg 熊谷ほか宛 ドイツ Freiburg i.B.

142 M45.1.1 鄧　弁華 広東 年賀 英国 Miss Gabriele Ray

143 M45.1.1 范  紹洛
江蘇省立医学専
門学校

年賀 中華民国

144 M45.1.17 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景　Ser.118 No.2398

145 M45.3.8 椎野﨧太郎 Freiburg 着独後第 16 回通信 ドイツ 風景　Ser.119 No2405

146 M45.3.9 熊谷幸之輔 Frankfurt ドイツ Bismarck-Denkmal
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147 M45.3.27 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景 Ser.121 No.2438

148 M45.4.7 山田菅道 München ドイツ Neue Anatomie.

149 M45.5.30 ？ Klang 熊谷幸之輔宛 ドイツ 封筒のみ

150 M45.5.31 坂井生ほか Wien ドイツ Wien. Universität

151 M45.6.1 浅井ほか Zürich スイス Utoquai

152 M45.6.16 坂井精一、椎野 Frankfurt ドイツ 教会行列

153 M45.6.23 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 研究室一行

154 M45.6.29 筒井弥一 佐世保海兵団 英国
HongKong, Signal  
Station

155 M45.7.3 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ Haus im Tal

156 M45.7.6 椎野、浅井 Freiburg ドイツ
Kaiserstrasse mit 
Martinstor

157 M45.7.7 椎野﨧太郎 St.Peter ドイツ Gasthaus zum Keuz

158 M45.7.19 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景、Serie 722.1-4

159 M45.7.24 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景、Serie 723.1-4

160 M?.8.4 本多高延 医専第４季年生 暑中見舞い 日本 岩礁

161 T1.7.31 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景、Serie 723.1-4

162 T1.8.4 椎野﨧太郎 Würzburg ドイツ
Ludwigsbrucke mit 
Kappele

163 T1.8.7 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景、Serie 723.1-4

164 T1.8.9 椎野﨧太郎 Feldberg ドイツ
Fruhnmorgens im 
Schwarzwald

165 T1.8.10 久野正太郎 東京 暑中見舞い ドイツ
Winterlandschaften 
No.1205

166 T1.8.16 浅井ほか Würzburg ドイツ
Hafenpartie mit neuem 
Zollgebaude …

167 T1.8.20 椎野﨧太郎 Frankfurt ドイツ 風景、Serie 723.1-4

168 T1.8.21 椎野﨧太郎 Frankfurt ドイツ Sachsenhausen

169 T1.8.24 椎野﨧太郎 Cöln ドイツ
Dom mit Neuer Brucke 
von Deutz aus.

170 T1.9.3 椎野﨧太郎 Freiburg 日本 Nr.2508

171 T1.9.23 椎野﨧太郎 ユングラウ ドイツ Eiger und Monch

172 T1.9.24 椎野﨧太郎 Luzern ドイツ Luzern und die Rigi.

173 T1.9.26 椎野﨧太郎 Lindau ドイツ vom Hoyerberg

174 T1.9.26 椎野﨧太郎 Würzburg ドイツ Hafenpartie …

175 T1.9.26 椎野﨧太郎 Innsbruck ドイツ nach Suden

176 T1.10.1 加藤時也 Marburg ドイツ Gruss aus Hessen

177 T1.10.5 浅井ほか München ドイツ
Marienplatz m. 
Rathaus, Mariensaule 
u. Fishbrunnen.

178 T1.10.10 浅井、鈴木文太郎 Niederwald ドイツ
National-Denkmal auf 
dem Niederwald

179 T1.10.10 椎野﨧太郎 Innsbruck ドイツ
Hungerburgbahn mit 
Innsbruck

180 T1.10.12 椎野﨧太郎 Innsbruck ドイツ von der Iglser Strasse.

181 T1.10.24 浅井　猛 Würzburg ドイツ Adalberokirche

182 T1.11.3 浅井　猛 Würzburg ドイツ
Kgl. Universität. Zoolg.
Institut.

183 T1.11.7 椎野﨧太郎 Innsbruck ドイツ K.k. Hofburg

184 T1.11.11 椎野﨧太郎 Innsbruck 年賀 ドイツ
Drahtseibahn auf die 
Hungerburg

185 T1.11.18 椎野﨧太郎 Innsbruck ドイツ
Innbrucke mit dem 
rechten Innufer

186 T1.12.11 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 自家製写真

187 T1.12.14 椎野ほか ドイツ
Alpengasthaus,Rausen
brunnen
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188 T1.12.15 中村　豊 Basel ドイツ
Eiskegel auf dem 
Morteratschgletscher

189 T1.12.15 増本茂平 Singapore 年賀欠礼 マレイ

190 T2.1.1 久保　武 満州・奉天 年賀 満日社 奉天満州医学院病室

191 T2.1.1 椎野﨧太郎 Wien  ドイツ Universitaet

192 T2.1.6 増本茂平 Singapore 教務係宛 マレイ

193 T2.1.11 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ 風景、Ser.118 No.2401

194 T2.1.15 浅井　猛 Würzburg 　 ドイツ 小包送り状？

195 T2.1.16 ［浅井　猛］ Würzburg ドイツ Die Steinburg

196 T2.1.21 椎野﨧太郎 Wien ドイツ Prater-Hauptallee

197 T2.2.3 椎野﨧太郎 Wien ドイツ Prater-Hauptallee

198 T2.2.8 椎野﨧太郎 Wien ドイツ Stephanskirche

199 T2.2.10 森田資孝 Wien ドイツ Tegetthof-Monument

200 T2.2.12 椎野﨧太郎 Breslau ドイツ
Kaiser-Wirhelm-
Dekmal

201 T2.2.22 椎野﨧太郎 Königsberg ドイツ Stadthalle

202 T2.2.23 椎野ほか Rauschen ドイツ Bei der Atandhalle

203 T2.3.12 椎野﨧太郎 Königsberg ドイツ Hafenpartie

204 T2.3.29 椎野﨧太郎 Königsberg ドイツ Loueisenwahlpartie

205 T2.4.4 椎野﨧太郎 Königsberg ドイツ Serie1906

206 T2.4.9 ［浅井　猛］ Würzburg ドイツ
Universitäts-
Collegienhaus

207 T2.4.10 椎野﨧太郎 Stettin ドイツ
Am 
Dampfschiffsbollwerk

208 T2.4.11 森田資孝 Wien ドイツ 美人絵

209 T2.4.25 多ケ谷勝美 清津 日本
北朝鮮鏡城風景３、南
門外の景

210 T2.5.17 浅井　猛 Berlin ドイツ
Konigl. Schloss mit 
Lustgarten.

211 T2.5.21 森田資孝 Königsberg ドイツ 森の決闘？

212 T2.5.26 椎野﨧太郎 Berlin ドイツ
Schwarzwalder 
Bauern.

213 T2.6.3 森田資孝 Königsberg ドイツ Musee du Luxemburg

214 T2.6.10 久野　寧 HongKong
病院・深見氏
宛

ドイツ East Point

215 T2.6.17 椎野﨧太郎 Königsberg ドイツ
Kunstberlag Leo 
Stainer

216 T2.7.7 藤森敬二郎 京城 日本 （朝鮮風俗）郡主の外出

217 T2.7.7 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ Tischgebet

218 T2.7.13 浅井　猛 Würzburg ドイツ
Kgl. Universität. 
Zoolog.-Institut.

219 T2.7.16 久野　寧 Berlin ドイツ
Zoolfischer Garten.
Haupteingang

220 T2.7.17 久野　寧 Berlin ドイツ Ausfahrt des Kaisers.

221 T2.7.22 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ Schwarzwalder Kueche

222 T2.8.3 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ Tischgebet

223 T2.8.12 久野正太郎 東京 ドイツ Winterlandschaften

224 T2.8.14 森田資孝 Königsberg ドイツ K.k.Prater

225 T2.9.1 椎野﨧太郎 Freiburg ドイツ W.Hasemann 美人画

226 T2.9.4 椎野﨧太郎 Freiburg 投函なし ドイツ
Aus dem Tiroler Land. 
No.853

227 T2.9.4 椎野﨧太郎 Freiburg 投函なし ドイツ
Aus dem Tiroler Land. 
No.853

228 T2.9.9 黒田、福生 香港 英国
Finger nails of a high 
class chinese.

229 T2.9.16 福生、黒田 Singapore 海峡植民地 Ospland road.
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230 T2.9.17 椎野﨧太郎  投函なし ドイツ Schwarzwald,Hollsteig

