
１　太田孝太郎とその周辺

太田家に関する資料
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

1 参考諸家系図 星川 正甫∥編
[文久年間]
(1861～64)

28.8/26

2 胴乱 － － 太田稔氏所蔵

3 鶴舟翁遺稿
太田 孝(鶴舟 書廼屋)∥[著]
梧楼(那珂 梧楼)∥朱筆

－ 99/20

4 新当流槍術他流免 － － 39/89

5 新当流槍術目録極意 － － 39/91

6 幽囚日録
那珂 梧楼(江幡 梧楼 那珂
通高)∥著

明治1～2年
(1868～69)

21.6/59

7 古今和歌集講義草案 8巻 太田 孝(鶴舟 書廼屋) － 91.1/42

8 〔梧楼那珂先生之碑拓本〕 － ー 21.9/13/39

9 盛岡銀行沿革 太田 小二郎∥著 昭和37年(1962) K/338/ｵ1/1

太田孝太郎宛の書簡
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

10 書状集(金田一京助書簡) 太田 孝太郎(夢庵)∥編 － 96/13

11
書翰集 13巻 (早川孝太郎、渋沢敬三、
棟方志功書簡)

太田 孝太郎(夢庵)∥編 － 96/14

２　各分野の足跡

実業家として
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

12
〔盛岡銀行〕営業報告書 第34期（大
正元年下半期）

盛岡銀行∥編 [大正元年](1912) K/338/ﾓ1/1-12-2

13
〔盛岡銀行〕第四拾壹期営業報告書
大正五年上半期

盛岡銀行∥編 [大正5年](1916) K/338/ﾓ1/1-16-1

14
〔盛岡銀行〕営業報告書 第44期（大
正6年下半期）

盛岡銀行∥編 [大正6年](1917) K/338/ﾓ1/1-17-2

15
〔盛岡銀行〕営業報告書 第66期（昭
和3年下半期）

盛岡銀行∥編 [昭和3年](1928) K/338/ﾓ1/1-28-2

16 盛岡銀行廿五周年記念誌 盛岡銀行∥編 [大正10年](1921) K/338/ﾓ1/3

17
株式会社盛岡銀行第廿五周年祝賀会
記

盛岡銀行∥編
[大正10(1921).4

序]
K/338/ﾓ1/2

書家・篆刻家として
No 新聞名

18
新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

19 画幅「竹」(パネル) ー ー 盛岡市先人記念館

20 色紙「金田一國士頌」(パネル) ー ー 盛岡市先人記念館

21 〔金田一国士頌碑拓本〕
[高村 光太郎∥詞]
[太田 孝太郎∥書]

ー 21.9/13/46

22 夢庵蔵專 太田 孝太郎(夢庵)∥編 大正5年(1916) 09/44

23 蔵書印 (楓園、夢庵、太田孝印) ー ー 太田稔氏所蔵

24 鬼柳文書 太田 孝太郎∥写 － 21.4/59

内容

昭和26年(1951)9月1日「本紙題号を改称」

【ガラスケース内】 
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No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

25 新渡戸文書 太田 孝太郎∥写 ー 21.4/60

研究者として
No 新聞名

26
新岩手日報
(マイクロフィルム複製)

27
新岩手日報
(マイクロフィルム複製)

28
岩手日報
(マイクロフィルム複製)

No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

29 福岡市博物館名品図録 福岡市博物館∥執筆 編集 平成12年(2000) 703.8/ﾌｸ

30 書品 第28号 東洋書道協会∥[編] 昭和27年(1952) 岩手大学図書館

31 〔文芸資料〕 太田 孝太郎(夢庵)∥輯 － 90/9

郷土史家として
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

32 ゲラ「南部叢書」(パネル) ー ー 盛岡市先人記念館

33 南部叢書 南部叢書刊行会∥編
昭和2～6年
(1927～31)

K/080/ﾅ1/1-11

34 盛岡市史 盛岡市史編纂委員会∥編
昭和25～56年
（1950～81）

K/211/ﾓ1/

35 定本 柳田国男集 第30巻 柳田 国男∥著 昭和39年(1964) 380.8/ﾔ1/2-30

36 書状集(伊能嘉矩書簡)(パネル) 太田 孝太郎(夢庵)∥編 － 96/13/1

37 定本 柳田国男集 第3巻 柳田 国男∥著 昭和38年(1963) 380.8/ﾔ1/2-3

３　資料の収集と保存

当館所蔵の旧蔵資料
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

38 双鶴叢書 太田 孝太郎∥写 ー 08/2

39 楓園叢鈔 太田 孝太郎∥写 ー 08/3

南部叢書関係
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

40 松花集 [万里庵鶴霑∥編]
［安永2年]

