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亀釦銀印と司馬印

古代"1:1 国の印章は、 I~:I 国社会の支配システムを象徴するもので、官 1:1] と私 1::1]とがある 。 殊に

官印は、皐f停を頂点とする支配秩序の根jM~ をなすもので、官位に応じて素材や釦式・ I::P綬の色

制に厳然とした規制があった。「司l1jjは、軍事を司る官職で、「箪il現司馬Jとr{限司 J~~1::/1 J、「別部司

J~!~ Jの31::1]は、後漢の瓦主H:銅印である。各地の最高官大将軍の下には常的軍と 別営官!属、予旬符叙rr;I兵将

官の3軍がおかれていた。f司耳軍[0偲要司!.1L!

り、 別部司!灼fお，iJパlはま、 別'lfi;領Jffiに直服していた。軍似司馬は六百石、間司馬は二百石の俸給が定め

られており、いずれも中級の軍人であったことが続える。

また、亀主H:印 は、j!JÍi漢の銀製私印で、 I::P聞には「楊綴J 、 r ~ií弘J 、「問徳J などの名 ïìííや字が|復刻さ

れている 。 しか しながら、釦式が車 I:~級に下!拐される屯釦であり、 jjl~製の素材を勘案すれば相

応の地位と経済力を誇っていた ことが窺える資料である。 (本文245頁)





はじめに

福岡市は大陸に近く、古来より現代に至るまでアジア各地との交流が盛んに行われて

きました。福岡市博物館は、平成2年10月、この地域性にふさわしい「対外交流史Jを

展示テーマとするJ絞史民俗博物館として開館しました。

本年度は、開館10周年を迎え、自主企剛展として「川上音二郎と 1900年パリ万国博

覧会展jを開催しました。博多出身の演劇家川上音二郎の足取りをたどることで、 100

年前の日本と世界とのかかわりを紹介しました。

また、昭和158年4月の博物館建設準備室の発足以来、多くのみなさまのご協力により、

博物館資料の収集をすすめてきました。その成果は毎年刊行してきました『収蔵品目録』

にまとめ、平成9年度までの収集分のうち、 75，084件を掲載しました。本目録では、平

成10年度の寄贈・笥:託・購入資料7，602{tl:と、『収蔵品目録15j に引きがよし、て平成5年

度に購入した旧古川観方コレクションの一部 (212件)を収録しています。これらは新

収蔵品展で一部を公開するほか、部門別展示や自主企画展などにおいて活用しています。

ここに、貴重な資料をご提供し、ただきましたみなさまをはじめ、資料収集に際して、

ご教示・ご協力をたまわりました関係各位に深くお礼を，*，し上げますとともに、今後と

も一層のご支援をn易りますようお願い申しあげます。

平成13年3月

福岡市博物館長桑原敬一



〈凡例〉

1.本目録では、平成10年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の順に並べ、寄贈・寄託資料は家別資料として件数の多い/1匝

に配列した。巻末に、平成5年度の購入資料である旧吉川観方コレクションの一部を収録した。

2.漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3.記載の文字が不明の場合は口とし、原本通りの時は(例)曇とした

4.法量の単位はセンチメートル、重さはグラムである。

5.最右項の番号(例)98P1234と記したものは備品番号である。 Pは寄贈、 Dは寄託、 Bは購入の略である。

6.絵画、工芸品は、基本的には名称、時代、作者(銘)、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた。

7.古文書(文書)については、原則として名称、時代、差出・作者、宛所、品質・形状、法量、員数、備考の項を設

けたが、紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある。

8.書籍については、時代の項に記したのは基本的に発行年月日である。写しゃ編集、序文などの区別はそのつど記し

た。

9.民俗資料については、次の凡例を設けた。

(1)生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その他という分類

項目を用い、名資料に該当項目を明記した。

(2)カタカナ表記を用いた名称は、外来語・地方名等である。なお、通称・形態等の記載を特に必要とするものに

関しては( )で記した。

(3) 備考には、用途等を記した。

10.各資料はおおむね書式は統ーしたが、それぞれの資料により若干の異同があり、形態・法量・記録については省略

したものもある。
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1 . 社家町渡辺家資料
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寄贈資料
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6. 福岡市立奈良屋小学校資料
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〈寄贈資料〉

1 .社家町渡辺家資料

(寄贈者)渡辺敏助

(現住所)福岡市博多区竹下

社家町渡辺家は、福岡藩の御用商人であった渡辺家の分

家である。明治10年代に本家が営んで、いた醤油業の権利

と建物・生産用具など一切を娘婿に譲り、社家町渡辺家を

分家し、醤油庖として独立させた。その際、本家の屋号

「紙与Jを改字した「神世Jという屋号が与えられている。本

資料の概要は次のとおり。

1 民俗資料

・寄託から寄贈に切り替え分

『平成4年度収集 収蔵品目録 10~ に掲載

.本年度寄贈分

2 近代資料

『福岡市民図書館マイクロフィルム所蔵 渡遺文

書目録.1 (平成2年3月31日発行)に収録済の明

治以降の渡辺家の経営に関する文書類

-株主関係書類などの文書と、戦時期の品を中心と

するその他の近代資料

3 美術資料(桃田柳栄、伝狩野探幽、亀井少采等の書

画扉風)

これらの資料には、明治から昭和初期にかけての博多商

人の生活が窺える資料を中心に、近世、近代の博多の歴史

と文化を物語るものが多数含まれる。

2.梅野初平資料

(寄贈者)梅野初平

(現住所)福岡市早良区百道

梅野氏の祖父が代議士として活動していた明治30年代

から大正初期の長崎県会や帝国議会の速記録や決議録、医

師であった父の学生時代のノートや医学関係の雑誌、その

他、新聞記事を分類して集めたスクラップブックや絵葉書

などからなる。初平氏が保管していた資料群である。

資料解題

3.隈末男資料

(寄贈者)隈篤松

(現住所)福岡市中央区地行

秋月藩家臣吉村家および明治期の当主臨四郎の資料。近

世文書には勘定方規定等、役方の記録類がみられる。また

書籍は武鑑、軍記物、節用集、古典文芸、漢学・儒学、宗

教、医学・本草学など多岐にわたる。吉村臨四郎は広瀬氏

の出で、幕末~維新期、一時期新撰組にも属すなど各地を

転戦、明治期に司法関係の職を得たのち吉村氏の養子とな

り、後には上秋月村の村長となった。吉村氏が近代に福岡

市地形に居住し、後に隈氏に譲ったため、資料が伝来する

事となった。

4.福岡市立大浜小学校資料

(寄贈者)福岡市立大浜小学校

(現住所)福岡市博多区下呉服町

平成10(1998)年3月、博多部の4小学校が博多小学校へ

統合されるにあたり、大浜小学校が保管していた教材や学

校に関する資料が寄贈された。大浜小学校は、中市小路尋

常小学校廃校に伴う通学区変更により、奈良屋小学校から

分離する形で明治44(1911)年に開校した。中市小路尋常

小学校の印のある教科書があり、中市小路尋常小学校の教

材が大浜小学校に受け継がれていたことが分かる。

5.粛藤義資料

(寄贈者)粛藤日出男

(現住所)福岡市早良区田村

矯藤義氏が昭和3、4年にかけて筆写し、巻子・冊子に

まとめ装丁した明法寺榊文書と飯盛神社文書。義氏は医業

のかたわら、郷土の歴史研究と資料収集活動をおこなって

おり、その業績のひとつである。なお、この資料は平成3

年度に博物館に寄託されたもので、平成10年度にあらた

めて寄贈をうけた。(目録は『平成3年度収集 収蔵品目録

9.1に掲載)。

qu 



資料解題

6.福岡市立奈良屋小学校資料

(寄贈者)福岡市立奈良屋小学校

(現住所)福岡市博多区奈良屋町

平成10(1998)年3月、博多部の4小学校が博多小学校へ

統合されるにあたり、奈良屋小学校が保管していた教材や

学校に関する資料が寄贈された。奈良屋尋常小学校の設置

は明治31(1898)年だが、図書の中に妙楽寺尋常小学校の

印があるものがあり、妙楽寺尋常小学校の教材が奈良屋小

学校に受け継がれていたことが分かる。

7.石橋勝蔵資料

(寄贈者)石橋博

(現住所)福岡市中央区今泉

石橋勝蔵氏が数十年にわたって収集した墨査のコレクシ

ョン、!勝蔵氏の父貞次郎氏が使用した大工道具、その他の

資料である。擾壷コレクションには、日本で製作されたも

ののほか、朝鮮半島で製作使用されたといわれるものが含

まれている。儀礼用の大型のもの、普段使いの一般的なも

の、ミニチュアなど種類も豊富で、ある。

8.白川信也資料

(寄贈者)白川信也

(現住所)春日市ちくし台

江戸時代福岡藩後期の福岡藩務医八木家に関する文書・

記録資料。幕末期の当主宗山の医学関係の書付や処方書、

勤方に対する藩の褒状などが含まれ、その活動を知る事が

出来る。また八木家の家族が参加した会合で詠まれた、兼

題和歌をまとめた歌集等もみられ、その中には野村望東尼

の和歌もあるなど、幕末の福岡藩の和歌に関する文化活動

の諸資料が見られる。

9.石賀信子資料

(寄贈者)石賀信子

(現住所)福岡市中央区平尾浄水町

L 、ずれも石賀氏が保管していた戦時資料などである。絵

葉書l貼には絵葉書収集ブームの火付け役になった日露戦争

時に発行された記念葉書も含まれる。また、昭和20(1945)

年8月に平尾浄水町の自宅の庭で拾得した伝単は、入手時

期と場所が特定できる資料として貴重なものである。

4 

10.重松一資料

(寄贈者)重松一

(現住所)福岡市中央区大名

重松氏が、太刀洗陸軍飛行学校経理部に勤務していたと

きに入手した絵葉書、ビルマ戦線に従軍していた昭和19

(1944)年7月-21年7月に入手した伝単、及び戦後入手し

た終戦直後の福岡を撮影した航空写真である。戦時資料及

び終戦直後の福岡を知る資料として貴重である。

11.小島興一資料

(寄贈者)小嶋千代子

(現住所)福岡市博多区綱場町

博多人形師小島興一(1886-1970)が制作した博多人形

および生前に収集した宗七焼、山笠図、スクラップ帳など。

博多人形のうち「初袷J(はつあわせ)は大正3(1914)年に興

一氏の最初の妻をモデルにした初期の作品。宗七焼は江戸

時代の博多で正木宗七が制作した高級素焼物で、能面や茶

道具を模した飾り物など。スクラップ帳には博多人形関係

の新聞記事に混じって交友関係を示す葉書類などが含ま

れ、博多人形史を研究する上で重要である。

12.石丸高七資料

(寄贈者)石丸寓七

(現住所)福岡市東区箱崎

高七氏とその兄鹿次郎氏の出征に関する資料と戦時債券

などで、石丸氏が保管していた資料である。軍事郵便葉書

は、高七氏が戦地から出したもので、葉書の一部を切り取

って返事に貼付して出せば航空便で届けられるといわれた

が、高七氏の手元にはl通も届かなかったという。

13.国枝鉱造資料

(寄贈者)国枝鉱造

(現住所)福岡市南区花畑

国枝氏が入手し保管していた資料群。旧制第五高等学校

在学中に下宿先で交付をうけた衣料切符、昭和18(1943)

年4月-19年7月に学校で積み立てていた郵便貯金通帳な

ど。戦時期に実家を離れて下宿生活をおくっていた旧制高

等学校生の生活の一端を伝える資料として貴重である。



14.柴田昭夫資料(追加分)

(寄贈者)柴閏昭夫

(現住所)福岡市東区宮松

平成7、8、9年度収集資料の追加である o 華道東山流関

係の資料、柴田氏が箱崎尋常小学校に在学中の通信簿(昭

和 10年度~15年度)、昭和 15 (1 940)年の国勢調査関係資

料などからなる。通信簿には身体検査の結果も記入され、

当時の小学校教育のなかで、児童の健康についてどのよう

に留意されていたのかを知る手がかりとなる。

15.常松喜代資料

(寄婚者)常松喜代

(現住所)福岡市城南区田島

常松喜代氏は大正10(1921)年旧博多釜屋町生まれ。昭

和20(1945)年の福岡大空襲で釜屋町一体は被災、戦後に

なって復興をとげたものの、昭和41年の町界町名変更で

釜屋町自体が消えた。当資料は、町界町名変更以前の、昭

和3年・ 13年という釜屋町が当番町時の博多祇園山笠の記

念写真である。年寄、中年、青年、子供が別々に写ってお

り、釜屋町に年齢階梯制が存在したことを物語っている。

また、他に昭和25年~27年の中洲流新橋町の山笠記念写

真もある。新橋町は戦後喜代氏が上海から引き揚げてきた

場所。中洲流は、かつては博多部の加勢町だったところ。

いずれも、博多の写真館が撮影したモノクロ写真である。

16.安藤良介資料

(寄贈者)安藤良介

(現住所)筑紫野市市原

安藤氏が収集した明治期の芝居の錦絵と大正期から昭和

初期のハーモニカ用楽譜などである。芝居の錦絵は明治座

の初春公演のもので、黒田長政、後藤又兵衛など歴史上の

人物が実名で登場しており、近代の演劇資料として興味深

L 、。

-5-

17.中窪菊江資料(追加分)

(寄贈者)中窪出

(現住所)福岡市南区平和

資料解題

昭和63年度収集資料の追加である。中窪菊江氏の逝去

に伴い、遺族から寄贈申し込みのあった遺品等で、写真ア

ルバムが中心となる。アルバムは合計5冊で、しめて310

枚の写真が鮎られている。大正時代末頃から昭和20年代

頃にかけてのものとみられ、それぞれ、菊江氏の姉時子氏

の写真、菊江氏が福岡女学校(現福岡女学院)在学中のもの、

菊江氏の結婚写真等、菊江氏の家族写真等(2冊)といった

内容になっている。

18.松本妙子資料

(寄贈者)松本妙子

(現住所)愛知県犬山市前原井島

福岡出身で昭和戦前期の政治家、広岡弘毅の書である。

松本氏の母幾代氏が広田より受け取ったもので、もとは扇

面に書かれていたが、のちに松本氏が掛幅に表装した。ま

た、幾代氏の昭和初期の写真もあり、当時の市民生活の様

子が窺える。

19.江村雅子資料(追加分)

(寄贈者)江村雅子

(現住所)福岡市早良区賀茂

平成6年度収集資料の追加である。江村氏が収集あるい

は入手し保管していた資料群である。子供の頃に友人と交

換するなどして収集した切手、結婚したばかりの頃に使っ

ていた米穀購入通帳や福岡市営住宅の入居申込受付票など

からなる。

20.小林孝資料

(寄贈者)小林孝

(現住所)福岡市東区志賀島

福岡市東区志賀島における人生儀礼に関する資料であ

る。女児が初正月を迎える際に作られる餅花、初誕生を迎

えた子どもにおこなう餅踏みの儀礼で使用した草鮭などが

ある。また、初老賀・還暦賀関連の資料は、北部九州の民

俗の大きな特徴である同齢集団の極度に親密なつきあい

が、現代的にどう展開するかを知るうえで意味を持つ。



資料解題

2l.江藤敬直資料

(寄贈者)江藤敬直

(現住所)大阪府枚方市南中振

江藤氏の祖父上野平造氏(明治32(1899)年生まれ)が収

集し、江藤氏が保管していたメダルと硬貨である。資料の

うち中華民国の硬貨は、上野氏が昭和7(1932)年上海事変

に際し出征した折りに入手したものと思われる。福岡日日

新聞社の赤ン坊会のメダルの入手経緯については不明であ

る。

22.林町子資料

(寄贈者)林町子

(現住所)福岡市早良区飯倉

昭和12(1937)年8月から 13年l月までの写真新聞「写真

時報 大阪毎日Jと、昭和28年と30年発行のグラフ誌「国

際写真情報Jf同盟週報Jである。いずれも林氏の親族が所

持していたものを、林氏が保管していた。

23.桑原廉靖資料

(寄贈者)桑原廉靖

(現住所)福岡市博多区東那珂

幕末の福岡藩の歌人大隈言道の旧宅fささのやJの居間に

掛けられていた、福岡藩出身の政治家金子堅太郎の昭和

7(1932)年筆の書額(書「言道翁旧居J)。この額は昭和40年

代には中央区警固にあった fささのやjに懸けられていた

が、都市開発で公園化された際に行方不明となった。それ

を言道の研究者である桑原氏が探し出して入手したもの。

また短万は旧福岡高校射撃部の競技優勝者にカップ代わり

に与えられていた品で、在学中に死去した江上氏を記念し

て昭和17年に作られた。寄贈者が射撃部に所属していた

ことから受け継いでいた。
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24.上杉員治資料(追加分)

(寄贈者)上杉員治

(現住所)福岡市早良区南庄

昭和63、平成4年度収集資料の追加である。検閲のスタ

ンプが押された昭和23(1948)年および24年の郵便葉書で

ある。ともに書籍の注文に対する出版社からの回答の葉書

であったらしい。第2次世界大戦後の占領下の郵便事情を

示す資料として貴重である。

25.宮徹男資料(追加分)

(寄贈者)宮徹男

(現住所)福岡市中央区草香江

昭和59、63、平成9年度収集分の追加で、宮氏が収集

した資料である。明治38(1905)年に熊本東雲座で川上音

二郎一座がハムレツトを上演したときの番付、及び久留米

の国産緋商の引札からなる。 111上一座の番付は、川上音二

郎が正劇運動を展開していた頃のものである。

26.岩永正子資料(追加分)

(寄贈者)岩永正子

(現住所)福岡市中央区春吉

平成9年度収集分の追加である。昭和2(1927)年に春吉

五番町に新築され、平成8年に解体された岩永邸で使用さ

れていた照明器具で、当時流行していたアール・デコ風のデ

ザインである。それぞれ、洋間と廊下に取り付けられてい

た。

27.井上園之輔資料(追加分)

(寄贈者)井上フジエ

(現住所)筑紫郡那河川町後野

平成3年度に園之輔氏から寄贈を受けた資料の追加であ

る。平成10(1998)年l月に91歳で亡くなった園之輔氏が

昭和6(1931)年頃に川端の湖上百貨庖で購入したトンビ

と、それを着用している昭和 13年の写真の複写である。

購入時期や場所、着用している様子がわかるという点で貴

重な資料である。



28.小林茂春資料

(寄贈者)小林茂春

(現住所)北九州市小倉北区妙見町

携帯用電灯に用いる大型乾電池と、自転車用電池ランプ

である。自転車用電池ランプは大正12(1923)年に発売さ

れ、昭和30年代まで使われていた日本生まれの電化製品

である。大型乾電池には「陸軍省海軍省逓信省満鉄

指定工場jとあり、昭和10年代の製品と思われる。

29.横山京子資料

(寄贈者)横山京子

(現住所)福岡市南区高宮

一度開封され検閲済みのシールを貼られた封書で、第2

次世界大戦後の占領下の昭和22(1947)年11月に横山氏の

祖母から母に送られた手紙である o 2通とも数日中に投函

されており、日常的なやりとりが書簡で行われていたこと

を示す資料でもある。

30.高原員成資料

(寄贈者)高原員成

(現住所)福岡市中央区平尾

中園、南宋~明代(1 3C~17C)と考えられる木造釈迦三

尊像。中尊釈迦如来は、定印を結び、蓮華座の上に坐す。

脇侍の文殊・普賢菩薩は、胡服を着た人物に牽かれた獅子、

象の背に載る蓮華康上に坐す。両脇侍の像高から考えると、

当初は、釈迦像の蓮華座を受ける台座があったと考えられ

る。作例の少ない中国の木彫像として貴重で、ある。

31.博多高砂連資料

(寄贈者)博多高砂連

(現住所)福岡市博多区御供所町

博多高砂会が、櫛田神社に奉納した奉納額2点である。

高砂会員の名前が、男女別で年齢順に記され、下に太田清

三会長以下、役員名が見られる。男性分は昭和10(1935)

年5月吉日奉献で、 1252人の名が刻まれている。女性分

は、昭和11年5月吉田奉献で、 1388人が刻まれている。

博多の老人会である博多高砂会(現・博多高砂連)に関する

資料であり、都市部の年齢集団的結合の様相を知るのに良

L 、資料である。

-7-

資料解題

32.川波書資料

(寄贈者)川波書

(現住所)直方市津田町

川波家は旧黒田藩士の家柄であり、代々医師を家業とし、

学問にゆかりが深い。今回寄贈を受けた「七言詩扉風Jの作

者原采頭(寛政 10年~安政6年 (1798~1859))は、名を猷

(みち)といい、霞窓または采旗と号し、筑前秋月の儒者で

ある原古処の長女で、あって、幕末の筑前を代表する詩人と

して名高い。本作品の伝来は、当時の知識階級である儒者

と医家との交流を物語るものである。また、原采頭は30

歳で江戸に上り、その後20年間にわたって彼地で活躍し

ており、 51歳で郷里に戻って私塾を聞いて人々に学聞を

教授した。したがってこの作品は、書風からしても、伝来

からしでも51歳以後の作と考えられる。

33.甲斐島美子資料

(寄贈者)甲斐島美子

(現住所)大阪府寝屋川市成田南

所蔵者の父が昭和50年より以前に福岡カントリー倶楽

部(和白ゴルフ場)内で採取した資料。小形の磨製石斧で、

加熱により表面が劣化しているが蛇紋岩製か。蛤刃で基部

を欠く。蛇紋岩製磨製石斧は縄文時代前~中期に通有な石

器だが、この石斧の時期の詳細は不明でーある。同ゴルフ場

内には唐ノ原野添遺跡という周知の埋蔵文化財包蔵地があ

るが、本資料がこの遺跡にともなうものか定かではない。

34.三角照明資料

(寄贈者)三角照明

(現住所)東京都中野区丸山

江戸時代後期の文人・詩人として有名な広島の頼山陽が

文政元(1818)年に博多を来訪した際に残した自筆漢詩文

で、『山陽詩集』等では「五月十四日、飲子上村大寿宅」の

題で知られているもの。詩を贈られた上村尚庵も福岡藩医

ながら漢学に優れ、山陽とは特に親しかったといわれる。

江戸時代後期の博多・福岡と西日本各地の文化人相互の交

流をしめす貴重な資料である。



資料解題

35.員島嘉夫資料

(寄贈者)貝島嘉夫

(現住所)福岡市南区高宮

福岡藩第6代藩主黒田継高が宝暦4(1754)年に作った別

邸、友泉亭の建物の一部を嘉永4(1852)年に修築した際の

棟札。友泉亭は近代になって小学校や村役場等に使われた

後、炭鉱を経営していた貝島家が昭和3(1928)年に買い取

ったため同家に伝わったもの。友泉亭の江戸時代の遺物に

ついては殆ど残っておらず、現在のところその唯一のもの

とされる貴重な資料である。

36.高橋平明資料

(寄贈者)高橋平明

(現住所)奈良市奈良阪町

明治29(1896)年2月に発行された「鎮西博物館歴史参考

之備品Jと題する印刷物である。高橋氏の曽祖父百作氏が

入手したものと思われる。当時福岡県太宰府で始まった鎮

西博物館建設の動きのなかで、制作・発行されたものと考

えられる。

37.大日本除轟菊株式会社資料

(寄贈者)大日本除議菊株式会社中央研究所

(現住所)大阪府豊中市大黒町

昭和初期に大日本除盛菊株式会社が金烏粉をアジア向け

に輸出したときのパッケージで、近代の日本とアジア諸国

との輸出入商品の具体例として貴重な資料である。本資料

は、平成2年度から寄託されていたが、今回、寄贈に切り

替えとなった。(目録は『平成2年度収集 収蔵品目録8~

に掲載)

38.吉田静江資料

(寄贈者)吉田静江

(現住所)福岡市東区宮松

東区箱崎の旧吉田家の庭に和られていた砂岩製の地蔵菩

薩像。着衣を通肩にまとい両手で宝珠を持つ姿をほぼ丸彫

りであらわす。舟形の光背正面に f慶長17(1612)年10月

17日Jと陰刻銘があり、当地における石造地蔵像の基準作

例として貴重。また、本像が伝来した箱崎周辺は板碑など

の石造文化財が多く残されており、石造物の地域的な分布

を考えるうえでも参考になる。

39.関屋武次資料

(寄贈者)関屋武次

(現住所)福岡市早良区石釜

福岡市域において、草そりだけではなく、雪そりがおこ

なわれていた事を示す資料である。早良区石釜地区で、 l

月14日におこなわれる小正月行事トビトピが、 10年余り

の中断の後に再会されたのが昭和56(1981)年。行事の復

活に尽力した子ども会育成会の提案で、子供たちみんなが

集まって昔ながらの遊びをしようということになり、雪の

積もった山の斜面でそり遊び等がおこなわれた。これはそ

のとき製作したもの。
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〈寄託資料〉

1.梅野初平資料

(寄託者)梅野初平

(現住所)福岡市早良区百道

対馬の在地領主で、近世には対馬を領した大名宗家の家

臣、近代は長崎県議・代議士となった梅野家に伝来した資

料。梅野家は中世には筑前守護職を務めた少弐氏の被官仁

位中村宗氏に属した。中世文書では応仁3(1469)年のもの

が古く、その他、中世の安堵状、官途状、名字加冠状がふ

くまれる。近世では対馬藩士となり、文書は知行充行状、

坪付類、奉役文書等からなる。また甲胃、馬具、武家装束

等や近世絵画も含まれる。近代は代議士になった初実氏に

関する書翰類が中心で、交際のあった人物から送られた書

跡類もふくまれる。なお資料は所蔵者により大きく①中世

文書、②近世文書、③武具、絵画・書跡、④近代資料にわ

けられ、さらに①~④のなかで、補修のための成巻等がなさ

れた上で整理、配列されており、本目録もそれを尊重した。

したがって編年的には重複する部分もある。

2.福岡県立福岡中央高等学校資料

(寄託者)福岡県立福岡中央高等学校

(現住所)福岡市中央区平尾

福岡中央高等学校の前身である福岡中央高等女学校が購

入し、社会科の教材として保管していた資料である。博多

人形師井上清助が設立した井上式地歴標本製作所で製作さ

れた日本の歴史風俗および世界風俗の博多人形のほか、世

界の有名な風景をうつした陶板などからなる。

3.株式会社アサヒコーポレーション資料

(追加分)

(寄託者)株式会社アサヒコーポレーション

(現住所)久留米市洗町

平成2年度収集分の追加である。大正11(1922)年秋頃

につくられた第l号地下足袋の試作品と、博覧会あるいは

品評会に出品したと思われる足袋である。
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資料解題

〈購入資料〉

1.中国古代印章

古美術商から持ち込まれた699点の中国古印章の中か

ら、明・清代のもの、錆等で状態の悪いもの、後世の追刻

と考えられるものを除いた231点である。内訳は戦国印

60、秦印53、漢印57、漢両蘭印 17、獣鉦印 15、帯鈎印

6、漢官印3、僻邪鍍金印3、漢銭鎚印l、亀鉦銀印4、亀

鑑銅印12である。

官印は司馬印の3点にとどまり、他は全て私印である。

ただし、銭鉦印など極めて珍しい印章も含まれており、将

来、銀製の官印を加えていけば、国内における有数のコレ

クションになるものと考えられる。当館の金印が漢代の外

交政策を反映することは言うまでもないが、これらのコレ

クションを充実させることにより、金印の歴史的な理解を

深めることが可能となろう。

〈平成5年度収集購入資料〉

旧吉川観方コレクション

京都の日本画家で風俗研究家であった吉川観方氏(1894

~ 1978)が蒐集した資料。内容は近世以降の絵画、工芸、

書跡など多岐にわたる。本目録にはそのうち金工を収録す

る。なお平成7年度目録には絵画資料、平成8年度目録に

は小袖などの染織資料、平成9年度目録には装身具類を収

録している。





<寄贈資料>





寄贈資料 1.社家町渡辺家資料

1.社家町渡辺家資料

〈資料内訳>1 民俗資料 ①寄託資料からの切り替え・…・….478件2576点

②生活の用具………・…….，.・H ・-… 3件 24点

@社会生活の用具....・ H ・.....・H ・ 件 l点

2 近代資料 ①『渡遺文書目録』収録済文書…3497件8454点

②新規整理分文書・…....・H ・...… 43件 47点

その他...・ H ・-・…… 12件 19点

3 美術資料…・…...・ H ・..…・…...・ H ・...…....・ H ・ 11件 17点

③交通・交易の用具...・H ・..…7件20点

⑤信仰・年中行事の用具……4件 7点

〈総計>4056件11165点

1 民俗資料

①寄託資料からの切り替え

『平成4年度収集収蔵品目録1O~に掲載備品番号は92Dを98Pに読み替え

②生活の用具

98Pl ~2576 

番号 名 称 時代 製作・使用地等 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

ヒョーヒョー 近代 旧博多社家町 木綿製緋 丈127.7 桁62.5 l点 98P2577 
袷筒袖

2 御化粧紙 近代 渡遺輿三商庖・旧博多 紙製 4.7X9.3 l点 紙与醤油 98P2578 
社家町

3 糸玉 近代 旧博多社家町 木綿 (最大)長28.0 22点 98P2579 
(最小)長2.5 ~2600 

③交通・交易の用具

番号 名 称 時代 製作・使用地等 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

4 信玄袋 近代 旧博多社家町・渡漣輿ニ 木綿製 40.5 x 29.0 x 42.5 l点 98P2601 

5 風呂敷 近代 旧博多社家町 木綿製 104.2x95.7 1点 「紙興支庖 98P2602 
正助J

6 文箱 近代 旧博多社家町 紙製漆塗 18.3X 15.4X5.0 l点 98P2603 

7 郵便切手預金台紙 近代 旧博多社家町・渡透輿三 紙製 27.1 x 12.9 2)点 紙与醤油 98P2604 
~2605 

8 帳箱 近代 旧博多社家町 木製杉材 44.7 x 31.2 x 20.4 l点 98P2606 

9 印鑑箱 近代 旧博多社家町 木製桐材 13.5X 16.2X9.5 l点 98P2607 

10 印鑑
(1)支払 近代 旧博多社家町 木製 長6.0 幅2.7 l点 98P2608 

(2)請求 近代 旧博多社家町 木製 長6.0 幅2.7 l点 98P2609 

(3)受取 近代 旧博多社家町 木製 長6.0 幅2.7 1 )点 98P2610 

(4)引合 近代 旧博多社家町 木製 長6.0 幅1.5 l点 98P2611 

(5)福濃ヵ 近代 旧博多社家町 木製 長3.7 幅1.0 l点 98P2612 

(6)相殺 近代 旧博多社家町 木製ゴム 2.3 x 1.1 x 6.0 l点 98P2613 
印

(7)写 近代 旧博多社家町 木製ゴム 1.9x 1.8X6.1 l点 98P2614 
~[J 

qa 
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寄贈資料 1.社家町渡辺家資料

番号 名 称、 時代

(8)新 近代

(9)渡辺フク 近代

(10)渡遊興三 近代

。1)合計 近代

(12)年月分 近代

(13)福岡市社家町ーコ 近代

④社会生活の用具

名 称

⑤信仰・年中行事の用具

番号 名 称 時代

12 慢幕 近代

13 瞳幕 近代

14 提灯 近代

15 櫛田神社遷宮祭道具
類

(1)太刀 近代

(2)守万 近代

(3)弓 近代

ω矢・臆 近代

製作・使用地等

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

製作・使用地等

京都市室町通六角南松
宮製・旧博多社家町紙
与呉服庖

製作・使用地等

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

旧博多社家町

品質・形状

木製ゴム
印

木製ゴム
印

木製ゴム
印

木製ゴム
印

木製ゴム
印

木製ゴム
印

品質・形状

木綿製

木綿製

竹・紙製

木製

木製

木製

木製

-14-

法 量 員数 備 考 備品番号

長6.3 幅2.0 l点 98P2615 

長6.5 幅6.6 l点 98P2616 

0.5 x 2.2 x 6.0 l点 98P2617 

0.6 x 2.4 x 6.0 l点 98P2618 

0.7x2.5x6.0 l点 98P2619 

0.4 x 3.2 x 6.0 l点 98P2620 

法量 備考

法 量 員数 備 考 備品番号

長576.0 幅95.5 l点 「渡遁家j 98P2622 

長1088.0 l点 98P2623 
幅147.0

径34.0 l点 櫛田神社献灯 98P2624 

櫛田神社運宮
の際の衣装小
道具

長70.0 l点 98P2625 

長30.5 l点 98P2626 

長89.5 l点 98P2627 

長55.0 幅18.5 l点 98P2628 



寄贈資料 1.社家町捜辺家資料

2 近代資料

①『渡漫文書目録』収録済文書

『福岡市民図書館マイクロフィルム所蔵 渡漫文書目録~ (平成2年3月31日発行)に収録

②新規整理分

文書

98P2629~6125 

番号 資 料 名 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

16 大阪商船株式会社株 大正14年12月31日 大阪商船株式会社 印刷書冊 20目6x14目6 l冊 98P6126 
主名簿 現在

17 大阪商船株式会社事 昭和2年上半期 大阪商船株式会社 印刷書冊 21.2X15.3 l冊 6月30日調 98P6127 
業参考書

18 大阪商船株式会社株 昭和2年6月30日現 大阪商船株式会社 印刷書冊 20.3X 14.5 l冊 98P6128 
主名簿 在

19 鐙淵紡績株式会社第 大正13年12月25日 鐙淵紡績株式会社 印刷書冊 22.3X 15.3 l冊 製本はずれ 98P6129 
76回報告付属株主名 現在 裏表紙に朱ゴ

簿 ム印「渡辺清
次郎Jあり

20 鐙淵紡績株式会社株 大正14年6月25日 鐙淵紡績株式会社 印刷書冊 22.1xI5.3 l冊 98P6130 
主名簿 現在

21 鐙淵紡績株式会社第 大正15年7月 鐙淵紡績株式会社 印刷書冊 22.1XI5.2 l冊 鐙淵紡績株式 98P6131 
79回報告 会社より株主

各位あて注意
書(株主名簿は
後日送付)(大
正15年7月、
赤色札)あり

22 鐙淵紡績株式会社第 大正15年7月22日 鐙淵紡績株式会社 印刷書冊 22.1 x 15.3 l冊 98P6132 
79固定時株主総会速 開会
記録

23 鐘淵紡績株式会社第 昭和2年l月 鐙淵紡績株式会社 印刷書冊 22.1 x 15.3 l冊 鐙淵紡績株式 98P6133 
80回報告 会社より株主

各位あて注意
書(株主名簿は
希望者のみ配
布)(昭和2年l
月、赤色札)あ
り

24 鐙淵紡績株式会社第 昭和2年l月22日開 鐙淵紡績株式会社 印刷書冊 22.2X 15.0 l冊 98P6134 
80固定時株主総会及 ~ 
臨時株主総会速記録

25 九州水力電気株式会 大正13年11月30日 九州水力電気株式 印刷書冊 22.0x 14.8 l冊 株主名簿合冊 98P6135 
社第28回報告書 会社

26 九州水力電気株式会 大正14年5月31日 九州水力電気株式 印刷書冊 21.6x 15.0 l冊 正誤表l枚あ 98P6136 
社第29回報告書 会社 り

27 九州水力電気株式会 大正14年11月30日 九州水力電気株式 印刷書冊 21.6X14.7 l 冊 株主名簿合冊 98P6137 
社第30回報告書 会社

28 九州水力電気株式会 大正15年11月30日 九州水力電気株式 印刷書冊 21.3X14.3 l冊 株主名簿合冊 98P6138 
社第32回報告書 会社

29 東洋製糖株式会社第 大正14年5月5日 東洋製糖株式会社 印刷書冊 21.7X 14.9 l冊 大正14年l月l98P6139 
21期営業報告書 日 ~3月 31 日分

F
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寄贈資料 1.社家町渡辺家資料

番号 資料名 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

30 東洋製糖株式会社第 大正14年10月13日 東洋製糖株式会社 印刷書冊 22.lX15.1 l冊 大正14年4月l98P6140 
22期営業報告書 日-9月30日分

31 東洋製糖株式会社第 大正15年10月15日 東洋製糖株式会社 印刷書冊 22.0x 15.1 l冊 大正15年4月l98P6141 
24期営業報告書 日-9月30日分

32 日本石油株式会社第 大正15年4月 日本石油株式会社 印刷書冊 22.3x 14.8 l冊 大正14年10月 98P6142 
66回決算報告書 l日-15年3月

31日分

33 日本石油株式会社第 大正15年10月 日本石油株式会社 印刷書冊 22.1XI5.1 l冊 大正15年4月l98P6143 
67回決算報告書 日-9月30日分

34 日本石油株式会社第 昭和2年4月 日本石油株式会社 印刷書冊 22.0X 15.0 l冊 大正15年10月 98P6144 
68回決算報告書 1日~昭和2年

3月31日分

35 博多湾鉄道汽船株式 大正14年4月30日 博多湾鉄道汽船株 印刷書冊 22.2X 15.0 l冊 大正13年10月 98P6145 
会社第49回営業報告 式会社 l日-14年3月
書 31日分

36 博多湾鉄道汽船株式 大正14年10月30日 博多湾鉄道汽船株 印刷書冊 22.2x 15.3 l冊 大正14年4月l98P6146 
会社第50回営業報告 式会社 日-9月30日分

書

37 博多湾鉄道汽船株式 大正15年10月31日 博多湾鉄道汽船株 印刷書冊 22.2x 15.1 l冊 大正15年4月l98P6147 
会社第52回営業報告 式会社 日-9月30日分

書

38 博多湾鉄道汽船株式 昭和2年4月30日 博多湾鉄道汽船株 印刷書冊 18.5x 12.7 l冊 大正15年10月 98P6148 
会社第53回営業報告 式会社 1日~昭和2年
書 3月31日分

39 福岡酸素株式会社第 大正15年12月25日 福岡酸素株式会社 印刷書冊 21.8x 16.0 l冊 大正15年6月l98P6149 
13回営業報告書 日-11月30日

分

40 株式会社渡辺鉄工所 大正14年6月30日 株式会社渡辺鉄工 印刷書冊 19.3X 13.2 l冊 大正13年12月 98P6150 
第13回営業報告書 所 l日-14年5月

31日分

41 株式会社渡辺鉄工所 大正14年12月25日 株式会社渡辺鉄工 印刷書冊 19.2xI2.7 l冊 大正14年6月l98P6151 
第14回営業報告書 所 日-11月30日

分

42 株式会社渡辺鉄工所 大正15年12月25日 株式会社渡辺鉄工 印刷書冊 18.7X 12.7 l冊 大正15年6月l98P6152 
第16回営業報告書 所 日-11月30日

分

43 上海製造絹糸株式会 昭和2年l月22日 鐘淵紡績株式会社 印刷パン 22.1 x 15.2 l部 大正15年下半 98P6153 
社営業成績概要報告 より株主各位あて フレット 期分

44 原商報第30号 昭和2年2月9日 原商庖調査部 印刷パン 15.5x21.2 l部 8ページ以降 98P6154 
フレット ノι、ー

45 卒業証書 明治34年3月26日 福岡市立福岡高等 印刷墨書 26.8x36.6 l適 98P6155 
小学校長より渡辺 朱印
輿三あて

46 免許状(弓道l級)・ 大正15年11月10日 大日本武徳会福岡 印刷墨書 25.7x33.0 l通 98P6156 
支部より渡辺輿三 朱印
あて
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寄贈資料 1.社家町渡辺家資料

番号 資 料 名 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

47 皆勤証(寒稽古) 昭和2年2月5日 大日本武徳会福岡 印刷墨書 22.9x31.8 l通 98P6157 
支部より渡辺輿三 朱印
あて

48 免許状(弓道初段) 昭和2年10月25日 大日本武徳会長よ 印刷墨書 27.1 x38.9 l通 98P6158 
り渡辺輿コあて 朱印

49 皆勤証(寒稽古) 昭和3年2月10日 大日本武徳会福岡 印刷墨書 23.0 x 32.0 l通 98P6159 
支部より渡辺興三 朱印
あて

50 免許状(弓道2段) 昭和3年5月18日 大日本武徳会長よ 印刷墨書 27.2x39.0 l通 98P6160 
り渡辺輿=あて 朱印

51 皆勤証(寒稽古) 昭和4年2月10日 大日本武徳会福岡 印刷墨書 22.1 x31.2 l通 98P6161 
支部より渡辺輿三 朱印

あて

52 免許状(弓道3段) 昭和5年4月10日 大日本武徳会長よ 印刷墨書 27.2X39.0 l通 98P6162 
り渡辺輿三あて 朱印

53 認定証 大正4年4月5日 愛国婦人会長より 印刷墨書 26.8X 19.1 l通 紅組(No.54)交 98P6163 
渡辺琴子あて 朱印 付のこと

54 紅組 大正4年ヵ 玉宝堂謹製 絹糸製 7.0X2.0 l点 包紙、付清法 98P6164 
説明書l枚あ

り

55 目録 不詳 不詳 墨書折紙 39.1 X52.2 l枚 箪笥l梓ほか 98P6165 
12件の目録

56 共有財産醍金受取帳 明治27年4月 渡辺一統共有財産 印刷墨書 30.5x21.7 l冊 98P6166 
組合より渡辺勘次 朱印書冊
郎あて

57 引札(明治38年略暦) 明治37年12月12日 渡辺勘次郎 木版色摺 36.7X52.3 l枚 98P6167 
発行

58 ピラ(神世醤油) 大正初期 渡辺輿三 色刷 19.4x26.8 5枚 98P6168 
~6172 

その他

番号 資 料 名 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

59 千人針チョッキ 昭和時代 木綿製 丈52.0 l点 背に十銭 98P6173 
幅47.0

60 愛国婦人会日の丸 昭和時代 木綿製 (l)26.8X 2点 98P6174 
33.5 ~6175 

(2)32.7x 
38.5 

61 支那事変従軍徽章 昭和時代 銅製 長8.6 l点 98P6176 

62 出征幡 昭和時代 木綿製 幅42.5 6点 98P6177 
長50.0 ~6182 

63 ゲートル 昭和時代 木綿製 幅10.0 l組 98P6183 

64 「宣戦詔勅・平和詔 近代 紙製印刷 幅29.4 l幅 98P6184 
勅・勅諭ヲ軍人ニ賜 掛幅装 長100.5
フj

ウ

t



寄贈資料 1.社家町渡辺家資料

番号 資料名 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

65 天皇皇后両陛下御尊 昭和時代 紙製色刷 33.7X50.5 l点 98P6185 
影

66 博多駅地区土地区画 昭和33年5月 色刷 108.0X78.8 1 )点、 福岡市博多駅土地区画整理事務局 98P6186 
整理事業設計図 作成

67 勲記 昭和15年4月29日 色刷墨書 42.0 x 59.2 1)点 賞勲局総裁下僚康麿より渡辺輿三 98P6187 
朱印 分

68 支那事変従軍記章之 昭和15年4月29日 色刷墨書 29.7X41.9 l点 賞勲局総裁下僚康麿より渡辺輿三 98P6188 
証 あて

69 感謝状 昭和19年12月15日 色刷墨書 32.5X44.2 l点 福岡市警防団第12分団長加藤進よ 98P6189 
朱印 り渡辺輿=あて

70 義士大観 大正10年4月24日 書冊 25.8 x 37.5 2冊 I扶付 98P6190 
発行 -6191 

3 美術資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 落款・印章 備品番号

71 人物山水花鳥図押絵 江戸時代 桃田柳栄守光 紙本墨画扉 126.1 X50.3 6曲 朱文方印「守光ヵj 98P6192 
貼扉風 前期 風装 (各扇) i双 -6193 

72 大職冠物語図扉風 江戸時代 不詳(土佐派) 紙本着色扉 152.3x366.8 6曲 98P6194 
前期 風装 l隻

73 扇面散し図扉風 江戸時代 伝狩野探幽 紙本金地着色 152.8X353.8 6崩 98P6195 
扉風装 (各隻) l双 -6196 

74 扇面貼交扉風 6曲 98P6197 
l隻

(1)和歌I漁火J 江戸時代 仙匡義党 紙本墨書 16.1 X43.8 l面 仙匡 花 押 朱 文 達 磨

後期 型印「仙!歪j

(2)雪景独釣図 江戸時代 華心 紙本暴爾 14.0x41.6 l 面 華心 朱文方印「印文

後期 不明J

(3)秋草に露図 天保6年 雪蕉 紙本墨画 14.4X44.8 l面 乙未晩秋雪蕉潟白
文長方印「雪蕉j

(4)漢詩 江戸時代 不詳 紙本墨書 13.9X43.2 l面 ロ窓白文長方印『印

後期 文不明j

(5)蟹図 江戸時代 村田東圃 紙本墨画 13.8x40.8 l面 東圃生

後期

(6)山水図 江戸時代 雪鴻 紙本墨画淡彩 14.2X44.0 100 治巳仲秋雪鴻生

後期

(7)和歌「うつくしき 江戸時代 不詳 紙本墨書 16目4X42.4 l面 口速
萩も恥へしをみな 後期
へしJ

(8)人物図 江戸時代 斎藤秋田 紙本墨画淡彩 14.8x43.6 l面 秋闘 白文方印f印文

後期 不明j朱文方印「秋圃J

(9)白梅図 明治2年 蕉陰 紙本墨画 14.6X44.4 l面 己巳八月画併緑清人詩

カ 蕉陰を人朱文方印
「蕉口J
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寄贈資料 1.社家町渡辺家資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 落款・印章 備品番号

(10)和歌書(歌合) 江戸時代 不詳 紙本墨書 14.2x44.0 l面 朱文方印「比口園j

後期

(11)馬図 江戸時代 華心 紙本墨画 14.0X43.6 l面 華心朱文方印「印文

後期 不明J

制枇杷図菊図 嘉永6年 半実(枇杷図) 紙本墨画淡彩 14.1X42.8 l面 半実 白文方印「口信
東洋(菊図) 口j朱文方印「印文不

明J(枇杷図)笑丑孟春
誌東洋白文聯印
「東n印文不明J(菊図)

的狂句I江戸に苔な 江戸時代 出目白眼 紙本墨書 14.6X44.8 l面 出目白眼朱文瓢箪印

いともいへず海苔 後期 「夜雨j

の味J

(同人物と岐図 江戸時代 梅間 紙本墨画淡彩 14.1 X44.6 l面 巳秋日梅間白文方

後期 印「梅間j

(15)蘭図 明治元年 不詳 紙本墨画 14.3X44.0 l面 戊辰首夏香口白文
方印「印文不明J

(1め七言詩 江戸時代 不祥 紙本墨書 14.2x44.6 l蘭 香口口書

後期~明
治時代

(17)鮎図 江戸時代 梅間 紙本墨画淡彩 14.0X44.8 l函 巳秋日梅間

後期

(18)菊図 嘉永元年 賛.富翁 紙本墨画 14.5X44.0 l面 富翁題 白文聯印「印
画・亀井少莱 文不明J戊申秋田少

来併題 白文聯印「亀
井J

75 虎図扉風 江戸時代 狩野友元重信 紙本墨画扉 154.7 x 358.2 6曲 法橋狩野友元藤原重信 98P6198 
後期 風装 (各隻) l双 画之朱文方印「印文 ~6199 

不明j

76 四季花鳥図解風 江戸時代 守厚 紙本着色扉 159.1 x 352.4 6曲 朱文方印「守厚J 98P6200 
後期 風装 (各隻) l双 ~6201 

77 山水図扉風 江戸時代 譲山谷晩 紙本着色扉 151.8x341.8 6曲 寓古句之意近視谷晩 98P6202 
後期 風装 (各隻) l双 白文方印「谷晩之印j朱 ~6203 

文方印「印文不明」

78 孔雀図扉風 近代 阿部春峰 紙本墨画扉 153.6x358.4 6曲 春峰朱文円印「春峰j 98P6204 
風装 (各隻) l双 ~6205 

79 書跡扉風 江戸時代 亀井小栗 紙本墨書扉 126.5x61.4 2曲 少菜、亀友 白文方印 98P6206 
後期 風装 (各扇) l隻 「亀友之印n少繋口口J

80 書跡扉風 江戸時代 原采頭 紙本墨書扉 110.2X60.1 2曲 采頭 白文方印「濁口j 98P6207 
後期 風装 (各扇) l隻 朱文方印「印文不明J

81 書跡扉風 江戸時代 作者不詳 紙本墨書扉 129.6X54.0 6曲 米口朱文方印「印文 98P6208 
後期 風装 (各扇) l隻 不明J白文方印「印文不

明J

Q
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寄贈資料 2.梅野初平資料

2.梅野初平資料

〈資料内訳)1 帝国議会関係…....・ H ・.....・ H ・-…499件501点 2 長崎県関係・...・ H ・...… H ・H ・-…… 17件 17点

3 講義ノート・…...・ H ・....・ H ・H ・H ・.. 16件 16点

4 書籍 ①医学関係雑誌...・H ・..88f牛88点 ②その他の書籍...・H ・..39件39点

5 絵葉書… H ・H ・-…… H ・H ・...・ H ・-…391件391点 6 新聞切抜帳...・ H ・-… H ・H ・....…… 218件 218点

7 その他...・ H ・..………...・ H ・H ・H ・.. 11件 18点 〈総計) 1279件1288点

1 帝国議会関係 備考欄の数字(例:13・18)は整理番号を示す

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

明治33年度歳入歳出総決算 明治33年度 衆議院事務局カ 印刷書冊 30.6x22.2 l冊 裏欠落 13・1898P6209 

2 明治34年度歳入歳出現計書 明治34年 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.4x22.4 l冊 13-43 98P6210 

3 明治34年度予備金支出総計 明治34年カ 大蔵省 印刷書冊 27.2x 19.6 l冊 表紙はずれ 98P6211 
算書・明治34年度特別会計 13-4 
予備金支出総計算書参照
各省支出計算書

4 明治34年法律第10号中改 明治34年カ 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.2 x 19.5 l綴 13・23 98P6212 
正法律案

5 支出計算書 明治34年ヵ 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.2x 19.5 l綴 表紙欠落 98P6213 
13-24 

6 第15回帝国議会衆議院記 明治35年8月17 衆議院事務局 印刷書冊 22.1 x 14.9 l冊 13・38 98P6214 
事摘要全 日発行

7 第16回帝国議会衆議院記 明治35年8月21 衆議院事務局 印刷書冊 22.3X 14.8 l冊 12-11 98P6215 
事摘要全 日発行

8 衆議院委員会先例葉纂草案 明治35年12月9 衆議院事務局 印刷書冊 22.0x 15.1 l冊 13-39 98P6216 
日発行

9 官報号外貴族院議事速記 明治35年12月11印刷局 二つ折り 30.0x22.1 l部 4頁 14-394 98P6217 
録第l号 日 印刷

10 官報第5835号附録・官報 明治35年12月13印刷局 印刷 30.7x22.3 2部 2綴りあり 98P6218 
第5835号 日明治35年12 14-119 -6219 

月13日発行

11 官報第5844号 明治35年12月24印刷局 二つ折り 30.6x22.1 l部 20頁 14-271 98P6220 
日 印刷

12 官報号外衆議院議事速記 明治35年12月17印刷局 二つ折り 30.3x22.4 l部 10頁 14-272 98P6221 
録 日 印刷

13 官報第5845号 明治35年12月25印刷局 二つ折り 30.5x22.3 l部 16頁 14-270 98P6222 
日 印刷

14 官報第5846号間録 明治35年12月26印刷局 二つ折り 30.2x22.0 l部 8頁 14-393 98P6223 
日 印刷

15 官報旧刊)第5847号 明治35年12月27印刷局 印刷 30.8X22.8 l部 52頁附録つ 98P6224 
日 き(20頁)

14-144 

16 宮報号外貴族院議事速記 明治35年12月29印刷局 二つ折り 30.5x22.4 l部 12頁破損 98P6225 
録第2号 日 印刷 14-262 

17 明治36年勅令第8号 明治36年2月2日 印刷局ヵ 二つ折り 27.3x 19.6 l部 4頁 14-265 98P6226 
印刷

-20-
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

18 衆議院委員会先例葉纂草案 明治36年4月30 衆議院事務局 印刷書冊 22x15.2 l冊 13-40 98P6227 
日発行

19 官報号外衆議院議事速記 明治36年5月28 印刷局カ 二つ折り 30.6x22.4 l部 14-261 98P6228 
録第5号質問ノ理由ニ付 日 印刷

キ山根正次君演説

20 報告書明治36年度歳入歳 明治36年5月29 予算委員長栗原 印刷書綴 27.2xI9.6 l綴 13-29 98P6229 
出総予算追加案右ハ本院 日 亮ー

ニ珍テ別紙ノ通修正スヘキ
モノト議決致候此段及報告

候也

21 第l類第2号予算委員第l分 明治36年5月28 衆議院事務局 二つ折り 30.4X22.2 l部 6頁 14-390 98P6230 
科会会議録第4回 日 明治36年5 印刷局印刷 印刷

月30日発行

22 貴族院決算委員会議事速記 明治36年6月3日 衆議院事務局 印刷 30.3 x 22.1 l部 8頁 14-147 98P6231 
録第l号 明治36年6月5日 印刷局印刷

発行

23 第18回帝国議会衆議院記 明治36年12月5 衆議院事務局 印刷書冊 22.0X 14.8 l冊 12-10 98P6232 
事摘要全 日発行

24 軍人遺族新報第10号 明治36年12月15軍人遺族救護義 印刷 26.2XI9.2 l部 欠頁あり 98P6233 
日発行 dZb3. t 14-156 

25 明治36年度歳入歳出総予算 明治36年度 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.6 x22.0 l冊 13-13 98P6234 

26 明治36年度歳入歳出総予算 明治36年度 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 30.2XI9.7 l綴 13-28 98P6235 
参考表目録

27 (第2号)明治36年度歳入歳 明治36年度 衆議院事務局カ 印刷書冊 30.6x22.2 l冊 13-17 98P6236 
出総予算追加

28 総予算参照明治36年度歳 明治36年 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.5 x 22.4 l冊 13-44 98P6237 
入予算明細書他

29 各特別会計予算参照明治 明治36年 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.4x22.1 l冊 13・45 98P6238 
36年度各特別会計予定計算

書

30 臨時事件費予算外支出総計 明治36年ヵ 海軍省 印刷書冊 30.4 x 22.0 l冊 13-9 98P6239 
算書参照各省支出計算書

31 防禦海面令 明治37年l月22 印刷局ヵ 二つ折り 27.3 x 19.5 l部 4頁 上 部 に 98P6240 
日 印刷 鉛筆で手記あ

り 14-264 

32 官報号外 明治37年3月20 印刷局 二つ折り 30.8 x 22.2 l部 14-118 98P6241 
日 印刷

33 第5類第7号煙草専売法案 明治37年3月24 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.4 1部 14-384 98P6242 
委員会会議録第l回 日 印刷局印刷 印刷

34 秋山定輔君ニ関スル調査ノ 明治37年3月24 衆議院事務局カ 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 4頁 14-391 98P6243 
件委員会秘密会議録(1) 日 印刷

35 軍人思給法中改正法律案 明治37年3月24 桂太郎・山本権 印刷 27.4X 19.5 l部 14-433 98P6244 
右勅旨ヲ奉シ帝国議会ニ提 日提出 兵衛・寺内正毅

出ス

36 秋山定輔君ニ関スル調査ノ 明治37年3月25 衆議院事務局カ 二つ折り 30.7x22.3 l部 18頁 14-109 98P6245 
件委員会秘密会議録 (2) 日 印刷
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

37 第5類第5号防禦海面令委 明治37年3月24 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 14-110 
員会会議録第l回 日明治37年3 印刷局印刷

月25日発行

38 第5類第l号台湾事業公債 明治37年3月24 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 14-111 98P6247 
法中改正法律案委員会会 日明治37年3 印刷局印刷

議録第l回 月25日発行

39 第5類第8号非常特別税法 明治37年3月24 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 8頁 14-112
案外10件委員会会議録第 日 明治37年3 印刷局印刷

l回 月25日発行

40 第5類第3号決議案外l件 明治37年3月24 衆議院事務局 印刷 30.2 x 22.0 l部 14-121 98P6249 
委員会会議録第l回 日明治37年3 印刷局印刷

月25日発行

41 第5類第9号臨時事件費支 明治37年3月24 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 14-122 98P6250 
出ニ関スル法律案外3件委 日明治37年3 印刷局印刷
員会会議録第l回 月25日発行

42 官報旧刊)第6216号 明治37年3月25 印刷局 印刷 30.7x22.5 l部 14-125 98P6251 
日

43 衆議院公報第8号 明治37年3月25 衆議院事務局ヵ 二つ折り 29.7X21.2 l部 下部に鉛筆で 98P6252 
日 印刷 手記あり

14-113 

44 報告書請願文書表別冊之 明治37年3月26 請願委員長栗塚 印刷書冊 27.3x 19.5 l冊 13-15 98P6253 
通調製致候此段及報告候也 日 省吾

45 報告書明治37年度歳入歳 明治37年3月26 予算委員長大岡 印刷 27.4X 19.7 l冊 13-20 98P6254 
出総予算追加案 日 育造

46 衆第4号陸海軍兵士ノ家族 明治37年3月26 衆議院事務局カ 印刷書綴 27.6x 19.5 l綴 13-34 98P6255 
救悩ニ関スル建議案右成 日
規ニ拠リ提出候也

47 秋山定輔君ニ関スル調査ノ 明治37年3月26 衆議院事務局ヵ 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 4頁 14-158 98P6256 
件委員会秘密会議録 (3) 日 印刷

48 官報号外 明治37年3月27 印刷局 二つ折り 30.6x22.2 l部 14-157 98P6257 
日 印刷

49 官報号外貨族院議事速記 明治37年3月27 印刷局 二つ折り 30目4x22.3 l組 10頁 98P6258 
録第2号・別冊 日 印刷 14-389，390 

50 第5類第12号秋山定輔君ニ 明治37年3月24 衆議院事務局 二つ折り 20目6x22.4 l部 14-159 98P6259 
関スル調査ノ件委員会会 日明治37年3 印刷局印刷 印刷
議録第l回 月29日発行

51 官報号外貴族院議事速記 明治37年3月30 印刷局 二つ折り 30.6 x 22.3 l部 8頁 14-392 98P6260 
録第5号 日 印刷

52 衆議院先例集纂附録第l回 明治37年11月25衆議院事務局 印刷書冊 22.0X 14.9 l冊 12-12 98P6261 
乃至第20回議会勅語及上 日発行
奏集

53 衆議院先例集纂草案(本会 明治37年11月25衆議院事務局 印刷書冊 21.7X 15.0 l冊 13・41 98P6262 
議ノ部)上巻 日発行

54 衆議院先例黛纂草案(委員 明治37年11月25衆議院事務局 印刷書冊 21.9X 14.9 l冊 13-42 98P6263 
会ノ部)下巻 日発行

55 第19回、第20回(臨時)帝国 明治37年11月28衆議院事務局 印刷書冊 22.3x 14.8 l冊 12・16 98P6264 
議会衆議院記事摘要 日発行
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寄贈資料 2.梅野初平資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

56 貴族院相続税法案外l件特 明治37年12月23貴族院事務局 一つ折り 30.4X22.1 l部 10頁 56-64 98P6265 
別委員議事速記録第l号 日明治37年12印刷局印刷 印刷 仮とじ綴り

月24日発行 をホチキスと
じ 14-99

57 貴族院相続税法案外1件特 明治37年12月26貴族院事務局 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 6頁 56-64仮 98P6266 
別委員会議事速記録第2号 日 明治37年12印刷局印刷 印刷 とじ 14-100 

月27日発行

58 貴族院明治35年度予備金支 明治38年2月23 貴族院事務局 二つ折り 30.5 x22.2 l部 8頁 56-64仮 98P6267 
出ノ件外9件承諾ヲ求ムル 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 とじ 14-101 
ノ件特別委員会議事速記 月24日発行
録第l号

59 貴族院明治35年法律第49 明治38年l月24 貴族院事務局 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 6頁 56-64仮 98P6268 
号中改正法律案特別委員 日明治38年l 印刷局印刷 印刷 とじ 14-102 
会議事速記録第l号 月24日発行

60 貴族院明治37年勅令第177 明治38年2月15 貴族院事務局 二つ折り 30.6x22.3 l部 6頁 56-64仮 98P6269 
号承諾ヲ求ムルノ件外3件 日 明治38年2 印刷局印刷 印刷 とじ 14-103 
特別委員会議事速記録第l月16日発行

号

61 貴族院明治37年勅令第177 明治38年2月21 貴族院事務局 印刷 30.6 x 22.3 l部 56-64仮とじ 98P6270 
号承諾ヲ求ムルノ件外3件 日明治38年2 印刷局印刷 14圃 104
特別委員会議事速記録第2 月22日発行

号

62 貴族院明治37年勅令第228 明治37年12月23貴族院事務局 二つ折り 30.4X22.2 l部 56-64仮とじ 98P6271 
号承諾ヲ求ムルノ件外l件 日明治37年12印刷局印刷 印刷 14-105 
特別委員会議事速記録第i月24日発行

号

63 第5類第20号煙草専売局及 明治37年12月22衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.2 1部 8頁 56-64仮 98P6272 
製鉄所据置運転資本補足ニ 日明治37年12印刷局印刷 印刷 とじ 14-106 
関スル法律案委員会会議 月24日発行

録第2回

64 貴族院明治29年法律第63 明治38年2月24 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.3 l部 56-64仮とじ 98P6273 
号ノ有効期間ニ関スル法律 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 14-107 
案特別委員会議事速記録 月24日発行

第1号

65 第5類第24号郡制廃止法律 明治37年12月26衆議院事務局 二つ折り 30.7X22.3 l部 65-164仮とじ 98P6274 
案委員会会議録第l回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 14-280 

月29日発行

66 衆議院公報第21号 明治36年6月l日 衆議院事務局 二つ折り 29.8x21.0 l部 65-164仮とじ 98P6275 
印刷局印刷 印刷 14-281 

67 第5類第43号司法官試補実 明治38年2月6日 衆議院事務局 印刷 30.6 x22.3 l部 65-164仮とじ 98P6276 
地修習期間減縮ニ関スル法 明治38年2月7日 印刷局印刷 14-282 
律案委員会会議録第l回 発行

68 第5類第55号畜牛結核病予 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.7x22.5 l部 65-164仮とじ 98P6277 
防法中改正法律案委員会 日 明治38年2 印刷局印刷 14-283 
会議録第l回 月11日発行

69 第5類第35号古物商取締法 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.7x22.3 l部 65-164仮とじ 98P6278 
中改正法律案外l件委員会 日明治38年l 印刷局印刷 14-284 
会議録第l回 月28日発行

70 第5類第34号明治35年度予 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30. x 22.4 l部 65-164仮とじ 98P6279 
備金支出ノ件外9件委員会 日 明治38年l 印刷局印刷 14-285 
会議録第l回 月28日発行
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

71 第5類第36号地租条例中改 明治38年1月27 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 65--164仮とじ 98P6280 
正法律案委員会会議録第 日明治38年l 印刷局印刷 14-286 
l回 月28日発行

72 第5類第37号佐竹作太郎君 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.4X22.3 l部 65--164仮とじ 98P6281 
根津嘉一郎君ノ議員資格調 日明治38年l 印刷局印刷 14-287 
査ノ件委員会会議録第l 月28日発行

回

73 第5類第31号{字虜刑罰法案 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.4x22.2 l部 65--164仮とじ 98P6282 
外3件委員会会議録第l回 日明治38年l 印刷局印刷 14-288 

月28日発行

74 第5類第32号所得税法中改 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.4X22.3 l部 65--164仮とじ 98P6283 
正法律案委員会会議録第 日明治38年l 印刷局印刷 14-289 
l回 月28日発行

75 第5類第33号輸入原料砂糖 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.4X22.3 l部 65--164仮とじ 98P6284 
戻税法中改正法律案外l件 日明治38年l 印刷局印刷 14-290 
委員会会議録第l回 月28日発行

76 第5類第25号固有土地森林 明治38年l月23 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 l部 65--164仮とじ 98P6285 
原野下戻申請期間二関スル 日明治38年l 印刷局印刷 14-291 
法律案委員会会議録第l 月24日発行

回

77 第5類第26号国本培養ニ関 明治38年l月23 衆議院事務局 印刷 30.6 X22.2 l部 65--164仮とじ 98P6286 
スル建議案委員会会議録 日明治38年l 印刷局印刷 14-292 
第l回 月24日発行

78 第6類第7号海外移民保護 明治38年2月l日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.2 I部 65--164仮とじ 98P6287 
ニ関スル建議案委員会会 明治38年2月2日 印刷局印刷 14-293 
議録第l回 発行

79 第5類第38号売薬税法案 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 20.5x22.2 l部 65--164仮とじ 98P6288 
委員会会議録第l回 日明治38年2 印刷局印刷 14-294 

月2日発行

80 第6類第16号水産銀行設立 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.6x22.0 i部 65--164仮とじ 98P6289 
ニ関スル建議案委員会会 日明治38年2 印刷局印刷 14-295 
議録第l回 月11日発行

81 第6類第15号外交文書報告 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.7X22.4 l部 65--164仮とじ 98P6290 
ニ閲スル建議案委員会会 日明治38年2 印刷局印刷 14-296 
議録第l回 月11日発行

82 第5類第54号明治30年度法 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.7x22.4 l部 65--164仮とじ 98P6291 
律第13号中改正法律案委 日明治38年2 印刷局印刷 14-297 
員会会議録第l回 月11日発行

83 第6類第14号清韓医事衛生 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.7X22.5 l部 65--164仮とじ 98P6292 
ニ関スル建議案委員会会 日明治38年2 印刷局印刷 14-298 
議録第l回 月11日発行

84 第5類第50号土地収用法中 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.7x22.5 l部 65--164仮とじ 98P6293 
改正法律案委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 14-299 
第2回 月11日発行

85 第5類第42号船舶法中改正 明治38年2月6日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.3 l部 65--164仮とじ 98P6294 
法律案外l件委員会会議録 明治38年2月7日 印刷局印刷 14-300 
第l回 発行

86 第5類第41号民事訴訟法中 明治38年2月6日 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 65--164仮とじ 98P6295 
改正法律案外l件委員会会 明治38年2月7日 印刷局印刷 14-301 
議録第l回 発行
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

87 第5類第84号郡制中改正法 明治38年2月23 衆議院事務局 印刷 30.6X 22.1 l 音~ 65~164仮とじ 98P6296 
律案委員会会議録第l回 日明治38年2 印刷局印刷 14-302 

月24日発行

88 第6類第7号海外移民保護 明治38年2月1日 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 1部 65~164仮とじ 98P6297 
ニ関スル建議案委員会会 明治38年2月2日 印刷局印刷 14-303 
議録第l回 発行

89 第5類第38号売薬税法案 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6298 
委員会会議録第l回 日明治38年2 印刷局印刷 14-304 

月2日発行

90 委第51号報告書水利組合 明治38年l月25 多田作兵衛 印刷 27.7X 19.6 l部 65~164仮とじ 98P6299 
条例中改正法律案 日報告 14-305 

91 第5類第28号遠洋漁業奨励 明治38年l月25 衆議院事務局 印刷 30.4X22.1 l部 65~164仮とじ 98P6300 
法改正法律案委員会会議 日明治38年l 印刷局印刷 14-306 
録第l回 月26日発行