231 T2.9.24 福生祐郎 Colombo セイロン Tamil silversmith

232 T2.9.25 福生、黒田 Colombo セイロン
A temple Elephant, 
Ceylon

233 T2.10.8 福生祐郎 カイロ エジプト 風俗画

234 T2.10.9 森田資孝 Wien ドイツ Bei der Prufung

235 T2.10.14 黒田三樹三郎 Marseille フランス
Un coin du Vieux-Prt et 
Vierge …

236 T2.10.19 椎野﨧太郎 Innsbruck ドイツ Sillfall mit Berg Isel.

237 T2.10.27 福生祐郎 München ドイツ Ari Series 6095

238 T2.10.29 椎野﨧太郎 Moscou ロシア
Kremlin, La reine des 
cloches.

239 T2.11.2 椎野﨧太郎 シベリア車中 ロシア Omsk. Pont sur I’Om.

240 T2.11.6 椎野﨧太郎 ハルピン ロシア
Chemin de fer de 
Trans-Baikal.

241 T2.11.10 森田資孝 Wien ドイツ Kaiser Franz Josef I

242 T2.11.10 浅井　猛 Würzburg ドイツ von der Sieboldshohe

243 T2.12.10 森田資孝 Wien ドイツ Schonbrunn

244 T2.12.26 椎野﨧太郎 Vorarlberg? ドイツ Brand, Kanzelkopf.

245 T3.1.1 石川喜直 北京 年賀 日本

246 T3.1.1 仙田半助
名古屋書画骨董
商

年賀 日本

247 T3.1.1 中村　豊 Basel 投函なし ドイツ Rathaus

248 T3.1.1 中村　豊 Basel 投函なし ドイツ Frohliche Weihnachten

249 T3.1.1 柊家旅館 京都 年賀 日本 京都祭案内

250 T3.1.10 河野
耶馬溪羅漢寺登山記念
スタンプ

日本 山門及石橋

251 T3.3.30 浅井　猛 Würzburg ドイツ 美人絵

252 T3.5.3 浅井　猛？ München 中野定孝宛 日本

253 T3.5.3 森田資孝 Wien ドイツ Alpenflore

254 T3.5.16 椎野﨧太郎 Berlin ドイツ
Siegessaule u. 
Reichstaffbaude

255 T3.5.30 浅井　猛 Würzburg ドイツ Total vom Kappele

256 T3.6.3 久野　寧 Singapore ドイツ Kuala Lumpur

257 T3.6.13 筒井弥一
海軍軍楽隊派遣
所

ドイツ Sunny Australia

258 T3.7.3 Kauson K  ? Würzburg ドイツ Holzthok

259 T3.7.8 大串ほか München ドイツ Sendlingertor

260 T3.7.12 浅井　猛 Würzburg 投函なし ドイツ Total vom Käppele.

261 T3.8.3 Tamakoshi R Berlin ドイツ Brandenburgetor

262 T3.8.3 小島驎三 朝鮮総督府病院 日本 京城景福宮集玉斉

263 T3.8.6 森田資孝 London 熊谷ほか 英国 The Albert Hall

264 T3.8.28 浅井　猛 Würzburg Bayern 絵・生物

265 T3.9.4 森田資孝 Wien ドイツ 農家

266 T3.9.4 黒田三樹三郎 上海 英国 Bubbling Well Road

267 T3.9.11 筒井弥一
陸軍軍楽隊派遣
所

日本 356/V

268 T3.10.4 椎野﨧太郎 奉天 日本
現代的な満鉄公所（内
部）

269 T3.?.? 椎野﨧太郎 奉天 日本
奉天城小西辺門と其附
近

270 T4.1.1 王　東斗 宮前町 年賀 日本 兎

271 T4.1.1 金　曽洵ほか 広東 香港
French Post Office in 
Shameen

272 T4.1.1 村瀬九郎 New York 米国
Lower Manhattan from 
Brocklyn Bridge Tower
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273 T4.3.7 森田資孝 Wien ドイツ 少女

274 T4.4.15 田代秋太郎 Leipzig ドイツ
Dir Deutsche Furchten 
Gott,…

275 T4.5.15 Shikinami T Würzburg ドイツ
Horsaal der kgl.
Anatomie

276 T4.7.1 多ケ谷勝美 青島軍艦松江 軍事郵便 日本 舞踊　No.2412

277 T4.8.20 奈良坂源二 安房中学校 日本 鎌倉由比ガ浜の夕照

278 T4.9.8 福生祐郎 上海 支那 Chinese Doctor

279 T4.10.18 奈良坂源二 品川体操学校 日本 農村風景

280 T4.12.9 秋山轍輔 上野公園式場 日本 大礼記念・太平楽之図

281 T4.12.15 奈良坂源二 品川体操学校 日本
御即位大礼図・太平楽、
万歳楽、五節舞

282 T6.1.1 朱　笏雲 上海 年賀 中華民国

283 T6.1.1 三島愛之助 浦潮斯徳市 年賀 ロシア

284 T6.7.10 奈良坂源二 四日市 日本 絵・海

285 T7.1.1 三島愛之助 浦潮斯徳市 ロシア

286 T7.5.9 ？ Zürich 北林宛
裏に奈良坂筆で「欧州
戦乱当時検閲後当局ノ
封緘ヲ施コセル者」

日本 封筒のみ

287 T7.7.20 多ケ谷勝美 日本 谷風進水記念

288 T7.12.31 ？ Singapore 日本 封筒のみ

289 T8.1.1 伊藤鍬太郎
第四野戦病院軍
医

年賀 日本

290 T8.1.1 後藤鐐技 第３師団軍医部 軍事郵便 日本 侵攻地略図

291 T8.1.1 三輪孫三郎
西シベリア・第
一野戦病院

年賀、軍事郵便 日本

292 T8.3.14 ？ Zürich 北林宛 日本

293 T8.7.14 本人 修善寺 日本 波頭

294 T8.12.14 ？ Zürich 北林宛 日本 封筒のみ

295 T9.8.10 川村　健 München ドイツ Tirol

296 T9.9.7 山岡弘高 東京本郷
源一郎、みつ
子宛

日本 風景・水車

297 T10.4.10 山岡弘高 神戸港
源一郎、みつ
子宛

日本 天洋丸

298 T10.8.16 多ケ谷勝美 旅順 日本
To transport hemp in 
mountain Dauao

299 T10.8.28 本人 奉天・椎野方
奈良坂みつ子
宛

日本

300 T10.9.11 本人 京城
奈良坂みつ子
宛

英国？ Fire in the forest

301 T15.7.19 ？ Philadelphia 奈良坂宛
Biological Abstracts
の封筒

日本 封筒のみ

302 S3.4.20 筒井弥一 東京 英国 Coronation 1911

303 S4.7.20 青山英太郎 松本市 日本 木曾・寝覚之床大観

304 S5.6.10 小倉金作 日本 新潟白山神社

305 ? 浅井　猛？ Würzburg 投函なし ドイツ Kappele

306 ? 池上馨一 北京 年賀 中華民国

307 ? 石黒順二
漢口・軍艦伏見・
海軍大軍医

年賀 日本 Hankow-The Han River

308 ? 高橋豊三郎 塩原 日本 野州塩原温泉・七ツ岩

309 ? 多ケ谷勝美 江田島 日本 Togo,Kuroki 等写真

310 ? 陳　昌道 広州楊仁南同 年賀 中華民国

311 ? 筒井弥一 東京 英国 Venice

312 ? 西川蓼紅 京都・祇園 年賀 日本 兎

313 ? 則武鉞二
大連・陸軍二等
軍医

年賀、軍事郵便 日本
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314 ? 広瀬亭治郎
遼東遼陽兵站病
院

軍事郵便 日本 各宮妃殿下包帯御調製

315 ? 三浦　実
衛生後備員陸軍
三等軍医

軍事郵便 日本 陸軍恤兵部、協同一致

316 ? 室賀長蔵 横浜市 年賀 日本 Empress of Asia

317 ? 椎野﨧太郎？ 投函なし ドイツ
風景写真、Ser.119 
No.2411

318 ? 椎野﨧太郎？ 投函なし ドイツ
風景写真、Ser.119 
No.2410

319 ?.1.1 飯野正？ 平壌同仁寮院 年賀 韓国
官妓、平壌脇坂商店発
行

320 ?.1.1 鈴木源三
軍艦八雲・海軍
少尉

年賀、軍事郵便 日本

321 ?.1.1 鳥谷？ 韓国 高橋傳吾宛 年賀 大韓帝国

322 ?.10.23 鄧　弁華 広東・城西関 香港 Part of Chinese Garden

323 ?.11.8 敏男 笹島・？町 日本
名古屋市公会堂・大集
会室

324 ?.12.17 小田切錫 京都 日本 大典記念・高御座之図

325 ?.2.5 瀬木せき 名古屋 日本
静岡名勝・瓜島ヨリ望
メル富士

326 ?.3.2 筒井弥一 横須賀海兵団 海峡植民地 Singapore. Collyer Qual

327 ?.4.17 K ? Frl.Peshvogel 日本 美人絵

328 ?.6.20 金子文治郎 七間町 2-84 　 日本
万国郵便連合加盟 25 年
奉祝典紀年、山陽道汽
車…

329 ?.6.20 野崎兼清 東撞木町 発行当日の記念… 日本
万国郵便連合加盟 25 季
奉祝典紀年、加盟当時
の駅逓局

330 ?.6.27 坪井 在墺 投函なし ドイツ
Rolandseck, 
Nonnenwerth und 
Siebengebirge

331 ?.7.24 本人
東京上野・旅館
福仙

日本 美人絵

332 ?.7.29 鈴一郎 名古屋 日本 日本八景・上高地渓谷

333 ?.8.13 高橋経本 東京 日本 Serie Klio Dessin 10

334 ?.8.13 宮田源八 営口・軍艦沖島 天津
Tientsin, Ideal 
Lichtdruck

335 ?.8.26 早川勝郎 青島・新町分院 青島 青島陸軍法院

336 投函なし 浅井　猛 Würzburg ドイツ Juliusspital Pavillon

337 絵葉書帳 日本

338 M42.6.10 熊谷幸之輔 Berlin 助手御中 ドイツ
Unter den Lunden, 
Neue Wache

339 M43.3.15 熊谷幸之輔 Berlin ドイツ
Lustgarten mit Konigl. 
Schloss

340 M43.4.14 熊谷幸之輔 Berlin ドイツ
Königgratzer Strasse u. 
Anhalter Bahnhof

341 M43.4.28 熊谷幸之輔 Napoli イタリア
Panorama da S. 
Martino

*1 通信日を原則に、不明のものは現地受付日や名古屋配達日等の年月日。
*2 名前のみしか記入がない場合やローマ字表記等は、分かる範囲で同一姓名に統一。
*3 奈良坂源一郎ひとりが宛名になっている場合はブランクにしてある。宛名が奈良坂を含む連名の場合には「奈良坂・

