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資料名 目録番号 作者等
支那歴史ノート 関連0001 竹川寅次郎(酒村酔夫)
条約改正意見 関連0002 南方常楠
忠義武道播磨石巻二、巻三･写し 関連0003 南方常楠(推定)写
平賀（源内）鳩渓遺稿 素志理草未完･写本 関連0004 平賀源内　筆写者不明
メモ（熊楠に贈られた和歌一首） 関連0005 筆者不明
メモ（Gong Tong の住所） 関連0006 Tong, Gong（推定･江聖聡）
メモ（植物学関係） 関連0007 筆者不明
盆須幾山(ﾎﾞﾝｽｷｲﾄﾞ)中消夏小記（自筆）･写本 関連0008 福田令寿
メモ （「歴史的世界第一の古本と称す」） 関連0009 村山
メモ（図書目録の一部を使った栞） 関連0010
メモ（「南方先生」） 関連0011 筆者不明
メモ（中国植物志について） 関連0012 Bather, F. A.
メモ（Arthur Morrison の訂正した熊楠の英文） 関連0013 Morrison, Arthur
メモ（植物標本に付していたと思われるコヨリ状メモ） 関連0014 筆者不明
メモ（五大明王梵語等記） 関連0015 筆者不明
メモ（仏典名、英字表記など） 関連0016 筆者不明
メモ（遊浄教寺･其角の句） 関連0017 筆者不明
メモ（本家離れ図面） 関連0018 筆者不明
松枝が田辺湾で採集した海藻の説明につけた英文） 関連0019 南方松枝(Mrs Matue Minakata)
メモ（1934. 9.21 風水害について） 関連0020 不明
「伍村の中」（『牟婁新報』1910.12.15掲載）･抜書 関連0021 筆者不明
無理な神社合祀(小山郡書記への投稿)･原稿 関連0022 吹雪生
雑誌『太陽』（22巻1号）断片 関連0023
雑誌『太陽』（22巻2号）断片 関連0024
旧記に見へたる動植物･写本 関連0025 毛利清雅筆写
越後に行はるゝ謎･写本 関連0026 星山貢写
漢詩（熊楠に寄せて） 関連0027 筆者不明
上京日誌･表紙 関連0028 雑賀貞次郎(推定)
天覧うが標本･解説文 関連0029 筆者不明
愛本ちまきの由来･原稿 関連0030 野島好二
毛利柴庵筆･俳句 関連0031 毛利清雅
徒の町百首･写本 関連0032 菅原一写

献進粘菌目録･草稿 関連0033
小畔四郎(献進者)、南方熊楠(品種撰者)、
上松蓊(邦字筆者)、平沼大三郎(欧字筆

東宮殿下御研究ノ粘菌標本九十種ヲ献上ス、南方熊楠氏ノ苦心ト光栄（切抜） 関連0034 小畔四郎(推定)
神島に関する記事･原稿 関連0035 雑賀貞次郎筆(推定)
神島植物の書上（熊楠書き入れあり） 関連0036 樫山嘉一、北島脩一郎筆
神島植物の書上追記（熊楠の書き入れあり） 関連0037 樫山嘉一、北島脩一郎、平田寿男筆
歳時記(年中行事)について･草稿断片 関連0038 筆者不明
驚いた事･原稿 関連0039 岩村忍
ダッセン物語(一)?(六)、「ヨオイワンワ」･抜刷 関連0040 小畔四郎
ダッセン物語(十二)?(十三)･抜刷 関連0041 小畔四郎
続続ダッセン物語(二)･抜刷 関連0042 小畔四郎
続続ダッセン物語(三)･抜刷 関連0043 小畔四郎
はまくりはたおりひめ･写し原稿及び解説文 関連0044 横山重(推定)
はまくりのさうし･写し原稿及び調書原稿 関連0045 横山重(推定)
『熊楠雑考』目次案（熊楠の修正あり） 関連0046 岡書院
南方家控え 関連0047
南方すみの日記 関連0048 南方すみ
南方弥右衛門勝浦紀行･写本 関連0049 西村楠次郎写
故南方弥右衛門会葬者人名･写し 関連0050 南方常楠が誰かに写させたものか。
南方常楠日記･明治二十一年 関連0051 南方常楠
書取帳 関連0052 西村楠次郎
算摘録 関連0053 西村楠次郎
帳面 関連0054 西村楠次郎
西村楠次郎日記･明治三十二年 関連0055 西村楠次郎
西村楠次郎法名･書付 関連0056 専光寺
預金残高表 関連0057 筆者不明
南方先生の脳髄･原稿 関連0058 黒津敏行
南方熊楠の略歴について･草稿 関連0059 岡本清造(推定)
南方熊楠先生追想記･原稿 関連0060 雑賀貞次郎
南方熊楠先生小伝･原稿 関連0061 雑賀貞次郎
南方熊楠先生略伝･原稿 関連0062 雑賀貞次郎
南方熊楠先生の雅懐･ノート 関連0063 雑賀貞次郎
南方熊楠先生の雅懐･ノート 関連0064 雑賀貞次郎
南方先生蔵書雑誌目録（一）書斎ノ部 関連0065 雑賀貞次郎
南方先生蔵書雑誌目録（二）倉庫ノ部 関連0066 雑賀貞次郎
南方先生蔵書雑誌目録新聞雑誌 関連0067 岡本清造
覚書（住所録等） 関連0068 南方文枝
熊楠没後の談話会のノート 関連0069
英文論考リスト･ノート 関連0070 岡本清造
粘菌リスト･ノート 関連0071 岡本清造
菌類リスト(1)･ノート 関連0072 岡本清造
菌類リスト(2)･ノート 関連0073 岡本清造
菌類リスト(3)･ノート 関連0074 岡本清造
南方文庫 和漢書、洋書目録控 関連0075 岡本清造(推定)
南方熊楠宛書簡発信者の氏名及び住所･ノート 関連0076 岡本清造

関連



資料名 目録番号 作者等
ミナカタ・クマグス英文論考一覧ノート 関連0077 岡本清造
乾元社全集編纂論文目録 関連0078 ミナカタソサエティ
乾元社全集編纂総目録 関連0079 ミナカタソサエティ
乾元社全集編纂原稿目録手扣 関連0080 ミナカタソサエティ
ミナカタ・クマグス展大阪三越･来客者名簿 関連0081 ミナカタソサエティ
ミナカタ・クマグス展大阪三越･来場名簿 関連0082 ミナカタソサエティ
ミナカタ・クマグス大阪講演会･来客者名簿 関連0083 ミナカタソサエティ
ミナカタ・クマグス展大阪講演会･来客者名簿 関連0084 ミナカタソサエティ
落書 関連0085 西村楠次郎
戦争玩具絵扇面（「ミナカタクマヤ」とあり） 関連0086 南方熊弥所蔵
動物画（熊楠の日付と端書き「南方熊弥画」） 関連0087 南方熊弥
熊弥画（熊楠の日付書き入れあり） 関連0088 南方熊弥
動物画（熊楠の日付と端書き「南方熊弥画ク」） 関連0089 南方熊弥
落書（熊楠の日付と端書き「南方熊弥(画)」） 関連0090 南方熊弥
落書（熊楠の日付と端書き「南方熊弥画之」） 関連0091 南方熊弥
落書（熊楠の日付と端書き「ヒキ六画之所也、今年七ツ（五十七ヶ月）」） 関連0092 南方熊弥
熊弥画（切り絵）（熊楠の日付書入れあり） 関連0093 南方熊弥
熊弥画（熊楠の日付書入れあり） 関連0094 南方熊弥
熊弥画（熊楠の日付書入れあり） 関連0095 南方熊弥
落書（熊楠の端書き「南方熊弥画」） 関連0096 南方熊弥
落書（熊楠の端書き「熊弥画」） 関連0097 南方熊弥
落書（熊楠の端書き「ヒキ六画」） 関連0098 南方熊弥
落書（熊楠の日付と端書き「南方熊弥七才画ク」） 関連0099 南方熊弥
絵 関連0100 南方熊弥
絵 関連0101 南方熊弥
落書 関連0102 南方熊弥
カブラの図 関連0103 南方熊弥(推定)
折り紙（藍色の船） 関連0104 南方熊弥(推定)
文枝画（熊楠の日付書入れあり） 関連0105 南方文枝
俳句（木蓮が蘇鉄のそばに咲くところ）･短冊 関連0106 河東碧梧桐
俳句･短冊 関連0107 河東碧梧桐
俳句･短冊 関連0108 河東碧梧桐
俳句･短冊 関連0109 河東碧梧桐
俳句･幅 関連0110 田所八悟
俳句･色紙 関連0111 童
哀悼の和歌･短冊 関連0112 田中礎(号･田中八雲)
ディキンズ叙爵記念「奇瀧祝賀」[1]･短冊 関連0113 南方楠枝
ディキンズ叙爵記念「奇瀧祝賀」[2]･短冊 関連0114 長宥匡
ディキンズ叙爵記念「奇瀧祝賀」[3]･短冊 関連0115 長宥匡
和歌･短冊 関連0116 津田出
和歌･短冊 関連0117 鳥山啓
和歌･短冊 関連0118 田所八悟
行幸献上品うちわ･熊野五景図（2･潮の岬） 関連0119 大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)
行幸献上品うちわ･熊野五景図（5･瀞八丁） 関連0120 大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)

行幸記念うちわ･熊野五景（1･扇ヶ浜） 関連0121
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･熊野五景（3･橋杭岩） 関連0122
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･熊野五景（4･那智の瀧） 関連0123
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･熊野五景（5･瀞八丁） 関連0124
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･介（貝）品図うちわ（2） 関連0125
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･介（貝）品図うちわ（3） 関連0126
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･介（貝）品図うちわ（4） 関連0127
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ･介（貝）品図うちわ（5） 関連0128
大森団扇工場(田辺)　川島草堂(絵)　河東
碧梧桐(句)

行幸記念うちわ用･介（貝）品図原画（1） 関連0129 川島草堂
行幸記念うちわ用･介（貝）品図原画（2） 関連0130 川島草堂
行幸記念うちわ用･介（貝）品図原画（3） 関連0131 川島草堂
行幸記念うちわ用･介（貝）品図原画（4） 関連0132 川島草堂
行幸記念うちわ用･介（貝）品図原画（5） 関連0133 川島草堂
行幸記念うちわ用･河東碧梧桐俳句･下書（不使用分） 関連0134
行幸記念うちわの河東碧梧桐俳句･下書） 関連0135
肉筆花鳥画･扇子 関連0136 筆者不明
花と盃画･色紙 関連0137 川島草堂
熊楠像（熊楠の日付と筆者の書入れあり） 関連0138 中山恵美子
高野山での熊楠を描いた戯画 関連0139 楠本龍仙(推定)
高野山戯画 関連0140 楠本龍仙画賛(推定)
高野山戯画 関連0141 楠本龍仙画賛(推定)
女性図･素描 関連0142 楠本龍仙(推定)
下書 関連0143 筆者不明(楠本龍仙か)
横一行書 関連0144 竹堂（安藤直裕か）
大名有味･拓本 関連0145
梅に鳥･画 関連0146 筆者不明
鶴図･掛軸 関連0147 川島草堂
獅子の岩図･俳画 関連0148 南水題、紫雲画
風景画 関連0149 筆者不明
伊勢太々御神楽之図･木版画 関連0150 筆者不明
絵巻物断巻 関連0151 筆者不明
大峯山腹鬼童図 関連0152 筆者不明
加藤清正図(浄池院殿)･木版図 関連0153 肥後熊本本妙寺



資料名 目録番号 作者等
西国三十三所巡礼札･拓本（熊楠の端書き「植坂久米吉氏所蔵巡礼札」） 関連0154 筆者不明
神仏図･絵巻物 関連0155 筆者不明
谷富次郎招魂碑･石版刷 関連0156 中村六三郎撰
唐船図･木版図 関連0157 筆者不明
都率円院浄土之図･木版画 関連0158 筆者不明
山の神オコゼの絵詞･写 関連0159 小守重保写
山の神草紙写本･下絵 関連0160 広畠幾太郎
山の神草紙･下絵（熊楠の端書き「おこぜ草紙模写」） 関連0161 広畠幾太郎
アケビ写生図 関連0162 広畠幾太郎
燕石図（「燕石考」用） 関連0163 筆者不明
顕微鏡部品図 関連0164 筆者不明
世界大全図 関連0165
寛永年間田辺城下地図･写 関連0166 田村栄
宝永年間田辺城下地図･写 関連0167 田村栄
明治二年田辺城下地図･写（原図闘鶏神社蔵） 関連0168 田村栄
明治二年十月田辺藩地図･写（原図闘鶏神社蔵） 関連0169 田村栄
写真で見るむかしの田辺 関連0170 田村栄
肉筆浮世絵美人画 関連0171 筆者不明
錦絵･房事養生鑑 関連0172 版元･表米
艶本･写し 関連0173 筆者不明
泥絵･武家屋敷 関連0174 亜欧堂田善(推定)
長崎八景･稲佐夕照 関連0175 版元･長崎大和屋由平板
長崎八景･笠頭夜雨 関連0176 版元･長崎大和屋由平板
長崎八景･愛宕暮春 関連0177 版元･長崎大和屋由平板
東京名所三十六戯撰･あたご山 関連0178 一景　版元･万屋孫兵衛
東京名所三十六戯撰･両国花火 関連0179 一景　版元･万屋孫兵衛
大黒天図（複製） 関連0180 歌麿
美人画（こふしんまち） 関連0181 英山
美人画（玉屋内花鬘） 関連0182 英泉
美人画 関連0183 英泉
役者絵（中村七三郎） 関連0184 奥村政信　版元･奥村
美人画 関連0185 奥村政信　版元･伊賀屋
綱五郎花咲遠帆 関連0186 可作(推定)
両国勧進大相撲晴天大当繁昌之図 （複製） 関連0187 勝川春章
暁斎楽画･第三号化々学校 関連0188 暁斎　版元･沢村屋清吉
月耕随筆･養老孝子瀧と波の図 関連0189 月耕　版元･武川利三郎
月耕随筆･鼠 関連0190 月耕　版元･武川利三郎
月耕随筆･連雀 関連0191 月耕　版元･武川利三郎
月耕随筆･東中君 関連0192 月耕　版元･武川利三郎
月耕随筆･佳人蕨摘み 関連0193 月耕　版元･武川利三郎
月耕随筆･不働神力 関連0194 月耕　版元･武川利三郎
月耕随筆･小督 関連0195 月耕　版元･武川利三郎
日本万歳百撰百笑･諸城踏潰す 関連0196 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･三国拳 関連0197 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･大和玉の御馳走 関連0198 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･露艦の閉口 関連0199 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･苦露熊退治 関連0200 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･医者にも困った 関連0201 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･強兵の戦任力 関連0202 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･ヨワールとアワテル 関連0203 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･仁川艦鯛の一網 関連0204 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･九連嬢の兵気 関連0205 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･命の白い物 関連0206 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･戦捷翫弄物 関連0207 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･危隊な大法螺 関連0208 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･水雷艇の大当 関連0209 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･ヅドン勝 関連0210 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･一本足の負物 関連0211 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･石橋の死狂言 関連0212 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･手酷い潰し形 関連0213 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･敗艦の死末 関連0214 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･大男の兵突張 関連0215 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･海陸戦争勝技 関連0216 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･飛だ迷案 関連0217 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･大兵降の自劣込み 関連0218 小林清親　版元･松木平吉
日本万歳百撰百笑･危険な綱渡り 関連0219 小林清親　版元･松木平吉
美人画･隅田川花火（複製） 関連0220 春山
肉筆浮世絵美人二人図 関連0221 翠竹
錦絵美人画 関連0222 鈴木春信
見立役者七小町 関連0223 初代(推定)豊国
役者絵（市川男女蔵） 関連0224 初代豊国　版元未詳(印は山田)
役者絵 関連0225 三代豊国　版元･山本平吉
遊里図･肉筆浮世絵 関連0226 鳥井清信
美人画（一文字屋大夫） 関連0227 鳥居清倍　版元･鱗形屋
美人画 関連0228 鳥居清倍　版元･伊賀屋
五十三次名所図会･一 日本橋（複製） 関連0229 広重
五十三次名所図会･二 品川（複製） 関連0230 広重
五十三次名所図会･三 川崎（複製） 関連0231 広重
五十三次名所図会･四 神奈川（複製） 関連0232 広重
五十三次名所図会･五 程ヶ谷（複製） 関連0233 広重
五十三次名所図会･六 戸塚（複製） 関連0234 広重
五十三次名所図会･七 藤沢（複製） 関連0235 広重
五十三次名所図会･八 平塚（複製） 関連0236 広重
五十三次名所図会･九 大磯（複製） 関連0237 広重
五十三次名所図会･十二 三嶋（複製） 関連0238 広重