92 委第49号報告書市制町村 明治38年1月25 福井三郎 印刷 27.7X 19.6 l部 65~164仮とじ 98P6301 
制中改正法律案 日報告 14-307 

93 第5類第27号巡査看守退隠 明治38年l月25 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 65~164仮とじ 98P6302 
料及遺族扶助料法中改正法 日明治38年l 印刷局印刷 14-308 
律案委員会会議録第1回 月26日発行

94 第5類第29号擢災救助基金 明治38年l月25 衆議院事務局 印刷 30.6 X22.0 l部 65~164仮とじ 98P6303 
法中改正法律案外1件委員 日明治38年l 印刷局印刷 14-309 
会会議録第l回 月26日発行

95 第5類第30号市町村立小学 明治38年l月25 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.1 l 音~ 65~164仮とじ 98P6304 
校教育費国庫補助法及教育 日明治38年l 印刷局印刷 14-310 
基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦 月26日発行

金及配当金ノ支払残額ヲ翌
年度ニ繰越使用ニ関スル法
律案委員会会議録第l回

96 第6類第20号新潟港調査ニ 明治38年2月22 衆議院事務局 印刷 30.4 x 22.0 l部 65~164仮とじ 98P6305 
関スル建議案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 14-311 
録 第l回 月23日発行

97 第6類第21号高等水産教育 明治38年2月22 衆議院事務局 印刷 30.4X22.2 l部 65~164仮とじ 98P6306 
機関設置ニ関スル建議案 日明治38年2 印刷局印刷 14-312 
委員会会議録第l回 月23日発行

98 官報号外 明治38年l月3日 印刷局 印刷 30.4x22.3 l部 65~164仮とじ 98P6307 
14-313 

99 第6類第9号郡役所廃止ニ 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 65~164仮とじ 98P6308 
関スル建議案委員会会議 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-314 
録第1回 発行

100 第5類第58号伝染病予防法 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6309 
中改正法律案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 14-315 
録 第l回 月16日発行

101 第5類第57号府県制中改正 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.4 l部 65~164仮とじ 98P6310 
法律案外l件委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 14-316 
第l回 月16日発行

102 第5類第63号裁判所管轄区 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6311 
域変更ニ閲スル法律案外l 日明治38年2 印刷局印刷 14・317
件委員会会議録第l回 月16日発行
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103 第5類第56号衆議院議員選 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6x22.2 l部 65-164仮とじ 98P6312 
挙法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 14-318 
会議録第l回 月16日発行

104 第5類第55号畜牛結核病予 明治38年2月13 衆議院事務局 印刷 30.6x22.3 l部 65-164仮とじ 98P6313 
防法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 14-319 
会議録第2回 月14日発行

105 第5類第51号会計法中改正 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.2 l部 65-164仮とじ 98P6314 
法律案委員会会議録第l 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-320 
回 発行

106 第5類第53号刑ノ執行猶予 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.3 l部 65-164仮とじ 98P6315 
及免除ニ関スル法律案委 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-321 
員会会議録第l回 発行

107 第5類第48号衆議院議員選 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.2 i部 65-164仮とじ 98P6316 
挙法中改正法律案委員会 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-322 
会議録第l回 発行

108 第5類第49号薬品営業誼薬 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.l 1部 65-164仮とじ 98P6317 
品取扱規則中改正法律案 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-323 
委員会会議録第l回 発行

109 第5類第50号土地収用法中 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.0 l部 65-164仮とじ 98P6318 
改正法律案委員会会議録 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-324 
第l回 発行

110 第5類第29号権災救助基金 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.3x22.1 l部 65-164仮とじ 98P6319 
法中改正法律案外l件委員 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-325 
会会議録第3回 発行

111 第6類第11号航海補助ニ関 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.2 l部 65-164仮とじ 98P6320 
スル建議案委員会会議録 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-326 
第l回 発行

112 第5類第37号裁判所管轄区 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.3 l部 65-164仮とじ 98P6321 
域変更ニ関ス1レ法律案委 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-327 
員会会議録第l回 発行

113 第5類第52号裁判所構成法 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 65-164仮とじ 98P6322 
中改正法律案外l件委員会 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-328 
会議録第l回 発行

114 第6類第12号体育ニ関スル 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 65-164仮とじ 98P6323 
建議案委員会会議録第l 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-329 
回 発行

115 第6類第10号在韓邦人利権 明治38年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 65-164仮とじ 98P6324 
ノ発達ニ関スル建議案委 明治38年2月9日 印刷局印刷 14-330 
員会会議録第l回 発行

116 第5類第44号台湾銀行ニ般 明治38年2月6日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 65-164仮とじ 98P6325 
テ発行スル銀行券ノ偽造変 明治38年2月7日 印刷局印刷 14-331 
造等ニ関スJレ法律委員会 発行
会議録第l回

117 第5類第11号市制町村制中 明治37年12月14衆議院事務局 印刷 30.5x22.3 l部 65-164仮とじ 98P6326 
改正法律案外l件委員会会 日明治37年12印刷局印刷 14-332 
議録第l回 月15日発行

118 第5類第10号商業会議所法 明治37年12月14衆議院事務局 印刷 30.5x22.2 l部 65-164仮とじ 98P6327 
中改正法律案委員会会議 日明治37年12印刷局印刷 14-333 
録第l回 月15日発行

-26-



寄贈資料 2.梅野初平資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

119 第5類第9号臨時事件費支 明治37年12月7 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.3 l部 65~ 164仮とじ 98P6328 
弁ニ関スル法律案委員会 日明治37年12印刷局印刷 14・334
会議録第l回 月8日発行

120 第5類第12号北海道官設鉄 明治37年12月21 衆議院事務局 印刷 30.5x21.9 l部 65~164仮とじ 98P6329 
道用品資金会計法廃止法律 日明治37年12印刷局印刷 14-335 
案外l件委員会会議録第l 月22日発行

回

121 第6類第4号パルガン半島 明治37年12月23衆議院事務局 印刷 30.5 X22.3 l 音~ 65~ 164仮とじ 98P6330 
諸国ト締約シ外交官派遣ニ 日明治37年12印刷局印刷 14-336 
関スル建議案委員会会議 月25日発行

録第2回

122 第5類第13号海軍工廠資金 明治37年12月21衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.1 l部 65~164仮とじ 98P6331 
会計法案委員会会議録第 日明治37年12印刷局印刷 14-337 
l回 月22日発行

123 第5類第15号災害地地租免 明治37年12月21衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6332 
除ニ関スル法律案外l件委 日 明治37年12印刷局印刷 14-338 
員会会議録第l回 月22日発行

124 第5類第14号水利組合条例 明治37年12月21衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6333 
中改正法律案委員会会議 日明治37年12印刷局印刷 14-339 
録第l回 月22日発行

125 第6類第4号パルガン半島 明治37年12月22衆議院事務局 印刷 30.4 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6334 
諸国ト締約シ外交官派遣ニ 日 明治37年12印刷局印刷 14-340 
関スル建議案委員会会議 月23日発行

録 第l回

126 第5類第65号日本勧業銀行 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.6 X22.2 l部 65~164仮とじ 98P6335 
法中改正法律案委員会会 日明治38年2 印刷局印刷 14-341 
議録第l回 月18日発行

127 第5類第71号農会法中改正 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6336 
法律案委員会会議録第l 日明治38年2 印刷局印刷 14-342 
回 月18日発行

128 第6類第6号国本培養ニ関 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.5 X22.1 l部 65~164仮とじ 98P6337 
スル建議案委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 14-343 
第6回 月18日発行

129 第6類第4号パlレガン半島 明治38年2月16 衆議院事務局 印刷 30.6 x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6338 
諸国ト締約シ外交官派遣ニ 日 明治38年2 印刷局印刷 14-344 
関スJレ建議案委員会会議 月18日発行

録第3回

130 第5類第68号在外指定学校 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.6 x22.4 l部 65~164仮とじ 98P6339 
職員退隠料及遺族扶助料法 日明治38年2 印刷局印刷 14-345 
案委員会会議録第l回 月18日発行

131 第5類第69号国税徴収法中 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6340 
改正法律案委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 14-346 
第l回 月18日発行

132 第5類第67号明治29年法律 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.6x 22.4 l部 65~164仮とじ 98P6341 
第63号ノ有効期間ニ関スル 日明治38年2 印刷局印刷 14-347 
法律案委員会会議録第l 月18日発行

回

133 第5類第70号郡市町村会議 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.7x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6342 
員ノ選挙ニ関スル法律案 日明治38年2 印刷局印刷 14-348 
委員会会議録第l回 月18日発行
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134 第5類第66号外国ニ珍ケル 明治38年2月17 衆議院事務局 印刷 30.7x22.4 l部 65~164仮とじ 98P6343 
銀行事業ニ関スル法律案 日明治38年2 印刷局印刷 14-349 
委員会会議録第l回 月18日発行

135 第5類第72号北海道拓殖銀 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5X 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6344 
行法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 14-350 
会議録第l回 月21日発行

136 第5類第76号所得税免除ニ 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6345 
関スル法律案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 14-351 
録第l回 月21日発行

137 第5類第77号会計法中改正 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.4x22.3 l部 65~164仮とじ 98P6346 
法律案委員会会議録第l 日明治38年2 印刷局印刷 14-352 
回 月21日発行

138 第5類第60号登録税法中改 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6347 
正法律案委員会会議録第 日明治38年2 印刷局印刷 14-353 
3回 月21日発行

139 第6類第17号馬匹改良ニ関 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6348 
スル建議案委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 14-354 
第l回 月21日発行

140 第5類第73号担保附社債信 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.6x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6349 
託法案委員会会議録第l 日明治38年2 印刷局印刷 14-355 
回 月21日発行

141 第5類第74号居留民団法案 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6350 
委員会会議録第l回 日明治38年2 印刷局印刷 14-356 

月21日発行

142 第5類第66号外国ニ珍ケル 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6351 
銀行事業ニ関スル法律案 日明治38年2 印刷局印刷 14-357 
委員会会議録第2回 月21日発行

143 第5類第75号蚕糸業組合法 明治38年2月20 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6352 
案委員会会議録第l回 日明治38年2 印刷局印刷 14・358

月21日発行

144 第5類第64号屠場法案外l 明治38年2月16 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6353 
件委員会会議録第1回 日明治38年2 印刷局印刷 14-359 

月17日発行

145 第5類第57号府県制中改正 明治38年2月22 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 65~164仮とじ 98P6354 
法律案外l件委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 14-360 
第4回 月23日発行

146 第5類第54号明治30年法律 明治38年2月14 衆議院事務局 印刷 30.6x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6355 
第13号中改正法律案委員 日明治38年2 印刷局印刷 14-361 
会会議録第2回 月15日発行

147 第5類第42号船舶法中改正 明治38年2月9日 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 65~164仮とじ 98P6356 
法律案外l件委員会会議録 明治38年2月IO 印刷局印刷 14-362 
第3回 日発行

148 貴族院工場抵当法案特別 明治38年2月16 貴族院事務局 印刷 30.5X22.3 l部 65~164仮とじ 98P6357 
委員会議事速記録第3号 日明治38年2 印刷局印刷 14-363 

月17日発行

149 第5類第61号国籍法中改正 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6X22.3 l部 65~164仮とじ 98P6358 
法律案委員会会議録第l 日明治38年2 印刷局印刷 14-364 
回 月16日発行
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150 第5類第62号渡良瀬川沿岸 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6X22.4 l部 65~164仮とじ 98P6359 
地方特別地価修正法律中改 日明治38年2 印刷局印刷 14-365 
正法律案委員会会議録第 月16日発行

l回

151 第5類第60号登録税法中改 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6360 
正法律案委員会会議録第 日明治38年2 印刷局印刷 14-366 
l回 月16日発行

152 第5類第59号家禄賞典禄処 明治38年2月15 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.3 l部 65~164仮とじ 98P6361 
分法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 14-367 
会議録第l回 月16日発行

153 第5類第4号監専売法案委 明治37年12月13衆議院事務局 二つ折り 30.4X 22.2 l部 6頁 65~164 98P6362 
員会会議録第2回 日 明治37年12印刷局印刷 印刷 仮とじ

月15日発行 14-368 

154 第5類第4号監専売法案委 明治37年12月14衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.2 l部 6頁 65~164 98P6363 
員会会議録第3回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 仮とじ

月16日発行 14-369 

155 第5類第4号監専売法案委 明治37年12月15衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 10頁 65~164 98P6364 
員会会議録第4回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 仮とじ

月17日発行 14-370 

156 第5類第32号所得税法中改 明治38年2月l日 衆議院事務局 印刷 30.5 x22.2 l部 65~164仮とじ 98P6365 
正法律案委員会会議録第 明治38年2月3日 印刷局印刷

2回 発行

157 第5類第32号所得税法中改 明治38年2月3日 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.4 l音s 6頁 65~164 98P6366 
正法律案委員会会議録第 明治38年2月4日 印刷局印刷 印刷 仮とじ

3回 発行 14-371 

158 第5類第76号所得税免除ニ 明治38年2月21 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.1 l部 6頁 65~164 98P6367 
関スル法律案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 仮とじ

録第2回 月23日発行 14-372 

159 第5類第32号所得税法中改 明治38年2月6日 衆議院事務局 二つ折り 30.5 X22.2 l部 6頁 65~164 98P6368 
正法律案委員会会議録第 明治38年2月7日 印刷局印刷 印刷 仮とじ

4回 発行 14-373 

160 第5類第32号所得税法中改 明治3年2月8日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 65~164仮とじ 98P6369 
正法律案委員会会議録第 明治38年2月10 印刷局印刷 14-374 
5回 日発行

161 第5類第86号登録税法中改 明治38年2月24 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6370 
正法律案委員会会議録第 日 明治38年2 印刷局印刷 14-375 
l回 月25日発行

162 第5類第60号登録税法中改 明治38年2月16 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.2 l部 65~164仮とじ 98P6371 
正法律案委員会会議録第 日明治38年2 印刷局印刷 14-376 
2回 月20日発行

163 第5類第17号国債証券及貯 明治37年12月22衆議院事務局 二つ折り 30.6 X22.3 l部 4頁 65~164 98P6372 
蓄債券ノ利子所得税免除ニ 日明治37年12印刷局印刷 印刷 仮とじ

関スル法律案外l件委員会 月24日発行 14-377 
会議録第2回

164 第5類第げ号国債証券及貯 明治37年12月21衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 65~164仮とじ 98P6373 
蓄債券ノ利子所得税免除ニ 日 印刷局印刷 印刷 14-378 
関スJレ法律案外l件委員会
会議録第l回
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番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

165 第5類第18号蚕病予防法案 明治37年12月21衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.2 l部 12頁 165~ 98P6374 
委員会会議録第l回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 200仮とじ

月23日発行 14-396 

166 貴族院蚕病予防法案特別 明治38年l月24 貴族院事務局 二つ折り 30.5X22.3 l部 10頁 165~ 98P6375 
委員会議事速記録第2回 日明治38年l 印刷局印刷 印刷 200仮とじ

月25日発行 14-397 

167 第5類第18号蚕病予防法案 明治37年12月23衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.3 l部 16頁 165~ 98P6376 
委員会会議録第2回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 200仮とじ

月24日発行 14-398 

168 第5類第21号古社寺保存法 明治37年12月21衆議院事務局 印刷 30.4X22.2 l部 165~200仮と 98P6377 
第16条ニ依リ国庫ヨリ支出 日明治37年12印刷局印刷 じ 14-399
スヘキ金額二関スル法律案 月23日発行
委員会会議録第l回

169 第5類第59号家禄賞典禄処 明治38年2月17 衆議院事務局 二つ折り 30.6X22.2 l部 165~200仮と 98P6378 
分法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-400
会議録第2回 月20日発行

170 第6類第12号体育ニ関スル 明治38年2月10 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.3 l部 4頁 165~ 98P6379 
建議案委員会会議録第2 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 200仮とじ

回 月13日発行 14-401 

171 第6類第12号体育ニ関スル 明治38年2月16 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.4 l部 6頁 165~ 98P6380 
建議案委員会会議録第3 日明治38年2 印刷局印刷 200仮とじ
回 月18日発行 14-402 

172 第5類第58号伝染病予防法 明治38年2月16 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.4 l部 8頁 165~ 98P6381 
中改正法律案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 200仮とじ
録第2回 月18日発行 14-403 

173 第5類第58号伝染病予防法 明治38年2月17 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.2 l部 4頁 165~ 98P6382 
中改正法律案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 200仮とじ
録第3回 月18日発行 14-404 

174 第5類第58号伝染病予防法 明治38年2月18 衆議院事務局 印刷 30.6X22.3 l部 165~200仮と 98P6383 
中改正法律案委員会会議 日明治38年2 印刷局印刷 じ 14-405
録第4回 月20日発行

175 第5類第64号屠場法案外l 明治38年2月17 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 4頁 165~ 98P6384 
件委員会会議録第2回 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 200仮とじ

月20日発行 14-406 

176 第5類第64号屠場法案外l 明治38年2月22 衆議院事務局 二つ折り 30.4X22.2 l部 165~200仮と 98P6385 
件委員会会議録第3回 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-407

月26日発行

177 第6類第18号盲人保護ニ関 明治38年2月20 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.3 l部 165~200仮と 98P6386 
スル建議案委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-408
第l回 月22日発行

178 第5類第29号擢災救助基金 明治38年2月2日 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.2 l部 165~200仮と 98P6387 
法中改正法律案外l件委員 明治38年2月3日 印刷局印刷 印刷 じ 14-409
会会議録第2回 発行

179 第5類第55号畜牛結核病予 明治38年2月14 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.3 l部 6頁 165~ 98P6388 
防法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 200仮とじ
会議録第3回 月16日発行 14-410 

180 第5類第55号畜牛結核病予 明治38年2月17 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.4 l部 165~200仮と 98P6389 
防法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-411
会議録第4回 月20日発行
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番号 名 称、 時 1~ {乍 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

181 第5類第55号畜牛結核病予 明治38年2月18 衆議院事務局 印刷 30.4x22.2 l部 165-200仮と 98P6390 
防法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 じ 14-412
会議録第5回 月20日発行

182 第5類第73号担保附社債信 明治38年2月22 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.3 l部 4頁 165- 98P6391 
託法案委員会会議録第2 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 200仮とじ

回 月23日発行 14-413 

183 第5類第73号担保附社債信 明治38年2月23 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.3 l部 165-200仮と 98P6392 
託法案委員会会議録第3 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-414
回 月25日発行

184 第5類第48号衆議院議員選 明治38年2月10 衆議院事務局 印刷 30.7x22.4 l部 6頁 165- 98P6393 
挙法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 200仮とじ
会議録第2回 月11日発行 14-415 

185 第5類第56号衆議院議員選 明治38年2月17 衆議院事務局 二つ折り 30.7x22.2 l部 165-200仮と 98P6394 
挙法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-416
会議録第2回 月18日発行

186 第5類第56号衆議院議員選 明治38年2月24 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 165-200仮と 98P6395 
挙法中改正法律案委員会 日明治38年2 印刷局印刷 じ 14-417
会議録第3回 月25日発行

187 第6類第20号新潟築港調査 明治38年2月23 衆議院事務局 印刷 30.4 x 22.1 l部 165-200仮と 98P6396 
ニ関スル建議案委員会会 日明治38年2 印刷局印刷 じ 14-418
議録第2回 月24日発行

188 第5類第85号商法中改正法 明治3年2月22日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 165-200仮と 98P6397 
律案委員会会議録第l回 明治38年2月24 印刷局印刷 じ 14-419

日発行

189 第6類第17号馬匹改良ニ関 明治38年2月21 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l部 6頁 165- 98P6398 
スル建議案委員会会議録 日明治38年2 印刷局印刷 200仮とじ

第2回 月23日発行 14-420 

190 第5類第14号水利組合条例 明治38年l月25 衆議院事務局 印刷 30.6 X22.2 i部 8頁 165- 98P6399 
中改正法律案外l件委員会 日明治38年l 印刷局印刷 200仮とじ
会議録第2回 月26日発行 14-421 

191 第5類第61号国籍法中改正 明治38年2月21 衆議院事務局 印刷 30.5X22.2 l部 165-200仮と 98P6400 
法律案委員会会議録第2 日明治3年2月 印刷局印刷 じ 14-422
回 23日発行

192 第5類第61号国籍法中改正 明治38年2月23 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x22.3 l部 165-200仮と 98P6401 
法律案委員会会議録第3 日 明治38年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-423
回 月25日発行

193 第5類第16号未成年者飲酒 明治37年12月21 衆議院事務局 二つ折り 30.4 x 22.3 l部 165-200仮と 98P6402 
禁止法案委員会会議録第 日明治37年12印刷局印刷 印刷 じ 14-424
l回 月22日発行

194 第5類第16号未成年者飲酒 明治37年12月23衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.2 l部 165-200仮と 98P6403 
禁止法案委員会会議録第 日明治37年12印刷局印刷 印剛 じ 14-425
2回 月26日発行

195 第5類第23号郵便貯金法案 明治37年12月21 衆議院事務局 印刷 30.5X22.2 l部 165-200仮と 98P6404 
委員会会議録第l回 日明治37年12印刷局印刷 じ 14-426

月25日発行

196 第5類第23号郵便貯金法案 明治37年12月23衆議院事務局 印刷 30.5 x22.2 l部 165-200仮と 98P6405 
委員会会議録第2回 日明治37年12印刷局印刷 じ 14-427

月25日発行
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

197 第5類第19号実用新案法案 明治37年12月22衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.4 l部 6頁 165~ 98P6406 
委員会会議録第2回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 200仮とじ

月24日発行 14-428 

198 第5類第19号実用新案法案 明治37年12月21 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.2 l部 165~200仮と 98P6407 
委員会会議録第l回 日明治37年12印刷局印刷 印刷 じ 14-429

月22日発行

199 第第5類第13号海軍工廠資 明治37年12月22衆議院事務局 印刷 30.4X22.3 l部 8頁 165~ 98P6408 
金会計法案委員会会議録 日明治37年12印刷局印刷 200仮とじ

第2回 月24日発行 14-430 

200 第5類第62号渡良瀬川沿岸 明治38年2月18 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.0 l部 6頁 165~ 98P6409 
地方特別地価修正法律中改 日明治38年2 印刷局印刷 印刷 200仮とじ

正法律案委員会会議録第 月21日発行 14-431 
2回

201 第5類第62号渡良瀬川沿岸 明治38年2月21 衆議院事務局 印刷 30.4X22.0 l部 8頁 165~ 98P6410 
地方特別地価修正法律中改 日明治38年2 印刷局印刷 200仮とじ

正法律案委員会会議録第 月23日発行 14-432 
3回

202 明治37年度歳入歳出総予算 明治37年度 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.5 x 22.2 l冊 13-12 98P6411 
追加

203 明治37年度歳入歳出総予算 明治37年度 衆議院事務局ヵ 印刷 27.2X39.3 l綴 13-26 98P6412 
追加中

204 法律案綴 明治37年ヵ 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.5X 19.5 l綴 13-25 98P6413 

205 第5類第30号市町村立小学 明治38年l月27 衆議院事務局 印刷 30.3x22.3 l部 14-126 98P6414 
校教育費国庫補助法及教育 日明治38年l 印刷局印刷

基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦 月28日発行

金及配当金ノ支払残額ヲ翌
年度ニ繰越使用ニ関スル法
律案委員会会議録第2回

206 第5類第80号鉄道抵当法案 明治38年2月22 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.3 l部 8頁 14-149 98P6415 
委員会会議録第l回 日明治38年2 印刷局印刷

月23日発行

207 臨時報告米麦の病虫害に 明治38年6月18 農商務省・農事 印刷書冊 22.4X 15.0 l冊 12-14 98P6416 
関する注意事項 日発行 試験場

208 明治38年12月衆議院図書 明治38年12月30衆議院事務局 印刷書冊 22.0X 15.0 l冊 12-7 98P6417 
館図書目録衆議院図書館 日発行

209 韓国財政整理報告第l回 明治38年12月 韓国政府敗政顧 印刷書冊 25.9X 18.1 l冊 破損 12-17 98P6418 
間部

210 第21回帝国議会衆議院記 明治39年l月26 衆議院事務局 印刷書冊 22.3X 14.8 l冊 12-15 98P6419 
事摘要全 日発行

211 法例 明治39年4月23 衆議院事務局カ 印刷書綴 22.0 x 14.9 l冊 佐々木印あり 98P6420 
日 12-8 

212 検査報告 明治39年IO月21 東京衛生化学試 印刷 27.7X40.0 l部 212，2日袋入り 98P6421 
日/明治39年12験所 13-46 
月4日

213 渡良瀬川沿岸地方特別地価 明治40年l月 板橋信次郎・石 印刷 28目Ox40.0 l部 212，213袋入り 98P6422 
再修正院議実行請願書 井祝次郎・小内 13-47 

歌蔵・尾林長次
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214 第5類第l号臨時事件費支 明治39年l月26 衆議院事務局 二つ折り 30.5X22.1 l部 214-312仮と 98P6423 
弁ニ閲スJレ法律案委員会 日明治39年l 印刷局印刷 印刷 じ 14-160
会議録第2回 月27日発行

215 第5類第l号臨時事件費支 明治39年l月27 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.0 l部 6頁 214- 98P6424 
弁ニ関スJレ法律案委員会 日明治39年l 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

会議録第3回 月28日発行 14-161 

216 第5類第l号臨時事件費支 明治39年2月l日 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.1 l部 6頁 214- 98P6425 
弁ニ関スル法律案委員会 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

会議録第4回 14-162 

217 第5類第2号国債整理基金 明治39年l月26 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 214-312仮と 98P6426 
特別会計法案外l件委員会 日 印刷局印刷 印刷 じ 14-163
会議録第l回

218 第5類第2号国債整理基金 明治39年1月29 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.2 l部 10頁 214- 98P6427 
特別会計法案外l件委員会 日明治39年l 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

会議録第2回 月31日発行 14-164 

219 第5類第2号国債整理基金 明治39年l月31 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.0 l部 10頁 214- 98P6428 
特別会計法案外l件委員会 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

会議録第3回 月l日発行 14-165 

220 第5類第2号国債整理基金 明治39年2月5日 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 6頁 214- 98P6429 
特別会計法案外l件委員会 明治39年2月6日 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

会議録第4回 発行 14-166 

221 第5類第2号国債整理基金 明治39年2月5日 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.l l部 14頁 214- 98P6430 
特別会計法案外l件委員会 .7日明治39 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

会議録第5回 年2月8日発行 14-167 

222 第5類第3号鉄道敷設法中 明治39年l月26 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 214-312仮と 98P6431 
改正法律案委員会会議録 日明治39年l 印刷局印刷 印刷 じ 14-168
第l回 月27日発行

223 第5類第3号鉄道敷設法中 明治39年2月l日 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.l l部 4頁 214- 98P6432 
改正法律案委員会会議録 明治39年2月3日 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

第2回 発行 14-169 

224 第5類第3号鉄道敷設法中 明治39年2月5日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.l l部 6頁 214- 98P6433 
改正法律案委員会会議録 明治39年2月6日 印刷局印刷 312仮とじ

第3回 発行 14-170 

225 第5類第3号鉄道敷設法中 明治39年2月7日 衆議院事務局 印刷 30.7x22.l l部 6頁 214- 98P6434 
改正法律案委員会会議録 明治39年2月8日 印刷局印刷 312仮とじ

第4回 発行 14・171

226 第5類第4号軍艦水雷艇補 明治39年l月26 衆議院事務局 印刷 30.5x22.l l部 214-312仮と 98P6435 
充基本金ニ関スル法律案 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-172
委員会会議録第l回 月27日発行

227 第5類第4号軍艦水雷艇補 明治39年l月31 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 214-312仮と 98P6436 
充基金ノ組入ニ関スル法律 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-173
案委員会会議第2回 月l日発行

228 第5類第4号軍艦水雷艇補 明治39年2月2日 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l部 214-312仮と 98P6437 
充基金ノ組入ニ関スル法律 明治39年2月3日 印刷局印刷 じ 14-174
案委員会会議第3回 発行

229 第5類第5号生糸検査法案 明治39年l月26 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 214-312仮と 98P6438 
委員会会議録第l回 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-175

月27日発行

qa 
qa 
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230 第5類第5号生糸検査法案 明治39年l月29 衆議院事務局 印刷 30.5X22.0 l部 6頁 214~ 98P6439 
委員会会議録第2回 日明治39年l 印刷局印刷 312仮とじ

月31日発行 14-176 

231 第5類第5号生糸検査法案 明治39年3月23 衆議院事務局 印刷 30.4X22.1 l部 214~312仮と 98P6440 
委員会会議録第3回 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-177

月24日発行

232 第5類第6号明治31年法律 明治39年l月26 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.1 l部 214~312仮と 98P6441 
第3号廃止法律案委員会会 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-178
議録第l回 月28日発行

233 第5類第6号明治31年法律 明治39年l月29 衆議院事務局 印刷 30.6X22.4 l部 214~312仮と 98P6442 
第3号廃止法律案委員会会 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-179
議録第2回 月31日発行

234 第5類第7号産業試験費講 明治39年l月26 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 214~312仮と 98P6443 
習費国庫補助法案委員会 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-180
会議録第l回 月27日発行

235 第5類第7号産業試験費講 明治39年l月29 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.5 l部 214~312仮と 98P6444 
習費国庫補助法案委員会 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-181
会議録第2回 月31日発行

236 第5類第7号産業試験費講 明治39年2月2日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.2 l部 214~312仮と 98P6445 
習費国庫補助法案委員会 明治39年2月3日 印刷局印刷 じ 14-182
会議録第3回 発行

237 第5類第8号明治38年勅令 明治39年l月26 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 214~312仮と 98P6446 
第194号承諾ヲ求ムル{牛委 日明治39年l 印刷局印刷 じ 14-183
員会会議録第l回 月27日発行

238 第5類第8号明治38年勅令 明治39年2月20 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 8頁 214~ 98P6447 
第194号承諾ヲ求ムル件委 日明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ

員会会議録第2回 月21日発行 14-184 

239 第5類第9号日本興業銀行 明治39年2月3日 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.5 l部 8頁 214~ 98P6448 
法中改正法律案委員会会 明治39年2月5日 印刷局印刷 312仮とじ

議録第2回 発行 14-185 

240 第5類第9号日本興業銀行 明治39年2月7日 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.5 2部 214~312仮と 98P6449 
法中改正法律案委員会会 明治39年2月9日 印刷局印刷 じ同じもの ~6450 

議録第3回 発行 2)点 14-185-2

241 第5類第10号台湾銀行法中 明治39年2月l日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.0 l部 4頁 214~ 98P6451 
改正法律案委員会会議録 明治39年2月15 印刷局印刷 312仮とじ

第l回 日発行 14-186 

242 第5類第10号台湾銀行法中 明治39年2月5日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 214~312仮と 98P6452 
改正法律案委員会会議録 明治39年2月15 印刷局印刷 じ 14-187
第2回 日発行

243 第5類第10号台湾銀行法中 明治39年2月10 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.0 l部 214~312仮と 98P6453 
改正法律案委員会会議録 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-188
第3回 月15日発行

244 第5類第11号明治35年法律 明治39年2月2日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 214~312仮と 98P6454 
第29号中改正法律案委員 明治39年2月3日 印刷局印刷 じ 14-189
会会議録第l回 発行

245 第5類第11号明治35年法律 明治39年2月5日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.1 l部 214~312仮と 98P6455 
第29号中改正法律案委員 明治39年2月6日 印刷局印刷 じ 14-190
会会議録第2回 発行
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246 第5類第12号陸海軍ニ属ス 明治39年2月91=1衆議院事務局 印刷 30.7X22.1 l部 214~312仮と 98P6456 
ル臨時事件費特別会計終結 明治39年2月10 印刷局印刷 じ 14-191
ニ関スル法律案委員会会 日発行

議録第l回

247 第5類第12号陸海軍ニ属ス 明治39年2月12 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.1 l部 214~312仮と 98P6457 
ル臨時事件費特別会計終結 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-192
ニ関スル法律案委員会会 月13日発行

議録第2回

248 第5類第12号陸海軍ニ属ス 明治39年2月16 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.2 l部 214~312仮と 98P6458 
ル臨時事件費特別会計終結 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-193
ニ関スル法律案委員会会 月17日発行

議録第3回

249 第5類第12号陸海軍ニ属ス 明治39年2月21 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.1 l音B 214~312仮と 98P6459 
ル臨時事件費特別会計終結 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-194
ニ関スル法律案委員会会 月22日発行

議録第4回

250 第5類第13号作業会計法中 明治39年2月9日 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.1 l音B 214~312仮と 98P6460 
改正法律案委員会会議録 明治39年2月10 印刷局印刷 印刷 じ 14-195
第l回 日発行

251 第5類第13号作業会計法中 明治39年2月12 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.0 l部 214~312仮と 98P6461 
改正法律案委員会会議録 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-196
第2回 月13日発行

252 第5類第14号会計法中改正 明治39年2月12 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 214~312仮と 98P6462 
法律案委員会会議録第l 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-197
回 月13日発行

253 第5類第14号会計法中改正 明治39年2月21 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.1 l部 6頁 214~ 98P6463 
法律案委員会会議録第2 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

回 月22日発行 14-198 

254 第5類第14号会計法中改正 明治39年2月23 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 10頁 214~ 98P6464 
法律案委員会会議録第3 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

回 月25日発行 14-199 

255 第5類第15号裁判所管轄区 明治39年2月12 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.6 l部 214~312仮と 98P6465 
域変更ニ関スル法律案委 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-200
員会会議録第l回 月13日発行

256 第5類第15号裁判所管轄区 明治39年2月23 衆議院事務局 二つ折り 30.5X22.0 l部 6頁 214~ 98P6466 
域変更ニ関スル法律案委 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

員会会議録第2回 月25日発行 14-201 

257 第5類第15号裁判所管轄区 明治39年3月14 衆議院事務局 二つ折り 30.7x22.2 l部 10頁 214~ 98P6467 
域変更ニ関スル法律案委 日明治39年3 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

員会会議録第3回 月16日発行 14-202 

258 第5類第16号民法施行法中 明治39年2月19 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.1 l部 214~312仮と 98P6468 
改正法律案委員会会議録 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-203
第l回 月20日発行

259 第5類第16号民法施行法中 明治39年2月24 衆議院事務局 二つ折り 30目6x22.1 l部 6頁 214~ 98P6469 
改正法律案委員会会議録 日明治39年3 印刷局印刷 印刷 312仮とじ

第2回 月6日発行 14-204 

260 第5類第17号宅地地価修正 明治39年2月19 衆議院事務局 二つ折り 30.4x 22.1 i部 214~312仮と 98P6470 
法案及市制又ハ区制施行地 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-205
内有租地ニ関スル法律案 月20日発行
委員会会議録第l回
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261 第5類第17号宅地地価修正 明治39年2月21 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 8頁 214~ 98P6471 
法案及市制又ハ区制施行地 日明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ

内有租地ニ関スル法律案 月22日発行 14-206 
委員会会議録第2回

262 第5類第げ号宅地地価修正 明治39年2月23 衆議院事務局 印刷 30.5X22.2 l部 8頁 214~ 98P6472 
法案及市制文ハ区制施行地 日明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ

内有租地ニ関スル法律案 月24日発行 14-207 
委員会会議録第3回

263 第5類第17号宅地地価修正 明治39年2月28 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 6頁 214~ 98P6473 
法案及市制又ハ区制施行地 日明治39年3 印刷局印刷 312仮とじ

内有租地ニ関スル法律案 月l日発行 14-208 
委員会会議録第4回

264 第5類第17号宅地地価修正 明治39年3月5日 衆議院事務局 印刷 30.5X22.2 l部 8頁 214~ 98P6474 
法案及市制又ハ区制施行地 明治39年3月6日 印刷局印刷 312仮とじ
内有租地ニ関スJレ法律案 発行 14-209 
委員会会議録第5回

265 第5類第17号宅地地価修正 明治39年3月22 衆議院事務局 印刷 30.7X22.1 l部 10頁 214~ 98P6475I 
法案、市制文ハ区制施行地 日明治39年3 印刷局印刷 312仮とじ
内有租地ニ関スル法律案 月24日発行 14-210 
委員会会議録第6回

266 第5類第17号宅地地価修正 明治39年3月24 衆議院事務局 印刷 30.8x22.0 l部 8頁 214~ 98P6476 I 
法案、市制又ハ区制施行地 日明治39年3 印刷局印刷 312仮とじ
内有租地ニ関スlレ法律案 月26日発行 14-211 
委員会会議録第7回

267 第5類第18号地租条例ヲ北 明治39年2月19 衆議院事務局 印刷 30.4X22.0 l部 214~312仮と 98P6477 
海道ニ施行スル件ニ関スル 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-212
法律案委員会会議録第l 月20日発行
回

268 第5類第18号地租条例ヲ北 明治39年2月20 衆議院事務局 印刷 30.4X22.0 l部 6頁 214~ 98P6478 
海道ニ施行スル件ニ関スル 日明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ
法律案委員会会議録第2 月21日発行 14-213 
回

269 第5類第18号地租条例ヲ北 明治39年3月7日 衆議院事務局 二つ折り 30.7X21.9 l部 214~312仮と 98P6479 
海道ニ施行スル件ニ関スル 明治39年3月8日 印刷局印刷 印刷 じ 14-214
法律案委員会会議録第3 発行
回

270 第5類第18号地租条例ヲ北 明治39年3月24 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 214~312仮と 98P6480 
海道ニ施行スル件ニ関スル 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-215
法律案委員会会議録第4 月25日発行

回

271 第5類第19号監専売法中改 明治39年2月19 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 214~312仮と 98P6481 
正法律案委員会会議録第 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-216
l回 月20日発行

272 第5類第19号監専売法中改 明治39年2月21 衆議院事務局 印刷 30.6X22.1 l部 214~312仮と 98P6482 
正法律案委員会会議録第 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-217
2回 月22日発行

273 第5類第19号監専売法中改 明治39年2月23 衆議院事務局 印刷 30.6X22.0 l部 10頁 214~ 98P6483 
正法律案委員会会議録第 日明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ

3回 月24日発行 14-218 

274 第5類第19号監専売法中改 明治39年2月28 衆議院事務局 印刷 30.6X21.9 l部 214~312仮と 98P6484 
正法律案委員会会議録第 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-219
4回 月2日発行
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275 第5類第19号監専売法中改 明治39年3月2日 衆議院事務局 印刷 30.1 x22.1 l部 6頁 214~ 98P6485 
正法律案委員会会議録第 明治39年3月3日 印刷局印刷 312仮とじ

5回 発行 14-220 

276 第5類第19号監専売法中改 明治39年3月7日 衆議院事務局 二つ折り 30.7x22.0 l部 214~312仮と 98P6486 
正法律案委員会会議録第 明治39年3月8日 印刷局印刷 印刷 じ 14-221
6回 発行

277 第5類第20号渡良瀬川沿岸 明治39年2月19 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 214~312仮と 98P6487 
地方特別地価修正法律中改 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-222
正法律案委員会会議録第 月20日発行

l回

278 第5類第20号渡良瀬川沿岸 明治39年2月22 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.1 l部 6頁 214~ 98P6488 
地方特別地価修正法律中改 日 明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ

正法律案委員会会議録第 月23日発行 14-223 
2回

279 第5類第20号渡良瀬川沿岸 明治39年2月23 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.3 l部 214~312仮と 98P6489 
地方特別地価修正法律中改 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-224
正法律案委員会会議録第 月24日発行

3回

280 第5類第20号渡良瀬川沿岸 明治39年2月28 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 214~312仮と 98P6490 
地方特別地価修正法律中改 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-225
正法律案委員会会議録第 月l日発行

4回

281 第5類第21号未成年者飲酒 明治39年2月19 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 214~312仮と 98P6491 
禁止法案、明治29年法律第 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-226
13号中改正法律案及私設鉄 月20日発行

道法中改正法律案委員会
会議録第l回

282 第5類第21号未成年者飲酒 明治39年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5x20.0 l部 6頁 214~ 98P6492 
禁止法案、明治29年法律第 日明治39年2 印刷局印刷 312仮とじ

13号中改正法律案及私設鉄 月21日発行 14-227 
道法中改正法律案委員会
会議録第2回

283 第5類第21号未成年者飲酒 明治39年2月22 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.3 l部 214~312仮と 98P6493 
禁止法案、明治29年法律第 日 明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-228
13号中改正法律案及私設鉄 月23日発行

道法中改正法律案委員会
会議録第3回

284 第5類第22号災害地方田畑 明治39年2月19 衆議院事務局 印刷 30.4 x 21.9 1部 214~312仮と 98P6494 
地租免除ニ関スル法律案 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-229
委員会会議録第l回 月20日発行

285 第5類第22号災害地方田畑 明治39年2月21 衆議院事務局 二つ折り 30.6x 22.0 l部 214~312仮と 98P6495 
地租免除ニ関スル法律案 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-230
委員会会議録第2回 月22日発行

286 第5類23号市制中改正法律 明治39年2月22 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.1 l部 214~312仮と 98P6496 
案及町村制中改正法律案 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-231
委員会会議録第l回 月24日発行

287 第5類第24号国債証券ノ取 明治39年2月23 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.1 l部 214~312仮と 98P6497 
引所税廃止ニ関スル法律案 日明治39年2 印刷局印刷 じ 14-232
委員会会議録第l回 月24日発行

288 第5類第24号国債証券ノ取 明治39年2月26 衆議院事務局 二つ折り 30.6X22.1 l部 214~312仮と 98P6498 
引所税廃止ニ関スル法律案 日明治39年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-233
委員会会議録第2回 月28日発行

『

in
d
 



寄贈資料 2.梅野初平資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

289 第5類第25号裁判所構成法 明治39年2月28 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l音s 214~312仮と 98P6499 
中改正法律案委員会会議 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-234
録第l回 月l日発行

290 第5類第25号裁判所構成法 明治39年3月l日 衆議院事務局 印刷 30.6x21.6 l部 214~312仮と 98P6500 
中改正法律案委員会会議 明治39年3月2日 印刷局印刷 じ 14-235
録第2回 発行

291 第5類第26号産業組合法中 明治39年3月2日 衆議院事務局 印刷 30.6 x 22.0 l音s 214~312仮と 98P6501 
改正法律案委員会会議録 明治39年3月3日 印刷局印刷 じ 14-236
第l回 発行

292 第5類第26号産業組合法中 明治39年3月5日 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 214~312仮と 98P6502 
改正法律案委員会会議録 明治39年3月7日 印刷局印刷 じ 14-237
第2回 発行

293 第5類第27号屯田兵土地給 明治39年3月2日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 214~312仮と 98P6503 
与規則中改正法律案委員 明治39年3月3日 印刷局印刷 じ 14-238
会会議録第l回 発行

294 第5類第27号屯田兵土地給 明治39年3月5日 衆議院事務局 二つ折り 30.7 x 22.1 l部 214~312仮と 98P6504 
与規則中改正法律案委員 明治39年3月6日 印刷局印刷 印刷 じ 14-239
会会議録第2回 発行

295 第5類第27号屯田兵土地給 明治39年3月12 衆議院事務局 印刷 30目8x 22.2 l部 214~312仮と 98P6505 
与規則中改正法律案、屯田 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-240
兵士地給与規則廃止及明治 月13日発行
30年法律第42号廃止法律案
委員会会議録第3回

296 第5類第28号医師法案及医 明治39年3月2日 衆議院事務局 印刷 30.7x22.1 l部 214~312仮と 98P6506 
師法案委員会会議録第l 明治39年3月3日 印刷局印刷 じ 14-241
回 発行

297 第5類第28号医師法案及医 明治39年3月5日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.2 l音s 214~312仮と 98P6507 
師法案委員会会議録第2 明治39年3月6日 印刷局印刷 じ 14-242
回 発行

298 第5類第28号医師法案及医 明治39年3月7日 衆議院事務局 印刷 30.8 x 22.2 l部 6頁 214~ 98P6508 
師法案委員会会議録第3 明治39年3月8日 印刷局印刷 312仮とじ
回 発行 14-243 

299 第5類第28号医師法案及医 明治39年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 214~312仮と 98P6509 
師法案委員会会議録第4 明治39年3月10 印刷局印刷 じ 14-244
回 日発行

300 第5類第28号医師法案及医 明治39年3月14 衆議院事務局 印刷 30.7x22.1 l部 12頁 214~ 98P6510 
師法案委員会会議録第5 日 明治39年3 印刷局印刷 312仮とじ
回 月15日発行 14-245 

301 第5類第29号刑事訴訟法中 明治39年3月7日 衆議院事務局 印刷 30.8x22.1 l部 214~312仮と 98P6511 
改正法律案委員会会議録 明治39年3月8日 印刷局印刷 じ 14-246
第l回 発行

302 第5類第29号刑事訴訟法中 明治39年3月15 衆議院事務局 印刷 30.6X22.l l部 214~312仮と 98P6512 
改正法律案委員会会議録 日明治39年3 印刷局印刷 じ 14-247
第2回 月16日発行

303 第5類第30号議院法中改正 明治39年3月5日 衆議院事務局 印刷 30.5 x22.2 l部 214~312仮と 98P6513 
法律案委員会会議録第l 明治39年3月6日 印刷局印刷 じ 14-248
回 発行

304 第5類第30号議院法中改正 明治39年3月8日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.1 l部 214~312仮と 98P6514 
法律案委員会会議録第2 明治39年3月9日 印刷局印刷 じ 14-249
回 発行
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305 第5類第31号工業用酒精酒 明治39年3月7日 衆議院事務局 印刷 30.8 x 22.2 l部 214-312仮と 98P6515 
類其ノ他酒精含有飲料戻税 明治39年3月8日 印刷局印刷 じ 14-250
法案委員会会議録第l回 発行

306 第5類第31号工業用酒精酒 明治39年3月15 衆議院事務局 印刷 30.7x22.1 l部 8頁 214- 98P6516 
類其ノ他酒精含有飲料戻税 日明治39年3 印刷局印刷 312仮とじ

法案委員会会議録第2回 月19日発行 14-251 

307 第5類第31号工業用酒精酒 明治39年3月16 衆議院事務局 二つ折り 30.8 x 22.2 l部 214-312仮と 98P6517 
類其ノ他酒精含有飲料戻税 日 明治39年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-252
法案委員会会議録第3回 月19日発行

308 第5類第30号議院法中改正 明治39年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.1 l部 214-312仮と 98P6518 
法律案委員会会議録第3 明治39年3月10 印刷局印刷 じ 14-252-1
回 日発行

309 第5類第31号工業用酒精酒 明治39年3月17 衆議院事務局 二つ折り 30.9 x 22.2 l部 214-312仮と 98P6519 
類其ノ他酒精含有飲料戻税 日明治39年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-253
法案委員会会議録第4回 月19日発行

310 第5類第32号廃兵院法案 明治39年3月7日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 214-312仮と 98P6520 
委員会会議録第l回 明治39年3月8日 印刷局印刷 じ 14-254

発行

311 第5類第32号廃兵院法案 明治39年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.7x22.1 l部 6頁 214- 98P6521 
委員会会議録第2回 明治39年3月11 印刷局印刷 312仮とじ

日発行 14-255 

312 第5類第32号廃兵院法案 明治39年3月10 衆議院事務局 印刷 30.6x22.0 l部 8頁 214- 98P6522 
委員会会議録第3回 日明治39年3 印刷局印刷 312仮とじ

月11日発行 14-256 

313 税法審査委員会審査報告 明治39年12月ヵ 税法審査委員会 印刷書冊 26.3 x 18目9 l冊 12・19 98P6523 

314 明治39年度各特別会計歳入 明治39年 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.4X22.0 l冊 13-8 98P6524 
歳出予算

315 (特第l号)明治39年度特別 明治39年度 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.5x22.3 l冊 13-14 98P6525 
会計歳入歳出予算追加

316 第5類第5号韓国森林特別 明治40年2月15 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.3 l部 10頁 316- 98P6526 
会計法案委員会議録第4 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

回 月18日発行 綴りをホチキ
スとじ 14-2 

317 第5類第49号公共団体課税 明治40年3月21 衆議院事務局 二つ折り 30.5X 22.0 l部 6頁 316- 98P6527 
ノ制限ニ関スル法律案委 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

員会議録第2回 月25日発行 14-3 

318 第5類第38号鉱業法中改正 明治40年3月13 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 破損 316- 98P6528 
法律案委員会議録第l回 日明治40年3 印刷局印刷 413仮とじ

月15日発行 14-4 

319 第5類第38号鉱業法中改正 明治40年3月14 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 316-413仮と 98P6529 
法律案委員会議録第2回 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14・5

月15日発行

320 第5類第29号渡良瀬川沿岸 明治40年2月28 衆議院事務局 二つ折り 30.5X 22.0 l部 316-413仮と 98P6530 
地方特別地価修正法律中改 日 明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-6
正法律案委員会議録第2回 月l日発行

321 第5類第29号渡良瀬川沿岸 明治40年3月6日 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.0 l部 316-413仮と 98P6531 
地方特別地価修正法律中改 明治40年3月7日 印刷局印刷 印刷 じ 14-7
正法律案委員会議録第3回 発行
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322 第5類第29号渡良瀬川沿岸 明治40年3月9日 衆議院事務局 一つ折り 30.5 x 22.0 l部 316~413仮と 98P6532 
地方特別地価修正法律中改 明治40年3月11 印刷局印刷 印刷 じ 14-8
正法律案委員会議録第4回 日発行

323 第5類第13号輸入原料砂糖 明治40年2月15 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 14頁 316~ 98P6533 
戻税法中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

会議録第3回 月16日発行 14-9 

324 第5類第13号輸入原料砂糖 明治40年2月12 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 316~413仮と 98P6534 
戻税法中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-10
会議録第l回 月14日発行

325 第6類第23号衆議院規則中 明治40年3月23 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 316~413仮と 98P6535 
改正案委員会議録第l回 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-11

月25日発行

326 第5類第20号衆議院議員選 明治40年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6X 22.1 l部 316~413仮と 98P6536 
挙法中改正法律案委員会 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-12
議録第l回 月16日発行

327 第5類第34号移民保護法中 明治40年3月15 衆議院事務局 二つ折り 30.5X22.1 l部 316~413仮と 98P6537 
改正法律案委員会議録第 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-13
2回 月16日発行

328 第5類第34号移民保護法中 明治40年3月16 衆議院事務局 二つ折り 30.5X22.2 l部 8頁 316~ 98P6538 
改正法律案委員会議録第 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

3回 月18日発行 14-14 

329 第6類第11号鉱物調査ニ関 明治40年3月14 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 8頁 316~ 98P6539 
スル建議案委員会議録第 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ
2回 月15日発行 14・15

330 第6類第11号鉱物調査ニ関 明治40年3月13 衆議院事務局 印刷 30.5X22.0 l部 316~413仮と 98P6540 
スル建議案委員会議録第 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-16
l回 月14日発行

331 貴族院保税倉庫法中改正法 明治40年3月12 貴族院事務局 二つ折り 30.7 x 22.1 l部 6頁 316~ 98P6541 
律案特別委員会議事速記録 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ
第l号 月13日発行 14-17 

332 第5類第9号郵便法中改正 明治40年2月13 衆議院事務局 二つ折り 30.6X22.1 l部 6頁 316~ 98P6542 
法律案委員会議録第2回 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

月14日発行 14-18 

333 第6類第5号鉄道計画ノ速 明治40年2月15 衆議院事務局 二つ折り 30.5X22.1 l部 316~413仮と 98P6543 
成改善ニ関スル建議案委 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-19
員会議録第l回 月16日発行

334 第6類第5号鉄道計画ノ速 明治40年3月9日 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.1 l部 8頁 316~ 98P6544 
成改善ニ関スル建議案及鉄 明治40年3月11 印刷局印刷 印刷 413仮とじ
道敷設法中改正法律案委 日発行 14-20 
員会議録第4回

335 第6類第5号鉄道計画ノ速 明治40年3月12 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.2 l部 6頁 316~ 98P6545 
成改善ニ関スル建議案及鉄 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ
道敷設法中改正法律案委 月13日発行 1ι21 
員会議録第5回

336 第5類第35号明治39年度一 明治40年3月11 衆議院事務局 印刷 29.9x21.8 l部 316~413仮と 98P6546 
般会計所属ノ経費ヲ各帝国 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-22
大学特別会計二繰越ス場合 月12日発行
ニ珍ケル剰余金繰入ニ関ス
ル法律案委員会議録第l
回
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337 第5類第28号未成年者飲酒 明治40年3月1日 衆議院事務局 印刷 30.5X22.5 l部 316-413仮と 98P6547 
禁止法案委員会議録第3 明治40年3月2日 印刷局印刷 じ 14-23
回 発行

338 第5類第22号裁判所管轄区 明治40年2月16 衆議院事務局 印刷 31.3x23.1 l部 316-413仮と 98P6548 
域変更ニ関スル法律案委 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-24
員会議録第2回 月18日発行

339 第5類第34号移民保護法中 明治40年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.3x21.9 l部 316-413仮と 98P6549 
改正法律案委員会議録第 明治40年3月12 印刷局印刷 じ 14-25
l回 日発行

340 第5類第30号印紙税法中改 明治40年2月26 衆議院事務局 印刷 30.6X22.0 l部 316-413仮と 98P6550 
正法律案委員会議録第2 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-26
回 月27日発行

341 第5類第31号明治34年法律 明治40年2月26 衆議院事務局 印刷 30.5x22.l l部 316-413仮と 98P6551 
第39号中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-26-2
会議録第2回 月27日発行

342 第5類第37号日本水産銀行 明治40年3月13 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 10頁 316- 98P6552 
法案及漁業法中改正法律案 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

委員会議録第l回 月14日発行 綴りをホチキ
スとじ 14-27 

343 第6類第8号夏秋蚕講習所 明治40年2月27 衆議院事務局 二つ折り 30.2x22.1 l部 316-413仮と 98P6553 
設置ニ関スル建議案委員 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-28
会議録第2回 月28日発行

344 第5類第18号貨幣法中改正 明治40年2月15 衆議院事務局 印刷 30.0x22.l l部 316-413仮と 98P6554 
法律案委員会議録第l回 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-29

月16日発行

345 第5類第40号災害地方田畑 明治40年3月13 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.0 l部 6頁 316- 98P6555 
地租免除ニ関スル法律案 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

委員会議録第l回 月14日発行 14-30 

346 第5類第18号貨幣法中改正 明治40年2月18 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.2 l部 4頁 316- 98P6556 
法律案委員会議録第2回 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

月19日発行 14-31 

347 第5類第19号戸籍法中改正 明治40年2月15 衆議院事務局 印刷 30.6X22.3 l部 316-413仮と 98P6557 
法律案委員会議録第l回 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-32

月16日発行

348 第5類16号東京府北多摩郡 明治40年2月14 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 316-413仮と 98P6558 
埼玉県北足立郡境界変更法 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-33
律案委員会議録第2回 月16日発行

349 第6類第4号ローマ字普及 明治40年2月15 衆議院事務局 印刷 30.5X22.4 l部 316-413仮と 98P6559 
ニ関スル建議案委員会議 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-34
録 第l回 月16日発行

350 第5類第12号関税定率法輪 明治40年2月13 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.1 l部 6頁 316- 98P6560 
入税表中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

会議録第2回 月14日発行 14-35 

351 第6類第8号夏秋蚕講習所 明治40年3月l日 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 316-413仮と 98P6561 
設置ニ関スル建議案録第3明治40年3月2日 印刷局印刷 印刷 じ 14-36
回 発行

352 第5類第53号薬品営業鎧薬 明治40年3月23 衆議院事務局 二つ折り 30.6X22.1 l部 316-413仮と 98P6562 
品取扱規則中改正法律案 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-37
委員会議録第l回 月25日発行
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353 第6類第22号殖民庁設立ニ 明治40年3月23 衆議院事務局 一つ折り 30.5x22.1 l部 316~413仮と 98P6563 
関スル建議案委員会議録 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-38
第l回 月25日発行

354 第5類第10号関東都督府特 明治40年2月13 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 316~413仮と 98P6564 
別会計法案委員会議録第 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-39
2回 月14日発行

355 第5類第16号東京府北多摩 明治40年2月13 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6565 
郡埼玉県北足立郡境界変更 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-40
法律案委員会議録第l回 月14日発行

356 第5類17号保税倉庫法中改 明治40年2月13 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 316~413仮と 98P6566 
正法律案委員会議録第l 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-41
回 月14日発行

357 第6類2号万国衛生会議妓 明治40年2月14 衆議院事務局 二つ折り 30.5X 22.2 l部 316~413仮と 98P6567 
万国人口統計学会参列員派 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-42
遺ニ関スyレ建議案委員会 月15日発行

議録 第2回

358 第5類第13号輸入原料砂唐 明治40年2月14 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 10頁 316~ 98P6568 
戻税法中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

会議録第2回 月15日発行 綴りをホチキ
スとじ 14-43 

359 貴族院関税定率法輸入税表 明治40年3月23 貴族院事務局 二つ折り 30.4X22.0 l部 316~413仮と 98P6569 
中改正法律案特別委員会議 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-44
事速記録第l号 月25日発行

360 第5類34号移民保護法中改 明治40年3月19 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.0 1部 316~413仮と 98P6570 
正法律案委員会議録第5 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-45
回 月20日発行

361 第6類第14号渡良瀬川改修 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 316~413仮と 98P6571 
工事ニ関スル建議案委員 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-46
会議録第2回 月20日発行

362 第5類第51号租税其ノ他ノ 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 316~413仮と 98P6572 
収入徴収処分嘱託ニ関スル 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-47
法律案委員会議録第l回 月20日発行

363 第3類6号明治38年度予備 明治40年3月13 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 316~413仮と 98P6573 
金支出ノ件(承諾ヲ求ムル 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-48
件)外6件委員会議録第3回 月14日発行

364 第6類第14号渡良瀬川改修 明治40年3月13 衆議院事務局 印刷 30.5X22.0 l部 316~413仮と 98P6574 
工事ニ関スル建議案委員 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-49
会議録第l回 月14日発行

365 第6類、第15号製茶販路拡張 明治40年3月15 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.1 l部 6頁 316~ 98P6575 
補助ニ関スル建議案委員 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

会議録第2回 月16日発行 14-50 

366 貴族院薬品営業蛙薬品取扱 明治40年3月18 貴族院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 10頁 316~ 98P6576 
規則中改正法律案特別委 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

員会議事速記録第l号 月19日発行 綴りをホチキ
スとじ 14-51 

367 第5類第31号明治34年法律 明治40年2月25 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.2 l部 316~413仮と 98P6577 
第39号中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-52
会議録第l回 月26日発行
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368 第6類第8号夏秋蚕講習所 明治40年2月25 衆議院事務局 印刷 30.6x22.3 l部 316~413仮と 98P6578 
設置ニ関スル建議案委員 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-53
会議録第l回 月26日発行

369 第5類第29号渡良瀬川沿岸 明治40年2月25 衆議院事務局 印刷 30.5X22.2 l部 316~413仮と 98P6579 
地方特別地価修正法律中改 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14・54
正法律案委員会議録第l 月26日発行

回

370 第6類第6号地方裁判所支 明治40年2月25 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 316~413仮と 98P6580 
部全部復旧ニ関スル建議案 日 明治40年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-55
委員会議録第2回 月26日発行

371 第5類第12号関税定率法輸 明治40年2月26 衆議院事務局 印刷 30.6x22.1 l部 316~413仮と 98P6581 
入税表中改正法律案委員 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-56
会議録第3回 月27日発行

372 貴族院帝国大学特別会計法 明治40年2月26 貴族院事務局 二つ折り 30.6 x 22.1 l部 8頁 316~ 98P6582 
案外l件特別委員会議事速 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

記録第l号 月27日発行 14-57 

373 第3類第6号明治38年度予 明治40年2月27 衆議院事務局 印刷 30.3x22.1 l部 316~413仮と 98P6583 
備金支出ノ件(承諾ヲ求ム 日 明治40年2 印刷局印刷 じ 14-58
ル件)外6件委員会議録第l月28日発行

回

374 第5類第13号輸入原料砂糖 明治40年2月20 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 8頁 316~ 98P6584 
戻税法中改正法律案委員 日 明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

会議録第4回 月21日発行 14-59 

375 第5類第18号貨幣法中改正 明治40年2月20 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l音fi 316~413仮と 98P6585 
法律案委員会議録第3回 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-60

月21日発行

376 第5類、第24号瀬予防ニ関ス 明治40年2月20 衆議院事務局 二つ折り 30.2 x22.2 l部 316~413仮と 98P6586 
ル法律案委員会議録第2 日 明治40年2 印刷局印刷 印刷 じ 14-61
回 月21日発行

377 第6類第5号鉄道計画ノ速 明治40年2月20 衆議院事務局 二つ折り 30.5X22.1 l部 8頁 316~ 98P6587 
成改善ニ関スル建議案及鉄 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

道敷設法中改正法律案委 月21日発行 14-62 
員会議録第3回

378 第6類第6号地方裁判所支 明治40年2月19 衆議院事務局 印刷 30.4 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6588 
部全部復旧ニ関スJレ建議案 日 明治40年2 印刷局印刷 じ 14-63
委員会議録第l回 月20日発行

379 第5類第17号保税倉庫法中 明治40年2月19 衆議院事務局 二つ折り 30.5x 22.2 l部 6頁 316~ 98P6589 
改正法律案委員会議録第 日明治40年2 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

2回 月20日発行 14-64 

380 貴族院帝国大学特別会計法 明治40年3月l日 貴族院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 6頁 316~ 98P6590 
案外1件特別委員会議事速 明治40年3月2日 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

記録第2号 発行 14-65 

381 第6類第13号明治33年勅令 明治40年3月14 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.2 l部 316~413仮と 98P6591 
第132号廃止ニ関スル建議 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-66
案委員会議録第l回 月15日発行

382 第6類第20号米国「ゼーム 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 316~413仮と 98P6592 
スタウンJ博覧会出品国庫 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-67
補助ニ関スル建議案委員 月20日発行
会議録第1回
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383 第5類第46号裁判所管轄区 明治40年3月19 衆議院事務局 二つ折り 30.4x21.9 i部 316~413仮と 98P6593 
域変更ニ関スル法律案委 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-68
員会議録第l回 月20日発行

384 第5類第44号市場法案委 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 316~413仮と 98P6594 
員会議録第2回 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-69

月20日発行

385 第5類第45号裁判所管轄区 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.4X22.0 l部 316~413仮と 98P6595 
域変更ニ関スル法律案委 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-70
員会議録第l回 月20日発行

386 第5類第50号統監府及関東 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 316~413仮と 98P6596 
都督府等在勤官吏ノ恩給及 日明治40年3 印刷局印刷 じ 1牛71
遺族扶助料ニ関スJレ法律案 月20日発行
外2件委員会議録第l回

387 第6類第17号司法官ノ待遇 明治40年3月19 衆議院事務局 二つ折り 30.4x22.0 l部 316~413仮と 98P6597 
ニ関スル建議案委員会議 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-72
録第2回 月20日発行

388 第3類第6号明治38年度予 明治40年3月19 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 6頁 316~ 98P6598 
備金支出ノ件(承諾ヲ求ム 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

ル件)外6件委員会議録第6月21日発行 14-73 
回

389 第5類第49号公共団体課税 明治40年3月19 衆議院事務局 印刷 30.3x21.9 l部 316~413仮と 98P6599 
ノ制限ニ関スル法律案委 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-74
員会議録第l回 月20日発行

390 第6類15号製茶販路拡張補 明治40年3月13 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l部 316~413仮と 98P6600 
助ニ関スル建議案委員会 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-75
議録第l回 月15日発行

391 貴族院日本勧業銀行法中改 明治40年3月15 貴族院事務局 二つ折り 30.5X22.1 l部 6頁 316~ 98P6601 
正法律案外2件特別委員会 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

議事速記録第l号 月16日発行 14-76 

392 費族院輸入砂糖戻税法中改 明治40年3月15 貴族院事務局 二つ折り 30.4X22.0 l部 8頁 316~ 98P6602 
正法律案特別委員会議事 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

速記録第3号 月16日発行 14-77 

393 第3類第6号明治38年度予 明治40年3月14 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.2 l部 316~413仮と 98P6603 
備金支出ノ件(承諾ヲ求ム 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-78
ル件)外6件委員会議録第4 月15日発行

回

394 第5類第30号印紙税法中改 明治40年2月25 衆議院事務局 印刷 30.3 x 22.2 l部 316~413仮と 98P6604 
正法律案委員会議録第l 日明治40年2 印刷局印刷 じ 14-79
回 月26日発行

395 貴族院帝国大学特別会計法 明治40年3月4日 貴族院事務局 二つ折り 30.6 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6605 
案外l件特別委員会議事速 明治40年3月5日 印刷局印刷 印刷 じ 14-80
記録第3号 発行

396 貴族院鉄道敷設法中改正法 明治40年3月4日 貴族院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 316~413仮と 98P6606 
律案特別委員会議事速記 明治40年3月5日 印刷局印刷 印刷 じ 14-81
録第l号 発行

397 第5類第20号衆議院議員選 明治40年3月2日 衆議院事務局 二つ折り 30.6 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6607 
挙法中改正法律案外3件委 明治40年3月4日 印刷局印刷 印刷 じ 14-82
員会議録第3回 発行
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398 第6類第8号夏秋蚕講習所 明治40年3月2日 衆議院事務局 二つ折り 30.4X21.9 l部 316~413仮と 98P6608 
設置ニ関スル建議案委員 明治40年3月4日 印刷局印刷 印刷 じ 14-83
会議録第4回 発行

399 第6類20号米国「ゼームス 明治40年3月21 衆議院事務局 二つ折り 30.3 X22.0 l部 316~413仮と 98P6609 
タウンj博覧会出品国庫補 日 明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-84
助ニ関スル建議案委員会 月25日発行
議録第2回

400 第3類第6号明治38年度予 明治40年3月21 衆議院事務局 二つ折り 30.4X21.9 l部 8頁 316~ 98P6610 
備金支出ノ件(承諾ヲ求ム 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

ル件)外6件委員会議録第7 月25日発行 14-85 
回

401 第5類第51号租税其ノ他ノ 明治40年3月21 衆議院事務局 印刷 30.4X21.8 l部 316~413仮と 98P6611 
収入徴収処分嘱託ニ関スル 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-86
法律案委員会議録第2回 月23日発行

402 第5類第44号市場法案委 明治40年3月21 衆議院事務局 印刷 30.5x22.1 l部 316~413仮と 98P6612 

員会議録第3回 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-87
月23日発行

403 第5類第50号統監府及関東 明治40年3月21 衆議院事務局 印刷 30.4X22.1 l部 316~413仮と 98P6613 
都督府等在勤官吏ノ恩給及 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-88
遺族扶助料ニ関スル法律案 月23日発行

外2件委員会議録第2回

404 第5類第54号日本勧業銀行 明治40年3月23 衆議院事務局 二つ折り 30.2 x 22.0 l部 6頁 316~ 98P6614 

法中改正法律案、農工銀行 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

法改正法律案及北海道拓殖 月25日発行 14-89 
銀行法中改正法律案委員
会議録第l回

405 第3類第6号明治38年度予 明治40年3月23 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 6頁 316~ 98P6615 