熊谷」などとして示す。奈良坂以外の氏名が単記ないし連記されているのは、奈良坂がその宛名人（受取人）から当
該の葉書を譲り受けたことを示す。
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001 袋
明治四十年六月十七日紀年
絵葉書

台湾総督府 M40.6.17

002 記念
［台湾総督府始政十二回紀
年］

台湾総督府 M40.6.17 歴代民生局長官肖像 彩色 ［台南］記念スタンプ

003 記念
［台湾総督府始政十二回紀
年］

台湾総督府 M40.6.17 歴代総督肖像 彩色 ［台南］記念スタンプ

004 記念 ［日英博覧会記念］ 逓信省 ［M43.5.14］ 彩色
記念スタンプ、切手あ
り

005 袋 「米国艦隊歓迎紀年絵葉書」［逓信省］ ［M41.10.17］ 彩色

006 記念 ［米国艦隊］歓迎 逓信省 ［M41.10.17］ 彩色
記念スタンプ、切手あ
り

007 記念 ［即位大礼馬車パレード］ 白黒

008 袋 水記念（於野間） 愛知県明倫中学校 T15 年度

009 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 全体写真 白黒

010 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 到着写真？ 白黒

011 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 甲 白黒

012 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 乙 白黒

013 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 丙 白黒

014 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 丁 白黒

015 記念 愛知県明倫中学校 水紀年 愛知県明倫中学校 T15 年度 職員 白黒

016 記念 皇太子殿下韓国行啓紀年 京城大和商会 M40.10.20 彩色 記念スタンプ、切手

017 記念 皇太子殿下御帰朝記念 朝陽会 T10.9.3 彩色
名古屋印記念スタン
プ、切手

018 記念 皇太子殿下御台臨紀年 M43 愛知医学専門学校 白黒

019 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 大嘗祭 彩色

020 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］
御大礼当日建礼門の
威儀

彩色

021 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 万歳楽装束 彩色

022 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 太平楽装束 彩色

023 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］
聖上陛下宮城御発輦
と・・・

彩色

024 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 即位鈴威儀束帯 彩色

025 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 御大典御用具 彩色

026 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］
高御蔵の内部陛下の
御座中央は…

彩色

027 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 五節舞装束 彩色

028 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］ 五節舞 彩色

029 記念 御即位式御儀 Taiseido ［S3］
伊勢大廟ご報告を終
らせられ・・・

彩色

030 袋 御大礼記念 広尾松栄堂 S3.11 彩色
第 2 巻、10 月 25 日再
版、定価 30 銭

031 記念 御大礼記念 広尾松栄堂 S3.11 御門衛士之図 彩色
切手、「京都」のスタ
ンプ有り

032 記念 御大礼記念 広尾松栄堂 S3.11 御用材搬入之図 彩色
切手、「京都」のスタ
ンプ有り

033 記念 御大礼記念 安田銀行 S3.12.13 五節の舞 彩色
切手、「東京」のスタ
ンプ有り

034 記念 御大礼記念 安田銀行 S3.12.13 高御座 彩色
切手、「東京」のスタ
ンプ有り

035 記念
御大礼東京市奉祝会行幸啓
記念

［S3］ 上野公園奉迎塔・・・ 彩色

036 記念
御大礼東京市奉祝会行幸啓
記念

［S3］
上野公園奉祝会式場
御台臨の・・・

彩色

037 袋 御大礼東京市奉祝記念 Sekaido S3.12.13
御大礼東京市祝賀会
記念

彩色
4 枚壱組、記念スタン
プー用、袋の一部？

〈05絵葉書類〉
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038 記念 御大礼東京市奉祝記念 Sekaido S3.12.13 上野公園前奉祝塔 白黒
切手、「東京」のスタ
ンプ有り

039 記念 御大礼東京市奉祝記念 Sekaido S3.12.13
上野公園奉祝会場全
景

白黒
切手、「東京」のスタ
ンプ有り

040 記念 御大礼東京市奉祝記念 Sekaido S3.12.13 宮城前馬場先奉祝門 白黒
切手、「東京」のスタ
ンプ有り

041 記念 御大礼東京市奉祝記念 Sekaido S3.12.13 ［パレード］ 白黒
切手、「東京」のスタ
ンプ有り

042 記念 御大礼東京市奉祝記念 ［S3］ 彩色
大礼東京市奉祝紀年ス
タンプ、切手

043 切手 大礼記念 ［S3.11.10］ 　
切手、「宮城矢本」等
のスタンプ

044 切手 大礼記念 ［S3.11.10］ 　
切手、「宮城矢本」等
のスタンプ

045 袋 神宮式年遷宮記念絵葉書 逓信省 S4.10.2 一部

046 記念 神宮式年御遷宮紀年 逓信省 S4.10.2
皇大神宮、豊受大神
宮（鳥居）写真

彩色

047 記念 神宮式年御遷宮紀年 逓信省 S4.10.2
皇大神宮、豊受大神
宮写真

彩色
「山田」紀年スタンプ、
切手

048 記念 神宮式年御遷宮紀年 逓信省 ［M42.10.20］
皇大神宮、豊受大神
宮絵

彩色
「五十鈴川」紀年スタ
ンプ、切手

049 記念 第壱回国勢調査 臨時国勢調査局 T9.10.1 彩色 記念スタンプ、切手

050 記念 第一回国勢調査記念 T9.10.1 時計等の絵 彩色 記念スタンプ、切手

051 記念 第一回国勢調査記念 T9.10.1
天皇、日本のイラス
ト

彩色 記念スタンプ、切手

052 記念 大礼記念 逓信省 ［T4.11.10］
承明門ヨリ紫寝殿ノ
儀ヲ望ム図

彩色

053 記念 大礼記念 逓信省 ［S3.11.10］ 五節舞之図 彩色

054 記念 大礼記念 逓信省 ［S3.11.10］
即位礼紫寝殿御式場
之図

彩色
切手、「名古屋」のス
タンプ有り

055 記念 大礼記念 逓信省 ［T4.11.10］ 太平楽之図 彩色
切手、「名古屋」のス
タンプ有り

056 袋
明治三七八年戦役陸軍凱旋
観兵式紀年絵葉書（乙之部）

逓信省 ［M39.4.29］ 売価金十銭

057 記念 台湾総督府始政十年紀年 台湾総督府
台湾総督府官邸ト台
湾総督児玉男爵

彩色

058 記念 台湾総督府始政十年紀年 台湾総督府 台湾神社 彩色

059 記念 東宮殿下行啓紀年 児童新聞社 彩色
陸軍特別大演習の記念
スタンプ

060 記念 東宮殿下北海道行啓紀年 横浜トンボヤ 北海道庁ほか 彩色 記念スタンプ、切手

061 記念 東宮殿下北海道行啓紀年 横浜トンボヤ 皇太子旗ほか 彩色 記念スタンプ、切手

062 記念 名古屋汎太平洋平和博覧会 同事務局 ［S12］ 名古屋城 白黒
名古屋汎太平洋平和博
覧会のスタンプ

063 記念 名古屋汎太平洋平和博覧会 同事務局 ［S12］ 名古屋港 白黒
名古屋汎太平洋平和博
覧会のスタンプ

064 記念 名古屋汎太平洋平和博覧会 同事務局 ［S12］ 熱田神宮 白黒
名古屋汎太平洋平和博
覧会のスタンプ

065 記念 名古屋汎太平洋平和博覧会 同事務局 ［S12］ 鶴舞公園 白黒
名古屋汎太平洋平和博
覧会のスタンプ

066 記念
明治三十七八年戦役陸軍凱
旋観兵式紀年

逓信省 ［M37.9.5］
第一軍司令部渡靉河
ほか

彩色
「名古屋」記念スタン
プ、切手あり

067 記念
明治三十七八年戦役陸軍凱
旋観兵式紀年

逓信省 ［M39.4.29］ Yamagata ほか諸将 彩色
「名古屋」記念スタン
プ、切手あり

068 記念
明治三十七八年戦役陸軍凱
旋観兵式紀年

逓信省 ［M39.4.29］ Yamagata ほか諸将 彩色

069 記念
明治三十七八年戦役陸軍凱
旋観兵式紀年

逓信省 ［M38.2.11］
旅順口ニ於ケル工
兵・・・ほか

彩色
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070 記念
明治三十七八年戦役陸軍凱
旋観兵式紀年