(1773)
91.3/45

41 奥々風土記 江刺 恒久(菊廼屋) ー 22/28

42 錦木塚の由来 ー ー 22/39

43 玉山氏関係文書(帰雁) 玉山 秀典∥[編]
[寛政～文政年間]
（1789～1830）

21.5/117

44 郷村故実見聞記 阿部 知義 文化1年(1804) 新/32/59

那珂梧楼関係
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

45 作人斎大略
那珂 梧楼(江幡 梧楼 那珂
通高)

ー 37/8

46 那珂梧楼自筆詩歌草稿日記 巻6
那珂 梧楼(江幡 梧楼 那珂
通高)

ー 91/3

47 那珂梧楼文稿 巻8
那珂 梧楼(江幡 梧楼 那珂
通高)

ー 09/49

奈良養斎関係
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

48 教学振興意見 奈良 養斎(宮司 真守) － 37/10

内容

昭和23年(1948)10月8日「清談を聴く8 太田孝太郎氏 上」

昭和29年(1954)3月27日
「捨てられた「金印」 新国宝に返り咲く」

昭和23年(1948)10月9日「清談を聴く9 太田孝太郎氏 下」
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No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

49 奈良養斎日記(万延2、慶応3年) 奈良 養斎(宮司 真守)
文政8～明治5年
（1825～72）

21.5/91

50 〔張込帳〕 ー ー 04/9

51 金毘羅参詣紀行 奈良 養斎(宮司 真守) 文政4年(1821) 94/24

拓本類
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

52 双鶴瓦譜 太田 孝太郎(夢庵)∥編 ー 21.9/10

53 銅造阿弥陀如来立像(パネル) － ー
松岩寺所蔵(岩手県
立博物館画像提供)

54
銅造阿弥陀如来立像拓本
〔仏像・懸仏拓本集〕収録

ー ー 21.9/20/1

55
青銅擬宝珠拓本
〔金銅擬宝珠拓本集〕収録

ー ー 21.9/20/14

56
青銅燈籠拓本
〔石灯篭拓本集〕収録

ー ー 21.9/20/15

57
三猿供養塔拓本
〔香炉・鉦鼓ほか拓本集〕収録

ー ー 21.9/13/76

収集、保存した資料（当館以外）
No 資料名 編著者名等 年代等 請求記号/所蔵者

58 中国古印(パネル) ー ー 岩手県立博物館

59
オシラサマほか民俗資料(信仰用具(お
しらさま)、藁沓、油搾り器)(パネル)

ー ー 国立民族学博物館

60 楓園所蔵庶民資料目録(パネル) 栃内 逢吉 昭和21年(1946) 38/69

61
文書(御領内鬼柳より田名部迄道中絵
図、北奥道中図)(パネル)

ー ー 十和田市郷土館

62 十和田市十和田郷土史料目録(パネル) ー ー 02.9/29

63
文書、陶磁器など(奥片岡風土記、増補
行程記、鬼柳焼鶴文花生、花古焼染付八
角小鉢)(パネル)

ー ー もりおか歴史文化館
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単行本
No 書 名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 蔵書目録解題 太田　孝太郎∥著 岩手県立図書館 1958.3 K/020/ｵ1/1 ○

2 著作目録 太田　孝太郎∥著
太田孝太郎
（楓園）

1965.12 K/021/ｵ1/1 ○

3 漢魏六朝官印考 太田　孝太郎∥著 吉田孝吉 1966.3 K/090/ｵ27/1 ○

4
岩手県金石志
文化財調査報告 第8集

岩手県教育委員会∥
編

岩手県教育委員
会

1961.3 K/200.8/ｲ1/1 ○

5 盛岡碑文集 太田　孝太郎∥著 太田孝太郎 1932.4 K/200.8/ｵ1/1

6 岩手県金石志 太田　孝太郎∥編 岩手日報社 1932.11 K/200.8/ｵ1/2

7 岩手県の金石文 太田　孝太郎∥著 〔出版者丌明〕 〔出版年丌明〕 K/200.8/ｵ1/3

8 南部藩参勤交代図巻 太田　孝太郎∥著 奥羽史談会 1966.5 K/205/ｵ2/1 ○

9
盛岡市史 近世期 文教 中
第４分冊１

盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1950.12
K/211/ﾓ1/
1-4-1

○

10
盛岡市史 近世期 生活 下
第５分冊

盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1951.2 K/211/ﾓ1/1-5 ○

11 盛岡市史 明治期 下　第７分冊
盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1962.12 K/211/ﾓ1/1-7 ○

12 盛岡市史 大正期 上　第８分冊１
盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1963.1
K/211/ﾓ1/
1-8-1