備金支出ノ件(承諾ヲ求ム 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

ル件)外6件委員会議録第8 月25日発行 14-90 

回

406 両院協議会議事速記録第l 明治40年3月23 衆議院事務局 二つ折り 30.3 x 22.1 l部 8頁 316~ 98P6616 

号刑法改正案 日 明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

月24日発行 14-91 

407 第6類第24号ホテル開設ニ 明治40年3月25 衆議院事務局 印刷 30.4 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6617 

関スル建議案委員会議録 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-92
第l回 月26日発行

408 第5類第49号公共団体課税 明治40年3月23 衆議院事務局 印刷 30.3 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6618 

ノ制限ニ関スル法律案委 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-93
員会議録第3回 月26日発行

409 第5類第55号国庫出納上一 明治40年3月23 衆議院事務局 印刷 30.5X 22.2 l部 316~413仮と 98P6619 

銭未満ノ端数計算ニ関スル 日 明治40年3 印刷局印刷 じ 14-94
法律案委員会議録第l回 月26日発行

410 第5類47号明治34年法律第 明治40年3月18 衆議院事務局 印刷 30.3 x 22.1 l部 316~413仮と 98P6620 

27号中改正法律案委員会 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-95
議録第l回 月19日発行

411 第3類第6号明治38年度予 明治40年3月16 衆議院事務局 二つ折り 30.6 X22.1 l 音~ 14頁 316~ 98P6621 

備金支出ノ件(承諾ヲ求ム 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 413仮とじ

ル件)外6件委員会議録第5 月19日発行 綴りをホチキ

回 スとじ 14-96 
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412 第6類第17号司法官ノ待遇 明治40年3月18 衆議院事務局 印刷 30.5 x 22.0 l部 316-413仮と 98P6622 
ニ関スル建議案委員会議 日明治40年3 印刷局印刷 じ 14-97
録第l回 月19日発行

413 第5類第34号移民保護法中 明治40年3月18 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.0 l部 316-413仮と 98P6623 
改正法律案委員会議録第 日明治40年3 印刷局印刷 印刷 じ 14-98
4回 月19日発行

414 第3類第6号明治38年度予 明治40年3月6日 衆議院事務局 二つ折り 30.3x43.7 l部 破損 14-1 98P6624 
備金支出ノ件委員会議録 明治40年3月7日 印刷局印刷 印刷

外6件第2回 発行

415 第5類第56号森林法改正絵 明治40年3月27 衆議院事務局 二つ折り 30.5 x 22.1 1部 14-379 98P6625 
法律案委員会議録第3回 日明治40年3 印刷局印刷 印刷

月30日発行

416 清国事情第l輯 明治40年9月5日 外務省通商局編 印刷書冊 25.9XI8.1 l冊 12-18 98P6626 
発行 集

417 耕地整理事例第l輯 明治40年 農商務省農務局 印刷書冊 26.5X 18.9 l冊 13-19 98P6627 

418 官報第7365号 明治41年l月17 印刷局 二つ折り 31.4x22.3 l部 14頁 14-269 98P6628 
日 印刷

419 官報号外貴族院議事速記 明治41年l月24 印刷局 二つ折り 30.8x21.8 l部 14-267 98P6629 
録第2号 日 印刷

420 陳情書 明治41年l月 東洋汽船株式会 印刷書冊 22.0x 14.9 l冊 12-13 98P6630 
社社長浅野総ー

郎・南北石油会
社専務取締役寺
回洪ー

421 官報号外衆議院議事速記 明治41年2月5日 印刷局 印刷 30.3X22.2 l部 12頁 14-155 98P6631 
録第6号

422 第l類第2号予算委員第l分 明治41年2月5日 衆議院事務局 印刷 30.6x22.0 l部 10頁 14-139 98P6632 
科会議録第3回 明治41年2月7日 印刷局印刷

発行

423 第l類、第5号予算委員第4分 明治41年2月6日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.3 i部 6頁 14-150 98P6633 
科会議録第4回 明治41年2月8日 印刷局印刷

発行

424 第l類第4号予算委員第3分 明治41年2月7日 衆議院事務局 印刷 30.6x 22.1 l音B 12頁 14-117 98P6634 
科会議録第4回 明治41年2月8日 印刷局印刷

発行

425 貴族院東京都制案外2件特 明治41年2月7日 貴族院事務局 二つ折り 30.4x22.2 l部 4頁 14・381 98P6635 
別委員会議事速記録第2号 明治41年2月8日 印刷局印刷 印刷

発行

426 第5類第17号未成年者飲酒 明治41年2月7日 衆議院事務局 印刷 30.4X22.1 l部 14-382 98P6636 
禁止法案委員会議録第l 明治41年2月8日 印刷局印刷

回 発行

427 第6類第3号尾張国熱田神 明治41年2月7日 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l音11 14-383 98P6637 
宮神宝特別護衛ニ関スル建 明治41年2月8日 印刷局印刷
議案委員会議録第l回 発行

428 第l類第6号予算委員第5分 明治41年2月7日 衆議院事務局 印刷 30.6X22.1 l音B 8頁 14-116 98P6638 
科会議録第6回 明治41年2月10 印刷局印刷

日発行

一
-46-



寄贈資料 2.梅野初平資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

429 第2類第8号請願委員第7分 明治41年2月12 衆議院事務局 一つ折り 30.4x22.1 l部 8頁 14-108 98P6639 
科会議録第l回 日明治41年2 印刷局印刷 印刷

月14日発行

430 第l類第l号予算委員会議 明治41年2月13 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l部 6頁 14-140 98P6640 
録第8回 日明治41年2 印刷局印刷

月14日発行

431 貴族院酒造税法中改正法律 明治41年2月14 貴族院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 8頁 14-141 98P6641 
案外5件特別委員会議事速 日明治41年2 印刷局印刷
記録第l号 月15日発行

432 第5類第2号衆議院議員選 明治41年2月14 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 14-142 98P6642 
挙法中改正法律案外4f牛委 日明治41年2 印刷局印刷

員会議録第3回 月15日発行

433 第5類第8号監専売法中改 明治41年2月14 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 8頁 14-143 98P6643 
正法律案委員会議録第4 日明治41年2 印刷局印刷

回 月15日発行

434 第3類第l号決算委員会議 明治41年2月14 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l部 6頁 14-145 98P6644 
録第4回 日明治41年2 印刷局印刷

月15日発行

435 官報号外衆議院議事速記 明治41年2月16 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.6 l部 10頁 14-266 98P6645 
録第9号 日 印刷

436 第5類第l号地租条例中改 明治41年2月19 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.0 l部 4頁 14-277 98P6646 
正法律案外29件委員会議 日明治41年2 印刷局印刷 印刷
録第6回 月20日発行

437 貴族院予算委員第5分科会 明治41年2月25 貴族院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 12頁 14-132 98P6647 
議事速記録第2号 日明治41年2 印刷局印刷

月26日発行

438 官報号外貴族院議事速記 明治41年2月16 印刷局 二つ折り 30.7x22.9 l部 6頁 14-268 98P6648 
録第6号 日 印刷

439 第5類第l号地租条例中改 明治41年2月26 衆議院事務局 二つ折り 30.6x22.0 l部 14-273 98P6649 
正法律案外29件委員会議 日明治41年2 印刷局印刷 印刷

録第9回 月27日発行

440 第5類第27号関税定率法輸 明治41年2月26 衆議院事務局 印刷 30.5x21.9 l部 4頁 14-257 98P6650 
入税表中改正法律案委員 日明治41年2 印刷局印刷

会議録第3回 月27日発行

441 第5類第29号感化法中改正 明治41年2月26 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.0 l部 4頁 14-274 98P6651 
法律案委員会議録第2回 日明治41年2 印刷局印刷 印刷

月27日発行

442 第5類第33号日本水産銀行 明治41年2月26 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.0 l部 14-275 98P6652 
法案委員会議案委員会議 日明治41年2 印刷局印刷 印刷

録第3回 月27日発行

443 第6類第5号保険官営ニ関 明治41年2月28 衆議院事務局 印刷 30.3x21.9 l部 10頁 14-148 98P6653 
スJレ建議案委員会議録第 日明治41年2 印刷局印刷

2回 月29日発行

444 貴族院予算委員第5分科会 明治41年2月29 貴族院事務局 二つ折り 30.3x22.0 l部 14・146 98P6654 
議事速記録第6号 日明治41年3 印刷局印刷 印刷

月l日発行

445 第5類第31号裁判所管轄区 明治41年2月28 衆議院事務局 印刷 30.4X 22.0 l部 14-123 98P6655 
域変更ニ関スル法律案委 日明治41年3 印刷局印刷
員会議録第3回 月2日発行

『
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446 第5類第21号衆議院議員選 明治41年2月29 衆議院事務局 印刷 30.4X22.0 l部 14-124 98P6656 
挙法中改正法律案委員会 日明治41年3 印刷局印刷
議録第3回 月2日発行

447 第5類第35号神社財産ニ関 明治41年2月29 衆議院事務局 印刷 30.4X22.0 l部 14-385 98P6657 
スル法律案委員会議録第 日明治41年3 印刷局印刷

l回 月2日発行

448 第5類第36号市制中改正法 明治41年2月29 衆議院事務局 印刷 30.5x21.9 l部 14-386 98P6658 
律案外l件委員会議録第2 日明治41年3 印刷局印刷

回 月2日発行

449 第5類第34号監獄法案外5 明治41年2月29 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22. l部 14-387 98P6659 
件委員会議録第2回 日明治41年3 印刷局印刷 印刷

月2日発行

450 第6類第7号敦賀港竣諜ニ 明治41年2月29 衆議院事務局 二つ折り 30.4X22.l l部 4頁 14-3回 98P6660 
関スル建議案委員会議録 日明治41年3 印刷局印刷 印刷

第2回 月2日発行

451 官報第7402号 明治41年3月3日 印刷局 二つ折り 30.3x22.5 l部 14頁 14-395 98P6661 
印刷

452 第6類第4号撫順炭坑開発 明治41年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.5x22.l l部 14-258 98P6662 
ノ建議案委員会議録第4 明治41年3月10 印刷局印刷

回 日発行

453 第6類第3号尾張国熱田神 明治41年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.5X22.l l部 14-262 98P6663 
宮神宝特別護衛ニ関スJレ建 明治41年3月10 印刷局印刷

議案委員会議録(速記)第3 日発行
回

454 第5類第l号地租条例中改 明治41年3月9日 衆議院事務局 印刷 30.4x22. l部 4頁 14-260 98P6664 
正法律案外29件委員会議 明治41年3月10 印刷局印刷

録(速記)第12回 日発行

455 貴族院北海道国有未開地処 明治41年3月9日 貴族院事務局 二つ折り 30.4x22.1 l部 4頁 14-266 98P6665 
分法改正法律案特別委員 明治41年3月10 印刷局印刷 印刷
会議事速記録第2号 日発行

456 第2類第l号請願委員会議 明治41年3月9日 衆議院事務局 二つ折り 30.5x22.1 l部 4頁 14-278 98P6666 
録(速記)第3回 明治41年3月12 印刷局印刷 印刷

日発行

457 第2類第7号請願委員第6分 明治41年3月10 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 1部 6頁 14-151 98P6667 
科会議録(速記)第5回 日明治41年3 印刷局印刷

月12日発行

458 貴族院北海道固有未開地処 明治41年3月12 貴族院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 10頁 14-114 98P6668 
分法改正法律案特別委員 日明治41年3 印刷局印刷
会議事速記録第4号 月13日発行

459 貴族院陸軍刑法案外3件特 明治41年3月12 貴族院事務局 印刷 30.5x22.0 l部 8頁 14-115 98P6669 
別委員会議事速記録第II 日明治41年3 印刷局印刷
号 月13日発行

460 第6類第18号鉱煙毒予防ニ 明治41年3月17 衆議院事務局 印刷 30.6x22.2 l部 6頁 14-154 98P6670 
関スル建議案委員会議録 日明治41年3 印刷局印刷
(筆記・速記)第l回 月18日発行

461 貴族院沖縄県及東京府小笠 明治41年3月17 貴族院事務局 印刷 30.5X22.2 l部 10頁 14-152 98P6671 
原島伊豆七島ニ砂ケル酒造 日明治41年3 印刷局印刷

税ニ関スル法律案外4件特 月19日
別委員会議事速記録第3号

-48-
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462 貴族院関税定率法輸入税表 明治41年3月18 貴族院事務局 印刷 30.6x22.2 l部 6頁 14-153 98P6672 
中改正法律案特別委員会 日明治41年3 印刷局印刷

議事速記録第l号 月19日発行

463 第2類第6号請願委員第5分 明治41年3月19 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 8頁 14-131 98P6673 
科会議録(速記)第2回 日明治41年3 印刷局印刷

月23日発行

464 第5類第49号民事訴訟法中 明治41年3月20 衆議院事務局 印刷 30.4x22.1 l部 14-130 98P6674 
改正法律案外l件委員会議 日明治41年3 印刷局印刷

録(筆記)第2回 月23日発行

465 第5類第54号陸軍刑法案外 明治41年3月21 衆議院事務局 印刷 30.5x22.l l部 12頁 14-129 98P6675 
3件委員(委員中特別調査 日明治41年3 印刷局印刷

委員)会議録(速記)第4回 月23日発行

466 第5類第54号陸軍刑法案外 明治41年3月22 衆議院事務局 印刷 30.3x22.0 l部 14-120 98P6676 
4件委員(委員中特別調査 日明治41年3 印刷局印刷

委員)会議録(速記)第5回 月23日発行

467 第5類第59号北海道固有未 明治41年3月22 衆議院事務局 印刷 30.5X22.1 l部 14頁 14-127 98P6677 
開地処分法改正法律案委 日明治41年3 印刷局印刷

員会議録(速記)第2回 月23日発行

468 第6類第12号大船渡鉄道鉄 明治41年3月22 衆議院事務局 二つ折り 30.3x22.1 l部 14-279 98P6678 
業ノ利益補給ニ関スル建議 日明治41年3 印刷局印刷 印刷

案委員会議録(速記)第3回 月23日発行

469 第6類第24号勧業銀行及農 明治41年3月18 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 14-138 98P6679 
工銀行ノ資金融通ニ関スル 日明治41年3 印刷局印刷

建議案委員会議録(筆記) 月25日発行

第2回

470 第5類第50号帝国ノ領土内 明治41年3月24 衆議院事務局 印刷 30.2x22.0 l部 14-139 98P6680 
ニ宣告ケル裁判ノ効力ニ関ス 日明治41年3 印刷局印刷

ル法律案委員会議録(筆記) 月25日発行

第2回

471 第5類第58号東洋拓殖株式 明治41年3月24 衆議院事務局 印刷 30.2x22.1 1部 14-134 98P6681 
会社法案委員会議録(速記) 日明治41年3 印刷局印刷

第3回 月25日発行

472 第6類第20号来遊外客待遇 明治41年3月24 衆議院事務局 印刷 30.2x22.0 l部 14-135 98P6682 
ノ設備ニ関スJレ建議案委員 日明治41年3 印刷局印刷

会議録(速記)第3回 月25日発行

473 第5類第57号市区改正土地 明治41年3月24 衆議院事務局 印刷 30.3x22.0 l部 14-136 98P6683 
建物処分法案委員会議録 日明治41年3 印刷局印刷

(筆記)第l回 月25日発行

474 第5類第43号普通選挙ニ関 明治41年3月24 衆議院事務局 印刷 30.4x22.0 l部 14-137 98P6684 
スル法律案委員会議録(筆 日明治41年3 印刷局印刷

記)第3回 月25日発行

475 官報号外貴族院議事速記 明治41年3月26 印刷局 二つ折り 30.5x22.1 l部 12頁 14-380 98P6685 
録 第18号 日 印刷

476 明治41年度歳入歳出総予算 明治41年ヵ 衆議院事務局カ 印刷書冊 30.0x22.0 l冊 汚損表紙は 98P6686 
ずれ 13-10 

477 総予算参照明治41年度歳 明治41年 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.5X22.2 l冊 13-11 98P6687 
入予算明細書・明治41年度
各省予定経費要求書・明治
41年度歳入歳出款項金額前
年度比較表

Q
U
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番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

478 衆議院公報索引自第1号 明治時代 衆議院事務局ヵ 二つ折り 29.9X21.0 l部 8頁 14-276 98P6688 
至第25号 印刷

479 法例集 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 21.5X 14.5 l冊 表・裏とも表 98P6689 
紙無し製本
はずれ 12-9 

480 日本帝国文部省第30年報 明治時代 文部省 印刷書冊 25.9X 18.5 l冊 12-20 98P6690 

481 各省予算外国庫ノ負担トナ 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.3x22.2 l冊 13-1 98P6691 
ルヘキ契約ヲ為スヲ要スル
モノ参照各省予算外国庫
ノ負担トナルへキ契約ヲ為
スノ要求書

482 租税関係綴 明治30年代ヵ 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.2x 19.3 l綴 13-2 98P6692 

483 砂糖消費税増徴ノ非ヲ諭シ 明治時代 衆議院議員鈴木 印刷書冊 25.5x 18.4 l冊 13-3 98P6693 
テ糖業政策ノ卑見ヲ述フ 藤三郎

484 (追第3号)予算外国庫ノ負 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.4x22.0 l冊 13-5 98P6694 
担トナルへキ契約ヲ為スヲ
要スルモノ参照大蔵省予
算外国庫ノ負担トナルへキ
契約ヲ為スノ要求書

485 間接国税犯則者処分法中改 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 27.2XI9.4 l冊 13-6 98P6695 
正法律案

486 輸入原料砂糖戻税法廃止法 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 27.2x 19.4 l冊 13-7 98P6696 
律案

487 地租徴収ニ関スル法律案 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 27.3X 19.6 l冊 13-16 98P6697 

488 沖縄県酒類出港税則中改正 明治時代 衆議院事務局カ 印刷書綴 27.3x 19.5 l綴 13-21 98P6698 
法律案

489 [法律案綴] 明治時代ヵ 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.5X 19.5 l綴 13・22 98P6699 

490 貯蓄勧業債券法案 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.3x 19.5 l綴 13-27 98P6700 

491 間接国税犯則者処分法中改 明治時代 衆議院事務局カ 印刷書綴 27.2x 19.5 l綴 13・30 98P6701 
正法律案

492 軍人恩給法中改正法律案 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.2x 19.5 l綴 13-31 98P6702 

493 間接国税犯則者処分法中改 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.2x 19.5 l綴 13-32 98P6703 
正法律案

494 間接税定率法輸入税表中改 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.3X 19.6 1綴 13-33 98P6704 
正法律案

495 非常特別税法 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷書綴 27.3X 19.4 l綴 表紙紛失雑 98P6705 
記あり 13-35 

496 明治36年度歳入歳出決算 明治37年ヵ 衆議院事務局ヵ 印刷書冊 30.5x22.2 l冊 数頁欠 13・3698P6706 

497 明治33年度特別会計決算 明治34年カ 衆議院事務局カ 印刷書冊 30.6 x 22.3 l冊 数頁欠 13-37 98P6707 

498 貯蓄勧業債券法案理由書 明治時代 衆議院事務局ヵ 印刷 27.4X 19.6 l枚 14-132 98P6708 
左ノ通訂正ス

499 川越中学の練胆操術につい 明治時代 不詳 印刷 15.1 x22.3 l部 3~6頁のみ 98P6709 
ての新聞記事 毎日、電報、

東京朝日、高
朝報、中央な
ど 14-434
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2 長崎県関係

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

500 長崎県治一斑 明治29年10月31長崎県編 印刷書冊 12.4x8.7 l冊 9-7 98P6710 
日発行

501 明治31年長崎県学事年報 明治33年2月25 長崎県 印刷書冊 26.6x 19.8 l冊 9-14 98P6711 
日発行

502 農事試験成蹟報告第3号 明治34年3月31 長崎県農事試験 印刷書冊 21.7X 15.4 l冊 9-2 98P6712 
日発行 場編

503 長崎県水産試験場事業報告 明治34年4月8日 長崎県水産試験 印刷書冊 25.2x 17.7 l冊 9-11 98P6713 
発行 場編

504 長崎県紀要 明治40年10月21第2回関西九州 印刷書冊 22.3x 16.0 l冊 9-4 98P6714 
日発行 府県連合水産共

進会長崎県協賛
会編

505 第22議員第23官公吏 明治41年12月31長崎県 印刷書綴 26.1 x 19.3 l部 一部のみ 98P6715 
日 9-18 

506 長崎県通常県会決議録 明治42年 長崎県議会編 印刷書綴 23.2x 15.8 l部 9・3 98P6716 

507 43年通常県会会議録 明治43年 長崎県会理務局 印刷書冊 21.5X 15.0 l冊 9-1 98P6717 
編

508 長崎県産業組合時報第13 明治45年5月5日 中村格編 印刷書冊 22.5x 15.7 l冊 9-13 98P6718 
号 発行

509 長崎県会事績上巻 大正元年8月31 長崎県庁編 印刷書冊 22.5X 15.0 l冊 9・5 98P6719 
日発行

510 長崎県会事績下巻 大正元年8月31 長崎県庁編 印刷書冊 22.4X 15.0 l冊 9-6 98P6720 
日発行

511 長崎県産業施設調査 大正3年8月10日 長崎県庁編 印刷書冊 26.0X 19.2 l冊 9-9 98P6721 
発行

512 長崎県産業施設調査附録 大正3年8月10日 長崎県庁篇 印刷書冊 26.0x 19.9 l冊 9-10 98P6722 
篇 発行

513 長崎県職員録 昭和4年9月5日 長崎県編 印刷書冊 9.2x 13.1 l冊 9-8 98P6723 
発行

514 短期水産講習会漁労科講 不詳 水産技手兼巡回 印刷書冊 23.5x 15.9 li冊 9-12 98P6724 
義録 教師市木収介

述

515 対馬適種漁業 不詳 長崎県水産試験 印刷書綴 25.1XI7.5 l部 9・15 98P6725 
場

516 米麦収穫高累年比較図、人 不詳 不詳 印刷書綴 26.4X 19.3 l部 9-17 98P6726 
口累年比較図他

3 講義ノート

番号 名 称、 時 f-'e 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

517 動物山下 l巻 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.0X 16.6 l冊 印「伊東Jあり 98P6727 
ノート 6-6 

518 E内科講義小野寺 不詳 伊東辰次 ベン書 20.0x 16.0 l冊 6-7 98P6728 
ノート

E
且F

D
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

519 植物山下3巻 不詳 伊東辰次ヵ ベン書 21.0x 16.6 l冊 印「伊東Jあり 98P6729 
ノート 6-8 

520 内科小野寺 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.0x 16.6 l冊 6-9 98P6730 
ノート

521 内科各講義11武谷教授 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.0X 16.6 l冊 6-10 98P6731 
ノート

522 内科武谷 不詳 伊東辰次 ベン書 21.0X 16.6 l冊 6-11 98P6732 
ノート

523 動物山下3巻 不詳 伊東辰次ヵ ベン書 21.0X16.2 l冊 印『伊東Jあり 98P6733 
ノート 6・12

524 タイトルなし 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.6X 16.2 l冊 6-13 98P6734 
ノート

525 数学部竹内 l巻 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.0X16.6 l冊 6-14 98P6735I 
ノート

526 産婦講義 不詳 伊東 ペン書 21.0X 16.6 l冊 産婦講義と書 98P6736 
ノート き墨消し6・15

527 病理各論 不詳 伊東辰次ヵ ベン書 21.0X 16.6 l冊 6-1 98P6737 
ノート

528 動物山下2巻 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.0X 16.6 l冊 印「伊東Jあり 98P6738 
ノート 6-2 

529 内科各論11小野寺 不詳 伊東辰次 ベン書 21.2X 16.9 l冊 袋 2 98P6739 
ノート

530 法医学高山 不詳 伊東辰次ヵ ぺン書 21.0X 16.6 l冊 6-3 98P6740 
ノート

531 植物山下4巻 不詳 伊東辰次ヵ ベン書 21.0X 16.6 1冊 6-4 98P6741 
ノート

532 処方石坂 不詳 伊東辰次ヵ ペン書 21.0X16.6 l冊 6胸5 98P6742 
ノート

4 書籍

①医学関係雑誌

番号 名 称、 時 イt 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

533 福岡医科大学雑誌第l集 1916-1917 九州帝国大学医 印刷書冊 24.4X 15.6 l冊 第11巻と第12 98P6743 
学部雑誌部発行 巻 8・19

534 福岡医科大学雑誌第13巻 大正9年10月20 九州帝国大学医 印刷書冊 24.4X 16.4 l冊 裏表紙にぺン 98P6744 
第4号 日 学部雑誌部発行 書『封馬国Jと

あり 8-1 

535 福岡医科大学雑誌第13巻 大正9年7月30日 九州清国大学医 印刷書冊 24.4X 16.4 l冊 カラ一ページ 98P6745 
第3号 学部雑誌部発行 あり 8-2 

536 福岡医科大学雑誌第15巻 大正11年7月20 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-5 98P6746 
第4号 日 学部雑誌部発行

537 福岡医科大学雑誌第15巻 大正11年8月31 九州帝国大学医 印刷書冊 26.1 X 18.9 l冊 8-20 98P6747 
第5号 日 学部雑誌部発行

円
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番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

538 福岡医科大学雑誌第20巻 大正13年3月15 九州帝国大学医 印刷書冊 26.1XI8.9 l冊 8-26 98P6748 
第12号 日 学部雑誌部発行

539 福岡医科大学雑誌第18巻 大正14年l月20 九州帝国大学医 印刷書冊 26.1XI8.9 l冊 8-21 98P6749 
第l号 日 学部雑誌部発行

540 福岡医科大学雑誌第18巻 大正14年2月20 九州帝国大学医 印刷書冊 26.2 x 18.7 i冊 8-22 98P6750 
第2号 日 学部雑誌部発行

541 福岡医科大学雑誌第18巻 大正14年3月20 九州帝国大学医 印刷書冊 26.1xI8.8 l冊 袋-1 98P6751 
第3号 日 学部雑誌部

542 福岡医科大学雑誌第18巻 大正14年4月28 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-3 98P6752 
第4号 日 学部雑誌部発行

543 福岡医科大学雑誌第20巻 昭和2年5月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26目 1x 18.8 l冊 8-23 98P6753 
第5号 学部雑誌部発行

544 福岡医科大学雑誌第20巻 昭和2年6月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 25.9XI8.8 l冊 8-24 98P6754 
第6号 学部雑誌、部発行

545 福岡医科大学雑誌第20巻 昭和2年11月15 九州滑国大学医 印刷書冊 26.1 x 18目8 l冊 8-25 98P6755 
第11号 日 学部雑誌、部発行

546 福岡医科大学雑誌第21巻 昭和3年2月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0XI8.9 l冊 8-27 98P6756 
第2号 学部雑誌部発行

547 福岡医科大学雑誌第21巻 昭和3年4月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0x 18.7 l冊 8-28 98P6757 
第4号 学部雑誌、部発行

548 福岡医科大学雑誌第21巻 昭和3年9月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0x 18.9 l冊 8-29 98P6758 
第9号 学部雑誌部発行

549 福岡医科大学雑誌第21巻 昭和3年10月15 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X18目8 l冊 8-30 98P6759 
第10号 日 学部雑誌、部発行

550 福岡医科大学雑誌第21巻 昭和3年11月15 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-8 98P6760 
第11号 日 学部雑誌部発行

551 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年4月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.4X 18目9 l冊 8-31 98P6761 
第4号 学部雑誌部発行

552 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年6月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0x 18.8 l冊 8-32 98P6762 
第6号 学部雑誌部発行

553 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年7月15日 九州清国大学医 印刷番怖 26.0 x 19.0 100 8-6 98P6763 
第7号 学部雑誌部発行

554 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年8月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.1 x 18.8 i冊 8-33 98P6764 
第8号 学部雑誌部発行

555 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年9月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0 x 19.0 l冊 8-7 98P6765 
第9号 学部雑誌部発行

556 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年10月15 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8・34 98P6766 
第10号 日 学部雑誌部発行

557 福岡医科大学雑誌第23巻 昭和5年11月15 九州帝国大学医 印刷書冊 26.1XI9.1 l冊 8-35 98P6767 
第11号 日 学部雑誌部発行

558 福岡医科大学雑誌第24巻 昭和6年2月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 カラー広告多 98P6768 
第2号 学部雑誌部発行 数 8-4

559 福岡医科大学雑誌第24巻 昭和6年7月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-9 98P6769 
第7号 学部雑誌、部発行

つdFD 
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番号 名 称 時 代 {乍 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

560 福岡医科大学雑誌第24巻 昭和6年8月15日 九州帝国大学医 印刷書冊 26.4X 18.8 l冊 8-36 98P6770 
第8号 学部雑誌部発行

561 福岡医科大学雑誌第24巻 昭和6年9月15日 九州情国大学医 印刷書冊 26.3x 19.0 l冊 8-37 98P6771 
第9号 学部雑誌部発行

562 福岡医科大学雑誌第25巻 昭和7年10月15 九州帝国大学医 印刷書冊 26.4x 18.9 l冊 8-38 98P6772 
第10号 日 学部雑誌部発行

563 九大医報第l巻第5号 昭和2年10月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-10 98P6773 
学部学友会出版
部発行

564 九大医報第l巻第6号 昭和2年12月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0x 19.0 l冊 8-16 98P6774 
学部学友会出版
部発行

565 九大医報第2巻第l号 昭和3年2月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-15 98P6775 
学部学友会出版
部発行

566 九大医報第2巻第2号 昭和3年4月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-17 98P6776 
学部学友会出版
部発行

567 九大医報第2巻第5号 昭和3年10月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0x 19.0 l冊 8-12 98P6777 
学部学友会出版
部発行

568 九大医報第3巻第2号 昭和4年4月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-11 98P6778 
学部学友会出版
部発行

569 九大医報第3巻第4号 昭和4年8月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 8-14 98P6779 
学部学友会出版
部発行

570 九大医報第4巻第3号 昭和5年6月 九州帝国大学医 印刷書冊 26.0x 19.0 l冊 8-13 98P6780 
学部学友会出版
部発行

571 日本外科学会雑誌第25同 大正13年11月l 日本外科学会発 印刷書冊 25.4X 18.0 l冊 8-18 98P6781 
第8号 日 行

572 医学輯覧第14号 大正15年6月l日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0x 16.5 l冊 7-20 98P6782 
編敬文社発行

573 医学輯覧第15号 大正15年7月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9x 16.4 l冊 7-19 98P6783 
編敬文社発行

574 医学輯覧第16号 大正15年9月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 7-11 98P6784 
編敬文社発行

575 医学輯覧第20号 昭和2年l月10日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9x 16.3 l冊 7-21 98P6785 
編 敬文字土発行

576 医学輯覧第22号 昭和2年4月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6786 
編敬文社発行 6・22

577 医学輯覧第27号 (昭和2年) 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 紙片「急告J、 98P6787 
編敬文社発行 綴りひもはさ

み込み 7-5 

578 医学輯覧第29号 昭和2年12月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9X 16.4 l冊 7-22 98P6788 
編敬文社発行

A
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 手Fd 備品番号

579 医学績覧第31号 昭和3年2月15日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 7-12 98P6789 
編敬文社発行

580 医学輯覧第33号 昭和3年4月15日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0XI6.5 l冊 6-26 98P6790 
編敬文社発行

581 医学輯覧第36号 昭和3年7月15日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9 x 16.9 l冊 98P6791 
編敬文社発行

582 医学輯覧第39号 昭和3年10月15 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 7-18 98P6792 
日 編敬文社発行

583 医学輯覧第41号 昭和3年12月15 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 7-10 
日 編敬文社発行

584 医学輯覧第43号 昭和4年2月15日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0x 16.3 l冊 6-27 98P6794 
編敬文社発行

585 医学輯覧第45号 昭和4年4月15日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6795 
編敬文社発行 6-19 

586 医学輯覧第46号 昭和4年5月15日 医学業績研究会 印刷畜綴 23.8 x 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6796 
編敬文社発行 6-18 

587 医学輯覧第47号 昭和4年6月15日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8XI6.3 l冊 綴りひもなし 98P6797 
編敬文社発行 6-17 

588 医学輯覧第48号 昭和4年7月15日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6798 
編敬文社発行 6-25 

589 医学輯覧第49号 昭和4年8月15日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9XI6.4 l冊 7-23 98P6799 
編敬文社発行

590 医学輯覧第50号 昭和4年9月15日 医学業績研究会 印刷醤綴 23.8X 16.3 l冊 7-17 98P6800 
編敬文社発行

591 医学輯覧第51号 昭和4年10月15 医学業績研究会 印刷書綴 23.8xI6.3 l冊 綴りひもなし 98P6801 
日 編敬文社発行 6-16 

592 医学暢覧第52号 昭和4年11月15 医学業績研究会 印刷書綴 23.8XI7.0 l冊 98P6802 
日 編敬文社発行

593 医学輯覧第53号 昭和4年12月15 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 7-3 98P6803 I 
日 編敬文社発行

594 医学輯覧第54号 昭和5年i月l日 医学業績研究会 印刷書繍 23.8x 16.3 l冊 7-9 98P6804 
編敬文社発行

595 医学輯覧第55号 昭和5年2月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9X 16.4 l冊 6-28 98P6805 
編敬文社発行

596 医学輯覧第56号 昭和5年3月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9x 16.4 l冊 7-24 98P6806 I 
編敬文社発行

597 医学輯覧第57号 (昭和5年) 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 表紙欠目次 98P6807 
編敬文社発行 -裏表紙に破

損あり 7-13 

598 医学輯覧第58号 昭和5年5月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 新刊案内はさ 98P6808 
編敬文社発行 み込み 7-8 

599 医学輯覧第59号 昭和5年6月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9X 16.3 l冊 98P6809 
編敬文社発行
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番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

600 医学輯覧第60号 昭和5年7月!日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.5 1冊 6-29 98P6810 
編敬文社発行

601 医学輯覧第61号 昭和5年8月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6811 
編敬文社発行 6-21 

602 医学輯覧第62号 昭和5年9月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9X 16.4 l冊 6-30 98P6812 
編敬文社発行

603 医学輯覧第63号 昭和5年10月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9x 16.5 l冊 6-31 98P6813 
編敬文社発行

604 医学輯覧第64号 昭和5年11月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6814 
編敬文社発行 6-24 

605 医学輯覧第65号 昭和5年12月l日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0X 16.2 l冊 6-32 98P6815 
編敬文社発行

606 医学輯覧第66号 昭和6年l月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.4 l冊 7-6 98P6816 
編敬文社発行

607 医学輯覧第67号 昭和6年2月l日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0x 16.5 l冊 6-33 98P6817 
編敬文社発行

608 医学輯覧第68号 昭和6年3月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6818 
編敬文社発行 6-23 

609 医学輯覧第69号 昭和6年4月!日 医学業績研究会 印刷畜綴 23.8x 16.3 l冊 綴りひもなし 98P6819 
編敬文社発行 6-20 

610 医学輯覧第70号 昭和6年5月l日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0x 16.4 l冊 7-25 98P6820 
編敬文社発行

611 医学輯覧第71号 昭和6年6月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.4 l冊 7-7 98P6821 
編敬文社発行

612 医学輯覧第72号 昭和6年7月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 7-1 98P6822 
編敬文社発行

613 医学輯覧第73号 昭和6年8月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.9X 16.4 l冊 6-34 98P6823 
編敬文社発行

614 医学輯覧第74号 昭和6年9月l日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0X 16.5 l冊 6-35 98P6824 
編敬文社発行

615 医学輯覧第78号 昭和7年l月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 7-2 98P6825 
編敬文社発行

616 医学輯覧第79号 (昭和7年) 医学業績研究会 印刷書綴 23.8X 16.3 l冊 7・15 98P6826 
編敬文社発行

617 医学輯覧第81号 昭和7年4月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 7-16 98P6827 
編敬文社発行

618 医学輯覧第85号 昭和7年8月l日 医学業績研究会 印刷書綴 23.8xI6.3 l冊 7-4 98P6828 
編敬文社発行

619 医学輯覧第87号 昭和7年10月l日 医学業績研究会 印刷書綴 24.0x 16.4 l冊 7-26 98P6829 
編敬文社発行

620 第2医学輯覧第l号 昭和時代 医学業績研究会 印刷書綴 23.8x 16.3 l冊 表紙破損 98P6830 
編敬文社発行 7-14 

ロUFlD 
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②その他の書籍

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

621 修身小学読本巻之l 明治15年12月再 池田観纂述山 木版書冊 20.9x 14.0 l冊 3-16 98P6831 
版 岸弥平出版湯

上市兵衛発売

622 改正諸罰則全書全 明治23年12月 松栄闇蔵 印刷書冊 18.7x 12.7 l冊 白ひもくくり 98P6832 
破損 3-30 

623 朝鮮論 明治29年7月17 東邦協会 印刷書冊 22.1xI5.1 l冊 3-27 98P6833 
日

624 改正府県制都制並関係法規 明治32年9月29 鷲見金三郎編集 印刷書冊 22.5x 15.0 l冊 12-6 98P6834 
日発行 東京博文館蔵版

625 経済時報第32号 明治34年10月11不詳 印刷書冊 26.6 x 19.3 l冊 破損 3-37 98P6835 
日

626 増訂4版無機化学講本 目 明治35年ヵ 不詳 印刷書綴 22.5x 15.1 l部 9-16 98P6836 
U、ι¥

627 北海道殖民図解 明治36年3月26 北海道庁殖民部 印刷書冊 15.0x22.1 l冊 裏表紙欠 98P6837 
日 拓殖課編北海 3-25 

道庁発行

628 国憲 明治36年4月5日 上宮協会編鴻 印刷書冊 15.0X22.1 l冊 3-8 98P6838 
再版 盟社発行

629 地租全廃論完 明治36年5月10 円城寺清著哲 印刷書冊 18.7x 12.7 l冊 3-29 98P6839 
日 学書院発行

630 近時宇内大勢一班第l編 明治36年カ 宕西書院発行 印刷書冊 15.0X22.1 l冊 表紙はずれ 98P6840 
3-3 

631 近時宇内大勢一班第2編 明治36年7月30 古津滋著宕西 印刷書冊 15.0x22.0 l間 3-5 98P6841 
日 書院発行

632 近時宇内大勢一班第3編 明治36年10月31古i宰滋著宕西 印刷書冊 15.0X22.0 l冊 裏表紙破損 98P6842 
日 書院発行 3-6 

633 山形秋田両県勢概要 明治36年11月17坂部藤太郎編 印刷書冊 15.2x22.2 l冊 3-22 98P6843 
日

634 増訂再版台嶋踏査記 明治37年l月11 石阪荘作台湾 印刷書冊 15.0x22.0 l冊 明治32年3月 98P6844 
日再版 日々新報社発行 28日初版

3-4 

635 大日本大漁業団北海の宝 明治39年3月10 松浦厚著帝国 印刷書冊 15.0 x22.0 l冊 3-2 98P6845 
庫 日 協会編

636 改正森林法規大全 明治41年l月20 集文館 印刷書冊 18.9x 12.8 l冊 3-28 98P6846 
日

637 伊藤博文公 明治42年11月10浅田彦一編博 印刷書冊 18.0 x 26.0 l冊 3-1 98P6847 
日 文館発行

638 中等習字教本巻2 明治43年12月5 香川熊蔵著文 印刷 24.0x8.2 l冊 明治43年12月 98P6848 
日再版 盛堂書府・明治 折本装 9日文部省検

書庖発行 定済 3-14 

639 小学校令他教育関係法規 明治時代 不詳 印刷書冊 21.0x 14.5 l冊 製本くずれ 98P6849 
集 表紙・裏表紙

欠 3-17

640 山鹿素行先生と乃木将軍 大正2年3月23日 帝国軍人後援会 印刷書綴 22.2 x 15.0 l冊 井上哲次郎の 98P6850 
発行 講話 3-11 
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

641 九州健児3月号 大正7年3月15日 船越八郎編九 印刷書冊 15.0x21.0 l冊 3-21 98P6851 
州健児社発行

642 信州長野参拝紀念善光寺霊 大正8年9月8日 大橋堂 印刷 9.0x 12.7 l冊 写真書帖出版 98P6852 
験記画帖 折本装 目録付 3-13 

643 平和紀念東京博覧会 大正11年カ 不詳 印刷書冊 19.0x26.3 l冊 3-20 98P6853 

644 関東大震災画報第l輯 大正12年9月15 大阪毎日新聞社 印刷書冊 21.4x30.3 l冊 3-35 98P6854 
日 編

645 関東大震災画報第2輯 大正12年10月l 大阪毎日新聞社 印刷書冊 21.0x30.1 l冊 破損 3-36 98P6855 
日 編

646 憲政公論 11月号 大正13年11月l 菊地茂編憲政 印刷書冊 15.0X22.0 l冊 3-24 98P6856 
日 公論社

647 憲政公論 l月号 大正14年l月l日 菊地茂編憲政 印刷書冊 15.0X22.0 l冊 3-9 98P6857 
公論社発行

648 民政8月号 昭和2年8月l日 菊地茂編民政 印刷書冊 14.8X22.1 l冊 3-23 98P6858 
社発行

649 世界不景気と我国民の覚悟 昭和5年8月6日 井上準之助著 印刷書冊 13.0x 18.4 l冊 3-10 98P6859 
経済知識社発行

650 八女津媛山探勝記 昭和7年10月l日 馬場豊二著八 印刷書冊 13.0X 19.0 l冊 表紙欠 3・19 98P6860 
再版 女顕彰会発行

651 民政党政策講演集第2輯 昭和6年8月19日 立憲民政党本部 印刷書冊 18.4X 12.2 l冊 12-4 98P6861 
発行

652 民政党政策講演集第3輯 昭和6年8月19日 立憲民政党本部 印刷書冊 18.4X 12.2 l冊 12・3 98P6862 
発行

653 民政党政策講演集第4輯 昭和6年8月19日 立憲民政党本部 印刷書冊 18.4x 12.2 l冊 12-2 98P6863 
発行

654 民政党政策講演集第5輯 昭和6年8月22日 立憲民政党本部 印刷書冊 18.4x 12.2 l冊 12-1 98P6864 
発行

655 李氏経済論 不詳 寓田鍋之助校関 印刷書冊 16.2X22.1 l冊 3-7 98P6865 
大島貞益訳錨
雲山房蔵版

656 精纂明治詩学新選巻之4 不詳 橋本小六編 印刷書冊 18.5X 12.0 l冊 3-15 98P6866 

657 朝鮮風俗写真帖第2編 不詳 不詳 印刷書冊 12.9x 19.5 l冊 3-18 98P6867 

658 職業別電話番号簿 昭和前期ヵ 電話通信社発行 印刷書冊 19.5x27.3 l冊 3-31 98P6868 

659 市街宅地租参考調査書 不詳 若松活版所印行 印刷書冊 22.5XI5.0 l冊 12-5 98P6869 
(京橋区南鍛治
町30番地霞話本
番1577番)
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5 絵葉書

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法最 員数 備 考 備品番号

660 絵はがき帖 不詳 不詳 折本装 18.1 x 12.3 l冊 絵葉書43枚破損 98P6870 

661 絵はがき帖 不詳 不詳 折本装 18.2x 12.2 l冊 絵葉書32枚 98P6871 

662 絵はがき|陥 不詳 不詳 折本装 18.3X 12.3 l冊 絵葉書38枚破損 98P6872 

663 絵はがき帖 不詳 不詳 折本装 18.2 x 12.2 l冊 絵葉書25枚戦役 98P6873 
記念葉書

664 第13回九州沖縄連合共進会 明治43年 博多復古堂 白黒写真印刷 8.9X 13.7 l枚 スタンプ「第13回 98P6874 
正門前噴水 印行 九州沖縄八県連合

共進会協賛写真
班J

665 筑前博多今任旅館玄関(電 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 切手あり 98P6875 
話八番)

666 筑前博多今任旅館其庭園 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 i枚 切手あり 98P6876 
ノ一部

667 (大正5年11月)陸軍特別大 大正5年 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6877 
演習大本営(福岡県庁)

668 婚礼衣装売場(岩田屋)/婦 昭和前期 福岡岩田屋 色刷 8.9x 14.1 l枚 98P6878 
入社交室(岩田屋)

669 (福岡名勝東公園)碧空に聾 不詳 不詳 白黒写真印刷 13.8x8.9 l枚 98P6879 
立せる

670 (福岡名勝東公園)青松枝を 不詳 不祥 白黒写真印刷 9.0X 13.8 l枚 98P6880 
交ふる東公園

671 (福岡名勝東公園)広場より 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 13.8 l枚 スタンプあり 98P6881 
亀山上皇の御英姿を仰ぐ

672 (福岡百景)官幣大社箱崎八 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6882 
幡宮楼門

673 皇后陛下御便殿(宮崎宮楼 大正時代ヵ 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 スタンプあり 98P6883 
門)

674 筑前箱崎八幡宮海岸ノ鳥 不祥 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 破損書き損じあ 98P6884 
居 り

675 (福岡百景)箱崎宮汐井道福 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P6885 
博電車終点

676 (九州帝国大学)医学部正門 大正~昭和前 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14目。 l枚 98P6886 
期

677 九州帝国大学医科大学眼科 大正~昭和前 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.0 l枚 使用済み 98P6887 
外来臨床講義 期

678 雪の福岡医科大学 明治後期 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.3 l枚 使用済み 98P6888 

679 九州帝国大学医科大学各 大正~昭和前 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6889 
先生 期

680 中学修猷館 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0XI4.2 l枚 98P6890 

681 九鉄線二日市駅武蔵温泉場 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9xI3.8 l枚 98P6891 
大丸旅館奥庭園

Q
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682 (筑前太宰府名所)梅林中の 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8XI3.8 l枚 98P6892 
典雅古風の建築天満宮文書
館

683 (官幣中社太宰府天満宮)荘 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P6893 
厳なる天満宮楼門

684 (官幣中社太宰府天満宮)天 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.3x9.2 l枚 98P6894 
満宮の神前千古の芳香を放
つ菅公遺愛の飛梅

685 (官幣中社太宰府天満宮)神 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1xI4.2 l枚 98P6895 
苑の参道反り橋

686 (筑前太宰府)誠忠千古に伝 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 X4.3 l枚 98P6896 
ふ榎寺官公口居の地

687 (官幣中社太宰府天満宮)文 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P6897 
神に因む文書館

688 (筑前太宰府)大菅公の悲史 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2X 14.3 l枚 98P6898 
を偲ぶ天拝山榎寺から遠
望

689 (筑前太宰府名所)官公の 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P6899 
「観音寺唯聴鐘声Jの勾によ
り有名なる観世音寺

690 (筑前太宰府名所)誠忠千古 不詳 不詳 白黒写真印刷 13.9x8.9 l枚 98P6900 
に輝く大菅公の肖像

691 (官幣中社太宰府天満宮)大 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2X 14.3 l枚 98P6901 
菅公を杷る天満宮本殿

692 (官幣中社太宰府天満宮)梅 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1XI4.3 l枚 98P6902 
花香る東公園

693 (筑前太宰府名所)大菅公の 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 14.0 l枚 98P6903 
悲史を偲ぶ天拝山

694 (筑前太宰府名所)天満宮の 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8X 13.9 l枚 98P6904 
神前千古の芳香を放つ菅公
遺愛の飛ぴ梅

695 (筑前太宰府)鐙音を聴く観 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 13.7 l枚 98P6905 
世音寺天智帝創立の名刺

696 (筑前太宰府名所)風趣ある 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9XI3.9 l枚 98P6906 
北公園の佳景

697 (筑前太宰府名所)大菅公の 不詳 不詳 白黒写真印刷 13.9x9.0 l枚 98P6907 
筆跡

698 (筑前太宰府名所)天満宮神 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8X 13.8 l枚 98P6908 
苑の参詣道

699 (筑前太宰府)往昔の盛時を 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P6909 
偲ぶ礎石都府楼のE止

700 (久留米名所)水天宮神殿の 不詳 久留米市今 白黒写真印刷 8.9x 14.2 l枚 98P6910 
景 町広重文会

堂発行

701 (直方芸者)春祭装 不詳 三宅弘画堂 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P6911 
発行
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702 (直方名所)勘六橋 不詳 ニ宅弘画堂 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6912 
発行

703 (直方名所)多賀神社其7(鉄 不詳 三宅弘画堂 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6913 
橋ノ右) 発行

704 明治44年福岡県ニ珍ケル 明治44年II月 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.2 l枚 久留米スタンプ 98P6914 
特別大演習歩兵襲撃 あり破損

705 (長崎名所)崇福寺山門 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 i枚 98P6915 

706 (長崎名所)大徳寺 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.1 l枚 98P6916 

707 (長崎名所)大徳寺よりの眺 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0IXI4.1 l枚 98P6917 
望

708 (長崎名所)西浜の町電車通 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 14.0 l枚 98P6918 

709 (長崎名所)出島蘭館跡 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.2 l枚 98P6919 

710 (長崎名所)諏訪神社 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 14.0 l枚 98P6920 

711 長崎国幣中社諏訪神社全景 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.1 X 14.1 l枚 98P6921 
聞堂発行

712 長崎国幣中社諏訪神社長石 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.1 X 14.1 l枚 98P6922 
段 聞堂印行

713 長崎国幣中社諏訪神社側面 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.2 l枚 98P6923 

714 (長崎名所)大波止電車通 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.2 l枚 98P6924 

715 長崎大波止電車通 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.1 X 14.1 l枚 98P6925 
聞堂発行

716 長崎市役所 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.1 X 14.1 l枚 98P6926 
聞堂発行

717 眼鏡橋 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.lxI4.1 i枚 98P6927 
聞堂発行

718 落成記念(正庁内部議事院 明治44年 東京ともゑ 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 スタンプ『長崎県 98P6928 
内部) 商会 色刷 庁及県会議事院

落成式記念明治

44年5月15日Jあり

719 長崎郵便電信局 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2x 14.0 l枚 使用済み 98P6929 

720 長崎市郊外茂木街道田上竹 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.2x 14.1 l枚 98P6930 
林 聞堂印行

721 明治43年12月長崎県会議 明治43年 不詳 白黒写真印刷 8.9x 14.3 l枚 98P6931 
事院第l回開会記念

722 明治44年度長崎医学専門学 明治44年 不詳 白黒写真印刷 8.9X 14.0 l枚 スタンプ『長崎医 98P6932 
校運動会寄宿舎乙寮余興 学専門学校秋季大

(広告行列) 運動会1911，Nov，3J

723 長崎女子師範学校本校職 不詳 長崎県女子 白黒写真印刷 9.1 X 14.1 l枚 98P6933 
員 師範学校

724 長崎県女子師範学校生徒体 不詳 長崎県女子 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 98P6934 
操 師範学校
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725 新築落成記念 不詳 長崎県立口 白黒写真印刷 8.9X 13.8 2枚 袋入り テニスコ 98P6935 
加高等女学 1組 ート写真

校

726 長崎県立口加高等女学校 不詳 長崎県立口 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 作法室正門 98P6936 
加高等女学
校

727 長崎県立口加高等女学校 不詳 長崎県立口 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 作法室正門 98P6937 
加高等女学

校

728 長崎県立口加高等女学校 不詳 長崎県立口 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6938 
新校舎 加高等女学

校

729 長崎雲仙高岩岳の蹄踊叢生 不詳 長崎佐藤弘 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6939 
せる景 聞堂印行

730 雲仙公園全景 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 13.8 l枚 宛先面なし(絵の 98P6940 
み)

731 (雲仙名勝)野岳より見たる 不詳 不詳 色刷 8.9X 14.0 l枚 スタンプ「雲仙国 98P6941 
妙見岳の雄姿旧本八景) 立公園j

732 (雲仙名勝)清七地獄旧本八 不詳 不詳 色刷 9.0XI4.1 l枚 スタンプ「雲仙国 98P6942 
景) 立公園J

733 (雲仙名勝)白雲池の幽遼 不詳 不詳 色刷 9.0XI4.1 l枚 スタンプあり 98P6943 

734 旧本八景雲仙岳)絹笠山の 不詳 不詳 色刷 9.3x 14.4 l枚 スタンプ『雲仙国 98P6944 
蹄踊 立公園J

735 (秋の雲仙)野岳紅葉谷より 不詳 不詳 色刷 9.0x 14.0 l枚 スタンプ「雲仙国 98P6945 
紗見崇方面の秋色旧本八 立公園J
景)

736 雲仙国際仮装ダンス会 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9x 13.8 l枚 98P6946 

737 佐賀県立病院好生館 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P6947 

738 (武雄名勝)萩の尾公園 不詳 大宅書庖発 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P6948 
行

739 日本赤十字社佐賀支部建築 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.1 l枚 98P6949 
落成紀念

740 (熊本百景)日奈久の石段 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.1 l枚 スタンプあり 98P6950 

741 (熊本)第五高等学校習学寮 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 使用済み 98P6951 
全景

742 別府温泉場及付近名所案内 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.3x 14.1 l枚 98P6952 
図

743 宮崎競馬会会場宮崎県馬 不詳 宮崎県重要 白黒写真印刷 8.9X 14.1 i枚 98P6953 
匹共進会会場 物産共進会 色刷

発行

744 大正3年l月12日桜島大噴 大正3年 鹿児島紀念 白黒写真印刷 9.1xI4.1 l枚 98P6954 
火の光景 堂

745 夜の函館全観北海道 不詳 不詳 色刷 10.4x 14.3 l枚 98P6955 

746 登別温泉地獄谷北海道 不詳 不詳 色刷 lO.4X 14.4 l枚 98P6956 
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747 札幌テレビタワー北海道 昭和時代 不詳 色刷 14.3x 10.5 l枚 98P6957 

748 摩周湖の朝阿寒国立公園 不詳 不詳 色刷 1O.5x 14.3 l枚 98P6958 
北海道

749 名濠羽衣の滝北海道天人 不詳 不詳 色刷 14.3xI0.4 1枚 98P6959 
峡

750 釧路市街北海道 不詳 不詳 色刷 10.4x 14.3 l枚 98P6960 

751 然別湖大雪山国立公園北 不詳 不詳 色刷 10.4x 14.4 l枚 98P6961 
海道

752 夏の大雪山連峰北海道 不詳 不詳 色刷 lO.4x 14.4 l枚 98P6962 

753 本邦唯一の秘境知床半島 不詳 不詳 色刷 10.4X 14.5 l枚 98P6963 

754 寒地植物の自生する原生花 不詳 不詳 色刷 10.4X 14.3 l枚 98P6964 
園北海道

755 国立公園洞爺湖北海道 不詳 不詳 色刷 10.4x 14.3 l枚 98P6965 

756 北見唯一の温泉境温根湯 不詳 不詳 色刷 10.4X 14.4 l枚 98P6966 
北海道

757 積丹島の勝景 不詳 不詳 色刷 lO.4x 14.4 l枚 98P6967 

758 月寒の牧場北海道札幌郊 不詳 不詳 色刷 10.5XI4.4 l枚 98P6968 
外

759 幽還な支勿湖北海道 不詳 不詳 色刷 10.5X 14.3 l枚 98P6969 

760 八雲の牧場南北海道の酪 不詳 不詳 色刷 lO.4x 14目4 l枚 98P6970 
農地

761 大正12年9月l日大震災記 大正12年 不詳 白黒写真印刷 9.0XI4.3 l枚 98P6971 
念神田万世橋より見たる
上野方面

762 虎の門より桜田門を望む 不詳 東京神間徳、 白黒写真印刷 9.2x 14.2 l枚 98P6972 
田

763 (大東京)地下鉄道 不詳 不詳 色刷 9.IXI4.2 l枚 98P6973 

764 東京名所大学の赤門 不詳 不詳 色刷 9.lxI4.1 l枚 98P6974 

765 私立東京裁縫女学校寄宿所 明治40年ヵ 不詳 白黒写真印刷 14.2x9.1 l枚 破損スタンプあ 98P6975 
り

766 私立東京裁縫女学校図書館 明治40年 不詳 白黒写真印刷 14.3x9.1 l枚 スタンプf明治四 98P6976 
十年四月六・七日
-私立東京裁縫女
学校・第三回展覧
会j

767 四十七義士墓高松山泉岳寺 不詳 高輪泉岳寺 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 12枚 袋入り 98P6977 
参拝記念 発行 l組

768 袋「四十七義士廟所高松山 不詳 高輪泉岳寺 色刷 15.1X10.1 l枚 スタンプ「四十七 98P6978 
泉岳寺参拝記念J 発行 士之墓参拝記念・

高輪泉岳寺J

769 (芝高輪泉岳寺)本堂 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 スタンプ「泉岳寺 98P6979 
参拝紀念J

円

Jn
b
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770 明治神宮外苑聖徳記念絵画 大正~昭和前 不詳 色刷 9.2xI4.0 36枚 袋入り 98P6980 
館壁画はがき 期 l組

771 明治神宮外苑聖徳記念絵画 大正~昭和前 不詳 色刷 14.0x9.1 l枚 靖国神社行幸 98P6981 
館壁画 期

772 明治神宮外苑聖徳記念絵画 大正~昭和前 不詳 色刷 14.0x9.2 l枚 日露戦役旅順開城 98P6982 
館壁画 期

773 遊就館陳列室其2 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9 x 14.0 l枚 スタンプあり 98P6983 

774 乃木将軍邸正門 大正時代 東京中央乃 色刷 9.1 x 14.2 1枚 スタンプf乃木将 98P6984 
木会発行 軍邸参観記念大

正二年四月三十日
乃木会J

775 厩舎の前面厩舎の後面 大正時代 東京中央乃 色刷 9.2 x 14.3 i枚 98P6985 
木会発行

776 応接室 大正時代 東京中央乃 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 l枚 スタンプ「乃木将 98P6986 
木会発行 色刷 軍邸参観記念大

正二年四月十三日
公開乃木会J

777 乃木記念館 大正時代 乃木神社社 白黒写真印刷 9.1xI4.1 l枚 スタンプ「乃木神 98P6987 
務所発行 社参拝J

778 官幣中社鎌倉宮護良親王御 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0XI4.0 l枚 スタンプあり 98P6988 
窟

779 官幣中社鎌倉宮前景 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 98P6989 

780 官幣中社鎌倉宮明治天皇執 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 98P6990 
行在所

781 官幣中社鎌倉宮倭舞 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 スタンプあり 98P6991 

782 宮幣中社鎌倉宮本殿 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 13.9 1枚 スタンプあり 98P6992 

783 官幣中社鎌倉宮碑 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.0x9.0 l枚 スタンプあり 98P6993 

784 官幣中社鎌倉宮やぶさめ 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.1 l枚 スタンプあり 98P6994 

785 官幣中社鎌倉宮社殿 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 スタンプあり 98P6995 

786 官幣中社鎌倉宮 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 スタンプあり 南 98P6996 
方社摂社村上社

787 官幣中社鎌倉宮護良親王 不詳 不詳- 白黒写真印刷 14.0x9.0 l枚 スタンプf鎌倉宮J98P6997 
御木像

788 官幣中社鎌倉宮鎌倉宮土 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1XI4.0 l枚 スタンプあり 98P6998 
牢

789 国宝鎌倉の大仏御胎内 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.1 l枚 破損 98P6999 

790 官幣中社鎌倉宮護良親王 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 スタンプあり 98P7000 
御口廟

791 南方社官幣中社鎌倉宮摂 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1xI4.0 l枚 スタンプあり 98P7001 
社村上社

792 江の島稚児ヶ淵 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7002 

793 江の島飽取 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2xI4.1 l枚 98P7003 
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794 御絵はがき日光中禅寺湖畔 不詳 星野屋商庖 白黒写真印刷 14.1 x9.1 5枚 袋入り 98P7004 
大坂屋旅館 発行 l組

795 日光陽明門 不詳 星野商店 色刷 9.4XI4.5 l枚 98P7005 

796 日光三代廊御水屋と二天門 不詳 不詳 色刷 14.5X9.5 l枚 98P7006 

797 日光神橋 不詳 旧光)星野 色刷 9.3x 14目6 l枚 98P7007 
屋商庖

798 日光東照宮唐門と御本社 不詳 不詳 色刷 9.5XI4.5 l枚 98P7008 

799 袋「天下の名勝鬼怒川温泉 不詳 温泉旅館き 印刷 14.4x9.9 l枚 98P7009 
絵はがきJ ぬ川館

800 (鬼怒川名所)対岸ヨリ見タ 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 14.2x9.1 l枚 98P7010 
ル鬼怒川館全景 行

801 (鬼怒川名所)鬼怒川館下湯 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 9.lxI4.1 l枚 98P7011 
ノ瀧ノ魚スクヒ 行

802 (鬼怒川名所)小佐越橋ト鬼 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 9.IXI4.1 1枚 98P7012 
怒ノ長口 fr 

803 (鬼怒川名所)虹見の瀧陽光 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 14.1 X9.1 l枚 98P7013 
飛濠ニ映ジ常ニ虹トナル 行

804 (鬼怒川名所)立岩の奇厳 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 14.2x9.1 l枚 98P7014 
fr 

805 (鬼怒川名所)中岩橋 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7015 
fr 

806 (鬼怒川名所)下瀧鉄道橋よ 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 98P7016 
り鶏頂山の速望

807 (鬼怒川名所)五光岩夕陽斜 不詳 鬼怒川館発 白黒写真印刷 14.2x9.1 l枚 98P7017 
に映じ五色の光を放つ奇岩 fr 

808 (鬼怒川名所)大原公園附近 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.lxI4.1 l枚 98P7018 
鬼怒の奇礁

809 袋「高級原色版榛名の仙境j 不詳 不詳 色刷 14.6X 10.0 l枚 98P7019 

810 榛名名所ケーブルカー 不詳 不詳 色刷 9.0x 14.1 l枚 98P7020 

811 榛名名所九折岩 不詳 不詳 色刷 14.0X9.0 l枚 98P7021 

812 榛名名所榛名湖の全景及 不詳 不詳 色刷 9.0 x 28.1 l枚 98P7022 
榛名富士

813 榛名名所榛名神社本殿 不詳 不詳 色刷 9.0X 14.0 l枚 98P7023 

814 榛名名所くら掛岩 不詳 不詳 色刷 9.0x 14.0 l枚 98P7024 

815 榛名湖及榛名富士 不詳 不詳 色刷 9.0X28.1 l枚 98P7025 

816 富士五湖 昭和時代 l枚:片桐 白黒写真印刷 9.0X 14.0 11枚 袋入り 98P7026 
暢陽発行 色刷 l組

817 西湖の上に英姿の映え(国 昭和時代 不詳 白黒写真印刷 9目1x 14.1 l枚 スタンプ「国立公 98P7027 
立公園・富士五湖) 園富士五湖j

818 産ヶ崎に麗容ゆらめき(国 昭和時代 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 スタンプ「国立公 98P7028 
立公園・富士五湖) 園富士五湖j

F
b
 

no 
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819 (国立公園富士五湖)本栖湖 昭和時代 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14目l l枚 98P7029 
の彼方白頭冴え

820 (国立公園富士五湖)精進湖 昭和時代 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 98P7030 
に玉露滴り

821 (国立公園富士五湖)山中湖 昭和時代 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 スタンプ「国立公 98P7031 
に白雪浮ぴて 園富士五湖・河口

湖畔船津登口和屋
電話31番遊覧記
念 31.7.10

822 河口湖畔に銀色の散り 昭和時代 絵画研究会 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 スタンプ「国立公 98P7032 
園富士五湖・河口
湖畔船津登貴屋
電話31番 31.7.10 
遊覧記念

823 山中湖に暁の訪づれ 昭和時代 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 98P7033 

824 伊勢神宮御親謁 昭和3年 不詳 白黒写真印刷 9.lxI4.1 l枚 98P7034 

825 大阪名所絵葉書 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 16枚 袋入り 98P7035 
l組

826 大阪四天王寺全景天王寺 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 破損 98P7036 
大釣鐘

827 四天王寺聖徳皇太子御宝 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 l枚 スタンプI四天王 98P7037 
殿 寺参拝記念J

828 四天王寺石ノ鳥居 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 スタンプf四天王 98P7038 
寺参拝記念J

829 四天王寺全景 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x28.4 l枚 スタンプ『四天王 98P7039 
寺参拝記念J

830 天王寺六時堂 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 スタンプ『四天王 98P7040 
寺参拝記念J

831 天守閣正面入口(大阪城公 不詳 大阪市役所 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 スタンプあり 98P7041 
園) 発行

832 大阪城公園の全景(大阪城 不詳 大阪市役所 印刷 9.0X 14.2 l枚 スタンプあり 98P7042 
公園) 発行

833 司令部前より天守閣を望む 不詳 大阪市役所 白黒写真印刷 9.IXI4.2 l枚 スタンプあり 98P7043 
(大阪城公開) 発行

834 大阪名所大阪城公園 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2x 14.1 l枚 スタンプあり 98P7044 
-色刷

835 (京都)三十三間堂 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8X 13.7 l枚 98P7045 

836 (京都)東本願寺 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8x 13.7 l枚 98P7046 

837 (京都)清水寺本堂 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8X 13.7 l枚 98P7047 

838 (京都)口水インクライン 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.8XI3.7 l枚 98P7048 

839 (京都)平安神宮大鳥居 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9XI3.7 l枚 98P7049 

840 金閣寺/陸舟ノ松 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.2 l枚 98P7050 
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841 保津川鉄橋/嵐山渡月橋/不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7051 
保津川の急流

842 丹後天の橋立文殊大天橋 不詳 不詳 色刷 8.6XI3.5 l枚 98P7052 

843 袋「東大寺大仏寺絵端書内 不詳 不詳 色刷 15.6x 10.2 l枚 スタンプ[大仰殿J98P7053 
部J

844 (奈良)公圏全景 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2xI3.7 l枚 98P7054 

845 畝傍名所 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 スタンプ「大和巡 98P7055 
り記念j

846 (高野山)不動坂麓極楽橋 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P7056 

847 (高野山)大門正面 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 l枚 98P7057 

848 赤穂城大手門 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7058 

849 神戸港メリケン波止場 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.7x 13.9 l枚 スタンプあり 98P7059 

850 (神戸名勝)摩耶山に登るケ 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.2 l枚 スタンプあり 98P7060 
ーブル交文点

851 近江・三井寺 不詳 不祥 白黒写真印刷 9.2XI4.0 l枚 スタンプ「后山観 98P7061 
光」

852 神戸市内高架鉄道 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9x 14.1 l枚 スタンプあり 98P7062 

853 (有馬名所)夫婦灘 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.2 l枚 98P7063 

854 (有馬名所)虫地獄 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1xI4.2 l枚 98P7064 

855 (有馬名所)烏地獄 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1XI4.2 l枚 98P7065 

856 (有馬名所)有明桜 不祥 不詳 白黒写真印刷 9.2xI4.1 l枚 98P7066 

857 (有馬名所)稲荷神社 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P7067 

858 (有馬名所)霊泉 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7068 

859 (阪神地方水害)西宮市役所 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9x 14目l l枚 98P7069 
附近

860 新京阪電鉄沿線千里山文 大正時代ヵ 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7070 
化村

861 (阪神地方水害)省線住吉駅 大正~昭和前 不詳 白黒写真印刷 8.8X 14.1 l枚 98P7071 
附近の濁流 期

862 岡山医口同窓 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7072 

863 安芸厳島神社大鳥居(正面) 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0XI4.1 l枚 98P7073 

