
番号 名称 所蔵・保管 年代 法量（㎝） 品質構造 員数

1 服部復城宛書簡 中津市歴史博物館 明治17年(1884)12月16日 17×70 紙、墨書　額 1通

2 「明治政府の出仕命令を辞する願書」 慶應義塾福澤研究センター 慶應4年(1868)6月 16.3×47.7 紙、墨書　一紙 1通

3 レオン・ド・ロニ宛書簡 慶應義塾福澤研究センター 文久2年(1862)10月20日 32.5×22.2(アルバム寸法) 紙、ペン、墨書 1通

4 宛名未詳書簡 慶應義塾福澤研究センター 安政5年(1858)11月22日 17.8×40 紙、墨書　額 1通

5 俣野景明宛書簡 新中津市学校保管 明治15年（1882）ヵ2月3日 18.3×56.5 紙、墨書　巻子 1通

6 伊藤博文宛書簡（舞踏会の誘いを断る） 慶應義塾福澤研究センター 明治20年（1887）4月14日 17.9×38 紙、墨書　軸 1通

7 小田部菊市宛書簡(姉小田部礼の病状伺） 福澤記念館 明治30年（1897）6月5日 17.7×40.7 紙、墨書　巻子 1通
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8 偽版取締に関する願書控 慶應義塾福澤研究センター 明治3年(1870) 17.6×273 紙、墨書　一紙 １通

9 『時事小言』自筆原稿 新中津市学校保管 明治14年（1881）頃 22.5(縦) 紙、墨書　巻 1巻

10 時事新報社説「富豪の要用」自筆原稿 慶應義塾福澤研究センター 明治23年(1890) 22.8×28 紙、墨書　 3綴

11 「女大学評論」自筆原稿 慶應義塾福澤研究センター 明治31年(1898) 22.6×77.3 紙、墨書 1点
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12 長与専斎宛書簡 新中津市学校保管 年未詳9月30日 310×474 紙、墨書 1幅

13 漢詩「民情一新稿成」 新中津市学校保管 明治12年(1879)7月8日 174×310 紙、墨書 1幅

14 漢詩「弥児先生之文席上戯訳其文意」 新中津市学校保管 明治19年(1886) 1365×336 紙、墨書 1幅

15 漢詩「用前韻而記反対之論意」 新中津市学校保管 明治19年(1886) 1365×336 紙、墨書 1幅

16 一行書「商機一刻値千金」 新中津市学校保管 年未詳 1268×323 紙、墨書 1幅

17 漢詩「黒雲吐明月」 新中津市学校保管 年未詳 403×390 紙、墨書 1幅

18 漢詩「遊於善光寺」 新中津市学校保管 明治29年(1896)11月 1190×523 紙、墨書 1幅

19 漢詩「是迄稽古幾苦辛」 新中津市学校保管 年未詳 1318×498 紙、墨書 1幅

20 一行書「独立自尊唯是修身之法」 新中津市学校保管 年未詳 1428×280 紙、墨書 1幅

21 印章「福澤諭吉」・「三十一谷人」・「明治卅弐季後之福翁」 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 5.8×5.8×8.2、3.7×3.7×6.0、3.2×3.2×6.8 3顆

22 スプーン 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 21×4.3 銀製 1本

23 水差し 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 ― 陶製 1点

24 筆洗 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 ― 陶製 1点

25 硯 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 21.5×14× 2.2 1面

26 墨 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 8.5(長さ) 1丁

27 文鎮 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 14.7(長さ) 木製 1本

28 折りたたみ式小机 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 26×52.5×27.7 木製 1基
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29 澁澤栄一宛書簡 慶應義塾福澤研究センター 明治11年（1878）ヵ12月5日 18.5×55 紙、墨書　額 1通

30 「中津留別の書」自筆原稿 慶應義塾福澤研究センター 明治3年(1870) 24.2×18.0 紙、墨書 1冊

31 携帯用硯箱一式 慶應義塾福澤研究センター 年未詳 22.9×13×3(硯箱） 1式

32 古田権次郎宛書簡 福澤記念館 文久2年（1862）5月8日 16.2×47.0 紙、墨書　額 1通

33 中島精一・藤本菅太郎宛書簡(小幡送別会出席願い） 福澤記念館 明治12年（1879）10月24日 39.5×87 紙、墨書　額 1通

34 濱野定四郎宛書簡(市学校を辞めることを進める） 福澤記念館 明治11年(1878)2月7日 17.4×64.0 紙、墨書　巻子 1通

35 山口廣江宛書簡(中津市学校再興について） 福澤記念館 明治18年(1885)8月15日 16.8×62.3 紙、墨書　一紙 1通

36 山口廣江宛書簡(丸屋銀行破たん） 福澤記念館 明治17年(1884)5月18日 18.5×93.3 紙、墨書　一紙 1通

37 濱野定四郎宛書簡（水の沸騰について尋ねる） 福澤記念館 年未詳2月8日 18.2×53.1 紙、墨書　巻子 1通

38 濱野定四郎宛書簡（慶應義塾校舎建築費用について） 福澤記念館 明治20年（1887）3月3日 16.7×25.2 紙、墨書　巻子 1通

39 小田部武宛書簡(末姉夫婦の様子を尋ねる） 福澤記念館 明治18年（1885）ヵ6月22日 16.0×107.9 紙、墨書　巻子 1通

40 小田部菊市宛書簡（病気見舞いと耶馬渓の買収について） 福澤記念館 明治30年（1897）1月17日 17.9×77.2 紙、墨書　巻子 1通

41 服部鐘宛書簡（姉小田部れい死去の悲しみを伝える） 福澤記念館 明治30年(1897)6月19日 17.7*152.7 紙、墨書　巻子 1通

福澤諭吉の落款（印章）を押そう！！

出品目録

第一章　福澤諭吉の手紙

第二章 　福澤諭吉の原稿

第三章　福澤諭吉の書風

第四章　福澤諭吉と中津　（福澤記念館）