逓信省 ［M37.12.25］ 我巡洋艦ノ陸上砲撃 彩色

071 記念 陸軍特別大演習記念 今川橘青雲堂 ［T2］ 「天皇軍服像」 彩色
大正二年陸軍特別大演
習紀年スタンプ、切手

072 記念 陸軍特別大演習記念 盛華堂 ［T2］
大正二年秋季陸軍特
別大演習紀年

彩色 記念スタンプ、切手

073 記念 陸軍特別大演習記念 盛華堂 ［T2］ 皇居二重橋ほか 彩色 記念スタンプ

074 記念 陸軍特別大演習記念 名古屋市 T2.11 名古屋城 彩色 切手欄に鯱

075 記念 御即位式御大礼記念 山口青旭堂 ［S3］ 紫寝殿の御儀 彩色 記念スタンプ、切手

076 記念 御大典記念 Taiseido ［S3］
賢所御発羽車宮城御
発輦　

彩色

077 記念 平和記念東京博覧会 T11 満蒙館 彩色 記念スタンプあり

078 記念 ［神宮式年御遷宮紀年］ 逓信省 S4.10 遷御御儀式 画

079 記念 ［神宮式年御遷宮紀年］ ［逓信省］ ［S4.10］ 五節舞 彩色

080 記念
故桜井博士胸像除幕
式記念

白黒

081 災害 浅草区ノ大火災 M44.4.9
吉原遊郭及附近全滅
の惨状

白黒 炎上中の群衆

082 災害 浅草区ノ大火災 M44.4.9
吉原遊郭及附近全滅
の惨状

白黒 屋根及び通りの群衆

083 災害 浅草区ノ大火災 M44.4.9 新吉原大門之実況 白黒

084 災害 浅草区ノ大火災 M44.4.9
猛火ニ包マレ消失シ
タル蒸気ポンプ

白黒

085 整理ケース 帝都震災実況
「壱萬円貯蓄法」ケー
スに標題

086 袋 越前大野町大積雪 手作り袋

087 災害 越前大野町大積雪 ［除雪作業風景１］ 白黒

088 災害 越前大野町大積雪 ［除雪作業風景２］ 白黒

089 災害 越前大野町大積雪 ［除雪作業風景３］ 白黒

090 災害 越前大野町大積雪 ［大雪景観１］ 白黒

091 災害 越前大野町大積雪 ［大雪景観２］ 白黒

092 災害 越前大野町大積雪 ［大雪景観３］ 白黒

093 袋 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
未曾有大悲惨事（第
一報）

白黒
写真中の表記を下部に
印字

094 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 人形町通り 白黒

095 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
焼け残る松坂屋呉服
店の入口

白黒

096 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
日本橋より三越呉服
店の残骸を見る

白黒

097 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 十二階附近 白黒

098 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 銀座通 白黒

099 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 宮城前の避難民 白黒

100 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
日暮里駅の避難民殺
到

白黒

101 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 星製薬会社附近 白黒

102 袋 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
未曾有大悲惨事（第
二報）

白黒
下部は東京市大震災惨
状実況

103 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
火災中ノ警視庁ト帝
劇

白黒

104 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 新築中ノ政友会・・・ 白黒

105 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 浅草公園ノ焼跡 白黒

106 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 本所附近の焼跡 白黒

107 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 猛火ヲ吐ク東京電燈 白黒

108 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 浅草仲店之残焼 白黒

109 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 銀座通りの焼跡 白黒

110 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 上野広小路 白黒
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111 袋 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
未曾有大悲惨事（第
三報）

白黒 　

112 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 日本橋の倒壊家屋 白黒

113 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
倒壊シタル内外ビル
ディングト・・・

白黒

114 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 三越附近の焼跡 白黒

115 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
上野山上から見た下
谷浅草方面

白黒

116 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
第一生命ト星製薬附
近

白黒

117 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
万世橋停車場前ノ惨
状

白黒

118 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
東京駅ヨリ有楽町方
面ヲ望ム

白黒

119 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
上野山上ヨリ下谷及
神田方面

白黒

120 袋 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
未曾有大悲惨事（第
四報）

白黒 　

121 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
烏森停車場ヨリ芝口
方面ヲ望ム

白黒

122 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
二重橋前ノ大亀裂ほ
か

白黒

123 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
両国橋ヨリ柳橋附近
ヲ望ム・・・

白黒

124 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
上部白煙ニ蔽ハレタ
ル宮城・・・

白黒

125 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
芝増上寺前ノ避難所
ニ消防隊・・・

白黒

126 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
本所区両国国技館附
近

白黒

127 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1
浅草御国座附近ヨリ
雷門方面・・・

白黒

128 災害 帝都震災実況 菊花堂 T12.9.1 ［消失区域図面］ 白黒

129 災害 帝都震災実況 T12.9.1 日本橋丸善 白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

130 災害 帝都震災実況 T12.9.1
上野公園ヨリ浅草方
面

白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

131 災害 帝都震災実況 T12.9.1 丸の内ノ亀裂 白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

132 災害 帝都震災実況 T12.9.1
木挽町ヨリ逓信省方
面

白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

133 災害 帝都震災実況 T12.9.1
今川橋ヨリ日本橋方
面

白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

134 災害 帝都震災実況 T12.9.1 焼ケ落チタル神田橋 白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

135 災害 帝都震災実況 T12.9.1
新場橋ヨリ中橋附近
ヲ望ム

白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

136 災害 帝都震災実況 T12.9.1
神田ヨリ三越呉服店
ヲ望ム

白黒
〈郵便はがき〉表示な
し

137 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 米町通り 白黒

138 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 本町通り 白黒

139 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 呉服町通り 白黒

140 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 駅前通り 白黒

141 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 城の端通り 白黒

142 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 松本通り 白黒

143 災害 福井市未曾有の大雪 アスハ館 神明町通り 白黒

144 美術 仏蘭西現代美術大展覧会 大阪朝日新聞社
ヴュイヤール・書き
物をする女

彩色
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145 美術
文部省第十一回美術展覧会
出品

美術工芸会
四季花鳥、荒木十畝
氏筆

彩色

146 美術
文部省第十二回美術展覧会
出品

審美書院
落合村、三宅克巳氏
筆

彩色

147 美術 Stengel
Schlummernde 
venus

彩色 Dresden

148 美術 Stengel
Die bussende 
Magdalena

彩色 Dresden

149 美術 寸美会 缶章？画、山水 彩色

150 美術 東京・上方屋 横山？画、鶯 彩色

151 美術 東京・松声堂 田邨画、山水 彩色

152 美術 東京・松声堂
菊畝画、松上のカケ
ス

彩色

153 美術 法曹会 本会談話室 白黒 小杉放庵画

154 美術 法曹会 上杉禅正庭石 白黒 小杉放庵画

155 美術 松声堂 蜜柑 彩色

156 美術 泰文社
今尾景年筆・老松群
鳥

白黒

157 美術 月と　？ 彩色

158 美術 ?　と蝶　 彩色

159 美術 朝顔　？ 彩色

160 美術 雪の万両　？ 彩色

161 美術 図案・蝶 彩色

162 美術 山門　？ 彩色

163 美術 名和昆虫研 タテハモドキ 彩色

164 美術 名和昆虫研 マダラシロテフ 彩色

165 美術 ［酉 1］ 彩色

166 美術 ［酉２］ 彩色

167 美術 春挙画［雪景］ 白黒

168 美術
G. Romin:
Lootsenboot.

彩色 Gem.415

169 美術 ［絵：出エジプト？］ 彩色 Ser.318

170 美術
Bruges. Le 
minnewater.

彩色

171 美術
寒む空（東京写真研
究会第五回展覧会三
等賞）

白黒

172 美術
夜の光（寺川良輝氏
作・二等）

白黒
「郵便はがき」表示な
し

173 美人 ［芸子］ 京都朝日堂 ［楼上の芸子たち］ 彩色

174 美人 ［芸子］ 京都朝日堂 ［舟上の芸子たち］ 彩色

175 美人 ［芸子］ 京都朝日堂 ［河畔の芸子たち］ 彩色

176 美人 ［芸子］ 京都朝日堂 ［庭園の芸子たち］ 彩色

177 美人 ［芸子］ 東京・青雲堂 ［芸子］ 彩色

178 美人 ［芸子］ ［芸子］ 白黒

179 美人 ［正月］ 東京・松声堂 ［墨をする］ 彩色

180 美人 ［正月］ 東京・松声堂 ［火鉢を囲む］ 彩色

181 美人 ［正月］ 東京・松声堂 ［鏡に後姿を］ 彩色

182 美人 ［正月］ 年賀、「英信」印 彩色

183 美人 小川一真出版部 ［燭台？を持つ乙女］ 白黒

184 美人 ［菊を持つ］ 彩色

185 美人 ［ドイツの少女？］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

186 風景 自然美の内 夕潮 彩色
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187 風景 Carl Zeiss
Optische u. 
mechanische Werke 
Carl Zeiss

白黒
Jena 1912, エッチン
グ

188 風景 Sekaido ［山岳スキー？］ 彩色 1 銭 5 厘切手あり

189 風景 Y.Tamaki ［池上のボート］ 白黒

190 風景 Y.Tamaki ［水上の樹林］ 白黒

191 風景 Y.Torii ［風景 1］ 白黒

192 風景 成錦堂
淡路洲本市全景　其
一、二

白黒 二つ折り

193 風景 写真工芸社 ［旅姿？］ 彩色

194 風景 長尾小間物店
日本アルプス硫黄ヶ
岳噴煙ノ光景

彩色

195 風景 浪華屋 ［岩礁 1］ 彩色

196 風景 自然美 97・河端の夜雨 彩色

197 風景 ［湖畔の漁］ 彩色

198 風景 ［樹氷］ 彩色
Photochromie Sr.119 
No.2403 

199 風景 ［雪の湖沼？］ 彩色
Photochromie Sr.119 
No.2406、裏に「パッ
ク毎々有難う…」

200 風景 ［雪の農家？］ 彩色
Photochromie Sr.119 
No.2404

201 風景 スキーの妙技 彩色

202 風景 比叡山頂の月 白黒

203 風景 ［牧場？］ 彩色

204 風景 ［風景・紅葉］ 彩色

205 風景 ［風景・樹間］ 彩色

206 風景 ［風景・刈入れ］ 彩色

207 風景 ［農家・残雪］ 彩色
Photochromie Sr.119 
No.2407

208 風景 ［雪原］ 彩色
Photochromie Sr.119 
No.2 402

209 風景 ［雪の清流］ 彩色
Photochromie Sr.119 
No.2 414

210 風景 ［湖 1］ 彩色 スイス製、Ser.128

211 風景 ［湖 2］ 彩色 スイス製、Ser.128

212 風景 ［帰路 1］ 彩色

213 風景 ［帰路 2］ 彩色

214 風景 ［川漁師？］ 彩色

215 風景 ［紅葉 1］ 彩色

216 風景 ［紅葉 2］ 彩色

217 風景 ［紅葉 3］ 彩色

218 風景 ［紅葉 4］ 彩色

219 風景 ［紅葉 5］ 彩色

220 風景 ［紅葉 6］ 彩色

221 風景 ［湖畔の漁］ 彩色

222 風景 ［渡し？］ 彩色

223 風景 ［収穫の帰路？］ 白黒

224 風景 ［河下りを見る］ 彩色

225 風景 ［水車場を眺める］ 彩色

226 風景 追風 白黒

227 風景 利根川帆掛船 白黒

228 風景 ［岩礁 2］ 彩色

229 風景 ［岩礁 3］ 白黒

230 風景 ［岩礁 4］ 彩色
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231 風景 ［風景］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