資料名 目録番号 作者等
五十三次名所図会･十四 原（複製） 関連0239 広重
五十三次名所図会･十六 蒲原（複製） 関連0240 広重
五十三次名所図会･十八 興津（複製） 関連0241 広重
五十三次名所図会･十九 江尻（複製） 関連0242 広重
五十三次名所図会･二十 府中（複製） 関連0243 広重
五十三次名所図会･二十一 鞠子（複製） 関連0244 広重
五十三次名所図会･二十二 岡部（複製） 関連0245 広重
五十三次名所図会･二十三 藤枝（複製） 関連0246 広重
五十三次名所図会･二十四 島田（複製） 関連0247 広重
五十三次名所図会･二十六 日坂（複製） 関連0248 広重
五十三次名所図会･二十七 かけ川（複製） 関連0249 広重
五十三次名所図会･二十八 袋井（複製） 関連0250 広重
五十三次名所図会･三十 浜松（複製） 関連0251 広重
五十三次名所図会･三十一 舞坂（複製） 関連0252 広重
五十三次名所図会･三十二 あら井（複製） 関連0253 広重
五十三次名所図会･三十四 二川（複製） 関連0254 広重
五十三次名所図会･三十五 吉田（複製） 関連0255 広重
五十三次名所図会･三十六 御油（複製） 関連0256 広重
五十三次名所図会･三十七 赤坂（複製） 関連0257 広重
五十三次名所図会･三十九 岡崎（複製） 関連0258 広重
五十三次名所図会･四十 池鯉鮒（複製） 関連0259 広重
五十三次名所図会･四十五 小田原（複製） 関連0260 広重
五十三次名所図会･四十六 庄野（複製） 関連0261 広重
五十三次名所図会･四十七 亀山（複製） 関連0262 広重
五十三次名所図会･四十九 坂の下（複製） 関連0263 広重
五十三次名所図会･五十 土山（複製） 関連0264 広重
五十三次名所図会･五十一 水口（複製） 関連0265 広重
五十三次名所図会･五十三 草津（複製） 関連0266 広重
五十三次名所図会･五十四 大津（複製） 関連0267 広重
五十三次名所図会･五十五 京三条（複製） 関連0268 広重
美人画（複製） 関連0269 広重、豊国
人物東海道 関連0270 初代広重　版元･村田屋市五郎
双筆五十三次･金谷 関連0271 初代広重、三代豊国　版元･丸屋久四郎
名所江戸百景･糀町一丁目山王祭ねり込 関連0272 初代広重　版元･魚屋栄吉
名所江戸百景･品川御殿やま 関連0273 初代広重　版元･魚屋栄吉
江戸名所･外さくら田（複製） 関連0274 初代広重
新撰江戸名所･不忍池新玉堤春之景（複製） 関連0275 広重
東都名所･芝増上寺昼中図（複製） 関連0276 広重
東都名所･上野東叡山ノ図（複製） 関連0277 広重
諸国名所百景･越後新潟の景 関連0278 二代広重　版元･魚屋栄吉
諸国名所百景･信州桔梗乃原 関連0279 二代広重　版元･魚屋栄吉
東都隅田川(源氏絵) 関連0280 二代広重　版元･万屋吉兵衛
田舎源氏 関連0281 芳年
武者絵 関連0282 綿泉
南方文枝写真アルバム 関連0283
南方文枝写真帳 関連0284
写真アルバム（黒） 関連0285 アルバム
写真アルバム（濃緑） 関連0286 田中敬忠 撮影
写真アルバム（薄緑） 関連0287 田中敬忠 撮影
芸妓（東京）･写真帳 関連0288
南方熊楠関連写真アルバム 関連0289 ミナカタソサティ(あるいは岡本清造)編纂
南方熊楠写真アルバム 関連0290 岡本清造編纂(推定)
粘菌リスト･写真 関連0291 平凡社
田辺交遊（藤本喜太郎､小金､熊楠､お幾､佐武友吉）･写真 関連0291 平凡社
南方熊楠と牟婁新報社活版少年工(堀口栄一､他)･写真 関連0291 平凡社
母南方すみと末弟楠次郎･写真 関連0291 平凡社
徳川頼倫来訪･記念写真 関連0291 平凡社
南方熊楠､目良純吉､目良正夫､秋本清･写真 関連0291 平凡社
南方熊楠と姪甥(楠枝､すみ､常太郎､くら)･写真 関連0291 平凡社
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0291 平凡社
自宅二階での南方熊楠(1)･写真 関連0291 別所彰善　平凡社複写
ジャクソンビルの和服の南方熊楠･写真 関連0291 平凡社
南方弥兵衛･写真 関連0291 平凡社
南方熊楠、熊弥、文枝、松枝、女中･写真 関連0291 平凡社 (Swingle, Walter Tennyson 撮影)
孫文和歌山来訪記念･写真 関連0291 平凡社
東京湯島留送別会･記念写真 関連0291 平凡社
塩屋村山田家訪問(熊楠､山田家､羽山家)記念写真 関連0291 平凡社
スウィングル撮影による熊楠一家（1）･記念写真 関連0291 平凡社(Swingle, Walter Tennyson 撮影)
神島･写真 関連0291 平凡社
書庫外観･写真 関連0291 平凡社
南方邸門前･写真 関連0291 平凡社
旅券 表･写真 関連0291 平凡社
西国立志篇 一頁･写真 関連0291 平凡社
山京雑記 一頁･写真 関連0291 平凡社
山海経 一頁･写真 関連0291 平凡社
田辺抜書巻一 一頁･写真 関連0291 平凡社
田辺抜書巻一･写真 関連0291 平凡社
珍事評論一号 一頁･写真 関連0291 平凡社
珍事評論一号 七頁･写真 関連0291 平凡社
腹稿（蛇）･写真 関連0291 平凡社
腹稿（蛇）･写真 関連0291 平凡社
腹稿（兎）･写真 関連0291 平凡社
腹稿（兎）･写真 関連0291 平凡社
腹稿（田原藤太）･写真 関連0291 平凡社
A. C. Lee 1909.12.25付来簡･写真 関連0291 平凡社



資料名 目録番号 作者等
方丈記 表紙･写真 関連0291 平凡社
旅券 裏･写真 関連0291 平凡社
Minakatella Lonifila の図･写真 関連0291 平凡社
菌類図譜 F3445･写真 関連0291 平凡社
菌類図譜 F4136･写真 関連0291 平凡社
菌類図譜 F1490･写真 関連0291 平凡社
平凡社全集用写真 関連0291 平凡社
リスター書簡ミナカタ・ロンギフィア図･写真 関連0292 平凡社
リスター書簡ミナカタ・ロンギフィア図･写真 関連0292 平凡社
ミナカタ・ロンギフィア図部分拡大･写真 関連0292 平凡社
天狗図と画賛･写真 関連0292 平凡社
天狗図と画賛･写真 関連0292 平凡社
天狗図と画賛･写真 関連0292 平凡社
三浦英太郎男爵のために書いた絵 大正11年7月12日夜付･写真 関連0292 平凡社
三浦英太郎男爵のために書いた絵 大正11年7月12日夜付･写真 関連0292 平凡社
三浦英太郎男爵のために書いた絵 大正11年7月12日夜付･写真 関連0292 平凡社
蟹図と画賛･写真 関連0292 平凡社
蟹図と画賛･写真 関連0292 平凡社
蟹図と画賛･写真 関連0292 平凡社
猫図･写真 関連0292 平凡社
猫図･写真 関連0292 平凡社
歌､句､短冊四枚･写真 関連0292 平凡社
歌､句､短冊四枚･写真 関連0292 平凡社
喜多幅武三郎のために書いた絵と画賛･写真 関連0292 平凡社
喜多幅武三郎のために書いた絵と画賛･写真 関連0292 平凡社
喜多幅武三郎のために書いた絵と画賛･写真 関連0292 平凡社
書庫内観･写真 関連0292 平凡社
うが等･写真 関連0292 平凡社
うが等･写真 関連0292 平凡社
うが等･写真 関連0292 平凡社
うが等･写真 関連0292 平凡社
ロンドン抜書･写真 関連0292 平凡社
ロンドン抜書･写真 関連0292 平凡社
田辺抜書･写真 関連0292 平凡社
清水崑画「熊楠」･写真 関連0292 平凡社
平凡社『全集』用写真と八坂書房『日記』用写真 関連0292 平凡社、八坂書房
孫文書簡(題)･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡1983.9.2(撮影日)･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡来状九通贈呈書籍二冊･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡1900.12.11付英文封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2. 6付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.10付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付封書･写真 関連0293 八坂書房
犬養木堂先生宛封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付紹介状･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付紹介状･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 2.16付紹介状･写真 関連0293 八坂書房
温炳臣（炳子）封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 3.18付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 4. 3付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡 6.20付封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡1901. 7. 1付英文封書･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡封筒一通･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡封筒四通･写真 関連0293 八坂書房
孫文書簡封筒四通･写真 関連0293 八坂書房
学校沿革史雄尋常小学校･写真 関連0294 不明
南方熊楠と中松盛雄･写真（熊楠の書入れあり） 関連0295 （和歌山で撮影）
南方熊楠と羽山繁太郎･写真 関連0296
南方熊楠渡米前羽山繁太郎贈呈･写真 関連0297
南方熊楠渡米前羽山繁太郎贈呈･写真 関連0298
南方熊楠渡米前羽山繁太郎贈呈･写真 関連0299
南方熊楠渡米前羽山繁太郎贈呈写真裏書き･複写写真 関連0300
羽山繁太郎と不明男性二名･写真 関連0301
南方熊楠と羽山蕃次郎･写真（熊楠の書入れ「神田錦町ニテ取ル」） 関連0302 （東京神田錦町にて撮影）
南方熊楠と羽山蕃次郎･写真 関連0303
南方熊楠と羽山蕃次郎･写真 関連0304
南方熊楠と羽山蕃次郎･写真 関連0305
南方熊楠と羽山蕃次郎･ガラス乾板 関連0306 白水軒(田辺)
羽山蕃次郎と不明男性二名･写真 関連0307
南方熊楠渡米前羽山番次郎贈呈･写真 関連0308
羽山邸屋敷･写真 関連0309
東京湯島留送別会･記念写真（熊楠の書入れあり） 関連0310 （東京湯島で撮影）
東京湯島留送別会･記念写真 関連0311 （東京湯島で撮影）
東京湯島留送別会･記念写真 関連0312 （東京湯島で撮影）
東京湯島留送別会･記念写真 関連0313 （東京湯島で撮影）
アンナーバー留学生集合･写真 関連0314
アンナーバー留学生集合･写真 関連0315
ジャクソンビルの南方熊楠胸像･写真 関連0316 Burgert Aristo Photo (Jacksonville)
ジャクソンビルの南方熊楠胸像･写真 関連0317
ジャクソンビルの南方熊楠胸像･写真 関連0318
ジャクソンビルの和服の南方熊楠･写真 関連0319
ジャクソンビルの和服の南方熊楠･写真 関連0320
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南方熊楠と江聖聡･写真 関連0321 Burgert Aristo Photo (Jacksonville)
南方熊楠と江聖聡･写真 関連0322
南方熊楠と江聖聡･写真 関連0323
南方熊楠と江聖聡･写真 関連0324
南方熊楠と宮西やす他･写真 関連0325 池田写真館(田辺)
孫文和歌山来訪記念･写真 関連0326 浅井写真館(和歌山)
孫文和歌山来訪記念･写真 関連0327 浅井写真館(和歌山)
富田村付近植物採集行･記念写真（撮影は池田写真館の庭） 関連0328 池田写真館
富田村付近植物採集行記念写真の熊楠の部分･写真 関連0329
南方熊楠と姪甥(楠枝､すみ､常太郎､くら)･写真 関連0330 柴田杏堂(和歌山市八番丁)
南方熊楠と姪甥(楠枝､すみ､常太郎､くら)･写真 関連0331
南方熊楠と姪甥(楠枝､すみ､常太郎､くら)とディキンズ書簡を組み合わせて複写･写真 関連0332 池田写真館
南方熊楠と姪甥(楠枝､すみ､常太郎､くら)･写真 関連0333
南方熊楠､目良純吉､目良正夫､秋本清（1）･写真（裏に熊楠の長い書入れあり） 関連0334 池田写真館
南方熊楠､目良純吉､目良正夫､秋本清（1）･写真 関連0335
南方熊楠､目良純吉､目良正夫､秋本清（2）･写真 関連0336 池田写真館
南方熊楠､目良純吉､野田定吉･写真 関連0337 池田写真館
南方熊楠､目良純吉､川島草堂･写真 関連0338 池田写真館(推定)
南方熊楠､目良純吉､他1名･写真 関連0339 池田写真館
南方熊楠と牟婁新報社活版少年工(堀口栄一､他)･写真 関連0340 池田写真館
南方熊楠林中裸像･写真 関連0341 辻一太郎撮影
南方熊楠林中裸像･写真 関連0342 辻一太郎撮影
南方熊楠林中裸像･写真 関連0343 辻一太郎撮影
神島鳥居前の熊楠･写真（熊楠の書入れあり） 関連0344 Swingle, Walter Tennyson
神島鳥居前の熊楠･写真 関連0345 Swingle, Walter Tennyson 撮影
南方熊楠、スウィングルと神島調査風景･写真（熊楠の書入れあり） 関連0346 Swingle, Walter Tennyson
南方熊楠、スウィングルと神島調査風景･写真 関連0347 Swingle, Walter Tennyson 撮影
スウィングル撮影による熊楠一家(1)･記念写真 関連0348 Swingle, Walter Tennyson
スウィングル撮影による熊楠一家（1）と（2）･記念写真 関連0349 Swingle, Walter Tennyson
会津川口での南方熊楠･写真 関連0350 1919(推定)
南方熊楠､田中長三郎､楠本秀男･写真 関連0351 栗山写真館
南方熊楠､田中長三郎､楠本秀男･写真 関連0352
南方熊楠､牟婁新報社工員･写真 関連0353
南方熊楠､上松蓊､楠本秀男･写真 関連0354 栗山写真館
高野行関係他･写真 関連0355
高野山での採集･写真 関連0356
高野山で採集中の熊楠（1）･写真 関連0357
高野山で採集中の熊楠（2）･写真 関連0358
高野山で採集中の熊楠（3）･写真 関連0359
高野山で採集中の熊楠（4）･写真 関連0360
高野山で採集中の熊楠（5）･写真 関連0361
高野山一乗院内昼寝する熊楠（1）（2）･写真 関連0362 坂口総一郎撮影(推定)
高野山一乗院内昼寝する熊楠（2）･写真 関連0363
高野山の木々･写真 関連0364
高野山一乗院内で寝間着姿の熊楠･写真 関連0365 宇野確雄撮影　佐藤写真館
高野山一乗院内で寝間着姿の熊楠･写真 関連0366 宇野確雄 撮影
高野山一乗院内で寝間着姿の熊楠･写真 関連0367 宇野確雄撮影　佐藤写真館
高野山の南方熊楠と川島草堂･写真 関連0368
高野山一乗院でくつろぐ熊楠･写真 関連0369 坂口総一郎撮影
高野山一乗院内の熊楠と小畔四郎･写真 関連0370 坂口総一郎(推定)
高野山大門前(川島草堂､熊楠､小畔四郎､宇野確雄)記念写真（1）（2） 関連0371 坂口総一郎
高野山の堂前に坐る南方熊楠、小畔四郎、川島草堂、他一名･写真 関連0372
高野山の道端(小畔四郎､熊楠､坂口総一郎､川島草堂)記念写真 関連0373 宇野確雄
高野山大門前（ 川島草堂、熊楠、小畔四郎、宇野確雄）･記念写真 関連0374
高野山道端の熊楠･写真 関連0375 坂口総一郎(推定)
高野山道端の熊楠･写真 関連0376
高野山道端の熊楠･写真 関連0378
富田村付近植物採集行･記念写真 関連0379
徳川頼倫来訪･記念写真 関連0380
徳川頼倫来訪･記念写真 関連0381
徳川頼倫来訪･記念写真 関連0382
南方熊楠と六鵜保･写真 関連0383 池田写真館
南方熊楠と六鵜保･写真 関連0384 池田写真館
田辺交遊（藤本喜太郎､小金､熊楠､お幾､佐武友吉）･写真 関連0385 池田写真館
南方熊楠､上松蓊､六鵜保､他2名、日光米屋旅館･写真 関連0386 宏湖堂(日光中善寺)
ウガ･写真（熊楠の書入れあり） 関連0387
ウガ･写真（熊楠の書入れあり） 関連0388
東宮殿下献上粘菌･写真 関連0389
進献粘菌図譜･写真 関連0390 吉川写真館(東京王子)
進献粘菌標本･写真 関連0391
南方熊楠､成人男性､男の子･写真 関連0392
南方熊楠和服正装姿･写真 関連0393
南方熊楠和服正装姿･写真 関連0394
塩屋村山田家訪問(熊楠､山田家､羽山家)記念写真 関連0395 塩路写真館(御坊)
御進講後南方熊楠、松枝･記念写真 関連0396
御進講後南方熊楠、松枝･記念写真 関連0397
御進講後南方熊楠、松枝･記念写真 関連0398
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0399
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0400
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0401
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0402
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0403
南方熊楠フロックコート姿御進講記念･写真 関連0404
御進講記念南方熊楠夫婦､須川夫婦､岡野夫婦･写真 関連0405 不明
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御進講標本記念･写真 関連0406
神島歌碑建立記念･写真 関連0407 池田写真館
神島歌碑建立記念･写真 関連0408 有吉写真館(神戸市三宮)
神島歌碑建立記念･写真 関連0409 有吉写真館(神戸市三宮)
神島歌碑建立記念･写真 関連0410 有吉写真館(神戸市三宮)
神島歌碑建立記念･写真 関連0411 神戸有吉写真館
神島歌碑建立記念･写真 関連0412
神島歌碑建立記念･写真 関連0413
神島歌碑建立記念･写真 関連0414 神戸有吉写真館
今井三子来訪記念(今井三子､榎本幸治､熊楠､金崎元年､金崎宇吉)写真 関連0415 今井三子
今井三子来訪記念(今井三子､榎本幸治､熊楠､金崎元年､金崎宇吉)写真 関連0416 今井三子
三壺崎よりの眺め･写真 関連0417 今井三子
奇絶峡の滝･写真 関連0418 今井三子
菌類･写真 関連0419 今井三子
みの亀･写真 関連0420 今井三子
南方熊楠菌写生図･写真 関連0421 今井三子
南方熊楠菌写生図･写真 関連0422 今井三子
南方熊楠菌写生図･写真 関連0423 今井三子
南方熊楠菌写生図･写真 関連0424 今井三子
南方熊楠邸書斎と書庫･写真 関連0425 今井三子
離れ外見･写真 関連0426 今井三子
中井秀弥来訪(熊楠､喜多幅､中井一家)記念写真 関連0427 白洋写真館
自宅二階での南方熊楠(1)･写真 関連0428 別所彰善　写真弘社(東京)
自宅二階での南方熊楠(1)･写真 関連0429 別所彰善
自宅二階での南方熊楠(1)･写真 関連0430 別所彰善
自宅二階での南方熊楠(1)･写真 関連0431 別所彰善　湯崎写真館
自宅二階での南方熊楠(2)･写真 関連0432 別所彰善　湯崎写真館
自宅二階での南方熊楠(2)･写真 関連0433 別所彰善　湯崎写真館
精常園（別所彰善）鉛山旅行写真 関連0434 湯崎写真館
毛利清雅県議当選･記念写真 関連0435 池田写真館
毛利清雅県議当選･記念写真 関連0436
毛利清雅県議当選･記念写真拡大 関連0437
南方熊楠と安藤みかん･写真 関連0438 田中敬忠 撮影
読書中の南方熊楠･写真 関連0439 田中敬忠 撮影
安藤蜜柑の手入れを見守る南方熊楠（1）･写真 関連0440 田中敬忠 撮影
安藤蜜柑の手入れを見守る南方熊楠（2）･写真 関連0441 田中敬忠 撮影
紋付を着た南方熊楠･写真 関連0442 岡田要之助撮影
岡田要之助撮影･写真 関連0443 岡田要之助
南方熊楠臨終（横から）･写真 関連0444
南方熊楠臨終（横から）･写真 関連0445
南方熊楠臨終（横から、斜め上から）･写真 関連0446
南方熊楠臨終（斜め上から）･写真 関連0447
埋葬･写真 関連0448
会葬者（昭和十六年十二月三十一日自宅にて）･記念写真 関連0449
十七日法要（一月四日）･写真 関連0450 田中敬忠 撮影
南方熊楠デスマスク（1）（2）（3）･写真 関連0451
南方熊楠デスマスク（1）･写真 関連0452
南方熊楠先生御脳髄･写真帳 関連0453 大阪帝国大学医学部病理学教室
南方熊楠墓碑･複写写真 関連0454 長阪商店(和歌山市)
没後資料整理時記念写真、書斎前にて（南方文枝、中山恵美子、田中敬忠、上松
蓊、野口利太郎、北島脩一郎、南方常楠、小畔四郎）･写真