864 安芸厳島大元公園 不詳 不詳 白黒写真印刷 9目ox14.1 l枚 98P7074 

865 (出雲大社風影集)観光道路 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7075 
より

866 (出雲大社風影集)神苑内に 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7076 
カ

867 (出雲大社風影集)青松清々 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7077 
しく カ

ウ

t円。
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868 (出雲大社風影集)潮音流れ 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.8X 13.9 l枚 98P7078 
て カ

869 (出雲大社風影集)池水澄み 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7079 
て

870 (出雲大社風影集)樹々の緑 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.9X 13.8 l枚 98P7080 
と栢映え

871 (出雲大社風影集)桜花燭漫 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7081 
と

872 (出雲大社風影集)翠色につ 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7082 
つまれて

873 (出雲大社風影集)瑞雲襲き 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7083 

874 (萩史蹟名勝)花江御殿茶室 不詳 不祥 色刷 9.1XI4.1 l枚 98P7084 
指月山神社

875 (萩史蹟名勝)伊藤博文公旧 不詳 不詳 色刷 9.2X 14.2 l枚 98P7085 
宅/伊藤博文公銅像

876 (萩史蹟名勝)内務省指定松 不詳 不詳 色刷 9.2 x 14.2 l枚 松下村塾講義室八 98P7086 
下塾 畳の間

877 萩史蹟名勝天然記念物明 不詳 不詳 色刷 9.1 x 14.2 l枚 風穴 98P7087 
神池

878 萩史蹟名勝文部省指定反 不詳 不詳 色刷 14.2x9.1 l枚 菊ヶ浜海水浴場 98P7088 
射炉

879 指月域社桜の名所ありし 不詳 不詳 色刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7089 
日の指月城

880 吉田松陰先生と其門下生及 不詳 不詳 色刷 9.1XI4.1 l枚 98P7090 
神社

881 (土佐名所)龍ヶ岬 不詳 片桐開成社 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 使用済み 98P7091 
発行

882 最新撮影二見名所絵葉書 不詳 l枚:片桐 白黒写真印刷 9.2XI4.1 9枚 袋入り 98P7092 
暢陽発行 l枚 l組
8枚:絵画 8.9X 13.8 
研究会 8枚

883 口之津勝景絵葉書 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1xI4.1 8枚 袋入り 98P7093 
1組

884 袋I海岸美に輝く湯崎白浜 不詳 不詳 色刷 14.6x10.0 l枚 98P7094 
十六景J

885 輸移出米160万石台ヲ割レ 不詳 不詳 色刷 9.1 x 14.2 2枚 使用済み 98P7095 
ル郡山貿易 l組

886 (唐崎之老松)北面 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 13.9 l枚 98P7096 

887 伊藤公ノ胸像 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.3X9.2 l枚 切手・スタンプあ 98P7097 
り

888 日烏呼忠臣楠子之墓 不詳 不詳 白黒写真印刷 13.9x8.9 l枚 スタンプあり 98P7098 
色剛

889 謹良親王御墓 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.0X9.0 l枚 スタンプあり 98P7099 
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890 口口名所御神口 不詳 不詳 色刷 14.0X9.0 l枚 98P7100 

891 論山弥勃絵葉書 不詳 論山弥勤保 白黒写真印刷 8.9x 14.2 5枚 袋入り 98P7101 
勝会発行 l組

892 古典的なる仏国寺 不詳 石窟庵写真 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 6枚 袋入り 98P7102 
館 l組

893 龍華寺ノ塔(上海) 不詳 不詳 色刷 8.9X 13.8 l枚 98P7103 

894 上海虹口市場 不詳 不詳 色刷 9.0xI3.9 l枚 98P7104 

895 無軌道電車(上海) 不詳 不詳 色刷 8.9XI3.7 l枚 98P7105 

896 支那風俗 不詳 不詳 色刷 14.0x8.9 l枚 98P7106 

897 支那風俗 不詳 不詳 色刷 14.0X8.9 l枚 98P7107 

898 上海南京路 不詳 不詳 色刷 8.9x 13.9 l枚 98P7108 

899 上海淑路 不詳 不詳 色刷 8.9x 13.8 l枚 98P7109 

900 平和塔より黄浦灘を望む 不詳 不詳 色刷 9.0x 13.8 l枚 98P7110 
(上海)

901 黄浦江より黄浦灘を望む 不詳 不詳 色刷 9.0x 13.7 l枚 98P7111 
(上海)

902 上海公共公園 不詳 不詳 色刷 9.0X 13.7 l枚 98P7112 

903 上海福州路 不詳 不詳 色刷 9.0XI3.8 l枚 98P7113 

904 印度巡捕(上海) 不詳 不詳 色刷 8.9x 13.8 l枚 98P7114 

905 満州国兵士(満州風俗) 不詳 不詳 色刷 13.9x9.0 l枚 98P7115 

906 (安東県)国境を越えて第一 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9x 13.8 l枚 98P7116 
駅安東停車場

907 青島神社 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 98P7117 

908 青島日本居留民団 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 98P7118 

909 青島太平路独逸記念培 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.2 l枚 98P7119 

910 青島大港 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.1 l枚 98P7120 

911 青島珊城路 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 98P7121 

912 青島市場三路 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.1 l枚 98P7122 

913 青島旭海水浴場 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7123 

914 青島忠魂碑 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1x9.1 l枚 98P7124 

915 朝鮮密陽名所絵葉書 不詳 宮本写真館 白黒写真印刷 9.1 x 14.0 5枚 袋入り 98P7125 
撮影熊本 l組
屋商庖発行

916 朝鮮金泉橋 不詳 立川書庖発 色刷 14.1 X9.1 l枚 98P7126 
fi 

917 金泉郵便局前通り 不詳 立川書庖発 色刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7127 
行
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寄贈賀料 2.梅野初平資料

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

918 朝鮮金泉駅 不詳 立川書庖発 白黒写真印刷 9.2 x 14.2 l枚 98P7128 
行

919 扶鈴八景 不詳 黒木商庖発 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 4枚 袋入り 袋:扶鈴 98P7129 
rr l組 古蹟保存会発行

920 袋I百済の旧都第二輯』 不詳 忠清南道扶 色刷 14.6x9.9 l枚 98P7130 
鈴財団法人
扶鈴古蹟保
存会発行

921 釣龍台(扶鈴)6 不詳 財団法人扶 色刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7131 
鯵古蹟保存
会発行

922 林川弥勤仏(扶齢)8 不詳 財団法人扶 白黒写真印刷 14.1 x9.1 i枚 98P7132 
鈴古蹟保存
会発行

923 (朝鮮晋州)孔子廟 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1xI4.3 l枚 98P7133 

924 (朝鮮晋州)南江上流より口 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2X 14.2 l枚 98P7134 
石楼及晋州橋の遠望

925 (朝鮮晋州)第一普通学校小 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7135 
学校道立医院を望む

926 (朝鮮晋1'!i)朝鮮名物晋州の 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7136 
妓生

927 (朝鮮晋州)晋州神社 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7137 

928 (朝鮮晋州)晋州公立農業学 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7138 
校

929 (慶州名勝)慶州博物館 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.0 l枚 98P7139 

930 (慶州古蹟)鶏林 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7140 

931 (慶州古蹟)臨海殿枇、雁鴨 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.1 l枚 98P7141 
池

932 (慶州古蹟)石永庫 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0XI4.1 l枚 98P7142 

933 (慶州古蹟)月城祉 不詳 不詳 白黒写真印刷 8.9X 14.0 l枚 98P7143 

934 (慶州古蹟)石仏三体 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0xI4.1 l枚 98P7144 

935 (慶州古蹟)暗星台 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0x 14.1 l枚 98P7145 

936 (慶州)瓢巌 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 X14.1 l枚 98P7146 

937 (巨済島長承浦)公会堂の景 不詳 黒木商底発 色刷 9.2x 14.1 1枚 98P7147 
行

938 (巨済島長承浦)金比羅宮の 不詳 黒木商庖発 色刷 9.0X 14.1 l枚 98P7148 
全景 行

939 (巨済島長承浦)巨済金剛の 不詳 黒木商庖発 色刷 14.2x9.0 l枚 98P7149 
岩層 行

940 (巨済島長示浦)巨済金剛仙 不詳 黒木商府発 色刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7150 
人岩 行
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

941 (巨済島長承滞)巨済金剛ノ 不詳 黒木商庖発 色刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7151 
奇岩 fj 

942 巨済島長承浦港と漁船(其 不詳 黒木商庖発 色刷 9.2x 14.0 1枚 98P7152 
1'r 

943 巨済島長承浦港と漁船(其 不詳 黒木商庖発 色刷 9.2xI4.0 l枚 98P7153 
ff 

944 巨済島長承浦港と漁船(其 不詳 黒木商庖発 色刷 9.2x 14.0 l枚 98P7154 
行

945 (巨済島長承浦)舗塩切実況 不詳 黒木商庖発 色刷 9.2x 14.0 l枚 98P7155 
f'1 

946 巨済金剛夫婦岩 不詳 黒木商庖発 色刷 14.2x8.9 l枚 98P7156 
行

947 (入佐村)長承浦全景(其二) 不詳 黒木商庖発 色刷 9.0XI4.1 l枚 98P7157 
ff 

948 (巨済島長承浦)入佐公立尋 不詳 黒木商庖発 色刷 9.0x 14.0 1枚 鎮海湾要塞司令部 98P7158 
常高等小学校全景 行 鎮海要港部検閲済

949 蔚山城蹴 不詳 蔚山城E止保 白黒写真印刷 9.1XI4.1 l枚 98P7159 
存会発行

950 蔚山城世 不詳 蔚山城世保 白黒写真印刷 9.1XI4.1 l枚 98P7160 
存会発行

951 (蔚山名所)蔚山城跡 不詳 藤原商庖発 白黒写真印刷 9.0x 14.2 l枚 98P7161 
f'1 

952 (蔚山名所)蔚山城祉 不詳 藤原商庖発 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7162 
行

953 (蔚山名所)蔚山市日の光景 不詳 藤原商庖発 白黒写真印刷 9.1XI4.2 l枚 98P7163 
行

954 (蔚山名所)蔚山本町通 不詳 藤原商庖発 白黒写真印刷 9.2x 14.2 l枚 98P7164 
行

955 (蔚山名所)蔚山西生城肱 不詳 藤原商庖発 白黒写真印刷 9.1xI4.1 l枚 98P7165 
行

956 馬山駅前 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.2X 14.2 l枚 98P7166 

957 馬山府庁 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7167 

958 馬山月ノ浦海水浴場 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 98P7168 

959 馬山河畔ノ桜 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 l枚 98P7169 

960 馬山市街ノ一部 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7170 

961 馬山京町通り 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.2x 14.2 l枚 98P7171 

962 馬山川ノ夜桜 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.1XI4.2 l枚 98P7172 

963 馬山重砲兵隊 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.1 x 14.4 l枚 98P7173 

964 馬山河畔ノ桜 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 14.1 x9.2 l枚 98P7174 

965 馬山神社 不詳 東京堂発行 白黒写真印刷 9.2x 14.3 l枚 98P7175 
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

966 袋f統営運河海底道路竣功 不詳 不詳 印刷 14.8X 10.2 l枚 98P7176 
記念絵葉書j

967 統営忠烈嗣(李舜臣を租る) 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.1X14目l l枚 98P7177 
発行

968 統営水産学校 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P7178 
発行

969 統営水産学校底部混凝土 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7179 
打込作業

970 統営忠烈嗣(李舜臣を杷る) 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.1XI4.2 l枚 98P7180 
発行

971 統営大閣堀(運河堀穿中) 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.2 x 14.3 l枚 98P7181 
発行

972 統営洗兵館 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.2X 14.2 l枚 98P7182 
発行

973 統営太閤樹海底道路 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.2X 14.3 l枚 98P7183 

974 統営郵便局 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.IXI4.3 l枚 98P7184 
発行

975 統営煎組集散の景 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.0X 14.0 l枚 98P7185 
発行

976 岡山村(模範移住漁村) 不詳 砂原南門堂 白黒写真印刷 9.1 x 14.0 l枚 鎮海湾要港部検閲 98P7186 
発行 済

977 大島大日本帝国総領事館及 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.0 l枚 98P7187 
遠ク督弁公署を望む

978 鎮海防備隊 不詳 不詳 色刷 9.1XI4.1 l枚 98P7188 

979 金庚信の墓 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.3 l枚 98P7189 

980 イギリス皇帝の王冠 不詳 不詳 色刷 13.9x9.1 l枚 98P7190 

981 アルプスの花園 不詳 不詳 色刷 14.0x9.1 l枚 少年倶楽部絵葉書 98P7191 

982 8erline Unter den Linden mit 大正12年 不詳 色刷 9.0X 13.9 l枚 切手・スタンプあ 98P7192 
8randenburger Tor り

983 御大典大饗宴五節舞 昭和3年ヵ 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.3 l枚 使用済み 98P7193 

984 高御座 昭和3年 不詳 白黒写真印刷 9.1XI4.2 l枚 98P7194 

985 勲一等旭日桐花大授賞 昭和3年ヵ 不詳 色刷 14.3x9.1 l枚 少年倶楽部付録 98P7195 
帝国勲章ゑ薬害

986 御帳台 昭和3年カ 星野書庖 色刷 9.2X 14.2 l枚 表面に「国語科御 98P7196 
受持先生Jと宛名
あり 印刷

987 大嘗宮の御儀 昭和3年ヵ 不詳 白黒写真印刷 9.IXI4.7 l枚 破損 98P7197 

988 紫震殿御儀の内部 昭和3年 不詳 白黒写真印刷 9.2 x 14.2 l枚 98P7198 

989 大礼記念 昭和3年ヵ 逓信省 色刷 9.lxI4.0 l枚 切手・スタンプあ 98P7199 
り

990 賢所大前の御儀 昭和3年11月 不詳 色刷 9.0X 14.1 l枚 98P7200 
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991 御羽車護御 昭和3年11月 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7201 

992 宮城御発輩 昭和3年11月 不詳 印刷 9.1 x 14.2 l枚 98P7202 

993 世界探検家菅野力夫(大日 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.1 l枚 98P7203 
本福島県郡山之産)

994 世界探検家菅野力夫過去 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.0 l枚 98P7204 
第l回第2回ノ両回及今ヤ第
3回ノ征途ニ上ルニ際シ天
下数百ノ名士ヨリ贈ラレタ
ル芳墨中ノ一部ナリ

995 白雪喧々タJレ外蒙古議ヲ 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 X9.0 l枚 98P7205 
駆ツテ国境ヲ突破セントス
1レ菅野力夫/外蒙古踏破中
ノ世界探検家官野力夫ト
「スラプjノ民前ニ居並ブ
蒙古人

996 武装セルfコサックJ兵ト世 不詳 不詳 白黒写真印刷 14.1 x9.0 l枚 98P7206 
界探検家菅野力夫此所東
清鉄道富控爾吉鉄道付近
故沖横川両志士空シク大望
ヲ水泡ニ帰セルノ地也/外
蒙古探検中蒙古服ヲ装へル
菅野力夫

997 袋「陸軍特別大演習記念絵 昭和7年11月 大演習記念 色刷 17.8x9.3 l枚 98P7207 
葉書j 会発行

998 陸軍特別大演習記念 不詳 不詳 色刷 14.1 X9.0 l枚 スタンプ「陸軍特 98P7208 
別大演習J

999 山砲隊の渡橋前進 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 スタンプあり 98P7209 

1000 口軍歩兵の逆進 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.0X 14.2 l枚 破損 98P7210 

1001 わが攻撃機敵の主力艦を爆 不詳 不詳 色刷 14.2x9.0 l枚 少年倶楽部絵葉書 98P7211 
撃 鈴木御水画

1002 帝国海軍の首脳部(昭和11 昭和11年 不詳 色刷 14.1 x9.0 l枚 少年倶楽部絵葉書 98P7212 
年7月9日現在)

1003 (艦名)愛宕・高雄 不詳 不詳 色刷 9.0X 13.9 l枚 98P7213 

1004 征清紀念碑 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1XI4.3 l枚 98P7214 

1005 戦役紀念 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7215 

1006 衆議院戦時議会記念 不詳 不詳 色刷 8.9x 14.0 2枚 98P7216 
UJI. 

1007 袋「八聖殿絵葉書j 不詳 不詳 印刷 14.8x 10.2 l枚 98P72 17 

1008 八聖殿全景 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 8.9X 13.9 l枚 98P7218 

1009 八聖殿親驚(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.0X9.0 l枚 98P7219 

1010 八聖殿日蓮(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.0x9.1 l枚 98P7220 

1011 八聖殿ソクラテス(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.0X9.1 l枚 98P7221 

1012 八聖殿空海(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.0x9.1 l枚 98P7222 
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1013 八聖殿基督(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.1 x9.1 l枚 98P7223 

1014 八聖殿孔子(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.0x9.1 i枚 98P7224 

1015 八聖殿釈迦(等身像) 不詳 八聖殿発行 白黒写真印刷 14.0x9.1 l枚 98P7225 

1016 帝国生命館 不詳 帝国生命保 白黒写真印刷 13.9x8.9 l枚 98P7226 
険株式会社
光村原色版
印行

1017 l階大ホール 不詳 帝国生命保 白黒写真印刷 9.0X 13.9 l枚 98P7227 
険株式会社

1018 日本生命 不詳 日本生命株 色刷 13.9x9.1 l枚 98P7228 
式会社

1019 日本生命 不詳 日本生命保 色刷 9.1 x 14.0 3枚 98P7229 
険株式会社 l組

1020 生命保険 不詳 日本生命株 色刷 9.1xI4.1 l枚 破損 98P7230 
式会社

1021 日本生命 不詳 日本生命株 色刷 9.0XI3.9 l枚 98P7231 
式会社発行

1022 日本生命 不詳 日本生命株 色刷 13.9x9.0 l枚 98P7232 
式会社

1023 生命保険 不詳 日本生命保 色刷 9.lxI4.1 l枚 98P7233 
険株式会社

1024 日本生命 不詳 日本生命保 色刷 13.9X9.1 l枚 98P7234 
険株式会社

1025 富士瓦斯紡績株式会社小山 不詳 不詳 白黒写真印刷 9.lxI4.1 l枚 98P7235 
第=四工場全景

1026 カルチコール 不詳 大日本製薬 色刷 8目9X14.0 l枚 日本空輸会社スー 98P7236 
株式会社 パー水上旅客機

1027 第II回文部省美術展覧会 不詳 不詳 色刷 9.2X 14.1 l枚 98P7237 
昼前

1028 第II回文部省美術展覧会作 不詳 美術工芸会 色刷 14.0X9.0 l枚 栗原玉葉女史筆 98P7238 
品身のさち 発行

1029 日本美術院第14回展覧会出 不詳 日本美術院 色刷 14.1 x9.1 l枚 使用済み 98P7239 
品員鶴 発行

1030 丙辰美術試作会員作品勅 不詳 東京口按印 色刷 9.IXI4.1 l枚 森田事州筆 98P7240 
題寄国祝(環海静誼) 刷社凹版部

浪華屋発行

1031 ポッポッポハトポッポマ 不詳 不詳 色刷 9.2XI4.1 l枚 98P7241 
メヲヤルカラトンデコイ

1032 彩雲湖上をなで 不詳 絵画研究会 白黒写真印刷 9.1 x 14.1 i枚 スタンプあり 98P7242 

1033 春日野盆養二等 不詳 片桐暢陽発 白黒写真印刷 14.0x9.1 l枚 98P7243 
行

1034 野菊実生花檀 不詳 片桐暢陽発 色刷 9.2xI4.1 l枚 98P7244 
行

A
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法昼 員数 備 考 備品番号

1035 野菊盆栽花壇の全景 不詳 片桐暢陽発 白黒写真印刷 9.2x 14.1 l枚 98P7245 
fi 

1036 少年と口馬 不詳 不詳 色刷 8.9xI4.0 l枚 98P7246 

1037 ベスタロツチ先生と風景 不詳 不詳 印刷 9.1 x 14.1 l枚 98P7247 

1038 高口畑と農夫 不詳 不詳 色刷 8.9xI4.0 l枚 98P7248I 

1039 白熊の親子 不詳 不詳 色刷 9.0XI4.0 l枚 少年倶楽部絵葉書 98P7249 

1040 考へ方 不詳 不詳 色刷 8.9x 13目9 l枚 在判 98P7250 

1041 老人の水汲み 不詳 不詳 色刷 8.9x 13.9 l枚 98P7251 

1042 THE STATUE OF Mr. T. 明治38年2月 不詳 色刷 14.1 x9.1 l枚
WAT必~ABE

1043 使用済み絵葉書 不詳 東京銀座上 色刷 14.2x9.1 l枚 使用済み 98P7253 I 
方屋製

1044 使用済み絵葉書 昭和10年 不詳 印刷 14.0X9.1 l枚 文梅野喜天 98P7254 

1045 未使用絵葉書 不詳 不詳 色刷 13.9x8目9 l枚 98P7255 

1046 未使用絵葉書 不詳 不詳 色刷 13.9x8.9 l枚 98P7256 

1047 未使用絵葉書 不詳 不詳 色刷 13.9x8.9 l枚 98P7257 

1048 未使用絵葉書 不詳 不詳 色刷 13.9x8.9 l枚 98P7258 

1049 未使用絵葉書 不詳 不詳 色刷 13.9X8.9 l枚 98P7259 

1050 葉書 不詳 不詳 印刷 13.8x8.9 l枚 98P7260 

6 新聞切抜帳 備考欄の数字(伊IJ:2-1)は、整理番号を示す

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1051 東尽相撲 l巻 大正3年夏場所 不詳 新聞切抜鮎込 20.5x 12.8 l冊 2-1 98P726 1 
迄 ノート

1052 東京相撲2巻 大正4年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20目6x12.8 l冊 10-36 98P7262 
ノート

1053 東京相撲3巻 大正4年夏場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5xI2.8 l冊 2-4 98P7263 
ノート

1054 東京相撲4巻 大正5年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.2 x 12.8 l冊 10-31 98P7264 
ノート

1055 東京相撲5巻 大正5年夏場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 1冊 2-6 98P7265 
ノート

1056 東京相撲6巻 大正6年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 1冊 2-13 98P7266 
ノート

1057 東京相撲 7巻 大正6年夏場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5>< 12.8 l冊 表紙に大正7年l月 98P7267 
ノート 書附記入あり 2-8

1058 東京相撲8巻 大正7年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-9 98P7268 
ノート

に
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1059 東京相撲9巻 大正7年夏場所 不詳 新聞切抜貼込 20.0xI2.8 l冊 2-10 98P7269 
ノート

1060 10巻 大正8年東京l月 不詳 新聞切抜貼込 20.0X 13.9 l冊 10-21 98P7270 
場所 ノート

1061 東京相撲 11巻 大正8年夏場所 不詳 ノート 20.2 x 12.9 l冊 表紙のみ 10-25 98P7271 
前

1062 東京夏場所 12巻 大正8年 不詳 新聞切抜貼込 20.5XI2.8 l冊 2-16 98P7272 
ノート

1063 東京相撲 13巻 大正8年5月場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-14 98P7273 
後 ノート

1064 東京相撲 14巻 大正9年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-17 98P7274 
ノート

1065 東京相撲 15巻 大正9年夏場所 不詳 新聞切抜貼込 20.2 x 12.9 l冊 10-19 98P7275 
ノート

1066 東京相撲 16巻 大正10年春夏場 不詳 新聞切抜貼込 20.3X 12.5 l冊 10-18 98P7276I 
所 ノート

1067 東京相撲 17巻 大正11年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-19 
大正11年夏場所 ノート

1068 東京大相撲 18巻大正12 大正12年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.0XI3.2 l冊 10-30 98P7278 
年l月 ノート

1069 東京大相撲 20巻 大正13年l月 不詳 新聞切抜貼込 20.2 x 12.5 l冊 2-20 98P7279 
ノート

1070 東京大相撲第21巻 大正14年l月場 不詳 新聞切抜貼込 20.2X 12.5 l冊 表紙記入文あり 98P7280 
所~大正15年5 ノート I昭和二年春場所

月場所 ヨリ日本大相撲
(東京大阪合併)ト
ナルJ 2-21 

1071 (東京相撲) 大正時代 不祥 新聞切抜貼込 20.5XI2.8 l冊 表紙欠 2-15 98P7281 
ノート

1072 大阪相撲附合併相撲肥 大正2年l月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 表紙にメモあり 98P7282 
後相撲 l巻 大正2年10月 ノート 2-11 

1073 大阪相撲附合併相撲肥 大正2年10月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-2 98P7283 
後相撲2巻 大正4年10月 ノート

1074 大阪相撲附合併相撲肥 大正4年10月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2・3 98P7284 
後相撲3巻 大正5年4月 ノート

1075 大阪相撲附合併角力 4 大正5年5月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.5XI2.8 l冊 2-5 98P7285 
巻 大正6年6月 ノート

1076 大阪相撲附合併相撲 5 大正6年6月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-12 98P7286 
巻 大正8年3月 ノート

1077 大阪相撲附合併角力 6 大正8年3月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 12.8 l冊 2-7 98P7287 
巻 大正9年5月 ノート

1078 大阪相撲附合併相撲7 大正9年6月~大 不詳 新聞切抜貼込 20.4X 12.5 l冊 10-17 98P7288 
巻 正11年3月 ノート

1079 大阪相撲附合併相撲8 大正11年3月 不詳 新聞切抜貼込 20.0X 12.7 l冊 10-16 98P7289 
巻 ノート

円。
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1080 大阪相撲9巻 大正13年l月場 不詳 新聞切抜貼込 20.2x 12.5 l冊 表紙に詳細手記あ 98P7290 
所大正13年5 ノート り 2-18
月場所

1081 東京大阪連盟相撲 大正14年11月京 不詳 新聞切抜貼込 20.3x 13.3 l冊 2-23 98P7291 
都~大正15年10 ノート
月大阪

1082 日本大相撲2巻 昭和2年10月20 不詳 新聞切抜貼込 20.0X 13.0 l冊 表紙に詳細記入あ 98P7292 
日~昭和3年12 ノート り 2-22
月31日

1083 日本大相撲3巻 昭和4年l月-5 不詳 新聞切抜貼込 20.1 x 12.8 l冊 10-29 98P7293 
月 ノート

1084 大日本相撲4巻 昭和4年9月25日 不詳 新聞切抜貼込 20.4X 12.9 l冊 10-34 98P7294 
~昭和5年4月29 ノート
日

1085 大日本大相撲5巻 昭和5年5月場所 不詳 新聞切抜貼込 20.3x 13.3 l冊 10-28 98P7295 
ノート

1086 大日本大相撲6巻他 昭和5年10月23 不詳 新聞切抜貼込 20.4x 12.5 l冊 10-15 98P7296 
日 ノート

1087 大日本相撲7巻 昭和6年3月13日 不詳 新聞切抜貼込 19.9x 14.2 l冊 10-23 98P7297 
ノート

1088 8巻 昭和6年10月~ 不詳 新聞切抜貼込 20.0X 15.2 l冊 表紙に詳細記入あ 98P7298 
昭和7年2月 ノート り 2-26

1089 昭和7年3月以降9巻 昭和7年3月以降 不詳 新聞切抜貼込 20.2X 12.5 l冊 10-32 98P7299 
ノート

1090 昭和8年6月以降 10巻 昭和8年 不詳 新聞切抜貼込 20.2x 14.2 l冊 10-33 98P7300 
ノート

1091 11巻 昭和10年l月場 不詳 新聞切抜貼込 19.9xI6.1 l冊 2-28 98P7301 
所 ノート

1092 大日本大相撲 12巻夏場 昭和10年5月場 不詳 新聞切抜貼込 20.5X 16.2 l冊 10-27 98P7302 

所大相撲 所 ノート

1093 相撲 13巻 昭和11年春場所 不詳 新聞切抜貼込 18.8x 13.6 l冊 10-20 98P7303 
ノート

1094 相撲号第15巻 昭和12年春場所 不詳 新聞切抜貼込 20.1 x 15.9 l冊 10-22 98P7304 
後 ノート

1095 相撲第16巻 昭和13年6月大 不詳 新聞切抜貼込 20.0X 15.7 l冊 2-25 98P7305 
阪場所以降 ノート

1096 相撲 17巻 昭和13年l月場 不詳 新聞切抜貼込 19.9x 16.2 l冊 2-29 98P7306 
所後 ノート

1097 大日本大相撲 19巻 昭和14年ヵ 不詳 新聞切抜貼込 19.9x 15.7 l冊 2-24 98P7307 
ノート

1098 相撲第20巻 昭和14年11月 不詳 新聞切抜貼込 20.lxI5.9 l冊 表紙に珍若津とあ 98P7308 
ノート り 10-35 

1099 相撲一覧表 不詳 不詳 新聞切抜貼込 20.1 x 15.8 l冊 2-27 98P7309 
ノート
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1100 番附大集 l巻 大正15年 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 1-17 98P7310 
ノート

1101 番付大集 2巻 昭和4年2月以降 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 10-24 98P7311 
ノート

1102 明治以降大関横綱入幕以 昭和13年改訂 梅野辰次 新聞切抜貼込 15.7x20.3 l冊 10-26 98P7312 
後星取表 ノート

1103 県郡市会 l巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.7x 14.7 l冊 4-10 98P7313 
ノート

1104 県郡市会2巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.9x14.6 l冊 4-9 98P7314 
ノート

1105 県郡市会3巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.6X15.0 l冊 4-8 98P7315 
ノート

1106 県郡市会4巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 15.0 lf府 4-7 98P7316 
ノート

1107 県郡市村会 5巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 15.2 l冊 4-6 98P7317 
ノート

1108 県郡市町村会 6巻 大正9年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 4-5 98P7318 
ノート

1109 県郡市町村会 7巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 4-4 98P7319 
ノート

1110 県郡市町村会8巻 大正10年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 4-3 98P7320 
ノート

1111 県郡市町村会商業会9 大正10年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 4-2 98P7321 
巻 ノート

1112 県郡市町村会等党争叩 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 14.8 l冊 4-1 98P7322 
巻 ノート

1113 県郡市町村会商業会党 大正11年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 15.0 l冊 4-20 98P7323 
争 11巻 ノート

1114 県郡市町村会併商業会 大正11年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 14.9 l冊 4-19 98P7324 
12巻 ノート

1115 県郡市町村会併商業会 大正12年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 14.9 l冊 紙片(9.1x 1.6)は 98P7325 
13巻 ノート さみ込み 4-18 

1116 県郡市町村会商業会併 大正12年5月下 不詳 新聞切抜貼込 21.4x 15.0 l冊 4-17 98P7326 
農会等 14巻 旬 ノート

1117 県郡市町村商業併農会 大正12年8月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 4-16 98P7327 
等 15巻 ノート

1118 県郡市町村会商業会農 大正12年8月 不詳 新聞切抜貼込 21.7x 14.9 l冊 紙片(lO.OX3.5)は 98P7328 
会水産会等 16巻 ノート さみ込み 4・15

1119 府県会都会市町村会農 大正13年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.7x 15.0 l冊 紙片(l2.8X2.5)は 98P7329 
会商業会等 17巻 ノート さみ込み 4-14 

1120 県郡市町村会商業会農 大正13年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.8x14目8 l冊 4-13 98P7330 
会水産会 18巻 ノート

1121 県郡市町村会商業会農 大正14年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.7x 15.1 l冊 表紙一部破損 98P7331 
会水産会 19巻 ノート 4-12 
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1122 県郡市町村会農会水産 大正14年10月 不詳 新聞切抜鮎込 21.8x 14.7 l冊 4-11 98P7332 
会商業会等20巻 ノート

1123 県郡市町村会農会商業 大正15年6月 不詳 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 4-26 98P7333 
会水産会等 21巻 ノート

1124 県郡市町村会商業会農 大正15年or昭和 不詳 新聞切抜貼込 21.8x 15.1 l冊 表紙に「東京市議 98P7334 
会水産会22巻 元年ヵ ノート 改選(大正十五年

六月) 市会解散
命令(昭和三年十
二月二十日)Jとあ
り 4-27

1125 県郡市町村会農会商業 昭和元弐年l月 不詳 新聞切抜貼込 22.0X 15.1 l冊 4-28 98P7335 
会水産会等 23巻 カ ノート

1126 県郡市町村会農会水産 昭和2年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.9X 15.2 l冊 表紙に「警察官暴 98P7336 
会商工会第24巻 ノート 動jとあり 4-29 

1127 県会議員選挙予備第25 昭和2年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 表紙に「県会市町 98P7337 
巻 ノート 村会等Jとあり

4-30 

1128 県会町村会等(県議改選) 昭和2年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.6X 14.9 l冊 4-31 98P7338 
第26巻 ノート

1129 県会郡市町村会等地方党 昭和2年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 14.9 l冊 1-49 98P7339 
争第27巻 ノート

1130 県郡市町村会地方政党 昭和2年10月末 不詳 新聞切抜貼込 21.5X15.0 l冊 1-50 98P7340 
第28巻 ノート

1131 地方政党第29巻 昭和3年l月l日 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.7 l冊 1-48 98P7341 
以降 ノート

1132 地方政党第30巻 昭和3年8月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.6 l冊 4-33 98P7342 
ノート

1133 地方政党第32巻 昭和4年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 4-25 98P7343 
ノート

1134 地方政党第33巻 昭和4年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.6X14.7 l冊 4-24 98P7344 
ノート

1135 政党ト議会 l巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 14.7 l冊 11-22 98P7345 
ノート

1136 政党ト議会2巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.9X 14.7 l冊 11-23 98P7346 
ノート

1137 政党ト議会3巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.6X14.6 l冊 11-24 98P7347 
ノート

1138 政党ト議会4巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.9x 14.6 l冊 11-25 98P7348 
ノート

1139 政党ト議会5巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.7 l冊 11-26 98P7349 
ノート

1140 政党ト議会6巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.7 l冊 11-27 98P7350 
ノート

1141 政党ト議会7巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.7X 14.9 l冊 11-28 98P7351 
ノート
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1142 政党ト議会8巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込
ノート

21.7X 15.0 l冊 11-29 98P7352 

1143 政党ト議会9巻 大正9年8月 不詳 新聞切抜貼込 21.7X 15.0 l冊 11-30 98P7353 
ノート

1144 政党ト議会 10巻 大正11年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.8X 15.0 l冊 11-21 98P7354 
ノート

1145 政党ト議会 11巻 大正10年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 11-20 98P7355 
ノート

1146 政党ト議会 12巻 大正10年-11年 不詳 新聞切抜貼込 21.6X 14.8 l冊 11-19 98P7356 
カ ノート

1147 政党ト議会 13巻 大正11年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 11-18 98P7357 
ノート

1148 政党ト議会 14巻 大正11年ヵ 不詳 新聞切披貼込 21.5X 15.2 l冊 11-17 98P7358 
ノート

1149 政党ト議会 15巻 大正11年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 11-16 98P7359 
ノート

1150 政党ト議会 16巻 大正12年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.7X 15.0 l冊 11-15 98P7360 
ノート

1151 政党ト議会 17巻 大正12年6月下 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 11-14 98P7361 
旬 ノート

1152 政党ト議会 18巻 大正12年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.6X 15.1 l冊 11-13 98P7362 
ノート

1153 政党ト議会 19巻 大正13年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 11-12 98P7363 
ノート

1154 政党ト議会20巻 大正13年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 15.0 l冊 11-11 98P7364 
ノート

1155 政党ト議会21巻 大正13年4月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 5-1 98P7365 
ノート

1156 政党ト議会22巻 大正13年4月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 ら2 98P7366 
ノート

1157 政党ト議会23巻 大正13年4月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 5-3 98P7367 
ノート

1158 政党ト議会24巻 大正13年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 5-4 98P7368 
ノート

1159 政党ト議会25巻 大正13年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 ら5 98P7369 
ノート

1160 政党ト議会26巻 大正13年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 5-6 98P7370 
ノート

1161 政党ト議会27巻 大正13年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 5-7 98P7371 
ノート

1162 政党ト議会ヵ 大正13年or14年 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 5-8 98P7372 
カ ノート

1163 政党ト議会29巻 大正14年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 与9 98P7373 
ノート
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1164 政党ト議会30巻 大正14年 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 5-10 98P7374 
ノート

1165 政党ト議会 31巻 大正15年4月 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 15.0 l冊 11-10 98P7375 
ノート

1166 政党ト議会32巻 大正15年11月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.9 l冊 11-9 98P7376 
ノート

1167 政党ト議会33巻 大正15年12月 不詳 新聞切抜貼込 22.0XI5.0 l冊 国語漢文 11-8 98P7377 
ノート

1168 政党ト議会34巻 大正15年末~昭 不詳 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 国語漢文 11-7 98P7378 
和2年l月 ノート

1169 政党ト議会35巻 昭和2年3月 不詳 新聞切抜貼込 21.8x 15.0 l冊 11-6 98P7379 
ノート

1170 政党ト議会36巻 昭和2年4月20日 不詳 新聞切抜貼込 21.8x 15.0 l冊 国語漢文 11-5 98P7380 
ノート

1171 政党ト議会ゼネブア会 昭和2年5月23日 不詳 新聞切抜貼込 21.8X 15.0 l冊 国語漢文 11-4 98P7381 
議 37巻 ノート

1172 政党ト議会 38巻 大正14年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-19 98P7382 
ノート

1173 政党ト議会38巻 昭和2年7月 不詳 新聞切抜貼込 21.8X 15.0 l冊 国語漢文 11-3 98P7383 
ノート

1174 政党ト議会 39巻 昭和2年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.8 l冊 11-2 98P7384 
ノート

1175 政党ト議会40巻 昭和2年12月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.8 l冊 11-1 98P7385 
ノート

1176 政党ト議会(各地ノ撰挙 昭和3年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-11 98P7386 
形勢)41巻 ノート

1177 政党ト議会当撰者発表 昭和3年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 裏表紙・最終頁ー 98P7387 
42巻 ノート 部破損 5-12 

1178 政党ト議会43巻 昭和3年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 表紙一部破損 98P7388 
ノート 5-13 

1179 政党ト議会44巻 昭和3年3・4月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-14 98P7389 
ノート

1180 政党ト議会45巻 昭和3年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-15 98P7390 
ノート

1181 政党ト議会(11月10日御 昭和3年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-16 98P7391 
大礼) 46巻 ノート

1182 政党ト議会47巻 昭和4年l月15日 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-17 98P7392 
ノート

1183 政党ト議会49巻 昭和4年7月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-18 98P7393 
ノート

1184 政党ト議会 50巻 昭和4年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 13.6 l冊 表紙虫損 5-19 98P7394 
ノート

1185 政党ト議会第51巻 昭和5年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-20 98P7395 
ノート
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1186 政党ト議会第52巻 昭和5年2月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-21 98P7396 
ノート

1187 政党ト議会第17回総選 昭和5年2月20日 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 l冊 5-22 98P7397 
挙結果第53巻 ノート

1188 医学ト教育 l巻幽園 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 14.6 l冊 5-23 98P7398 
ノート

1189 医学ト教育2巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.9X 14.7 l冊 5-24 98P7399 
ノート

1190 医学ト教育3巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 22.0XI5.2 l冊 5-25 98P7400 
ノート

1191 医学ト教育4巻 大正時代 不詳 新聞切抜貼込 21.7X 15.0 l冊 5-26 98P7401 
ノート

1192 医学ト教育5巻 大正11年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.1 1冊 5-27 98P7402 
ノート

1193 医学ト教育6巻 大正12年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.6X 15.3 l冊 5-28 98P7403 
ノート

1194 医学ト教育 7巻 大正12年9月 不詳 新筒切抜貼込 21.5X 15.2 l冊 5-29 98P7404 
ノート

1195 医学ト教青8巻 大正13年8月 不詳 新聞切抜貼込 21.7X 15.1 l冊 5-31 98P7405 
ノート

1196 医学ト教育9巻 大正14年l月 不詳 新聞切抜貼込 21.7X 15.5 l冊 5-32 98P7406 
ノート

1197 教育ト医学 10巻 大正15年4月 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 14.8 l冊 5-33 98P7407 
ノート

1198 医学と教育 12巻 昭和3年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-20 98P7408 
ノート

1199 家庭ト婦人 l巻幽園 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.3x 14.4 l冊 10-3 98P7409 
ノート

1200 家庭ト婦人2巻幽園 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 14.6 l冊 1・51 98P7410 
ノート

1201 婦人ト家庭3巻 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.8x 14.6 l冊 1-52 98P7411 
ノート

1202 家庭ト婦人5巻 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.9x 15.0 l冊 1・53 98P7412 
ノート

1203 建艦読報 不詳 梅野佐次平 新聞切抜貼込 20.0X 15.6 l冊 10-4 98P7413 
ノート

1204 建艦読報 不詳 梅野佐次平 新聞切抜貼込 20.0x 16.0 l冊 10-5 98P7414 
ノート

1205 建艦読報 不詳 梅野佐次平 新聞切抜貼込 19.9X 16.0 l冊 10・6 98P7415 
ノート

1206 隠レタル九州 l巻史跡 大正4年夏 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-10 98P7416 
絵葉書 ノート

1207 遭難日記他 大正5年8月~昭 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 表紙破損 1-22 98P7417 
和5年6月 ノート
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1208 14巻世界一周早廻り機 大正15年11月 不詳 新聞切抜貼込 21.9x 15.6 l冊 10-42 98P7418 
記録他 ノート

1209 満州、内地風俗他 大正6年~昭和2不詳 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 1-11 98P7419 
年5月10日 ノート

1210 秘密の国 大正6年6月 青木文教 新聞切抜貼込 22.5X 15.3 l冊 1-1 98P7420 
ノート

1211 富士騎馬登山頂上マデ 大正6年夏 不詳 新聞切抜貼込 22.6x 15.1 l冊 1-26 98P7421 
他 ノート

1212 庫花氏ト同船ノ記他 大正8年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 14.6 l冊 1-27 98P7422 
ノート

1213 4巻九州史蹟物語筑紫 大正12年4月 菊地幽芳 新聞切抜鮎込 21.5X 15.0 1冊 1-14 98P7423 
路の旅 ノート

1214 2巻山陰にート僚の黒き 大正12年5月 不詳 新聞切抜鮎込 21.5X 15.1 l冊 1-37 98P7424 
鉄路他 ノート

1215 黒部峡谷探検伝説ノ跡 大正12年春 不詳 新聞切抜貼込 21.6x 15.1 l冊 1-28 98P7425 
ヲ尋ネテ 3巻 ノート

1216 7巻山陰縦走他 大正13年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.8x 14.7 l冊 1-42 98P7426 
ノート

1217 8巻続筑紫路の旅(幽芳) 大正13年6月 不詳 新聞切抜貼込 22.3x 15.3 l冊 10-39 98P7427 
他 ノート

1218 九州通信競争 9巻他 大正13年夏 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 1冊 1-2 98P7428 
ノート

1219 ロッキ一山探検 l巻 大正14年6月 棋有恒 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-9 98P7429 
ノート

1220 4巻支那の奥地巴萄の秘 大正14年6月 後藤朝太郎 新聞切抜貼込 21.5 x 15.0 l冊 1-39 98P7430 

境 Ilカ通 ノート

1221 幸運なりし訪欧飛行 3巻 大正14年7月 河内一彦ほ 新聞切抜貼込 21.9X 15.0 l冊 1-29 98P7431 
カ= ノート

1222 11巻朝鮮漫画行他 大正14年9月~ 同一平ほか 新聞切抜貼込 21.5X 14.5 l冊 1-7 98P7432 
昭和2年9月 ノート

1223 13巻極地への憧僚他 大正15年l月25 松山基範ほ 新聞切抜貼込 21.5x 14.5 l冊 1-6 98P7433 

日~昭和3年7月 カョ ノート

1224 俗化しない隠れたる避暑 大正15年3月 不詳 新聞切抜貼込 21.3x 14.9 l冊 1-38 98P7434 

地(夏極楽)他 ノート

1225 5巻甘粛新彊の旅 大正15年6月 副島次郎ほ 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 1-30 98P7435 
カ通 ノート

1226 10巻i兆昂線ヲ見ル他 大正15年7月 長岡克暁ほ 新聞切抜貼込 21.9X 15.1 l冊 1-41 98P7436 
か ノート

1227 11巻銚子から大利根を 大正15年7月 不詳 新聞切抜貼込 21.8X 14.9 l冊 10-8 98P7437 
遡る水郷へ拾里の旅他 ノート

1228 12巻五島漫遊記他 大正15年7月 菊地幽芳ほ 新聞切抜貼込 21.7X 15.0 l冊 10-40 98P7438 
カB ノート

1229 長城を撃ぢる他7巻 大正15年7月 ~8 碧雲居ほか 新聞切抜貼込 21.7X 15.0 l冊 1-13 98P7439 
月 ノート
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1230 北ブラジルノ富源他9 大正15年7月6日 黒石南鳩ほ 新聞切抜貼込 21.5X15.0 l冊 1-8 98P7440 

巻 ~昭和5年3月15か ノート

日

1231 8巻かの国の思い出 大正15年8月下 井淳実ほか 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 1-31 98P7441 

旬 ノート

1232 灯台に照し出される世界 大正15年10月25不詳 新聞切抜貼込 21.9X 15.1 l冊 1-32 98P7442 

他 20巻 日 ノート

1233 12巻南洋の話他 大正15年11月~村上茂温ほ 新聞切抜貼込 22.0X 14.7 l冊 10-13 98P7443 
昭和2年4月 か ノート

1234 北海道樺太巡遊記他 19 大正15年9月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-21 98P7444 

巻 ノート

1235 16巻南国巡礼他 昭和2年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.2X14.6 l冊 10-7 98P7445 
ノート

1236 行け山陰線へ他 13巻 昭和2年6月 不詳 新聞切抜貼込 21.9X 14.8 l冊 1-33 98P7446 
ノート

1237 14巻新八景候補地ヲ訪 昭和2年7月 不詳 新聞切抜貼込 22.0X 14.6 l冊 10-12 98P7447 
ネテ他 ノート

1238 16巻山の霊海の精他 昭和2年7月 不詳 新聞切抜貼込 21.8X 14.9 l冊 10-41 98P7448 
ノート

1239 19巻山陰土産他 昭和2年8月~昭 島崎藤村ほ 新聞切抜貼込 21.6X 14.8 1f1lt 1-34 98P7449 
和5年7月 カ= ノート

1240 18巻国境縦走他 昭和2年8月 不詳 新聞切抜貼込 21.8X 14.9 l冊 1-43 98P7450 
ノート

1241 幕末ノ遣欧使節他 15巻 昭和3年6月-8 尾佐竹猛ほ 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 1-12 98P7451 
月28日 カ通 ノート

1242 あの山この村海の伝説 昭和3年7月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.9 l冊 1-44 98P7452 
山の伝説他 21巻 ノート

1243 16巻まぼろしの国他 昭和4年 前田=男ほ 新聞切抜貼込 21.5X 14.6 1f1lt 10-10 98P7453 
カョ ノート

1244 移動座談会他 22巻 昭和4年7月~昭 不詳 新聞切抜貼込 21.5X15.0 l冊 1-24 98P7454 
和5年7月 ノート

1245 24巻大阿蘇とその輪廓 昭和5年 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 15.0 l冊 10-9 98P7455 
の大他 ノート

1246 番附娯楽室一行博士 3巻 昭和5年10月 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-16 98P7456 
ノート

1247 広東遊記他 17巻 昭和5年4月22日 村松梢風ほ 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-15 98P7457 
-7月22日 か ノート

1248 18巻アフリカ大陸縦断 昭和5年6月-8 八木長人ほ 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-25 98P7458 
記他 月 カ通 ノート

1249 アリゾナ渓谷他 昭和5年7月17日 東福樟ほか 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-4 98P7459 
-10月15日 ノート

1250 印度風物記他 20巻 昭和5年8月~昭 竹内逸ほか 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1・5 98P7460 
和6年6月15日 ノート
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番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1251 アフリカの神秘境探検 昭和6年4月 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 15.0 l冊 1-36 98P7461 
21巻 ノート

1252 シャムを一瞥して他23 昭和6年6月9日 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-3 98P7462 
巻 ~昭和8年9月8 ノート

日

1253 アフリカ探検他22巻 昭和6年8月 ~9 三好武三ほ 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 1-23 98P7463 
月9日 か ノート

1254 川柳漫画一行博士 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.0 l冊 1-18 98P7464 
ノート

1255 行燈部屋の佑びしい一夜 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 14.8 l冊 1-35 98P7465 
他2巻 ノート

1256 6巻アフリカ鉱山探検 大正14年5月~ 井出健六ほ 新聞切抜貼込 21.4X 14.7 l冊 1-40 98P7466 
他 昭和4年8月28日 カs ノート

1257 満蒙学術探検(熱河探検 昭和8年7月25日 藤木九三 新聞切抜貼込 21.4X 15.1 l冊 10-44 98P7467 
記) ノート

1258 満蒙探検記(熱河)続キ 昭和8年10月15 藤木九三 新聞切抜貼込 21.3X 15.0 l冊 1-45 98P7468 
日 ノート

1259 唐津ゆき他6巻 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.5x 15.2 l冊 1-46 98P7469 
ノート

1260 九州山岳巡礼他23巻 昭和6年7月l日 北尾鎌之助 新聞切抜貼込 21.5x 15.0 l冊 1-47 98P7470 
ほか ノート

1261 選挙関係切抜帳 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 15.3 l冊 4-23 98P7471 
ノート

1262 選挙関係切抜帳 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.6X 14.9 l冊 表紙欠4-32 98P7472 
ノート

1263 選挙名簿 不詳 梅野辰次 新聞切抜貼込 20.0x 16.0 l冊 10-2 98P7473 
ノート

1264 16巻孤島苦の琉球他 大正15年5月 不詳 新聞切抜貼込 21.9X 14.8 l冊 10-11 98P7474 
ノート

1265 相撲関係ヵ 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.4X 15.0 l冊 字かすれ表紙の題 98P7475 
ノート 字見えず 10・14

1266 南アルプス縦走記竹田 不詳 不詳 新聞切抜貼込 22.0X 15.0 l冊 10-37 98P7476 
附近の名勝 13巻 ノート

1267 大西洋横断記録他2巻 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.5X 14.8 l冊 10-38 98P7477 
ノート

1268 l巻奥津の仙郷 不詳 不詳 新聞切抜貼込 21.9X 15.0 l冊 10-43 98P7478 
ノート
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7 その他 備考欄の数字(例:3・12)は整理番号を示す

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1269 写真f青島名所j 不詳 不詳 白黒写真 7.0X 10.0 8枚 封筒(8.7X12.0) 98P7479 
入り 3-12 ~7486 

1270 日英新報(TheAnglo 1903年6月 T(ロheンJapドaンnP)発res行s 印刷新聞 27.3X21.5 l部 英字新聞 3・26 98P7487 
Japanese Gazette) 

1271 大阪朝日新聞夕刊 昭和14年12月15日 大阪朝日新聞社 印刷新聞 54.5x40.5 l部 3-32 98P7488 

1272 大阪朝日新聞夕刊 昭和14年12月22日 大阪朝日新聞社 印刷新聞 38.3X26.7 l部 切り抜いた跡あ 98P7489 
り 3-33

1273 週間朝日 昭和8年 朝日新聞社 印刷新聞 38.3x26.7 l部 表紙欠 3-34 98P7490 

1274 マッチラベル帳 昭和6年5月31日~不詳 新聞切抜貼込 20.0x 15.8 l冊 たばこ、マッチ 98P7491 
昭和7年12月20日 庖の宣伝他

1-54 

1275 マッチラベル帳 昭和6年5月31日~不詳 新聞切抜貼込 20.2 x 16.0 1冊 たばこ、マッチ 98P7492 
昭和7年6月3日 庖の宣伝他

1-55 

1276 マッチラベル帳 昭和7年12月23日 不詳 新聞切抜貼込 19.7X 15.8 l冊 たばこ、マッチ 98P7493 
~昭和8年l月20日 庖の宣伝他

1-56 

1277 衆議員人名表第l巻 昭和 不詳 ぺン書 20.3xI6.0 l冊 4-22 98P7494 
第l回~第17回 ノート

1278 衆議員人名表第2巻 昭和 不詳 ぺン書 20.0XI5.5 l冊 紙片(l8.4X12.2) 98P7495 
第18回~第20回 ノート はさみ込み

4-21 

1279 雑記帳 不詳 不詳 ノート 18.3xI2.5 l冊 10-1 98P7496 

円。。。



寄贈資料 3.隈末男資料

3.隈末男資料

〈資料内訳〉古文書...・ H ・.....・H ・..……...・H ・..…………276件362点
備考欄の数字(例:隈V・1)は整理番号を示す

番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

大坂留守居勤手控 文政4年巳秋 氏幹 墨書・書冊 22.3xI5.7 l冊 隈V-1 98P7497I 

2 諸記十三冊ノ内壱 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 22.5x 16.5 l冊 享和3年より天 98P7498 
(御勘定所御規定張 明5年までの分
写) 隈 1-1 

3 諸記十三冊之内弐 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.1xI7.0 l冊 隈 I・2 98P7499 
(願書，心得之部)

4 諸記十三冊之内= (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.0x 17.0 l冊 隈V-22-1 98P7500 
(御在府、御在邑、年
始御礼、右同断五節
句朔望御礼、恐悦之
部、御機嫌窺、御用
召出、家督婚姻其外
御礼、御礼式奔御役
11展、呈書之部、殿中
心得之部、御精進日、
御発賀御次第書)

5 諸記十三冊ノ内四 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.0x 17.0 l冊 隈V・22-2 98P7501 
(御鎧初御式拝御法
令、養老執行書、火

事定書)

6 諸記十三冊ノ内五 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 23.8x 17.3 1冊 隈 I・3 98P7502 
(旅行御渡方其外ー
切旅行之部)

7 諸記十=冊ノ内六 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 23.6x 17.0 1冊 隈V・22・3 98P7503 
(追々被仰出候御法
令・諸心得之部)

8 諸記十三冊ノ内七 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.0x 16.8 l冊 隈V・22-4 98P7504 
(衣服之定、旅行衣
服之定、宗旨改之事、

猟事之定)

9 諸記十三冊ノ内八 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 22.5x 15.3 l冊 隈V・22-5 98P7505 
(御山御法令)

10 諸記十三冊之内九 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 23.8xI7.3 l冊 隈 I・4 98P7506 
(市中御定書・市中
衣服飲食定・問屋所
定書・質屋髪結所定
-公儀より被仰出書

之内)

11 諸記十三冊之内十 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 23.7x 16.8 l冊 隈V・22-6 98P7507 
(御定書・御法令定)

12 諸記十=冊之内十一 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 22.0x 15.3 l冊 隈 I・5 98P7508 
(公儀被仰出覚)

13 諸記十三冊之内十二 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 23.8x 16.4 l冊 隈 1・6 98P7509 
(目付役心得覚書・
変死倹使，心得書)

14 諸記十=冊之内十三 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 23.8x 17.0 l冊 隈 1-7 98P751O 
(雑事廉付部)
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

15 加藤清正朝鮮より留 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.3x 18.5 l冊 隈V・2 98P7511 
守居城代江下知状写
同朝鮮陣備組之覚

16 黒田家憲草案 (明治時代以降) (吉村氏) 墨書・罫紙 23.0x 15.5 l綴 隈N-49 98P7512 
-書綴

17 分限帳 文政14卯春改 吉村 墨書・書冊 17.3x11.6 l冊 隈N-43 98P7513 

18 繁沢密書之写 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 22.5X 15.2 l冊 隈V・33 98P7514 

19 公私申綴 (江戸時代) 繁沢弥公衛 墨書・書綴 22.8X 16.0 l綴 口上・和歌等 98P7515 
門房種 合綴隈1-26 

20 封筒 (近代) (吉村氏) 封筒・罫紙 23.4X 15.7 l点 f故臨四郎履歴 98P7516 
ニ関スル物Jと
墨書あり
隈N-46はすべ
てこれに納む

破損あり
隈N-46-0

21 ひも 近代 ひも 長さ39.0 l点 隈V-46を封筒 98P7517 
中でひとくく

りにする

隈V-46-1

22 摂口上 (江戸時代)11月 作成不詳 喜平士様 継紙 15.9x58.0 l通 隠居後の生活 98P7518 
難渋

隈ν-46-44

23 辞令(等外四等出仕 明治8年9月15日 司法省 康瀬臨四 一紙・墨書 21.7x29.0 l通 隈N-46-16 98P7519 
任) l'!B 

24 辞令(等外三等出仕) 明治9年l月25日 司法省 等外四等 一紙・墨書 18.8x25.9 l通 隈N・46-31 98P7520 
出仕演瀬
鶴岡郎

25 出頭命令 明治9年3月30日 函館武衛所 鹿瀬臨四 継紙 16.2X27.3 l通 支庁へ出頭の 98P7521 
良日 こと

隈ν-46-50

26 辞令(等外三等出仕 明治9年3月31日 開拓使 廃瀬臨四 一紙・墨書 21.6X28.4 l通 隈lV-46-14 98P7522 
任) l'!B 

27 辞令(民事課任) 明治9年3月31日 開拓使 康瀬臨四 一紙・墨書 21.6x28.4 l通 隈ν-46戸12 98P7523 
l'!B 

28 辞令(函館在勤任) 明治9年3月31日 開拓使 演瀬臨四 一紙・墨書 21.6x28.4 l通 隈N・46-11 98P7524 
l'!B 

29 辞令(出仕免) 明治9年10月7日 開拓使 等外=等 一紙・墨書 21.9X28.3 l通 隈lV-46-13 98P7525 
出仕康瀬
臨三郎

30 通達(勤続手当給付 明治9年叩月17 開拓使 康瀬臨四 一紙・墨書 21.8 x28.4 l通 隈N-46-25 98P7526 
の件) 日 l'!B 

31 預証券 明治11年10月2 渡辺果然 吉村春江 一紙・曇書 23.6x32.2 l通 隈N-46・52 98P7527 
日 (印)、白石

真忠(印)

32 辞令(二等巡査任) 明治13年1月16 兵庫県草(印) 吉村臨四 一紙・印刷 22.3x28.7 l通 隈lV-46・10 98P7528 
日 l'!B 
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

33 辞令(出仕免) 明治13年7月16 兵庫l孫 一等巡査 一紙・墨書 19.7x26.4 l通 隈N-46-15 98P7529 
日 吉村臨四

良E

34 村曾議員嘗撰状 明治15年11月6 夜須郡下秋 吉村臨四 一紙・墨書 19.0x23.5 l通 隈N・46-31 98P7530 
日 月村戸長 良日

村石義種
(下秋月村
役場印)

35 村曾議員歯撰状 明治17年7月25 夜須郡下秋 吉村臨四 一紙・墨書 18.0x23.7 l通 端裏に押紙「吉 98P7531 
日 月村外ーク 1I~ 村臨四郎Jとあ

村戸長渡 り
辺六太夫 隈N-46-18
(印)

36 一分室聯合曾議員賞 明治17年7月25 夜須郡下秋 吉村臨四 一紙・墨書 18.0X23.4 l通 端裏に押紙「吉 98P7532 
撰状 日 月村外ーケ 良E 村臨四郎jとあ

村戸長渡 り
辺六太夫 隈N-46・17
(印)

37 辞令(出雲大社教曾 明治19年2月8日 大社教管長 吉村臨四 一紙・墨書 22.0 x 29.4 l通 隈ν-46・9 98P7533 
取締任) 従三位出雲 1I~ 

園造千家尊

福(印)

38 嘗撰状(四所轄より 明治19年4月 夜須郡下秋 吉村臨四 一紙・墨書 17.0x24.0 1通 隈N-46-19 98P7534 
六所轄まて聯合曾議 月村野鳥村 郎

員) 戸長伊藤
豊三郎(印)

39 嘗撰状(所轄聯合曾 明治19年4月 夜須郡下秋 吉村臨四 一紙 17.0X24.2 l通 隈U・46・7 98P7535 
議員) 月村野鳥村 1I~ 

戸長伊藤
豊三郎(印)

40 嘗撰状(二所轄より 明治19年4月 夜須郡下秋 吉村臨四 一紙・墨書 17.0X24.1 l通 隈N-46・20 98P7536 
三所轄まて聯合曾議 月村野鳥村 1I~ 
員) 戸長伊藤

豊=郎(印)

41 辞令(福岡県系夜須郡 明治19年10月6 (福岡燃口) 吉村臨四 一紙・墨書 22.9x31.0 l通 隈N-46-23 98P7537 
下秋月村野鳥村戸長 日 (印) 良日

任)

42 通達 明治19年10月8 上座下座夜 上秋月村 罫紙 24.5x 17.0 l通 朱書あり 98P7538 
日 須郡役所 外一村戸 隈U・46・3

(印) 長(吉村
臨四郎)

43 辞令(准判任官九等 明治20年9月16 (福岡県系口) 福岡!除夜 一紙・墨書 22.8X30.8 l通 隈N-46-24 98P7539 
任) 日 (印) 須郡下秋

月村外ー
村戸長
吉村臨四
1I~ 

44 通達(勉励賞与の件) 明治22年2月13 福岡}孫 夜須郡下 一紙 21.8x28.8 l通 隈N-46・8 98P7540 
日 秋月村外

ーク村戸
長吉村
臨四郎

Q
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番号 名 称、 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

45 通達(早村制買施準 明治22年3月28 上坐下坐夜 下秋月村 罫紙・墨書 27.0x39.4 l通 隈lV-46・33 98P7541 
備の件) 日 須郡長権 外一村戸

藤貫一(印) 長吉村
臨四郎

46 感謝状(金銭寄贈の 明治24年8月10 日本赤十字 小林利愛 一紙・印刷 20.8x30.2 1Ja! 隈lV-46-6 98P7542 
件) 日 社総裁大勲 氏外二氏

位彰仁親王
-日本赤十
字社長子
爵佐野常氏

47 日誌 (明治25年)6月13鹿鳴堂 墨書 17.0XI2.0 l冊 京都→東京→ 98P7543 
日 ~24日 京都→神戸→

福岡(ヵ)旅中
勘定付、旅中
の行動を後に
ひカ通えたもの

隈lV-46-45

48 承認状(軍資金献納 明治27年8月23 陸軍値兵監 吉村臨四 一紙・印刷 24.4x32.2 l通 隈lV-46-28 98P7544 
の件) 日 陸軍喜平中 n~ -墨書

佐正六位勲
四等大蔵

平三(印)

49 領収謹書(軍資献納 明治27年9月8日 中央金庫 吉村監四 一紙・印刷 18.3X 11.6 l通 隈lV-46-2 98P7545 
金) (臨時陸軍 n~ -墨書

中央金植
部)(印)

50 手びかえ帳 明治27~28年 吉村 小横帳・墨 7.2X 12.2 l帳 日記・住所録 98P7546 
書・鉛筆 -金銭覚・地

券覚
隈lV・46-43

51 辞令(京都府警察雇 明治29年12月23京都府(印) 吉村臨四 一紙 19.8x25.9 i通 隈N・46-4 98P7547 
任) 日 良日

52 通達 明治29年12月23京都府警察 吉村臨四 継紙(2枚) 19.6x40.6 l通 隈lV-46-21 98P7548 
日 部(印) n~ 墨書

53 辞令(警察部保安課 明治29年12月23京都府 警察雇吉 一紙 19.7X26.3 l通 隈lV-46・5 98P7549 
付属任) 日 村臨四郎

54 辞令(警察雇免) 明治31年3月31 京都府 警察雇吉 一紙・墨書 19.7x26.1 l通 隈lV-46-40 98P7550 
日 村臨四郎

55 辞令(望火櫓雇任) 明治31年4月l日 京都市参事 吉村臨四 一紙・墨書 21.7x29.0 1Ja! 隈N-46・22 98P7551 
曾(印) 良日

56 明治二十七・八年戦 明治31年6月l日 福岡県知事 吉村臨四 印刷・墨入 22.7X30.5 l通 隈lV-46-47 98P7552 
役への献納金褒状 岩村高俊 n~ れ

57 褒状送付通知 明治31年 秋月町役場 吉村臨四 罫紙・墨書 23.9X 16.9 l通 秋月町役場罫 98P7553 
(印) n~ 紙

隈N-46-46

58 書簡 明治39年3月5日 清水洲弥 吉村臨四 罫紙 22.5x 16.5 l通 隈N-46-48 98P7554 
郎(太古
堂吉村先
生)

59 書簡 (明治時代)3月10戸倉隆右衛 吉村尊伯 継紙・墨書 16.8X 191.0 l通 隈N-46-53 98P7555 
日 門

90一



寄贈資料 3.隈末男資料

番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

60 書簡 (明治)7月4日 金田斉寄 広瀬臨四 墨書・継紙 17.0X76.5 l通 函館武事課、 98P7556 
f!~ 用獄係時

隈U・46-49

61 書簡 (明治時代)8月15黒田内存、 吉村臨四 継紙 16.4X 149.5 l通 歴史編さんの 98P7557 
日 柳原以徳 f!~ ため、幕末・

維新時の秋月
事情問いあわ
せ封筒あり
隈N・46-42

62 通達(裁判所へ出頭 (明治時代)9月14函館裁判所 庚瀬臨四 一紙・墨書 16.0x39目6 l通 隈N-46・28 98P7558 
の件) 日 郎殿

63 書簡 (明治時代)12月 久留米岩尾 吉村臨四 墨書・継紙 18.lx96.9 l通 上海で日清貿 98P7559 
IO日 精 f!~ 易商会及研究

所創立の活動
を 始 め る 封
筒あり
隈N-46・51

64 記(新撰組関連) (明治時代) (吉村臨四 罫紙・墨書 22.5x31.4 l点 隈N-46-37 98P7560 
f!~) 

65 吉村臨四郎履歴 (明治時代) (吉村臨四 一紙・墨書 24.0x32.8 l点 司法省出仕以 98P7561 
郎) 前の新撰組加

入時代を含む
隈N-46・36

66 履歴 (明治時代) 福岡脈管下 一紙・墨書 24.3x32.9 l点 隈N・46-35 98P7562 
筑前圏第七
大直三小匝
夜須郡下秋
月村士族
吉村臨四郎

氏清

67 吉村臨四郎履歴 (明治時代) 福岡県草筑前 一紙・墨書 23.9x 19.0 l点 破損により後 98P7563 
圏第七大区 ノ10-、， 

三小区夜須 隈N-46・34
郡下秋月村
士族吉村
臨四郎

68 辞令請分書式 (明治時代) (吉村臨四 一紙・墨書 24.3x33.0 l通 隈N-46・29 98P7564 
郎)

69 辞令書式 (明治時代) (吉村臨四 一紙・墨書 24.4x33.0 l通 隈U・46-30 98P7565 
郎)

70 断簡 (明治時代) 作成不詳 一紙・墨書 21.6x7.3 l点 「門候鹿瀬臨四 98P7566 
郎Jと記す
隈N-46・26

71 書簡(連署加印の要 (近代)2月29日 (吉村氏) 京極高徳 継紙(2枚)・ 18.5X 100.。l通 吉村氏作成の 98P7567 
請) 墨書 書簡草案ヵ