232 風景 ［風景 2］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

233 風景 ［石畳］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

234 風景 ［風景］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

235 風景 ［雪景色 1］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

236 風景 ［雪景色 2］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

237 風景 ［雪景色 3］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

238 風景 ［藁作業風景］ 白黒
「郵便はがき」表示な
し

239 風景 ［水車小屋］ 白黒

240 風景 ［Anchorage 港全景］ 彩色 三つ折、葉書表示なし

241 風景
Meeresstudien 
No.1724

白黒 Germany

242 風景 N.Y. 港 彩色 三つ折

243 風景
New York and East 
Rever

彩色 三つ折

244 風景 Kamigataya ［月とススキ］ 彩色

245 風景 Sekaido 江州伊吹山スキー場 彩色 1 銭 5 厘切手あり

246 風景 ［湖畔の夕景？］ 彩色
壱銭五厘切手と源一郎
スタンプ

247 風景 ［漁の帰路？］ 彩色

248 風景 ［土手の苫屋？］ 彩色

249 風景 ［鳥居と海の夕景］ 彩色

250 風景 ［雪渓］ 彩色

251 風俗 朝鮮明朗風俗 Hinode-Shoko 水汲 ( ムリキロ） 彩色 古嶋 ( 絵）

252 風俗 朝鮮明朗風俗 Hinode-Shoko 砧打 ( タデーミ） 彩色 古嶋 ( 絵）

253 風俗 南洋風俗 セラム島の土人 彩色

254 風俗 南洋風俗 チモ－ル人種 彩色

255 風俗 南洋風俗 セレベス島婦人の舞 彩色

256 風俗 南洋風俗 ニューギニヤ食人種 彩色

257 風俗 南洋風俗 チモール人 彩色

258 風俗 南洋風俗 セラム島の土人 彩色

259 風俗 南洋風俗 セレベス島婦人の舞 彩色

260 風俗 南洋風俗 セラム島の土人 彩色

261 風俗 南洋風俗 ニューギニヤ食人種 彩色

262 風俗 南洋風俗 ヂヤワの婦人 彩色  

263 風俗 南洋風俗 ニューギニヤ食人種 彩色

264 風俗 南洋風俗 セレベス島婦人の舞 彩色

265 風俗 南洋風俗 セレベス島土人 彩色

266 風俗 南洋風俗 セレベス島婦人の舞 彩色

267 袋 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 彩色
原色版、八枚組、裏に
札幌南一条通絵葉書倶
楽部発行

268 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 アイヌ粟餅搗き 彩色

269 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂
土人刀剣を以ての所
作

彩色

270 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 戴冠せるアイヌ酋長 彩色

271 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 毛深きアイヌ 彩色

272 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 アイヌの一団 彩色
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273 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 酒を飲むアイヌ夫婦 彩色

274 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂
アイヌ敷物 ( ナキ）
作り

彩色

275 風俗 北海道アイヌ風俗 岡田精弘堂 土人の網拵き 彩色

276 風俗 L & L 120 La jeune mere セピア

277 風俗 L & L 122 Bedouine セピア

278 風俗 L & L
169 Campement de 
nomades

セピア

279 風俗 L & L
182 Rirmere dans 
loasis

セピア

280 風俗 L & L 214 Bedouine セピア

281 風俗 青雲堂 ［社交場の二人？］ 彩色

282 風俗 森永製菓 原住民と巨人 白黒

283 風俗 図連達 Musikantin,Tientsin 白黒

284 風俗 ［籠の中の二人］ 彩色
切手、「奈良坂」スタ
ンプ、外国製

285 風俗 ［竹の子掘り］ 白黒

286 風俗 ［野仕事の女性］ 白黒

287 風俗 ［野外の釜戸］ 白黒

288 風俗 ［肥満女性］ 白黒
Weight783 等の記載
あり

289 風物 Y. Tamaki Meteor 白黒

290 風物 Tonboya ［ヨット］ 白黒

291 風物 ［はしご車？］ 彩色

292 風物 安洋丸 彩色

293 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 学校門 白黒
「足利学校」のスタン
プ

294 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 杏壇門 白黒
「足利学校」のスタン
プ

295 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 聖廟 白黒
「足利学校」のスタン
プ

296 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 聖像 白黒
「足利学校」のスタン
プ

297 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 小野篁 白黒
「足利学校」のスタン
プ

298 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 古珍本 白黒 　

299 名所 ［足利学校］ 同遺跡図書館 朱文公書 白黒
「足利学校」のスタン
プ

300 名所 ［伊勢神宮］ 伊勢内宮御正殿 白黒
「大正 2 年天照皇太神
宮豊受太神宮 11 月 22

日参拝」のスタンプ

301 名所 ［伊勢神宮］ 伊勢宇治橋 白黒
「大正 2 年天照皇太神
宮豊受太神宮 11 月 22

日参拝」のスタンプ

302 名所 ［伊勢神宮］
伊勢内宮神苑一ノ鳥
居

白黒
「大正 2 年天照皇太神
宮豊受太神宮 11 月 22

日参拝」のスタンプ

303 名所 ［伊勢神宮］ 伊勢外宮御正殿 白黒
「大正 2 年天照皇太神
宮豊受太神宮 11 月 22

日参拝」のスタンプ

304 名所 ［鎌倉］ （国宝）鎌倉大仏 白黒
「鎌倉遊覧紀年」のス
タンプ

305 名所 ［鎌倉］ 鎌倉長谷観音 白黒
「鎌倉遊覧紀年」のス
タンプ

306 名所 ［鎌倉］ 大塔宮、土牢 白黒
「鎌倉遊覧紀年」のス
タンプ

307 名所 ［鎌倉］
白旗神社、頼朝公の
墓

白黒
「鎌倉遊覧紀年」のス
タンプ
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308 名所 ［鎌倉］ 鎌倉滑川下流 白黒
「鎌倉遊覧紀年」のス
タンプ

309 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 梅の間 白黒

310 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 楽寿楼昇降機 白黒

311 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 烈公御居間 白黒

312 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 東榭 白黒

313 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 何陋庵茶室庭 白黒

314 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 何陋庵茶室待合 白黒

315 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 何陋庵茶室 白黒

316 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 松の間 白黒

317 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 西榭 白黒

318 名所 ［好文亭］ 水戸・川又書店 楽寿楼 白黒

319 名所 ［弁天島茗荷屋旅館］ 弁天橋ヨリ望ム 白黒

320 名所 ［弁天島茗荷屋旅館］ 客室ノ一部 白黒

321 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂 南満医学堂ほか 白黒 写真以外は彩色

322 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂
南満医学堂附属奉天
医院正面ほか

白黒 写真以外は彩色

323 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂
奉天医院内科診察室
ほか

白黒 写真以外は彩色

324 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂
南満医学堂細菌学教
室培養器室ほか

白黒 写真以外は彩色

325 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂
南満医学堂解剖学教
室第一標本室ほか

白黒 写真以外は彩色

326 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂
奉天医院耳鼻咽喉科
診察室ほか

白黒 写真以外は彩色

327 名所 ［南満医学堂］ 南満医学堂
南満医学堂博物学教
室植物実習室ほか

白黒 写真以外は彩色

328 名所 ［陵墓］ 光村出版部 明治天皇桃山御陵 彩色

329 名所 ［陵墓］ 光村出版部 伏見桃山東陵 彩色

330 名所 ［陵墓］ 光村出版部 桃山桓武帝御陵 彩色

331 袋 歌の松島 Saito
日本三景、最新 SK
版ダブルトン 8 枚組

15 円

332 名所 歌の松島 Saito
絶景を賛美さるる材
木島

彩色

333 名所 歌の松島 Saito
優佳なる、双子島の
風光

彩色

334 名所 歌の松島 Saito
青螺中の奇景に富む
蓬莱島

彩色

335 名所 歌の松島 Saito 五大堂 彩色

336 名所 歌の松島 Saito 地蔵島の燈台の美容 彩色

337 名所 恵那湖絶景 屏風岩 白黒 「三浦」の印

338 名所 近江石山寺 多宝塔 白黒

339 名所 近江石山寺 鐘楼 白黒

340 名所 近江琵琶湖 堅田浮御堂 彩色

341 名所 近江琵琶湖 明神崎と白髯神社 白黒

342 名所 近江琵琶湖 竹生島小島の景 白黒

343 名所 尾張 中村公園豊公誕生地 白黒

344 名所 金沢名所
和歌山・Taisho 
Hato

金沢医科大学附属病
院

白黒

345 名所 金沢名所
和歌山・Taisho 
Hato

武蔵ヶ辻通 白黒

346 名所 金沢名所
和歌山・Taisho 
Hato

市街の一部 白黒

347 名所 木曾 鞍馬橋 白黒

348 名所 木曾八景 駒ケ嶽の夕照 彩色
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349 名所 木曾名所
木曾福島・藤森商
店

