
泊園記念会創立 50 周年記念 特別記念展示 【第２会場】 

 

   藤澤東畡・南岳・黄鵠・黄坡と石濱純太郎の学統    
    ――泊園書院の歩み                
 
 

1 泊園書院 写真（本院 東平野町 現天王寺区東平 2 丁目） パネル

2 泊園書院 写真（分院 のち本院 竹屋町 現中央区島之内１丁目） パネル

3 「泊園書院址」 藤澤桓夫書 東西学術研究所蔵（澤田暢保氏寄贈） 額 

4 かつての泊園書院 パネル

5 大阪学問所マップ パネル

6 泊園書院門人分布図 パネル

7 泊園書院の学統 パネル

8 藤澤氏・石濱氏系図 パネル

9 「三世四代」と石濱純太郎 パネル

10 泊園書院年表 パネル

11 「泊園書院跡」碑 淡路町 1丁目 昭和 35 年（1960）大阪市教育委員会建立当時 写真 パネル

12 泊園書院の碑 パネル

13 東畡の生地 パネル

14 東畡の師 中山城山 パネル

15 菅 甘谷 パネル

16 藤澤東畡頌徳之碑 パネル

17 東畡句碑 パネル

18 平野含翠堂と東畡・南岳 パネル

19 泊園書院と閑谷学校 パネル

20 幕末高松藩の危機を救った南岳――佐幕から勤皇へ パネル

21 南岳と通天閣の命名 パネル

22 愛珠幼稚園と南岳 パネル

23 森下「仁丹」と南岳 パネル

24 玉初堂と南岳 パネル

25 森鷗外と南岳 パネル

26 黄鵠の衆議院議員辞職 パネル

27 黄坡と吟詩 パネル

28 関西大学初の文学博士号授与――石濱純太郎 パネル

29 孔子の祭り（釈奠）と道明寺天満宮 パネル

30 藤澤桓夫（1904-1989） 写真 

31 

泊園の人脈 
高島秋帆 相馬九方 広瀬旭荘 岸田吟香 島田篁村 岡本韋庵 陸奥宗光 津田 貞 松岡康毅 
松平忠興 指原安三 石濱豊蔵 永田仁助 岡田松窓 西村天囚 内藤湖南 福本元之助 越智宣哲 
俵 孫一 下岡忠治 幣原 坦 武田長兵衛 幸田成友 羽間平三郎 金谷 治 大西昭男 

パネル

32 藤澤四先生の墓 パネル

会場：関西大学正門インフォメーション横 アートギャラリー 

会期：2010 年 10 月 18 日（月）～11 月 13 日（土） 
 

ボード展示 



  
 

33 石濱純太郎西夏語供養碑 パネル
 

ケース内展示 
 

34 『荻生徂徠全集』第 1巻 みすず書房 昭和 48 年（1973）出版 関西大学図書館蔵 

35 『甘谷先生遺稿』 3 巻 3冊 篠崎三島編 安永 4年（1775）刊本 泊園文庫蔵 

36 藤川東園書 藤川東園 折本 泊園文庫蔵 

37 『城山道人稿』 1 冊 中山城山撰 泊園書院 大阪 昭和 12 年（1937）影印 東西学術研究所蔵 

38 『全讃史』 12 巻 6 冊 
中山城山撰 線装 活版 出版者：柏原謙益 
高松 明治 23 年（1890）出版 

泊園文庫蔵 

39 『城山先醒門人帳』 1 冊 写本 城山会 昭和 60 年（1985）影印 東西学術研究所蔵 

40 
『浪華風流月旦評名橋長短録』 
 1 枚 

東文堂 大阪 嘉永 6年（1853）出版 関西大学図書館蔵 

41 『泊園書生姓名録』 1 冊 写本 泊園文庫蔵 

42 『泊園塾社中姓名簿』 1 冊 写本複写 
九州大学附属図書館 
吉村文庫蔵 

43 泊園書院の入学願書 写本 泊園文庫蔵 

44 『生員勤惰表』 8 冊 写本 泊園文庫蔵 

45 「藤澤先生御招手續」 写本 「豊岡藩教育関係資料」より 兵庫県立歴史博物館蔵

46 猪子左家太宛藤澤東畡書簡 写本 兵庫県立歴史博物館蔵

47 巻子「積久巻」 藤澤南岳筆 吹田市旧西尾家住宅蔵

48 『泊園書院学制』 1 冊 写本 吹田町 亘亀太郎筆 泊園文庫蔵 

49 
逍遥遊社例会記念写真 
逍遥游吟社会規及会録 

大正 8年（1919）1 月 26 日 
写本 昭和 22 年（1947）～26 年（1951） 

岡田績氏蔵 

50 『東畡日記』 1 冊 藤澤東畡撰 自筆稿本 泊園文庫蔵 

51 『不苟書室日録』 18 冊 藤澤南岳撰 自筆稿本 泊園文庫蔵 

52 『南岳先生撰文墓碣銘集』 1 冊 藤澤南岳撰 自筆稿本 泊園文庫蔵 

53 道明寺天満宮釈奠記念写真 明治 44 年（1911）11 月 5 日 道明寺天満宮蔵 

54 孔子像払い下げ文書 1 枚 写本 明治 6 年（1873）2 月 25 日 道明寺天満宮蔵 

55 孔廟縮図 1 枚 帝室技芸員 伊藤平左衛門設計 明治 34 年（1901）頃 道明寺天満宮蔵 

56 釈奠祭文 2 通 藤澤黄坡書 長谷川雅樹書 道明寺天満宮蔵 

57 『泊園書院学会々報』第 1 冊 泊園書院学会 大正 10 年（1921）2 月発行 東西学術研究所蔵 

58 新聞『泊園』第 1号 昭和 2年（1927）12 月 22 日発行 泊園文庫蔵 

59 『泊園』創刊号 泊園記念会 昭和 37 年（1962）5 月発行 東西学術研究所蔵 

60 大庭脩（1927-2002） 写真  東西学術研究所蔵 

61 
『江戸時代における中国文化受
容の研究』 

大庭脩著 同朋舎出版 京都 昭和 59 年（1984）発行 東西学術研究所蔵 

62 
『江戸時代における唐船持渡書
の研究』 

大庭脩著 関西大学東西学術研究所 
大阪 昭和 42 年（1967）発行 

東西学術研究所蔵 

63 『大庭脩 前館長追悼号』 
大阪府立近つ飛鳥博物館館報 8 
大阪府立近つ飛鳥博物館 平成 15 年（2003）11 月発行 

東西学術研究所蔵 

64 『新雪』 藤澤桓夫著 新潮社 東京 昭和 17 年（1942）発行 関西大学図書館蔵 

65 『大阪自叙伝』 藤澤桓夫著 朝日新聞社 東京 昭和 49 年（1974）発行 関西大学図書館蔵 

66 
『大阪府立中之島図書館蔵 藤
沢文庫目録』 

大阪府立中之島図書館シリーズ No.39 
大阪府立中之島図書館 平成 3年（1991）5 月発行 

関西大学図書館蔵 

67 黄鵠先生七回忌祭 記念写真 生玉 齢延寺 昭和 5年(1930)10 月 19 日 中山経正氏蔵 

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 