関連0455

没後資料整理時記念写真、書斎前にて 関連0456 田中敬忠 撮影
南方弥兵衛･写真 関連0457
南方弥兵衛･写真 関連0458
南方弥兵衛･写真 関連0459
南方弥兵衛の臨終より葬儀･写真（原本） 関連0460 柴田杏堂(和歌山市八番丁)
母すみと末弟楠次郎･写真 関連0461
母すみと末弟楠次郎･写真 関連0462
母すみと末弟楠次郎･写真 関連0463
南方常楠夫妻･写真 関連0464 岩崎写真館(和歌山)
南方保次郎結婚･写真 関連0465 不明
南方栄一･写真 関連0466
南方栄一･写真 関連0467
生花翠松･写真 関連0468 南方松枝作(推定)　池田写真館
南方松枝､熊弥､音無菊重､田村広恵･写真 関連0469
南方松枝､熊弥､音無菊重､田村広恵･写真 関連0470 池田写真館
南方松枝､熊弥､女中･写真 関連0471
南方松枝､熊弥､女中･写真 関連0472 池田写真館
南方熊弥･写真 関連0473
南方松枝､熊弥､女中･写真 関連0474
南方熊弥･写真（熊楠の日付書入れあり） 関連0475 池田写真館
南方熊弥、文枝･写真 関連0476
南方熊弥、文枝･写真 関連0477 池田写真館
南方文枝･写真 関連0478 池田写真館
南方熊弥、文枝･写真 関連0479 竹中写真館(田辺)
南方熊弥、文枝、石上トメ･写真 関連0480 竹中写真館(田辺)
南方熊弥、文枝、石上トメ･写真 関連0481 竹中写真館(田辺)
南方熊弥、文枝、石上トメ･写真 関連0482 竹中写真館(田辺)
南方熊弥、文枝、松枝、川根ヨネ･写真 関連0483 池田写真館(田辺)
南方熊弥、文枝、松枝、川根ヨネ･写真 関連0484 池田写真館(田辺)
南方熊弥(21才)･写真 関連0485
南方熊弥蔵カメラ内にあった･ネガ 関連0486 南方熊弥撮影(推定)
南方熊弥蔵カメラ内にあった女性･写真 関連0487 南方熊弥撮影(推定)
南方松枝(60才)･写真 関連0488
南方松枝(60才)･写真 関連0489
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南方松枝･中山恵美子･写真 関連0490 田中敬忠 撮影
南方松枝､文枝､福島とく一家･写真 関連0491 栗山写真館
南方松枝､文枝､福島家3人･写真 関連0492
南方松枝､文枝･写真 関連0493
南方松枝･写真 関連0494
南方松枝･写真 関連0495
南方松枝･写真 関連0496
南方松枝･写真 関連0497
南方松枝･写真 関連0498
南方松枝（南方邸庭にて）･写真 関連0499 田中敬忠 撮影
南方松枝･写真 関連0500
南方松枝･写真 関連0501
南方松枝･写真 関連0502
南方松枝･写真 関連0503
南方松枝･写真 関連0504
南方松枝･写真 関連0505
南方松枝･写真 関連0506
南方松枝･写真 関連0507
南方松枝と不明女性･写真 関連0508
南方松枝を含む若い女性(2人)･写真 関連0509
南方文枝田辺小学校卒業（1）･写真 関連0510 池田写真館
南方文枝田辺小学校卒業（2）･写真 関連0511 池田写真館
南方文枝と友人達･写真 関連0512
南方文枝卒業･写真 関連0513
南方文枝と友人達･写真 関連0514
南方文枝と友人･写真 関連0515 栗山写真館
南方文枝と友人(二人)･写真 関連0516
南方文枝クラス会（1）･写真 関連0517
南方文枝クラス会（2）･写真 関連0518
南方文枝と長唄社中･写真 関連0519
南方文枝同窓会･写真 関連0520
南方文枝･写真 関連0521
南方文枝等長唄練習会･写真 関連0522
南方文枝の杵弥会長唄練習会･写真 関連0523
南方文枝の長唄練習会･写真 関連0524
南方文枝長唄大会（1）･写真 関連0525
南方文枝長唄大会（2）･写真 関連0526
南方文枝･写真 関連0527
南方文枝･写真 関連0528
南方文枝･写真 関連0529
南方文枝･写真 関連0530
南方文枝･写真 関連0530
南方文枝･写真 関連0530
南方文枝･写真 関連0531
南方文枝･写真 関連0532
南方文枝･写真 関連0533
南方文枝の産婆看護婦養成所卒業記念･写真 関連0534
南方文枝の和泉砂川遊行（1）･写真 関連0535
南方文枝の和泉砂川遊行（2）･写真 関連0536
南方文枝の和泉砂川遊行（3）･写真 関連0537
南方文枝の和泉砂川遊行（4）･写真 関連0538
南方文枝の和泉砂川遊行（5）･写真 関連0539
南方文枝の和泉砂川遊行（6）･写真 関連0540
南方文枝と国防婦人会田辺中屋敷支部集合･写真 関連0541
南方文枝（南方邸庭にて）･写真 関連0542 田中敬忠 撮影
南方文枝証明書用･写真 関連0543
南方文枝を含む若い女性(2人)･写真 関連0544
南方文枝を含む若い女性(5人)･写真 関連0545
南方文枝を含む若い女性(5人)･写真 関連0546
南方文枝を含む若い女性(5人)･写真 関連0547
南方文枝を含む若い女性(5人)･写真 関連0548
南方文枝を含む若い女性(6人)･写真 関連0549
南方文枝の友人(三人)･写真 関連0550
南方文枝と友人･写真 関連0551
南方文枝と友人三人･写真 関連0552
南方文枝友人 山際･写真 関連0553
南方文枝友人 大平･写真 関連0554
南方文枝友人の三川政枝･写真 関連0555
南方文枝友人の松葉時子･写真 関連0556
南方文枝友人の増田房枝･写真 関連0557
南方文枝友人の鈴木小枝･写真 関連0558
南方文枝見合用･写真 関連0559
南方文枝見合用･写真 関連0559
南方文枝見合用･写真 関連0560
南方文枝、松枝、清造、他･写真 関連0561 1946(推定)
岡本清造、文枝結婚記念･写真 関連0562 1946(推定)
岡本清造、文枝･写真 関連0563
岡本清造、文枝･写真 関連0564
岡本清造、文枝･写真 関連0565
岡本清造、文枝、中山恵美子、他･写真 関連0566
岡本清造、庭園入口の柴折戸･写真 関連0567 久保田撮影
岡本清造、文枝玄関前にて･写真 関連0568 久保田撮影
岡本百合子･写真 関連0569
岡本親族･写真 関連0570
岡本幸助、千代･写真 関連0571



資料名 目録番号 作者等
岡本清造肖像･写真 関連0572
岡本清造他集合記念･写真(ネガ) 関連0573
岡本清造関係写真 関連0574
アレックス（Alex）･写真 関連0575 Yenclequi, A (写真館)
カルキンス（W. W. Calkins）･写真 関連0576 Hartley Portraits (写真館)
カルキンス（W. W. Calkins）･写真 関連0577
ディキンズ（F. W. Dickins）（1）･写真　※注20110722　ディキンズ（F. W. Dickins）（2）･写
真　0582の複製

関連0578

ディキンズ（F. W. Dickins）（1）･写真　※注20110722　ディキンズ（F. W. Dickins）（2）･写
真　0582の複製

関連0579

ディキンズ（F. W. Dickins）（1）･写真　※注20110722　原本　アルバム掲載 関連0580 Elliott & Fry (写真館)
ディキンズ（F. W. Dickins）（1）･写真　※注20110722　ディキンズ（F. W. Dickins）（2）･写
真　0582の複製