義仲公の元服松 白黒

350 名所 木曾名所 常盤橋 白黒

351 名所 岐阜県東濃
鬼岩温泉場附近不動
ノ瀧

白黒

352 名所 鞍馬寺収蔵 足利直義禁制 白黒

353 名所 鞍馬寺収蔵 六波羅下知状 白黒

354 名所 鞍馬寺収蔵 金銅三鈷抦剣ほか 白黒

355 名所 鞍馬寺収蔵 名和長年書状 白黒

356 名所 鞍馬寺収蔵 花の禁制 白黒

357 名所 鞍馬寺収蔵 □□□下知状 白黒

358 名所 ［京都］ 京都保津川 彩色

359 名所 ［京都］ 京都祇園会月鉾
部分手
彩

360 名所 ［京都］ 嵐山温泉 白黒

361 名所 ［京都］ 京都洛西嵐山 彩色

362 名所 ［京都］ 京都東大谷 白黒

363 名所 ［京都］ 京都御所建礼門 白黒

364 名所 ［京都］ 比叡山山路の腰押 白黒

365 名所 讃岐 高松・岡部商店 屋島寺堂前相生松 白黒 「屋島寺」のスタンプ

366 袋 静岡浅間神社絵葉書
静岡浅間神社社務
所

367 名所 静岡浅間神社絵葉書
静岡浅間神社社務
所

静岡せんげん神社楼
門

白黒

368 名所 静岡浅間神社絵葉書
静岡浅間神社社務
所

静岡せんげん神社宮
ケ崎楼門

白黒

369 名所 静岡浅間神社絵葉書
静岡浅間神社社務
所

静岡せんげん神社大
拝殿

白黒

370 名所 静岡浅間神社絵葉書
静岡浅間神社社務
所

静岡せんげん神部浅
間両社本殿

白黒

371 名所 静岡浅間神社絵葉書
静岡浅間神社社務
所

静岡せんげん神社南
廻廊及大拝殿

白黒

372 名所 信州
碓氷峠トンネル（ア
プト式）

白黒

373 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 岩尾峯 白黒

374 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 深瀬谷二軒家 白黒

375 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 舞出橋 白黒

376 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 龍門の瀧 白黒

377 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 人形岩 白黒

378 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 深瀬橋 白黒

379 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 芝石岩 白黒

380 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） シギラの瀧 白黒

381 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 立畑之景 白黒

382 名所 新耶馬渓 広津商店 ( 中津） 坂の上 白黒

383 名所 仙台 Sendai・Saiyo
東北帝国大学附属金
属材料研究所

彩色

384 名所 仙台名所 御霊屋橋 白黒

385 名所 仙台名所 仙台停車場 白黒

386 名所 仙台名所 昭忠碑 白黒

387 名所 仙台名所 支倉六右衛門之墓 白黒

388 名所 仙台名所
瑞鳳殿伊達正宗公御
廟

白黒

389 名所 仙台名所
大橋ヨリ第二師団ヲ
望ム

白黒

390 名所 仙台名所
東北帝国大学医科大
学及山形博士銅像

白黒
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391 名所 仙台名所 榴ケ岡公園 白黒

392 名所 仙台名勝 東北印刷 芭蕉之辻 白黒

393 名所 仙台名勝 東北印刷
東北帝国大学医科大
学附属病院

白黒

394 名所 仙台名勝 東北印刷 偕行社 白黒

395 名所 仙台名勝 東一番丁通 白黒

396 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日新伝馬丁

白黒

397 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日東一番丁

白黒

398 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日［　　　］

白黒

399 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日東一番丁（飾物）

白黒

400 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日大町（飾物）

白黒

401 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日仙台駅

白黒

402 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日仙台駅

白黒

403 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日［　　　］

彩色

404 名所 仙台名物
七夕祭例年八月六、
七日［　　　］

彩色

405 名所 中央西線 東濃和合橋 白黒

406 名所 中央西線 第一木曽川鉄橋 白黒

407 名所 中央東線甲州 甲府井上 塩川ノ円形鉄橋 白黒

408 名所 朝鮮名所（平安 15） 平城乙密台 白黒

409 名所 東京名所
上野公園不忍池観月
橋

彩色

410 名所 東濃名所 虎渓山開山堂 白黒

411 名所 東濃名所 虎渓山永保寺 白黒

412 名所 東濃名所 虎渓山無際橋 白黒

413 名所 東濃名所 虎渓山天狗巌 白黒

414 名所 豊川名勝 筒井盛華堂 豊川稲荷奥之院 白黒

415 名所 豊川名勝 筒井盛華堂 豊川稲荷御本堂 白黒

416 名所 南洋とらつく島
南洋トラック島支
店

Pantenius 彩色

417 名所 南洋とらつく島
南洋トラック島支
店

Truk islanders in 
fulldress

彩色

418 名所 西宮神社 尼酒見泉金堂 西宮神社玉垣 白黒

419 名所 花巻温泉遊園地 盛岡電気工業 動物園 彩色

420 名所 花巻温泉遊園地 盛岡電気工業 釜淵ノ瀧 彩色

421 名所 花巻温泉遊園地 盛岡電気工業 稲荷神社 彩色

422 名所 飛騨路下呂温泉 湯之島館全景 彩色
11.4.5 岐阜日日新聞社
のスタンプ

423 袋 広重画近江八景 彩色

424 名所 広重画近江八景 唐崎夜雨 彩色

425 名所 広重画近江八景 粟津□□ 彩色

426 名所 広重画近江八景 石山秋月 彩色

427 名所 広重画近江八景 瀬田夕照 彩色

428 名所 広重画近江八景 矢橋海帆 彩色

429 名所 広重画近江八景 堅田海□ 彩色

430 名所 広重画近江八景 比良暮雪 彩色

431 名所 広重画近江八景 三井晩嶺 彩色

432 名所 琵琶湖名所 竹生島一乗院 彩色
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433 名所 富士登山紀年 頂上日之出 白黒

434 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天太清宮古塔 白黒

435 名所 ［奉天］ 山陽堂 露天の支那骨董商 白黒

436 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天宮殿八宝殿 白黒

437 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天省 白黒

438 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天宮殿鳳凰楼 白黒

439 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天宮殿玉座 白黒

440 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天皷楼 白黒

441 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天宮殿崇政殿 白黒

442 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天行省公署 白黒

443 名所 ［奉天］ 山陽堂
奉天皷楼より鐘楼を
望む

白黒

444 名所 ［奉天］ 山陽堂 奉天四平街 色彩

445 名所 保津川絶勝 清瀧川落合 白黒

446 名所 保津川絶勝 激流獅子が口 白黒

447 名所 保津川絶勝 激流筏流し 白黒

448 名所 保津川絶勝 激流練戸の瀬 白黒

449 名所 松島名勝 五大堂 彩色
松島遊覧記念、11.9.1
のスタンプ

450 名所 松島名勝 渡月橋 彩色
松島遊覧記念、11.9.1
のスタンプ

451 名所 満州 南満州鉄道 旅順白玉山 白黒

452 名所 満州 南満州鉄道 奉天小西辺門 白黒

453 名所 満州 南満州鉄道
沙河口満鉄工場機関
車組立工場

白黒

454 名所 満州 南満州鉄道 大連西公園 白黒

455 名所 満州 南満州鉄道 撫順炭坑事務所 白黒

456 名所 満州 南満州鉄道
大連満鉄中央試験所
柞蚕製糸工場

白黒

457 名所 満州 南満州鉄道
大連ヤマトホテル屋
上庭園

白黒

458 名所 満州 南満州鉄道 大連埠頭ノ港口 白黒

459 名所 ［満州］ 南満州鉄道 奉天停車場 白黒

460 名所 ［満州］ 南満州鉄道 鴨緑江ノ筏 白黒

461 名所 ［満州］ 南満州鉄道 南満州鉄道株式会社 白黒

462 名所 ［満州］ 南満州鉄道 熊岳城之奇岩 白黒

463 名所 ［満州］ 南満州鉄道 安奉線連山関摩天橋 白黒

464 名所 ［満州］ 南満州鉄道 支那人の旅行 白黒

465 名所 ［満州］ 南満州鉄道 千山無量観 白黒

466 名所 ［満州］ 南満州鉄道 千山無量観之全景 白黒

467 名所 ［満州］ 南満州鉄道 骸炭炉ほか 白黒

468 名所 ［満州］ 南満州鉄道 奉天支那人市街 白黒

469 名所 ［満州］ 南満州鉄道 老虎灘 白黒

470 名所 ［満州］ 南満州鉄道 本渓湖太子河 白黒

471 名所 ［満州］ 南満州鉄道 奉天宮殿玉座 白黒

472 名所 ［満州］ 南満州鉄道 安奉線釣魚台ノ奇勝 白黒

473 名所 ［満州］ 南満州鉄道 長春城内支那市街 白黒

474 名所 満州営口 営口の公園 彩色

475 名所 満州営口
東亜煙草会社営口製
造所

彩色

476 名所 満州営口
正金銀行牛荘支店と
支那市街

彩色

477 名所 満州営口 遼河の船舶 彩色

478 名所 満州営口 営口新市街 彩色
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479 名所 満州営口
牛家屯埠頭撫順炭積
出の光景

