
 
 

 

泊園記念会創立 50 周年記念 特別記念展示 【第１会場】 

 

   藤澤東畡・南岳・黄鵠・黄坡と石濱純太郎の学統    
    ――泊園の学術と泊園文庫             
 
 
 
 
 
 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 泊園書院 写真 
本院 大阪市東平野町 
現天王寺区東平 2丁目 

東西学術研究所蔵 

2 泊園書院 写真 
分院、のち本院 大阪市竹屋町 
現中央区島之内 1丁目 

東西学術研究所蔵 

3 泊園文庫の整理 写真 昭和 27 年（1952）頃撮影 東西学術研究所蔵 

 

泊園文庫蔵 漢籍善本（中国・日本） 
 

4 『唐詩紀事』81 巻 32 冊 
宋・計有功編 覆宋刊本 
明・文徴明旧蔵 祁氏澹生堂蔵 

泊園文庫蔵 

5 『宋元資治通鑑』64 巻 16 冊 明・王宗沐編 刊本 清・王鳴盛旧蔵 泊園文庫蔵 

6 『鐔津文集』20 巻 5冊 宋・釈契嵩撰 日本五山版（至大年間重刻本） 泊園文庫蔵 

7 
『群書治要』50 巻 25 冊 
原闕 3巻 林羅山増補 2巻 

唐・魏徴等奉勅撰 尾州本鈔本 
藤澤南岳重校批評 

泊園文庫蔵 

8 『徂徠山人外集』11 巻 9冊 荻生徂徠撰 写本 泊園文庫蔵 

9 藤澤・石濱家略系図  東西学術研究所蔵 

 

藤澤東畡（1794-1864） 
 

10 東畡肖像 藤澤東畡筆 高松市塩江美術館蔵 

11 軸「陶淵明 七言絶句」 藤澤東畡筆 高松市歴史資料館蔵 

12 藤澤東畡頌徳碑 拓本 碑は高松市塩江町にあり 高松市塩江美術館蔵 

13 東畡句碑 拓本 碑は高松市塩江中学校にあり 高松市塩江美術館蔵 

14 『東畡先生文集』10 巻 8冊 
藤澤東畡撰 線装 木版 編輯兼出版人：藤澤
南岳 大阪 明治 17 年（1884）出版 

関西大学図書館蔵 

15 『泊園家言』1冊 
藤澤東畡撰 木版 泊園社蔵版 
元治元年（1864）藤澤南岳序 刊本 

関西大学図書館蔵 

16 
『先春社吟稿』5巻 
存巻１・巻 5  2 冊 

 泊園文庫蔵 

17 『辨非物』1冊 藤澤東畡自筆稿本 泊園文庫蔵 

18 
中井竹山『非徴』書入れ本 
8 巻 4冊 

藤澤東畡書入 泊園文庫蔵 

 

藤澤南岳（1842-1920） 
 

19 藤澤南岳 写真  東西学術研究所蔵 

会場：関西大学総合図書館展示室  会期：2010 年 10 月 18 日（月）～11 月 13 日（土） 
 

                        11 月 3 日（水）～11 月 6日（土）閉室 
 
 ・    部分が展示期間です。 
 ・展示期間は Ⅰ＝10 月 18 日（月）～10 月 24 日（日） 
 Ⅱ＝10 月 25 日（月）～10 月 31 日（日） 
 Ⅲ＝11 月  1 日（月）～11 月 7 日（日） 
 Ⅳ＝11 月 8 日（月）～11 月 13 日（土） です。 
 ・都合により展示期間が変更されることがありますので、ご了承ください。

写真 



 
 