関連0581

ディキンズ（F. W. Dickins）（2）･写真　※注20110722　ディキンズ（F. W. Dickins）（2）･写
真　原本

関連0582 東京王子吉川写真館

ヘンリー・バザー（Henry Bather）(推定)･写真入り絵葉書 関連0583
リード(C. H. Read)肖像画･写真 関連0584
リード(C. H. Read)肖像画･写真 関連0585
アーサーとグリエルマ・リスター父娘（Arthur & Gulielma Lister）･写真 関連0586
渥美卯杖･写真 関連0587 （横浜本町、あるいは東京九段坂で撮影）
阿部定似の女性･写真 関連0588 本多季麿
安藤直裕公･写真 関連0589 ミヤコヤ
安藤直裕夫人の画幅･写真 関連0590 ミヤコヤ
井澗貞子･写真 関連0591
井澗満（兵隊）･写真 関連0592
井澗満･写真 関連0593
井澗満･写真 関連0594 小倉写真館(田辺)
石井好兼･写真 関連0595
稲垣園子･写真 関連0596
稲田米花、野口利太郎、広畑鋤和、浦政吉･写真(原版) 関連0597
上松幸子(57才)･写真 関連0598
打村愛子･写真 関連0599 芳陽館(田辺)
打村愛子･写真 関連0600 池田博写真館(紀伊田辺片町)
小笠原誉至夫と安部磯雄･写真 関連0601
小川警察署長･写真 関連0602 池田写真館
音無節子･写真 関連0603
音無田鶴枝･写真 関連0604
垣内くま･写真 関連0605
垣内くま･写真 関連0606
笠野英三･写真 関連0607 ノートン(アンナーバー?)
金崎卯吉（南方邸庭にて）･写真 関連0608 田中敬忠 撮影
金崎しげ･写真 関連0609
金崎元年･写真 関連0610
金子直枝･写真 関連0611
川根ヨネ･写真 関連0612 管写真館(大阪四ツ橋)
菊川千代子･写真 関連0613
北島脩一郎･写真 関連0614
北島脩一郎･写真 関連0615
喜多幅のぶえ･写真 関連0616
喜多幅武三郎他2人･写真 関連0617
喜多幅武三郎母堂葬列写真 関連0618 池田写真館
杵屋弥八･写真 関連0619
京極駒治･写真 関連0620 Bavaotro Hno.
芸妓元祖成駒･写真 関連0621 （神戸にて撮影）
芸者（不明）･写真 関連0622 池田博 撮影
芸者五郎(1)･写真 関連0623
芸者五郎(2)･写真 関連0624
芸者五郎･他1名･写真 関連0625
小畔四郎(正装勲章)･写真 関連0626
小畔四郎、文子夫妻･写真 関連0627 池田写真館
アラブ装束姿三人男（小畔四郎をふくむ）絵葉書･写真 関連0628
小林きよ乃･写真 関連0629
阪上省吾と南川千代子結婚･写真 関連0630
佐武花子･写真 関連0631 池田写真館
佐武花子･写真 関連0632
佐武正子･写真 関連0633 イクマツ(台北)
佐武正子･写真 関連0634
清水てる･写真 関連0635
白井光太郎(礫水)肖像画･写真 関連0636
末吉安恭･写真 関連0637
須川美智子･写真 関連0638
須川美智子･写真 関連0639
須川要亢進･写真 関連0640
須川要亢進家族･写真 関連0641
野田千代子､杉野文枝(女中)･写真 関連0642 池田写真館
杉村広太郎･写真（熊楠の書入れあり） 関連0643
杉村広太郎･写真 関連0644
杉山きく･写真 関連0645
杉山きく･写真 関連0646
杉山きく･写真 関連0646
杉山きく･写真 関連0647 銀座写真館
関谷夫人･写真 関連0648
大門楠男･写真 関連0649
高田滋子･写真 関連0650
高田志も･写真 関連0651



資料名 目録番号 作者等
高田宗明･写真 関連0652
高田邦子･写真 関連0653
高田利明、晃･写真 関連0654
高田浪枝、利明、宗明･写真 関連0655
武田万載の墓と遺族の写真 関連0656
田端紀男･写真 関連0657 Ｓ.カシワギ(御坊)
那須房子･写真 関連0658
田村宗造･写真 関連0659 柴田写真士
田村広恵、宇井ます代、山口てい子･写真 関連0660 田辺・池田写真館
辻清吉･写真 関連0661 タケイシ(東京日本橋)
寺尾姉妹･写真 関連0662
利光平夫･写真 関連0663
利光平夫･写真 関連0664
利光平夫関連風景写真･写真 関連0665
永岡貞蔵･写真 関連0666 紀之国写真所
中松とよ子･写真 関連0667 池田博
中山恵美子と弟（南方邸にて）･写真 関連0668 田中敬忠 撮影
中山恵美子と弟･写真 関連0669 田中敬忠 撮影
中山恵美子と弟･写真 関連0670 田中敬忠 撮影
中山恵美子、美智代･写真 関連0671
中山恵美子･写真 関連0672
中山恵美子･写真 関連0673
中山嘉次郎･写真 関連0674
中山嘉次郎･写真 関連0675
中山家(老婦人と孫)･写真 関連0676
野田つるゑ･金子直枝･写真 関連0677
野田英子･写真 関連0678
野口利太郎（推定）･写真 関連0679
人見絹枝･写真 関連0680
人見絹枝･写真 関連0681
人見絹枝･写真 関連0682
広畠岩吉七回忌法要･写真 関連0683 小倉写真館(田辺)
広畠きし･写真 関連0684
福島家家族･写真 関連0685
福島登し子･写真 関連0686
福島利子･他1人･写真 関連0687
福島福一郎（兵隊）･写真 関連0688
福島福一郎兵隊･写真 関連0689
福島福一郎･写真 関連0690
福島福一郎･写真 関連0691
福島福一郎･写真 関連0692
福田令寿･写真 関連0693 Wood & Co.
軍艦富士･記念写真 関連0694
本多季麿を含む集合写真 関連0695 本多季麿
真砂氏一家･写真 関連0696 田村写真館
美津田滝次郎･写真 関連0697 Tames Word
美津田滝次郎と二人の養子･写真 関連0698 Tames Word
美津田滝次郎と二人の養子･写真 関連0699
南川楠雄結婚･写真 関連0700
三好琴子･写真 関連0701 シブソン(アンナーバー)
茂木虎次郎･写真 関連0702 （大阪高麗橋で撮影）
本野卓弥(ゴトヒキ小僧 三才)･写真 関連0703 久保昌雄(新宮)
山岡家族･写真 関連0704
山岡由記子･写真 関連0705
山田やす枝･写真 関連0706
山本家家族･写真 関連0707
山本正道･写真 関連0708 大阪･そごう写真部
山本はる代･写真 関連0709
山本五十六書･写真 関連0710
湯川秀樹･写真 関連0711
六鵜保･写真 関連0712 和田写真館(豊前中津)
和中金助･写真 関連0713
学生(三人)･写真 関連0714
子ども(男1人)･写真 関連0715
子供(男の子)･写真 関連0716
子供を抱いた女性･ガラス乾板 関連0717
若い女性(2人)･写真 関連0718
若い女性(2人)･写真 関連0719
若い女性(2人)･写真 関連0720
女高生(1人)･写真 関連0721
女高生(1人)･写真 関連0722
女高生(1人)･写真 関連0723
女高生･写真 関連0724
女高生･写真 関連0725
女高生五人･写真 関連0726
女性(1人)･写真 関連0727
女性(1人)･写真 関連0728
女性･写真 関連0729 Matter of Fact 写真館
女性･写真 関連0730
女性･写真 関連0731
女性･写真 関連0732
女性･写真 関連0733
女性･写真 関連0734
女性･写真 関連0735
女性･写真 関連0736



資料名 目録番号 作者等
女性集合不明･写真 関連0737
女性二人･写真 関連0738
女性二人･写真 関連0739
女性二人･写真 関連0740
女性二人･写真 関連0741
女中(1人)(書庫前)･写真 関連0742
女中(推定)･写真 関連0743 池田写真館
女中と男の子(玄関前)･写真 関連0744
成人女性･写真 関連0745 {个･个}中写真館(田辺新町)
成人女性･写真 関連0746 池田博
成人男性･写真 関連0747 Louis Wilkins
成人男性･写真 関連0748 池田博
青年･写真 関連0749 センスイケン
青年･写真 関連0750
赤ん坊･写真 関連0751 池田写真館
赤ん坊（裸）･写真 関連0752 池田博
男性･写真 関連0753
男性･写真 関連0754
姫路高校記念祭･写真 関連0755
兵士(三人)･写真 関連0756
母子･写真 関連0757
幼児･写真 関連0758
幼児･写真 関連0759
幼児･写真 関連0760
老婆･写真 関連0761
家族･写真 関連0762
書斎･写真 関連0763 岡田要之助撮影
南方邸母屋と書斎のしきり･写真 関連0764
南方邸内（借家付近）･写真 関連0765
南方邸正門（正面から）･写真 関連0766 田中敬忠 撮影
南方邸正門（正面から）･写真 関連0767 田中敬忠 撮影
南方邸正門（斜め左側から）･写真 関連0768 田中敬忠 撮影
南方邸正門（斜め右側から）･写真 関連0769 田中敬忠 撮影
南方邸正門（正面からと斜め左側からとを組合せ複写したもの）･写真 関連0770 田中敬忠 撮影
遺蔵の顕微鏡･写真 関連0771 田中敬忠 撮影
書庫内･写真 関連0772 田中敬忠 撮影
書庫内･写真 関連0773 田中敬忠 撮影
鉢植の木･写真 関連0774 田中敬忠 撮影
風呂･写真 関連0775 田中敬忠 撮影
母屋内･写真 関連0776 田中敬忠 撮影
母屋二階･写真 関連0777 田中敬忠 撮影
北面の亀池･写真 関連0778 田中敬忠 撮影
亀･写真 関連0779 田中敬忠 撮影
庭と安藤みかん(1)･写真 関連0780 田中敬忠 撮影
庭と安藤みかん(2)･写真 関連0781 田中敬忠 撮影
庭と安藤みかん(2)･写真 関連0782 田中敬忠 撮影
籠にもった安藤みかん･写真 関連0783 田中敬忠 撮影
籠にもった安藤みかん･写真 関連0784 田中敬忠 撮影
籠にもった安藤みかん･写真 関連0785 田中敬忠 撮影
安藤みかんの老木･写真 関連0786 田中敬忠 撮影
書庫入口と安藤みかん･写真 関連0787 田中敬忠 撮影
庭から見た母屋･写真 関連0788 田中敬忠 撮影
書斎西側の植物･写真 関連0789 田中敬忠 撮影
書斎西側の植物･写真 関連0790 田中敬忠 撮影
書斎(1)･写真 関連0791 田中敬忠 撮影
書斎(2)･写真 関連0792 田中敬忠 撮影
書斎(2)･写真 関連0793 田中敬忠 撮影
書斎(1)と(2)とを組合せて複写したもの･写真 関連0794 田中敬忠 撮影
書斎縁側･写真 関連0795 田中敬忠 撮影
書斎縁側と書庫入口前と安藤蜜柑を組み合わせて複写したのも･写真 関連0796 田中敬忠 撮影
水屋･写真 関連0797 田中敬忠 撮影
庭の植物(1)･写真 関連0798 田中敬忠 撮影
庭の植物(2)･写真 関連0799 田中敬忠 撮影
庭の植物(3)･写真 関連0800 田中敬忠 撮影
庭の植物(3)･写真 関連0801 田中敬忠 撮影
庭の植物(3)･写真 関連0802 田中敬忠 撮影
母屋玄関･写真 関連0803 田中敬忠 撮影
母屋玄関前庭･写真 関連0804 田中敬忠 撮影
勝手口門の植物･写真 関連0805 田中敬忠 撮影
母屋西側･写真 関連0806 田中敬忠 撮影
母屋東庭の鉢植えと泉所･写真 関連0807 田中敬忠 撮影
母屋南縁･写真 関連0808 田中敬忠 撮影
母屋北縁･写真 関連0809 田中敬忠 撮影
母屋北庭と泉水･写真 関連0810 田中敬忠 撮影
亀の泉水･写真 関連0811 田中敬忠 撮影
母屋玄関と玄関前庭を組み合わせて複写したもの･写真 関連0812 田中敬忠 撮影
母屋と庭の池･写真 関連0813 田中敬忠 撮影
高山寺を望む･写真 関連0814 田中敬忠 撮影
高山寺墓地･写真 関連0815 田中敬忠 撮影
家屋(和歌山市内)･写真 関連0816 田中敬忠 撮影
学習館址･写真 関連0817 田中敬忠 撮影
磯間裏夷神社･写真（熊楠の書入れあり） 関連0818
猿神（日吉神社）跡･写真（熊楠の書入れあり） 関連0819
紀州古社林の植物標本写真･写真（熊楠の書入れあり） 関連0820 池田博写真館
鬼橋岩･写真（熊楠の書入れあり） 関連0821



資料名 目録番号 作者等
鬼橋岩･写真（熊楠の書入れあり） 関連0822
神島を田辺近き文里の浜から遠眺す･写真（熊楠の書入れあり） 関連0823
田辺公園･写真（熊楠の書入れあり） 関連0824
田辺湾を望む･写真（熊楠の書入れあり） 関連0825
田辺近き湊村･写真（熊楠の書入れあり） 関連0826
大山神社全景･写真（熊楠の書入れあり） 関連0827 御坊日新軒写真館
大山神社写真印刷物（大山神社全景と合祀された当時の大山神社の二つ） 関連0828
大山神社石段･写真 関連0829 御坊日新軒写真館
合祀された当時の大山神社･写真（うち1枚に熊楠の書入れあり） 関連0830 御坊日新軒写真館
岩田村田中神社（他2枚は不明神社）･写真 関連0831
紀州古社林の植物標本写真･写真 関連0832 池田写真館
ワンジュ･写真 関連0833
神島ワンジュの林･写真（熊楠の書入れあり） 関連0834
神島のワンジュ林･写真 関連0835
西ノ宮王子社跡より見た田辺湾･写真 関連0836
和歌山城の濠より岡公園を望む･写真（常楠の書入れあり） 関連0837 和歌山柴田写真館
和歌山城東の埋立議案に上りたる所にして岡公園の前･写真（常楠の書入れあり） 関連0838 和歌山柴田写真館
和歌浦風景 東照宮･写真 関連0839 和歌山市光陽軒(写真館)
和歌浦風景 養寿寺･写真 関連0840 和歌山市林写真館
神島歌碑完成･写真（作業場にて） 関連0841
神島歌碑完成写真（作業場にて） 関連0842
神島歌碑碑文下書き･写真 関連0843 有吉写真館(神戸市三宮)
神島歌碑碑文･写真 関連0844 有吉写真館(神戸市三宮)
神島歌碑･写真 関連0845
神島全景(1)･写真 関連0846 田辺池田写真館
神島全景(2)･写真 関連0847
神島全景(3)･写真 関連0848
神島近景･写真 関連0849
神島全景(4)(5)･写真 関連0850
神島（神島全景(2)、神島近景、神島の木(2)(3)）･ガラス乾板 関連0851
神島浜辺と舟 関連0852
神島の浜辺と舟･写真 関連0853
神島全景(3)･写真 関連0854
神島の木(1)･写真 関連0855
神島の木(2)･写真 関連0856
神島の木(3)･写真 関連0857
神島調査記念（南方熊楠をふくむ）･写真 関連0858
神島調査中の南方熊楠（昭和九年十一月五日）(1)･写真 関連0859
神島調査中の南方熊楠（昭和九年十一月五日）(2)･写真 関連0860
神島調査中の南方熊楠（昭和九年十一月五日）(3)･写真 関連0861
神島調査中の南方熊楠（昭和九年十一月五日）(4)･写真 関連0862
神島調査中の南方熊楠（昭和九年十一月五日）(5)･写真 関連0863
神島調査中の南方熊楠と他の人々（昭和九年十一月五日）(1)･写真 関連0864
神島調査中の南方熊楠と他の人々（昭和九年十一月五日）(2)･写真 関連0865
神島調査中の南方熊楠と他の人々（昭和九年十一月五日）(3)･写真 関連0866
神島香合石（裏書きあり）(1)･写真 関連0867 脇水鉄五郎撮影
神島香合石（裏書きあり）(2)･写真 関連0868 脇水鉄五郎撮影
海岸岩石（神島香合石）･写真 関連0869 脇水鐵五郎
神島空より全景･写真 関連0870
神島空よりの撮影 関連0871
キノコの写真の印刷物（記載あり） 関連0872
南方熊楠の菌誌･写真 関連0873
きのこ「かのへご」･写真 関連0874 池田写真館
きのこ「かのへご」･写真 関連0875 池田博
きのこ(オニフスベ)･写真 関連0876 池田写真館
粘菌･写真 関連0877
きのこ･写真 関連0878
きのこをかごにもったもの･写真 関連0879
オモト鉢植･写真 関連0880 池田写真館
葛･写真 関連0881
植物アコウ（赤秀）･写真 関連0882
植物図･写真 関連0883
瓢箪亀解説文･写真 関連0884
みの亀･写真 関連0885 池田写真館
いとかけ貝･写真 関連0886
貝･写真 関連0887
皇太子降誕奉祝記念(庭の鶴･亀)･写真 関連0888
皇太子降誕奉祝記念(浜)･写真 関連0889
猫･写真 関連0890
蝶･写真 関連0891
こたつの上の人形とだるま･写真 関連0892
大黒地蔵･写真 関連0893 井花伊左衛門
地蔵･写真 関連0894 井花伊左衛門
大黒像･写真 関連0895
しめ縄･写真 関連0896
田辺祭典と傘鉾人形･写真 関連0897
那須国造石碑･写真 関連0898
北支･写真 関連0899
盆栽･写真 関連0900 不明
闘鶏神社（鷄合権現宮）･写真 関連0901 ミヤコヤ
闘鶏神社（鷄合権現宮）･写真 関連0902 ミヤコヤ
赤坂･写真 関連0903 林写真館(和歌山市)
涙壺･写真 関連0904 池田写真館
古谷石･写真 関連0905 池田写真館



