
関連  文豪 都道府県 郵便局名 意匠図案 備 考
石川啄木 岩手県 盛岡大通局 石川啄木像 開運橋 市花      岩手山
石川啄木 岩手県 渋民郵便局 石川啄木 歌碑 記念館 姫神山
石川啄木 北海道 函館公園通郵便局 立待岬 函館公園     啄木 歌
石川啄木 北海道 函館弁天郵便局 函館山       函館山 啄木 歌
石川啄木 北海道 函館日乃出郵便局 啄木座像      函館山
石川啄木 北海道 函館堀川郵便局 市電 石川啄木 像 函館山 市魚   
石川啄木 宮沢賢治 岩手県 盛岡      肴町郵便局     啄木 賢治青春館 石川啄木 宮沢賢治 肖像
泉鏡花 徳田秋声 室生犀星 石川県 金沢香林坊郵便局 石川近代文学館 四高記念館
江戸川乱歩 三重県 西名張郵便局 江戸川乱歩生誕記念碑 幻影城  赤目四十八滝   千手滝 市木 紅葉
尾崎紅葉 静岡県 熱海郵便局  宮 松 熱海      温泉 尾崎紅葉 金色夜叉 
菊池寛 大分県 耶馬渓郵便局 耶馬渓 青 洞門 菊池寛 恩讐 彼方  
北原白秋 静岡県 下田白浜郵便局 白浜海岸風景 北原白秋 歌碑 天記      花
北原白秋 千葉県 菅野郵便局 桜並木 文学 道碑 北原白秋 詩 変形印 市川 梨 
北原白秋 神奈川県 三浦郵便局 北原白秋 詩碑     漁船 城 島
北原白秋 群馬県 湯檜曽郵便局 湯桧曽温泉 北原白秋 文学碑 谷川岳一 倉沢
北原白秋 三好達治 室生犀星 萩原朔太郎 東京都 大森郵便局 原稿用紙 馬込文士村 万年筆 大森貝塚 碑 変形印 梅鉢 室生犀星 馬込日記     年
国木田独歩 東京都 武蔵野境郵便局 国木田独歩 碑 雑木林 玉川上水
幸田露伴 千葉県 市川東菅野郵便局 幸田露伴 露伴住宅付近 町並 市花    変形印 市川 梨 
幸田露伴 北海道 余市沢町郵便局 余市海岸    岩 幸田露伴 句碑 名産    
志賀直哉 兵庫県 城崎郵便局 志賀直哉文学碑 未代山温泉寺 遠望
島崎藤村 岐阜県 馬籠郵便局 馬籠宿 象徴 藤村記念館冠木門 富士見台     花
高村光太郎 青森県 十和田湖郵便局 乙女 像
太宰治 青森県 蟹田郵便局 観欄山 津軽半島 下北半島      太宰治碑
太宰治 青森県 金木郵便局 太宰治 斜陽館
太宰治 森鴎外 東京都 三鷹下連雀四郵便局 太宰治 森鴎外 禅林寺山門
谷崎潤一郎 兵庫県 芦屋伊勢局 谷崎潤一郎記念館
田山花袋 岡山県 新見郵便局 田山花袋 碑 御殿町 神楽面 鯉
田山花袋 埼玉県 羽生三田 谷郵便局 天然記念物     花 沼 田舎教師記念碑 田山花袋 田舎教師     年
永井荷風 愛知県 名古屋鳴尾郵便局 旧鳴尾学校 永井荷風追慕碑 鳴尾松 木因碑
中原中也 山口県 山口湯田郵便局     中枠 湯田温泉 中原中也 詩碑 温泉   
夏目漱石 東京都 牛込郵便局 重文 学習院女子大学 高等科 中等科正門 漱石公園 猫塚 箱根山
新美南吉 愛知県 半田郵便局 山車   狐    
新美南吉 愛知県 半田土井山郵便局 半田空 科学館       新美南吉記念館
萩原朔太郎 群馬県 前橋中央郵便局 広瀬川 萩原朔太郎詩碑 赤城山
正岡子規 東京都 台東根岸二郵便局 子規庵 糸瓜棚 子規 句 台東区立書道博物館
正岡子規 愛媛県 松山土居田郵便局 子規 偲 道 重文 松山城天守
正岡子規 広島県 広島翠三郵便局 千田貞暁知事像 正岡子規 句碑 黄金山
宮沢賢治 岩手県 花巻郵便局 桜花 中 宮沢賢治碑  花巻温泉郷 風景
宮沢賢治 岩手県 宮野目郵便局 宮沢賢治 生誕 家 飛行機 北限        松
武者小路実篤 東京都 八王子丹木郵便局 武者小路実篤 碑 史跡 滝山城址 碑 秋川渓流 変形印    花      葉 輪 
室生犀星 石川県 金沢寺町郵便局 室生犀星詩文 犀星 歌碑 川岸 桜 犀星大橋 変形印 犀川 犀川大橋鉄骨 
室生犀星 石川県 金沢野町郵便局 室生犀星詩文 川岸 犀星 歌碑 犀川 犀川大橋 変形印 山 稜線 川 
室生犀星 石川県 金沢白菊郵便局 茶屋街 犀川 流  室生犀星生誕地跡碑
室生犀星 石川県 金沢増泉郵便局 医王山 茶屋街 室生犀星生誕地跡碑
森鴎外 京都府 由良郵便局 奈具海岸 安房姫汐汲浜 碑 森鴎外文学碑 冠島 沓島
吉川英治 東京都 吉野郵便局 吉野梅郷 梅 吉川英治記念館
若山牧水 岡山県 野馳郵便局 頭打 踊  若山牧水歌碑
若山牧水 神奈川県 北下浦郵便局 若山牧水夫婦歌碑 物理学者長岡半太郎記念館 若山牧水資料館 海岸
若山牧水 宮崎県 坪谷郵便局 歌人 若山牧水 生家 牧水 像
若山牧水 静岡県 沼津下河原郵便局 若山牧水歌碑 千本松原 富士山
若山牧水 岡山県 矢神郵便局 鯉 窪湿原 若山牧水歌碑        
若山牧水 宮崎県 延岡郵便局 城山公園時鐘堂 若山牧水詩碑 大瀬川     