彩色

480 名所 御嶽山 二合目大又三社 白黒

481 名所 御嶽山 途中大岩橋 白黒

482 名所 御嶽山 途中氷ケ瀬 白黒

483 名所 御嶽山
千本松ヨリ頂上ヲ望
ム

白黒

484 名所 三浜名所 大洗神社 彩色

485 名所 三保松原 伏見写真館 清水燈台 白黒

486 名所 三保松原 伏見写真館 羽衣海浜ノ風光 白黒

487 名所 三保松原 伏見写真館 羽衣公園 白黒

488 名所 妙義山 一本杉 白黒
「妙義山登山紀年」の
スタンプ

489 名所 妙義山 妙義神社鳥居前 白黒
「妙義山登山紀年」の
スタンプ

490 名所 妙義山 釣瓶落シ 白黒
「妙義山登山紀年」の
スタンプ

491 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 鳶ノ巣 白黒

492 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 念仏橋 白黒

493 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 深瀬橋 白黒

494 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 大屋敷 白黒

495 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 羅漢寺 白黒

496 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 帯岩 白黒

497 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 青村ノ洞門 白黒

498 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 猿飛 白黒

499 名所 耶馬溪 里屋紙店 ( 中津） 三国橋 白黒

500 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 猿飛 白黒

501 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 仏坂 白黒

502 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 古羅漢 白黒

503 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 洞鳴 白黒

504 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 樋田洞門 白黒

505 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 五龍ノ瀧 白黒

506 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 一ツ橋 白黒

507 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 朝陽橋 白黒

508 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 青村八翁岩 白黒

509 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 山陽投筆 白黒

510 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 帯岩 白黒

511 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 犬岩 白黒

512 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 犬走リ 白黒

513 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 鮎返リ 白黒

514 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 木戸ノ瀧 白黒

515 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 羅漢寺山門 白黒

516 名所 耶馬溪 広津商店 ( 中津） 耶馬橋 白黒

517 名所 耶馬溪 立羽田峰 白黒
「耶馬溪案内記挿画」
注記

518 名所 耶馬溪 青洞門帯岩 彩色

519 名所 耶馬溪 鳶巣山 彩色

520 袋 泉都中山温泉の景観 Shueido

521 名所 山中温泉名勝 采石岩 白黒

522 名所 山中温泉名勝 共浴場「菊の湯」 白黒

523 名所 山中温泉名勝 蟋蟀橋 白黒

524 名所 山中温泉名勝 芭蕉堂 白黒

525 名所 山中温泉名勝 巌淵 白黒

526 名所 養老公園 素心庵 白黒
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527 名所 養老公園 養老源氏橋 白黒

528 名所 吉野山名所 後醍醐天皇塔尾御陵 白黒

529 名所 吉野山名所 如意輪堂 白黒

530 名所 吉野山名所 吉水神社 白黒

531 名所 吉野山名所 上ノ千本 白黒

532 名所 吉野山名所 中ノ千本 白黒

533 名所 吉野山名所 下ノ千本 白黒

534 袋 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺

535 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺 後醍醐天皇御肖像 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

536 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺
楠正成公短冊及正行
宝剣

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

537 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺 楠正成公の肖像 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

538 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺 蔵王権現像 ( 国宝） 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

539 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺 後醍醐天皇御製 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

540 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺
如意輪堂の扉（小楠
公箭鏃の歌）

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

541 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺
後醍醐天皇御持天目
台及び御硯並に台

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

542 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺
如意輪堂及千早城の
古瓦

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

543 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺
小楠公着用鎧及馬鞍
ほか

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

544 名所 吉野山如意輪寺宝物集 吉野山如意輪寺
後醍醐天皇御製短冊
及吉野拾遺

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

545 袋 芳野山天武天皇宮址袖振山

546 名所 芳野山天武天皇宮址袖振山 吉野山勝手神社隋紳 白黒
「勝手隋紳」のスタン
プ

547 名所 芳野山天武天皇宮址袖振山 楽器 白黒
「源義経静旧跡」のス
タンプ

548 名所 芳野山天武天皇宮址袖振山 勝手神社御湯釜 白黒 「　　」のスタンプ

549 名所 芳野山天武天皇宮址袖振山 勝手神社狛犬 白黒 「　　」のスタンプ

550 名所 芳野山天武天皇宮址袖振山 静御前長巻ほか 白黒 「国豊」のスタンプ

551 袋 絵はがき 吉野山吉水神社

552 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 大和吉野山仁王門 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

553 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 吉水神社吉ノ朝皇居 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

554 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 大和吉野山三郎鐘 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

555 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 大和吉野西行庵 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

556 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 村上義光ノ墓 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

557 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 天武帝離宮跡 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

558 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社
大和吉野川上流筏流
シ

白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

559 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 大和吉野金峰神社 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

560 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 金峰山寺蔵王堂 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

561 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 吉水院法印宗信ノ墓 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ
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562 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 水分神社（子守宮） 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

563 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 西行法師木造 白黒 「西行庵」のスタンプ

564 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 村上義隆之墓 白黒
「芳野皇居」のスタン
プ

565 名所 ［吉野山］ 吉野山吉水神社 大和吉野山勝手神社 白黒 404 の後

566 名所 ［吉野山］ 和歌山市役所 和歌山公園天守閣 彩色

567 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺
後醍醐天皇塔尾陵御
全景

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

568 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺
小楠公及百四十三人
の忠臣埋髻の墳

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

569 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺 小楠公如意輪堂の図 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

570 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺
昭憲皇太后行啓御座
所如意輪寺大方丈

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

571 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺 弁内侍至情塚 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

572 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺 後醍醐天皇御霊殿 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

573 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺
柳の渡し六田の里よ
り吉野川を望む

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

574 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺
如意輪堂の扉（小楠
公箭鏃の歌）

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

575 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺 吉野山村上義光の墓 白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

576 名所 ［吉野山］ 吉野山如意輪寺
如意輪寺小方丈幽香
楼

白黒
「如意輪寺」のスタン
プ

577 名所 陸前 多賀城古瓦　其四 白黒

578 名所 陸前金華山 黄金山神社栖鳳閣 白黒

579 名所 陸前金華山 千畳敷の絶景 白黒

580 名所 鞍馬寺収蔵
木造聖観音立像（国
宝）

白黒

581 名所 鞍馬寺収蔵
壷鐙（伝坂上田村麿
所用）

白黒

582 名所 日光名所 杉並木 彩色
裏に「日光山遊覧紀年」
のスタンプ

583 袋 龍華寺エハガキ 龍華寺 　

584 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺 観富山龍華寺全景 白黒 「龍華寺」のスタンプ

585 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺 観富山龍華寺客殿 白黒 「龍華寺」のスタンプ

586 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺
観富山龍華寺境内大
蘇鉄 No.1

白黒 「龍華寺」のスタンプ

587 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺
観富山龍華寺境内大
蘇鉄 No.2

白黒 「龍華寺」のスタンプ

588 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺
観富山龍華寺境内大
シャボテン

白黒 「龍華寺」のスタンプ

589 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺
観富山龍華寺境内ノ
眺望

白黒
「天下第一観」のスタ
ンプ

590 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺
観富山龍華寺境内ノ
眺望

白黒

591 名所 龍華寺エハガキ 龍華寺
観富山龍華寺境内ノ
展望 No.1-2

白黒 ミシン目折

592 名所 宗吾名勝 宗吾父子の墓 白黒

593 名所 巴里 Sekaido トロカデロ宮殿 彩色

594 名所 巴里 Sekaido
ルーヴル博物館内ア
ポロン画室

彩色

595 名所 巴里 Sekaido
コンコルド橋及広小
路

彩色
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596 名所 巴里 Sekaido
アレキサンドル三世
橋

彩色

597 名所 巴里 Sekaido 凱旋門 彩色

598 名所 巴里 Sekaido ヴィルホテル 彩色

599 名所 巴里 Sekaido ジュイエ記念柱 彩色

600 名所 巴里 Sekaido
トルネル橋より望む
セーム河

彩色

601 名所 Sekaido 明治神宮全景 彩色

602 名所 桜田書店
三保小浜海岸の富士
風光

白黒

603 名所 高山・安川河上
48・山王祭恵比須台
其他

白黒

604 名所 長尾小間物店
93・飛騨高山町山王
祭石橋台

白黒

605 名所 成瀬写真館 県立安房中学校正門 白黒

606 名所 伏見写真館 羽衣橋の望岳 白黒

607 名所
満鉄撫順炭坑職員
倶楽部

撫順炭坑事務所前広
場

白黒

608 名所
鞍山工場第一溶炉基
礎工事

白黒

609 名所
鞍山工場骸炭炉工事
中ノ状況

白黒

610 名所 金華山燈台 彩色

611 名所 牡鹿半島を望む 彩色

612 名所
49・山王祭龍神台其
他

白黒

613 名所 桃太郎神社 白黒

614 名所
桃太郎屋敷より洗濯
岩を

白黒

615 名所 日本ライン 白黒

616 名所 桃の山 白黒

617 名所 28・修善寺観世音 白黒

618 名所 4・旭瀧見の観世音 白黒

619 名所 東鞍山 白黒

620 名所 下関亀山宮 彩色

621 名所 尾ノ道港全景　其三 白黒

622 名所 尾道西国寺の桜松 白黒

623 名所 東尋坊の怒涛 白黒

624 名所
長野県西筑間郡妻籠
田立門シノモ渡

白黒

625 名所
東濃坂下山口間天の
釣橋

白黒

626 名所
土岐郡土岐川和合橋
の風景（其のニ）

白黒

627 名所
箱根底倉より本宿の
通路

白黒

628 名所 東北印刷 ［三澤氏初子之墓］ 白黒

629 名所 広島絵葉書展覧会 ［雪の五重塔］ 彩色

630 名所 ［錦帯橋？］ 彩色

631 名所 Matushima 彩色

632 名所
A view from 
Uraisland

彩色

633 名所
3 Egypt. The sphinx 
and …LL

白黒 フランス製

634 歴史 聖徳太子実伝
一、皇后穴穂部問人
懐妊中…

彩色
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635 歴史 聖徳太子実伝
ニ、太子幼時諸皇子
と戯れ…