資料名 目録番号 作者等

霊樹(老杉)･写真 関連0906
越後小千谷町石儀写真館　星野忠吉より
送付

霊樹(老杉)･写真 関連0907
越後小千谷町石儀写真館　星野忠吉より
送付

霊樹関連（小千谷旭橋）･絵葉書 関連0908
越後小千谷町石儀写真館発行　星野忠吉
より送付

伊予赤石山､古宿風景写真 関連0909 六鵜保
畔田翠山建碑除幕式･記念写真 関連0910 横須賀市岡本傳之助寄贈　浅井写真館
キュー・ガーデン(推定)･写真 関連0911
中国の石碑拓本･封書 関連0912 水原尭栄
シャム盤谷市ノ寺院･写真 関連0913 安井魁助
ジャワの遺跡の悉多太子の四門出遊･封書 関連0914 安井魁助
ジャワの遺跡の釈迦一代記･封書 関連0915 安井魁助
ジャワ（瓜哇）中部ブロボドル仏蹟中の彫刻･写真 関連0916 安井魁助
バタビア博物館蔵の仏像･写真 関連0917 安井魁助
バタビア博物館蔵の仏像･写真 関連0918 安井魁助
バタビア博物館蔵の仏像･写真 関連0919 安井魁助
バタビア博物館蔵の仏像･写真 関連0920 安井魁助
バタビヤ博物館陳列･写真 関連0921 安井魁助
河内道明寺衣縫遺蹟整理後の第13号人骨･写真 関連0922 本山彦一
河内道明寺衣縫遺蹟第三回発掘第13号人骨･写真 関連0923 本山彦一
河内道明寺衣縫遺蹟第三回発掘第4号人骨･写真 関連0924 本山彦一
河内道明寺衣縫石器時代遺蹟第三回発掘第14号人骨･写真 関連0925 本山彦一
河内道明寺衣縫遺蹟第三回発掘整理中の頭蓋骨･写真 関連0926 本山彦一
支那広東市外白鴎洞附近培養基昭和8年8月30日･写真 関連0927 本山彦一
ミナカタ・ソサエティ関係写真 関連0928 ミナカタ・ソサエティ
渋沢敬三を囲んで田辺の有力者･写真 関連0929 ミナカタ・ソサエティ
渋沢敬三来宅記念･写真 関連0930 ミナカタ・ソサエティ
渋沢敬三来宅記念･写真 関連0930 ミナカタ・ソサエティ
渋沢敬三来宅記念･写真 関連0931 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展で説明する岡本清造と岡田桑三･写真 関連0932 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展で説明する岡本清造と岡田桑三･写真 関連0932 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展で片山元首相夫妻に説明する岡田桑三･写真 関連0933 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展を準備する岡本清造と岡田桑三･写真 関連0934 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0935 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0936 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0936 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0936 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0936 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0936 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場･写真 関連0936 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場での片山夫妻･写真 関連0937 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場での牧野富太郎･写真 関連0938 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場での牧野富太郎･写真 関連0938 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場での牧野富太郎と岡田桑三･写真 関連0939 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場での牧野富太郎と岡田桑三･写真 関連0939 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展会場での牧野富太郎と娘つる子･写真 関連0940 ミナカタ・ソサエティ
ミナカタクマグス展作業写真 関連0941
田辺の南方熊楠展集合記念･写真 関連0942 池田写真館
南方熊楠展の写真･ガラス乾板 関連0943
片山哲･写真 関連0944
大橋副知事来宅･写真 関連0945 岡本清造
大橋副知事来宅･写真 関連0945 岡本清造
大橋副知事来宅･写真 関連0945 岡本清造
大橋副知事来宅･写真 関連0945 岡本清造
『季刊 南方熊楠』関係者来宅記念･写真 関連0946
『季刊 南方熊楠』関係者来宅記念･写真 関連0946
Nature 1893.10. 5 「極東の星座」冒頭部分 関連0947
Nature 1893.10. 5 の目次部分 関連0948
Nature 1894.11. 1 表紙一部分 関連0949
Nature 1895. 1.17 "Finger-Print Method" の目次部分 関連0950
Nature 1895. 1.17 "Finger-Print Method" 論文 関連0951
N. & Q. 1899. 8.12 "The Wanderling Jew" 掲載 関連0952
N. & Q. 1915. 5.15 表紙 関連0953
Daktyloskopie 29頁と629頁･写真 関連0954 ミナカタ・ソサエティ
Daktyloskopie 表紙と18頁･写真 関連0955 ミナカタ・ソサエティ
Die Natu¨rlichen Pflanzanfamilun（Ａ･エングラー、Ｋ･プラントル編『植物自然文科篇』）
ミナカテルラの部分334頁

関連0956

Iconographia Mycologica （『ブレサドラ菌図譜』） 関連0957
Iconographia Mycologica （『ブレサドラ菌図譜』）名誉賛助名簿 関連0958
The Journal of the Royal Ascitic Society of Great Britain & Ireland 1905. 4 （『方丈
記』掲載）

関連0959

The Journal of the Royal Ascitic Society of Great Britain & Ireland 1905. 4 目次 関連0960
Japanese Thoreau 表紙 関連0961
Japanese Thoreau 冒頭 関連0962



資料名 目録番号 作者等
ゴワン版 "Ho--Jo--Ki" 1頁目書き入れあり 関連0963
ゴワン版 "Ho--Jo--Ki" 表紙 関連0964
Vragen en Mededeelingen 論文巻頭･写真 関連0965 村田スタジオ(田辺)
Minakatella Lonifila の図 関連0966
Minakatella Lonifila の図の部分 関連0967
燕石図（「燕石考」用）･写真 関連0968
燕石図（「燕石考」用）･写真 関連0969
ドイツの書店（W. Junk）よりの手紙･写真 関連0970
ドイツの書店（ W.Junk）よりの手紙･写真 関連0971
本草関係書（穀物名）複写･写真 関連0972
『本草綱目啓蒙』巻十九目次部分複写･写真 関連0973
和歌山中学校明治16年3月定期試験 関連0974
改正学科第四級（英学生徒）17頁部分･写真 関連0975
改正学科第四級（英学生徒）18?19頁部分･写真 関連0976
東京大学予備門前本黌生徒及び改正学科生徒試業優劣表（明治18年3月）･写真 関連0977
『珍事評論』1号1頁 関連0978
『珍事評論』1号2頁 関連0979
『珍事評論』1号3頁 関連0980
『珍事評論』1号4頁 関連0981
『珍事評論』1号5頁 関連0982
『珍事評論』1号6頁 関連0983
『珍事評論』1号7頁 関連0984
『珍事評論』1号8頁 関連0985
大英博物館和漢図書目録序文 関連0986
『日記』1897年「海外逢知音」 関連0987
「孫文氏来状」･写真 関連0988
孫文書簡1900年12月11日付封書･写真 関連0989
孫文封書･写真 関連0990
南方熊楠日記（孫文関係記事）複写･写真 関連0991 国際マイクロ写真工業社
南方熊楠戯画（楠本龍仙筆･推定）･複写写真 関連0992
宗像神社木版原版複写･写真 関連0993 大阪三越写真部
柳田国男から南方熊楠宛封書･写真　付礼状解説(岡本清造記) 関連0994 新潮日本文学アルバム編集室
熊楠画賛･写真 関連0995
熊楠俳句･写真 関連0996
絵草紙『蛤機織姫』･写真 関連0997
古村徹三画「南方熊楠」肖像画･写真 関連0998
中国の石碑拓本･写真 関連0999
大英博物館版『粘菌図譜（A Monograph of the Mycetozoa）』第二版(1911年)　表紙 関連1000
大英博物館版『粘菌図譜（A Monograph of the Mycetozoa）』第二版(1911年)　x?xi頁 関連1001
大英博物館版『粘菌図譜（A Monograph of the Mycetozoa）』第二版(1911年)　2?3頁 関連1002
大英博物館版『粘菌図譜（A Monograph of the Mycetozoa）』第二版(1911年)　275頁 関連1003
大英博物館版『粘菌図譜（A Monograph of the Mycetozoa）』第三版(1925年) 関連1004
粘菌 Clastoderma debaryanum Blytt の本の項目･複写写真 関連1005
尾張産学名入菌類写真図聚 関連1006
資料複写写真･ガラス乾板 関連1007 東京シネマ
ネガ･フィルム 関連1008
ネガフィルム(複写) 関連1009
植物（不明）･ネガ 関連1010 岡本清造
春画･複製印刷（没後資料） 関連1011
猿画･絵葉書 関連1012
猿画･絵葉書 関連1012
猪画･絵葉書 関連1013
馬画･絵葉書（MINAKATA KUMAYAのスタンプ） 関連1014
少女･絵葉書（「ミナカタフミエ」とあり） 関連1015
柳橋芸妓小染･絵葉書（熊楠の書入れあり） 関連1016
城崎温泉の唄（温泉情緒唄）･絵葉書 関連1017
潮光園之全景･絵葉書 関連1018
矢野動物園･絵葉書（MINAKATA KUMAYAのスタンプ） 関連1019
どんど焼き･絵葉書 関連1020
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟 全景）･絵葉書 関連1021
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟 第3回発掘13号人骨及並存耳飾と小玉）･絵 関連1022
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟 第3回発掘14号人骨）･絵葉書 関連1023
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟 第3回発掘3号人骨及石塚之一部）･絵葉書 関連1024
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟 第4回発掘7号及19号人骨）･絵葉書 関連1025
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟全景 第3回発掘14号人骨伴出）･絵葉書 関連1026
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟全景 第4回発掘2号人骨伴出）･絵葉書 関連1027
松陰堂珍蔵集（河内国府石器時代遺蹟全景 第4回発掘4号人骨伴出）･絵葉書 関連1028
上山英一郎翁頌徳建碑･記念絵葉書 関連1029
早稲田大学校歌･絵葉書 関連1030
官幣中社鎌倉宮･絵葉書 関連1031 鎌倉宮社務所
中善寺名勝･絵葉書 関連1032
中善寺名勝･絵葉書 関連1032
東京名所日本橋全景･絵葉書 関連1033
平和記念東京博覧会･絵葉書 関連1034
平和記念東京博覧会･絵葉書 関連1035
伊勢神宮･絵葉書 関連1036
伊勢神宮･絵葉書 関連1037
河内歓心寺宝物･絵葉書 関連1038
橿原神宮･絵葉書 関連1039 橿原神宮



資料名 目録番号 作者等
京都名所･絵葉書 関連1040
京都名所･絵葉書（MINAKATA KUMAYAのスタンプ） 関連1041
京都名所･絵葉書 関連1042
若狭和田･絵葉書 関連1043
春日神社･絵葉書 関連1044
春日神社若宮祭･絵葉書 関連1045
女人高野天野山金剛寺宝物･絵葉書 関連1046
神武天皇時代古土器･絵葉書（「南方熊弥」とあり） 関連1047
西宮長井公開別邸の内獅子ヶ岩の高台･絵葉書（MINAKATA KUMAYAのスタンプ） 関連1048
大阪毎日新聞社･絵葉書 関連1049
大大阪高速地下鉄道（開通記念）･絵葉書 関連1050
大和五條栄山寺梵鐘･絵葉書 関連1051
大和高取城内石像印刷物への説明書き･原稿 関連1052 不明
大和高取城内石像･絵葉書（熊楠の説明書入れあり） 関連1052
丹後名所 (天橋立)文殊回旋橋　(山陰香住)岡見公園より但馬赤壁を望む･絵葉書 関連1053
天橋立･絵葉書 関連1054
奈良名所･絵葉書 関連1055
(邪馬渓)鶴居名所･絵葉書 関連1056 中上写真館
(筑前)宇美八幡宮･絵葉書 関連1057 博多尾島筑紫堂
(筑前)宇美八幡宮･絵葉書 関連1058
英彦山神社宝物･絵葉書 関連1059 英彦山神社
門司市和布刈神社･絵葉書 関連1060 門司市和布刈神社
阿波撫養全景の港･絵葉書 関連1061 撫養町瀬戸瀧野商店
高知県名所名物･絵葉書 関連1062 吉岡文葉堂
サクライソウ･絵葉書 関連1063
温故コレクション･絵葉書 関連1064 坂本篤
温故コレクション･絵葉書 関連1065 坂本篤
（浜松）弁天島名勝･絵葉書 関連1066
燕岳より見たる槍ヶ岳･絵葉書 関連1067
御嶽より乗鞍岳を望む･絵葉書 関連1068
白馬連峰･絵葉書 関連1069
八ヶ岳の中横岳･絵葉書 関連1070
故皇太后陛下御歌･絵葉書 関連1071
皇太子殿下行啓記念･絵葉書 関連1072 和歌山県
行幸記念･絵葉書 関連1073 和歌山県
大阪行幸記念･絵葉書 関連1074
大正天皇､皇后･絵葉書 関連1075
東宮殿下御帰朝当日奉迎大緑門･絵葉書 関連1076
史蹟名勝天然紀念物史蹟部第一輯･絵葉書 関連1077 青森県史蹟名勝天然記念物調査会
史蹟名勝天然紀念物史蹟部第二輯･絵葉書 関連1078 青森県史蹟名勝天然記念物調査会
史蹟名勝天然紀念物第三輯名勝部･絵葉書 関連1079 青森県史蹟名勝天然記念物調査会
史蹟名勝天然紀念物第四輯天然紀念部･絵葉書 関連1080 青森県史蹟名勝天然記念物調査会
八戸鮫港名所･絵葉書 関連1081 八戸青霞堂
越中愛本橋名勝･絵葉書 関連1082
雪中之小千谷町･絵葉書 関連1083
北陸愛本村愛本姫･絵葉書 関連1084
神島を田辺近き文里の浜より遠眺す･絵葉書（熊楠の書入れあり、杉村広太郎よりの
返送用封筒付）

