
第31回　近代文学館企画展

「福田夕咲と若山牧水」
令和2年2月15日(土)～16日(日)　於　高山市民文化会館2階

［会場レイアウト］

主催　一般社団法人　高山市文化協会　共催　高山市
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作者/出版 形式 内容 備考

＜壁面展示＞

写真額 「福田夕咲」肖像

パネル 若山牧水肖像

パネル 「若山牧水」解説と短歌

パネル 早稲田の三水 明治37年10月

パネル 早稲田大学卒業写真 福田夕咲

パネル 早稲田大学学舎 福田夕咲

パネル 若山牧水　旅姿 『幾山河』より

若山牧水歌碑 パネル 「のぼり来て平湯峠ゆ見はるかす…」

若山牧水歌碑 パネル 「ゆきくれてひと夜を宿るひだのくにの…」

パネル 野口の簗「焼いて食べる」 岐阜県美術館蔵

パネル 若山牧水書斎にて 大正12年

パネル 若山牧水之墓 沼津･乗雲寺

福田夕咲 パネル 「み佛の思惟の姿に似たらすや…」

福田夕咲歌碑 パネル 福田夕咲歌碑　建立記念写真

〃　　 パネル 「伊波野なる沼の水の面に白くもの…」

パネル 送別会の記念写真

写真額 「はあとくらぶ親睦会」写真

北原　白秋 掛軸 「よかりけり遂にあいみてよかりけり…」

〃　　 写真額 昭和七年十月に北原白秋が夕咲を訪問

〃　　 色紙額 「ことりのひな…」

若山　牧水 短冊額 「たぽたぽと樽に満ちたる酒は鳴る…」

〃　　 短冊額 「くちつけはなかかりしかなあめつちに…」

〃　　 短冊額 「峰の風きょうは沢辺に落ちて吹く…」

〃　　 掛軸 「幾山川こえさりゆかばさびしさの…」

北原　白秋 掛軸 「春あさみせどの水田のさみどりの…」

若山　牧水 掛軸 「またやこむけふこのまゝにゐてやゆかむ…」

福田　夕咲 掛軸 「鼻液ひれば茶の木畠より翔ひたちて…」

〃　　 掛軸 「山遊び山のかたみにひと株の…」

〃　　 掛軸 「紫陽花のつゆけき花を甁にさし…」

〃　　 掛軸 「七草の数に入らねとひる顔の…」

〃　　 掛軸 奉祝　御昇格 4首

〃　　 短冊額 新皇居を祝う歌

〃　　 掛軸 「ひだびとが山の峡に簗かけて…」

〃　　 色紙額 「嶽はしら雪花よめすがた…」

〃　　 掛軸 「風吹けば音にこそならねさやさやに…」

〃　　 掛軸 「ほとほとにたばねいれたる盆はなの…」



作者/出版 形式 内容 備考

福田　夕咲 額 竹林清酌

若山　牧水 衝立 「いざゆかむゆきてまだみぬ山を見む…」

＜ケースブロック１＞

吉植　庄亮 色紙 「紅水鶏しつけくも鳴きいでて…」

〃　　 色紙 夕咲ぬしにおくる

〃　　 色紙 「あしひきの山のきはるのやきふ里は…」

〃　　 色紙 「つま病みておよそ二十日になりなむか…」

福田　夕咲 短冊 「岸の辺にこゝれる水おのつから…」

〃　　 短冊 「下町の夜の賑ひをよそにして…」

〃　　 短冊 「心していゆきたまへやかにかくに…」

〃　　 短冊 山下笛君の東上を送る

〃　　 春慶盆 「石の上にこころ幽けくいく時を…」

〃　　 春慶盆 「野茨の花こぼれいて雨あとの…」

〃　　 春慶盆 「足曳の山のかたみにひと株の…」

〃　　 春慶盆 「思ふとて柴析り焚きてうたけせ志…」

〃　　 春慶盆 「徴発馬のほほをかるくたたき飼主が…」

〃　　 春慶盆 「あたゝ可記日奈たの椽に飼烏を…」

〃　　 春慶盆 「朝凪の靄を透志てみは可山…」

牧水、遊仙(夕咲) 帳 和歌と墨絵

若山　牧水 書籍 みなかみ紀行 随筆集

佐々木満子 コピー 人見東明と福田夕咲の交友 随筆

早稲田文学社 書籍 早稲田文學5冊

創作社 書籍 創作(若山牧水追悼号)

書籍 ホトトギス4冊

自由詩社 書籍 自然と印象(復刻) 詩集

書籍 東濃文学　92記念特別号

詩と民謡社 書籍 中部日本詩集(紀元二千六百年記念) 詩集

浅見　淵 書籍 史伝　早稲田文学

書籍 近代文学研究叢書

山脈詩派社 書籍 山脈詩派　2冊　1・27

福田　夕咲 コピー 神秘谿谷　双六谷探検記(中学世界) 紀行文

名古屋旅行協会 書籍 観光　2冊　第六巻第四号・第五号 月刊誌

書籍 詩人連邦　七月号(147号) 機関誌

＜ケースブロック２＞

北原　白秋 短冊 「いつしかに春のなごりとなりにけり…」

福田　夕咲 短冊 還暦自嘲

〃　　 短冊 「雪の反時ほの青う人を慕ひけり」



作者/出版 形式 内容 備考

福田　夕咲 短冊 「定命の五十のとしとなり果てつ…」

〃　　 短冊 「ありかたや酒に利休の掟なし…」

〃　　 短冊 「献　なごやかに秋陽の照りに香るなり…」

〃　　 短冊 「献　夜神楽の音はるはるに鳴りわたり…」

〃　　 短冊 「悼　ゆく春のあとをはかなみ蝶々の…」

〃　　 短冊 「よき人の玉の腕に抱かれて…」

〃　　 短冊 「鎗穂高雄々しき山の中にして…」

〃　　 短冊 「踊り娘はさはにあれともなかんつく…」

〃　　 短冊 「酔いぬれば浮世の風も寒からで…」

〃　　 短冊 「賀　峠越え来れば酒肆あり桃の花」

〃　　 短冊 「み渡せば千々にきらめくささ浪の…」

〃　　 書籍 福田夕咲全集　 全集、S44

長瀬武宜他 書籍 はあとくらふ抄史 会報

福田　夕咲 書籍 春の夢 歌集

〃　　 書籍 歌集　山づと　 歌集、S18

〃　　 書籍 山花一束　 歌集、S17

大埜間霽江 書籍 飛騨短歌　福田夕咲追悼号　 歌会報、S23

福田　夕咲 書籍 飾りものゝ話　 解説書、S16

〃　　 書籍 山都年中行事　 解説書、S11

和仁市太郎 書籍 山脈詩派　夕咲五十回誕辰記念　 詩集、S10

保谷輿三郎 書籍 鉈削佛　創刊号　 歌集、S8

鎌手　隆三 書籍 静なる饗宴　№1　 歌集、T13

小島　芳郎 書籍 ツチグモ　創刊号　 随筆集、T3

福田　夕咲 書籍 土蜘蛛 11冊

手紙 手紙　福田夕咲あて

人見　東明 はがき はがき　福田夕咲あて　 M43

福田　夕咲 印 落款、印譜

［近代文学館講演会のお知らせ］

夕咲の風景－「自由詩社」と口語自由詩胎動の時代－

福田夕咲と自由詩社との係わりを通し、口語自由詩胎動の時代について、
永年福田夕咲を研究してこられた坂口均氏に解説していただきます。

講師：坂口均　氏
令和2年3月8日(日) 午後2時～　「煥章館」1階生涯学習ホール


