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資料資料資料資料№№№№ 種別種別種別種別 表表表表　　　　題題題題 作者名作者名作者名作者名 保管場所保管場所保管場所保管場所
1 書 羣玉山頭一笛風 山田　方谷 資料室
2 扁額（書） 任重道遠 山田　方谷 校長室
3 木材への作品（書） 山氣日夕佳 山田　方谷 有終館
4 書 時事紛更不忍言 山田　方谷 資料室
5 編額（書） 樂分洞 山田　方谷 資料室
6 画 方谷先生肖像 小倉　善三郎 資料室
7 書 長笛一聲人倚 丸川　松陰 資料室
8 書 天上衆星 奥田　樂山 資料室
9 書 衣冠新暦日 進　鴻渓 資料室
10 書 簪筆十年何所爲 三島　中洲 資料室
11 書 回頭三度隔年華 三島　中洲 資料室
12 扁額 主信館説 三島　中洲 資料室
13 書 新拓公園梁水潯 三島　中洲 資料室
14 書 處己以謙待物以恕 鎌田　玄渓 資料室
15 書 竣々老松風 鎌田　玄渓 資料室
16 書 一帯錦川 鎌田　玄渓 資料室
17 書 崑竹未断則鳳音 莊田　霜渓 資料室
18 書 海戰陸爭如電轟 三浦　佛厳 資料室
19 画 花鳥図 間野　凸渓 資料室
20 画 山水図 中村　月臺 資料室
21 書 名教中自有樂地 板倉　勝職 資料室
22 書 素志興白雲同悠 板倉　勝靜 資料室
23 書 宋蔡齋憙酒 板倉　勝靜 資料室
24 書 和氣萬家春 板倉　勝弼 資料室
25 刺繍 （虎の図あり） 福西　志計子 校長室
26 彫刻 福西先生　胸像　（大理石の像） 児島　矩一 有終館
27 刺繍 （手芸で「湖畔の風景」） 木村　靜 校長室
28 書籍 順正女学校沿革 伊吹　岩五郎 資料室
29 原稿 聞光録 綱島　梁川 資料室
30 画 （鷄頭の図） 小倉　章蔵 資料室
31 扁額（書） 順正女学校 中村　正直 資料室
32 扁額（書） 明治天皇　御製 小野　鵞堂 有終館
33 扁額（書） 温良貞正 石黒　忠悳 有終館
34 扁額（書） 温順貞正 石黒　忠悳 資料室
35 扁額（書） （さし昇る・・・・）御製 石黒　忠悳 資料室
36 書 順正 大内　秀山 資料室
37 扁額（書） 有終 東郷　平八郎 校長室
38 書 古學者爲己 国分　胤之 資料室
39 短冊 和歌（都にて・・・・） 国分　胤之 資料室
40 短冊 俳句（拂暁） 国分　胤之 資料室
41 書 天○？由來即乘 国分　三亥 資料室
42 扁額（書） 修徳研智 国分　三亥 カウンセラー室

43 額（書） 短歌（ふるさとの・・・・） 清水　比庵 資料室
44 書 松籟 清水　比庵 資料室
45 書 佳境 清水　三渓 資料室
46 書 短歌（まさきくて・・・・） 清水　三渓 有終館
47 扁額（書） 同遊 清水　三渓 資料室
48 扁額（書） 精華 犬養　毅 校長室
49 扁額（書簡） 拝啓 乃木　希典 有終館
50 書 死易處死・・・・矣 杉　政人 資料室
51 書 交以道接以禮 杉　政人 資料室
52 書 可憐九年面壁 桜井　熊太郎 資料室



53 書籍（寄贈文） 余二人生の理想・・・・。 留岡　幸助 資料室
54 書 數峰聳在水之潯 資料室
55 画 風林露葉無塵垢 柳井　道民 資料室
56 書 胸盈天地氣 柳井　道民 資料室
57 ブロンズ像 柳井道民先生像 児島　矩一 有終館
58 書 垂楊臨水水成灣 神谷　壯吉 資料室
59 書 俳句（十月七日・・・・） 麻川　亀太郎 資料室
60 短冊 俳句（あとて行て・・・・） 麻川　亀太郎 資料室
61 書 一水橋頭落日間 稲本　陽洲 資料室
62 書 臥牛峯下虎渓邉 稲本　陽洲 資料室
63 書 愛　愛者吾等之權・・・・ 稲本　陽洲 教務室
64 書 中庭地白樹樓鴉 井尻　艶太 資料室
65 扁額(書） むらすゝめ・・・・ 高木　聖鶴 カウンセラー室