関連1085

ワンジュ･絵葉書 関連1086
ワンジュ･絵葉書 関連1087
ワンジュ･絵葉書（熊楠の書入れあり） 関連1088
ワンジュ･絵葉書 関連1089
紀伊新庄神島産鰐珠･絵葉書 関連1090
紀伊新庄神島産鰐珠･絵葉書 関連1091
紀伊新庄神島産鰐珠･絵葉書（熊楠の書入れあり） 関連1092
紀伊新庄神島全景･絵葉書 関連1093
紀伊新庄神島産鰐珠･絵葉書 関連1094
海南市日限地蔵尊･絵葉書 関連1095 山田写真館(神戸)
紀伊熊野木本名勝獅子巌･絵葉書 関連1096
紀伊国由良郵便局･絵葉書 関連1097
紀伊富田草堂寺宝物･絵葉書 関連1098 田辺白水軒
紀州新湯崎白浜館･絵葉書 関連1099
紀州日高道成寺･絵葉書 関連1100 道成寺
紀南名勝絵ハガキ (西富田)熊野神社千本桜･絵葉書(袋のみ) 関連1101
古座川と附近海岸･絵葉書 関連1102 古座川保勝会　製作大正写真館
高野山奥院の部･絵葉書 関連1103 高野山霊宝館
高野山伽藍の部･絵葉書 関連1104 高野山霊宝館
高野山山内の部･絵葉書 関連1105 高野山霊宝館
高野山霊宝其一･絵葉書 関連1106 高野山霊宝館
高野山霊宝其二･絵葉書 関連1107 高野山霊宝館
高野山霊宝其三･絵葉書 関連1108 高野山霊宝館
高野山霊宝其四･絵葉書 関連1109 高野山霊宝館
新和歌の浦しほり･絵葉書 関連1110
鉄道開通記念･絵葉書 関連1111 和歌山県西牟婁郡新庄村
田辺名勝（紀伊田辺町全景(其三)）･絵葉書 関連1112 田辺山沢朝日堂
田辺名勝（千畳敷より大島を望む）･絵葉書 関連1113 田辺山沢朝日堂
田辺名勝（田辺扇ヶ浜の景）･絵葉書 関連1114 田辺山沢朝日堂
田辺名勝（蟇岩）･絵葉書 関連1115 田辺山沢朝日堂
闘{奚隹}神社･絵葉書 関連1116 紀州田辺松崎
那智御瀧･絵葉書 関連1117 飛瀧神社社務所
龍神温泉場･絵葉書 関連1118 池田写真館
和歌浦玉津島神社･絵葉書（MINAKATA KUMAYAのスタンプ） 関連1119 玉津島神社社務所
和歌山城天守閣･絵葉書 関連1120
遺影ありし日の南方熊楠先生･絵葉書 関連1121 南方熊楠記念館
南方熊楠記念館正面玄関･絵葉書 関連1122 南方熊楠記念館



資料名 目録番号 作者等
南方熊楠記念館展示品の一部粘菌ミナカテルラ属･絵葉書 関連1123 南方熊楠記念館
番所山頂上の天皇陛下御歌碑･絵葉書 関連1124 南方熊楠記念館
F. A. Bather･手書き名刺 関連1125 Bather, T. A.
F. A. Bather･手書き名刺 関連1126 Bather, F. A.
Mr. Charles A. Bergin･名刺 関連1127 Bergin, Charls A.
Dr. William L. Brown･名刺 関連1128 Brown, William L.
Miss Katherine Carson･名刺 関連1129 Carson, Katherine
Euston Square Hotel（ロンドン）･名刺 関連1130 Euston Square Hotel
Miss Mo. Lean･手書き名刺 関連1131 Lean, Mo.
J. W. O'Brien･名刺 関連1132 O'Brien, J. W.
Plant Hotel（フロリダ州タンパ）･名刺 関連1133 Plant Hotel
Mr. W. Yowland･名刺 関連1134 Yowland, W.
愛川善兵衛･名刺 関連1135 愛川善兵衛
相川岩吉･名刺 関連1136 相川岩吉
赤井繁雄･名刺 関連1137 赤井繁雄
秋川正治郎･名刺 関連1138 秋川正治郎
朝倉孝之助･名刺 関連1139 朝倉孝之助
浅田彦一･名刺 関連1140 浅田彦一
浅田彦一･名刺 関連1141 浅田彦一
東道太郎･名刺 関連1142 東道太郎
足立忠･名刺 関連1143 足立忠
飯尾公寿･名刺 関連1144 飯尾公寿
池田茂･名刺 関連1145 池田茂
石田勝三郎･名刺 関連1146 石田勝三郎
一色善太郎･名刺 関連1147 一色善太郎
猪野隆蔵･名刺 関連1148 猪野隆蔵
今泉知三郎･名刺 関連1149 今泉知三郎
岩上六蔵･名刺 関連1150 岩上六蔵
岩谷りう、岩谷金蔵･名刺 関連1151 岩谷りう、岩谷金蔵
岩橋永太郎･名刺 関連1152 岩橋永太郎
植芝定雄･名刺 関連1153 植芝定雄
上松又男･名刺 関連1154 上松又男
上山英一郎･名刺 関連1155 上山英一郎
上山英一郎･名刺 関連1156 上山英一郎
宇佐見繁市･名刺 関連1157 宇佐見繁市
内田栄･名刺 関連1158 内田栄
江藤邦松･名刺 関連1159 江藤邦松
榎一雄･名刺 関連1160 榎一雄
榎本熊雄･名刺 関連1161 榎本熊雄
大江喜一郎･名刺 関連1162 大江喜一郎
大江四郎吉･名刺 関連1163 大江四郎吉
大島信之助･名刺 関連1164 大島信之助
大島広･名刺 関連1165 大島広
太田耕二郎･名刺 関連1166 太田耕二郎
岡野周蔵･名刺 関連1167 岡野周蔵
岡本幸助･名刺 関連1168 岡本幸助
岡本秀雄･名刺 関連1169 岡本秀雄
岡本雅太郎･名刺 関連1170 岡本雅太郎
岡本弥･名刺 関連1171 岡本弥
小川哲郎･名刺 関連1172 小川哲郎
小川哲郎･名刺 関連1173 小川哲郎
尾崎和市郎･名刺 関連1174 尾崎和市郎
尾佐竹猛･名刺 関連1175 尾佐竹猛
尾佐竹猛･名刺 関連1176 尾佐竹猛
押上森蔵･名刺 関連1177 押上森蔵
Otaka T.･名刺 関連1178 T. Otaka
小幡狷･名刺 関連1179 小幡狷
小原新三･名刺 関連1180
折口信夫･名刺 関連1181 折口信夫
折口信夫･名刺 関連1182 折口信夫
垣本林平･名刺 関連1183 垣本林平
笠松?三･名刺 関連1184 笠松?三
梶井誠･名刺 関連1185 梶井誠
片尾廉爾･名刺 関連1186 片尾廉爾
勝田天哉･名刺 関連1187 勝田天哉
金谷治三郎･名刺 関連1188 金谷治三郎
金本万吉･名刺 関連1189 金本万吉
金田和三郎･英文名刺 関連1190 金田和三郎
上岡喜市･名刺 関連1191 上岡喜市
上岡幸治、はま枝･名刺 関連1192 上岡幸治･はま枝
上中宗太郎、信子･名刺 関連1193 上中宗太郎･信子
神谷文太･名刺 関連1194 神谷文太
千寿冠神谷商店･名刺 関連1195 千寿冠神谷商店
神山政久･名刺 関連1196  神山政久
唐沢俊樹･名刺 関連1197 唐沢俊樹
川瀬九助･名刺 関連1198 川瀬九助
川辺三郎･名刺 関連1199 川辺三郎
河村蕃蔵･名刺 関連1200 河村蕃蔵
岸敬二郎･名刺 関連1201 岸敬二郎
岸田蒔夫･名刺 関連1202 岸田蒔夫
北沢楽天･名刺 関連1203 北沢楽天
北島脩一郎･名刺 関連1204 北島脩一郎
北野博美･名刺 関連1205 北野博美
喜多幅英三郎･名刺 関連1206 喜多幅英三郎
喜多幅周次郎･名刺 関連1207 喜多幅周次郎



資料名 目録番号 作者等
喜多幅武三郎･名刺 関連1208 喜多幅武三郎
喜多村進･名刺 関連1209 喜多村進
喜多村進･名刺 関連1210 喜多村進
杵村久蔵･名刺 関連1211 杵村久蔵
木村亨･名刺 関連1212 木村亨
木村修六･名刺 関連1213 木村修六
木村仙秀･名刺 関連1214 木村仙秀（捨三）
木村徳蔵･名刺 関連1215 木村徳蔵
紀陽銀行田辺支店･名刺 関連1216 紀陽銀行田辺支店
京極駒治･名刺 関連1217 京極駒治
金仁旭･名刺 関連1218 金仁旭
金田一京助･名刺 関連1219 金田一京助
久次米武之助･名刺 関連1220 久次米武之助
楠本栄助･名刺 関連1221 楠本栄助
楠本定一･名刺 関連1222 楠本定一
久保津満･名刺 関連1223 久保津満
栗間外人･名刺 関連1224 栗間外人
栗本雅市、栗照･名刺 関連1225 栗本雅市、栗照
小畔四郎･名刺 関連1226 小畔四郎
Mr. Chozo Koike（小池張造）･名刺 関連1227 Koike, Chozo
小林信夫･名刺 関連1228 小林信夫
小松省吾･名刺 関連1229 小松省吾
小森嘉一･名刺 関連1230 小森嘉一
小山いち･名刺 関連1231 小山いち
小山栄一、山口あツ子･名刺 関連1232 小山栄一、山口あツ子
小山周次郎･名刺 関連1233 小山周次郎
小山英男･名刺 関連1234 小山英男
小山光蔵･名刺 関連1235 小山光蔵
小山米次郎･名刺 関連1236 小山米次郎
近藤米太郎･名刺 関連1237 近藤米太郎
雑賀豊吉･名刺 関連1238 雑賀豊吉
斉藤助次郎･名刺 関連1239 斉藤助次郎
斉藤実･名刺 関連1240 斉藤実
阪上省吾･名刺 関連1241 阪上省吾
阪口忠仁･名刺 関連1242 阪口忠仁
坂本菊松･名刺 関連1243 坂本菊松
作田久次郎･名刺 関連1244 作田久次郎
笹谷良造･名刺 関連1245 笹谷良造
笹谷良造･名刺 関連1246 笹谷良造
佐藤喜右衛門･名刺 関連1247 佐藤喜右衛門
佐藤道雄･名刺 関連1248 佐藤道雄
佐藤良三･名刺 関連1249 佐藤良三
佐山伝右衛門･名刺 関連1250 佐山伝右衛門
芝之道･名刺 関連1251 芝之道
芝中新平･名刺 関連1252 芝中新平
清水保三郎･名刺 関連1253 清水保三郎
白井光太郎･名刺 関連1254 白井光太郎
白井弥栄･名刺 関連1255 白井弥栄
白浜館･名刺 関連1256 白浜館
城起吾老･名刺 関連1257 城起吾老
新谷守男･名刺 関連1258 新谷守男
末広一雄･名刺 関連1259 末広一雄
杉山康智･名刺 関連1260 杉山康智
鈴木省吾･名刺 関連1261 鈴木省吾
鈴木甚三･名刺 関連1262 鈴木甚三
鈴木友吉･名刺 関連1263 鈴木友吉
鈴木富士弥･名刺 関連1264 鈴木富士弥
鈴木善夫･名刺 関連1265 鈴木善夫
角虎吉･名刺 関連1266 角虎吉
関善次郎･名刺 関連1267 関善次郎
線崎朝太郎･名刺 関連1268  線崎朝太郎
大日本国粋会田辺支部･名刺 関連1269 大日本国粋会田辺支部
高垣林兵衛･名刺 関連1270 高垣林兵衛
高田助作･名刺 関連1271 高田助作
高田屋旅館･名刺 関連1272 高田屋旅館
竹内孫兵衛･名刺 関連1273 竹内孫兵衛
竹中茂助･名刺 関連1274 竹中茂助
田中育次郎･名刺 関連1275 田中育次郎
田中岩吉･名刺 関連1276 田中岩吉
田中佐吉･名刺 関連1277 田中佐吉
田中保一郎･名刺 関連1278 田中保一郎
田野連作･名刺 関連1279 田野連作
玉井義一･名刺 関連1280 玉井義一
玉置寿太郎･名刺 関連1281 玉置寿太郎
玉置松三郎･名刺 関連1282 玉置松三郎
丹治義治･名刺 関連1283 丹治義治
千秋雄雌良･名刺 関連1284 千秋雄雌良
辻源蔵･名刺 関連1285 辻源蔵
辻正一･名刺 関連1286 辻正一
Lieut. S. Tsuda･名刺 関連1287 津田三郎
津曲静夫･名刺 関連1288 津曲静夫
寺崎留吉･名刺 関連1289 寺崎留吉
土居美水･名刺 関連1290 土居美水
堂野前維摩郷･名刺 関連1291 堂野前維摩郷
土宜法龍･名刺 関連1292 土宜法龍



資料名 目録番号 作者等
徳川頼倫･名刺 関連1293
戸口愉策･名刺 関連1294 戸口愉策
富田伝･名刺 関連1295 富田伝
富田伝･名刺 関連1296 富田伝
戸村定楠･名刺 関連1297 戸村定楠
中川計三郎、すゑ･名刺 関連1298 中川計三郎･すゑ
中川俊二郎･名刺 関連1299 中川俊二郎
中島滋太郎･名刺 関連1300 中島滋太郎
中島順吉･名刺 関連1301 中島順吉
中島資朋･名刺 関連1302 中島資朋
長瀬福治･名刺 関連1303 長瀬福治
中田清次･名刺 関連1304 中田清次
中松真卿･名刺 関連1305 中松真卿
中松盛雄･名刺 関連1306 中松盛雄
中村古峡･名刺 関連1307 中村古峡
中山雲表･手書き名刺 関連1308 中山雲表
中山太郎･名刺 関連1309 中山太郎
中山太郎･名刺 関連1310 中山太郎
那須孫次郎･名刺 関連1311 那須孫次郎
名手由兵衛･名刺 関連1312 名手由兵衛
成実政次郎･名刺 関連1313 成実政次郎
西口一明･名刺 関連1314 西口一明
野手耐･名刺 関連1315 野手耐
野村益三･名刺 関連1316 野村益三
野村ひで、川島草堂･名刺 関連1317 野村ひで、川島草堂
長谷川信彦･名刺 関連1318 長谷川信彦
長谷川信彦･名刺 関連1319 長谷川信彦
長谷川基･名刺 関連1320 長谷川基
馬場音吉･名刺 関連1321 馬場音吉
浜口担･名刺 関連1322 浜口擔
浜口担･名刺 関連1323 浜口擔
浜口凱雄･名刺 関連1324 浜口凱雄
林鶴乃･名刺 関連1325 林鶴乃
林若吉･名刺 関連1326 林若吉
原摂祐･名刺 関連1327 原摂祐
原浩吉郎･名刺 関連1328 原浩吉郎
原豊次郎･名刺 関連1329 原豊次郎
日野国明･名刺 関連1330
氷室昭長･名刺 関連1331 氷室昭長
平井栄太郎･名刺 関連1332 平井栄太郎
平沢哲雄･名刺 関連1333 平沢哲雄
Jeoye Hirata（平田譲衛）･名刺 関連1334 平田譲衛
広畠喜之助･名刺 関連1335 広畑喜之助
広本富一、はな･名刺 関連1336 広本富一･はな
広本はな･名刺 関連1337 広本はな
福田順次郎･名刺 関連1338  福田順次郎
福田順次郎･名刺 関連1339 福田順次郎
藤岡長和･名刺 関連1340 藤岡長和
古谷清･名刺 関連1341 古谷清
別所彰善･名刺 関連1342 別所彰善
細谷馨･名刺 関連1343 細谷馨
堀あや･名刺 関連1344 堀あや
前田正温･名刺 関連1345 前田正温
前田正名･名刺 関連1346 前田正名
牧野順之介･名刺 関連1347 牧野順之介
町田たつ･名刺 関連1348 町田たつ
松尾元吉･名刺 関連1349 松尾元吉
松尾元吉･名刺 関連1350 松尾元吉
松崎謙二郎･名刺 関連1351 松崎謙二郎
松下幸次郎･名刺 関連1352 松下幸次郎
松村武雄･名刺 関連1353 松村武雄
松本寿一郎･名刺 関連1354 松本寿一郎
松山精一･名刺 関連1355 松山精一
松山精一･名刺 関連1356 松山精一
真砂幸一郎･名刺 関連1357 真砂幸一郎
三浦官蔵･名刺 関連1358 三浦官蔵
三栖幾太郎･名刺 関連1359 三栖幾太郎
三田村玄龍･名刺 関連1360 三田村玄龍
三田村玄龍･名刺 関連1361 三田村玄龍
T. Mitsuta（美津田瀧次郎）･名刺 関連1362 美津田瀧次郎
南義一･名刺 関連1363 南義一
三村清三郎･名刺 関連1364 三村清三郎
三村清三郎･名刺 関連1365 三村清三郎
宮崎諦寛･名刺 関連1366 宮崎諦寛
宮武省三･名刺 関連1367 宮武省三
宮永東山･名刺 関連1368 宮永東山
宮野要作･名刺 関連1369 宮野要作
三好学･名刺 関連1370 三好学
椋平広吉･名刺 関連1371 椋平広吉
Yujiro Murakami･名刺 関連1372 Murakami, Yujiro
紀州牟婁新報代理部東京支局･名刺 関連1373 紀州牟婁新報代理部東京支局
毛利清雅･名刺 関連1374 毛利清雅
毛利智一･名刺 関連1375 毛利智一
杢清蔵･名刺 関連1376 杢清蔵
森脇仮之･名刺 関連1377 森脇仮之