隈N-46・39

72 誓約書草案 (近代) 京都市吉 罫紙・墨書 23.0X31.3 I]i!! 電気通信技術 98P7568 
村慎九郎 伝習の後、逓信

省の電信業務

隈N-46-38

-E且nu 



寄贈資料 3.隈末男資料

番号 名 称、 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

73 秋月先生略侍 (近代) 笠間益ニ 書綴・印刷 23.5X 15.5 1綴 「第二回訂正改 98P7569 
謹撰 刷Jと あ り 杉

本胤永略伝
隈N-46-41

74 明治二十五年四月十 明治25年4月10 作成不詳 墨書・書冊 18.0x 12.5 l冊 一部見聞き不 98P7570 
日主用ニテ出京之記 日~同5月17日 可

隈N-39

75 養蚕集謹曾着到簿 明治20年7月26 作成不詳 罫紙一紙 32.8x24.0 l点 表紙のみ 98P7571 
日 隈1-48 

76 荷物入組番号拍 明治38年3月28 吉村口口 墨書・書冊 32.8x 12.0 l冊 隈N-41 98P7572 
日

77 断簡 (明治時代) 吉村 墨書・罫紙 12.0x8.5 l点 f故臨四郎代J 98P7573 
の文字あり
隈ll-55

78 一紙束 時代不詳 作成不詳 墨書・ー紙 計測不可 l点 束のまま見開 98P7574 
縦19.0 き不可

隈N-44

79 姓名録 (明治時代) 作成不詳 罫紙・墨書 11.0x 15.5 l冊 隈E・29 98P7575 
-書冊

80 和田八之進献言控 壬申11月 鹿児嶋県士 集議院 墨書・書冊 24.3x 16.8 l冊 奥に「酉仲春写 98P7576 
族・和田八 春江亭主Jと墨

之進 書あり
隈V-20

81 通知書(戸籍写、領 明治33年9月4日 朝倉郡秋月 京都市吉 罫紙・書綴 22.8x 16.2 4)点 封筒あり 98P7577 
収書、他) 町戸籍役場 村臨四郎 -一紙 隈ll-33 ~7580 

82 徴兵年齢届案(臨四 明治38年3月4日 戸主・吉村 朝倉郡秋 墨書・ー紙 24.0x 16.5 l紙 隈ll-43 98P7581 
郎甥吉村従吾、満弐 臨四郎 月町長
拾歳)

83 私生出生届(届人吉 明治40年6月23 秋月町戸籍 福岡・吉 墨書・一紙 24.0x33.0 8通 封筒あり 98P7582 
村議・戸主吉村臨四 日 ~7月 役場 村臨四郎 隈ll-41 ~7589 
郎)

84 顛末書(今般倶集を (明治43年)11月 警固・平田 秋月・土 墨書・書綴 24.1XI6.7 l冊 隈E・50と関連 98P7590 
義絶致したるの理 20日 金六郎 岐八郎 隈E・51
由)

85 封筒 (明治時代) 作成不詳 封筒 21.0x 10.0 l点 隈N-42-2~4 98P7591 
は一括してこ
れに収納
腰N-42-1

86 地行東西町納税組合 (明治時代~昭 作成不詳 墨書・一綴 24.5X 17.2 l綴 隈N-42-2 98P7592 I 
規約 和時代)

87 月額受取相エ 明治12年2月6日 (吉村氏) 墨書および 7.0x 13.8 l冊 隈N-40 98P7593 
から 鉛筆書・書

冊

88 舎中借入金二件証書 (明治14年~15 (吉村氏他) 一紙 24.0x32.5 l通 「イノ姶壱号J 98P7594 
年頃) Iイノ拾或号Jの

朱書あり
隈1-42 

89 記(地券名替願) 明治14年3月17 篠隈村安藤 上村平八 一紙 23.5x31.0 l通 朱書あり 98P7595 
日 信親 隈1-46 

つ臼Qυ 



寄贈資料 3.隈末男資料

番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

90 約定証券(金二拾五 明治16年II月 連借約定主 伊藤久米 墨書・書綴 24.0X 15.6 l冊 隈H-54 98P7596 
円、明治十六年十一 -生野金七 蔵後見 (罫紙)

月より三十五ヶ月月 他2名 人・吉村

賦にて壱円宛返済) 臨四郎

91 借用証券(金八拾弐 明治17年6月!日 借用主・渡 吉田武雄 墨書・書綴 23.5X 15.7 l冊 隈E・53 98P7597 
円五拾銭、抵当秋月 辺果然 他2名 (罫紙)

貸金会社預ク金、明
治二十二年迄返納)

92 請取証 (明治)23~24年 作成不詳 罫紙一紙 24.0X32.3 l通 隈 1-45 98P7598 
頃

93 金銭受携帳拍 明治25年4月9日 (吉村氏) 墨書・罫紙 24.0X 16.5 l綴 「西京出府中ヨ 98P7599 
~同5月30日 -書綴 リ下豚までJと

あり隈lV-48

94 上京公私費受払帳 明治25年 吉村 罫紙・墨書 II.OXI5.3 l冊 隈E・30 98P7600 
-書冊

95 金子借用証書(金参 明治29年6月4日 借用人・中 吉村臨四 墨書・書綴 21.8x 15.6 3枚 他に金弐円「無 98P7601 
拾円、十一月拾五日 嶋長四郎他 1m (罫紙) 利子Jの「金借 ~7603 

造返済) 2名 用証券J(11月
迄各月毎返済、
借主中嶋長四
郎→臨四郎)を
附す隈H-49

96 謹(金拾壱円の借用 明治29年8月21 借主・梶原 吉村臨四 墨書・罫紙 24.0X 16.3 2枚 「返納延引ニ付 98P7604 
:9月30日迄に元利 日 景太郎 良E 十一月十四日 ~7605 

共返納) までニハj梶原
-能関四郎両
名返金Jの旨の
添証を附す
隈H-48

97 借用証書 (明治時代)1月25吉村・堀内 一紙 16.2 X 19.0 l通 見聞き不可 98P7606 
日 -半田・美 隈 1-41 

根

98 借入金二件証書 (明治時代)3月15堀内甚三郎 一紙 24.0x32.8 l通 「イノ拾九号J 98P7607 
日.3月16日 fイノ廿号jの朱

書あり
隈ト44

99 借入金二件証書 (明治時代)3月28堀内甚三郎 一紙 23.8 X 32.5 l通 「イノ或拾五号j 98P7608 
日 .3月29日 -美根虎雄 『イノ或拾六号j

の朱書あり
隈 1-43 

100 金銭出入書 (明治時代) 作成不詳 罫紙一紙お 23.7x32.0 l通 隈 1-47 98P7609 
よぴ白紙l
枚

101 建築家屋修繕ニ関ス (大正時代) (吉村氏) 封簡 31.7 X 11.2 l点 隈lV・45・2~11 98P7610 
ル畑地買ニ係ル諸費 は一括してこ

等書類入 れに収納
隈lV-45・1

102 請取謹 大正元年12月23竹内留次郎 吉村 墨書・ー紙 17.8x27.0 l通 「大正元」と鉛 98P7611 
日 2枚継 筆書で付年号

あり
隈U・45・2

円

JQ
U
 



寄贈資料 3.隈末男資料

番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

103 見積書 大正4年8月3日 局木半三郎 吉村 墨書・罫紙 24.0X 16.7 l綴 隈N-45-3 98P7612 
-書綴

104 記(吉村から高木・ (大正時代)8月12(吉村氏) 墨書・ー紙 31.7xI7.8 l通 白水兵太郎・ 98P7613 
白水に対する金銭支 日 ~9月 11 日 2枚継 高木半三郎・

払) 白水兵次郎の
母印あり
隈N-45-4

105 記(見積書) (大正時代)9月7 高木半三郎 吉村 墨書・一紙 33.3x24.4 l通 隈W-45-5 98P7614 
日 l枚

106 記(見積書) (大正時代)9月7 高木半三郎 吉村 墨書・ー紙 32.7x24.0 1 j屋 隈N-45-6 98P7615 
日 l枚

107 記(吉村から高木・ (大正時代) (吉村氏) 墨書・断簡 18.0X 12.5 l通 隈N・45-7 98P7616 
白水に対する金銭支
払)

108 記(金銭受取証) (大正時代)9月10高木半三郎 吉村 墨書・ー紙 24.1x32.8 1Ji!i 隈N-45-8 98P7617 
日~同27日

109 書簡 大正4年9月25日 伊東口口 吉村 墨書・罫紙 23.9x 16.3 l通 隈W-45-9 98P7618 
2枚

110 見積書 (大正時代) 白水兵太郎 墨書・ー紙 18.0X22.7 l通 隈N・45-10 98P7619 
-高木半三 2枚継
良日

111 記(修繕ヶ所書上) (大正時代) (吉村氏) 墨書・一紙 18.0x56.3 2通 隈W-45-11 98P7620 
~7621 

112 書簡(近況報告) 明治21年11月10東京・田口 福岡・吉 継紙・墨書 16.2x70.1 l通 封筒あり 98P7622 
日 金次郎内わ 村臨四郎 隈E・37

カ通

113 書簡(碓氷鉄道の件 明治25年9月l日 東京・吉村 福岡・吉 一紙・罫紙 23.7X32.5 5点 「送籍願Jf郵便 98P7623 
他、妻離縁など) 千石 村臨四郎 -墨書 為替願書jを添 ~7627 

える封筒あ
り 隈1-36

114 書簡(近況報告) 明治36年7月8日 秋月・土岐 京都・吉 墨書・継紙 18.2X305.0 2通 隈E・50 98P7628 
八郎 村臨四郎 ~7629 

115 書簡(臨四郎甥吉村 明治38年2月17 東京・吉村 京都・吉 墨書・ー紙 24.6x33.4 2通 封筒あり 98P7630 
従吾、徴兵身体検査 日 千石 村臨四郎 隈 1-40 ~7631 

願出の件)

116 書簡(近況報告) 明治38年7月7日 京都・知恩 福岡・吉 墨書・継紙 17.3x102.0 l通 封筒あり 98P7632 
院内善光寺 村臨四郎 隈E・39
別院近藤正
道

117 書簡(区役所に提出 (明治40年)7月6 吉村千石 吉村臨四 一紙・墨書 18.5x36.0 l通 封筒表にf福岡 98P7633 
の理由書遅延の件) 日 良E 市地行三番丁

…j、封筒裏に
「東京市麻布区
…jとあり
隈 1-31 

118 書簡(吉村臨四郎甥 明治40年4月20 秋月町戸籍 福岡・吉 一紙・罫紙 24.4x33.2 3点 封筒あり f出 98P7634 
吉村発三郎、吉村千 日 役場 村臨四郎 寄留届Jを添え ~7636 

石方へ寄留の件) る
隈E・38

-94-
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

119 書簡(戸籍の件及び (明治40年)10月8吉村千石 吉村臨四 一紙・墨書 18.4x75.5 l通 包紙あり 98P7637 
近況報告) 日 良E 隈 1-32

120 書簡(吉村従吾、徴 (明治時代)1月12吉村千石 吉村臨四 墨書・一紙 18.2X75.0 l通 隈 1-43と関連 98P7638 
兵適齢の件他、近況 日 !l~ 隈 1-44
報告)

121 書簡(私生子屈の件、 (明治時代)5月2 吉村千石 吉村臨四 墨書・継紙 18.4x 113.0 l通 隈E・41と関連 98P7639 
東京の様子、九州地 日 良日 隈 1-45
方に鉱山を期待する
など近況報告)

122 書簡(近況報告) (明治時代)6月4 吉村慎九郎 京都市吉 一紙・墨書 24.5x33.0 l通 封筒あり f臨 98P7640 
日 村臨四郎 四郎Jは「慎九

郎Jの父親
隈 1-35

123 書簡(戸籍謄本の件、 (明治時代，)6月18東京市吉村 福岡市地 一紙・墨書 18.5X89.0 l通 封筒あり 98P7641 
他近況報告) 日 千石 行吉村臨 隈E・34

四郎

124 書簡 (明治時代n月7 山本信己 吉村臨四 墨書・一紙 18.4X78.6 l通 封筒あり 98P7642 
日 !l~ 2枚継 隈N-47

125 書簡(米国陸軍帥タ (明治時代)7月27京都・畠山 福岡・吉 墨書・継紙 18.0x 110.0 l通 隈E・52 98P7643 
プト氏等京都立寄の 日 庄蔵 村臨四郎

由、他)

126 書簡(尊大人一周忌 (明治時代，)9月26吉村千石 吉村臨四 墨書・継紙 16.5xl05.0 l通 隈 1-47 98P7644 
の件、他、近況報 日 郎・吉村

告) 八郎

127 書簡(断簡;近況報 (明治時代) (吉村某) ベン書・ー 24.3xI6.5 l通 隈 1-46 98P7645 
告) 紙

128 書状断簡 時代不詳 作成不詳 一紙 18.0X 17.0 l点 破損大 98P7646 
隈ト50

129 本命的殺操、他 30.l5th Feb S.Yoshimura 墨書及び朱 21.0X 13.5 l点 隈N-4 98P7647 
(吉村氏) 書・台紙に

数紙をはさ
む

130 出雲大社書受 (明治時代) 作成不詳 墨書・紙袋 19.0X 13.5 l点 本来は吉村臨 98P7648 
四郎の貯金預
渡通帳入隈
1-56-1-10を
収める
隈E・56-0

131 出雲大社教会盤札 明治18年10月16秋月村伊東 墨書・印刷 9.8x6.6 l枚 隈E・56・1-3 98P7649 
日入社 久米蔵姉た -一紙 を一括り

み 隈E・56-1

132 出雲大社教会鑑札 明治18年10月16秋月村・伊 墨書・印刷 9.8X6.6 l枚 隈E・56-2
日入社 東久米蔵 -一紙

133 出雲大社教会鑑札 明治18年10月16秋月村伊東 墨書・印刷 9.8x6.6 l枚 隈E・56戸3 98P7651 
日入社 久米蔵母い -一紙

と

134 出雲大社教会鑑札 明治18年10月16秋月村・吉 墨書・印刷 9.8x6.6 l枚 隈 1-56-4 98P7652 
日入社 村臨四郎 -一紙

F
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

135 出雲大社教会鑑札 明治18年10月16秋月村・吉 墨書・印刷 9.8x6.6 l枚 他に無記名の 98P7653 
日入社 村臨四郎妻 -一紙 鑑札(印刷の

やすよ み)が5枚あり
隈 H-56・5

136 天津祝詞大級調 明治18年11月 京都神道教 木版・書冊 16.0X 12.0 l冊 隈E・・56・6 98P7654 
全 dZb3h t 

137 出雲大社教会結収手 (明治時代) 神道大社教 印刷・書冊 22.0x 15.5 l冊 隈 H-56-7・8は 98P7655 
続概略 本院 合綴

隈H-56・7

138 出雲大社教会規約 明治9年5月17日 神道大社教 木版・書冊 22.0X 15.5 l冊 隈E・56・8 98P7656 
本院

139 肺病の薬回五加草 明治37年6月12 渡辺清治郎 墨書・書綴 25.0x 16.9 l冊 隈H-56・9 98P7657 
の採集に就て 日大阪朝日新聞

第8013号

140 八卦に基づく薬の解 (明治時代) 作成不詳 墨書・書冊 16.0X 11.8 l冊 前欠 98P7658 
説書 隈 H-56・10

141 本堂建築募縁序 (明治時代~昭 善光寺大本 墨書・書綴 23.2xI6.0 l綴 隈N-42・2~4 98P7659 
和時代) 願京都別院 は一括して隈

執事・岡本 N・42-1に収納

堂建築護起 醸N-42-3
総代熊谷与

口口

142 寛文武鑑 (寛文9年己酉3 版元・本問 墨書・書冊 20.8x 15.0 l冊 後世の写ヵ 98P7660 
月吉日) 屋 隈E・8

143 武鑑 万延2辛酉歳毎 東京・須原 木版・書冊 7.2XI6.2 l冊 裏表紙に墨書 98P7661 
月改 屋茂兵衛版 にて「万延二年

酉二月廿四日
調へ、伊東勝
輝jとあり

隈m-6

144 御家人先祖由来之記 元禄4年 貝原久兵衛 墨書・書冊 24.5x 18.5 l冊 破損あり 98P7662 
全 隈U・35

145 和漢年代緊要 寛政12庚申正月 (出版元)大 木版・書冊 8.5X 17.1 l冊 隈 H-26 98P7663 
(発行) 坂心斎橋古

文字屋市左
衛門他

146 難破軍記元和元乙 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 26.8x20.0 l冊 隈V・28 98P7664 
卯歳全

147 楠家伝七巻書第一 天保14卯初夏写 中巴勝秀写 墨書・書冊 24.2 x 18.0 l冊 隈V・38 98P7665 

148 楠木正成金剛山城壁 (江戸時代以降) 作成不詳 墨書・罫紙 24.0x 15.4 l綴 隈U・31 98P7666 
書 他

149 武家教養書集 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書綴 23.8X 16.5 l冊 類書隈V-31 98P7667 

150 武家教養書集 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書綴 23.0x 16.0 l冊 奥に「吉村瀬左 98P7668 
衛門内蔵書Jと
あり隈E・9

151 武家教養書集 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.0x 17.0 l冊 奥に「藤田春江 98P7669 
蔵本Jとあり
隈 H-10 
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

152 武家教養書集 (江戸時代) 作成不詳 墨書・罫紙 23.4X 14.5 l冊 隈V-40 98P7670 
-書綴

153 明治英傑遺稿上 明治10年第12月 山住才造・ 印刷・書冊 17.8x 12.6 l冊 隈ト36 98P7671 
編者緒言 高見泰蔵編

範大坂書
爆武藤蔵版

154 明治英傑遺稿下 (明治10年第12 山住才造・ 印刷・書冊 17.8x 12.6 l冊 隈ト37 98P7672 
月編者緒言) 高見泰蔵編

輯大坂書
感武藤蔵版

155 祖来先生筈問書中 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書編 23.0x 17.5 l綴 隈ト28 98P7673 

156 新論巻之上・下 (文政8年以降) 会沢安著 木版・書冊 18.1XI2.7 2冊 隈m-4 98P7674 
(水戸・東 -7675 
海氏蔵板)

157 水戸景山公賜閣老福 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.6x 17.0 l冊 奥に「紀州御藩 98P7676 
山侯海防索十ヶ条 儒臣遠藤主助

より借用、嘉
永七六月上旬
写諸親」と墨

書あり
隈V・37

158 合衆国伯理璽天徳書 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 27.0x20.0 l冊 隈V-25 98P7677 
翰和解

159 三口口之伝 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.0x 18.0 l冊 破損甚大にし 98P7678 
(一部罫紙) て開閉不可

隈V・34

160 武鰹全 天保3玄戴執除 吉村隼太氏 墨書・書冊 20.0X 13.7 l冊 一部見聞き不 98P7679 
仲春 英(朱印) 可 隈N-32

161 無相流空輸巻五輪 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 26.7x20.0 l冊 隈V・19 98P7680 
之内一

162 武用弁略巻之ー・二 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 22.5X 15.7 l冊 破損甚大にし 98P7681 
て開閉不可
隈 E・23

163 列強交戦地圃 大正3年9月15日 長崎市銀座 多色印刷・ 54.0x39.5 l舗 長崎日日新聞 98P7682 
町迎陽館印 一紙 第1254号附録

ff 隈 I・51

164 日本歳時記(樽桑歳 貞享5年戊成3月 (貝原篤信 木版・書冊 22.5x 16.0 5冊 巻之七は『都郡 98P7683 
時記)巻之一、三、 序) 歳時記Jを附し -7687 
五~七止 表紙欠巻之

六に『鹿軒屋吉

村Jの墨書あり
隈ト15
隈ト16
隈V-16・1

165 広益字典節用集 寛延庚午之秋序 (大江処士 木版・書冊 7.3X 16.5 l冊 表紙・裏表紙 98P7688 
序) 欠背に『伊東

九郎Jとあり
附録として『和
漢年鑑J他あり
隈n-1 
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

166 早引節用集 安永5丙申孟春 版冗・西村 木版・書冊 13.0XI8.3 l冊 隈E・9 98P7689 
源六他3名

167 増補改正早引節用 天明元辛丑年仲 (出版元)江 木版・書冊 15.8x9.3 l冊 表紙欠 98P7690 
集 冬 戸通本町三 隈II-25 

丁目西村源

六他

168 増続字林集韻大全巻 安永7戊戊年11 浪速書爵・ 木版・書冊 15.9X 11.1 l冊 背に「吉村氏J 98P7691 
之下 月 秋田屋市兵 とあり

衛他2名 隈E・7

169 新録天下備覧文林類 (江戸時代以降) 作成不詳 墨書・書冊 23.8x 16.0 l冊 一部にf寺町丸 98P7692 
記薦書三事費 巻之廿 太町口口錦華

堂版Jと刷る罫
紙用いる
隈U・1

170 天禄闇精採便覧高賓 口口十有四稔l 文先生・口 墨書・書冊 23.8x 16.0 l冊 破損あり 98P7693 
全書 二 十 六 月写 四楼書 隈U・2

171 童蒙学要抄 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 22.5XI6.7 3冊 他2冊付着開閉 98P7694 
不可 -7696 
隈V-46

172 開化小準用文 紀元2534年明治 喰代豹蔵編 木版・書冊 23.0x 15.7 l冊 「明治十年第五 98P7697 
7稔第9月新彫・ 東京書林 月珍東京求之J
明治8稔10月再 岡田庄助・ 「吉村臨四郎J
版 大国勘右衛 と墨書あり

門・別所平 隈ν-36
七合梓

173 小撃讃本 明治8年3月 文部省編纂 木版・書冊 21.0x 14.0 l冊 隈N-37 98P7698 
-福岡県草翻
変。

174 詩家必携新撰伊呂 明治12年11月17原版主・大 印刷・折本 16.0x6.0 l冊 前欠裏表紙 98P7699 
波韻大全 日翻刻 阪・此村庄 に「吉村氏Jと

助 墨書あり
隈E・42

175 古語拾遺全 (明治第三脚月) 汲古散人 木版・書冊 25.6x 18.6 l冊 表紙裏に「斎部 98P7700 
広成撰、大同
三年二月十三
日元禄九年
校正、鴻宝堂J
とあり
隈V-44

176 暦事集繍 こよみの (明治時代) 作成不詳 罫紙・墨書 24.5x 16.6 i冊 破損甚大にし 98P7701 
はなし -書冊 て開閉不可

隈II-14 

177 本朝文選全 (江戸時代) 作成不詳 皇室書・書冊 23.7XI6.2 l冊 隈V・21 98P7702 

178 徒然草句解巻之 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 27.0x 18.7 2冊 隈V・29 98P7703 
五-七 -7704 

179 古事記講義上・中 明治28年7月10 大久保初雄 印刷・書冊 18.6x 12.6 3冊 隈E・5 98P7705 
-下巻 日3版発行 -軟入 -7707 

180 飛鳥井秘侍集 元文2年己秋写 作成不詳 墨書・書冊 21.3x 13.8 l冊 隈ト17 98P7708 

98 



寄贈資料 3.隈末男資料

番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

181 増補和歌題林抄上之 安永六丁酉歳文 版元・東都 木版・書冊 22.8X 16.0 10冊 下之二は表紙 98P7709 
一~三、中之ー~三、 月知意日再刻 書林須原 欠、他は各巻 ~7718 

下之二~五 屋茂兵衛他 (9冊)とも「御
奉納天保七年
申九月jの墨書

あり @隈v-
7-1~3 @l隈
V-7-4、隈ト
12、隈U・13
@隈ト13、隈
U・24、隈ト14

182 嵯峨の山婦美上巻 文化13年の冬神 葦仮庵翁藤 木版・書冊 25.7x 18.9 l冊 隈U・23 98P7719 
嘗月の末自序 原彦麻自著

183 和歌ふるの山ふみ 文政7年12月 大江康海序 木版・書冊 18.0x 12.5 3冊 巻の二欠、巻 98P7720 
-須原屋茂 の一春の部・ ~7722 

兵衛他5名 夏の部、巻の

発行 二秋の部・冬
の部、巻の四
雑の部
隈 I・8、9、10

184 貴賎百人撰 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 26.3 x 18.5 l冊 奥に「此書ハ文 98P7723 
政九成年東都
勤中写之jと墨
書あり
隈V-47

185 口口詠草 口口午年霜月吉 鹿子 墨書・書冊 24.5x 16.7 l冊 破損甚大にし 98P7724 
日 て開閉不可

隈1-21

186 古今和歌集 (江戸時代発 紀淑望序 木版・書冊 19.5X 14.0 l冊 隈 I・11 98P7725 
行)

187 和歌八重垣二 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 16.0x 11.0 1冊 隈U・21 98P7726 

188 和歌八重垣三 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 15.7X11.0 l冊 表紙欠 98P7727 
隈E・28

189 和歌八重垣四 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 16.0X11.0 l冊 隈U・22 98P7728 

190 和歌八重垣七 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 15.5x 10.5 l冊 破損甚大 98P7729 
隈E・27

191 後拾遺和歌集第一 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 19.4XI3.5 l冊 表紙・裏表紙 98P7730 
~二十 欠 隈V・10

192 和漢朗詠集私註巻 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 27.5x 18.5 l冊 一部破損 98P7731 
-へdF/i、- 隈V・26

193 猿蓑 安永3年甲午冬 東都書感・ 木版・書冊 15.7X11.0 l冊 隈U・20 98P7732 
11月吉E刊 皇都書舗刊

194 俳譜新式 明和2年乙酉霜 版元・皇都 木版・書冊 22.0x 15.0 2冊 2冊目の裏表紙 98P7733 
月吉日 -田中荘兵 裏に「吉村左馬 ~7734 

衛他 治郎分」と墨書
あり隈V・8

195 秋翁漫筆巻之ー・ (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 25.4XI8.4 2冊 隈V・4 98P7735 
~7736 

一

196 西遊記全 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 24.0X 16，5 l冊 一部破損 98P7737 
隈V・36
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197 文の文あけ手本 嘉永冗年申8月 伊東伊都 墨書・書冊 24.0X17.5 l冊 破損甚大 98P7738 
隈E・11

198 二川消息 安政5午春 吉村九内 墨書・書冊 26.5X 19.0 l冊 裏表紙に「…宮 98P7739 
崎市右衛門方ニ
本書有之候・・・J
とあり
隈1-13

199 小学習字本 (明治時代) 渡辺ー翁 木版・書冊 22.0X14.7 1冊 隈1-7 98P7740 

200 「臣民j等語句解説 (明治時代) 作成不詳 一紙 24.0X28.2 l点 破損大 98P7741 
隈1-49 

201 古今銘董合類大全 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 1O.8X 16.5 l冊 隈N-33 98P7742 
中

202 古今銘董合類大全 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 10.8x 16.5 l冊 隈W-34 98P7743 
下

203 海道整蓋 文化8稔辛未冬 文屋茂喬序 木版・色 26.0X 18.0 l冊 隈U・38 98P7744 
刻成 南岳維石童 摺・書冊

文鳳馬聾商
、書賎浪
華河内 屋
喜兵衛・皇
都吉田 屋
新兵衛

204 養蚕新論巻之三・ (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 22.0X15.0 l冊 破損甚大にし 98P7745 
四-附録 て開閉不可

隈1-20

205 易経本義上象伝・ (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 27.6X 19.0 l冊 破損甚大にし 98P7746 
下象伝 て開閉不可

隈1-15

206 易経本義序例 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 28.0x 19.0 l冊 破損甚大 98P7747 
隈1-17

207 周易集註序井諸説紗 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 27.0X 18.0 l冊 隈1・29 98P7748 

208 倭板周易 (江戸時代) 山崎嘉貼 木級・書冊 27.7X 19.0 3冊 上経(1冊、破 98P7749 
損甚大にして ~7751 

開閉不可)
下経(1冊)
上繋辞伝・下
繋辞伝(I冊)
隈E・16
隈W・12
隈1-8

209 易経遵註行文便蒙 乾隆乙未年季春 鏡塘沈談庭 木版・書冊 24.5x 15.5 l冊 序、巻之ー 98P7752 
7c 新鋳 著酒春堂 隈U・9

蔵板

210 易経遵註行文便蒙 (乾隆乙未年季 (銭塘沈談 木版・書冊 24.5x 15.5 l冊 題賓の「亨Jは 98P7753 
亨 春新鋳) 庭著酒春 もと「利Jとす

堂蔵版) るも、朱書に

て訂正あり
巻之ー
隈U・10
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211 易経遵註行文便蒙 (乾隆乙未年季 (鐘婿沈談 木版・書冊 24.7xI5.8 l冊 表紙に破損、 98P7754 
手リ 春新鱗) 庭著酒春 題叢の「利jは

堂蔵版) もと「亨Jとす
るも、朱書に

て訂正あり
巻之二
隈E・18

212 易経遵註行文便蒙 (乾隆乙未年季 (鏡塘沈談 木版・書冊 24.5X 15.5 l冊 裏表紙にf豊亨 98P7755 
貞 春新銭) 庭著掴春 堂蔵jと墨書あ

堂蔵版) り 巻 之 三
隈lV-11

213 大学句解上・下 元禄辛己春分之 口口口(破 木版・書冊 27.0XI8.0 l冊 破損あり 98P7756 
日平安仲序 損) 井関 隈U・27

祖晦校正

214 中庸章句 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 26.7xI9.1 l冊 奥に文久3年1098P7757 
月上旬「よし村
鹿鳴堂Jの墨書
あり隈V-41

215 論語句解巻一~十 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 27.1 x 17.8 5冊 巻一・二(1冊) 98P7758 
巻三・四(1冊) -7762 
巻五・六(1冊)
巻七・八(1冊)
巻九・十(1冊)
隈V・6

216 孟子白文 (江戸時代) 版元・京都 木版・書冊 26.0X 19.2 l冊 裏表紙に「弘化 98P7763 
堀川西村市 三丙午九月廿

郎兵衛 五日改・伊東
姓Jと墨書あり
隈V・17

217 孟子句解巻ー・二・ (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 26.5X 18.0 4冊 「鹿軒吉村Jの 98P7764 
九~十四 朱印あり -7767 

巻一・二(1冊)
巻九・十(1冊)
巻十一・十二

(1冊)
巻十三・十四

(1冊)
隈V・18

218 陽明撃第五十七競 大正2年7月l日 陽明撃会発 印刷・書冊 26.0x 19.0 l冊 隈ト30 98P7768 
発行 行

219 中書 措訣 全 嘉靖乙丑5月望 金陵陳抜 墨書・書冊 24.5x 18.5 l冊 抹消あり 98P7769 
日政・元禄15年 口口口写 隈U・28
午4月14日写

220 韻府古家集選 正徳3年発巳正 西陵陳策 木版・書冊 27.0XI8.2 5冊 上平声・下平 98P7770 
月吉日 嘉謀父纂 声・上声・去 -7774 

輯 声・入声の各
巻入声の巻
の奥に「石延元
年(略)虎翁堂
蔵本吉村九内
分Jと墨書あり
隈V・24-1
隈V・24-2
隈ト38
隈ト39
隈V・24-3
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番号 名 称、 時 代 差出・作成惇) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

221 助僻鵠巻之ー~五 安永丙申季秋9 伊勢奄聾 木版・書冊 23.0x 16.5 5冊 隈V・27-1 98P7775 
月 白抜・天明 河北景禎纂 隈V・27・2 -7779 
6丙午歳季春版 述-一身田 隈V・27-3

撃寮蔵版 隈V・27-4
隈ト34

222 唐詩選師侍講樺巻 文化10年孟春 明費南李干 木版・書冊 23.3X 16.2 l冊 嵩山房小林高 98P7780 
之一 序 鱗先生編述 明序隈ト31

日本芸閣千
菓子玄先生
口 述 東都
書感嵩山房

蔵

223 唐詩選師侍講鐸巻 (文化10年孟春 明薄商李干 木版・書冊 23.3X 16.2 l冊 (嵩山房小林高 98P7781 
之三 序) 鱗先生編述 明序)

日本芸閤千 隈ト32
菓子玄先生
口述東都
書慰嵩山房
蔵

224 唐詩選師侍講樟巻 (文化10年孟春 明湾南李子 木版・書冊 23.3X 16.2 l冊 (嵩山房小林高 98P7782 
之四 序) 鱗先生編述 明序)

日本芸闇千 隈ト33
葉子玄先生
口述東都
書慰嵩山房
蔵

225 唐詩選師伝講釈巻 (文化10年孟春 日本・芸闇 木版・書冊 23.3x 16.0 l冊 隈V-35 98P7783 
之五 序) 玄之子玄口

述

226 韻府一隅平芦之部 文政10年正月序 呉顔麓荘輯 木版・書冊 19.0x 12.5 l冊 隈E・10 98P7784 
巻一~八 中井豊民校

227 韻府一間灰芦之部 文政戊子 呉顔麓荘輯 木版・書冊 19.0x 12.5 l冊 隈E・11 98P7785 
巻之ー~八 中井豊民校

228 高青郎詩醇 嘉永3年庚成3月 粛藤謙有終 木版・書冊 22.2X 15.5 3冊 巻之三(1冊、 98P7786 
発行 録梁緯公 一部開閉不可(l) -7788 

国菊池保 巻之四・五
定士固閲 冊)巻之六・七

(1冊)巻之六・
七の表紙に[春
江亭蔵書Jと墨

書あり
隈N-29
隈E・3
隈][-4

229 増益三重 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 15.7X11.0 l冊 表紙裏に『安政 98P7789 
二年j云々の墨
書あり 表紙
-裏表紙破損
甚し隈E・2

230 増続詩法援幼抄巻 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 15.5X 10.5 l冊 表紙・裏表紙 98P7790 
之一~七 欠一部破損

隈E・24

231 上象侍 (江戸時代) 山崎嘉按 木版・書冊 27.5X 19.0 l冊 一部見聞き不 98P7791 
可 破 損 あ り
隈W・26
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番号 名 称 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

232 文言停 (江戸時代) 山崎嘉抜 木版・書冊 27.8X 19.0 l冊 一部見聞き不 98P7792 
可破損あり
隈W・25

233 標註唐宋八大家文読 明治15年出版 編集兼出版 木版・書冊 17.8X 12.0 8冊 巻之ー~三(I 98P7793 
本 人・樫木寛 冊)、巻之四~ -7800 

日リ 六(I冊)、巻之
七~十(I冊)、
巻之十一~十
四(I冊)、巻之
十五~十八(I
冊)、巻之十九
~二十二日
冊)、巻之二十
コ~二十六日
冊)、巻之二十

七~三十(I冊)
隈E・1

234 西国三十三所観音 弘化乙巳冬 厚誉春鴬和 木版・書冊 25.5X 18.0 5冊 隈E・3 98P7801 
霊場記図会巻ー~五 上旧述辻 -7805 

本基定図会
撰次

235 山城園愛宕郡紫野 (江戸時代以降) 作成不詳 墨書・書綴 I1.7XI7.0 l綴 隈1V42-2-4は 98P7806 
調禅宗済家壷流本山 一括して隈U・

龍賓山大徳寺 42-1に収納
隈1V-42-4

236 据誓伝全 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 26.3X 18.5 l冊 未開封 98P7807 
隈V-43

237 神徳略述煩 (江戸時代) 源季蕊謹撰 木版・書冊 26.7X 18.6 l冊 隈V・5 98P7808 

238 葬祭備考 (江戸時代) 宮永保親編 墨書・書冊 24.0x 17.0 l冊 隈V-3 98P7809 
例)

239 釈迦御一代記図会 明治17年5月16 著者・山田 木版・書冊 25.8x 18.4 6冊 隈E・2 98P78 10 
巻之ー~六 日出版 意曳斎画 -7815 

工・葛飾北
斎

240 古易断時言 明和8辛卯年夏4新井自蛾著 木版・書冊 22.3x 15.1 2冊 巻二内編亨集 98P7816 
月費行 浅野粥兵衛 (I冊)、巻四内 -7817 

蔵版 編貞集(I冊、
見聞き不可)
隈E・5
隈U・7

241 古易対問一家言上 文化8辛未春2月 新井白蛾黄 墨書・書綴 25.0x 18.5 l冊 隈V・30 98P7818 
巻・附録 13日写 州書

242 方位明鑑 (江戸時代以降) 作成不詳 墨書・書冊 24.0X 16.5 l冊 隈U・3 98P7819 

243 易事啓蒙補要解 (江戸時代以降) 作成不詳 墨書・書冊 24.2X 16.7 l冊 隈U・5 98P7820 

244 易撃叢書全 (江戸時代以降) 新井白蛾先 墨書・書冊 24.7x 16.5 l冊 隈1V-6 98P7821 
生侍

245 ト盤指南大全巻之五 (江戸時代) 古市藤之進 木版・書冊 25.6X 18.0 l冊 隈V-23 98P7822 
後序

246 易原圏雲説 口口l月序、明 龍山谷川準 墨書・書冊 24.2x 16.7 l冊 一部見聞き不 98P7823 
治参拾質稔l¥月 祐信甫著 可隈1V-8
写 写者不詳
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番号 名 称、 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

247 鋪灸重賓記 享保戊成冬月吉 平住専奄序 木版・書冊 10.3X 16.0 l冊 隈U・15 98P7824 
且序、事保7壬 池田屋三郎

寅年口月吉祥日 右衛門稜

被

248 夜船閑話 宝暦丁丑孟正 白隠和尚著 木版・書冊 22.6x 16.0 l冊 隈V・13 98P7825 
京都・友松
堂刊行

249 醤療手引草上編 宝暦奨未春3月 浪美窪欣貞 木版・書冊 19.4x 13.0 l冊 表紙欠 98P7826 
乾 序 竜序 隈I・24

250 上池秘録巻之 ー~ 安永6年丁酉秋9西川瑚 木版・書冊 18.0x 12.5 1冊 隈V・9 98P7827 
四 月

251 医療手引掌上編 明和9壬辰年再 浪速書慰・ 木版・書冊 19.3x 12.3 l冊 前後欠 98P7828 
均 版 高田清兵衛 隈V・15

他2名

252 真 鳥 抜 粋 全 享和3笑亥之歳 口宮養祐易 墨書・書冊 14.3X 16.0 l冊 隈I・21 98P7829 
閏正月十日写 簡子源高正

平作草場
口明藤原栄
員尚恵写

253 古方拾唾 文化4歳丁卯5月 法橋足立寧 墨書・書冊 13.0x 19.5 l冊 隈1-23 98P7830 
写 卿撰足立

春翼写

254 家秘方 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書冊 14.5x22.0 l冊 隈ト22 98P7831 

255 中州先生病盤判断抜 (江戸時代以降) 中村先生・ 墨書・書冊 24.0X 16.4 l冊 隈N-16 98P7832 
書陪貞先生醤療 惰貞先生

便易 写者不詳

256 醒醤六書癌疫論上 (江戸時代) 東都黒弘休 木版・書綴 18.5x 12.7 l綴 隈U・17 98P7833 
巻 口芝甫標註

257 小児秘侍書 (江戸時代) (伊藤氏) 墨書・書冊 24.6x 19.5 l冊 f伊藤氏蔵jと 98P7834 
墨書あり
隈N-19

258 雨中問答巻之三 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 22.1 x 16.0 l冊 隈U・30 98P7835 

259 類性上 (江戸時代) 作成不詳 木版・書綴 25.5X 18.5 1冊 隈V・32 98P7836 

260 男女合性九星納音 明治24年11月2 佐々木慶助 印刷・書冊 17.2x 12.2 l冊 隈E・22 98P7837 
性質弁 日(出版)

261 増訂本帥備要 康県甲成歳陽月 休寧在翻竜 木版・書冊 19.2xI4.7 l冊 隈ト25 98P7838 
書、享保戊申歳 先生著輯
5月践、享保14 京師書房植

己酉7月穀E 村玉枝軒梓
行

262 増訂本帥備要下巻 (康照甲成歳陽 休寧詞竜f王 木版・書冊 18.8x 13.9 l冊 『黙止庵jと墨 98P7839 
月書)、享保戊 昂著輯京 書および朱印

申歳5月殿、享 師書房植村 あり
保14己酉7月穀 藤治郎梓行 隈U・14
E 
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番号 名 称、 時 代 差出・作成(写) 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

263 ニ才記要一~五 文化壬申春3月 北筑足立 墨書・書冊 23.5X 17.3 5冊 薬品・花草他 98P7840 
焼明記 (一) 飲食・衣 ~7844 

月岡也(二) 鱗魚
-介盆(三)
天文・月令・
物理(四) 果
木他(五)
隈ト19
隈V・14-1
隈V・14-2
隈V・14-3
隈V・14-4

264 本草学書 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書綴 24.2 x 17.0 l冊 隈V-11 98P7845 

265 本草学書 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書綴 22.9X 17.3 l冊 隈V-12 98P7846 

266 本草 全 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 13.8X 19.0 l冊 隈U・18 98P7847 

267 本草学書 (明治時代) 作成不詳 墨書・罫紙 22.9x 15.1 l冊 一部破損 98P7848 
-書綴 隈V-39

268 農業全書抜書 文化8辛未年冬 蒼龍園蔵写 墨書・書綴 22.5xI6.5 l綴 隈 I・27 98P7849 
10月初吉写

269 養蚕新論巻之ー・ (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 21.7X 15.0 l冊 破損甚大にし 98P7850 
一 て開閉不可

隈E・19

270 新選駒組終葉秘事 寛政3年辛亥秋 観月亭序 木版・書冊 15.8x11.0 l冊 隈ト20 98P7851 
袋大尾 蹟仙堂蔵

271 挿花秘侍園式 寛政10年菊月の 風鑑費撰 木版・書冊 22.7X 16.0 2冊 一之巻(!冊) 98P7852 
末白序 東都書騨 四-五之巻(! ~7853 

申搬堂蔵 冊)隈ト18
隈E・12

272 慶劫記大成巻之 宝永6己丑年仲 版元・瀬戸 木版・書冊 22.5XI5.9 l冊 隈V-42 98P7854 
上・中・下 秋吉辰 物屋庄右衛

門他

273 雑記 (江戸時代) 作成不詳 墨書・書綴 22.8X 15.7 I綴 隈ト35 98P7855 

274 口口遺稿 (江戸時代) 口口・口口 木版色摺・ 25.7XI7.5 l冊 見聞き不可 98P7856 
新兵衛蔵版 書冊 隈ト40

275 断簡 (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 計測不可 l冊 破損甚大 98P7857 
隈E・57

276 (断簡) (江戸時代) 作成不詳 木版・書冊 22.5X 15.5 l冊 破損甚大にし 98P7858 
て開閉不可
隈V-45
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4.福岡市立大浜小学校資料

〈資料内訳)1 書籍・書類....・ H ・H ・H ・.....・ H ・-…….89件89点

3 民俗・戦時資料他…....・ H ・H ・H ・-…… 9件17点

1 書籍・書類

番号 名 称 時 代 作 者

国語新文典ーの巻 明治35年11月10大町芳衛・高橋龍

日発行 雄著株式会社普
及舎発行

2 国語新文典二の巻 明治38年3月18 大町芳衛・高橋龍

日発行 雄著株式会社中
外図書局発行

3 国語新文典三の巻 明治35年11月10大町芳衛・高橋龍
日発行 雄著株式会社普

及舎発行

4 太郎は知何にして教育 明治38年4月30 木村仁太郎著同

すべき 日発行 文館発免

5 書法正解第一 明治42年11月20村岡鉄太郎編著
日発行 村田書道学院出版

部

6 書法正解第二 明治42年12月17村田鉄太郎編著

日発行 村田書道学院出版

部

7 書法正解第三 明治43年l月8日 村田鉄太郎編著

発行 村田書道学院出版
部

8 書法正解第四 明治43年4月5日 村田鉄太郎編著

発行 村田書道学院出版
部

9 書法正解第五 明治43年4月19 村田鉄太郎編著

日発行 村田書道学院出版
部

10 寄付芳名録ー 大正9年10月 大浜尋常小学校

11 寄付芳名録二 大正9年10月 大浜尋常小学校

12 大浜尋常小学校創立十 大正15年 大浜尋常小学校

五周年記念教育基金寄
付芳名録

13 御大典記念寄付金簿 昭和3年 後援会

14 御大典記念博物建設書 昭和3年 後援会

類綴

15 御大典記念教育博物館 昭和3年 (世話人)
寄付芳名録ー

16 御大典記念教育博物館 昭和3年 (世話人)
寄付芳名録二

2 写真帖・卒業写真……ー…H ・H ・-…… 18件 18点

〈総計) 116件124点

品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

印 刷 書 冊 22.4X 14.7 l冊 中市小路尋常 98P7859 
高等小学校印

あり

印刷書冊 22.4X 14.7 l冊 中市小路尋常 98P7860 
高等小学校印

あり

印 刷 書 冊 22.4X 14.7 l冊 中市小路尋常 98P7861 
高等小学校印

あり

印 刷 書 冊 22.1XI4.8 l冊 中市小路尋常 98P7862 
高等小学校印

あり

印刷書冊 23.7X 15.8 l冊 98P7863 

印 刷 書 冊 23.7X 15.8 l冊 98P7864 

印 刷 書 冊 23.7X 15.7 l冊 98P7865 

印 刷 書 冊 23.8x 15.8 i冊 98P7866 

印 刷 書 冊 23.7XI5.8 l冊 98P7867 

墨書書冊 30.4x22.7 l冊 98P7868 
x 1.9 

墨書書冊 30.6X23.1 l冊 98P7869 
X3.1 

ガリ版刷 24.2 x 17.0 l綴 98P7870 
ぺン書書綴 x 1.6 

ガリ版刷 24.7X 16.7 i綴 98P7871 
ペン書書綴 x 1.5 

ガリ版刷 24.8x 17.5 l綴 98P7872 
ぺン書書綴 x 1.8 

墨書書冊 27.8x20.3 l冊 98P7873 
X2.8 

墨 書 書 冊 27.8x20.5 l冊 98P7874 
x3.0 
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17 校友会書類 昭和4年度-14 校友会 ガリ版刷ぺ 24.4X 16.8 l綴 98P7875 
年度 ン書鉛筆書

墨書書綴

18 校友会会計簿 昭和12年度-15校友会 ガリ版刷 24.5X 16.8 l綴 98P7876 
年度 ぺン書書綴

19 学校要覧 昭和13年度 福岡市大浜尋常小 ガリ版刷 23.6X 16.3 l綴 98P7877 
学校 書綴

20 学校要覧 昭和13年度-15福岡市大浜尋常小 ガリ版刷 24.4X 16.9 l綴 98P7878 
年度 学校 書綴 x 1.6 

21 校旗寄付芳名録 昭和14年5月 (発起人) 印刷墨書 26.4X 19.1 l綴 98P7879 
書綴

22 後援会議事録 昭和14・15年度 後援会 ガリ版刷 25.2X 17.1 l綴 98P7880 
ぺン書書綴

23 30周年記念記録 昭和15年 大浜尋常小学校 ガリ版刷 24.2XI6.7 l綴 98P7881 
ぺン書書綴 x 1.8 

24 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.5X 16.9 l綴 横町 98P7882 
学校校内放送設備費寄 援会 ペン書書綴

付芳名録

25 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.5 x 17.0 l綴 大浜3丁目横町 98P7883 
学校校内放送設備費寄 援会 ぺン書書綴

付芳名録

26 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.5X 16.8 l綴 大浜3丁目西本 98P7884 
学校校内放送設備費寄 援会 ぺン書書綴 町

付芳名録

27 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.8X 16.9 l綴 大浜4丁目 98P7885 
学校校内放送設備費寄 援会 ぺン書書綴

付芳名録

28 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.4XI7.0 l綴 大浜4丁目袋町 98P7886 
学校校内放送設備費寄 援会 ぺン書書綴

付芳名録

29 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.6XI7.1 l綴 小金町 98P7887 
学校校内放送設備費寄 援会 ぺン書書綴

付芳名録

30 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.6x 16.9 l綴 海岸通3丁目 98P7888 
学校校内放送設備費寄 援会・ ペン書書綴

付芳名録

31 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.7X 17.1 l綴 区域外 98P7889 
学校校内放送設備費寄 援会 ペン書書綴

付芳名録

32 皇紀2600年記念大浜小 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.8x 17.0 l綴 区域外 98P7890 
学校校内放送設備費寄 援会 ぺン書書綴

付芳名録

33 紀元2600年記念大浜小 昭和15年2月11 大浜尋常小学校後 墨書書綴 24.6xI9.4 l綴 98P7891 
学校校内放送設備費寄 日 援会 x 1.3 
付芳名録

34 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.6X 16.8 l綴 横町 98P7892 
記念会寄付芳名録 援会 ぺン書書綴
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35 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.4X 16.8 l綴 大浜3丁目西本 98P7893 
記念会寄付芳名録 援会 ペン書書綴 町

36 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.7X 16.5 l綴 大浜3丁目西新 98P7894 
記念会寄付芳名録 援会 ぺン書書綴 町

37 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.6X 16.7 l綴 大浜4丁目 98P7895 
記念会寄付芳名録 援会 ペン書書綴

38 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.4X 16.8 l綴 大浜4丁目上組 98P7896 
記念会寄付芳名録 援会 ぺン書書綴

39 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.7x 16.8 l綴 千年町2丁目 98P7897 
記念会寄付芳名録 援会 ぺン書書綴

40 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.6x 16.6 l綴 北浜1. 2丁目 98P7898 
記念会寄付芳名録 援会 ペン書書綴

41 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.3x 16.9 l綴 北浜1丁目北 98P7899 
記念会寄付芳名録 援会 ベン書書綴

42 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.1XI6.6 l綴 中恵比須町 98P7900 
記念会寄付芳名録 援会 ベン書書綴

43 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.5XI7.5 l綴 下恵比須町 98P7901 
記念会寄付芳名録 援会 ぺン書書綴

44 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24目lX16.7 l綴 中浜口町 98P7902 
記念会寄付芳名録 援会 ペン書書綴

45 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.7X 16.8 l綴 下浜口町 98P7903 
記念会寄付芳名録 援会 ペン書書綴

46 大浜小学校創立30周年 昭和15年 大浜尋常小学校後 ガリ版刷 24.4X 16.7 l綴 下金屋町 98P7904 
記念会寄付芳名録 援会 ぺン書書綴

47 大浜国民学校設備充実 昭和16・17年 後援会 ガリ版刷 27.0X 18.8 l綴 98P7905 
計画 ベン書書綴

48 大浜校後援会役員名簿 昭和時代(戦前) 後援会 ぺン書 24.4x 16.8 l綴 98P7906 
罫紙綴

49 寄付御芳名 昭和21年12月 (発起人) ガリ版刷 25.9xI8.3 l綴 小金町 98P7907 
墨書書綴

50 後援芳名録綴 昭和21年12月 (発起人) ガリ版刷 24.9 x 17.5 l綴 98P7908 
墨書書綴 x3.5 

51 保護者会学級記録 昭和24年6月 大浜小学校 ガリ版刷 26.9x 18.8 l綴 98P7909 
ぺン書書綴

52 校舎校地拡張整備参考 昭和25年 大浜小学校 ペン書 29.1 x21.0 l騒 98P7910 
書類 罫紙綴

53 大浜校鉄筋校舎建設期 昭和29~32年頃 不詳 ガリ版刷 33.9 X23.0 l袋 98P7911 
成会関係書類 ペン書

54 移転書類 昭和29~32年頃 不詳 ガリ版刷 31.7X23.0 l袋 98P7912 
ぺン書

55 校区関係綴 昭和31~33年度 不詳 ガリ版刷ぺ 26.7X 19.6 l綴 98P7913 
ン 書 罫 紙 綴

56 校区関係綴 昭和33~34年度 不詳 ガリ版刷ぺ 26.6X 18.9 l綴 98P7914 
ン 書 罫 紙 綴
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57 学校要覧 昭和33年度 福岡市立大浜小学 ガリ版刷 24.8 x 17.5 l冊 98P7915 
校 書冊

58 講堂関係見積書 昭和35年頃 不詳 ガリ版刷 35.6x25.4 l綴 98P7916 
ベン書

59 校地図面 昭和35年頃 不詳 ガリ版刷 32.3x23.8 l綴 98P7917 
ぺン書青焼

60 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.6x 17.2 l冊 中浜口町 98P7918 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

61 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ぺ ン 書 25.6xI7.2 l冊 上竪町 98P7919 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

62 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ぺ ン 書 25.6xI7.3 l冊 中竪町 98P7920 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

63 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.6x 17.3 l冊 下竪町(西) 98P7921 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

64 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.6 x 17.3 l冊 下浜口町 98P7922 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

65 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ぺ ン 書 26.1 x 17.3 l冊 上浜口町 98P7923 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

66 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印 刷 ぺ ン 書 25.7XI7.9 l冊 官内町 98P7924 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

67 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.7xI7.7 l冊 鏡町・廿家町 98P7925 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊 -市小路上中

賛芳名録 成会 下

68 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ペ ン 書 25.7XI7.2 l冊 石堂町 98P7926 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書簡

賛芳名録 成会

69 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ベン書 25.6 x 17.3 l冊 大浜2丁目本町 98P7927 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

70 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ぺ ン 書 25.6 x 17.3 l冊 大浜2丁目新町 98P7928 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊 西

賛芳名録 成会

71 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ベ ン 書 25.6XI7.3 l冊 大浜3丁目 98P7929 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

72 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 ベ ン 書 25.6x 17.3 l冊 大浜l丁目本町 98P7930 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

73 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11 大浜小学校五十周 印 刷 べ ン 書 25.8XI7.3 l冊 大浜l丁目新町 98P7931 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会
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74 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ペン書 25.7X 17.3 l冊 小金町 98P7932 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

75 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.7X 17.3 l冊 沖浜町 98P7933 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

76 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.8X 17.3 l冊 恵比須町 98P7934 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

77 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.7X 17.3 l冊 石城本町 98P7935 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

78 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.6X 17.3 l冊 横町 98P7936 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

79 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.9x 17.3 l冊 北浜町 98P7937 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊

賛芳名録 成会

80 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ペン書 25.7XI7.3 l冊 築港町 98P7938 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

81 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.7X 17.3 l冊 上金屋町 98P7939 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

82 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.7xI7.3 l冊 大浜市場 98P7940 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

83 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.8x 17.3 l冊 旧柳町 98P7941 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

84 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷ぺン書 25.7xI7.3 l冊 校区外寄付帳 98P7942 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

85 大浜小学校50周年記念 昭和35年10月11大浜小学校五十周 印刷べン書 25.6X 17.3 l冊 未使用 98P7943 
講堂内部施設資金御協 日許可 年記念講堂建設期 書冊
賛芳名録 成会

86 50周年記念講堂建設期 昭和36年5月 大浜小学校五十周 墨書書冊 25.1 x 18.1 l冊 98P7944 
成会寄付芳名簿 年記念講堂建設期 X4.4 

成会

87 研究集録 昭和時代(戦後) 福岡市立大浜小学 ガリ版刷 25.0x 17.8 l冊 98P7945 
校 書冊

88 研究発表会要録 昭和時代(戦後) 福岡市立大浜小学 ガリ版刷 25.0XI7.8 l冊 98P7946 
校 書冊

89 寄付芳名簿 昭和時代(戦後) 福岡市立大浜小学 墨書書冊 24.1 x 18.2 l冊 98P7947 
校父母教師会
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90 明治之軍神乃木大将写 大正冗年10月13新橋堂発行 印刷書冊 22.6X31.1 l冊 『福岡県福岡市 98P7948 
真帖 日発行 立大浜尋常小

学校之印Jあり

91 御大典記念写真帖 大正5年l月l日 九州日報社 印刷書冊 18.6 x 25.8 l冊 九州日報第 98P7949 
発行 9020号付録

墨書「大浜尋常
小学校職員共
有jとあり

92 卒業写真(第4回) 大正4年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 38.8X30.2 l枚 98P7950 
安部写真館 を台紙に貼込

み

93 卒業写真(第5回) 大正5年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 38.6x30.2 l枚 98P7951 
三光軒徳永 を台紙に貼込

み

94 卒業写真(第6回) 大正6年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.3X30.8 l枚 98P7952 
安部写真館 を台紙に貼込

み

95 卒業写真(第7回) 大正7年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.0X30.9 l枚 裏に卒業生氏 98P7953 
安部写真館 を台紙に貼込 名あり

み

96 卒業写真(第8回) 大正8年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.5X31.1 l枚 98P7954 
三光軒徳永 を台紙に貼込

み

97 卒業写真(第9回) 大正9年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.5x29.8 l枚 98P7955 
三光軒徳永 を台紙に貼込

み

98 卒業写真(第10回) 大正10年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.0x30.7 l枚 98P7956 
三光軒徳永 を台紙に貼込

み

99 卒業写真(第11回) 大正11年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.4x31.4 l枚 98P7957 
三光軒徳永 を台紙に貼込

み

100 卒業写真(第四回 大正12年3月 大浜尋常小学校 白黒写真 38.8x30.8 l枚 98P7958 
宇美写真館 台紙貼

101 卒業写真(第13回) 大正13年3月 大浜尋常小学校 白黒写真 39.2x31.0 l枚 裏に卒業生氏 98P7959 
台紙貼 名あり

102 卒業写真(第14回一ノ 大正14年3月 大浜尋常小学校 白黒写真 17.7X31.0 l枚 98P7960 
組) 台紙貼

103 卒業写真(第14回四ノ 大正14年3月 大浜尋常小学校 白黒写真 21.4x31.1 l枚 98P7961 
組) 台紙貼

104 卒業写真(第15回) 大正15年3月 大浜尋常小学校 白黒写真 36.0x26.8 l枚 98P7962 
台紙貼

105 卒業写真(第16岡 昭和2年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 39.0x30.0 l枚 98P7963 
を台紙・板に
貼込み

106 卒業写真(第17回) 昭和3年3月 大浜尋常小学校 白黒写真2点 38.8x23.8 l枚 98P7964 
を台紙・板に
貼込み
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寄贈資料 4.福岡市立大浜小学校資料

名 称

3 民俗・戦時質料他

番号 名 称

108(1) 竹製ヘルメット

108(2) 竹製ヘルメット

109(1) 表装の金粉ふりかけ
用具(金粉ふり小)

109(2) 表装の金粉ふりかけ
用具(金粉ふり大)

109(3) 表装の金粉ふりかけ
用具(金粉っくり)

109(4) 表装の金粉ふりかけ
用具(金粉かきまぜ
竹筆)

109(5) 表装の金粉ふりかけ
用具(金粉入れ)

109(6) 表装の金粉ふりかけ
用具(金粉ふりたた
き)

109(7) 金粉ふりの見本

110 恵比須神社夏祭御神
燈

111 湯わかし

112(1) 家樽『名巧賞銘酒
正宗名布四海J

112(2) 家樽『銘酒正宗J

113 スプリングカメラ

114 弁当箱

作者 品質・形状時代

大正時代 大浜尋常小学校 |白黒写真
三光軒 |台紙貼

時代 作者 品質・形状 法量

昭和時代 不詳 竹・カズラ製 径29.5 深17.5

昭和時代 不詳 竹・カズラ製 径28.0 深17.5

昭和時代 不詳 竹・鉄製 長8.3 径2.3

昭和時代 不詳 竹・鉄製 長22.5 径3.2

昭和時代 不詳 竹・鉄製 長7.3 径8.6

昭和時代 不詳 竹製 長23.7 径0.7

昭和時代 不詳 布袋竹製印 長8.6 径4.2
篭型

昭和時代 不詳 竹製 長32.8 径2.4

昭和時代 不詳 紙製 26.4X32.2 

昭和時代 不詳 木製杉材紙貼 26.8X26.8 
り角燈篭 高71.0

近代 不詳 木製杉材結 長44.5 幅37.6
桶釜部鉄製 高52.0

昭和時代 宮本酒庖 磁器製コパJレ 径25.3 高33.0
ト呉須染付
5升入りヵ

昭和時代 宮本酒庖 滋器製コパル 径22.8 高26.8
ト呉須染付
3升入り

昭和時代 不詳 木・布・金属 全長19.5
-ガラス製 隔13.7 高16.0
レンズなし

近代 不詳 竹製網代編 20.9x 14.6 
(吹塗編込) 厚8.6

-112-

備考

員数 備 考 備品番号

l点 (裏面)翼壮福岡市団皇土 98P7966 
防衛参事報道幹事大
浜分団副分団長福岡警察
署報道隊5福岡県福岡
市博多横町六電話東八
五五永久隆正

l点 (裳面)福岡県立高等女学 98P7967 
校生福岡市博多横町六
電話東0八五五永久隆
子

l点 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7968 
細かな金粉を入れてふり
かける用具

l点 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7969 

l点 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7970 
これに金箔を入れて細か
くする

l点 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7971 
これで金箔をかきまわし
て金粉をつくる

l点 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7972 

l点 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7973 

l枚 旧蔵者下呉服町坂本鉄雄 98P7974 

l点 『今月今夜j墨書あり 98P7975 

l点 木炭によって湯をわかす 98P7976 
もの

l点 福岡市下漬口横町通宮本 98P7977 
酒庖電話四九四八番
底に「鹿Jの文字あり

l点 福岡市下漬口横町通宮本 98P7978 
酒庖電話四九四八番
855 

l点 98P7979 

l点 旧蔵者下呉服町7-211沖冷 98P7980 
子



寄贈資料 4.福岡市立大浜小学校資料 5.粛藤義資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

115 文箱 近代 不詳 紙紙躍り編み 31.0x24.0 l点 旧蔵者稲永尊彦 98P7981 
製漆塗 り 厚4.1

116 糸繰車 昭和時代 不詳 木製 杉材輸 全長80.0 全幅 l点 98P7982 
具は自転車の 57.0 輸径60.0
リム使用 高68.0

5.粛藤義資料

(資料内訳)1 明法寺榊文書(写)……...・ H ・…・36件36点 2 飯盛神社文書(写) ...・ H ・..………59件60点

〈総計)95件96点

寄託資料からの切り替え

『平成3年度収集収蔵品目録9~ に掲載 備品番号は91D769~864を98P 7983~8078に読み替え
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寄贈資料 6.福岡市立奈良屋小学校資料

6.福岡市立奈良屋小学校資料

〈資料内訳>1 考古資料……….....・ H ・...・ H ・...・ H ・.11件 12点

3 教材用写真....・H ・....….....・ H ・-…ー 2f牛173点

2 近代資料…………………ー……….55件 56点

〈総計>68件241点

1 考古資料

番号 名 称 時 代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

弥生土器壷口縁部片 弥生時代中期 弥生土器 l点 口縁上面にU字浮文貼付 98P8079 
出土地不詳

2 弥生土器底部片 弥生時代中期 弥生土器 底径7.8 l点 平底出土地不詳 98P8080 

3 須恵器提瓶 古漬時代後期 須恵器 口径4.5 1 )点 両耳と胴中央部剥落 出土 98P8081 
胴部巌大径17.7 地不詳

4 須恵、器聾胴部片 古墳時代後期 須恵器 2点 出土地不詳 98P8082 
~8083 

5 軒丸瓦瓦当片 奈良時代 瓦 瓦当径17.2 l点 「観世音寺瓦破片Jラベルあ 98P8084 
り

6 軒平瓦瓦当片 奈良時代 瓦 l点 段顎 「観世音寺耳破片Jラ 98P8085 
べyレあり

7 丸耳片 平安時代 瓦 l点 玉縁格子目の叩き 98P8086 

8 平瓦片 平安時代 耳 1)点 「観世音寺j銘(逆字)文字瓦 98P8087 
格子目の叩き 「観世音寺瓦
破片jラベルあり

9 平瓦片 近世~近代 瓦 l点 「今宿三右エ門J刻印あり 98P8088 
出土地不詳

10 染付磁器徳利 近世~近代 染付磁器 口径4.8 l点 出土地不詳 98P8089 
器高26.2

11 瓦質土器無頚壷 近世~近代 瓦質土器 口径13.9 l点 中に炭化した竹が入ってい 98P8090 
器高17.8 る 出土地不詳

2 近代資料

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

12 康照字典巻1~8 明治時代 博文館 印刷書冊 19.1 x 12.9 l冊 妙楽寺小学校の印あり 98P8091 

13 康照字典巻9~16 明治時代 博文館 印刷書冊 19.1XI2.9 l冊 妙楽寺小学校の印あり 98P8092 

14 康照字典巻17~23 明治時代 博文館 印刷書冊 19.1XI2.9 l冊 妙楽寺小学校の印あり 98P8093 

15 康照字典巻24~28 明治時代 博文館 印刷書冊 19.0x 12.9 l冊 妙楽寺小学校の印あり 98P8094 

16 康熊字典巻29~34 明治時代 博文館 印刷書冊 19.1XI3.0 l冊 妙楽寺小学校の印あり 98P8095 

17 康照字典巻35~40 明治時代 博文館 印刷書冊 19.1 x 12.9 l冊 妙楽寺小学校の印あり 98P8096 

18 聖福真観 大正元年10月 小畠文鼎 印刷書冊 21.9X 14.8 l冊 98P8097 
l日発行 ヨE福寺発行

19 詩経 大正2年12月 久保天随 印刷書冊 22.6x 15.5 l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8098 
25日発行 博文館発行 寄聞大正四年六月太

田勘太郎J
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寄贈資料 6.福岡市立奈良屋小学校資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

20 唐詩選三髄詩 大正2年6月28久保天随 印刷書冊 22.6x 15.5 l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8099 
日発行 博文館発行 寄附大正四年六月太

田勘太郎j

21 蒙求 大正2年8月30久保天随 印 刷 書 冊 22.7X 16目l l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8100 
日発行 博文館発行 寄聞大正四年六月太

田勘太郎J

22 論語 大正3年1月20久保天随 印刷書冊 22.7X 14.9 l冊 大正2年2月7日初版発行 98P8101 
日6版発行 博文館発行 「為初孫正太郎出生記念

寄附大正四年六月太
田勘太郎J

23 小学 大正3年2月27久保天随 印刷書冊 22.6x 15.6 l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8102 
日発行 博文館発行 寄附大正四年六月太

田勘太郎J

24 近思録 大正3年4月5 久保天随 印刷書冊 22.7x 15.3 l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8103 
日発行 博文館発行 寄附大正四年六月太

田勘太郎j

25 古文真宝前集 大正3年6月13久保天随 印刷書冊 22.6X 15.5 l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8104 
日発行 博文館発行 寄附大正四年六月太

田勘太郎」

26 古文真宝後集 大正3年8月4 久保天随 印刷書冊 22.6x 15.7 l冊 「為初孫正太郎出生記念 98P8105 
日発行 博文館発行 寄附大正四年六月太

田勘太郎j

27 碗海第7号 昭和5年II月 福田秀実奈 印刷書冊 22.4X 15.2 l冊 教育勅語下賜40周年記 98P8106 
(1) 30日発行 良屋尋常小学 念号