66 画 瀬戸内海風景 藤　彦衛 有終館
67 画 南庭 中村　達郎 応接室
68 書 獨坐山房勉 林　抑齋 資料室
69 書 八幡太神 野中　道仙 資料室
70 書 物換星移五十年 石川　梁渓 資料室
71 書 美保関頭寄客蹤 石川　秋峰 資料室
72 書 落花狼藉擁窻前 近澤　小澹 資料室
73 書 屈盤高極月 高宮　三峯 資料室
74 書 居然東海帝王牋 足立　芳里 資料室
75 書 金櫃衣裳滿 阪谷　朗盧 資料室
76 書 急迫敗事寧耐成事 阪谷　芳郎 資料室
77 書 小町冢回棹遅 坂田　九峰 資料室
78 書 虚譽隆治達天聽 山下　秋堂 資料室
79 書 經天緯地 平沼　淑郎 資料室
80 書 濯足萬里之流 岡田　忠彦 資料室
81 書 久矣寒儒慕徳醇 大村　斐夫 資料室
82 書 空山不見人 鶴見　祐輔 資料室
83 書 松柏芴々繼志重 高野　竹隱 資料室
84 書 爛漫櫻花擁碧岑 岡西　鯉山 資料室
85 書 斤浮華尚質實 窪田　靜太郎 資料室
86 書 江湖半百億舟車 田邊　碧堂 資料室
87 書 蘆華雪白渉汀乎 大原　桂南 資料室
88 書 羚羊地上小舟横 大原　桂南 資料室
89 書 散る頃の・・・・ 河東　碧梧堂 有終館
90 書 無一物處無盡藏 赤木　格堂 資料室
91 短冊 山がかり・・・・ 中塚　一碧樓 資料室
92 画 菊の秋・・・・ 折井　愚哉 資料室
93 画 興到湘篁寫數竿 柚木　玉邨 資料室
94 画 山水図 戸田　天波 資料室
95 画 仏画 佐藤　勝彦 校長室
96 扁額（画） 仏画（ありがたや・・・・ 佐藤　勝彦 資料室
97 扁額（画） 夏雲多奇峯 佐藤　勝彦 資料室
98 書 閑聽華頂數聲鐘 入澤　昕江 資料室
99 書 讀書之樂何處尋 永井　潜 資料室
100 書 山櫻木蘭巳摧殘殘殘殘 西山　復軒 資料室
101 書 獨坐幽篁裏 井上　利喜次 資料室
102 書 宮ところまねび 中塚　一郎 資料室
103 書 大石内蔵助行列帳 福田　要一郎 資料室
104 書画 梅花 一日庵　晉和 資料室
105 書 露の音は夜の・・・ 一艸庵　鼎雨 資料室
106 書 咲までは余處の 山村　靜湖堂 資料室
107 書 半穂殘燈 森田　月瀬 資料室
108 書 淸影浮江水若天 荒木　猿山 資料室
109 書 白雪山南路 耕　圃 資料室