資料名 目録番号 作者等
谷井保･名刺 関連1378 谷井保
柳荘太郎･名刺 関連1379 柳荘太郎
山口平太郎･名刺 関連1380 山口平太郎
山田偉平･名刺 関連1381 山田偉平
山田栄太郎･信恵･名刺 関連1382 山田栄太郎･信恵
山本栄吉･名刺 関連1383 山本栄吉
山本角之助･名刺 関連1384 山本角之助
山本孫一郎･名刺 関連1385 山本孫一郎
山本正治･名刺 関連1386 山本正治
徐丈夫･名刺 関連1387 徐丈夫
?矢二郎･名刺 関連1388 ?矢二郎
吉田房吉･名刺 関連1389 吉田房吉
吉永虎馬･名刺 関連1390 吉永虎馬
吉村友之助･名刺 関連1391 吉村友之助
吉村秀雄･名刺 関連1392 吉村秀雄
米田規矩馬･名刺 関連1393 米田規矩馬
六鵜保･名刺 関連1394 六鵜保
和田すみ･名刺 関連1395 和田すみ
渡瀬庄三郎･名刺 関連1396 渡瀬庄三郎
和田伝太郎･名刺 関連1397 和田伝太郎
和中金助･名刺 関連1398 和中金助
和中金助･名刺 関連1399 和中金助
名刺スクラップ帳 関連1400
A. J. Featherstone･明細 関連1401 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･封書 関連1402 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･明細 関連1403 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･封書 関連1404 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･明細 関連1405 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･明細 関連1406 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･封書 関連1407 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･明細 関連1408 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･明細 関連1409 A. J. Featherstone
A. J. Featherstone･葉書 関連1410 A. J. Featherstone,
A. J. Featherstone･葉書 関連1411 A. J. Featherstone,
A. S. E. Ackerwann･封書 関連1412 A･S･E･Ackerwann
Bowes & Bowes･封書 関連1413 Bowes & Bowes
The Cambridge University Press（ケンブリッジ大学出版会）･封書 関連1414 The Cambridge University Press
David Nutt･封書 関連1415 David Nutt
David Nutt･封書 関連1416 David Nutt
David Nutt･封書 関連1417 David Nutt
Dodwell & Co. Ltd.･洋書輸入税関手続願 関連1418 Dodwell & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･封書 関連1419 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･書籍送付時の税関通知書 関連1420 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･封書 関連1421 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･明細 関連1422 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･受領証 関連1423 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･書籍送付時の税関通知書 関連1424 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･郵便物受領証 関連1425 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･受領証 関連1426 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･封書 関連1427 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1428 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1429 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1430 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1431 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1432 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1433 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1434 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送り状 関連1435 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･明細 関連1436 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･封書 関連1437 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･葉書 関連1438 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･明細 関連1439 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･封書 関連1440 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･葉書 関連1441 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･封書 関連1442 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･明細 関連1443 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･明細 関連1444 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･明細 関連1445 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･送呈票 関連1446 Dulau & Co. Ltd.
Dulau & Co. Ltd.･受領証 関連1447 Dulau & Co. Ltd.
Encyclopaedia Britannica 11版･受領証 関連1448 The Times Printing House
Encyclopaedia Britannica･封書 関連1449 The Encyclopedia Britannica Co. Ltd.
Encyclopaedia Britannica･封書 関連1450 The Encyclopedia Britannica
Encyclopaedia Britannica 14版･明細 関連1451 The Encyclopaedia Britannica Co.,Ltd.
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1452 The Encyclopaedia Britannica Co.,Ltd.
Encyclopaedia Britannica 14版･封書 関連1453 The Encyclopaedia Britannica Co.,Ltd.
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1454 The Encyclopaedia Britannica Co.,Ltd.
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1455 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1456 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1457 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1458 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1459 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1460 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1461 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1462 英国郵便局



資料名 目録番号 作者等
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1463 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1464 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1465 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1466 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1467 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1468 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1469 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1470 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1471 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1472 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1473 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1474 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1475 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1476 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1477 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1478 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1479 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1480 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1481 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1482 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1483 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1484 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1485 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica 14版･外国郵便為替金受領証 関連1486 日本帝国逓信省
Encyclopaedia Britannica 14版･受領証 関連1487 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
Encyclopaedia Britannica 宛･英国郵便為替 関連1488 英国郵便局
Encyclopaedia Britannica･封書 関連1489 The Encyclopaedia Britannica Co,.Ltd.
E. Brown宛･郵便物受領証 関連1490 田辺郵便局
E. Krauss Optical and Mechanical Works･受領証 関連1491 E. Krauss Optical and Mechanical Works
Francis Edwards･葉書 関連1492 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1493 Francis Edwards
Francis Edwards･受領証 関連1494 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1495 Francis Edwards
Francis Edwards･受領証 関連1496 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1497 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1498 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1499 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1500 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1501 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1502 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1503 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1504 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1505 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1506 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1507 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1508 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1509 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1510 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1511 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1512 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1513 Francis Edwards
Francis Edwards 宛･郵便物受領証 関連1514
Francis Edwards･明細 関連1515 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1516 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1517 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1518 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1519 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1520 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1521 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1522 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1523 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1524 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1525 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1526 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1527 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1528 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1529 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1530 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1531 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1532 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1533 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1534 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1535 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1536 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1537 Francis Edwards
Francis Edwards･葉書 関連1538 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1539 Francis Edwards
Francis Edwards･明細 関連1540 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1541 Francis Edwards
Francis Edwards･受領証 関連1542 Francis Edwards
Francis Edwards･送呈票 関連1543 Francis Edwards
Francis Edwards･封書 関連1544 Francis Edwards
Francis Edwards･書籍送り状 関連1545 Francis Edwards
G･E･Stechert & Co. (Alfred Hafner)･封書 関連1546 G. E. Stechert & Co. (Alfred Hafner)
G.Schmidt 宛･郵便物受領証 関連1547 南方熊楠



資料名 目録番号 作者等
G. Schmidt･封書 関連1548 G. Schmidt, Leonia, New Jersey
G. Schmidt･封書 関連1549 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt･封書 関連1550 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt･明細 関連1551 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt･明細 関連1552 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt･書籍リスト（植物学） 関連1553 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt ･書籍リスト 関連1554 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt･封書 関連1555 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt ･書籍リスト 関連1556 G. Schmidt Ltd.
G. Schmidt･封書 関連1557 G. Schmidt, Leonia, New Jersey
G. Schmidt･葉書 関連1558 G. Schmidt Ltd.
Helm Bros.,Ltd.･封書 関連1559 Helm Bros.,Ltd.
Hiscoke's Library･封書 関連1560 Hiscoke's Library
Hiscoke's Library･明細 関連1561 Hiscoke's Library
Hiscoke's Library･封書 関連1562 Hiscoke's Library
Henry Sotheran宛･外国郵便為替金受領証書 関連1563 南方熊楠
Henry Sotheran 宛･郵便物受領証 関連1564 南方熊楠
Henry Sotheran･受領証 関連1565 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1566 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1567 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送り状 関連1568 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1569 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1570 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送り状 関連1571 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1572 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1573 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1574 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送呈票 関連1575 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1576 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送り状 関連1577 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1578 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1579 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1580 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1581 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1582 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1583 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送呈票 関連1584 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1585 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1586 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1587 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送呈票 関連1588 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1589 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1590 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1591 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1592 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1593 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送呈票 関連1594 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1595 Henry Sotheran
Henry Sotheran･明細 関連1596 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1597 Henry Sotheran
Henry Sotheran･封書 関連1598 Henry Sotheran
Henry Sotheran･送呈票 関連1599 Henry Sotheran
John Hitchman･封書 関連1600 John Hitchman
John Hitchman･明細 関連1601 John Hitchman
John P. Reuter･明細 関連1602 John P. Reuter
John P. Reuter･明細 関連1603 John P. Reuter･明細
John P. Reuter･明細 関連1604 John P. Reuter･明細
John P. Reuter･明細 関連1605 John P. Reuter
James Queen & Co.（ジェームズ・クィーン）･葉書 関連1606 James Queen & Co.
James W. Queen & Co.･受取 関連1607 James W. Queen & Co.
La Societa Botanica Italiana･葉書 関連1608 Societa Botanica Italiana
La Societa Botanica Italiana (Iconographia mycologica 請求書)･封書 関連1609 Societa Botanica Italiana
MacMillau & Co. Ltd･封書 関連1610 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･返信封筒 関連1611 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1612 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･受領証 関連1613 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1614 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1615 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1616 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1617 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1618 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･封書 関連1619 MacMillau & Co. Ltd
MacMillau & Co. Ltd.･葉書 関連1620 MacMillau & Co. Ltd
Nature･予約受付証 関連1621 Nature
Notes and Queries･明細 関連1622 Notes and Queries
Notes and Queries･明細 関連1623 Notes and Queries
Notes and Queries (推定)･封書 関連1624 Notes and Queries (推定)
Notes and Queries･葉書 関連1625 Notes and Queries
Notes and Queries･明細 関連1626 Notes and Queries
Notes and Queries･送呈票 関連1627 Notes and Queries
Notes and Queries･明細 関連1628 Notes and Queries
Thomas Thorp･封書 関連1629 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1630 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1631 Thomas Thorp
Thomas Thorp･封書 関連1632 Thomas Thorp



資料名 目録番号 作者等
Thomas Thorp･明細 関連1633 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1634 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1635 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1636 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1637 Thomas Thorp
Thomas Thorp･封書 関連1638 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1639 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1640 Thomas Thorp
Thomas Thorp･明細 関連1641 Thomas Thorp
Thomas Thorp･葉書 関連1642 Thomas Thorp
Thomas Thorp･請求書 関連1643 Thomas Thorp
The Times･受領証 関連1644 The Times
The Times･受領証 関連1645 The Times
The Times･受領証 関連1646 The Times
The Regents of the University of California･明細 関連1647 The Regents of the University of California
William Dunlop･明細 関連1648 William Dunlop
William Dunlop 宛･外国郵便物受領証 関連1649 郵便局
William Dunlop･明細 関連1650 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1651 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1652 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1653 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1654 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1655 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1656 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1657 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1658 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1659 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1660 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1661 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1662 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1663 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1664 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1665 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1666 William Dunlop
William Dunlop･葉書 関連1667 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1668 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1669 William Dunlop
William Dunlop宛･為替証書 関連1670 英国郵便局
William Dunlop･明細 関連1671 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1672 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1673 William Dunlop
William Dunlop 宛･外国郵便為替受領証 関連1674 郵便局
William Dunlop･封書 関連1675 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1676 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1677 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1678 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1679 William Dunlop
William Dunlop･明細 関連1680 William Dunlop
William Dunlop･封書 関連1681 William Dunlop
W. & G. Foyle･封書 関連1682 W. & G. Foyle
W. Heffer & Sons･明細 関連1683 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1684 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1685 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1686 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1687 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･葉書 関連1688 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1689 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1690 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･葉書 関連1691 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･葉書 関連1692 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1693 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1694 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1695 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細兼受領証 関連1696 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1697 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1698 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細兼受領証 関連1699 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1700 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細兼受領証 関連1701 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1702 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1703 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1704 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封筒 関連1705 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1706 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･送呈票 関連1707 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1708 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1709 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1710 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1711 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1712 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1713 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1714 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1715 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1716 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1717 W. Heffer & Sons