校発行

27 硯海第II号 昭和12年3月 植木勇奈良 印刷書冊 22.1 x 15.2 l冊 98P8107 
(2) 23日発行 屋尋常小学校

28 奈良屋小学校々舎改 昭和7年ヵ 不祥 印刷書冊 23.8 x 16.3 !冊 98P8108 
築其他工事設計仕様
書

29 学校給食指針 昭和8年2月l 大西永次郎・ 印刷書冊 18.9x 13.4 l冊 昭和7年9月15日初版 98P8109 
日増補発行 藤巻良知右

文館発行

30 国防大事典 昭和8年2月8 桜井忠温中 印刷書冊 30.3 x 21.0 l冊 98P8110 
日第2版発行 外産業調査会

発行

31 世界の大東郷 昭和9年6月20山口愛川一 印刷書冊 18.9XI3.2 l冊 98P8111 
日発行 心社発行

32 福岡No.62 昭和II年7月 有吉憲彰東 印刷書冊 22.6X 15.5 l冊 98P8112 
10日発行 西文化社発行

33 近代カリキュラム 昭和23年II月 倉沢剛誠文 印刷書冊 20.6XI5.0 l冊 98P8113 
5日発行 堂新光社発行

34 新学校衛生と健康教 昭和24年II月 竹村ー緑渓 印刷書冊 18.5XI3.5 l冊 98P8114 
育 5日発行 書房発行

35 健康教育の指導細案 昭和25年10月 荷見秋次郎・ 印刷書冊 26.0X 19.0 l冊 昭和25年4月18日初版発 98P8115 
8日再版発行 下回巧・浜田 fr 

正好・岩本岩
次郎牧書府
発行
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寄贈資料 6.福岡市立奈良屋小学校資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

36 福岡市小学校・中学 昭和25年4月 福岡市カリキ 印刷書冊 25.8x 18.1 l冊 98P8116 
校カリキュラム試 25日発行 ュラム委員会

案上 福岡市立教育
研究所発行

37 福岡市小学校・中学 昭和25年4月 福岡市カリキ 印刷書冊 25.8XI8.2 l附 98P8117 
校カリキュラム試 25日発行 ュラム委員会

案下 福岡市立教育
研究所発行

‘ 
38 農村地域社会学校 昭和26年2月 石山修平指導 印 刷 書 冊 21.2X15.4 l冊 98P8118 

25日発行 福沢小学校編
金子書房発行

39 日本政治100年史 昭和28年10月 金森徳次郎・ 印 刷 書 冊 30.3x21.4 l冊 98P8119 
20日発行 山 浦 貫 一タ

刊フクニチ新
聞社発行

40 平時・非常事態発生 昭和30年11月 今村武俊 第 印刷書冊 18.3x 13.7 l冊 98P8120 
時学校長の渉外実務 30日発行 一公報社発行

41 行事教育の事典 昭和31年6月 牧教育研究室 印 刷 書 冊 21.5X 15.2 l冊 講話掲示教育資料集成 98P8121 
28日再版発行 牧畜庖発行 改題

42 集団給食の技術 昭和32年10月 奥平祥一 医 印刷書冊 26.2X 19.0 l冊 98P8122I 
25日発行 歯薬出版株式

会社発行

43 学校要覧 昭和34年度 奈良屋小学校 印刷書冊 24.8x 17.5 l冊 98P8123 

44 学校経営の実際 昭和36年度 奈良屋小学校 印刷書冊 26.0x 19.6 l冊 98P8124 

45 学校経営の実際 昭和37年度 奈良屋小学校 印刷書冊 26.8x 19.3 l冊 98P8125 

46 学校経営の実際 昭和38年度 奈良屋小学校 印刷書冊 25.9x 19.0 l冊 98P8126 

47 学校運営の実際 昭和39年度 奈良屋小学校 印 刷 書 冊 25.8x 19.1 l冊 98P8127 

48 学校経営の実際 昭和40年度 奈良屋小学校 印刷書冊 26.3xI9.5 l冊 98P8128 

49 運動会記録 昭和37年度 奈良屋小学校 印刷書冊 26.7X 18.7 l冊 98P8129 

50 運動会記録 昭和38年度 奈良屋小学校 印 刷 書 冊 25.8X 18.7 l冊 98P8130 

51 運動会記録 昭和40年度 奈良屋小学校 印 刷 書 冊 25.8x 19.0 l冊 98P8131 

52 物品請求書綴 昭和37年度 奈良屋小学校 印刷書冊 18.0x 12.8 l冊 98P8132 

53 研究所報第50号本 昭和39年6月 福岡市立教育 印 刷 書 冊 24.9XI7.3 l冊 98P8133 
市小・中学校におけ 30日発行 研究所
る教科指導活動の実
態とその問題点

54 博多の祇園山笠展 昭和40年7月9博多大丸発行 印刷書冊 26.8XI9.3 l冊 博多祇園山笠略年代表、 98P8134 I 
日 ~14日 列品要目

55 福岡市総合計画書 昭和41年8月 福岡市市長公 印 刷 書 冊 30.2 x21.3 l冊 98P8135 
(基本計画) 1966 20日発行 室企画部企画

課

56 研究発表要録 昭和41年9月 奈良屋小学校 印刷書冊 24.7x 17.5 l冊 2冊県・市研究指定第 98P8136 
28日発行 3年次研究発表会の資料

カ
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

57 創立70周年記念式典 昭和43年12月 奈良屋小学校 印 刷 書 冊 26.3x 18.8 l冊 98P8137 I 
記録 9日

58 70周年記念書類 昭和43年度 奈良屋小学校 印刷ほか 30.5 x 22.0 l袋 封筒入り一括 98P8138 

59 創造性を育てる指導 昭和44年7月l奈良屋小学校 印 刷 書 冊 26.2 x 18.1 l冊 98P8139 
過程 3年次 日発行

60 創造性を育てる指導 昭和44年7月l奈良屋小学校 印 刷 書 冊 26.0 x 16.3 l冊 98P8140 
過程 3年次 日ヵ

61 福岡県年鑑昭和46 昭和46年7月l西日本新聞社 印 刷 書 冊 26.0X 18.5 l冊 98P8141 
年版 日発行

62 奈良屋小学校創立80昭和53年2月 奈良屋小学校 印 刷 書 冊 26.0x 18.6 l冊 明治43年3月卒~昭和5398P8142 
周年記念卒業生名 25日発行 奈良屋小学校 年3月卒
簿 PTA発行

63 奈良屋小学校80周年 昭和53年2月 奈良屋小学校 印 刷 書 冊 25.8x 18.2 1冊 98P8143 
記念協賛広告 カ カ

64 太宰府の傑坊 不詳 鏡山猛 印刷書綴 22.4X 15.3 l冊 抜刷ヵ 98P8144 

65 写真(図書室ヵ) 昭和時代ヵ 不詳 白黒写真 19.2 X23.0 l枚 98P8145 

66 陶製湯たんぽ 昭和時代 不詳 陶製 l点 98P8146 

3 教材用写真

番号 タ イ ト lレ 撮影時期 備 考 備品番号

67(1) 給食準備 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 食器を洗う(人物3人) 98P8147 

67(2) 給食準備 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 食材を切る(人物3人) 98P8148 

67(3) 給食準備 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 食材を切る(人物4人) 98P8149 

67(4) 給食準備 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 食材を洗う(人物2人) 98P8150 

67(5) 学校 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 奈良屋小学校 98P8151 

67(6) たのしい学校「歓迎遠足j 昭和30年代~50年代 社1No.14口香椎宮ヵ 98P8152 

67(7) たのしい学校「給食J 昭和30年代~50年代 社1No.l47 当番が給食を運ぶ 98P8153 

67(8) たのしい学校「奈良屋小学校J 昭和30年代~50年代 社1No.l49 破れあり 98P8154 

67(9) がっこうのいきかえり「横断歩道J 昭和30年代~50年代 社1No2 98P8155 

67(10) がっこうのいきかえり「歩道橋j 昭和30年代~50年代 社1No.l 98P8156 

67(11) 工事現場 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 湾岸工事(人物l人) 98P8157 

67(12) 工事現場 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 湾岸工事(人物4人) 98P8158 

67(13) 工事現場 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 湾岸工事(人物3人、 98P8159 
クレーン)

67(14) 漁師 昭和30年代~50年代 枠に記述無し 98P8160 

67(15) 海べではたらく人びと「網干しj 昭和30年代~50年代 社2No.lO破れあり 98P8161 

67(16) 海べではたらく人びと「魚市場J 昭和30年代~50年代 社2No.l5 98P8162 
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番号 タ イ ト Jレ 撮影時期 備 考 備品番号|

67(17) 海べではたらく人びと「魚市場J 昭和30年代~50年代 社2No.l4 山積みのトロ箱

67(18) 海べではたらく人びと「網ほしJ 昭和30年代~50年代 社2No.l8 98P8164 

67(19) 海べではたらく人びと[のりとりJ 昭和30年代~50年代 社2No.l7破れあり 98附 51

67(20) 海べではたらく人びと「網の修理J 昭和30年代~50年代 社2No.l2 98P8166 

67(21) 海べではたらく人びと「魚の陸あげ(3)口J 昭和30年代~50年代 社2No.ll 船から陸へ 98P8167 

67(22) 海べではたらく人びと「魚の陸あげJ 昭和30年代~50年代 社2No.l3 船からトロ箱へ 98P8168 

67(23) 海べではたらく人びと「漁港j 昭和30年代~50年代 社2No.86 98P8169 

67(24) 海べではたらく人びと「魚市場J 昭和30年代~50年代 社2NO.9 せり 98P8170 

67(25) 海や山ではたらく人びと「難破船J 昭和30年代~50年代 社2No.l46 98P8171 

67(26) 海や山ではたらく人びと f水産業漁港志賀島J 昭和30年代~50年代 社2(5)No.l37 98P8172 

67(27) 海ではたらく人びと「船の修理漁村」 昭和30年代~50年代 社2No.l6 98P8173 

67(28) 日本の水産業「のりっくりJ 昭和30年代~50年代 社5NO.92 98P8174 

67(29) 日本の水産業「のりっくりJ 昭和30年代~50年代 社5No.72 98P8175 

67(30) 日本の水産業「員の養殖j 昭和30年代~50年代 社5NO.74 98P8176 

67(31) 日本の水産業「日本の口口口J 昭和30年代~50年代 社5No.75港 98P8177 

67(32) 日本の水産業「魚市場j 昭和30年代~50年代 社5No.71 破れあり 98P8178 

67(33) 日本の水産業「博多漁港」 昭和30年代~50年代 社5No苅 全 景 98P8179 

67(34) 日本の水産業「博多漁港J 昭和30年代~50年代 社5NO.73 98P8180 

67(35) 日本の水産業「博多漁港船の修理j 昭和30年代~50年代 社5NO.91 98P8181 I 

67(36) 日本の水産業『博多漁港日本水産J 昭和30年代~50年代 社5No.l09 98P8182 

67(37) 田植え「田植え風景J 昭和30年代~50年代 社7ヵNo.4破れあり 98P8183 

67(38) 回やはたけではたらく人びと f稲のとり入れj 昭和30年代~50年代 社2No.l38 98P8184 

67(39) 岡やはたけではたらく人ぴと「耕運機・トラク 昭和30年代~50年代 社2No.l55 98P8185 
ターJ

67(40) 回やはたけではたらく人びと「稲のとりいれ」 昭和30年代~50年代 社2No.l52 はず破れあり 98P8186 

67(41) 聞やはたけではたらく人びと「苗代・悶植j 昭和30年代~50年代 社2Nc口29 破れあり

67(42) おひゃくしようさんI田植えJ 昭和30年代~50年代 社2No.7破れあり 98P8188 

67(43) おひゃくしようさん「田植えJ 昭和30年代~50年代 社2No.6 98P8189 

67(44) おひゃくしようさん[耕運機J 昭和30年代~50年代 社2No.ll8 98附 90I 

67(45) 「しろかき・耕転機J 昭和30年代~50年代 社2No.5破れあり 98P8191 

67(46) おひゃくしようさん九、ねかりJ 昭和30年代~50年代 社2N0.8 98P8192 

67(47) おひゃくしようさんfなわしろっくりj 昭和30年代~50年代 社2N凶 98P8193 

67(48) 日本の農業「みかんっくりj 昭和30年代~50年代 社5No.69 98P8194 
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番号| タ イト ル

67(49) I日本の農業『ビニールハウス野菜っくりj

67(50) I乗り物

67(51) I電車

67(52) Iのりものではたらく人びと fパス運転J

67(53) Iのりものではたらく人びと『博多駅助役さん
(時計)J

撮影時期 備 考

昭和30年代~50年代|社5No.70 

昭和30年代~50年代|枠に記述無し 路面電車ヵ

昭和30年代~50年代|枠に記述無し 運転手

昭和30年代~50年代|社2 No.欠損

昭和30年代~50年代|社2N0.8口

67(54) I のりものではたらく人びと「駅確認合図昭和30年代~50年代|社2 No.lll 

67(55) Iのりものではたらく人びと「博多駅助役見送 |昭和30年代~50年代|社2 N0.98 
りJ

67(56) Iのりものではたらく人びと「駅改札J 昭和30年代~50年代|社2 No.1l3 

67(57) I のりものではたらく人びと「パス・ふみきり安|昭和30年代~50年代|社2 No.19 
全J

67(58) Iのりものではたらく人びと「駅切ぷうりJ

67(59) Iのりものではたらく人びと「信号所(博多駅)J

67(60) I交通の昔と今fI日博多駅J

67(61) I交通の昔と今「通行手形1

67(62) I交通の昔と今f立体交差J

67(63) I交通の昔と今「新幹線列車1

67(64) I交通の昔と今「西鉄福岡駅J

67(65) I交通のむかしと今『関門トンネル1

67(66) I荷下ろし

67(67) I日本の貿易「博多港小麦輸入1

67(68) I日本の貿易「博多港小麦輸入J

67(69) I日本の貿易『博多ラワン材輸入J

67(70) I日本の貿易「博多港小麦輸入j

67(71) I日本の貿易「博多港ラワン材の輸入1

67(72) I日本の貿易「須崎ふ頭小麦サイロ」

67(73) I日本の貿易「博多港ラワン材輸入J

67(74) I日本の貿易「石油輸口口口理場J

67(75) I日本の貿易「博多港小麦輸入(サイロ)J

67(76) Iゅうびんやさん「博多郵便局区分けJ

67(77) Iゅうびんやさん「郵便局区分けJ

67(78) Iゅうびんやさん『郵便配達j

67(79) Iゅうびんやさん『博多郵便局小包み区分けJ

昭和30年代~50年代|社2 No.110 

昭和30年代~50年代|社2 No.I05 

昭和30年代 |社4No.65 破れあり

昭和30年代~50年代|社4No.101 

昭和30年代~50年代|社4No.67 破れあり

昭和50年頃 |社4No.139 破れあり

昭和30年代~50年代|社4No.66 

昭和30年代~50年代|社4No.151 破れあり

昭和30年代~50年代|枠に記述無し 船・荷物・人物4人

昭和30年代~50年代|社5N0.97 サイロ

昭和30年代~50年代|社5No.88 船から港へ

昭和30年代~50年代|社5 No.122 

昭和30年代~50年代|社5No.I06 オート三輸で運搬

昭和30年代~50年代|社5No.95 ボートで筏をひく

昭和30年代~50年代|社5 No.l12 

昭和30年代~50年代|社5 No.78 船からトラックへ

昭和30年代~50年代|社5No.100 

昭和30年代~50年代|社5No.108 クレーン、サイロ

昭和30年代~50年代|社2 恥103

昭和30年代~50年代|社2 No.口口

昭和30年代~50年代|社2 N0.23 

昭和30年代~50年代|社2 No.欠損
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備品番号

98P8195 

98P8196 

98P8197 

98P8198 

98P8199 

98P8200 

98P8201 

98P8202 

98P8203 

98P8204 

98P8205 

98P8206 

98P8207 

98P8208 

98P8209 

98P8210 

98P82 1 1 

98P8212 

98P8213 

98P8214 

98P8215 

98P8216 
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98P8218 

98P8219 

98P8220 

98P8221 

98P8222 

98P8223 

98P8224 
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寄脂質料 6.福岡市立奈良屋小学校資料

番号 タ イ ト Jレ 撮影時期 備 考 備品番号

67(80) ゅうぴんやさん『ゅうびん車j 昭和30年代-50年代 社2No.22 98P8226 

67(81) ゅうびんやさんf博多郵便局郵便車からJ 昭和30年代-50年代 社2No.90 98P8227 

67(82) ゅうびんやさん「ポストに手紙をいれるJ 昭和30年代-50年代 社2No.20 98P8228 

67(83) しょうぽうではたらく人びと『火災のあとj 昭和30年代-50年代 社2No.141 98P8229 

67(84) しようぼうのおじさん『火災j 昭和30年代-50年代 社2No.119 98P8230 

67(85) しょうぼうのおじさん『すべり棒・消防服J 昭和30年代-50年代 社2N0.25 98P8231 

67(86) しょうぼうのおじさんf消防車」 昭和30年代-50年代 社2No.24 98P8232 

67(87) しょうぼうのおじさんf救助訓練J 昭和30年代-50年代 社2No.l17 奈良屋小学校 98P8233 

67(88) しょうぼうのおじさん「消防訓練J 昭和30年代-50年代 社2No.116 98P8234 

67(89) しょうぼうのおじさん「消防訓練J 昭和30年代-50年代 社2No.115 98P8235 

67(90) 日本の工業「東浜埠頭(貿易)J 昭和30年代-50年代 社5No.135 98P8236 

67(91) 日本の工業「博多口倉庫J 昭和30年代-50年代 社5No.125 98P8237 

67(92) きんじょのようす『新しい家j 昭和30年代-50年代 社1No.102 98P8238 

67(93) 私たちのまち『パラダイス附近j 昭和30年代-50年代 社3No.32 98P8239 

67(94) わたしたちの町『パラダイス付近j 昭和30年代-50年代 社3N0.94 タワー 98P8240 

67(95) 私たちの町「櫛田神社豆まきJ 昭和30年代-50年代 社3No.28 98P8241 

67(96) 私たちの町『学校附近j 昭和30年代-50年代 社3No.147 奈良屋小学校 98P8242 

67(97) 私たちの町「屋上より北を望むJ 昭和30年代-50年代 社3No.123 98P8243 

67(98) 私たちの町「学校附近J 昭和30年代-50年代 社3No.136 奈良屋小学校 98P8244 

67(99) 私たちの町「昭和通りJ 昭和30年代-50年代 社3No.159 98P8245 

67(100) 私たちの福岡市「福岡市役所J 昭和30年代-50年代 社3No.51 旧福岡県庁別館ヵ 98P8246 

67(101) 私たちの福岡市rJIIの清掃(ドプさらえ)J 昭和30年代-50年代 社3No.50 98P8247 

67(102) 私たちの福岡市「福岡市役所j 昭和30年代-50年代 社3No.52 98P8248 

67(103) 私たちの福岡市「ゴミとり車J 昭和30年代-50年代 社3No.53 98P8249 

67(104) 私たちの福岡市rJIIの清掃(ドプさらえ)J 昭和30年代-50年代 社3No.49 98P8250 

67(105) 私たちの福岡市「天神新天町j 昭和30年代-50年代 社3No.48 98P8251 

67(106) 私たちの福岡市『大濠公園j 昭和30年代-50年代 社3No.46 98P8252 

67(107) 私たちの福岡市「天神町附近J 昭和30年代-50年代 社3No.47 破れあり 98P8253 

67(108) わたしたちの福岡県f県庁J 昭和30年代-50年代 社4N0.54 98P8254 

67(109) わたしたちの福岡県『移動図書館(青い烏)J 昭和30年代-50年代 社4N0.55 98P8255 

67(110) 福岡県の産業とくらし『筑豊ボタ山J 昭和30年代-50年代 社4No.128 98P8256 

67(111) 福岡県の産業とくらし『炭坑J 昭和30年代-50年代 社4No.141 98P8257 

67(112) 福岡県の産業とくらし『炭坑・炭車J 昭和30年代-50年代 社4No.154 98P8258 
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番号 タ イ ト Jレ 撮影時期 備 考 備品番号

67(113) 福岡県の産業とくらし『筑豊ボタ山J 昭和30年代-50年代 社4No.131 98P8259 

67(114) 福岡県の産業とくらし『イ草刈りJ 昭和30年代-50年代 社4No.153 破れあり 98P8260 

67(115) 福岡県の産業とくらし「炭坑・坑口J 昭和30年代-50年代 社4No.130 98P8261 

67(116) 福岡県の産業とくらし「筑豊炭住街J 昭和30年代-50年代 社4No.124 98P8262 

67(117) 福岡県の産業とくらし・日本の工業f綱海湾附 昭和30年代-50年代 社4・5No.145 98P8263 
近J

67(118) きょう土の開発福岡市のうつりかわり「高宮浄 昭和30年代-50年代 社4・3No.127 貯水池の工事破れ 98P8264 
水場j あり

67(119) きょう土の開発(水と私たちのくらし)r送水管j 昭和30年代-50年代 社4No.132 98P8265 

67(120) きょう土の開発f曲湖水源池」 昭和30年代-50年代 社4No.143 98P8266 

67(121) 郷土の発展「西公園下埋立石油タンクJ 昭和30年代-50年代 社4No.68 98P8267 

67(122) 郷土の開発ヵ I曲淵水源池J 昭和30年代-50年代 社4・3No.15口 98P8268 

67(123) 水とわたしたちのくらし『夜明けダムJ 昭和30年代-50年代 社4No.120 98P8269 

67(124) 水とわたしたちのくらし『夜明ダムJ 昭和30年代-50年代 社4N0.59 98P8270 

67(125) 水とわたしたちのくらし『高宮浄水場」 昭和30年代-50年代 社4No.58 98P8271 

67(126) 水とわたしたちのくらし『高宮浄水場J 昭和30年代-50年代 社4No.62 全景 98P8272 

67(127) 水とわたしたちのくらし『曲湖水源池(雨ごし、)J 昭和30年代-50年代 社4No.61 98P8273 

67(128) 村の人と町の人「玄界島J 昭和30年代-50年代 社3No.38 98P8274 

67(129) 村の人と町の人『農家J 昭和30年代-50年代 社3No.40 98P8275 

67(130) 村の人と町の人『農協ストアj 昭和30年代-50年代 社3No.121 98P8276 I 

67(131) 村の人と町の人「農家J 昭和30年代-50年代 社3No.39 98P8277 

67(132) さまざまな土地のくらし「流下式塩田j 昭和30年代-50年代 社4No.150 98P8278 

67(133) さまざまな土地のくらし「流下式塩田J 昭和30年代-50年代 社4No.133 98P8279 

67(134) さまざまな土地のくらし「防風林・農家J 昭和30年代-50年代 社4No.127 98P8280 

67(135) いろいろな土地のくらし「島のくらしj 昭和30年代-50年代 社4N0.57 98P8281 

67(136) いろいろな土地のくらし『厳島のくらしJ 昭和30年代-50年代 社4N0.5口水くみ 98P8282 

67(137) 産業で発展した町「門前町(祐徳稲荷)J 昭和30年代-50年代 社4No.64 98P8283 

67(138) 商業とわたしたちの生活「広告飛行船j 昭和30年代-50年代 社5No.I04 98P8284 

67(139) 工業とわたしたちの生活「上椎葉発電所J 昭和30年代-50年代 社5No.77 98P8285 

67(140) 商盾街ともよおしり11端商庖街新天町J 昭和30年代-50年代 社3No.43 98P8286 

67(141) 商庖街ともよおしrJII端通り商庖街」 昭和30年代-50年代 社3No.45 98P8287 

67(142) 商庖街ともよおしり11端商唐街 J 昭和30年代-50年代 社3No.42 98P8288 

67(143) 商庖街ともよおしり11端商庖街大売り出しj 昭和30年代-50年代 社3No.44 98P8289 

67(144) 商庖街ともよおし「デパートj 昭和30年代-50年代 社3No.41 呉服町の博多大丸ヵ 98P8290 
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番号 タ イ ト Jレ 撮影時期 備 考 備品番号

67(145) 商庖街ともよおしrJII端商庖街J 昭和30年代-50年代 社3No.96 98P8291 

67(146) 商庖街ともよおしrJII端商庖街j 昭和30年代-50年代 社3No.93 98P8292 

67(147) ほけん所と病院『消毒J 昭和30年代-50年代 社3N0.35 98P8293 

67(148) ほけん所と病院「手術とおいしやさんj 昭和30年代-50年代 社3No.37 98P8294 

67(149) ほけん所と病院f国立病院j 昭和30年代-50年代 社3No.34 98P8295 

67(150) ほけん所と病院f離島の人の病気」 昭和30年代-50年代 社3No.13 98P8296 

67(151) ほけん所と病院「予防注射じようぶなからだJ 昭和30年代-50年代 社3N0.36 98P8297 

67(152) 私たちの生活と政治『福岡市議会J 昭和30年代-50年代 社6No.79 98P8298 

67(153) 政治のうつりかわり『志賀島蒙古塚(元冠)J 昭和30年代-50年代 社6恥83 98P8299 

67(154) 政治のうつりかわり f島原城J 昭和30年代-50年代 社6No.126 98P8300 

67(155) 政治のうつりかわり『奈良東大寺」 昭和30年代-50年代 社6N0.85 98P8301 

67(156) 政治のうつりかわり『はにわj 昭和30年代-50年代 社6No.84 98P8302 

67(157) 政治のうつりかわり「福岡城汐見やぐらj 昭和30年代-50年代 社6N0.81 98P8303 

67(158) 政治のうつりかわり「正倉院j 昭和30年代-50年代 社6N0.80 98P8304 

67(159) 政治のうつりかわり「東大寺大仏殿j 昭和30年代-50年代 社6N0.82 98P8305 

67(160) 平和な世界「広島原爆ドームJ 昭和30年代-50年代 社6No.134 98P8306 

67(161) 神社 昭和30年代-50年代 枠に記述無し櫛田神社ヵ 98P8307 

67(162) 牛像 昭和30年代-50年代 枠に記述無し櫛田神社ヵ 98P8308 

67(163) 天狗の面 昭和30年代-50年代 枠に記述無し櫛田神社ヵ 98P8309 

67(164) 狛犬 昭和30年代-50年代 枠に記述無し櫛田神社ヵ 98P8310 

67(165) 馬像 昭和30年代-50年代 枠に記述無し櫛田神社ヵ 98P8311 

67(166) 『櫛田大神J 昭和30年代-50年代 枠に記述無し 98P8312 

67(167) 上流の石 昭和30年代-50年代 理6No.7川、石 98P8313 

68(1) 引揚げてきた人たちは病気予防のためDDT 1945年9月 ⑪ 98P8314 
をかけてもらう。(博多入国センター)

68(2) 連合軍の進駐を見まもる福岡市民(千代町附近) 昭和20年 ⑬ 98P8315 

68(3) 中国・朝鮮から引揚げた、たくさんの婦女子 1945年9月 ⑮ 98P8316 
が郷里に帰えるために手続きをまっている。
(博多入国センター)

68(4) 戦争が終り、わずかな荷物を身につけ、小さ 1945年9月 ⑮ 98P8317 
な漁船で朝鮮・中国から博多港に帰国した人
たち。(漁船)

68(5) 戦争が終り中国・朝鮮から帰還兵を乗せて博 1945年10月 ⑪ 98P8318 
多港に到着したタンク型の引揚船

68(6) 満州・朝鮮からの民間人・兵士を乗せて博多 昭和20年代前半 ⑮ 98P8319 
港に近づく引揚船。(博多湾内)
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7.石橋勝蔵資料

〈資料内訳〉民俗資料 l 生産の用具・・…………・・……・.54件54点

3 信仰・年中行事の用具...・H ・.. 1件 1)点

2 交通・交易の用具-…………・ l件 l点

〈総計>56件56点

1 生産の用具

番号 名 事五 作者 時代 品質・形状 法量 点数 備 考 備品番号

墨壷 不詳 近代ヵ 木製樺材ヵ 維形 筒 12.0 長39.3 幅11.8 l点 98P8320 

2 墨壷 不詳 近代ヵ 木製樺材ヵ 鯉形 高8.1 長24.1 幅6.5 l点 98P8321 

3 墨壷 不詳 近代ヵ 木製機材ヵ 高9.7 長21.1幅11目l l点 98P8322 

4 墨壷 不詳 近代ヵ 木製樺材もしくは 高7.8 長16目4 幅11.7 1 )点 98P8323 
桜材ヵ

5 墨壷 不詳 近代ヵ 木製様材ヵ 高7.5 長16.1 幅8.6 l点 98P8324 

6 墨壷 不詳 近代ヵ 木製機材ヵ 高7.4 長19.0 幅6.1 l点 98P8325 

7 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高13.5 長34.7 幅14.3 l点 龍の彫刻 98P8326 

8 墨壷 不詳 近代ヵ 木製樺材 高10.8 長28.3 幅11.0 l点 鶴亀の彫刻 98P8327 

9 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高9.3 長24.4幅10.1 l点 98P8328 

10 墨褒 不詳 近代ヵ 木製棒材 高8.2 長21.0幅7.2 l点 98P8329 

11 墨壷 不詳 近代ヵ 木製樺材 高7.7 長21.2幅9.0 1点 98P8330 

12 墨壷 不詳 近代ヵ 木製樽材 高8.0 長18.3 幅8.3 l点 98P8331 

13 墨壷 不詳 近代ヵ 木製律材 高5.3 長15.3 幅5.9 l点 98P8332 

14 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高6.2 長16.0 幅7.8 l点 朱を使用 98P8333 

15 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高6.2 長17.6 幅6.4 l点 朱を使用 98P8334 

16 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高3.2 長8.6 幅3.6 l点 98P8335 

17 墨査 不詳 近代ヵ 木製樺材 高7.3 長20.2 幅5.9 l点 98P8336 

18 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高8.6 長18.2 幅4.9 l点 98P8337 

19 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高6.4長18.0 幅7.5 1)点 98P8338 

20 墨蜜 不詳 近代ヵ 木製桜材ヵ 高7.0 長18.5 幅6.6 l点 98P8339 

21 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高5.9 長15.9 幅6.3 l点 98P8340 

22 墨壷 不詳 近代ヵ 木製樺材 高5.2 長10.2 幅3.2 1)点 98P8341 

23 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高8.0 長22.0 幅4.4 l点 朱を使用 98P8342 

24 墨壷 不詳 近代ヵ 木製棒材 高8.9 長22.4 幅6.4 l点 朱を使用 98P8343 

25 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製縦挽き 長52.6 幅20.5 l点 98P8344 

26 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製縦挽き 長44.9 幅17.7 l点 98P8345 

27 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長68.2 幅6.5 l点 98P8346 

28 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長68.9 幅6.2 1 )点 98P8347 

注目雪(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長60.7幅5.9 l点 98P8348 
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番号 名 称 作者 時代 品質・形状 法量 点数 備 考 備品番号

30 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長66.9 幅5.4 l点 98P8349 

31 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長58.1 幅5.1 l点 98P8350 

32 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長59.2 幅3.8 l点 98P8351 

33 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長61.5幅3.9 l点 98P8352 

34 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長48.7 幅5.3 l点 98P8353 

35 鋸(ワキノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製横挽き 長45.4幅8.0 1点 98P8354 

36 鋸(アールノコ) 不詳 明治時代 鉄・木製 長35.0 幅14.6 l点 98P8355 

37 セン 不詳 明治時代 鉄・木製 高7.0 長50.0 幅8.1 l点 98P8356 

38 飽(ナガダイ) 不詳 明治時代 鉄・木製 高6.4 長59.1 幅7.9 l点 98P8357 

39 手斧(チョーノ)刃 不詳 明治時代 鉄製 長11.2幅9.3 厚3.4 l点 42に対応 98P8358 

40 手斧(チョーノ)刃 不詳 明治時代 鉄製 長10.0 幅8.7 厚3.3 l点 42に対応 98P8359 

41 手斧(チョーノ)刃 不詳 明治時代 鉄製 長8.0 幅6.7 厚2.7 l点 43に対応 98P8360 

42 手斧(チョーノ)柄 不詳 明治時代 木製 長59.4 l点 98P8361 

43 手斧(チョーノ)柄 不詳 明治時代 木製 長34.7 l点 98P8362 

44 撃(ツキノミ) 不詳 明治時代 鉄・木製 長31.0幅4.8 厚3.1 l点 98P8363 

45 撃(ツキノミ) 不詳 明治時代 鉄・木製 長22.3 幅4.1 厚2.8 l点 98P8364 

46 撃(カギノミ) 不詳 明治時代 鉄・木製 長43.3 径2.4 l点 98P8365 

47 差金 不詳 明治時代 真鎗製 長矩48.4 短矩24.3 l点 長矩l尺5寸短矩7 98P8366 
寸5分

48 差金 不詳 明治時代 鉄製 長矩30.3 短矩15.2 l点 98P8367 

49 差金(ジユウガネ) 不詳 明治時代 鉄・真鍬製 長矩33.2 短矩15.7 l点 折れた差金を再利用 98P8368 

50 焼印 不詳 明治時代 鉄・木製 長31.7径2.9 l点 印面は扇 98P8369 

51 鋸鋸入(ノコヤス 不詳 明治時代 竹・木製 長24.0 径4.8 i点 98P8370 
リイレ)

52 槍錨 不詳 近世ヵ 鉄製 長44.0 幅2.3 厚1.8 l点 父貞次郎氏が船大工 98P8371 
の師匠より譲り受け
正月3日の仕事始め
の儀礼に使用

53 槍飽(復元品) 不詳 昭和時代 鉄・木製 長63.6 柄径2.9 l点 52の複製 98P8372 

54 道具箱 石橋貞 明治時代 木製杉材 縦32.6 横77.7高20.0 l点 98P8373 
次郎ヵ

2 交通・交易の用具

番号 名 称 作者 時代 品質・形状 法量 点数 備 考 備品番号

55 箱提灯 不詳 近世ヵ 木・紙・竹・鉄製 径25.7 厚10.7 l点 98P8374 
黒漆塗 (畳んだ状態)
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3 信仰・年中行事の用具

名称

聖徳太子像・走
.大黒天札

品質・形状 法 量

紙製木版掛幅|長122.2 幅26.2
装 I (本紙)長50.0 I隔19.0
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寄贈資料 8.白川信也資料

8.白川信也資料

〈資料内訳〉古文書等……………………36件36点

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

療法、薬用法・効能 江戸時代 八木氏 墨書・書綴 25.8x21.0 l綴 98P8376 
書綴

2 眼醤秘伝書 江戸時代 八木氏 一紙・墨書 19.2x50.8 l枚 継後欠眼薬調合 98P8377 
之次第

3 療法書付 江戸時代 八木氏ヵ 書綴・墨書 24.3xI7.1 l綴 前欠 98P8378 

4 返鬼丹能書 江戸時代 八木氏 罫紙綴・墨 24.2 x 17.3 l綴 印あり 98P8379 
書

5 薬能書写 江戸時代 八木氏ヵ 一紙・墨書 24.3x35.2 l枚 返鬼丹ヵ 98P8380 

6 菓子製法書付 江戸時代 八木氏ヵ 一紙・墨書 14.8x8.0 l枚 98P8381 

7 易法覚書 江戸時代 八木氏ヵ 書冊・墨書 24.2x 19.2 l冊 98P8382 

8 褒賞状(平日心得方 (明治4年) 福岡藩 八木松茂 墨書・継紙 19.IXI29.5 l枚 98P8383 
宜しく孝養のため) 辛未7月 父 宗 山 (3枚継)

9 書状(大坂より筑前 (江戸時代) もと 八木 墨書・継紙 16.6x66.6 l枚 98P8384 
へ出立の際の気遣い 12月16日 (つるこ) (3枚継)
に対する謝礼)

10 書状(近況報告) (明治時代) 口重 (八木) 墨書・継紙 15.7x62.0 l枚 98P8385 
8月25日 つる子 (2枚継)

11 書状(近況報告) (明治時代) 口道 八木鶴子 墨書・継紙 16.5x80.6 l枚 前欠 98P8386 
11月26日 (2枚継)

12 書状(近況報告) (明治時代) ちか 八木 墨書・繊紙 16.4X79.5 l枚 98P8387 
霜ふり月 (3枚継)

13 害状(近況報告) (明治時代) 口道 八木鶴子 墨書・ー紙 16.7X45.7 l通 98P8388 

14 正月兼題集中 江戸時代 仙寿 書冊・墨書 26.8x 19.5 l冊 98P8389 

15 暮春うたあはせ二 江戸時代 つる 書冊・墨書 27.1 x20.0 l冊 98P8390 

16 正月兼題之巻中 江戸時代 作成不詳 墨書・ー紙 17.2x26.2 l枚 兼(はしうら)和歌6 98P8391 
名書付(広道、友石、
石秀、もと、守道、
仙寿)

17 初冬之巻四 江戸時代 仙寿 継紙 18.2x47.1 l枚 9名和歌書付(利明、 98P8392 
石旺、石秀、不知、
守道、友石、つる、
親成、千尋)

18 (兼題之巻) 江戸時代 作成不詳 墨書・継紙 22.2x83.7 l枚 前欠和歌IO名書 98P8393 
付(っち、つる、石
秀、てい、勝善、
ふち、千寿、槌、
栄尭、正満)

19 う月の巻ー 江戸時代 作成不詳 墨書・ー紙 17.2x44.4 l枚 和歌13名(った、つ 98P8394 
ち、石秀、親成、
真挙、正良、重治、
まつ、信一、三意、
交石、つる、郭)
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番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

20 中秋之巻ー 江戸時代 つる 墨書・ー紙 19.7X28.2 l枚 8枚和歌書付(勝利、 98P8395 
つる、李厚、並樹、
いそ、延英、石秀、
親成)

21 霜月之巻二 江戸時代 つる 墨書・ー紙 20.7x45.6 l枚 8枚和歌(ふち、利 98P8396 
明、石秀、常興、
守道、つる、常徳、
久敏)

22 初秋の巻ー 明治8年(卯 作成不詳 墨書・ー紙 21.0x57.8 l枚 和歌10名書付(三ツ 98P8397 
年) 子、梶子、槌子、

親成、常真、笹子、
由岐子、常興、正

時)

23 四月一巻 (とらの年) 笹子 墨書・継紙 23.5 x 73.0 l枚 和歌10名書付(雀 98P8398 
明治II年 子、石秀、さたこ、

勝利、茂樹、親成、
習空、重道、徳、つ、
季厚)

24 吉書(和歌) (江戸時代) 倉はしつる 墨書・ー紙 31.4x44.5 l枚 98P8399 
正月吉日

25 和歌小短冊 江戸時代 つる 墨書 17.0X3.8 l枚 98P8400 

26 和歌短冊写 江戸時代 仙寿 墨書・ー紙 35.3x5.7 l枚 七十のとし仙寿 98P8401 

27 和歌 江戸時代 作成不詳 一紙 16.2 X25.5 l枚 98P8402 

28 和歌 (江戸時代) 作成不詳 墨書・ー紙 18.0X 16.0 l枚 春雨 98P8403 

29 和歌 (江戸時代) 作成不詳 墨書・ー紙 18.2 x 16.0 l枚 五月雨 98P8404 

30 和歌 (江戸時代) 作成不詳 墨書・ー紙 18.3xI6.0 l枚 行春 98P8405 

31 擬古文 江戸時代 作成不詳 一紙 26.5X20.5 l枚 98P8406 

32 絵画(竹にかたつむ 江戸時代 興誉 紙本・メク 32.8XI7.1 l枚 和歌讃あり 98P8407 
り) リ・墨画

33 漢詩「苦熱」 明治時代 作成不詳 墨書・メク 19.8x35.5 l枚 98P8408 
リ

34 初伝前書挿花伝証 明治43年 遠州流挿花 単藤雅丈 墨書・メク 19.2X50.3 l枚 包紙あり 98P8409 
10月 宗家千楽 リ

庵一単(印)
会長千静庵
一単(印)

35 今様乃歌集 昭和7年 無敬麿老仙 墨書・書冊 10.5X7.0 l冊 上海出征際し白川 98P8410 
(印) 富士子へ進呈

36 喜多流小謡集 江戸時代 八木武太郎 墨書・書冊 24.0x 16.5 l冊 98P8411 
分
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寄贈資料 9.石賀信子資料

9.石賀信子資料

〈資料内訳>1 絵葉書………………………...・H ・..…5件5点

3 戦時資料…………………...・H ・..……6件6点

1 絵葉書

番号 名 称 時代 作者 品質・形状

絵葉書帳 不詳 不詳 折本装

2 絵葉書(治外法権 康徳4(1937)年 郵政総局(満 色 刷 葉 書

撤廃記念) 12月l日 州帝国

3 絵葉書(大礼記念 昭和3年11月 大礼記念国産 色 刷 葉 書

国産振興東京博 10日(消印) 振興東京博覧
覧会誘導塔) 会協賛会発行

4 郵便葉書(寄付金 昭和12年 逓信省発行 印刷葉書

っき愛国葉書) 内閣印刷局製

造

5 絵葉書(皇帝陛下 康徳口年4月2交通部発行 色刷葉書

訪日記念) 日 (満州帝国)

2 貨幣・紙幣

番号 名 称 時代 品質・形状

6 硬貨(10銭) 昭和14年 黄銅ヵ

7 硬貨(10銭、アルミニウム貨) 昭和15年、昭 アルミニウム
和17年

8 硬貨(1銭、アルミニウム貨) 昭和17年、昭 アルミニウム
和18年

9 硬貨(10銭、錫貨) 昭和19年 錫、亜鉛

10 硬貨(不明) 不明 錫、亜鉛

11 硬貨(不明) 不明 錫、亜鉛

12 寛永通宝 江戸時代 銅等

13 香港一毒(10セント) 1949年 黄銅ヵ

14 大韓一銭硬貨 康照3年 銅

15 大清銅幣当制銭二十文 宣統(1909)年 銅
(己酉)

16 紙幣(10銭) 大正10年発行 色刷
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2 貨幣・紙幣...・ H ・...・ H ・..……………・12件15)点

4 近代資料…...・ H ・-……...・ H ・.....・ H ・. 9f牛 9点

〈総計>32件35点

法量 員数 備 考 備品番号

18.2XI2.4 l冊 日露戦役記念38枚 万 98P8412 
国郵便連合加盟25周年
6枚ほか計51枚

9.2xI4.0 l通 治外法権撤廃記念切手 98P8413 
6種6枚貼付ハルピン

茂生より福岡市平尾石
賀修あて

8.9X 14.0 l通 福岡市下警固石賀あて 98P8414 
「奉祝昭和3年11月10
日八幡よりJ記念切手
使用

14.9x 10.6 l枚 寄付金っき愛国切手貼 98P8415 
付航空愛国週間記念
(昭和12年6月l日福岡)
スタンプ

9.2x 14.2 l枚 記念切手l枚普通切 98P8416 
手l枚目占付 記念スタ
ンプ 1935年orl940年

法量 員数 備 考 備品番号

径2.2 l点 98P8417 

径2.2 3点 昭和15年2点、昭和17 98P8418 
年l点 ~8420 

径1.6 2点 98P8421 
~8422 

径1.6 1)点 98P8423 

径1.5 l点 11と同種カ l銭錫亜 98P8424 
鉛貨ヵ(昭和 19~20)

径1.5 1)点 10と同穣ヵ l銭錫亜 98P8425 
鉛貨ヵ(昭和19~20)

径2.8 l点 12~15ティッシュベー 98P8426 
パーで一括

径2.0 l点 98P8427 

径2.4 l点 98P8428 

径3.3 l点 98P8429 

5.3x8.7 l点 大日本帝国政府紙幣 98P8430 



名

17 I紙幣(10円)

3 戦時資料

番号 名 称

18 伝単旧本の皆
様」

称

時代

昭和20年8月

時代

不詳

作者

連合国

品質・形状

色刷

品質・形状

印刷

法量

7.5X 13.9 

法量

1O.6x 13.9 

19 割培金附戦時貯 昭和18年8月 株式会社日本 色刷 16.8 x 12.8 
蓄債券 15円 勧業銀行

20 大東亜戦争特別 昭和17年7月 貯金局長 色刷・ぺン 1O.5x 14.7 
据置貯金証書 1024日 書

円

21 大東亜戦争特別 昭和17年9月 貯金局長 色刷・ペン 10.5XI4.7 
据置貯金証書 10 19日 書

円

22 大東亜戦争特別 昭和18年l月7貯金局長 色刷・ぺン 1O.5X 14.7 
据置貯金証書 10 日 書

円

23 大東車戦争特別 昭和18年3月 貯金局長 色刷・ぺン 1O.5X 14.7 
据置貯金証書 10 15日 書

円

4 近代資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量

24 終身会員総花 不詳 大橋 布貼り 径1.5厚0.5

25 救護記念章 明治30年代 日本赤十字 銅製 メダル:径3.0 厚0.2
社 リボン:1.0X2.4 

26 (救護記念章) 明治21年 日本赤十字 金属製 メダル:径3.0 厚0.2
社 リボン:5.5x3.7 

全長:9.6x3.7 

27 紀元二千六百 昭和15年 造幣局(包 銅製 メダlレ:径3.0 厚0.2
年祝典記念章 紙より) リボン:5.8x3.7 

全長:10.9X3.7 

28 大礼記念章 昭和3年11月 不詳 金属製 メダlレ:径3.0 厚0.2
リボン:5.6X3.7 
全長:1O.7X3.7 

ー~
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員数

l枚

l枚

l枚

l枚

l枚

l枚

員数

l点

l点

l点

l点

l点

寄贈資料 9.石賀信子資料

備考

日本銀行券国会議事
堂(表)

備 考

両国に印刷ポツダム
宣言受諾について日本
政府の通告文米国国
務長官より日本政府へ
の通告文(8月l日)

証券保管請求書2枚あ
り

f石賀信子jと 記 裏 に
f福岡貯金支局Jf福岡
南薬院Jの印あり

「石賀信子Jと 記 裏 に
「福岡貯金支局Jf福岡
南薬院」の印あり

「石賀信子jと 記 裏 に
「福岡貯金支局Jr福岡
南薬院jとぺン書あり

f石賀信子Jと 記 裏 に
f福岡貯金支局Jf福岡
南薬院」の印あり

備 考

箱入り 箱に「東尽湯
島天神町終身会員総
花大橋謹製Jと 印 紙
花は水色 25、26とと
もに箱入り

赤色に青線入りのリボ
ンあり(はずれている)
表に図柄、裏に字あり
「明治37，38年戦役Jと
あり 24、26とともに
箱入り

赤色に青線入りのリボ
ンっき 表に図柄、裏
に字あり 24、25とと
もに箱入り

紫色に赤線入りのリボ
ンっき箱入り 包紙
あり

緑・黄・赤・白・紫5
色のリボンっき 29 
とともに箱入り

備品番号

98P8432 

98P8433 

98P8434 

98P8435 

98P8436 

98P8437 

備品番号

98P8438 

98P8439 

98P8440 

98P8441 

98P8442 



寄贈資料 9.石賀信子資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

29 大礼記念章 大正4年11月 不詳 金属製 メダル:径3.0 厚0.2 1 J点 紅白のリボンっき 98P8443 
リボン:5.6x3.7 28とともに箱入り
全長・1O.9x3.7

30 勲五等瑞宝章 不詳 不詳 金属その他 11.7x9.5 l点 水色に黄色線のリボン 98P8444 
リボン:6.0x4.5 っ き 箱 入 り

31 ゲートル 不詳 不詳 布製 長399.7 幅8.4 l組 緑色一対あり 98P8445 
紐:長163.0 幅2.2

32 洗面器 不詳 不詳 セルロイド 径30.0 高7.2 l点 赤色 98P8446 
」
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寄贈資料 10.重松一資料

10.重松一資料

〈資料内訳)1 絵葉書等...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・..15f牛15点 2 伝単……...・ H ・..……...・ H ・..……...・ H ・..6件 6点

3 航空写真…...・ H ・.....・ H ・.......・ H ・.........8件 8点 〈総計)29件29点

1 絵葉書等

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

絵葉書「機関工術基本作 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.0x 14.0 l枚 陸軍省許可済 98P8447 
業j

2 絵葉書「飛行機の無線誘 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 13.9x9.1 l枚 陸軍省許可済 98P8448 
導j

3 絵葉書「通信教育J 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.0X 14.0 l枚 陸軍省許可済 98P8449 

4 絵葉書『飛行場勤務j 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 13.9x8.9 l枚 陸軍省許可済 98P8450 

5 絵葉書f爆弾懸吊J 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.0x 13.9 l枚 陸軍省許可済 98P8451 

6 絵葉書「空中写真J 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.1xI3.9 l枚 陸軍省許可済 98P8452 

7 絵葉書f気象観測J 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 13.9x9.0 l枚 陸軍省許可済 98P8453 

8 絵葉書「武装工手教育j 昭和前期 大日本印刷株式会社 色刷 9.0X 14.0 l枚 陸軍省許可済 98P8454 

9 絵葉書f峻峰を服下して 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.1 x 14.0 l枚 陸軍省許可済 98P8455 
飛期する重爆編隊J

10 絵葉書「雲隙を急降下す 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 13.9x9.1 l枚 陸軍省許可済 98P8456 
る戦闘機j

11 絵葉書「飛来する機群の 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.0X 14.0 l枚 陸軍省許可済 98P8457 
状況は直ちに情報団へ蒐
るj

12 絵葉書「堂々空を圧する 昭和前期 大日本印刷株式会社印刷 色刷 9.0X 13.9 l枚 陸軍省許可済 98P8458 
軽爆機j

13 絵葉書『鶴岡吾郎画伯筆 昭和前期 陸軍需品本廠発行株式 色刷 9.1 x 14.1 l枚 陸軍省許可済 98P8459 
神兵パレンパンに降下 会社光村原色版印刷所印

すj 行

14 絵葉書『南方の空に縦横 昭和前期 東京・尚美堂 色刷 9.1 x 14.2 l枚 陸軍航空本部 98P8460 
に展開する新鋭戦闘機隼 貸下

号J

15 絵葉書袋「航空軍の訓練 昭和前期 不詳 印刷 15.8x 10.3 l点 陸軍省許可済 98P8461 
其の二j

2 伝単

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 伝単『無敵j 昭和前期 連合軍ヵ 印刷 16.x 12.0 l枚 98P8462 

17 伝単「英兵から日本兵へ」 昭和前期 連合軍ヵ 印刷 16.3x 11.5 l枚 98P8463 

18 伝単「戦友に寄する書」 昭和前期 連合寧カ 印刷 24.4XI6.7 l枚 98P8464 

19 伝単『号外J 昭和前期 連合軍ヵ 印刷 11.5X 16.9 l枚 98P8465 

20 伝単(外国語) 昭和前期 不詳 印刷 16.6X 11.6 l枚 98P8466 

21 伝単(外国語、写真あり) 昭和前期 不詳 印刷 16.5X 11.7 l枚 98P8467 
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寄贈資料 10.重松一資料

3 航空写真

番号 名 称

22 航空写真rFUKUOKA
SHEET No.l OF 2J 

23 航空写真rFUKUOKA
SHEET No.2 OF 2J 

24 航空写真rTOBATA-
YAWATAJ 

25 航空写真円'AWATA-
W雌AMATSUJ

26 航空写真rASHIYAJ

27 航空写真rASHNASHEET 
No.2 OF 2J 

28 航空写真rMOJ1SHEET 1 
OF 3 SHEETSJ 

29 航空写真rMOJISHEET 2 
OF 3 SHEETSJ 

時代

1945年カ

1945年ヵ

1945年10月6日

1945年10月6日

1945年10月8日

1945年ヵ

1945年10月5日

1945年ヵ

作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

進駐軍ヵ 白黒写真 53.8x49.3 l枚 大壕公園上空 98P8468 

進駐軍ヵ 白黒写真 53.2X49.9 l枚 東公園上空 98P8469 

進駐箪ヵ 白黒写真 60.8X51.2 l枚 98P8470 

進駐軍ヵ 白黒写真 60.7X51.2 l枚 98P8471 

進駐軍ヵ 白黒写真 61.0X51.5 1枚 98P8472 

進駐軍ヵ 白黒写真 61.0x51.4 l枚 98P8473 

進駐軍ヵ 白黒写真 60.7X51.1 l枚 98P8474 

進駐軍ヵ 白黒写真 60.5X51.0 l枚 98P8475 
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1l.小島興一資料

〈資料内訳〉博多人形関係資料 1 博多人形……………………6件 9点

3 絵画その他…….，.・ H ・..……5件19点

1 博多人形

番号 名 称 時代 作者 品質 法量 員数

初袷 大正時代 小島興一 陶製着色 縦26.0 l点
横20.3

2 卒都婆小町 昭和時代 小島輿ー 陶製着色 縦30.9 l点
横11.5

3 月見座頭 昭和時代 小島興一 陶製着色 縦32.5 l点
横36.0

4 人形首 昭和時代 小島輿ー 陶製着色 縦11.7 4点
~12.4 

5 大黒天 明治時代 不詳 陶製 縦13.9 l点

6 太公望 明治時代 義雄 陶製 縦18.3 l点
横16.1

2 面その他

番号 名 称 時代 作者 品質 法量 員数

7 癒見面 江戸時代 宗七 陶製 縦25.0 l面
横23.0

8 大黒面 江戸時代 宗七 陶製 縦9.0 l面
横6.4

9 擦見面 江戸時代ヵ 宗七 陶製 縦22.3 l面
横19.2

10 姥面 江戸時代ヵ 宗七 陶製 縦21.5 l商
横14.4

11 天狗面 江戸時代ヵ 宗七 陶製 縦19.5 l面
横16.5

12 猿飛出面 江戸時代ヵ 京七 陶製 縦21.0 l面
横15.3

13 お多福面 江戸時代ヵ 宗七 陶製 縦23.0 l面
横18.3

14 恵比寿面 江戸時代ヵ 惣七 陶製 縦18.6 l面
横18目5

15 茶釜風炉型置物 江戸時代 宗七 陶製 縦23.9 l点
横18.6

16 高取焼南瓜形手熔 昭和時代 小島興一 陶製・灰皿 縦13.7 l点
横14.7
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2 面その他………...・H ・..……10件10点

〈総計)21件38点

備 考 備品番号

像底墨書「興一作J 98P8476 

像底墨書「輿一作J 98P8477 

像底墨書「輿一作J 98P8478 

2)点に「よーjとサインあり、 l点は 98P8479 
未着色 ~8482 

98P8483 

背面陰刻f義雄作J 98P8484 

備 考 備品番号

裏面押印「宗七j 98P8485 

裏面押印「宗七j 98P8486 

裏面押印「宗七J 98P8487 

裏面押印「宗七j 98P8488 

裏面押印(印文不明) 98P8489 

裏面押印「宗七JI覇山J 98P8490 

裏面押印「宗七Jr覇山J 98P8491 

裏面陰刻「惣七作j 98P8492 

底面押印「イ 宗七J 98P8493 

底面押印「高取j、背面墨書「興一」 98P8494 



寄贈資料 11.小島輿ー資料

3 絵画その他

番号 名 称、 時代

17 山笠図 明治29年

18 山笠図 明治29年

19 山笠図 近代

20 水彩画f小島与一j 昭和57年

21 スクラップ帳 近代

作者

麗翠

麗翠

不詳

西島伊佐夫

小島輿ーヵ

品質 法量 員数 備 考 備品番号

紙本着色・ 縦133.8 l幅 (落款)r七十九翁麓翠図之n明治廿 98P8495 
掛幅装 横47.5 九年/六月吉祥日J/(印章)r十塁J

〈白文長円印) r十塁館九口口J<白
文朱文方印)/(巻留墨書)r山笠図j

紙本着色・ 縦134.0 l幅 (落款)r七十九翁麗翠図之J/(印章) 98P8496 
掛幅装 横47.3 「十塁J<白文長円印) r十塁館九口

口J<白文朱文方印)/(巻留墨書)
「山笠図J

紙本墨画・ 縦125.0 l幅 98P8497 
掛幅装 横35.5

画用紙水彩 縦102.0 l枚 鉛筆書サイン「にし島 1982.9.10J 98P8498 
-額装 横71.5

冊子装 縦36.2 15冊 98P8499 
横26.0 ~8513 
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12.石丸寓七資料

〈資料内訳)1 書簡(軍事郵便葉書)…・…...・ H ・...・ H ・...5件5点

3 徴兵関係資料……...・ H ・..………………8件8点

1 書簡(軍事郵便葉書)

番号 名 称、 時代 作者

軍事郵便薬害「久しく御無 昭和19~20年 石丸寓七より
沙汰致しました…・・j 石丸亀吉あて

2 軍事郵便往復薬害(住信) 昭和19~20年 石丸禽七より
「拝啓久しく御無沙汰致し 石丸亀吉あて
ましたが……j

3 軍事郵便葉書「拝啓御安心 昭和19~20年 石丸蔦七より
下さLい…・J 石丸亀吉あて

4 軍事郵便葉書f拝啓待ちに 昭和19~20年 石丸蔦七より
待ったお便りを……J 石丸亀吉あて

5 軍事郵便葉書「拝啓御無沙 昭和19~20年 石丸寓七より
汰致しましたが……J 石丸亀吉あて

2 戦時国債

番号 名 称、 時代 作者

6 支那事変割引国庫債券 昭和16年10月24 大蔵大臣

10円 日発行

7 大東亜戦争割引国庫債券 昭和17年発行 大蔵大臣
10円

8 大東亜戦争国庫債券 50 昭和17年発行 大蔵大臣
円

9 大東亜戦争割引国庫債券 昭和18年6月15日 大蔵大臣
10円 発行

10 大東亜戦争割引国庫債券 昭和18年12月8日 大蔵大臣
50円 発行

II 大東亜戦争国庫債券 50 昭和18年発行 大蔵大臣
円

12 大東亜戦争割引国庫債券 昭和19年2月21日 大蔵大臣
20円 発行

13 大東亜戦争特別国庫債券 昭和19年発行 大蔵大臣
100円

3 徴兵関係資料

番号 名 称 時代 作者

14 「兵役義務服行ノ準備ヲセ 昭和18年6月 佐世保市役所
ヨJ

15 「寄留地ニ珍テ身体検査許 昭和18年2月10日 佐世保市長よ
可通知J り石丸高七あ

て

'----'-ー
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寄贈質料 12.石丸禽七資料

2 戦時国債……………・・…...・ H ・..…...・ H ・8件 9点

〈総計)21件22点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

ペン書 13.8x9.1 l点 98P8514 

ペン書 14.1 x9.0 l点 98P8515 

ペン書 14.0x9.0 l点 98P8516 

ベン書 14.0X8.9 l点 98P8517 

ぺン書 14.0x9.0 l点 98P8518 

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

色刷 18.2x25.8 l点 98P8519 

色刷 12.9x 18.2 2)点 98P8520 
~8521 

色刷 35.0X29.7 l点 98P8522 

色刷 12.8x 18.2 l点 98P8523 

色刷 12.8x 18.2 l点 98P8524 

色刷 35.3x29.8 l点 98P8525 

色刷 12.9xI8.3 l点 98P8526 

色刷 29.5x21.0 l点 98P8527 

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

印刷 19.4x97.1 l点 入営前の準備 98P8528 
入営前の行事に
ついて

印刷・カー 24.1 x 16.5 l点 98P8529 
ボン複写



寄贈資料 12.石丸寓七資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 『寄留地ニ珍テ徴兵検査受 昭和18年2月20日 佐世保市長 印刷 25.1 x 17.5 l点 98P8530 
検許可書交付ノ件j 小浦線、平より

入寄留受検者
あて

17 『徴兵検査受検者の心得j 昭和18年 長崎連隊区司 印刷 27.7X 18.5 l点 98P8531 
d1』3孟ロ町P 

18 「徴兵検査受検，心得J 昭和10年代 佐世保市役所 印刷 16.8x37.4 l点 98P8532 

19 「徴用工員出願心得J 昭和10年代 佐世保海軍工 印刷 25.6X38.4 l点 98P8533 
廠

20 「死亡告知書J 昭和22年10月l日 福岡県民生部 印刷・カー 25.5xI7.5 l点 福岡県知事より 98P8534 
第一世話課長 ボン複写 遺族あての手紙
幾尾文規より (印刷)っき石
留守担当者 丸鹿次郎氏(昭
石丸亀吉あて 和20年4月3日戦

死)

21 石丸鹿次郎氏の戦死通知 昭和22年10月31 福岡市長三好 印刷・ぺン 25.1 x 17.2 l点 98P8535 
の件 日 禰六より石丸 書

亀吉あて
」
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13.国枝鉱造資料

〈資料内訳)1 戦時資料...・ H ・..……...・ H ・.....・ H ・..…2件2点

1 戦時資料

番号 名 称 時代 作者

衣料切符 昭和19年 農商省発行熊本市
役所交付大日本印
刷株式会社印刷

2 積立郵便貯金通帳 昭和20年 内閣印刷局製造熊
本貯金支局原簿所管

2 絵葉書

番号 名 称 時代 作者

3 軍事郵便絵葉書『長谷川春子 昭和前期 陸軍仙兵部発行
筆南支新会県城公園J 東京川林又七印刷

4 軍事郵便絵葉書「長谷川春子 昭和前期 陸軍他兵部発行

筆南支東江下流峡谷夕景J 東京川林又七印刷

5 軍事郵便絵葉書『和田香苗氏 昭和前期 陸軍岨兵部発行

筆寺院J 東京川林又七印刷

6 軍事郵便絵葉書「長谷川春子 昭和前期 陸軍他兵部発行
筆海南島蘇東波浮粟泉J 東京川林又七印刷

7 軍事郵便絵葉書「和田香首氏 昭和前期 陸軍値兵部発行

筆仏石」 東京川林又七印刷

8 軍事郵便絵葉書「豆粕運びJ 昭和前期 陸箪大臣官房発行
光村原色版印刷所
印行

9 軍事郵便絵葉書f陸軍省受付 昭和前期 陸軍大臣官房発行

ノ雑踏J 凸版印刷株式会社
印刷

10 軍事郵便絵葉書f小範典箪 昭和前期 不詳
船ノ憩ヒ」

11 軍事郵便絵葉書「北辺の守り 昭和前期 不詳
/総力戦必勝体勢パノラマj

12 軍事郵便絵葉書「ハワイ海戦 昭和前期 不詳

航空母艦超大パノラマJ

13 軍事郵便絵葉書「マライ攻略 昭和前期 不詳
パノラマ/パレンパン陸軍
落下傘部隊降下」

寄贈資料 13.国枝鉱造資料

2 絵葉書・…...・ H ・....・ H ・-…...・ H ・....・ H ・.11件13点

〈総計) 13件15点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

色刷朱印 18.0x8.2 l点 有効期間:昭和 98P8536 
ぺン書 19年4月l日~昭

和21年3月31日

印 刷 ス タ ン 17.2x9.3 l点 『第五高等学校J98P8537 
プ鉛筆書 とあり 別紙

「改印転居届書J
あり

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

色刷 14.2x9.1 2枚 98P8538 
-8539 

色刷 9.1 x 14.1 2枚 98P8540 
-8541 

色刷 9.1XI4.1 l枚 98P8542 

色刷 9.2x 14.2 l枚 98P8543 

色刷 14.1x9.0 l枚 98P8544 

色刷 14.1 x9.1 l枚 98P8545I 

色刷 8.9x 14.0 l枚 98P8546 

色刷 9.0x 14.1 l枚 98P8547 I 

色刷 9.0X 14.0 l枚 『大東亜戦争ー 98P8548 
周年紀念Jとあ
り

色刷 9.0x 14.0 l枚 f大東亜戦争ー 98P8549 
周年紀念Jとあ
り

色刷 9.0x 14.0 l枚 「大東亜戦争ー 98P8550 
周年紀念Jとあ
り
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寄贈資料 14.柴田昭夫資料(追加分)

14.柴田昭夫資料(追加分)

(資料内訳>1 華道東山流関係資料…'"・ H ・.....・ H ・....2件2点

3 民俗資料 人の一生の用具...・ H ・..……l件l点

2 近代資料…-………...・H ・..…...・H ・..…・10件10点

〈総計> 13件13点

1 華道東山流関係資料

番号 名 称 時代

東山流生花陰陽之巻 天明3年11月

2 東山流生花歌之巻 天日月3年11月

2 近代資料

番号 名 称、 時代

3 通告書 昭和10年度

4 通告書 昭和11年度

5 通告書 昭和12年度

6 通信簿 昭和13年度

7 通信簿 昭和14年度

8 通信簿 昭和15年度

9 九大工学部親愛会 昭和13年度
秋季総会福引 種本

10 国勢調査員任命証 昭和15年7月
20日

11 感謝状 昭和15年12月
20日

12 箱崎町航空写真 昭和30年頃ヵ

3 民俗資料人の一生の用具

名 称 時代

昭和時代

作 者 品質・形状 員数

桂月竜春秀より二峯篭花明貴仙あて 巻子装 l巻

桂月奄春秀よりコ峯落花明貴仙あて 巻子装 l巻

作 者 品質・形状 法量 員数

箱崎尋常筒等小学校より尋常科第l学 印刷・ぺン書
年l組柴田昭夫あて

箱崎尋常高等小学校より尋常科第2学 印刷・ぺン書
年柴田昭夫あて

箱崎尋常高等小学校より尋常科第3学 印刷・ぺン書
年柴田昭夫あて

箱崎尋常高等小学校より尋常科第4学 印刷・ぺン書
年l組柴田昭夫あて

箱崎尋常高等小学校より尋常科第5学 印刷・ぺン書
年l組柴田昭夫あて

箱崎尋常高等小学校より尋常科第6学 印刷・ぺン書
年l組柴田昭夫あて -墨書

柴田吉次 墨書書冊

内閣より柴田一郎あて 印刷墨書

箱崎町長代理助役矢野哲助より柴田 印刷墨書
一郎あて 朱印

不詳 白黒写真

作者

不詳

品質・形状

絹製

法量

幅5.0 厚10.0
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19.7X 13.6 

19.7X 13.6 

19.7X 13.7 

23.1 x 15.9 

19.6x 13.4 

19.5X 13.3 

24.2XI6.7 

22.8X31.0 

26.1 X36.8 

25.4X30.5 

備考

桐箱っき

l通

l通

l通

l通

l通

l通

l冊

l点

l点

l点

備品番号

98P8551 

備品番号

98P8553 

98P8554 

98P8555 

98P8556 

98P8557 

98P8559 

98P8560 

98P8561 

98P8562 



寄贈資料 15常松喜代資料

15.常松喜代資料

〈資料内訳〉民俗資料 信仰・年中行事の用具...・ H ・..………13件13点

番号 名 称 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

写真「昭和3年4香山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 15.9X 11.4 l 点 標題表「金瓢武運基j 見送「犬 98P8564 
飾山表・見送(若手)J 紙焼 士義勇警J 当番釜屋町若手記念

写真

2 写真「昭和3年4香山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 13.8X9.8 l点 標題表「金瓢武運基J 当番釜屋 98P8565 
飾山表(若手・子供)J 紙焼 町若手・子供4人の記念写真

3 写真「昭和3年4番山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 26.3X 10.6 l点 標題表「金瓢武運基J 当番釜屋 98P8566 
飾山表(全員)J 紙焼 町年寄から子供まで全員の記念写

真喜代氏御尊父柴藤柳多氏の姿
カ2ある

4 写真f昭和3年4番山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 27.0X 10.8 l点 標題見送「犬士義勇誓J 当番釜 98P8567 
飾山見送(全員)J 紙焼 屋町年寄から子供まで全員の記念

写真喜代氏御尊父柴藤柳多氏の
姿がある

5 写真「昭和3年4番山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 26.9x 10.8 l 点 標題表f金瓢武運基J 当番釜屋 98P8568 
飾山表(若手当番法被姿)J 紙焼 町若手だけの記念写真

6 写真「昭和3年4番山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 26.9X 10.7 l点 標題見送「犬士義勇警J 当番釜 98P8569 
飾山見送(若手水法被姿)J 紙焼 屋町若手だけの記念写真