20 軸「南岳肖像写真」 藤澤黄坡賛 藤澤昭子氏蔵 

21 扁額「簡而廉」 藤澤南岳筆 関西大学図書館蔵 

22 画軸「中山城山像」 伝藤澤南岳筆 
高松市香南歴史民俗
資料館蔵 

23 軸「勤忍」聯句 藤澤南岳筆 中山経正氏蔵 

24 軸「茶熟鳥啼」聯句 藤澤南岳筆 中山経正氏蔵 

25 軸「春晴倚楼小箋」 藤澤南岳筆 藤澤黄坡箱書 中山経正氏蔵 

26 対聯「道徳」 藤澤南岳筆 道明寺天満宮蔵 

27 軸「環翠山荘詩」 藤澤南岳筆 岡田績氏蔵 

28 扇面「修緝」 藤沢南岳筆 関西大学図書館蔵 

29 画軸「馬上の猿田彦」 菅楯彦画 藤澤南岳賛 
関西大学 大阪都市
遺産研究センター蔵 

30 「熱田神社」社号標石 拓本 藤澤南岳筆 
松原市文化情報振興
事業団蔵 

31 囲碁盤ならびに碁石、覆 藤澤南岳箱書 岡田績氏蔵 

32 『七香斎文雋』 1 冊 
藤澤南岳撰 線装 活版 泊園書院 
大阪 大正 3 年（1914）出版 

関西大学図書館蔵 

33 『論語彙纂』 5 巻 3冊 
藤澤東畡・藤澤南岳撰 木版 編輯兼発行者：
藤澤南岳 大阪 明治 25 年（1892）出版 

関西大学図書館蔵 

34 
『評釈韓非子全書』 
20 巻 10 冊 

藤澤南岳校疏 線装 木版 松村九兵衛（温古
書屋ほか） 大阪 明治 17 年（1884）出版 

関西大学図書館蔵 

35 『万国通議』 1 冊 
藤澤南岳著 活版 印刷者：戸田成音 
大阪 明治 31 年（1897）出版 

関西大学図書館蔵 

36 
『老子道徳真経』書入れ本 
  2 冊 

宇佐美灊水校訂本 藤澤南岳書入 泊園文庫蔵 

37 『荘子南華真経』 10 冊 東畡箋・南岳疏 自筆稿本 泊園文庫蔵 

59 屏風「新浪華十二勝」 藤澤南岳筆 六曲一双 高松市歴史資料館蔵 

60 屏風「明月氷塊」「湖水闊而」 藤澤南岳筆 六曲一双 岡田績氏蔵 

 

藤澤黄鵠（1874-1924） 
 

38 藤澤黄鵠 写真  東西学術研究所蔵 

39 軸「道徳由躬行積累」 藤澤黄鵠筆 関西大学図書館蔵 

40 軸「恭親王書」聯句 清・溥偉筆 贈黄鵠 東西学術研究所蔵 

41 『我が観たる孔子』 1 冊 
藤澤黄鵠著 洋装 活版 博多成象堂 
大阪 大正 11 年（1922）発行 

関西大学図書館蔵 

42 『黄鵠詩稿集』 1 冊 藤澤黄鵠撰 自筆稿本 泊園文庫蔵 

43 『官話指南』書入れ本 1 冊 
清・呉啓大 鄭永邦撰 
光緒 26 年（1889）福州美華書局刊 藤澤黄鵠書入

泊園文庫蔵 

44 『天外浮槎日録』 1 冊 藤澤黄鵠著 自筆稿本 泊園文庫蔵 

 

藤澤黄坡（1876-1948） 
 

45 藤澤黄坡 写真  東西学術研究所蔵 

46 軸「七言絶句」 藤澤黄坡筆 
東西学術研究所蔵 
（松本督氏寄贈） 

47 画軸「詩四首」 藤澤黄坡他筆 道明寺天満宮蔵 

48 軸「七言律詩」 藤澤黄坡筆 関西大学図書館蔵 

49 『三惜書屋初稿』 1 冊 
藤澤黄坡撰 線装 活版 藤澤黄坡先生華甲
祝賀会 昭和 11 年（1936）発行 

関西大学図書館蔵 



 
 

 

50 
『藤澤南岳先生詩碑略解』 
 1 冊 

藤澤黄坡撰 線装 活版 泊園同窓会 
大正 11 年（1922）発行 

関西大学図書館蔵 

51 『古文孝経』書入れ本 1 冊 
漢・孔安国伝 太宰春台音 刊本 
藤澤黄坡書入 

泊園文庫蔵 

52 『大学注疏』 1 冊 藤澤黄坡撰 自筆稿本 泊園文庫蔵 

 

石濱純太郎（1888-1968） 
 

53 石濱純太郎 写真  東西学術研究所蔵   

54 『浪華儒林伝』 1 冊 
石濱純太郎著 全国書房 
大阪 昭和 17 年（1942）発行 

関西大学図書館蔵 

55 『支那学論攷』 1 冊 
石濱純太郎著 全国書房 
大阪 昭和 18 年（1943）発行 

関西大学図書館蔵 

56 『富永仲基』 1 冊 
石濱純太郎著 創元選書 62 創元社 
大阪 昭和 15 年（1940）発行 

関西大学図書館蔵 

57 
『石濱先生古稀記念 
東洋学論叢』 1 冊 

関西大学文学部東洋史研究室・石濱先生古稀記
念会 昭和 33 年（1958）発行 

関西大学図書館蔵 

58 
『大阪外国語大学所蔵 
石濱文庫目録』 1 冊 

大阪外国語大学附属図書館編 
昭和 54 年（1979）発行 

関西大学図書館蔵 

主催：泊園記念会・東西学術研究所 

共催：科学研究費補助金基盤研究(A)・大阪府 
 

〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 関西大学東西学術研究所内 泊園記念会 
TEL 06-6368-0653 FAX 06-6339-7721 メール touzaiken@ml.kandai.jp 