彩色

636 歴史 聖徳太子実伝
三、太子十人の訴訟
を兼聴違錯…

彩色

637 歴史 聖徳太子実伝
四、用明天皇瘡を患
ひ給ひ弥月癒ず…

彩色

638 歴史 聖徳太子実伝
五、天皇仏に帰せん
と欲し群臣を…

彩色

639 歴史 聖徳太子実伝
六、太子馬子と謀り
大連物部守屋と…

彩色

640 歴史 聖徳太子実伝
七、太子仏力に依ら
ざれば克つ能…

彩色

641 歴史
31）豊臣秀吉大明国
の無礼を怒り…

彩色

642 お伽話 お伽劇 花咲爺 彩色

643 お伽話 お伽劇 かちかち山 彩色

644 歌舞伎 見立多以尽 彩色

645 袋 愛らしき初春の少女 Tanaka 裏に十一屋の拾銭値札

646 正月 愛らしき初春の少女 Tanaka オメデトー　元旦 彩色 「□トモ」の画

647 正月 愛らしき初春の少女 Tanaka
謹んで新年を賀し奉
る　元旦

彩色 「□トモ」の画

648 正月 愛らしき初春の少女 Tanaka おめでたう　元旦 彩色 「□トモ」の画

649 正月 ［いのしし図］ 白黒
壱銭五厘切手と源一郎
スタンプ

650 正月
A Happy New Year! 
1907

彩色
切手、「奈良坂」スタ
ンプ、外国製

651 商業 ［十一屋全館図］ 十一屋 彩色

652 商業 十一屋店内案内 十一屋 彩色

653 商業 十一屋繁昌之図 十一屋 彩色 尾州名古屋玉屋町

654 商業 名古屋十一屋食堂ノ一部 十一屋 彩色

655 商業 松坂屋特製 松坂屋
本場秩父坂善模様銘
仙

彩色

656 商業 松坂屋特製 松坂屋
本場秩父坂善模様銘
仙

彩色

657 装飾 絵葉書発行所 飾り　？ 彩色

658 装飾 ［雪中の親子？］ 彩色
切手、「奈良坂」スタ
ンプ、Erika Nr.3145

収集物 国 通信者 受付印 年月日 宛名

659 米国 chaki ? Sanfrancisco M17.4.24 荒木安吉宛

660 ハワイ 森 Honolulu M22.10.19 西浦商会

661 ドイツ Ogata,K Jena M22.6.25 沢辺保雄宛

662 ハワイ 後藤三？ Honolulu M23.8.5 大国義一宛

663 Hongkong 金森 香港 M25.12.2 松田承久宛

664 ロシア 中沢訪国 浦潮港 M26.1.2 木村一瓢宛

665 カナダ 上西圭三 バンクーバー M26.5.25 木村一瓢宛

666 Ceylon Kuwashima Ceylon M27.1.28 コスギ

667 Ned.Indie ？ M29.1.1 山崎要之輔宛

668 英国 ？ Padington M29.10.31 Wadachi ? Reply

669 英国 ？ M30.10.29 和達陽太郎宛

670 K.Hnai Chicago M30.3.26 和達陽太郎宛

671 Belgie 難波　正 M30.6.9 和達陽太郎宛

672 平尾溝次郎 Macou M30.8.11 井上真猿堂宛

673 カナダ 矢沢源吉 M31.1.1 吉川五郎介宛

674 Ceylon 濱　俊蔵 コロンボ M31.11.25 内外物産株式会社宛

675 英国 濱　俊蔵 シナガポール M31.11.30 内外物産株式会社宛
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676 英国 尾島俊三 シドニー M31.7.2 湯谷喜七宛

677 M31? 熱田・共立会社宛 封筒のみ

678 カナダ 高橋源七 バンクーバー M32.1.1 御苗惣兵衛宛

679 米国 丹下栄？ M32.1.1 木村八十太郎宛

680 豪州 Kaneko Queensland M32.10.28 皆川治太郎宛

681 インド Slipp Aden M33.1.15 三ノ庄宛

682 ハワイ 山本 Honolulu M33.1.21 島田義兼宛

683 ? ? M33.2.15 Ｋ．中西宛 封筒のみ

684 Peacock Spain M33.2.19 Ｋ．戸田宛

685 ? Bulgarie M33.4.8 Ｋ．戸田宛

686 ? Portugal M33.4.22 Ｋ．戸田宛

687 ? Peru M33.4.25 Ｋ．戸田宛

688 ? ? M33.4.28 Ｋ．中西宛 封筒のみ

689 ? ? M33.4.28 Ｋ．中西宛 封筒のみ

690 ? ? M33.5.15 Ｋ．中西宛 封筒のみ

691 Wecsler Neuschotz M33.6.13 K.Nacanishi

692 ? Augasta M33.7.4 Ｋ．戸田宛 封筒のみ

693 ? ? M33.7.6 Ｋ．中西宛 封筒のみ

694 ? ? M33.7.24 Ｋ．中西宛 封筒のみ

695 イギリス 野原太郎 ロンドン M33.8.1 福田名雄之助宛

696 ? ? M33.8.9 Ｋ．中西宛 封筒のみ

697 Christino Potugal M33.9.17 千オ田宛

698 ? ? M33.9.27 Ｋ．中西宛 封筒のみ

699 ? Moscow M33.10.1 Ｋ．中西宛 封筒のみ

700 ? ? M33.10.7 Ｋ．中西宛 封筒のみ

701 ? London M33.10.14 Ｋ．中西宛

702 英国 鈴木領平 在英初瀬 M34.1.1 安藤貞逸宛

703 ? Sanfrancisco M35.7.17 和達陽太郎宛 封筒のみ

704 戸田海市？ Berlin M36.10.14 玉井雅兄

705 カナダ 中村岩吉 Vancouver M37.1.1 北村利作宛

706 清国 遠藤保雄 上海・同文書院 M37.1.1 西出芳治郎宛

707 清国 吉沢？ 清国 M37.1.1 山下安太郎宛

708 ドイツ 長岡宗好 Leipzig M38.2.5 京都・天野宛
Neues Rathaus von der 
Markgrafenstrause 
gesehen

709 ロシア 根本 浦潮 ? 甲斐文吉宛

710 S.T.Luis 1874.11.28

711 Knasas City 1876.6.30

712 Brichton 1877.11.22

713 Faido 1879.12.7

714 Besozzo 1879.2.19 Guller

715 Cannobio 1879.lug.16

716 Italiane 1879.lug.2

717 スペイン？ 1880.7.9

718 1881.2.22 Bain

719 Bellnzona 1881.5.15

720 Varese 1882.1.23

721 Goteborg 1884.1.28

722 Richmond 1885.10.15

723 1885.9.25 Eskilstuna

724 Hamilton 1886.1.16

725 Oxford  Ind 1886.4.8

726 Avaca 1886.7.13 Buvadbent ?
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727 Berlin 1887.5.17 内容和文

728 Eskilstun 1887.9.28

729 Stockholm 1889.11.23

730 Avoca 1889.2.25

731 Hamilton 1890.1.23

732 Odessa 1890.8.14

733 Hamilton 1891.1.10 Imorden

734 Nagpur 1892.7.14 封筒のみ

735 Kiel 1894.12.23

736 Freeland 1894.3.16 横浜宛

737 Paris 1894.4.14

738 Tronto 1894.5.9 Woodword

739 Hamilton 1895.12.31 封筒のみ

740 Sanfrancisco 1895.3.4

741 Ballarat 1895.5.1 封筒のみ

742 Kansas City 1896.3.11

743 Moskba 1896.3.16 封筒のみ

744 Geerfruidenberg 1897.10.19

745 Austria 1897.12.10

746 Saustralia 1897.7.13

747 Queensland 1897.9.13

748 Lysekil 1898.1.18 封筒のみ

749 Eskilstun 1898.4.29

750 Eskilstun 1898.5.22 封筒のみ

751 Moskba 1898.8.30 封筒のみ

752 Hamilton 1899.3.23

753 Moscow 1899.4.17

754 Bhandara 1899.9.24

755 Gravenhage 1900.1.10

756 Hamilton 1900.7.24 封筒のみ

757 Santiago 1901.ene.1 Riego

758 　 ギリシャ？ ?

759 New York ? 封筒のみ

760 Santiago ? 封筒のみ

761 Desmoines ? 封筒のみ

762 Saigon ? 封筒のみ

763 ? ? 封筒のみ

764 Lysekil ? 封筒のみ

765 Paris ? 帯のみ

766 ? ? 帯のみ

767 Wien ?

枝番号 種別 標題 発行所 年月日 個別表記、内容 色彩 注記

768 短封見本１ Bayern

769 短封見本２ 米国

770 葉書見本 1 Cartolina postale

771 葉書見本 10 Straits Settlements ？

772 葉書見本 11 米国

773 葉書見本 12 米国

774 葉書見本 13 Hawaii

775 葉書見本 14 Congo

776 葉書見本 15 米国

777 葉書見本 16 中華民国

778 葉書見本 17 大韓帝国
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779 葉書見本 2 Kreuzer

780 葉書見本 3 Deutsche

781 葉書見本 4 Guatemala

782 葉書見本 5 Guatemala

783 葉書見本 6 Monaco

784 葉書見本 7 ロシア？

785 葉書見本 8 英国

786 葉書見本 9 Straits Settlements

787 葉書見本 18 East India

788 封筒見本１ 米国

789 封筒見本２ 米国

790 封筒見本３ 米国

791 封筒見本４ 米国

792 郵便帯１

793 郵便帯２

794 郵便帯３

795 郵便帯４

796 記念 戦没紀年 逓信省
各宮妃殿下繃帯御調
製

白黒

797 災害 Oilette Fire in the forest 彩色 Ser.8632

798 名所 妙義山 妙義山第一石門 白黒
「妙義山登山紀年」の
スタンプ

799 名所 下関十二名所 下関十字堂 壇の浦 白黒

800 名所 耶馬溪 中津里屋紙店 仏坂 白黒

801 歴史
旅順水師営ニ於ケル
乃木ステッセル…

彩色