110 書 ますかかみ 高杉　格堂 資料室
111 書 口洲草木盡經新 信原　藤陰 資料室
112 書 閑窻聞雨半時強 桑野　梅鶴 資料室
113 書 千丈層峰萬仭谿 笠　邨 資料室
114 書 聞道黄花戌 奥田　樂山 資料室
115 画 山水図 板野　華道 資料室
116 画 山水図 綱島　靜観 資料室
117 画 七福神 横矢　庄太郎 資料室
118 画 猿まわし 小野田　祥雲 資料室
119 画 花 板倉　重宗 資料室
119 画 花 板倉　重治 資料室
120 画 蝙蝠 荒木　雲石 資料室
121 画 竹 野崎　鶴巣 資料室
122 画 達磨 華山　海應 資料室
123 画 石榴 宮原　楳溪 資料室
124 画 吉田松陰像 松浦　松洞 資料室
125 画 帝舜 法橋　昌運 資料室
126 画 達磨 柳井　翠軒 資料室
127 画 金次郎 笹邨　小波 資料室
128 画 不老長寿 白沼　釣士 資料室
129 画 初花 桑野　龜 資料室
130 書画 小督 田畑　千壷 資料室
131 短冊 惜む・・・ 田邊　庵羽霓 資料室
132 短冊 梅が香に・・・ 三日月　藏六 資料室
133 短冊 年立てや・・・ 芳賀　茶煙 資料室
134 短冊 大原女・・・ 赤羽　竹堂 資料室
135 短冊 まつ杉の・・・ 安原　玉樹 資料室
136 短冊 むらさきに・・・ 竹林　小諸 資料室
137 短冊 馬は耳・・・ 山村　靜美 資料室
138 短冊 つばめ・・・ 南　山 資料室
139 短冊 行てみん・・・ 高　尚 資料室
140 書 儒道仁義忠孝是也 智　本 資料室
141 短冊 檣燈は・・・ 不明 資料室
142 短冊 早春の・・・ 篤 資料室
143 画 菊 不明 資料室
144 書 雪蔽千山新作粧 不明 資料室
145 画 山城過雨百花盡　（付）ザクロと雀 春香　山人 資料室
146 画 秋風落葉正　（付）聞くと雀 春香　山人 資料室
147 書 勉々思時習 井上　甫水 資料室
148 扁額（書） 温順貞正 嘉　道 資料室
149 扁額（書） 明治天皇御製 佐藤　貞太良 資料室
150 書 至誠不息 橋田　無適 資料室
151 扁額（画） 落ち葉 清水　三渓 資料室
152 扁額（画） 桃の絵（三渓の画） 清水　三渓 資料室
152 扁額（書） 桃の絵（比庵の書） 清水　比庵 資料室
153 掛軸 （一行書き）紅葉滿山川滿山川滿山川滿山川 紫野　寛川 光風館
154 油絵 桜島 太田　啓介 美術教室
155 画 （静物画） 陶　月 資料室
156 扁額(書） 自彊不息 松　軒 資料室
157 扁額(書） 動中有静 伊藤　明琥 資料室
158 扁額(書） 真如玄妙 吉田　能安 資料室
159 扁額(書） 純正 河田　勲 資料室
160 色紙 柳沢道民先生立像に寄せて 藤　彦衛門 有終館
162 扁額(画） （仏画） 佐藤　勝彦 資料室
163 扁額(画） （仏画） 佐藤　勝彦 資料室
164 扁額 光風館 笠井　信一 資料室
165 扁額(画） （孔雀の絵） 呉　？ 資料室



166 書 壽 長野　士郎 資料室
167 色紙 無私 川端　清 資料室
168 扁額(書） 徳必有鄰 児玉　一彦 光風館
169 色紙 文化と国際性 小倉　忠夫 資料室
170 油絵 大山 毛利　一就 有終館
171 陶器 （古備前） 校長室
172 陶器 （花瓶：つぼ型） 校長室
173 陶器 （花瓶：円筒型） 寄贈？西江邸より？ 校長室
174 写真 （明治３４年　校舎全景） 校長室
175 陶器 （菓子皿） セミナー２階

176 陶器 （茶碗） セミナー２階

177 陶器 （水指） セミナー２階

178 陶器 （備前焼）犬養木堂の像 有終館
179 油絵 （大河の河口の風景：帆船が浮かんでいる） C.Weibrecht 二階昇降階段

180 油絵 （旧校舎の風景） 中村　達郎？ 玄関入口
181 写真 （襖絵の写真：備中松山城　計４枚） 旧藩士　前田　蟻襌　写 校長室
182 （舊舊舊舊松山藩　板倉侯御殿建築配置圖　計２枚） 校長室
183 書 山を越え、谷を渡り・・・ 高木　聖鶴 応接室
184 （避雷神） 有終館
185 写真 （高梁町市街図）：芳賀写真館　写す 寄贈者　樋口　満 有終館
186 鐘 （明治三十五年　高梁中学校　用） 有終館
187 鐘 （高梁高等学校　用） 有終館
188 写真 （御根小屋附近〈現　高梁高校〉を写したもの） 文化十年　藤原　正時氏が写したもの 有終館
189 看板 （岡山県立　高梁高等学校　泉寮）と書いたもの 有終館
190 看板 （岡山県立　高梁高等学校）と書いたもの 有終館
191 扁額 高梁中学校増設建議書 資料室
192 箱 校旗入　（順正高等女学校） 資料室
193 写真 順正高女第１回卒業生写真 寄贈者　杉　正一氏 資料室　木箱に入れて

194 画 おち穂 清水　三渓 資料室
195 書 道光宇宙 後神　直子 資料室
196 画 黒い十字架 平松　利昭 北館階段
197 明治２８年度（第１回生）成績表 資料室
198 高梁中学校（Ｍ３５）写真　合格通知書　藩札　各種 南条氏　寄贈 資料室
199 動員学徒名簿 資料室
200 書 三島中州詩 水野　萬里湖氏　寄贈 資料室
201 扁額 詩 水野　萬里湖氏　寄贈 校長室
202 書 心腸鉄石女中英順正・・・ 山田　準 資料室
203 書籍（寄贈） 旧制高梁中学校夏季課題綴り（ロシア文学者米川正雄氏の課題集録） 楢原　廣士氏（本校薬剤師）　寄贈 資料室