○

13
盛岡市史 昭和期 上
第９分冊

盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1966.3 K/211/ﾓ1/1-9 ○

14 盛岡市史 昭和期 下　第１０分冊
盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1964.4
K/211/ﾓ1/
1-10

○

15
盛岡市史 文教 明治，大正，昭和
第１１分冊

盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1960.5
K/211/ﾓ1/
1-11

○

16
盛岡市史 生活 明治，大正，昭和
第１２分冊

盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1959.5
K/211/ﾓ1/
1-12

○

17 盛岡市史 別篇１ 人物志
盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1954.6
K/211/ﾓ1/
1-13-1

○

18 盛岡市史 別篇２ 人物志 続
盛岡市史編纂委員会
∥編

盛岡市役所 1961.5
K/211/ﾓ1/
1-13-2

○

19 栗山大膳碑銘 太田　孝太郎∥著 恩流寺 1961.11 K/289/ｸ2/3

20
小泉盗泉
雑文クラブ第4巻第2号別冊

太田　孝太郎∥著 〔出版者丌明〕 1952.2 K/289/ｺ7/1

21 南部銭譜
太田　孝太郎∥編
吉田　義昭∥編

奥羽史談会 1963.1 K/337/ｵ1/1 ○

22 鞍迫神社絵馬集 太田　孝太郎∥著 太田孝太郎 1957.2 K/387/ｵ2/1

23 岩手県鋳工年表 瀬川　宗兵衛∥著 太田孝太郎 1927.5 K/581/ｾ1/1

24 南部藩の書画 太田　孝太郎∥著 太田孝太郎 1941.12 K/720/ｵ1/1

25 古銅印譜目録 [太田 孝太郎∥著] 太田氏楓園 1961.1 K/739.031/ｵｵ ○

論文等掲載雑誌
No 書 名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

26
奥羽史談 復刻版
第1巻 (第1号～第4巻第2号通巻第10号)

奥羽史談会∥編 大和学芸図書 1978.11
KS/20/ｵ2b/
1～10

27
奥羽史談 復刻版
第2巻 (第4巻第3号通巻第11号～第6巻第
3号通巻第18号)

奥羽史談会∥編 大和学芸図書 1978.12
KS/20/ｵ2b/
11～18

28
岩手史学研究 復刻版
第1巻 (第1～5号)

岩手史学会∥編 大和学芸図書 1976.11
KS/21/ｲ29/
1～5

【ガラスケース外】 
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関連資料目録
No 書 名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

29 新渡戸文庫郷土資料目録 岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1954.2 K/025/ｲ1/2

30 岩手県立図書館郷土資料目録 岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1959.3
K/029.1/ｲ1/
0-59-1

○

31
岩手県議会図書室史料部郷土史料目
録

岩手県議会図書室史
料部∥編

岩手県議会事務
局

1951.11 K/029.4/ｲ1/4

主な参考文献
・『岩手史学研究 第51号』　（岩手史学会 1968）
・岩手県立博物館編『太田孝太郎コレクション 中国古印』（岩手県文化振興事業団 1990）
・『盛岡市先人記念館だよりNo45』(盛岡市先人記念館2010)
・小西憲一「『雕蟲』と太田夢庵」（『香川大学国文研究 第32号』　2007）
・岩手銀行編『岩手殖産銀行二十五年史』（岩手銀行 1961）
・岩手銀行編『岩手銀行五十年史』(岩手銀行 1984)
・盛岡市史編纂委員会編『盛岡市史 第6巻』（トリョー・コム 1980）
・田中喜多美著『田中喜多美著作集』（角川書店　1987）
・荻野馨編著『伊能嘉矩 年譜　資料　書誌』（遠野物語研究所　1998）
・松本三喜夫著『柳田国男の忘れもの』（青弓社　2008）
・岩手県立図書館編『新渡戸文庫郷土資料目録』（1954）
・岩手県立図書館編『岩手県立図書館郷土資料目録　和本の部』（1959）
・岩手県立図書館編『いわて　第11～18号』（1953～1960）
・岩手県立図書館編『いわて　第37～64号』（1964～1970）
・岩手県議会図書室史料部編『岩手県議会図書室史料部郷土史料目録』
（岩手県議会事務局1951）
・熊谷常正「1920年代の文化財保護活動－岩手県における史跡指定をめぐって－」
（岩手県立博物館編『岩手県立博物館研究報告　第３号』　1985）
・『角川日本姓氏歴史人物大辞典3岩手県姓氏歴史人物大辞典』（角川書店 1998）

参考ウェブサイト
・ジャパンナレッジLib (http://japanknowledge.com/)
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