7 写真「昭和3年4番山笠釜屋町 昭和3年7月 モノクロ 26.8X 10.4 l点 標題見送[犬士義勇警J 当番釜 98P8570 
飾山見送(年寄雄子姿)J 紙焼 屋町年寄だけの記念写真

8 写真「昭和13年4番山笠釜屋 昭和13年7月 モノクロ 27.2X21.1 l点 福岡羽左間撮影標題表f太閤 98P8571 
町飾山表・見送(若手・中 紙焼 記J 見送「三国志j 当番釜屋町

年)J 若手・中年の記念写真

9 写真「昭和13年4番山笠釜屋 昭和13年7月 モノクロ 27.0X 10.5 l点 福岡羽左間撮影ヵ 標題見送 98P8572 
町飾山見送(取締・衛生・役 紙焼 「二国志j 当番釜屋町取締・衛

員)J 生・役員の記念写真

10 写真「昭和13年4香山笠釜屋 昭和13年7月 モノクロ 13.6 X 19.2 l点 標題表「太閤記j 当番釜屋町役 98P8573 
町飾山表(年寄・取締・衛生 紙焼 員の記念写真背広に当番法被を

-役員)J 羽織っている 喜代氏御尊父柴藤
柳多氏の姿が下段右端にある

11 写真「昭和25年2香山笠中洲 昭和25年7月 モノクロ 19.8X 14.7 l点 標題表「侠豪夷悪鬼J 当番新橋 98P8574 
流新橋町飾山表(中年・若手 紙焼 町の中年から子供までの記念写真

-子供)J 前列左端に喜代氏の夫常松巳三郎
氏が見える

12 写真「昭和26年i番山笠中洲 昭和26年7月 モノクロ 19.9X15目l l点 標題不詳 当番新橋町の中年から 98P8575 
流新橋町飾山表(中年・若手 紙焼 子供までの記念写真最後列左端

-子供)J に喜代氏の夫常松巳三郎氏が見え
る

13 写真[昭和27年12番山笠中洲 昭和27年7月 モノクロ 14.9X 18.8 l 点 標題不詳 当番新橋町全員の記念 98P8576 
流新橋町飾山表(中年・若手 紙焼 写真

-子供)J

139-



寄贈資料 16.安藤良介資料

16.安藤良介資料

〈資料内訳)1 絵画…...・H ・.....・H ・.....・H ・..…...・H ・..…1件1点 2 楽譜・……...・H ・...............・H ・....・H ・-…11件11点

〈総計) 12件12点

1 絵画

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

錦絵『明治座初春 明治37年10月15日 歌川豊斎画 木版色摺 35.1 X72.3 l組 金剛大夫:津村諦升 98P8577 
狂言』 黒田長政:市川小団次

後藤又兵衛:市川左団
次伴又市:市川脱丸

2 楽譜

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

2 西班牙の小夜楽ラパロマ 大正13年4月l日 セノオ音楽出版 色刷 30.8x22.4 l部 98P8578 
(7版) 社

3 シンフォニーヴァイオリン・マンドリ 大正16年l月3日 シンフォニー楽 色刷 30.1 X22.7 l部 98P8579 
ン楽譜8 カルメン (ママ) 譜出版社

4 シンフォニーヴァイオリン・マンドリ 大正15年7月3日 シンフォニー楽 色刷 30.2x22.5 l部 98P8580 
ン楽譜41 森の水車 譜出版社

5 シンフォニーヴァイオリン・マンドリ 大正15年3月3日 シンフォニー楽 色刷 30.0x22.5 l部 98P8581 
ン楽譜66 ラトラヴィアタ(椿姫) 譜出版社

6 民謡大島節 昭和4年7月5日 シンフォニー楽 色刷 30.3x22.7 l部 98P8582 
譜出版社

7 ハーモニカ楽譜7セレナーデラプイ 大正11年12月15日 白眉出版社 色刷 26.3X 19.0 l部 98P8583 
ンアイドルネス

8 ハーモニカシート楽譜l序楽パグダ 大正12年4月25日 ハーモニカシー 色刷 27.0X 19.6 l部 98P8584 
ッドの首長 ト楽譜出版社

9 川口章吾編曲ハーモニカ楽譜40 舞踏 大正13年10月20日 合資会社共益商 色刷 26.0x 19.0 l部 98P8585 
室の響 庖書庖

10 ハーモニカ独奏楽譜35 カール王行進 大正14年5月l日 親絃楽譜出版社 色刷 25.9x 18.5 l部 98P8586 
幽/支那楽太湖船 (8版)

11 ハーモニカ独奏楽譜42 西班牙舞踏曲 大正13年11月l日 親絃楽譜出版社 色刷 26.4X 19.0 l部 98P8587 
サンチアゴ (3版)

12 ハーモニカ独奏楽譜55 春雨/三十三 大正14年3月17日 親絃楽譜出版社 色刷 26.3x 18.7 l部 98P8588 
間堂
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寄贈資料 17.中窪菊江資料(追加分)

17.中窪菊江資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 l 信仰・年中行事の用具……………l件l点

3 民俗知識関連の用具……………7件7点

2 人の一生の用具...・ H ・.....・ H ・....・ H ・1件1点

〈総計)9件9点、

1 信仰・年中行事の用具

名 称 作者 時代

明治18年6月
13日発行

備 考

1 I黒住教禁厭印鑑 |不詳

2 人の一生の用具

名 称 作者

白水社葬儀部

時代

昭和36年~41
年頃

備 考

2 I御会葬御礼 野田家葬儀の際に配ら
れたもの

3 民俗知識関連の用具

番号 名 称 作者 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

3 写真アルバム 不詳 大正時代末頃 写真74枚 13.8x20.8 l点 菊江氏の姉、時子氏の 98P8591 
アルバム装 写真中心

4 写真アルバム 不詳 昭和初年頃 写真42枚 lO.4x 16.7 l点 菊江氏が福岡女学校 98P8592 
アルバム装 (現福岡女学院)在学中

の写真中心

5 写真アルバム 不詳 昭和10年頃 写真79枚 16.3x24.3 1 )点 菊江氏の結婚写真ほか 98P8593 
アルバム装

6 写真アルバム 不詳 昭和10年代前 写真62枚 16.6X24.0 l点 菊江氏の家族写真中心 98P8594 
半頃 アルバム装

7 写真アルバム 不詳 昭和10年代後 写真53枚 18.7X26.5 l点 菊江氏の家族写真中心 98P8595I 
半~20年代頃 アルバム装

8 参拝視察団記念写 財団法人奉仕会 昭和29年5月 台紙付き白 17.5x26.0 l点 伊勢宇治橋、橿原神宮、 98P8596 
真アルバム 日本教育旅行株式 黒写真7枚 奈良公園、桃山御陵、

会社写真部 アルバム装 京都御所、平安神宮、
奈良公園

9 東京遊覧記念写真 東京乗合自動車株 昭和8年10月 台紙付き白 19.0x25.0 l点 靖国神社鳥居前にて撮 98P8597 
式会社遊覧課写真 27日撮影 黒写真l枚 影
部 アルバム装
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寄贈資料 18.松本妙子資料 19.江村雅子資料(追加分)

18.松本妙子資料

〈資料内訳>1 書跡……………...・ H ・H ・H ・..……………1件l点

1 書跡

2 写真…………ー………………………….7件7点

〈総計>8件8点

名 称

1 I書f華麗J

作者

広閏弘毅

品質・形状

掛幅装

法量

6.6x35.1 6.6x35.6 

2 写真

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2 写真f市川のおばさまと先生J昭和初期 不詳 白黒写真 15.0x 11.0 l点 2~5は台紙(27.5X20.5)表 98P8599 

3 写真「おばさまとお友達J 昭和初期 不詳 白黒写真 7.6X 10.2 l点 2~5は台紙(27.5x 20.5)表 98P8600 
ハズレ

4 写真(海水浴女性と子供2人) 昭和初期 不詳 白黒写真 5.5x8.0 l点 2~5は台紙(27.5x20.5)表 98P8601 

5 写真(海水浴女性・子供・着 昭和初期 不詳 白黒写真 5.6x8.0 l点 2~5は台紙(27.5x20.5)表 98P8602 
物の女性)

6 写真(着物の女性) 昭和初期 不詳 白黒写真 8.3X 10.3 l点 6~7は台紙(27.5x20.5)裏 98P8603 

7 写真(制服の小学生) 昭和初期 不詳 白黒写真 8.8x5.8 l点 6~7は台紙(27.5X20.5)裏 98P8604 

8 写真(水着の女性) 昭和初期 不詳 白黒写真 10.1 X7.6 l点 台紙12.0X8.3 98P8605 

19.江村雅子資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料……………………...・H ・..…6件6点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

「平和紀念J切手・スタンプ 大正8年7月l 不詳 色刷 9.1 x 14.2 l枚 98P8606 
付き絵葉書 日

2 切手帳 昭和33年購入 不詳 書冊 20.1 x 13.9 l冊 98P8607 

3 福岡市営住宅入居申込票 昭和42年 福岡市長阿部源蔵 印刷ぺン書 1O.3X7.2 l点 二折り 98P8608 
(建築局住宅課) スタンプ朱印

4 一般用米穀購入通帳 昭和46年4月l農林省 印刷ぺン書 12.8 x 18.2 l点 98P8609 
日交付 スタンプ朱印

5 中華人民共和国成立42周年 1991年 在福岡中華人民共 印刷 11.4XI6.8 l通 封筒っき 98P8610 
祝賀レセプション招待状 和国総領事異治安

より江村雅子あて

6 f越中富山家庭薬j薬箱 昭和時代 K.K.虞栄堂 木、紙、金属製 23.1 x 18.9 l点 98P8611 
引き出し型 x 11.6 
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寄贈資料 20.小林孝資料 21.江藤敬直資料

20.小林孝資料

〈資料内訳〉民俗資料 人の一生の用具……...・ H ・.....5件5点

番号 名 称 作者 時代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

餅花 不詳 平成9年 木製柳材・紙・プフ 縦98.0 横98.0 1 )点 女児の初正月の飾 98P8612 
スチック他柳の枝 高104.0 りもの
に紙他の飾りもの

2 餅踏み草軽 不詳 平成9年 藁・布製 (1)長11.2幅5.9+ l足 初誕生の餅踏み用 98P8613 
紐

(2)長12.5 幅6.0+
紐

3 初老賀棒 志賀島平成9平成9年 木綿布製 長121.0 I隔7.8 l点 志賀島還暦賀・初 98P8614 
年度初老組 老賀本祝いに使用

4 還暦賀棒 志賀島平成9平成9年 木綿布製 長121.0幅7.8 l点 志賀島還鷹賀・初 98P8615 
年度還暦組 老賀本祝いに使用

5 還暦賀・初老賀本 志賀島平成9平成9年 紙製印刷 85版二 縦27.1 横19.6 l点 志賀島還暦賀・初 98P8616 
祝いプログラム 年度初老組 4月12日 つ折り 老賀本祝いに使用

21.江藤敬直資料

〈資料内訳〉近代資料………………………...・ H ・..4件4点

番号 名 称、 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

メダlレ「赤ン坊会J 大正後期~昭和前期 福岡日日新聞社 銅製メダJレ 径2.8 し点 第l回福田赤ン坊 98P8617 
会は大正10年開催

2 中華民国硬貨(20文) 20世紀前半 中華民国製湖 銅製硬貨 径3.3 1)点 98P8618 
南省造

3 中華民国硬貨(10文) 20世紀前半 中華民国製 銅製硬貨 径2.9 l点 98P8619 

4 光緒元宝(20文) 19世紀後半~20世紀 清国製 銅製硬貨 径3.2 l点 光緒:1875~1908年 98P8620 
初頭

一一L--.
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寄贈資料 22.林町子資料

22.林町子資料

〈資料内訳)1 写真新聞…...・ H ・..…...・ H ・H ・H ・..……1件191点

1 写真新聞

番号 タイトJレ 写真クレジット 時代

1 (1) 写真時報大阪毎日 北平朝陽門上におけるわが 昭和12年
第353号4-2r北支事変 軍の万歳/北平東長安街に 8月13日

現地画報・第20報J おいて閲兵の00部隊長

1(2) 写真時報大阪毎日 敵機に一斉射撃を浴びせる 昭和12年
第357号4・2r上海大激 00の我が高射砲部隊/08月23日
戦画報・第2報[2)J 00踏切において活躍する

我が皇軍

1(3) 写真時報大阪毎日 00より猛射、前方支那家 昭和12年
第358号3-2r上海事変 屋は敵の第一線陣地/008月25日
現地画報・第3報[I)J に活躍する我が陸戦隊

1(4) 写真時報大阪毎日 23日戦史を飾る00上陸成 昭和12年
第360号2・2r上海事変 功の後、 00屋上より迫撃 8月30日
現地画報・第5報[2)J を続けるわが00部隊/敵

前上陸を敢行した00部隊

1(5) 写真時報大阪毎日 呉淑の敵に猛撃を加へつ h 昭和12年
第361号3・2r上海戦線 あるわが00部隊のO砲/9月l日
画報・第6報[I)J 炎々燃える上海東部の空/

敵前上陸直後のわが00部
隊

1(6) 写真時報大阪毎日 上海東部戦線、兆豊路前線 昭和12年
第361号3-3r上海戦線 に活躍するわが00隊 9月l日
画報・第6報官)J

1(7) 写真時報大阪毎日 敵の聖壕を占領、直ちに追 昭和12年
号外I上海戦線画 撃するわが00部隊 9月2日
報・第6報回]J

1(8) 写真時報大阪毎日 支那軍の爆破した平緩線の 昭和12年
第362号4-2r北支戦線 鉄橋、居庸関附近 9月3日
画報・第26報[2)J

1(9) 写真時報大阪毎日 000の一部高地を占拠/昭和12年
第362号4・3r北支戦線 良郷西方高地戦000占拠 9月3日
画報・第26報[3) わ に殊勲を立てた軍用犬/0
が小林部隊奮戦J 00攻撃OOJIIを敵前渡河

I(lO) 写真時報大阪毎日 陸軍機、治州(津浦戦線)と 昭和12年
第363号3-2r北支戦線 小王荘(津浦線馬廠東方25 9月6日
画報・第27報[2]J キロ)を爆撃す

1 (11) 写真時報大阪毎日 津浦線000を馬廠に前進 昭和12年
第366号3・H支那事変 する00部隊/問、泥海化 9月13日
画報・第29報川北 した道を前線に急ぐ我がO
支行・破竹の皇軍J 砲隊

I(l2) 写真時報大阪毎日 長城万里秋澄みて・・-八遥嶺 昭和12年
第366号3・2r支那事変 附近長城線を突破する皇軍 9月13日
画報・第29報開J 勇士/わが砲弾の命中した

津浦線唐官屯駅

一144ー

2 グラフ誌……...・ H ・H ・H ・..……...・ H ・..1件 3点

〈総計)2件194点

撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

本社特派写 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 1 (1) 98P8621 
真班 新聞社 ~ 

(191) 
表紙
っき
一括
綴じ

本社特派写 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8622 
真部員 新聞社

本社特派写 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8623 
真部員 新聞社

佐藤本社特 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8624 
派写真部員 新聞社

本社特派写 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8625 
真部員 新聞社

本社特派写 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8626 
真部員 新聞社

本社特派写 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8627 
真部員 新聞社

本社特派写 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8628 
真部員 新聞社

本社特派写 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8629 
真部員 新聞社

中富部隊、 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8630 
00部隊 新聞社

本社特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8631 
新聞社

本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8632 
新聞社



寄贈資料 22.林町子資料

番号 タイトル 写真クレジット 時代 撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

1(13) 写真時報大阪毎日 雄々しくも前線に活躍する 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8633 
第366号3-3r支那事変 女流作家古屋信子女史の従 9月13日 新聞社

画報・第29報悶J 軍ぶり一黄村にて/北支各
戦線の将兵慰問に廻る西本
願寺大谷光照法主--00列
車にて

1(14) 写真時報大阪毎日 敵弾雨下の中を猛然肉薄、 昭和12年 佐膝特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8634 
第367号4-H支那事変 城壁を掌ぢ登る安藤部隊の 9月15日 新聞社

画報・第30報山宝 武者振り
山県城占領の直前j

1 (15) 写真時報大阪毎日 宝山城攻撃に当り歩兵の突 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8635 
第367号4・2r支那事変 撃路を作った名誉の00工 9月15日 新聞社

画報・第30報悶宝 兵隊/宝山城攻撃に前進、
山城攻撃j クリークを渡る金田部隊

1(16) 写真時報大阪毎日 馬廠を砲撃するわがO砲陣 昭和12年 石川特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8636 
第367号4-3r支那事変 地(唐官屯にて) 9月15日 新聞社

画報・第30報[司津
浦戦線よりJ

1 (17) 写真時報大阪毎日 敵の状況を報告するわが勇 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8637 
第367号4-4r支那事変 士--00艦上にて/00艦 9月15日 新聞社

画報・第30報附」 上、戦闘配備についたま h

敵弾雨飛の中で食事をする
水兵

1 (18) 写真時報大阪毎日 堂々前線へ向ふ、わが戦車 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8638 
第368号5・H支那事変 隊一平綬線にて 9月17日 新聞社

画報・第31報山無
敵の皇軍、破竹の勢
ひ」

1(19) 写真時報大阪毎日 野戦郵便局聞く/細見部隊 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8639 
第368号5・2r支那事変 勇士連の機関銃の手入れ/9月17日 新聞社

画報・第31報開上 陣中の散髪でさっぱりと/
海戦線、陣中ところ 皇軍を歓迎する良民一宝山

どころJ 城にて

1(20) 写真時報大阪毎日 箪工路近き周家宅に迫る我 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8640 
第368号5-3r支那事変 が陸戦隊、佐藤部隊 9月17日 新聞社

画報・第31報悶上
海戦線j

1(21) 写真時報大阪毎日 呉松砲台附近におけるわが 昭和12年 松尾、藤本 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8641 
第368号5・4r支那事変 砲兵隊/敵弾雨飛の中敵の 9月17日 特派員 新聞社

画報・第31報[4] 上 爆破した軍工路、自L江橋の
海戦線よりj 敵前架橋/宝山附近で待機

中のわが00車隊

1 (22) 写真時報大阪毎日 宝山上空にて敵機九機を射 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8642 
第368号5-5r支那事変 落した殊勲の勇士、右から 9月17日 新聞社
商報・第31報悶上 鈴木中尉、近藤一空兵曹、
海戦線」 中村一空兵曹、野口三空兵

曹

1(23) 写真時報大阪毎日 上海市政府を占拠した飯田 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8643 
第369号5-H支那事変 部隊の勇士 9月20日 新聞社

画報・第32報山天
地に轟く万歳」
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寄贈資料 22.林町子資料

番号 タイト yレ 写真クレジット 時代 撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

1 (24) 写真時報大阪毎日 我が陸戦隊浦部部隊の占拠 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8644 
第369号5-2r支那事変 せる遠東運動場メーン・ス 9月20日 新聞社

画報・第32報[2] 上 タンド時計台にへんぽんと

海戦線J 翻へる軍艦旗

1 (25) 写真時報大阪毎日 朝のひと時本紙を読む和知 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8645 
第369号5-3r支那事変 部隊長/朝の水汲み/我が 9月20日 新聞社

画報・第32報[3] 上 砲兵の樹上観測/故郷への
海戦線陣中風景J 手紙を本社特派員に渡す兵

士

1 (26) 写真時報大阪毎日 口口十里鋪前線における皇 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 ヤブ 98P8646 
第369号5-4f支那事変 軍部隊の警戒/馬廠におけ 9月20日 新聞社 レあ

画報・第32報[4]J 口口/愈よ前線に向ふ従軍 り
記者たち

1 (27) 写真時報大阪毎日 皇軍堂々馬廠に入城す我 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8647 
第369号5-5r支那事変 が砲兵部隊/歩兵部隊の精 9月20日 新聞社

画報・第32報悶津 鋭
浦戦線j

1 (28) 写真時報大阪毎日 00附近における我が砲兵 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8648 
第370号4-Jr支那事変 隊 9月22日 新聞社

画報・第33報川上
海戦線j

1(29) 写真時報大阪毎日 わが砲兵隊歩武堂々大岡市 昭和12年 中村特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8649 
第370号4-2f支那事変 街に入る 9月22日 新聞社

画報・第33報[2] 皇
軍山西の要衝・大同
に入城j

1 (30) 写真時報大阪毎日 駒井部隊が大同駅で函獲し 昭和12年 中村特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8650 
第370号4-3r支那事変 た支那軍の装甲列車/支那 9月22日 新聞社

画報・第33報[3] 大 箪が爆破した大同城外御河

同入城の皇軍J 橋を修理するわが部隊

1 (3 I) 写真時報大阪毎日 lヶ月振りで降る雨と寒さ 昭和12年 松尾、藤本 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8651 
第370号4-4r支那事変 lこ悩む皇軍軍工路附近/9月22日 特派員 新聞社

画報・第33報[4] 上 支那傘を冠って、劉家行附
海戦線j 近

1 (32) 写真時報大阪毎日 00の前線に出動する我が 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8652 
第371号3-Jr支那事変 戦車/降雨後の悪道路に悩 9月24日 新聞社

画報・第34報川上 む00隊
海朱家宅戦線J

1 (33) 写真時報大阪毎日 わが艦隊高角砲に射落され 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 i枚 98P8653 
第371号3-2r支那事変 た支那軍カーチス・ホーク 9月24日 新聞社

画報・第34報[2] 上 機上海マーケット前でそ

海戦線J の残骸を一般に公開

1(34) 写真時報大阪毎日 飲料水の湯たんぽ下げた兵 昭和12年 佐藤、藤本 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8654 
第371号3-3r支那事変 隊さん一楊行鎮にて/虹口 9月24日 両特派員 新聞社

画報・第34報[3] 上 日本人街へ ξまんちうミ買
海戦線からj ひに

1 (35) 写真時報大阪毎日 南京空爆出発前、訓示をう 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8655 
第372号3-Jr支那事変 ける空の勇士たち 9月27日 新聞社

画報・第35報[1] わ
が海軍荒鷲部隊勇
戦J
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1(36) 写真時報大阪毎日 五台山麓の洋河を渡河する 昭和12年 長井特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8656 
第372号3-2r支那事変 わがまるまる部隊/山西北 9月27日 新聞社

画報・第35報[2] 征 部山岳地犠付近の峨しい山

旅を血む峻嶺、大河j 道を進む大場部隊

1(37) 写真時報大阪毎日 劉家行を猛撃する重永部隊 昭和12年 佐藤、勝本 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8657 
第372号3・3r支那事変 /わが軍の砲撃に破壊され 9月27日 両特派員 新聞社

画報・第35報[3] 上 た楊行鎮の孔子廟
海戦線j

1(38) 写真時報大阪毎日 羅庖鎮南方の敵の大兵営占 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8658 
第373号3-H支那事変 拠に当り、花々しくも生れ 9月29日 新聞社

画報・第36報[1] 壮 た山内部隊地爆決死隊の左
烈と地爆ミ決死隊の 翼隊が出発直前の雄姿一左

首途j 端は丹隊長

1(39) 写真時報大阪毎日 峻喰火焼嶺山腹で挺身、敵 昭和12年 長井特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8659 
第373号3-2f支那事変 陣偵察中の三浦部隊長 9月29日 新聞社

画報・第36報位l察
恰爾、山西戦線J

1(40) 写真時報大阪毎日 松井部隊「水j配給班の活動 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 45.5x31.0 1枚 98P8660 
第373号3-3r支那事変 /黄浦江のと隼ミ我社のモ 9月29日 新聞社

画報・第36報白l上 ーター・ボートで各艦に本

海戦線からJ 紙を配達

1(41) 写真時報大阪毎日 日章旗を手に市民が歓迎す 昭和12年 木村(定)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8661 
第374号4・2r支那事変 る中を歩武堂々入城の皇軍 10月l日 派員 新聞社

画報・第37報川無
敵皇軍堂々保定に入
城すj

1(42) 写真時報大阪毎日 万歳を叫ぶ殊勲の長野部隊 昭和12年 石川特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8662 
第374号4-3r支那事変 /槍州駅を占拠した阿部隊 10月1日 新聞社

画報・第37報[2] 治
州城頭高く日章旗翻
るj

1(43) 写真時報大阪毎日 戦車と共に突撃する/突撃 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8663 
第374号4・4r支那事変 ラッパ鳴る/敵陣に躍り込 10月l日 新聞社

画報・第37報[3] 上 む先陣
海戦線、緩庖鎮南端
の頑敵を衝く山本決
死隊」

1(44) 写真時報大阪毎日 右方に御姿を拝す左方鉄 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8664 
第375号4・H支那事変 板およびガラス窓に御負傷 10月4日 新聞社

画報・第38報[1] 畏 当時の弾痕あり
し、仮細帯のま弘司

令塔を去り給はぬ伏
見宮博義王殿下j

1(45) 写真時報大阪毎日 敵の堅塁劉家行の無電台を 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8665 
第375号4・2r支那事変 占領した田上部隊の万歳 10月4日 新聞社

画報・第38報[2] 江
南の秋空に凱歌高ら
かj

1(46) 写真時報大阪毎日 平地泉激戦で猪鹿倉部隊が 昭和12年 中村特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8666 
第375号4-3r支那事変 占拠した敵の墜壕 10月4日 新聞社

画報・第38報開平
地泉占拠」
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1 (47) 写真時報大阪毎日 海軍機の閑北大爆撃、商務 昭和12年 松尾、藤本、 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8667 
第375号4-4f支那事変 印書館に見事命中/00に 10月4日 佐藤(振)各 新聞社

画報・第38報[4] 上 おける大島部隊/江湾附近 持派員

海戦からJ へ進撃の山田部隊

1 (48) 写真時報大阪毎日 杭州寛橋にある支那軍航空 昭和12年 海軍航空隊 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8668 
第376号4-H支那事変 学校一(支那第一の飛行場) 10月6日 新聞社

画報・第39報[1]J

1(49) 写真時報大阪毎日 閑北自L江路の通称、D家屋へ 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8669 
第376号4-2r支那事変 佐藤部隊23名の白樺決死隊 10月6日 新聞社

画報・第39報[2] 壮 が果敢の突撃

絶!!市街戦の勇士J

1(50) 写真時報大阪毎日 問北市街戦における小西部 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8670 
第376号4-3r支那事変 隊決死隊の突撃/北四川路 10月6日 新聞社

画報・第39報悶勇猛 を進撃する宮崎部隊
果敢、陸戦隊の活躍J

1 (51) 写真時報大阪毎日 東宝興路附近/北四川路電 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8671 
第376号4-4r支那事変 車路線上にて作戦の宮崎部 10月6日 新聞社

画報・第39報[4] 上 隊長/桃山ダンス・ホール

海市街戦に我が陸戦 前/北四川路
隊の勇戦j

1 (52) 写真時報大阪毎日 ハスケル路の敵三段陣地を 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8672 
第377号4-H支那事変 猛攻撃の土師部隊佐藤O隊 10月8日 新聞社

画報・第40報川上
海戦線J

1 (53) 写真時報大阪毎日 忙しい野戦料理/前線へお 昭和12年 松尾、藤本、 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8673 
第377号4-2r支那事変 茶を一劉家行一/本紙に見 10月8日 佐藤各特派 新聞社

両報・第40報[2] 上 入る津田部隊の勇士一大王 員

海戦線から=激戦の 宅にて一/軍万持つ手に出
合間に見るj 刃包丁/美味いぞ焼鳥ー劉

家行一

1 (54) 写真時報大阪毎日 戦ひすんで機銃の手入れに 昭和12年 藤本、松尾 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8674 
第377号4-3r支那事変 忙しい兵隊さん一劉家行戦 10月8日 各特派員 新聞社

画報・第40報[3] 上 線敵前数十メートル、伝

海戦線J 家のー剣を磨く佐藤部隊宮
崎O隊の勇士

1 (55) 写真時報大阪毎日 敵前百メートル江字宅の陣 昭和12年 佐藤(成)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8675 
第378号3-H支那事変 中にて、戦死者の英霊に香 10月11日 派員 新聞社

画報・第41報 川上 を手向ける津田部隊の勇士
海戦線j

1 (56) 写真時報大阪毎日 堂々00方面へ進む三島O 昭和12年 佐藤(成)、 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8676 
第378号3-2r支那事変 O砲隊一後方の建物は上海 10月11日 藤波両特派 新聞社

画報・第41報悶J 市政府/貴族院議員皇軍慰 員
問使の一行、連鎮のわが守
備隊を愚問/石家荘攻略、
沙河鉄橋を石家荘方面へ向
ふ神間部隊

1 (57) 写真時報大阪毎日 配給品のミルクとビールを 昭和12年 松尾、藤本 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8677 
第378号3・3r支那事変 ジャン・ケン・ホイで/激 10月11日 両持派員 新聞社

画報・第41報[3] 上 戦の疲れを暫し休める富士
海戦線だよりj 井部隊北JIIO隊/陣中戦友

のあんまで一休み
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1 (58) 写真時報大阪毎日 徳州駅を占領、凱歌をあげ 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8678 
第379号3-U支那事変 る木村部隊の精鋭 10月13日 新聞社

画報・第42報山 津
浦線徳州攻略戦J

1 (59) 写真時報大阪毎日 津浦戦方面の支那兵が、我 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8679 
第379号3-2r支那事変 軍を水攻めにすべく静海附 10月13日 新聞社

画報・第42報[2]J 近の運河をきったため遂に
天津まで水ぴたりとなった
、わが軍は直ちに防水用土
嚢を作って支那人へ与へ防
水の応急処置をとった

1 (60) 写真時報大阪毎日 昭和12年 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8680 
号外「上海戦局地図j 10月13日 新聞社

1 (61) 写真時報大阪毎日 十月九日わが砲撃で沈没に 昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8681 
第380号3-U支那事変 瀕する敵の仮装砲艦 10月15日 新聞社

画報・第43報[1] 上
海戦線J

1 (62) 写真時報大阪毎日 縦横に張廻された敵の鉄条 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 ヤブ 98P8682 
第380号3-2r支那事変 網と堂々進軍中のわが0010月15日 新聞社 レあ

画報・第43報[2] 上 部隊/水牛に砲車を曳カミせ り

海戦線J て

1(63) 写真時報大阪毎日 雨降らば降れ!クリークに 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8683 
第380号3-3r支那事変 仮橋を架けて前線に進むO 10月15日 新聞社

画報・第43報悶 上 0部隊
海戦線J

1 (64) 写真時報大阪毎日 浦東砲撃の直前 昭和12年 上瀧特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8684 
第381号4-U支那事変 10月18日 新聞社

画報・第44報[1] 再
ぴ戦線に仰ぐ伏見宮
殿下J

1 (65) 写真時報大阪毎日 正定にて対空射撃の我が戦 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8685 
第381号4-2r支那事変 車隊の威容 10月18日 新聞社

画報・第44報[2] 破
竹の皇軍、敵陣を蹴
散らして迫撃j

1 (66) 写真時報大阪毎日 木道溝河鉄橋の修理を急ぐ 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8686 
第381号4-3r支那事変 黒石部隊 10月18日 新聞社

画報・第44報[3] 平

漢戦線J

1(67) 写真時報大阪毎日 000を占領して祝杯を挙 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 ヤブ 98P8687 
第四l号4-4r支那事変 げる陸戦隊00部隊本部 10月18日 新聞社 レあ

画報・第44報[4] 上 り

海戦線J

1 (68) 写真時報大阪毎日 00前線に活躍する騎兵隊 昭和12年 藤本・佐藤 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 ヤブ 98P8688 
第382号4-U支那事変 斥候/00附近皇軍の突撃 10月20日 (成)両特派 新聞社 レあ

画報・第45報川 上 /敵前渡河後、敵の掩蔽壕 員 り

海戦線」 陣地に肉弾突入する00部
隊

1 (69) 写真時報大阪毎日 閑北市場附近に大爆撃始ま 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8689 
第382号4-2r支那事変 る 10月20日 新聞社

画報・第45報[2] 上
海戦線」
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1(70) 写真時報大阪毎日 自動車を呑んだこの泥湾/昭和12年 藤本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8690 
第382号4・3r支那事変 悪路に倒れた軍場を起す 10月20日 新聞社

画報・第45報[3] 上
海戦線ー悪路に悩む
皇軍将兵j

1(71) 写真時報大阪毎日 陸戦隊の00決死隊、今や 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8691 
第382号4-4r支那事変 壮途につかんとする剃那 10月20日 新聞社

画報・第45報[4] 上 左から杉山、平田、青山の
海戦線j 諸勇士

1(72) 写真時報大阪毎日 川岸部隊の精鋭、寒冷の泊 昭和12年 大貫特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8692 
第383号4-H支那事変 河を敵前渡河山西省太原に 10月22日 新聞社

画報・第46報[1] 太 向ふ
原攻略戦j

1(73) 写真時報大阪毎日 激戦の暇に機銃の手入れを 昭和12年 佐藤(振)、 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8693 
第383号4・2r支那事変 する00部隊壮烈な戦死 10月22日 藤田両特派 新聞社

画報・第46報[2] 上 を遂げた新劇俳優友田恭助 員

海戦線からJ 君の碑が戦友の手で出来上
る

1(74) 写真時報大阪毎日 卑怯極まる支那軍が、毒ガ 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 ヤブ 98P8694 
第383号4・3r支那事変 スを使用するため00部隊 10月22日 新聞社 レあ

画報・第46報 問上 全員に防毒マスクが渡った り
海戦線J /本社特派員も防毒マスク

をつけて戦線に向ふ

1(75) 写真時報大阪毎日 14日夜の激戦に殊勲を立て 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8695 
第383号4-4r支那事変 た寺本O隊の勇士 10月22日 新聞社

画報・第46報凶上
海戦線J

1(76) 写真時報大阪毎日 00艦上より広東空襲部隊 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8696 
第384号4-H支那事変 を見送る 10月25日 新聞社

画報・第47報 山南
支を威圧する無敵海
軍j

1 (77) 写真時報大阪毎日 00部隊の前線から支那軍 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8697 
第384号4-2r支那事変 の砲撃を見る 10月25日 派員 新聞社

画報・第47報[2] 上
海戦線J

1 (78) 写真時報大阪毎日 00部隊で鋭気を葺ふ慰安 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8698 
第384号4-3r支那事変 会が行はれた、鉄兜の鰭す 10月25日 派員 新聞社

画報・第47報[3] 上 くひに興ずる勇士たち
海戦線からJ

1(79) 写真時報大阪毎日 親子づれで皇軍に奉仕する 昭和12年 不詳 大阪毎日 45.5X31.0 l枚
第384号4-4f支那事変 水牛/幾多の危険を官して 10月25日 新聞社

画報・第47報[4] 上 大活躍する本社ニュース・

海戦線からJ カメラマン

1 (80) 写真時報大阪毎日 00西方において活躍する 昭和12年 不詳 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8700 
第385号4-H支那事変 00部隊の観測班/00方 10月27日 新聞社

画報・第48報川上 面の敵陣地を猛撃する00
海戦線j 部隊

1(81) 写真時報大阪毎日 我が陸戦隊決死隊の奮闘 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8701 
第385号4-2r支那事変 10月27日 新聞社

画報・第48報悶弾
雨を浴びて敵陣肉
薄J
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1(82) 写真時報大阪毎日 征途から帰還の艦載機を引 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8702 
第385号4-3r支那事変 揚げる 10月27日 新聞社
画報・第48報[3] 威
風堂々江上を圧すJ

1(83) 写真時報大阪毎日 戦前の寸暇にカくらべ/郷 昭和12年 佐藤(成)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8703 
第385号4-4r支那事変 里から懐しい便りが来たゾ 10月27日 派員 新聞社

画報・第48報[4] 上 /慰問の下帯を分配/忙し
海戦線一陣中風景J L 、陣中でお洗濯

1(84) 写真時報大阪毎日 復E大学占拠の万歳を叫ぶ 昭和12年 佐藤(成)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8704 
第386号3・H支那事変 青海川部隊の勇士 10月29日 派員 新聞社

画報・第49報[1] 上
海戦線J

1(85) 写真時報大阪毎日 復E大学を占拠後敗走の敵 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8705 
第386号3・2r支那事変 を猛攻する谷川部隊 10月29日 派員 新聞社
画報・第49報[2] 上
海戦線J

1(86) 写真時報大阪毎日 彰徳方面を望んで敵を急追 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8706 
第386号3・3r支那事変 する遠山、森田両部隊 10月29日 新聞社

画報・第49報[羽京
漢戦線J

1(87) 写真時報大阪毎日 普善路付近におけるわが陸 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8707 
第387号4-2r支那事変 戦隊馬場部隊の前田O隊 11月l日 新聞社

画報・第50報川 上
海戦線」

1(88) 写真時報大阪毎日 わが海、陸、空軍挙げての 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8708 
第387号4-3r支那事変 猛攻に堪へかねた暴戻支那 11月l日 新聞社

画報・第50報[2] 上 軍は愈よ総退却を始めたが
海戦線j 、途中各所に火を放ち猛烈

な火焔は北停車場を越えて
閑北一等に漉り凄壮を極め
てゐる

1(89) 写真時報大阪毎日 占拠された真茄無電台/事 昭和12年 佐藤(振)、 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8709 
第387号4・4r支那事変 変後初めて仰ぐ陸戦隊本部 11月l日 松尾両特派 新聞社

画報・第50報悶 上 の軍艦旗 員

海戦線j

1(90) 写真時報大阪毎日 問北前線を視察する長谷川 昭和12年 矢作特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8710 
第388号4-H支那事変 司令長官ー鉄路管理局にて 11月3日 新聞社

画報・第51報[1] 上
海戦線j

1(91) 写真時報大阪毎日 大行嶺を圧する大進軍、峻 昭和12年 石川特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8711 
第388号4・2-f支那事変 険を突破して山西に進出す 11月3日 新聞社

画報・第51報[2] 北 るわが00部隊
支、山西戦線』

1(92) 写真時報大阪毎日 易水の琉れに沿って大行嶺 昭和12年 石川特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8712 
第388号4・3r支那事変 に進撃するわが00部隊 11月3日 新聞社

画報・第51報[羽山
西戦線J

1 (93) 写真時報大阪毎日 大行嶺の峻険を突破して旧 昭和12年 石川特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8713 
第388号4・4r支那事変 闘を占拠した00部隊、山 11月3日 新聞社

画報・第51報[4] 山 西の天地を揺がす万歳
西戦線j
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1(94) 写真時報大阪毎日 娘子闘を望んで進むわがO 昭和12年 石川特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8714 
第389号3・H支那事変 報隊一井陸にて 11月5日 新聞社

画報・第52報川 山
西戦線」

1(95) 写真時報大阪毎日 大場鎮攻略後中山路を上海 昭和12年 佐藤(振)、 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8715 
第389号3・2r支那事変 に向け堂々行進する福井部 11月5日 松尾両特派 新聞社

画報・第52報[2) 上 隊/敵兵から分捕ったチェ 員

海戦線J ッコ機銃を担いで/田上部
隊が捕へた捕虜

1(96) 写真時報大阪毎日 平定城一番乗りの森本部隊 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8716 
第390号5・H支那事変 高らかに凱歌をあぐ 11月8日 新聞社

画報・第53報川山
商戦線j

1(97) 写真時報大阪毎日 間北戦線、敵軍のポケット 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8717 
第390号5-2r支那事変 地帯と称する四行信託上海 11月8日 新聞社

画報・第53報悶江南 分部倉庫を占拠した我が陸
の天地に轟く凱歌J 戦隊土師部隊の万歳

1(98) 写真時報大阪毎日 平定城南方二里西郊村の我 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8718 
第390号5-3r支那事変 が桃本部隊の第一線陣地/11月8日 新聞社

画報・第53報開山 同西郊村を占拠直ちに敵を
西戦線j 急追する鯉登部隊

1(99) 写真時報大阪毎日 清水部隊、敢然敵の猛射を 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8719 
第390号5-4r支那事変 冒して蘇州河を渡る 11月8日 新聞社

画報・第53報凶上
海戦線」

写真時報大阪毎日 皇軍大勝祝賀、将士慰問使 昭和12年 不詳 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8720 
(100) 第390号5-5r支那事変 節として上海戦線訪問の本 11月8日 新聞社

画報・第53報[5)J 社金子、和田両特派員は上
海到着後、陸戦隊本部を始
め各部隊を訪問、皇軍大勝
祝賀の辞を贈り、更に前線
各将士を慰問連日にわたり
活躍してゐる

写真時報大阪毎日 天津における明治節、皇軍 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8721 
(101) 第391号2・H支那事変 将兵の天津神社参拝/上海 11月10日 新聞社

画報・第54報川 、わが陸戦隊員が遥かに明

南、北両戦線に寿ぐ 治神宮を遥拝
明治の佳節j

写真時報大阪毎日 山西戦線空陸連絡の00部 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8722 
(102) 第391号2-2r支那事変 隊将兵/三村部隊の酒保風 11月10日 新聞社

画報・第54報悶北 景一石家荘にて/京漢線榔

支戦線j 郭駅にて小池部隊の勇士/
支那箪の偽装戦車一部郡に
て

写真時報大阪毎日 陸軍部隊の輸送船団を煙幕 昭和12年 矢作特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8723 
(103) 第392号2・H支那事変 に包みつ h杭州湾に入らん 11月12日 新聞社

画報・第55報川去 とする00艦/我が陸軍部
る5日未明わが陸軍 隊の新鋭続々上陸す

の新鋭大部隊は杭州
湾に敵前上陸すJ

写真時報大阪毎日 北支戦線の圧巻、山西の太 昭和12年 山上特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8724 
(104) 第392号2-2r支那事変 原城攻略は8日午前9時遂に 11月12日 新聞社

画報・第55報[2)J 陥落した 写真は太原城総
攻撃に珍けるわが粟飯原部
隊の猛射
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写真時報大阪毎日 わが和田部隊の太原北門爆 昭和12年 山上特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8725 
(105) 第393号3・H支那事変 破決死隊が勇躍壮途につか 11月15日 新聞社

画報・第56報山山 んとする直前
西戦線、太原総攻撃J

写真時報大阪毎日 太原城外における板垣部隊 昭和12年 山上特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8726 
(106) 第393号3-2r支那事変 0砲隊陣地/松井部隊太原 11月15日 新聞社

画報・第56報(2) 太 に到着/軍馬軍用犬もひと
原総攻撃J 休み

写真時報大阪毎日 食後のひと時 ξ露営の歌ミ 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8727 
(107) 第393号3・3r支那事変 を合唱する兵士一上海郊外 11月15日 派員 新聞社

画報・第56報(3) 上 にて一
海戦線J

写真時報大阪毎日 南市攻撃の川並部隊は松井 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8728 
(108) 第394号4・H支那事変 部隊が日陣路クリーク一帯 11月17日 新聞社

画報・第57報(1) 上 に張った煙幕下に仮設の軽

海戦線J 渡橋を渡って突撃、敵兵を
一挙に粉砕しつ h城内に突

入した

写真時報大阪毎日 上海の導火線となり痛まし 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8729 
(109) 第394号4・2r支那事変 く虹橋飛行場前のモニュメ 11月17日 新聞社

画報・第57報(2)J ント路に散った大山大尉、
斎藤兵曹両氏の墓は三ヶ月
自にかつての部下五十六名
によって恨み長き現場に木
の香も新しく建立された

写真時報大阪毎日 龍華鎮を占拠した川並部隊 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8730 
(110) 第394号4-3r支那事変 青山O隊の一番乗り 11月17日 新聞社

画報・第57報(3) 上
海戦線j

写真時報大阪毎日 天を焦がす浦東の猛火を虹 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8731 
(111) 第394号4-4r支那事変 口側より望む 11月17日 派員 新聞社

画報・第57報(4) 上
海戦線」

写真時報大阪毎日 金山鎮天文台附近の激戦で 昭和12年 五島特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8732 
(112) 第395号4・H支那事変 大勝したわが00部隊の万 11月19日 新聞社

画報・第58報(1) 上 歳
海戦線J

写真時報大阪毎日 嘉定南門上に凱歌をあげる 昭和12年 松尾、金津 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8733 
(113) 第395号4-2r支那事変 谷川部隊/海軍機協力の下 11月19日 各特派員 新聞社

画報・第58報官l上 に嘉善を砲撃する戸田部隊
海戦線j /南朔附近を前進する00

部隊

写真時報大阪毎日 00方面へ出動せんとする 昭和12年 福島特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8734 
(114) 第395号4・3r支那事変 わが艦上機/黄浦江を遡上 11月19日 新聞社

画報・第58報開上 せるわがO艦より見た支那

海戦線J 軍の閉塞船

写真時報大阪毎日 事変ひげ見事な勇士たちー 昭和12年 五島、松尾 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8735 
(115) 第395号4-4r支那事変 青浦附近にて/日の丸の旗 11月19日 両特派員 新聞社

画報・第58報(4) 上 に戦友の遺骨を包んで奮戦
海戦線から」 する岡本(鎮)部隊の勇士一

青浦附近/藤山部隊の休憩
一嘉善にて/残された支那
人の子供を可愛がる兵隊さ
ん
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写真時報大阪毎日 堂々太倉附近を進撃する皇 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8736 
(116) 第396号3・H支那事変 軍 11月22日 新聞社

画報・第59報 川上
海戦線J

写真時報大阪毎日 決死的な撮影に絶賛を博し 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8737 
(117) 第396号3・2r支那事変 てゐるわが社ニュース映画 11月22日 新聞社

画報・第59報[21J のため本社は第三艦隊司令
長官長谷川中将の現地にお
ける第一声、銃後国民への
力強き挨拶を録音撮影、大
毎・東日国際ニュース第
236輯に収録公開した

写真時報大阪毎日 南朔市街を通過前進するわ 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8738 
(118) 第396号3・3r支那事変 が下校部隊 11月22日 新聞社

画報・第59報 悶上
海戦線J

写真時報大阪毎日 皇軍堂々蘇州に入城す一一 昭和12年 川口特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8739 
(119) 第397号3・H支那事変 番乗りの富士井部隊の勇士 11月24日 新聞社

画報・第60報江南
戦線J

写真時報大阪毎日 市街戦に、敵前上陸に奮戦 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8740 
(120) 第398号4・H支那事変 赫々たる武勲に輝くわが海 11月26日 新聞社

画報・第61報山上 軍陸戦隊陣没勇士の合同慰
海戦線」 霊祭は廿日上海陸戦隊本部

において厳かに行はれた

写真時報大阪毎日 炊事する手も凍りつく寒さ 昭和12年 安保特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8741 
(121) 第398号4-2r支那事変 /太原城大北門外に警備の 11月26日 新聞社

画報・第61報[2) 雪 わが歩哨
の太原からJ

写真時報大阪毎日 太原西方東荘村を征くわが 昭和12年 安保特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8742 
(122) 第398号4・3r支那事変 00部隊 11月26日 新聞社

画報・第61報開雪
中を堂々進軍j

写真時報大阪毎日 佐藤部隊勇躍梅李塘クリー 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8743 
(123) 第398号4-4r支那事変 クに沿ひ進撃/閉じく揚子 11月26日 派員 新聞社

画報・第61報[4) 江 江敵前上陸後直ちに常熟に
南戦線j 向って前進王宅附近にて

鶏を購めて前進する高橋部
隊の勇士

写真時報大阪毎日 高松宮殿下には、さるII月 昭和12年 橋本特派員 大阪毎日 45.5x31.0 I枚 98P8744 
(124) 第399号4-H支那事変 5日に行はれた杭州湾の敵 11月29日 新聞社

函報・第62報[l)J 前上陸に際し、畏くも軍令
部員の御資格で旗艦00に
御乗艦、親しく御観戦遊ば
さオ1、更に駆逐艦で上海へ
御回航、上海戦線を御視察
遊ばされた

写真時報大阪毎日 越牛河敵前渡河に際し勇敢 昭和12年 山上特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8745 
(125) 第399号4・2r支那事変 決死隊となり真裸で凍えつ 11月29日 新聞社

画報・第62報 悶津 くような川中にとびこみ無
浦戦線J 事帰隊して楊井隊長に報告

する
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写真時報大阪毎日 配送する敵を迫撃する中牟 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8746 
(126) 第399号4-3r支那事変 田部隊大堀O隊/嘉善東北 11月29日 新聞社

画報・第62報[3] 江 のトーチカで小堺部隊斎藤

南戦線J 0部隊の奮戦

写真時報大阪毎日 陣中の米掲き一街道部隊の 昭和12年 金湾、中島 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8747 
(127) 第399号4-4r支那事変 将兵一/陣中少閥、作戦を 11月29日 両特派員 新聞社

画報・第62報[4] 江 練る兵士一常熟附近

南戦線J

写真時報大阪毎日 前線にと音楽出征ミー陸軍 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8748 
(128) 第400号4・2r支那事変 戸山学校軍学隊の指揮者岡 12月l日 新聞社

画報・第63報[1]J 田大尉外56名が前線の皇軍
部隊慰問のため、初めて北
支へ出征、 26日まづ天津海
光寺兵舎において巌初の慰
安演奏を行った

写真時報大阪毎日 山西省高県附近、既に酷寒 昭和12年 安保特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8749 
(129) 第400号4-3r支那事変 零下廿余度、氷結した大河 12月l日 新聞社

画報・第63報[2] 北 を渡る皇箪大行李部隊の苦

支戦線J 闘

写真l時報大阪毎日 雪の砿野で僅かな焚火を聞 昭和12年 安保、山上、 大阪毎日 45.5x3トO l枚 98P8750 
(130) 第400号4-4r支那事変 む堀部隊一山西高県/車で 12月l日 橋本各特派 新聞社

画報・第63報[3]J 買物をして帰る榊原部隊の 員

兵士/26日から愈よ冬服に
着換へた陸戦隊員、我社の
新聞に見入る一上海/00
で故郷からの荷物に喜ぶ兵

隊さん

写真時報大阪毎日 常州中山門上に轟く皇軍の 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8751 
(131) 第401号3・rr支那事変 凱歌 12月3日 新聞社

画報・第64報山江
南戦線一常州占領」

写真時報大阪毎日 前線において霜凍る深夜、 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8752 
(132) 第401号3・2r支那事変 作戦を練るわが00部隊一 12月3日 新聞社

画報・第64報[2] 江 無錫のー里手前、鴨白橋に

南戦線J て

写真時報大阪毎日 壁を破って無錫市街の残敵 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8753 
(133) 第401号3・3r支那事変 を掃蕩する脇坂部隊の勇士 12月3日 新聞社

画報・第64報[3] 無
錫の残敵掃蕩J

写真時報大阪毎日 胡沙攻略勇躍山岳地帯を進 昭和12年 中島特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8754 
(134) 第402号3・rr支那事変 軍するわが00部隊 12月6日 新聞社

画報・第65報山江
南戦線j

写真時報大阪毎日 無敵皇軍、南京へひた押し 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8755 
(135) 第402号3-2r支那事変 一平望鎮附近における井出 12月6日 新聞社

画報・第65報[2] 江 部隊

商戦線j

写真時報大阪毎日 湖州の戦闘に敵段30発命中 昭和12年 松尾、佐藤 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8756 
(136) 第402号3-3r支那事変 したが奇蹟、生命に別条な 12月6日 両特派員 新聞社

画報・第65報[3] 江 く楓爽一番乗りした藤田部

南戦線J 隊長/京福線上をトロッコ
に樟し進撃する脇坂部隊の

勇士
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写真時報大阪毎日 江陰城城壁に突入する平部 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8757 
(137) 第403号3-H支那事変 隊の勇士 12月8日 新聞社

画報・第66報川江
南戦線J

写真時報大阪毎日 江陰砲台を占拠、凱歌を挙 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8758 
(138) 第403号3-2r支那事変 げる倉林部隊 12月8日 新聞社

画報・第66報悶江
南戦線j

写真時報大阪毎日 江陰城域内西門をわが工兵 昭和12年 金津特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8759 
(139) 第403号3・3r支那事変 隊の手によって爆破す 12月8日 新聞社

画報・第66報[3] i工
南戦線J

写真時報大阪毎日 前線に活躍する斥候一楊家 昭和12年 山上特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8760 
(140) 第404号3-H支那事変 荘における桑田部隊 12月10日 新聞社

画報・第67報川山
東戦線J

写真時報大阪毎日 丹陽入城の皇軍部隊、焼け 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8761 
(14I) 第404号3-2r支那事変 た橋を渡って中正門を入る 12月10日 新聞社

画報・第67報[2] 江
商戦線J

写真時報大阪毎日 陸、海部隊感激の出会一長 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8762 
(142) 第404号3-3r支那事変 山左峰で相会した陸戦隊と 12月10日 新聞社

画報・第67報問江 海軍浅野部隊

南戦線J

写真時報大阪毎日 壮烈、決死隊となり黄河を 昭和12年 松本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8763 
(143) 第405号3・H支那事変 渡河、偵察の任務を果した 12月13日 新聞社

画報・第68報II] 山 沼田部隊工兵隊の勇士
東戦線J

写真時報大阪毎日 山東省黄河寄りの楊家荘家 昭和12年 山上特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8764 
(144) 第405号3-2r支那事変 屋上におけるわが歩哨/同 12月13日 新聞社

画報・第68報[2] 高 楊家荘最前線を守る福栄部
梁に酷寒を防ぐj 隊の勇士

写真時報大阪毎日 揚子江岸陸戦隊の活躍ー楊 昭和12年 橋本、高田 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8765 
(145) 第405号3・3r支那事変 沙鎮附近/長山最北端の未 12月13日 両特派員 新聞社

画報・第68報[3] 江 完成砲台/軍用一番列車、
商戦線j 上海より蘇州へ鳶進一8日

真茄附近/わが軍艦旗を掲
げて紅上に活躍する元支那
軍艦と建安ミ

写真時報大阪毎日 朝香宮殿下、畏くも第一線 昭和12年 光本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8766 
(146) 第406号4-H支那事変 において三軍を指揮せらる 12月15日 新聞社

画報・第69報川南
京戦線J

写真時報大阪毎日 敵前200メートル、猛攻を 昭和12年 光本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8767 
(147) 第406号4-2r支那事変 っ=くる脇坂部隊一前方は 12月15日 新聞社

画報・第69報[2] 南 光華門
京陥落第一報j

写真時報大阪毎日 殊勲、に輝く00部隊の軍旗 昭和12年 金淳、佐藤 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8768 
(148) 第406号4-3r支那事変 /大野部隊青木部隊が激戦 12月15日 両特派員 新聞社

画報・第69報[3] 雨 の後分捕った敵の連隊旗一
京戦線からJ 梅塘附近
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写真時報大阪毎日 大進軍この山越えて南尽へ 昭和12年 佐藤、金津 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8769 
(149) 第406号4-4r支那事変 /野中部隊小坂工部隊の決 12月15日 両特派員 新聞社

画報・第69報凶南 死隊光華門を爆破/紫金山

京戦線J 麓を進撃する大野部隊

写真時報大阪毎日 抗日の本拠国民政府を占拠 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8770 
(150) 第407号4-Jr支那事変 、高らかに日章旗を揚ぐる 12月17日 派員 新聞社

画報・第70報[IJ 南 一喬乗りの比土平部隊と本
京陥落第二報J 社従軍記者

写真時報大阪毎日 南京城壁に繭翻たる日章旗 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P877 1 
(151) 第407号4-2r支那事変 一中山門より望む前方の山 12月17日 派員 新聞社

画報・第70報[2J 南 は紫金山/中山路で激戦の

京陥落第二報」 疲れを悠々昼寝に休める大
野部隊の勇士

写真時報大阪毎日 南京域内にあった僅かの残 昭和12年 佐藤(振)特 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8772 
(152) 第407号4-3r支那事変 敵が必死の抵抗に対し、皇 12月17日 派員 新聞社

画報・第70報[3]J 軍部隊奮ひ立ち各所に壮烈
な市街戦を展開したが、さ
すがの頑敵も我軍将兵の前
にーたまりもなく潰え去っ
た 中山路逸仙橋における
浦野部隊/中山路に活躍す
る藤井部隊

写真時報大阪毎日 南京市街を堂々行進する岡 昭和12年 松尾、佐藤 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8773 
(153) 第407号4-4r支那事変 本(保)部隊/大野部隊中山 12月17日 (振)両特派 新聞社

画報・第70報[4J 皇 門より域内に入る/千葉部 員

軍の威容南京域内外 隊平岡部隊商門大街を進箪

を圧すJ

写真時報大阪毎日 待ちかねた南京陥落の公報 昭和12年 不詳 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8774 
(154) 第408号3-Jr支那事変 が入った14日、天津では屑 12月20日 新聞社

爾報・第71報[I]J 留民団や各機関を総動員し
て花々しい祝賀会が催され
た、戸毎に日の丸提灯と国
旗の波も朗らかに夜更けま
で大賑ひで歴史的なこの日
を祝賀した

写真時報大阪毎日 帰仁鎮附近、第一線に活躍 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8775 
(155) 第408号3-2r支那事変 するわが関谷部隊の軽機関 12月20日 新聞社

画報・第71報[2J 北 銃

支戦線J

写真時報大阪毎日 我が有史以来未曾有の壮挙 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8776 
(156) 第409号2-Jr支那事変 ご敵首都入城式とは17日一 12月22日 新聞社

画報・第72報[1]J 億国民感激の中に南京中山
門頭で厳粛に行はれ、松井
最高指揮官を戦闘に武勲輝
く皇軍将兵堂々行進、空軍
の精鋭空より参加し戦史を
飾る一大盛儀であった

写真時報大阪毎日 戦史に燦と輝く敵種と入場 昭和12年 松尾特派員 大阪毎日 45.5x31.0 1枚 98P8777 
(157) 第409号2-2r支那事変 式の偉観御先頭は朝香中 12月20日 新聞社

画報・第72報[2J 皇 将宮殿下/各幕僚以下精鋭
軍の威容南京城頭を
圧すJ

写真時報大阪毎日 わが矢口戦車隊の歯獲した 昭和12年 中島特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8778 
(158) 第410号3-Jr支那事変 敵のタンク 下関腐頭にて 12月24日 新聞社

画報・第73報山 南
京戦線j

-157-



寄贈賀料 22.林町子資料

番号 タイトル 写真クレジット 時代 撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

写真時報大阪毎日 日章旗を立て冶皇軍を歓迎 昭和12年 佐藤、中島 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8779 
(159) 第410号3・2r支那事変 する支那人たち/街頭に捨 12月24日 両特派員 新聞社

画報・第73報悶 日 てられたピアノで ξ露営の
の丸滋る復興南京朗 歌ミを弾いて戦友や避難民
景J を慰める大野部隊の兵士/

うどんやも開業/日の丸の
腕章つけて遊ぶ支那の子供
ら

写真時報大阪毎日 世界戦史未曾有の盛観、輝 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8780 
(160) 第410号3・3r支那事変 く皇軍南京入城式に当り本 12月24日 新聞社

画報・第73報[3]J 社ニュース撮影班はR.C.A
撮影機を遠く南京に移動さ
せ、歴史的な敵首都入城式
の盛儀を同時録音撮影し画
期的な成功を収めた

写真時報大阪毎日 南京光華門占領当時の戦況 昭和12年 高田特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8781 
(161) 第411号2-tr支那事変 を御聴取遊ばさる 12月27日 新聞社

画報・第74報11] 新
戦場南京に拝す朝香
宮殿下J

写真時報大阪毎日 皇軍第一線将兵も戦ひの隙 昭和12年 佐藤特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8782 
(162) 第411号2-2r支那事変 に新春を迎へる準備に忙し 12月27日 新聞社

画報・第74報[2] 第 いことです、写真は大野部
一線で迎春準備J 隊の陣中における朗かなと

餅っきと風景です

写真時報大阪毎日 大賞河渡河戦、沼田部隊の 昭和13年 松本特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8783 
(163) 第414号4・3r大黄河渡 精鋭は自律決死隊を組織し l月3日 新聞社

河戦画報[2]J 23日午後零時半から堤防下
で悲壮な訣別の式を行ひ、
日没を待って渡河を決行闇
の河上に響く檎の音も凄く
敢然対岸に上陸戦史に不滅
の金字塔を築いた-00決
死隊の渡河前の別盃一

写真時報大阪毎日 黄河北岸に進出せるわが第 昭和13年 山上特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8784 
(164) 第414号4・2r大黄河渡 一線部隊は23日午後8時ご l月3日 新聞社

河戦画報[1]J ろより大黄河渡河を決行、
敵の抵抗を排除しつ治進撃
、26日遂に福栄部隊は済南
城北門を又赤柴部隊は東門
を占領、城円高く日章旗を
翻へした

写真時報大阪毎日 暮れ迫る閣を衝いて勇躍大 昭和13年 山上特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8785 
(165) 第415号2-2r大黄河渡 黄河敵前渡河を決行する赤 l月5日 新聞社

河戦画報[3]J 柴部隊

写真時報大阪毎日 年たちかへる春を外に酷寒 昭和13年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8786 
(166) 第414号4-4r朔風邪荒 零下廿数度峨々たると万里 l月3日 新聞社

ぶところ日章旗燦た の長城とを牌脱し警備に立
りJ つ皇軍兵士一平緩線清瀧橋

附近にて

写真時報大阪毎日 上海のわが海軍陸戦隊では 昭和12年 高田、松尾 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8787 
(167) 第413号2-2r春近き戦 餅揚きに忙しい/南京下関 12月31日 両特派員 新聞社

線からj E馬頭の衣糟廠広場に到着、
山と積まれた正月用の酒、
味噌、醤油その他食糧
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番号 タイトル 写真クレジット 時代 撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

写真時報大阪毎日 北支前線にあるわが須藤部 昭和12年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8788 
(168) 第413号2・H朗景・陣 隊では、陣中において忘年 12月31日 新聞社

中の忘年会j 会を催し、事変ひげも見事
な勇士たちが、腕に覚えの
詩吟漫才浪花節等に郷土色
を氾濫させ、さすが豪勇の
皇軍兵士も爆笑のひととき

を過した

写真時報大阪毎日 北支の前線でお目出度い戦 昭和13年 本社特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8789 
(169) 第415号2-H前線のお 勝の新春を迎へた皇軍将兵 l月5日 新聞社

正月風景j 、警備の暇に習ひ覚えたス
ケートもこの頃ではあっぱ
れなもの、寒さもものかは
見事なフォームに戦友をや
んやと云はせて朗らかな情
景を描いてゐます

写真時報大阪毎日 明けて19歳、世界ーの大男 昭和13年 不詳 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8790 
(170) 第417号2・H世界一の としてお馴染みのシカゴの l月10日 新聞社

大男が日本の皆様へ ロパート・ワドロー君、日

おめでたう!J 本の皆様への新年の御挨拶
にと御覧の通り8フィート9
インチという長身をぐっと
ソファーにのけぞって見せ
ました

写真時報大阪毎日 戦勝の新春を迎へたわが軍 昭和13年 高田特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8791 
(171) 第416号2・H戦線に第 艦出雲では、栄ある元E松 l月7日 新聞社

一春を迎ふJ 飾りも床しい艦上において
厳粛な宮城遥拝式を行った

写真時報大阪毎日 ー林檎祭りミやミセロリー 昭和13年 不詳 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8792 
(172) 第417号2・2r ~菜っ葉 祭りミーといふ風にアメリ 1月10日 新聞社

の女王ミとと林檎の カでは果物や野菜の収穫時

女王ミ J には女王を選定して盛大な
お祭りを行ひます。写真は
昨年度のと林檎の女王とと
文字通り菜っ葉服を着たと

セロリーの女王ミ

写真時報大阪毎日 ヒットラー、ムッソリーニ、 昭和12年 不詳 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8793 
(173) 第412号3・2f土耳古の スターリンと肩を並べてゐ 12月29日 新聞社

逗しき独裁者ケマ る世界の四大独裁者の一人
Jレj 、 トルコ大統領ケマル・ア

タテュJレクは、去るII月ト
ルコ共和国成立14周年記念
日に際し全国民の熱誠溢れ
る慶祝をうけました

写真時報大阪毎日 そら空襲といふときに市民 昭和12年 不詳 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8794 
(174) 第412号3・3r空襲に備 が避難するためのと避難倉 12月29日 新聞社

へる鋼鉄の ξ避難倉 ーともいふべき鋼鉄製のと

倉ーがこの程ロンドンで売
り出されました、写真上は
その鉄倉の上へ厚さ30吋の
土をかぶせたもの、下はそ
の内部
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寄贈資料 22.林町子資料

番号 タイト lレ 写真クレジット 時代 撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

写真時報大阪毎日 戦ひの合間にわが乗越部隊 昭和12年 安保特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8795 
(175) 第412号3-Jr北支戦 では陣中テニス会が催され 12月29日 新聞社

線・陣中朗景J た、ラケットは本物だ、ネ
ットはまた立派なもんです
/陣営近い河に船を出して
魚を獲るわが兵士、この獲
物がやがて夕食の膳に上る
ことでせう

写真時報大阪毎日 大黄河の鉄橋は敗走の支那 昭和13年 松本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8796 
(176) 第416号2-2r大黄河に 軍のため無残にも破壊され l月7日 新聞社

仮橋成るJ てゐたが、兵士決死の努力
により遂に仮橋を完成した
、写真は架橋直後感激のう
ちに渡橋するわが00部隊

写真時報大阪毎日 暴戻飽くなき支那箪は退却 昭和13年 松本特派員 大阪毎日 31.0x45.5 l枚 98P8797 
(177) 第418号3-Jr周村、邦 に際しあらゆるわが権益を l月12日 新聞社

人家屋の惨状J 探聞しつ当あるが、山東鉄
道沿線の周村にある邦人家
屋も無残さながら廃嘘と化
してしまった

写真時報大阪毎日 画期的な壮挙として待望の 昭和13年 不詳 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8798 
(178) 第418号3-3r青空下に 本社主催全日本スキー・ジ l月12日 新聞社

飛躍日本の精鋭競 ャンプ大会は9日阪神甲子
ふj 園の特設シェンツェで挙行

、参加40選手いづれも快技
を展開、四万余の観衆興奮
は大鉄傘を揺るがした

写真時報大阪毎日 上海北四川路橋も5日から 昭和13年 高岡特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8799 
(179) 第418号3-2r春立ち帰 通行を許された、同橋上を l月12日 新聞社

る上海風景J 警備のわが陸戦隊と工部局
巡警/仏租界との境界線に
野菜を売りに来た南市の農
民と買出しに来た避難民で
大賑ひ

写真時報大阪毎日 日一日と明朗を取もどして 昭和13年 佐藤特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8800 
(180) 第419号3-3r虹口街頭 ゐる上海虹口日本人街に、 l月14日 新聞社

に勇ましと露営の歌 8日の陸軍始の日陸海軍合
同の軍楽隊行進が挙行され
、沿道国旗を樹て注迎へる
居留民外人の万歳に筈へつ
〉堂々行進、皇軍の威武を
一段と高調した

写真時報大阪毎日 松江沖合にあって江蘇、漸 昭和13年 佐藤特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8801 
(181) 第419号3・Jr松江沖の 江鎮護に任ずるわが砲艦隊 l月14日 新聞社

新 ξ八幡船ミ J は、北は丹陽から南は杭州
まで約700マイルの広い範
聞を悉く分捕艦艇の新八幡
船を利用敵機を掃蕩しつ当
時には良民と物々交換や宣
撫工作をも行ってゐる