資料名 目録番号 作者等
W. Heffer & Sons･明細 関連1718 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1719 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封筒 関連1720 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･封書 関連1721 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･葉書 関連1722 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1723 W. Heffer & Sons
W. Heffer & Sons･明細 関連1724 W. Heffer & Sons
W. Junk･明細 関連1725 W. Junk
W. Junk･受領証 関連1726 W. Junk
日本宛郵便書留受付書 関連1727
宛名不明･封書 関連1728 不明
Customas Declaration（税関通知書） 関連1729
書籍リスト･切抜き 関連1730
Dulau & Co.Ltd.･送り状 関連1731 不明
外国郵便為替金受領証書 関連1732
Advice of Payment of a Money Order（外国為替） 関連1733
外国郵便為替金受領証書 関連1734
外国郵便税関告知書 関連1735
外国郵便送状 関連1736
外国郵便為替金･受領証（逓信省） 関連1737 日本帝国遍信省
外国郵便為替金･受領証（東京郵便局） 関連1738 東京郵便局
外国郵便為替金･受領証（東京郵便局） 関連1739 東京郵便局
外国郵便為替金･受領証（田辺郵便局） 関連1740 田辺郵便局
外国郵便為替金･受領証（田辺郵便局） 関連1741 田辺郵便局
外国郵便為替金･受領証 関連1742
外国への郵便所要期間表（逓信省） 関連1743 逓信省
「大英百科全書出版会社月賦支払送金為替受領証入」書き入れ･封筒 関連1744 南方熊楠
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1745 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1746 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1747 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書（領収書） 関連1748 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1749 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課から上松蓊宛･封書 関連1750 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1751 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1752 東京中央郵便局外国郵便課
東京中央郵便局外国郵便課･封書 関連1753 東京中央郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1754 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1755 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1756 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1757 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1758 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1759 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1760 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1761 神戸郵便局外国郵便課
神戸郵便局外国郵便課･封書 関連1762 神戸郵便局外国郵便課
神戸中央郵便局外国郵便課･封書 関連1763 神戸中央郵便局外国郵便課
田辺郵便局･封書 関連1764 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1765 長林寛三
田辺郵便局･封書 関連1766 東好夫
田辺郵便局･封書 関連1767 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1768 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1769 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1770 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1771 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1772 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1773 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1774 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1775 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1776 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1777 田辺郵便局
田辺郵便局･封書（領収書） 関連1778 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1779 田辺郵便局
田辺郵便局･封書（受領書） 関連1780 田辺郵便局
田辺郵便局･封書 関連1781 田辺郵便局
横浜郵便局･封書 関連1782 横浜郵便局
横浜郵便局･封書 関連1783 横浜郵便局
横浜郵便局より通知･封書 関連1784 横浜郵便局
雅俗文庫宛･振替受領証 関連1785 郵便局
上松蓊宛･郵便物受領証 関連1786 南方熊楠
上松蓊宛･郵便物受領証 関連1787 南方熊楠
博文館編輯部宛･郵便物受領証 関連1788 南方熊楠
大日本雄弁会編輯宛郵便物受領証 関連1789 南方熊楠
武田あん宛･郵便物受領証 関連1790 南方熊楠
山崎伝之助宛･郵便物受領証 関連1791 南方熊楠
堂野前種松宛･郵便物受領証 関連1792
上松蓊宛･郵便物受領証 関連1793
智淵堂（細川信吾）･振替受領証 関連1794 細川信吾
細川信吾･郵便物受領証 関連1795 南方熊楠
続群書類従完成会･振替受領証 関連1796 続群書類従完成会
平沼大三郎宛･特殊郵便物受領証 関連1797 南方熊楠
横山重宛･特殊郵便物受領証 関連1799 南方熊楠
上松蓊宛･特殊郵便物受領証 関連1801 南方熊楠
小為替金受領証 関連1802
東京大学予備門成績表 明治十八年三月第二学期 前本黌生徒及改正学科生徒試業
優劣表

関連1803 東京予備門



資料名 目録番号 作者等
切手帳 関連1804 南方熊楠蒐集
切手帳 関連1805 南方熊楠蒐集
キューバの宝くじ 関連1806
Pickford 社運送会社･送り状 関連1807 Pickford
Pickford 社･受取 関連1808 Pickford & Co.
英国博物館･感謝状 関連1809 The British Museum
英国博物館よりの感謝状 関連1810 The British Museum
英国博物館･感謝状 関連1811 The British Museum
英国博物館･感謝状 関連1812 The British Museum
英国博物館入館許可書（動物学室） 関連1813 The British Museum
英国博物館入館許可書（植物学室） 関連1814 The British Museum
英国博物館 Catalogue of Japanese Printed Books and Manuscripts in the British
Museum（日本書籍カタログ）･送付状

関連1815 The British Museum

英国博物館東洋書籍部･感謝状（Ten Japanese Dramas vol.1 & 2, ロバート・ダグラス
署名）

関連1816
The British Museum, Dept.of Oriental
Books

英国博物館入館許可書（閲覧室） 関連1817 The British Museum
英国博物館･感謝状 関連1818 British Museum
ロンドンのバス乗車券 関連1819
もんど（紋富、当て物） 関連1820
ロンドンの交通機関の切符 関連1821 The London Road Car Company, Limited
ロンドンのライトストーン（Lightstone, E.）下宿の伝票 関連1822 Lightstone, E.
横浜正金銀行神戸支店･換算表 関連1823 横浜正金銀行神戸支店
{月昔}葉標本 関連1824
標本入り封筒（リード宛）･封書 関連1825 不明
標本 関連1826
横浜正金銀行･受取書 関連1827 横浜正金銀行
Variety Entertainment by the members of the Crew of H.J.M.S.“Fuji” 関連1828 軍艦富士
横浜正金銀行神戸支店･換算表 関連1829 横浜正金銀行神戸支店
横浜正金銀行神戸支店･換算表 関連1830 横浜正金銀行神戸支店
横浜正金銀行･受取書 関連1831 横浜正金銀行
ロンドン鉄道手荷物引換券 関連1832
書留受取証 関連1833
パリへの荷物預り証（Pickford 社） 関連1834 Pickford 社
英国博物館･感謝状（47 Japnese Mycetozoa） 関連1835 The British Museum
自然史博物館･感謝状（Specimen of Buxbaumia Minakatae, Okam.,n.sp.） 関連1836 The British Museum Natural History
草堂画会趣意書 関連1837 目良三柳他(発起人)
御大礼の心得 関連1838
中屋敷町申合規約草案 関連1839 発起人
植物学研究所設立趣意書(熊楠による書入訂正) 関連1840 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1841 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1842 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1843 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1844 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1845 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1846 田中長三郎
植物学研究所設立趣意書 関連1847 田中長三郎
包紙 関連1848 南方熊楠
和歌山県辞令（海底調査員ヲ嘱託ス） 関連1849 和歌山県
紀南行幸(串本)歓迎日程書 関連1850 不明
瀬戸行幸送迎地図 関連1851
御前講演後御下賜菓子包用風呂敷（宮内庁） 関連1852 宮内庁
神島御臨幸記念碑建設費用計算書及寄附金目録 関連1853 田上次郎吉
神島樹木分布図 関連1854 不明
神島樹木直径階別本数調査表 関連1855 南方熊楠
神島実測図 関連1856 営林署
神島実測図 関連1857 田上茂八
国学院大学郷土研究会会員名手控え 関連1858
門司市和布刈神社･御神符 関連1859 門司市和布刈神社
門司市和布刈神社･縁起書 関連1860 門司市和布刈神社
南方熊弥兵役免除証書 関連1861 和歌山連隊区徴兵署
切手切抜 関連1862
切手切抜 関連1863
中華民国一角紙幣 関連1864
国勢調査申告書(昭和15年記入済練習用)･職名表 関連1865 南方熊楠他
紀元二千六百年祝典記念章之証 関連1866 下條康麿
昭和十七年度貯金目標額申告書用紙 関連1867 中屋敷町国民貯蓄組合
愛本ちまき･チラシ 関連1868 吉沢庄
算術問題用紙 関連1869
未使用原稿用紙（多屋東店製） 関連1870
未使用原稿用紙（多屋東店製） 関連1871
神戸三宮有吉写真館封筒 関連1872 有吉写真館
空封筒（もと金銭花種子入り） 関連1873
色紙帳（未使用） 関連1874 古梅園製
写真入れ袋 関連1875 池田写真館
カルタ 関連1876
カルタ 関連1877
丸メンコ 関連1878
子供銀行券 関連1879
有田屋勘定書 関連1880 有田屋
有田屋領収書 関連1881 有田屋
有田屋領収書 関連1882 有田屋（三木善右衛門）
勘定書 関連1883
荒居源氏･熊楠宛代金預り証 関連1884 荒居源氏
株式会社 四十三銀行･定期預金計算書 関連1885 株式会社 四十三銀行
株式会社 四十三銀行･定期預金計算書 関連1886 株式会社 四十三銀行



資料名 目録番号 作者等
株式会社 四十三銀行･定期預金計算書 関連1887 株式会社 四十三銀行
株式会社 四十三銀行･定期預金計算書 関連1888 株式会社 四十三銀行
田辺銀行･預金利息計算書 関連1889 田辺銀行
田辺銀行･預金利息計算書 関連1890 田辺銀行
鈴木医院･領収書 関連1891 鈴木医院
田辺銀行･預金利息計算書 関連1892 田辺銀行
尾鼻牧場･領収書 関連1893 尾鼻牧場
藪本修作商店･領収書 関連1894 藪本修作商店
三栖藤･領収書 関連1895 三栖藤
いたみや薬局･領収書 関連1896 いたみや薬局
馬場徳商店･領収書 関連1897 馬場徳商店
田辺新聞販売所･領収書 関連1898 田辺新聞販売所
木下秀海商店･領収書 関連1899 木下秀海商店
神崎屋領収書 関連1900 神崎屋
神崎屋領収書 関連1901 神崎屋
神崎屋勘定書 関連1902 神崎屋
藤代屋領収書 関連1903 藤代屋
中田宛飲食代金書 関連1904 不明
瓦　軒平瓦　破片1 関連1905
瓦　軒平破片 関連1906
石斧 関連1907
石斧　破片2点 関連1908
千体仏 関連1909
土師器破片2点 関連1910
縄文土器　甕破片2点　不明1点(鉱物) 関連1911
縄文土器　甕破片 関連1912
縄文土器口縁部2点(上左と下)、甕破片他1点(上右部) 関連1913
縄文土器底部1点（左）、口縁部2点（中央）、他1（右） 関連1914
縄文土器甕破片(縄目紋) 関連1915
不明土製片(棒状) 関連1916
弥生土器　高坏　脚2点 関連1917
弥生土器　底部1 関連1918
化石 関連1919
化石 関連1920
化石 関連1921
化石か（丸状） 関連1922
化石か（平状） 関連1923
魚化石(推定) 関連1924
鉱物見本 関連1925 東京博物館
砂岩 関連1926
二枚貝化石 関連1927
西村家宝磁石 関連1928
涙壺 関連1929
白浜みやげ入子式木製人形 関連1930
天保銭型銅鏡 関連1931
雄　生たる卵 関連1932
貝蝋化石 関連1933
子持石又孕石 関連1934
壺（中道守寄贈） 関連1935 不明
牛鬼人形 関連1936 不明
赤布 関連1937
革製財布 関連1938 南方熊楠使用
石黄（粉末） 関連1939
野冊 関連1940
ヘラ(コケ等を取る) 関連1941
標本用乾燥箱 関連1942
標本瓶（細菌用） 関連1943
デシケーター（スライドガラス乾燥用器具） 関連1944
噴霧器 関連1945
シャーレ(カバーガラス入) 関連1946
薬匙 関連1947
携帯用平鑿（二種類が一つに） 関連1948
餌付針 関連1949
小畔四郎所用手提げ鞄 関連1950
妹尾･川又調査ラベル 関連1951
マッチ箱及同破片 関連1952
パイプ 関連1953
ラベル箱 関連1954
小畔宛用荷作り用品(ラベル､ひも) 関連1955
鉛筆 関連1956
雲母･石鑚入り包紙 関連1957
雲母片(箱入) 関連1958
ペン先･昆虫針(箱入) 関連1959
フィルムパック 関連1960 Agta(ドイツ)製

採集針(箱入) 関連1961
CRESCENT BRASS & PIN CO 製(ミシガン
州デトロイト)

Plated Pins （採集針） 関連1962 KIRBY,BEARD & CO.製（ロンドン）
ペパー・ファスナー（箱入） 関連1963 アメリカあるいはイギリス製
鉛筆 関連1964
小刀 関連1965
ピンセット 関連1966
製図用品セット 関連1967
ナイフ 関連1968
ケージか 関連1969
粘菌等標本箱 関連1970



資料名 目録番号 作者等
小枝のペン 関連1971
鹿の水注 関連1972
昆虫針（箱入） 関連1973
ナイフ 関連1974
ピンセット 関連1975
ペン先(マッチ箱入) 関連1976
ハサミ 関連1977
ペン先(缶入) 関連1978
Mapping Barrel Pen (フォルダー付) 関連1979 HINKS,WELLS&CO(バーミンガム)
還元鉄（ビン入） 関連1980 塩野義商店
レンズ 関連1981
カバーグラス(紙箱入) 関連1982
スライドガラス(缶入) 関連1983
ラベル(No.4) 関連1984
ラベル(平7) 関連1985 BUNSHODO
吸取紙 関連1986
フィルターペーパーサンプル 関連1987 Carl Schleicher &Schull（プロシア）
筆立 関連1988
陶製パレット 関連1989
筆 関連1990
筆洗 関連1991
絵具(缶入) 関連1992 ミツボシペイント(東京)
黄土(箱入) 関連1993 鳩居堂
使用済絵具(紙箱入) 関連1994
絵具入パレット 関連1995 日本製
絵具入パレット 関連1996 WINSOR&NEWTONS（イギリス）
ポスターカラー･ホワイト(ビン入) 関連1997
ペインティングナイフ 関連1998
雲母(木箱入) 関連1999
絵具(紙箱入) 関連2000
筆(箱入) 関連2001 東光院
アラビアゴム(缶入） 関連2002
レンズみがき布 関連2003 外国製（SELVYT）
描画道具入り採集籠 関連2004
籠 関連2005
キャラメル箱(森永製菓) 関連2006
キャラメル箱(新高製菓) 関連2007
胴乱(口1､灰色） 関連2008
胴乱(口1､緑色） 関連2009
胴乱(口3､灰色） 関連2010
胴乱(口1､緑色） 関連2011
粘菌等標本箱 関連2012
顕微鏡 関連2013
顕微鏡品切断器 関連2014 James W Queen & Co.（フィラデルフィア）
カバーガラス、スライドガラス入り木箱 関連2015
蒸溜水 関連2016 丸石製薬（大阪）
墨汁 関連2017 田口商会
本型プレパラート・ケース 関連2018
新提燈 関連2019 磯村合名会社（東京）
小畔四郎宛木箱 関連2020
標本入に使用した紙包 関連2021 熊楠
小型ハンマー 関連2022
鋤簾 関連2023
ハンマー 関連2024
はさみ 関連2025
筆（絵画用） 関連2026
千枚通 関連2027
絵皿 関連2028
羽ペン用羽 関連2029
にかわ 関連2030
スライドグラス入木箱（外箱入） 関連2031
たも網 関連2032
バケツ 関連2033
研究机 関連2034
研究用椅子 関連2035
顕微鏡用用描写台(推定) 関連2036
ガラスケース用鞄 関連2037
ローソク用カンテラ 関連2038
練炭火箸 関連2039
柄付缶切 関連2040
鎹 関連2041
旗立ての先 関連2042
脇息 関連2043
脇息 関連2044
火打ち石セット（石と金） 関連2045 京都愛宕神社製
メガネ(ケース付) 関連2046
マッチ 関連2047

木ネジ（箱入） 関連2048
スウェーデン製（但しイギリスかアメリカで
販売）

松枝用目薬ビン 関連2049 喜多幅診療所
ハーモニカ 関連2050
ペン 関連2051
シガレットケース 関連2052
帽子 関連2053 MOSSANT VALLON &ARGOD（パリ）
鉄兜 関連2054



資料名 目録番号 作者等
警防団消火ヘルメット 関連2055
錠前（蔵用か） 関連2056
剃刀（箱入） 関連2057 J.A.HENCKFLS（ゾーリンゲン）
カメの手付孫の手 関連2058
木刀 関連2059
杖 関連2060
進講時の御下賜果子箱 関連2061
進講時の御下賜果子折の蓋 関連2062
那智黒石硯 関連2063 熊野堂（新宮）
財布と古銭 関連2064
孫中山先生贈来記念帽の箱蓋 関連2065 不明
南方熊楠のデスマスク 関連2066 保田龍門
「神社合併」「台湾の二特産」新聞切抜記事貼付校正･原稿 関連追加001 南方熊楠の書き入れあり
南方熊弥、文枝、松枝、川根ヨネ･写真 関連追加002 池田写真館(田辺)
南方熊弥、文枝、松枝、川根ヨネ･写真 関連追加003 池田写真館
前山虎之助･名刺 関連追加004 前山虎之助
南ケンジントン博物館非常勤委嘱状 関連追加005 Lundell
ダッセン物語(十四)･抜刷 関連追加006 小畔四郎
メモ（栞用） 関連追加007 不明