写真時報大阪毎日 風光明掘を以て知られる、 昭和13年 高閏特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8802 
(182) 第419号3・2r虎郎山を 蘇州名所の一つミ虎郎山ミ l月14日 新聞社

守る皇軍」 の警備にあたるわが兵士
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寄贈貿料 22林町子資料

番号 タイトル 写真クレジット 時代 撮影者 発行 法量 員数 備考 備品番号

写真時報大阪毎日 去る12月18日暴虐なる支那 昭和13年 松山特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8803 
(183) 第421号3-3r青島各紡 軍隊と暴徒のため、掠奪破 l月19日 新聞社

緩工場の惨状J 壊の後放火された青島郊外
の四方及び治口の邦人紡績
各工場は、 9社21工場で殆
んど灰'膿に帰し、粒々20年
の辛苦も全く水泡となった

写真時報大阪毎日 結氷した河を渉って前線へ 昭和13年 法師漬特派 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8804 
(184) 第421号3-2r氷河を渉 ひた進む皇軍 l月19日 員 新聞社

って大進軍京漢戦
線J

写真時報大阪毎日 第4艦隊旗艦00を初め麿 昭和13年 松山特派員 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8805 
(185) 第420号3-Hわが陸戦 下の線艦00隻は海軍陸戦 l月17日 新聞社

隊青島に敵前上陸J 隊0000名を満載し00
を出動、 10日未明寒波を蹴
って青島山東頭沿岸一帯に
果敢なる敵前上陸を敢行、
同日午前青島市政府に感激
の軍艦旗を融へした

写真時報大阪毎日 わが空軍に爆撃された広東 昭和13年 不詳 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8806 
(186) 第420号3・3r広東爆撃 郊外の敵兵舎/同じく見事 l月17日 新聞社

の跡を見るj に粉砕された卑漢鉄道の某
停車場の一部/同じく広東
の支那軍軍事施設の残骸

写真時報大阪毎日 重畳たる山岳地帯を進撃す 昭和13年 法師演特派 大阪毎日 45.5x31.0 l枚 98P8807 
(187) 第420号3・2r皇軍酷寒 るわが工藤部隊/氷を割っ l月17日 員 新聞社

と闘ひつ当進撃」 て愛馬に水を呑ませる兵隊
さん いづれも正太線微水
にて

写真時報大阪毎日 わが海軍は果敢なる敵前上 昭和13年 松山特派員 大阪毎日 45.5X31.0 l枚 98P8808 
(188) 第421号3-H皇箪の威 陸に成功、青島全市の治安 l月19日 新聞社

風青島を圧すJ 維持に従ってゐるが、陸軍
部隊の精鋭は12日午前より
続々上陸し、直ちに陸戦隊
と協力市内外の整理に着手

した

写真時報大阪毎日 陸軍大学教官に在す騎兵中 昭和13年 高田特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8809 
(189) 第422号3-H賀陽宮殿 佐賀陽宮恒憲王殿下には、 l月21日 新聞社

下江南の戦跡御視察J戦史資料御蒐集の御任務を
帯びさせられ去る7日上海
に御上陸、連日飛行機によ
り上海、南京、杭州の各戦
跡を御視察遊ばされた

写真時報大阪毎日 鉄兜漂々しい軍国の子供た 昭和13年 高田特派員 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8810 
(190) 第422号3・2r明朗立ち ちも皇軍兵士に守られて嬉 l月21日 新聞社

かへる上海からJ しさう一虹口/掠奪を防止
するため支那陣家屋の表口
を閉める兵隊さん一南市

写真時報大阪毎日 スキーもまた国防の線に沿 昭和13年 不詳 大阪毎日 31.0X45.5 l枚 98P8811 
(191) 第422号3・3rスキーも はなければL、けないーとい 1月21日 新聞社

国防スポーツ化する ふので、このほど、ニュー

米国J ヨークでスキー小銃隊が組
織され、マデイソン・スク
エヤ・ガーデンで初のお目
見得を行ひました
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寄贈資料 22.林町子資料 23.桑原廉靖資料 24.上杉員治資料(追加分) 25.宮徹男資料(追加分)

2 グラフ誌

番号 名 称、 時 代 発行 品質・形状 法量 員数 備考

2(1) 国際写真情報 Vol.27NO.8 昭和28年8月l日 国際情報社 印 刷 書 冊 36.3x26.0 l冊 2 (1)~(3)表紙つ
皇太子御渡欧特報第2集 き一括綴じ

2(2) 同盟週報通巻149号 昭和30年9月l日 同盟通信社 印刷書冊 36.3X26.0 l冊

2(3) 同盟週報通巻148号 昭和30年8月l日 同盟通信社 印刷書冊 36.3X26.0 l冊

23.桑原廉靖資料

〈資料内訳〉歴史資料………...・ H ・..2件2点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

書「百道翁旧居J 昭和7年春 金子堅太郎 紙本・墨書額装 29.7x83.6 l面

2 短万銘「供江上君 昭和17年 末次繁光 平造 刃長22.5 l振 「末次繁光謹作昭和十
之霊福岡射撃部J 七年一月吉日Jとあり

24.上杉異治資料(追加分)

〈資料内訳〉郵便葉書………………2件2点

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数

検閲印付き郵便葉書 昭和23年3月15日消印 株式会社恒星社厚生閤よ ぺン書・スタンプ 14.0x9.0 l枚
り上杉員治あて

2 検閲印付き郵便葉書 昭和24年4月6日消印 リーダーズ・ダイジェス 印刷・べン書・ス 14.0X9.0 l枚
ト日本支社予約部より上 タンプ
杉義則(上杉員治)あて

25.宮徹男資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料………………2件2点

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考

芝居番付「正劇川上一派 明治38年 熊本東雲庫版元: 印刷 47.7X63.5 l枚 「明治=十八年十一
ハムレットJ 大阪日本一井上仲蔵 月八日より十四日ま

で」

2 引札「国産緋商園武喜次 不詳 大阪改進堂石印 印刷 39.5X55.0 l枚 久留米市通町5丁目
郎各紡績線全線塵J /日吉町3丁目
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備品番号

98P8812 

98P8813 

98P8814 

備品番号

98P8815 

98P8816 

」

備品番号

98P8817 

98P8818 

備品番号

98P8819 

98P8820 



寄贈資料 26.岩永正予資料(迫加分) 27.井上園之輔資料(追加分) 28.小林茂春資料 29.横山京子資料

26.岩永正子資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料……一……一2{'牛2点

名称

1 I室内照明具

2 I室内照明具

時代

昭和初期

昭和初期

27.井上国之輔資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料………………2件2点

不詳

lMAI 

作者 品質・形状

ガ ラ ス 金 属

ガ ラ ス 金 属

番号 名称 時代 作者 品質・形状 員数 法量 備 若手J 

トンビ 昭和6年頃 不詳 ウール、裏地付 l点 総丈128.5

2 写真 昭和13年(平成 不詳 白黒写真を複写 l点 11.6XI6.3 裏に「昭和十三年一月十五日 長崎県
10年複写) 天草郡米調査員一同Jとあり 平成

10年複写

28.小林茂春資料

〈資料内訳〉近代資料……..，・ H ・..…2件2点

番号 名 税1 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

ナショナル大型乾 昭和10年代 松下乾電池株式会社 乾電池 8.3 x 6.2 x 5.5 l点 「陸軍省・海軍省・逓

電池 カ 信省・鉄道省・満鉄
-指定工場Jとあり

2 マツダ携帯用電灯 昭和14年~ 東京芝浦電気株式会 金属製 7.5X 12.0x9.0 l点 自転車用
19年 社マツダ支社

29.横山京子資料

〈資料内訳〉書簡...・ H ・..……・・2件2)点

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 員数 法量

検閲済み書簡(封筒のみ) 昭和22年11月26日 金谷満津より 墨書封筒 l枚 19.0x6.3 
消印 丸尾清子あて

2 検閲済み書簡 昭和22年11月29日 金谷満津より 墨書 l枚 封筒・ 19.8x7.9
消印 丸尾清子あて 手紙:24.4x33.1 

L 
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備品番号

98P8823 

98P8824 

備品番号

98P8825 

98P8826 

備品番号

98P8827 

98P8828 



寄贈資料 30.高原良成資料 31.博多高砂連資料 32.m波書資料 33.甲斐島美子資料

30.高原員成資料

〈資料内訳〉釈迦三尊像………...・H ・..1件3点

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法 量

釈迦如来像 南宋~明(13C-17C) 不詳 木造彩色 総高44.6 像高27.8

2 騎象普賢菩薩像 南宋~明(13C-17C) 不詳 木造彩色 総高77.1像高30.2

3 騎獅文殊菩薩像 南宋~明(13C-17C) 不詳 木造彩色 総高74.2 像高30.6

31.博多高砂連資料

〈資料内訳〉民俗資料人の一生の用具…...・H ・..……l件2点

名称 時代 作者 品質・形状 法量

昭和10年、昭和11年 |西村久清、松尾|木製棒材奉納額 I162.4x390.3 

32.川波書資料

〈資料内訳〉扉風...・ H ・H ・H ・..…1件l点

名称

1 I七言詩扉風

33.甲斐島美子資料

時代

江戸時代

〈資料内訳〉考古資料...・ H ・H ・H ・..…l件l点

真一郎ほか I 162.4x388.8 

作者

原采旗

法量

品質・形状

紙本墨書扉風装

備

法量

132.5x332.9 

考

員数 備品番号

l躯 98P8829 

l躯 98P8830 

l躯 98P8831 

長10.5 幅5.3
厚2.8

縄文時代前~中期の小形磨製石斧 火を受けて表面が I98P8835 
劣化しているが、蛇紋岩製ヵ 和白ゴルフ場内採集
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寄贈資料 34.三角照明資料 35.貝島嘉夫資料 36.高橋平明資料 37.大日本除轟菊株式会社資料

34.三角照明資料

〈資料内訳〉書跡……...・H ・..…l件l点

称 品質・形状 法量時 代

文政元年

作 者

頼山陽 紙本墨書掛幅装 1119.1x24.6 

35.員島喜夫資料

〈資料内訳〉歴史資料...・H ・.....・ H ・..1件I点

名 称 時代

1 1旧有泉亭棟札(御次通より御台|嘉永4年6月
所御建替)

36.高橋平明資料

〈資料内訳〉近代資料...・H ・.....・H ・..1件l点

名 称、 時代

作者

御普請奉行国吉利右衛門

ほか18名

作者

1 I鎮西博物館歴史参考之備品 |明治29年2月11日発行 |江藤正澄編集兼発行

37.大日本除轟菊株式会社資料

〈資料内訳〉近代資料……...・H ・..…l件l点

寄託資料からの切り替え

『平成2年度収集収蔵品目録8.1に掲載 備品番号は900200を98P8839に読み替え
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寄贈資料 38.吉田静江資料 39.問屋武次資料

38.吉田静江資料

〈資料内訳〉仏像………………l件l点

名称 時 代

1 I石造地蔵菩薩立像|桃山時代(慶長17年)

39.関屋武次資料

〈資料内訳〉民俗資料 芸能・娯楽の用具………………l件l点

名称 時 代 作者

昭和56年製作平成9年補修|関屋武次
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備 考

光背陰刻銘f慶長十七(1612)年
十月十七日J

品質・形状 法量

木・竹製 長 75.7 幅 40目。



<寄託資料>





1.梅野初平資料

〈資料内訳)1 中世文書……………'"・ H ・.....・ H ・..………………… 4件 30点

2 近世文書

寄託資料 1.梅野初平資料

①知行宛行状....・ H ・....… H ・H ・....・ H ・-………14件 14点

③系図類……...・H ・..……………・…....・H ・... 3件 11点

⑤梅野家書状類…….....・ H ・....・ H ・-…....・ H ・. 1件 8点

⑦奉役文書…・...・ H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・...・ H ・-… 4件134点

⑨掛幅…・...・ H ・........・ H ・.....・ H ・...… H ・H ・-… l件 l点

②坪付帳……………………....・ H ・.1件 6点

④褒状綴……………・...・ H ・-…-…2件 22点

@梅野家文書………'"・ H ・...……..2件 26点

③宗氏関係…...・ H ・...……・…・……4件 4点

3 工芸品.....・ H ・..……...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・... 7件 32点

4 絵画・…・・………・……....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..……・・・ 7件 13点

5 書籍...・ H ・..…………'"・ H ・H ・H ・..……...・ H ・......・ H ・. 11件 11点

6 地図………………………………...・H ・-・・…・……… 2件 2点

7 近代資料......................................................157件848点

1 中世文書

番号 名 称 時代 差出 宛所 品質・形状

1 (1) 玄心知行充行状 応仁3 玄心(花押) 太郎四郎・ 格紙・折紙

6月13日 兵衛五郎

1(2) 宗職家知行充行状 文明3かの 職家(花押) 梅野左衛門 椿紙・折紙
との卯 三郎
閏8月24日

1 (3) 宗職家買地安堵状 文明19 職家(花押) 梅野太郎衛 槽紙・折紙

6月27日 門

1(4) 宗職家安堵状 文明19丁 職家(花押) ふつれ所 格紙・折紙

未6月26日

1(5) 宗職家安堵状 長享2年戊 職家(花押) 梅野太郎右 楕紙・折紙

申2月28日 衛門

1(6) 宗盛門知行充行状 永昌10年 盛門(花押) 梅野太郎四 楕紙・折紙

6月8日 ~~ 

1 (7) 宗盛門宮途状 永正11 盛門(花押) 梅野太郎四 楕紙・竪紙

8月26日 ~~ 

1 (8) 宗智信加冠仮名井 元和6 智信(花押) 梅野千寿丸 梢紙・切紙

名字書出 閏12月吉日 (元折紙)

1 (9) 宗智信加冠仮名井 元和6 智信(花押) 梅野犬子丸 椅紙・切紙

名字書出 閏12月吉日

2(1) 某書状 おうにん2 (欠損) 梅野五郎九 格紙・切紙

年11月15 良R
日かのと
のうし

2(2) 玄心坪付 応仁3年 玄心仁コ ひやうへ五 椿紙・切紙
6月l日 ~~ 

2(3) 某坪付 E コ年 (欠損) 太郎四郎 格紙・切紙

6月l日

2(4) 某坪付 応仁3年 (欠損) (欠損) 椅紙・切紙

6月l日
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〈計)32件226点

〈総計)220件1162点

法量 員数 備 考 備品番号

26.2 x 38.1 l通 以下、 1(9)号 9801 
までl巻

29.4X35.9 l通 9802 

27.3x33.3 l通 9803 

26.8X37.0 lJil! 9804 

26.6x39.8 l通 9805 

25.2 x28.2 l通 9806 

26.4x36.1 l通 9807 

16.3 x 36.9 l通 9808 

15目9X43.8 l通 9809 

24.8x26.5 l通 以下、 2(9)号 98010 
までl巻

26.3X26.7 lJil! 98011 

26.4X29.8 l通 98012 

25.0 x25.6 l通 98013 



寄託資料 1.梅野初平資料

番号 名 称 時代 差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2(5) 梅野四郎左衛門売 文明14年 梅野四郎さへ うめのの太 楕紙・竪紙 26.3 x29.4 l通 端2.lcmを切 98014 
券 8月l日 もん(花押) 郎ゑもん 断し、反転し

て端裏書を見
せる

2(6) 梅野左衛門四郎売 ふんめい15梅野さへもん うめののた 椿紙・竪紙 25.3 X43.0 l通 98015 
券 年ミつのと 四郎(略押) 郎ゑもん

のうのとし
6月l日

2(7) 梅野左衛門佐売券 めいおう4悔野さへもん 梅野た郎ゑ 楕紙・竪紙 28.4x28.8 l通 端5.lcmを切 98016 
年きのと すけ(花押) もん 断し、反転し

のうのと て端裏書を見

し3月日 せる

2(8) 兵衛四郎売券 明応6年び ひやうへし郎 梅野た郎ゑ 椅紙・竪紙 27.6x44.1 l通 端7.0cmを切 98017 
のとのミ もん 断し、反転し

のとし6月 て端裏書を見

20日 せる

2(9) 津江彦=郎売券 めいおうつ 津江彦三郎(花 むめの〉太 楕紙・切紙 24.4x22.2 l通 端欠損 98018 
のしむま年 押) 郎衛門
5月3日

3(1) 宗義調加冠名字書 永禄3年 義調(花押) 「梅野判八 楕紙・切紙 15.3x36.4 13m 以下、 3(5)号 98019 
出 5月2日 輔J(異筆) までl巻中欠

3(2) 宗義智仮名状 天正14 義智(花押) 梅野六郎 梼紙・切紙 17.6x38.5 l通 98020 
8月14日

3(3) 宗義智加冠名字書 天正14年 義智(花押) 梅野与七郎 楕紙・竪紙 26.9x40.0 l通 98021 
出 8月14日

3(4) 宗義智仮名弁名字 慶長14 義智(花押) 梅野与七郎 椿紙・切紙 18.5X50.9 l通 98022 
状 8月15日 (元折紙)

3(5) 宗義成仮名状 寛永7年 義成(花押) (欠損) 楕紙・切紙 17.8x39.9 l通 98023 
2月28日

4(1) 宗貞茂知行充行状 応永6年 貞茂(花押影) (欠) 椿紙・竪紙 26.4x30.2 l通 以下、 4(7)号 98024 
写 5月 までl巻本

巻所収文書
4(7)号を除き
検討を要す

4(2) 宗貞盛書下写 正長元年 貞盛(花押影) 梅野左近 楕紙・切紙 23.9x 14.5 l通 端・奥欠損 98025 
9月9日

4(3) 宗貞盛知行充行状 永享6年 貞盛(花押影) 梅野大炊之 楕紙・竪紙 24.1 x32.8 l通 98026 
写 6月 守

4(4) 宗成職書下写 長禄3年 成職(花押影) (欠損) 椿紙・切紙 24.2 x 15.8 l通 端・奥欠損 98027 
5丹

4(5) 宗将盛官途状写 天文4年 将盛(花押影) 梅野千寿丸 椿紙・竪紙 24.2 x 33.0 13m 98028 
3月24日

4(6) 宗将盛官途状写 天文2年 将盛(花押影) 梅野種千代 椿紙・切紙 17.2x42.9 l通 98029 
3月24日

4(7) 某書状 (年月日未 (欠) (欠) 椿紙・竪紙 27.7x29.0 l通 98030 
詳)
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2 近世文書

①知行宛行状

番号 名 称

5 宗義真判物

6 宗義方判物

7 宗方誠判物

8 宗義如判物

9 宗義蕃判物

10 宗義暢判物

11 宗義行判物

12 宗義功判物

13 宗義質判物

14 宗義質判物

15 宗義和判物

16 宗義和判物

17 宗義和判物

18 宗義達判物

一

時代

貞享5年
正月元日

元禄15年
11月9日

享保4年
5月朔日

享保18年
9月15日

宝暦2年
11月15日

宝暦12年
9月11日

安永7年
7月9日

寛政12年
9月10日

文化14年
7月18日

文化11年
11月21日

天保10年
7月23日

天保14年
2月15日

弘化3年
7月28日

文久3年
9月15日

差出・作者 宛所 品質・形状

義真(花押) 梅野作兵衛 折紙大高
檀紙

義方(花押) 梅野作右衛 折紙大高
門 植紙

方誠(花押) 梅野作右衛 折紙大高
門 檀紙

義如(花押) 梅野作右衛 折紙大高
r， 檀紙

義蕃(花押) 梅野佐平次 折紙大高
憧紙

義暢(花押) 梅野佐平次 折紙大高
檀紙

義功(花押) 梅野佐平次 折紙大高
檀紙

義功(花押) 梅野佐平次 折紙大高
檀紙

義質(花押) 梅野初平 折紙大高
檀紙

義質(花押) 梅野初平 折紙大高
檀紙

義章(花押) 梅野初平 折紙大高
檀紙

義知(花押) 梅野初平 折紙大高
檀紙

義和(花押) 梅野初平 折紙大高
檀紙

義達(花押) 梅野縫殿助 折紙大高
檀紙
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寄託資料 1.梅野初平資料

法量 員数 備 考 備品番号

46.2 x65.3 l通 「局弐尺八寸八分 98031 
五厘四毛Jf村付坪
付別帳有之J

48.3 x 63.6 1通 「高弐尺八寸八分 98032 
五厘四毛Jf貞享五
年任先判之旨J

52.6 x 66.2 l通 「高弐尺八寸八分 98033 
五厘四毛Jf元禄十
五年任先判之旨j

52.6 x 66.2 l通 f高弐尺八寸八分 98034 
五厘四毛Jf享保四
年任先判之旨j

48.3 x 64.4 l通 「高壱尺九寸弐分 98035 
二厘六毛Ji村付坪
付別紙有之」

53.7X67.6 l通 「高壱尺九寸弐分 98036 
三厘六毛Ji宝暦二
年任先判之旨J

53.8x67.2 l通 [高壱尺九寸弐分 98037 
三厘六毛Ji宝暦十
二年任先判之旨J

53.7x66.8 l通 「高弐尺八寸八分 98038 
五座四毛J

53.6 x 66.8 l通 「高弐尺八寸八分 98039 
五厘凹毛Ji覚政十
二年任先判之旨J

53.8x65.3 l通 「高三尺八分五厘 98040 
四毛Ji村付坪付別
紙有之J

52.2 x 65.6 l通 f高三尺八分五厘 98041 
四毛Ji文政十一年
任先判之旨J

52.8 x 65.9 l通 「高=尺八分五厘 98042 
四毛Ji天保十年任
先判之旨j

52.4x67.0 l通 「高三尺八寸五分 98043 
壱毛七Ji村付坪付
別紙有之J

52.1x65.1 l通 I高三尺八寸五分 98044 
壱毛七Ji弘化三年
任先判之旨J



寄託資料 1.梅野初平資料

②坪付帳

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

19 坪付帳 近代作成 巻子装 l巻

19(1) 坪付帳 貞享3年3月 御郡奉行所 梅野作兵衛 (書冊) 30.1x43目9 l点 元文4年7月分 98045 

(印) 引の奥書あり

19(2) 覚 元文4年7月 御郡奉行(印) 梅野左平次 (書冊) 30.4X44.8 l点 98046 

19(3) 曽村給人梅野作右 元文5年 仁位貞右衛 曽村下知役 (書冊) 23.6x37.0 1点 98047 
衛門知行之内三分 6月26日 門(印) 山上 森村軍平

一仕付帳 半左衛門(印)

19(4) 坪付 寛政12年 御郡奉行(印) 梅野佐平次 (書冊) 30.6X45.5 l点 98048 
9月

19(5) 坪付帳 文政12年 御郡奉行(印) 梅野初平 (書冊) 27.3X39.5 l点 98049 
2月

19(6) 坪付 弘化3年 御郡奉行(印) 梅野初平 (書冊) 27.3X40.0 l点 98050 
12月

③系図類

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

20 系図写 近代 書冊 l冊 (I) ~(3) を l冊
に合冊

20(1) 対州仁位郷曽村住梅野氏系図 近代 梅野益太郎 書冊 25.6x 18.3 l冊 98051 

20(2) 御判写 明治10年 梅野益太郎 書冊 25.6X 18.3 l冊 貞茂公より成 98052 
8月 (π)職公御!fiJ5

通写(但、正長
元年9月9日付
貞盛判物は本
文なし)

20(3) 義成公より義和公迄御判写 江戸時代 梅野益太郎 書冊 25.6xI8.3 l冊 98053 

21 曽村諸家系図写 l巻

21 (1) 対州仁位郡曽村住古瀬氏系図 近代 不詳 (書冊) 24.2 x32.6 1 J点 98054 

21 (2) 曽村一宮武三郎系図 近代 一宮武三郎 (書冊) 23.5 x 32.2 1 J点 98055 

21 (3) 梅野氏系図 近代 梅野氏 継紙 26.6X95.4 l点 梅野太郎家系 98056 
図

21(4) 対州仁位郡曽村住梅野系図 近代 梅野氏 継紙 25.1 X82.1 l点 梅野兵衛(栄) 98057 
家系図

21 (5) 千尋藻村築城系図 近代 築城氏 継紙 23.8x 130.6 l点 98058 

22 梅野縫殿助一生之覚書 巻子袋 l巻

22(1) 一生之内珍話覚書 明治10年 梅野縫殿助 (書冊) 21.9 x 30.4 l点 98059 

22(2) 大塩平八郎乱伏見大坂表風聞書 江戸時代 不詳 (継紙) 22.2x59.2 l点 前後欠 98060 

22(3) 文久年間京都風聞書 江戸時代 不詳 (書冊) 23.8 x 30.9 l点 前後欠 98061 
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寄託資料 1.梅野初平資料

④褒状綴

番号 名 称、 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

23 梅野家褒状綴 近代作成 巻子装 l巻

23(1) 御書付 寛政12年 平山次郎左衛 梅野佐平次 (継紙) 24.3X93.1 l通 下知役精勤に 98062 
9月10日 門山川輿左 っき取揚の知

衛 門 佐 治 勝 行返下
左衛門

23(2) 御寄付 文化3年 江口伝左衛門 梅野佐平次 (継紙) 24.3x46.1 l通 下知役差免に 98063 
3月8日 津江考右衛門 っき御褒美麦

有田鎌平山 三俵
次郎左衛門

23(3) 口上覚 年不詳 梅野初平(印) 佐伯津右衛 (一紙) 24.3 x31.2 l通 下知役退役願 98064 
3月22日 門

23(4) 御書付 文政8年 賀嶋蔀立花 梅野初平 (継紙) 26.8X63.5 l通 年来の勤労沙 98065 
8月3日 市郎右衛門 汰に及ばれ

岩崎新左衛門 永々御馬廻格
多田作馬渡 昇進
辺庄左衛門

23(5) 御書付 文政11年 賀 嶋 蔀 立 花 梅野初平 (継紙) 26.8 x 63.5 1通 献金奇特につ 98066 
11月22日 市郎右衛門 き所持之開所

河内杢右衛門 二寸を知行に
大浦教之助 御結成下さる

松本隆左衛門

23(6) 御書付 天保10年 龍田右兵衛 梅野初平 (一紙) 26.8X38.1 l通 御上金特につ 98067 
4月 小田馨之介 き奉役隠居次

高崎翼多国 席仰付らる
左柄

23(7) 口上覚 年不詳 自郷下知役中 御郡奉行所 (継紙) 24.2 x 96.2 l通 自郷奉役梅野 98068 
12日 -大綱村下知 初平御役堅固

役波多野直七 の勤方につき

-鑓川村下知 御沙汰願

役日高九郎次
-貝鮒村下知
役犬束源左衛
門

23(8) 御番付 弘化3年 御都奉行 梅野初平 (継紙) 26.1XI24.1 l通 格別労勤につ 98069 
7月28日 き自分開地E

御永作場所之
分間七寸六分
四厘七毛七知
行に御結

23(9) 御書付 慶応3年 御郡奉行 梅野縫殿助 (継紙) 26.1 x 36.1 l通 献金奇特につ 98070 
5月20日 き土地求次第

知行二寸

23(10) 御書付 慶応3年 御郡奉行 梅野縫殿助 (継紙) 26.1XI01.5 lJiI! 献金につき奉 98071 
8月11日 役次席

23(11) 御書付 年不詳(卯 御 郡 支 配 御 仁位郷奉役 (継紙) 24.2X64.5 l通 献金につき御 98072 
年)2月29日 奉行所 梅野縫殿助 賞賜

外七郷奉役

23(12) 御書付 明治2年 都政奉事 梅野二郎衛 (継紙) 26.1 x 50.3 !j盈 献金につき奉 98073 
12月19日 役次席上席
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番号 名 称、 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

23(13) 達書 (近代) 司農署 奉役青木杢 (一紙) 21.3 x 30.5 l通 梅野一郎衛退 98074 

2月19日 之助 →梅 役、多年格別

2月22日 野二郎兵衛 精勤につき金
200疋

24 梅野左近之介褒状 近代 巻子装 l巻

綴

24(1) 御称美御書付 子正月6日 年寄中 梅野左近之 (一紙) 35.9x49.2 l通 (遠星其方黒中 98075 
助 之段) 包紙

(35.9 x 35.5)・
目録(鉛二斤
26.7x39.2)あ
り 同貼付

24(2) 御称美御書付 卯正月6日 年寄中 梅野左近之
助

(一紙) 35.7 X48.4 l通 (遠星其方黒中 98076 
之段) 包紙
(35.6 x 35.5)・
目録(鉛ー斤
26.5X 38.0)あ
り 同貼付

24(3) 御称美御書付 辰正月6日 年寄中 梅野左近之 (一紙) 35.7X48.6 l通 (遠星其方角中 98077 
助 の段) 包紙

(35.8 x 35.7)・
目録(木綿御羽
織- 26.5x 
37.8)あり 同
貼付

24(4) 包紙(r書付J) 江戸時代 梅野佐平治 一紙 35.7X23.9 l枚 98078 

24(5) 包紙(書状) 江戸時代 曽村給人梅野 佐伯津右衛 一紙 32.0x23.0 l枚 98079 
佐喜右衛門 門

24(6) 包紙(r御書付け 江戸時代 梅野初平 一紙 35.8x26.2 i枚 98080 

24(7) 包紙(r御書付け 江戸時代 不詳 一紙 35.9 x 17.2 l枚 「梅野初平江J 98081 
とあり

24(8) 包紙(r御書付け 江戸時代 梅野縫殿助 一紙 33.7x23.7 l枚 98082 

24(9) 包紙(r御書付J) 江戸時代 曽村給人梅野 一紙 32.3 x 23.3 l枚 98083 
縫殿助

⑤梅野家関係書状綴

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

25 梅野家関係書状綴 近代作成 巻子装 l巻 手紙綴

25(1) 書状(在府の近況 (元治元年) 江島広右衛門 御兄様(梅 継紙 17.3x84.2 l通 前欠 98084 
と水戸藩内乱の風 7月23日 野縫之助)
聞)

25(2) 書状(在府の近況 (文久2年) 江島広右衛門 御兄様(梅 継紙 16.2x 122.8 l通 98085 
と江戸対馬藩邸の 間8月7日 野縫之助)

騒動)

25(3) 書状(坂下門外変 (文久2年) 広右衛門 御兄様(梅 継紙 16.0x57.5 ljiJi 98086 
と江戸藩邸の状 正月 19日 野縫之助)

況)

25(4) 書状(在府の近況) 8月8日 広右衛門 御母様 継紙 15.5X72.0 l通 前欠 98087 
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番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

25(5) 書状(禁門の変の 7c治元年 内野茂兵衛 御叔父様 継紙 15.9xI44.1 l通 98088 
風間) 9月20日

25(6) 書状(鉛直段の報 3月25日 内野茂兵衛 (梅野)左近 継紙 15.2X58.1 H匿 前欠 98089 
告など) 之介

25(7) 書状(江戸青山火 (弘化2年) 駒二郎 御父様 継紙 15.7 x 98.1 l通 前欠 98090 
事の報告) 3月7日

25(8) 書状(年頭の挨拶 正月2日 駒二郎 御父様 継紙 15.7X73.4 l通 前欠本信(正 98091 
と帰国の予定報 正月 10日 月2日)・追伸

告、櫛村権治帰国 (正月 10日)の
連絡) 複合書状

@梅野家近世文書綴

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

26 梅野家近世文書綴 近代作成 巻子装 l巻

26(1) 梅野家先祖忠孝顕 享保6年 柚谷清寛 一紙 21.9x31.5 l通 98092 
賞記 正月5日

26(2) 書状(音信の礼状) (江戸時代) 梅本 作右衛門 一紙 24.1 X31.1 l通 封付 98093 
28日 御内様

26(3) 郡奉行申渡書(仁 安永3年 仁位勝左衛門 梅野作兵衛 (書綴) 24.1 X32.9 l綴 もと綴(2丁) 98094 
位郷曽村潮入開所 3月8日
物成の件)

26(4) 郡奉行申渡書(曽 安永4年 仁位勝左衛門 梅野作兵衛 一紙 24.2X36.7 l通 98095 
村の浜とくの浜築 3月12日
出小屋同しわくさ
へ浜際畠聞の件)

26(5) 達書(給人梅野作 天明8年 仁位勝左衛門 梅野佐右衛 一紙 24.4x36.4 l通 もと綴のl丁ヵ 98096 

右衛門願出の曽村 4月28日 門

御聞の物成の件)

26(6) 口上覚(鑓川村領 (江戸時代) 千尋藻村兼帯 佐伯津右衛 継紙 23.2x48.1 l通 郡奉行所での 98097 

板しふ屋の浜田開 4月24日 下知役梅野初 門 佐f自の取次の

所売買許可願) 平 奥書あり

26(7) 口上覚(千尋藻村 (江戸時代) 千尋藻村兼帯 佐伯津右衛 継紙 23.0x 109.0 l通 郡奉行所での 98098 

長崎大明神神祭料 10月14日 下知役梅野初 門(印) 佐伯の取次の

下渡願) 平(印) 奥書あり 正
文

26(8) 口上覚(小鹿村佐 (江戸時代) 千尋藻村兼帯 平松登蔵 継紙 23.1x97.1 l通 98099 

吉千尋藻村源之允 下知役梅野初

を銀子返弁方で出 平

訴につき差図願)

26(9) 御達写(首村下知 己丑(文政 奉役 梅野初平 (書綴) 24.0x30.9 l綴 もと綴3丁 980100 
役梅野初平知行所 12)9月18日
とふ跡(TI)永作の

件)

26(10) 覚(とうねの永作 文政12年 御郡奉行 梅野初平 継紙 24.1 x36.7 l通 980101 

場所の承認) 10月29日
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番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

26(11) 御篠田写 寅(天保冗) 御郡支配 御郡奉行所 書綴 23.0x33.0 l綴 梅野初平等八 980102 
閏3月 郷吟味役に就

任につき御郡
支配より申渡
もと綴5丁

26(12) 書状(旧家献金の (江戸時代) 神宮吉左衛門 梅野初平 一紙 23.0x31.1 l通 980103 
件につき返事) 6月12日

26(13) 御備手遣銀殻譲渡 天保4年2月 平松登蔵(印) 梅野初平 (書綴) 24.5x32.9 l綴 もと綴5丁 980104 
帳

27 梅野家近世文書綴 近代作成 巻子装 l巻
2 

27(1) 御巡検使御用御貸 天保9年 仁位郷梅野初 御郡奉行所 (書綴) 22.8x29.9 l綴 もと綴4丁 980105 
上器物損物井紛失 11月 平
物書上帳

27(2) 口上覚(当役御免 (江戸時代) 大綱村下知役 梅野初平 一紙 24.5x30.0 l通 980106 
許願) 2月19日 平山左仲

27(3) 差図願(儲蓄見分 3月11日 佐治勝左衛門 梅野初平 継紙 24.1 x61.7 l通 980107 
と返備の件)

27(4) 書状(披(押)官百姓 10月13日 平田加津美親 梅野初平 継紙 15.6x91.9 l通 980108 
上りの件取計願) 類中

27(5) 書状(来月下村の 9月26日 平田宮内 梅野初平 継紙 15.8x89.2 l通 980109 
挨拶)

27(6) 書状(貴公様御親 (江戸時代) 平田宮内 梅野初平 継紙 16.2X 180.5 l通 前欠 980110 
類縁談取唆の件) 9月7日

27(7) 書状(銀調達取計 (江戸時代) 平田宮内 梅野初平 一紙 16.3 x50.8 l通 (前欠) 980111 
の依頼) 12月9日

27但) 書状(梅野縫殿助 (江戸時代) 御郡手代中 小田伴九郎 継紙 14.4X48.9 l通 980112 
御役御断願書差返 4月8日
の件)

27(9) 覚(嘗皆済銀取立 卯12月晦日 久保山作之助 継紙 20.6x27.7 l通 980113 
方不調ニ付拝借仕 波多ノ邦助
候一札) 梅野縫殿助

27(10) 諸方ヨリ金子御借 嘉永4年 梅野縫殿助 大平田様御 (書綴) 23.6X31.8 l通 『平田宮内様 980114 
財取調帳 12月20日 役人中 役人九万三 方江、但し御

~~ 地頭中j も
と綴4丁

27(11) 達写(曽村足軽半 (江戸時代) 奉役方 梅野縫殿助 一紙 21.5x27.2 l通 980115 
右衛門山川役下タ 12月28日
役差免)

27(12) 願出取次書 (江戸時代) 梅野縫殿助 御郡奉行所 一紙 24.1 x29.2 l通 前欠 980116 
3月16日 (印)

27(13) 口上覚(弟惣作府 (江戸時代) 小網村給人村 梅野縫殿助 継紙 23.5x41.9 l通 郡奉行所への 980117 
内出御免願) 4月 瀬万之丞 梅野の取次の

奥書あり
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⑦奉役文書綴

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

28 泰役文書綴 l 近代作成 書冊 l冊 (頁数は梅野氏
による翻刻本)

28(1) 口上覚(杉仕立場 (江戸時代) 仁位貞之進 平松左伝 一紙 22.0X 15.8 l通 28(1)，(2)同一紙 980118 
の件) 丑7月26日 平松左伝取次

奥書あり l頁

28但) 乍恐口上覚(奉公 (江戸時代) 不詳 一紙 22.0x 15.5 l通 後欠 2頁 980119 
差止願)

28β) 口上覚(百姓新竃 丑(文化2 大綱村給人平 平松左伝 継紙 21.5x61.3 l通 御郡奉行書宛 980120 
立願) 年)閏8月11 山定右衛門 平松左伝取次

日 奥書あり 丑
閏8月13日付
3-6頁

28(4) 口上覚 (文化2年) 佐志賀村給人 平松左伝 一紙 21.5X5.5 l通 前欠 28(4)，(5) 980121 
閏8月20日 平江格之丞 同紙 『奥書前

同し」とあり

7頁

28(司 口上覚(縁組願) (文化2年) 貝鮒村給人阿 平松左伝 一紙 21.5X17.0 l通 御郡奉行書宛 980122 
閏8月20日 比留源六 平松左伝取次

奥書あり 閏
8月20日付
7-8頁

28(6) 口上覚(縁組願) (文化2年) 卯麦村給人国 平松左伝 一紙 21.5X 19.5 i通 「奥書前ニ同 980123 
閏8月20日 分佐五右衛門 しJとあり

8-9頁

28(7) 申上書(街!大用ニ (文化2年) 平松佐伝 御郡奉行所 一紙 21.5 x 31.5 l通 10-11頁 980124 
付松木吟味の件) 閏8月20日

28(8) 口上覚(網船造立 9月 嵯峨村下知役 平松左伝 継紙 21.5x47.0 l通 郡奉行所宛平 980125 

の件) 佐伯津右衛門 松佐伝奥書あ

り 9月付
12-14頁

28(9) 口上覚(樋細工村 丑8月24日 唐測村阿比留 平松左伝 一紙 23.9x33.0 l通 f奥書常之通」 980126 

方タ雇下願) 喜右衛門 とあり
15-16頁

28(10) 訴状(海草類入合 丑正月 鑓川村・千尋 仁位所右衛 継紙 22.0x45.0 l通 前欠後破損 980127 

の件) 務村・曽村肝 門 郡奉行所宛

入3名曽・ 仁位所右衛門

千尋穣両村下 取次奥書あり

知役梅野佐平 28(10)， (1 1)同

治 一紙 28(13) 
の後部か

28(11) 覚(眼病ニ付入湯 (丑) 不詳 一紙 22.0X l通 破損あり 980128 

願) (破損) 20頁 ~

28(12) 願書(下知役設置 丑正月25日 唐測村肝煎喜 仁位所右衛 一紙 22.0x l通 前欠郡奉行 980129 
願) -/i、a 門 (破損) 所宛仁位所

右衛門取次奥

書あり 破損

あり

28(13) 訴状(海藻入合出 (丑) 不詳 一紙 22.0X l通 前後欠 28(10)980130 
入) (破損) の前部ヵ
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番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

28(14) 願書 6月7日 不詳 平松左伝 一紙 22.0x 10.0 l通 前欠御郡奉 980131 
行所宛平松
佐伝取次奥書
のみ 27頁

28(15) 口上覚(新聞所願) 丑6月 卯麦村法者半 肝煎近兵衛 一紙 22.0x21.0 l通 丑6月付肝 980132 
治 煎近兵衛取次

奥書あり
27-28頁

28(16) 寛政元年巡見使来 酉閏 人夫差引役村 仁位勝左衛 一紙 23.6X32.0 l通 御郡奉行所宛 980133 
訪之節道作夫人数 6月12日 瀬大助他3名 門 仁位所右衛門

高書上 取次奥書あり
酉閤6月15日
付
29-30頁

28(17) 達書(召仕手支の 3月21日 御郡奉行(黒 平松登蔵 一紙 21.5x29.6 l通 31-32頁 980134 
件) 印)

28(18) 達書(=根浜新開 3月9日 佐治勝左衛門 平松登蔵 一紙 23.8x33.0 l通 33-34頁 980135 
普請の{牛) (黒印)

28(19) 達書(下女手支の 3月24日 御郡奉行(黒 平松登蔵 一紙 21.5X31.0 l通 35-36頁 980136 
件) 印)

28(20) 達書 2月晦日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.5x32.0 l通 前欠 98Dl37 
印) 門 37-38頁

28(21) 達書(新籾等掠置 (2月) (御郡奉行) 不詳 一紙 23.0x30.6 l適 前後欠 980138 
の件) 39-40頁

冒頭に『二月
二日(黒印)御
郡奉行仁位勝
左衛門殿jと
あるのは前文
書の部分乃至
本文書ヵ

28(22) 達書(宥免竃の件) 2月5日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.0x31.0 l通 前欠 980139 
印) 門 41-42頁

28(23) 達書(見分見届の 2月5日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.0x31.0 l通 前欠 980140 
件) 印) 門 43-44頁

28(24) 達書(村々吟味の 2月8日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.8x31.0 1iM 破損あり 980141 
件) 印) 門 45-46頁

28(25) 達書(両郷組合狩 2月9日 御郡奉行(黒 御手洗弥七 継紙 23.8x99.0 l通 47-52頁 980142 
取行の件) 印) 仁位勝左衛

門

28(2回 申渡書(給人府内 2月11日 御郡奉行所 仁位勝左衛 一紙 23.8x33.0 l通 53-54頁 98Dl43 
出差免の件) (黒印) 門

28(27) 達書(御献上御用 2月21日 御郡奉行所 仁位勝左衛 一紙 23.2X32.5 l通 55-56頁 980144 
井御当用椎茸の (黒印) 門
件)

28(28) 達書(公役銀上納 2月22日 御郡奉行所 仁位勝左衛 一紙 23.2X33.0 l通 57-58頁 980145 
の件) (黒印) 門

28(29) 書状(大小之垣仕 2月13日 御手洗弥七 仁位勝左衛 継紙 23.8X62.0 l通 59-62頁 980146 
立の件) 門
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28(30) 書状(両郷組合大 2月23日 御手洗弥七 仁位勝左衛 一紙 23.2 x 32.0 l通 63~64頁 980147 
催狩夫飯米の件) 門

28(31) 申渡書(御迎御用 2月27日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 x 32.0 l通 前欠破損 980148 
差支につき催促) 印) 門 65~66頁

28(32) 達書(銀持のため 3月5日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 継紙 23.2X48.0 l通 67~69頁 980149 
の砥石増浜出の 印) 門
件)

28(33) 達書(山役退役差 3月7日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.8 x 32.0 l通 7l ~72頁 980150 
免) 印) 門

28(34) 申渡書(郷内御立 3月20日 御郡奉行書 仁位勝左衛 一紙 23.2 x 32.0 l通 73~74頁 980151 
山杉仕立の件) (黒印) 門

28(35) 返答書(手形前納 3月20日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 X32.0 l通 75~76頁 980152 
銀・内納銀の件) 印) 門

28(36) 達書(=人口上差 3月21日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 X32.0 l通 前欠ヵ 980153 
返の件) 印) 門 77~78頁

28(37) 達書(はらふもし 3月23日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 X32.0 l通 79~80頁 980154 
田御開籾の件) 印) 門

28(38) 達書(紛失の御用 3月26日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 x32.0 l通 81~82頁 980155 
状吟味の件) 印) 門

28(39) 達書(子年公役銀 3月27日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.8 x 32.0 l通 83~84頁 980156 
内納銀上納の件) 印) 門

28(40) 達書(百姓科代薪 3月28日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 継紙 23.2 x 64.0 l通 85~88頁 980157 
納方の件) 印) 門

28(41) 達書(下知役尋問 4月5日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.8 x 32.0 l通 前欠ヵ 980158 
の件) 印) 門 89~90頁

28(42) 達書(触番薪差登 4月27日 御郡奉行(黒 一紙 23.0 x 32.0 l通 91~92頁 980159 
の件) 印)

28(43) 達書(~、りこ売込 5月3日 御郡奉行 仁位勝左衛 一紙 23.2X32.0 l通 93~94頁 980160 
吟味返答の件) F可

28(叫)達書(し、りこ売込 5月8日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 x 32.0 l通 95~96頁 980161 
吟味差登の件) 印) 門

28(45) 申謹書(重科の者 5月8日 御郡泰行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2 x32.0 l通 前欠 980162 
出牢の件) 印) F可 97~98頁

28(46) 達書(金木砥石旅 5月8日 御都泰行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.8X32.0 l通 99~100頁 980163 
出願書差返の件) 印) 門

28(47) 達書(上納の件) 5月22日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.8x32.0 l通 前欠 980164 
印) 門 101 ~ 102頁

28(48) 達書(脇売込吟味 5月4日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.0x32.0 l通 前欠 980165 
の件) 印) 門 103~104頁

28仏9)達書(辛子直段吟 4月29日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.0x32.0 l通 105~ 106頁 980166 
昧の件) 印) 門

28(50) 仰出書(町人請浦 5月26日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.5 x 32.0 l通 107~ 108頁 980167 
返上の件) 印) F可
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28(51) 達書(差図につき) 8月14日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 22.7X31.0 l通 前欠 980168 
印) 門平山甚 109-110頁

五左衛門

28(52) 達書(活悠子掛取 8月17日 御郡奉行(黒 仁位勝左衛 一紙 23.2x32.0 l通 111-112頁 980169 

の件) 印) 門平山甚
五左衛門

28(53) 御廻状写(行先不 8月22日 御郡奉行 上五郷御廻 一紙 23.2x31.0 l通 113-114頁 980170 
知の者吟味の件) 状

28(54) 達書(家中奉公差 11月15日 御郡奉行(黒 仁位所右衛 一紙 23.2x32.5 l通 f十一月廿七 980171 
免の{牛) 印) 門 日申渡スJと

あり
115-116頁

28恒5)御廻状写(御参勤 11月26日 不詳 卯麦万吉 一紙 21.4 x 31.0 l通 117-118頁 980172 
御用船修理の件)

28(56) 達書(拝借差免の 不詳(江戸 郡奉行所ヵ 一紙 23.2x32.0 l通 前欠 980173 
件) 時代) 119-120頁

28(57) 申謹書(磯場持出 (戊)(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.8x32.0 lJm 後欠 980174 
入の件) 時代) 121-122頁

28(58) 申渡書(三ヵ村磯 (戊)(江戸 郡拳行ヵ 一紙 23.8x32.0 l通 後欠 980175 
場の件) 時代) 123-124頁

28(5叫 達書(公役銀上納 (戊)(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.8x32.0 l通 後欠 980176 
の件) 時代) 125-126頁

28(60) 達書(海鼠代銀の 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.8x32.0 l通 後欠 980177 
件) 時代) 127-128頁

28(61) 達書(五ヶ村磯場 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.8x32.0 l通 後欠 980178 
持方の件) 時代) 129-130頁

28(62) 乍恐口上覚(下知 (丑)(江戸時 不詳 一紙 21.5x30.0 l通 後欠 980179 
役新役願) 代) 破損あり

131-132頁

28(63) 建夫掃除夫書上 不詳(江戸 不詳 一紙 24.0x32.0 l通 前後欠 980180 
時代) 133-134頁

28(64) 達書(上納銀皆済 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 22.7x31.0 l通 後欠 980181 
の件) 時代) 135-136頁

28(65) 達書(鉄砲鍛冶跡 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.7x33.0 I通 後欠 980182 
職・弟子の件) 時代) 137-138頁

28(66) 申渡書(盗人罪科 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 24.0x32.0 l通 後欠 980183 
申付) 時代) 139-140頁

28(67) 達書(磯場出入の 不詳(江戸 都奉行ヵ 一紙 23.2x32.0 l通 破損あり 980184 
件) 時代) 141-142頁

28(68) 申謹書(盗人科料 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.2x32.5 Jj直 後欠 980185 
申付) 時代) 143-144頁

28侭9)達書(触喬薪登り 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.2x31.5 l通 後欠 980186 
方の件) 時代) 145-146頁

28(70) 達書(漕登下知の 不詳(江戸 郡奉行ヵ 一紙 23.2X31.5 l通 後欠 980187 
件) 時代) 147-148頁
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29 奉役文書編2 近代作成 書冊 l冊

29(1) 覚(御巡見使接待 (江戸時代) 御郡奉行(黒 継紙 24.6x 166.5 I通 980188 
用意につき申渡) 11月22日 印)

29(2) 用書(薬代の件問 (江戸時代) 立花三吉 佐伯津右衛 一紙 24.5X33.3 l通 包紙の一部を 980189 
合せ) 12月25日 r， 貼る

29(3) 申渡書(麦取立上 (江戸時代) 不詳 一紙 24.5XI8.7 l通 破損前後欠 980190 
納の件)

29仏) 申渡書写(御船奉 江戸時代5 御郡奉行所 山上半左衛 一紙 24.5 x 20.5 l通 破損 もと書 980191 
行所御用松の件) 月18日 門他l名 冊頁(1枚)

29(5) 書状(差人につき) (江戸時代) 不詳 一紙 24.9X29.0 l通 破損前後欠 980192 

29(6) 口上覚 江戸時代 不詳 一紙 24.2 x24.1 1通 980193 

29(7) 覚(御宿之御雑用 (江戸時代) 不詳 一紙 24.2x32.8 l通 「十一月四月 980194 
入目) 五日迄J も

と長帳頁

29(8) 覚(渡方代銀書上) (江戸時代) 不詳 一紙 21.3X31.4 l通 「御郡足軽茂 980195 
八タ相請特ニ
相成申居候J
もと長帳頁

29(9) 触書写(抜銅禁止) (天明8年4 不詳 一紙 23.0 x 22.8 l通 29(9)，(10)もと 980196 
月23日) 一文書ヵ

29(10) 触書写(抜銅禁止) (天明8年4 不詳 一紙 21.2x21.0 l通 980197 
月23日)

29(11) 村々船割 (江戸時代) 船役中 一紙 23.2 x 30目8 l通 980198 
27日

29(12) 銀子拝借状 (江戸時代) 不詳 一紙 15.3XI9.5 l通 980199 
辰8月10日

29(13) 口上覚(梅野初平 (江戸時代) 自郷下知役中 御郡奉行所 継紙 24.7x88.9 l通 写 980200 
老年につき沙汰 12月 他3名
願)

29(14) 書状(借金利息取 (江戸時代) 玄翼 御父様 継紙 16.2 x 120.3 l通 980201 
立の件) 5月朔日

29(15) 貝鮒村年貢未納分 (江戸時代) 不詳 継紙 24.5 x 33.5 l通 もと書冊頁3 980202 
等書上 +33.8+ 枚延享・宝

17.0+16.7 暦・安永年間
分

29(16) 対馬藩勤王派氏名 (江戸時代) 不詳 継紙 14.2 X59.8 l通 980203 
書上

29(17) 梅野初平三男江島 (明治時代) 不詳 一紙 16.2X36.0 l通 980204 
広右衛門経歴

29(18) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 石田信左衛門 平田宅麿他 一紙 27.7x40.0 l通 後破損平田 980205 
年3月14日 (印) 4名 宅麿、樋口又

左衛門、嶋居
安達、仁位格
兵衛、幾度大
左衛門端裏
書あり

一
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29(19) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 中西覚兵衛 平岡宅麿他 一紙 26.9X40.0 l通 後破損端裏 980206 

年3月14日 (印) 4名 書あり

29(20) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 久平日門兵衛 平田宅麿他 一紙 27.0x38.5 l通 後破損端裏 980207 

年3月10日 (印) 4名 書あり

29(21) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 平川半右衛門 平田宅麿他 一紙 27.7x39.8 l通 後破損端裏 980208 

年3月14日 (印) 4名 書あり

29(22) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 勝目九十郎 平田宅麿他 一紙 27.7x40.5 l通 後破損端裏 980209 
年3月14日 (印) 4名 書あり

29(23) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 鶴岡茂兵衛 平田宅麿他 一紙 26.6 x 39.8 l通 後破損端裏 980210 
年3月14日 (印) 4名 書あり

29(24) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 大束正左衛門 平田宅麿他 一紙 27.0 x 40.0 l通 後破損端裏 980211 
年3月10日 (印) 4名 書あり

29(25) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 三浦鉄之助 平田宅麿他 一紙 27.0X40.5 l通 後破損端裏 980212 
年3月10日 (印) 4名 書あり

29(26) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 浅井奥右衛門 平田宅麿他 一紙 26.5 x 39.5 l通 前破損端裏 980213 
年3月10日 4名 書あり

29(27) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 高雄田宮(印) 平田宅麿他 一紙 27.5X39.5 l通 前破損端裏 980214 
年3月10日 4名 書あり

29(28) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 春田五助(印) 平田宅麿他 一紙 27.0x40.5 l通 前破損端裏 980215 
年3月14日 4名 書あり

29(29) 覚(宗旨改誓紙) 天保3壬辰 信回右兵衛 平田宅麿他 一紙 26.8 x 33.0 1JHi 前破損 980216 
年3月14日 (印) 4名

30 奉役文書綴3 近代作成 書冊 l冊

30(1) 和歌 (江戸時代) 不詳 一紙 25.0x 17.3 l枚 2首 980217 

30(2) 書状 江戸時代 不詳 一紙 14.7X55.7 l通 前後欠 980218 

30(3) 鉄砲方書上 江戸時代 不詳 折紙 23.5 x 30.2 l枚 もと長帳頁 980219 
平松豊蔵以下
13名

30(4) 小豆代・茶代書上 江戸時代 不詳 継紙 14.2x 13.5 l枚 980220 

30(5) 四捨七士懐中状 江戸時代 不詳 一紙 24.5x33.3 l枚 もと書冊頁 980221 
(写)

30(6) 四十七士義士碑 文政2己卯 江戸亀田興井 一紙 24.5 x 33.3 l枚 もと書冊頁明 980222 
(写) 年3月 書広瀬群観 治3年写(久親)

鱗 奥に佐伯氏和
歌あり (3枚)

30(7) 公儀西丸御焼失ニ 天保9戊成 不詳 一紙 24.4x25.7 l枚 980223 
付御加勢被仰付候 年3月
段江戸タ申来ル記

30(8) 公儀達書写(水戸 江戸時代後 不詳 継紙 95.5X 16.7 l枚 インクしみあ 980224 
斉昭永蛍居の件) 期 り

30(9) 公儀触書写(参勤 江戸時代後 不詳 継紙 203.5X 14.6 l枚 前欠文久2 980225 
交替割合など) 期 年触書ヵ

30(10) 信州地震届書写 江戸時代後 不詳 御奉役衆中 一紙 24.8x34.0 l枚 もと書冊(8枚) 980226 
期(4月25日)
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31 奉役文書綴4 近代作成 巻子装 l冊

31(1) 書状(神務につき (江戸時代) 高向二頭大夫 一紙 17.8X46.6 l通 980227 
五十日限の取計の 9月吉田 光済(花押)
依頼)

31(2) 書状(儲蓄麦登せ (江戸時代) 不詳 継紙 16.4X 105.0 l通 後欠ヵ 980228 
方に付郷中の都合 2月22日
等申出るべきこ
と)

31(3) 郡奉行申渡書(八 (江戸時代) 奉役(印)(佐{白 貝鮒、糸瀬、 継紙 21.2 x99.5 l通 はじめ3月11 980229 
郷御預鉄畑、自分 3月17日 津右衛門) 仁位上・下 日付御郡奉行
筒等の持方につ 鑓川、両千 より佐伯津右

き) 尋藻、曽、 衛門殿宛
村々役人中

31(4) 郡奉行達写並櫨仕 (江戸時代) 奉役 不詳 継紙 21.5X 197.0 l通 7月23日付御 980230 
立方定写 8月15日 郡奉行達写お

よび八郷御廻
達の条目(8月
15日付)

31(5) 覚(観音へ御側よ 天保5甲午 不詳 御用人中 一紙 17.8x35.1 ljiJi 980231 
り御寄付の品々の 年5月日
書付)

31(6) 書状(訳宮夫およ (江戸時代) 藤次郎 (小田)伴九 一紙 15.8x52.1 l通 980232 
び貸銀差登せ取計 8月29日 t!~ 
の件)

31(7) 郡奉行達写(杉仕 (江戸時代) 奉役(印)(小田 仁位内蔵助 継紙 22.7x78.2 l通 はじめ5月8日 980233 

立につき仁位・田 7月3日 伴九郎) 、平山源麿、 付御郡奉行よ

-曽三村吟味のこ 梅野縫殿助 り小田伴九郎

と) 殿宛

31(8) 間情之覚(漂流に 嘉永5年 三州渥美郡 和館役々 継紙 24.5x 127.0 l通 980234 

っき和館へ届けら 12月23日 岩松、善吉

れ、種々問答の
写)

31(剖 願書案(娘米詰替 (江戸時代) 郷内在役無 奉役カ 一紙 23.9x29.5 l通 後欠 980235 

の運送御加勢申上 役給人ヵ

度こと)

31(10) 口上覚(仁位村天 (江戸時代) 仁位村給人 一紙 24.5x32.8 1通 控 980236 

神宮神楽殿改建御 8月 仁位孫七

免願)

31(11) 書状(七月小払飯 (江戸時代) 草使芳兵衛 一紙 15.7x49.1 l通 980237 

料麦、差人等の差 6月26日
登せの件)

31(12) 達写(御借銀調方 (江戸時代) 不詳 一紙 24.4X31.3 l通 980238 

につき旨趣諭達す
べきこと)

31(13) 民政判事達写(地 明治3年 民政判事 一紙 21.4x26.9 l通 980239 

方知行召揚の件) 8月14日

31(14) 口上覚(拝領下男 (明治時代) 不詳 一紙 24.4x27.8 IjiJi 980240 

返上の執成願) 3月20日

31(15) 乍恐口上書(頭百 (江戸時代) 百姓貞吉 一紙 23.3X 10.8 l通 綴穴あり 980241 

姓跡代の件) 3月
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番号 名 称、

31(16) 乍恐口上書(居村
肝入跡代りの件)

31(17) 覚(頭百姓伊吉跡
代の件)

31 (18) 卯麦村掛前算用書

31 (19) 小千尋藻掛前算用
書

31(20) 大綱村掛前算用書

31(21) 鑓川村掛前算用書

31(22) 小綱村掛前算用書

31(23) 田村掛前算用書

31(24) 銘村掛前算用書

31(25) 書状(離レ牛ある
につき通達の依
頼)

@宗氏関係

番号 名 称

32 寛冗四年二月宗貞
茂軍立御供人数・
宗将盛代府内合戦
時差出人数書

33 御当家系図

34 宗義智朝鮮出陣御
人数書

35 覚書

@掛幅

名 称

日野大納言書状

3 工芸品

時代

(江戸時代)

(江戸時代)
4月11日

(江戸時代)

(江戸時代)

(江戸時代)

(江戸時代)

(江戸時代)

(江戸時代)

(江戸時代)

(江戸時代)
5月26日

時代

江戸時代中
期

江戸時代中
期

天保11年
10月写

江戸時代

差出・作者

仁位村百姓伊
兵衛

福左衛門

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

差出・作者

不詳

不詳

一宮武三郎

平山忠右衛門

作者

不詳

宛所 品質・形状 法量

上 一紙 24.5X 14.9 

上 一紙 24.3x 14.5 

一紙 24.3xI5.6 

一紙 21.9x32.5 

一紙 24.3 x33.4 

一紙 24.3x32.9 

一紙 24.5x33.3 

一紙 24.5x33.0 

一紙 24.5 x 32.5 

櫛村、佐賀 一紙 24.4X33.5 
村、吉田村、
三根村、御
役人衆中

宛所 品質・形状 法量

巻子装(継 16.1XI56.0 
紙)

巻子装(継 16.0x287.1 
紙)

巻子装(小 12.2xI6.7 
横帳) (28丁)

書冊 23.6xI7.1 
(47丁)

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量

37 梅鉢紋前立付紺糸威二十 江戸時代 不詳 鉄、革、漆塗り 児高18.0
二関阿古陀形児・紺糸威 胴高35.0
素掛欽錆地橋側胴具足
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員数

l通

l通

l枚

l枚

l枚

l枚

l枚

l枚

l枚

l枚

員数

l巻

l巻

l巻

l冊

員数

l領

備 考

綴穴あり

綴穴あり

書綴穴あり

書綴穴あり

書綴穴あり

書綴穴あり

書綴穴あり

書綴穴あり

備 考

32と33の筆跡
同じ

宗家系図(宗義
誠まで)

杉村氏へ伝来
ル之書の写の
又写

もと3冊合本
巡検使

備考

もと折紙

備 考

古具足付、鎧
極あり

備品番号

980243 

980244 

980245 

980246 

980247 

980248 

980249 

980250 

980251 

備品番号

980252 

980253 

980254 

980255 

備品番号

980257 
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

38 黒漆塗梅鉢紋鞍・黒漆塗 寛文2年9月 平尾 鉄、革、漆塗り 前輪高25，0 3点 居木裏墨書銘 980259 
鐙 日 後輪高26，5 「寛文二年九 ~261 

高23，5 月日Jf平尾
(花押)J

39 馬装具一式 江戸時代 不詳 皮製、漆塗り 60，ox35，0 一式箱入札 980262 
(1)朱塗牡丹文泥障 X40，0 1 )点 破損、剥落等 ~269 

(2)力意l対 (最大) 2点 痛み激しい(測
(3)馬艶 l点 定不能多) 紐
(4)下鞍 1)点 っき
(5)面懸 1)点
(6)胸懸 l点
(7)鰍 l点

40 陣笠 江戸時代 不詳 木製、黒漆塗 長径35，5 l頭 980270 

41 四日結金紋入挟箱 江戸時代 不詳 黒漆塗、金泥、 36，5X54，5 l領 宗氏の裏紋の 980271 
金具付 X32，5 四目結の金紋

入

42 武家装束 江戸時代 不詳 染織、麻、絹、 980272 
(1)梅野家紋袴 雌子、鹿皮 78，Ox70，0 l点 ~286 

(2)宗家紋袴 150，ox69，0 l点
(3)無紋袴 89，Ox56，0 2点
(4)白袴 89，ox58，0 l点
(5)白直垂下着 70，Ox200，0 1点
(6)梅野家紋袴 75，OX71.0 5点
(7)梅野家紋雄子持 75，0 x 71.0 1点
(8)他家紋持 70，OX75，5 l点
(9)宗家紋帳子持 70，ox70，0 l点
(Jω鹿皮製陣羽織 136，5x 104，0 l点

43 梅鉢紋流旗・梅鉢紋認識 江戸時代 不詳 羅紗・布 158，5X 17，0 2)点 980287 
司E軍て 47，5X7，3 ~288 

4 絵画

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

44 秋景鹿図 江戸時代 不詳 絹本着色 109，2x40.4 11隔 紙箱入り 980289 
掛幅装

45 龍図 江戸時代 不詳 絹本着色 109，2X40.4 2面 布袋入り、修理前は 980290 
額装 掛幅装 ~291 

46 竹図 江戸時代 宗重望(星石) 紙本着色 131.3x30，3 6幅 紙箱入り 980292 
掛幅装 ~297 

47 富士山図 明治時代 宗重正(義達) 絹本着色 126，9X55.4 l幅 桐箱入り 980298 
掛幅装

48 白鷹図 明治時代 宗義達(重正) 絹本墨画 90，Ox34，8 l幅 紙箱入り 980299 
掛幅装

49 富士図 近代 不詳 紙本墨画 127，7X56.4 l幅 980300 
掛幅装

50 福禄寿図 明治時代 宗重正 紙本墨画淡
彩掛幅装

115，2X41.3 l幅 桐箱入り 980301 
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5 書跡

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

51 沼南先生書 近代 沼南(島田二 紙本墨書 31.8X47.2 l幅 紙箱入り、島田二郎は 980302 
郎) 掛幅装 衆議院議長

扇面

52 百練先生書 近代 百練 紙本墨書 137.9x32.4 l幅 紙箱入り 980303 
掛幅装

53 露軒先生書 近代 露軒 紙本墨書 133.0x32.4 l幅 紙箱入り 980304 
掛幅装

54 義和君書 近代 義和君 紙本墨書 127.4x30.8 l幅 紙箱入り、義和君は朝 980305 
掛幅装 鮮国王李氏の兄弟

55 宗武志書 昭和時代 ，刀'"才，!二o:;主ー叫+Zで;. 紙本墨書 133.8X33.4 l幅 紙箱入り 980306 
掛幅装

56 佐藤一翁二行書 近代 佐藤一翁 紙本墨書 134.5x28.9 l幅 紙箱入り 980307 
掛幅装

57 書「寿福j 近代 不詳 紙本墨書 39.5 x 60.5 l幅 980308 
掛幅装

58 浜口雄幸書 近代 浜口雄幸 紙本墨書 141.2x36.8 l幅 紙箱入り 980309 
掛幅装

59 宗義功書 近代 宗義功 紙本墨書 127.0x32.8 l幅 紙箱入り 980310 
掛幅装

60 宗義達書「長養j 明治時代 宗義遥 紙本墨書 66.9x40.4 l幅 桐箱入り 980311 
掛幅装

61 宗武志他書 昭和30年 下村海南他4 紙本墨書 縦24.1 l巻 980312 
5月 名 巻子装

6 地図

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

62 日本図 江戸時代中期 岡田自省軒書馬淵自藁 色刷、淡彩 77.5X 124.5 l幅 980313 
軒画 掛幅装

63 地球万国方図 嘉永四年 不詳 色刷、淡彩 80.5x 132.0 l幅 980314 
掛幅装

7 近代資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

64 梅野初貫辞令綴 1 巻子装 l巻

64(1) 辞令(第30大区千尋藻 明治11年5月2日 梅野初貧あて 墨書 17.7X27.5 1jj!i 980315 
村小頭)

64(2) 辞令(2年間当部内公 明治13年12月 下豚郡任位部公立小 墨書 18.3x24.4 l通 980316 
立小学校授業ノ任ニ 学校より梅野初寅あ
堪ユル事保認ス) て

64(3) 辞令(曽村以下10ヶ村 明治16年|日5月21 戸長より下豚郡曽村 墨書 15.3X23.0 l通
衛生委員) 日 士族梅野初貫あて

-186-



寄託資料 1.梅野初平資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

64(4) 辞令(和坂村外10村連 明治20年9月25日 戸長小宮貫ーより梅 墨書 20.0x30.8 l通 980318 
合会議長) 野初貫あて

64(5) 辞令(臨時上勝郡下勝、 明治21年4月15日 長崎県島司北原雅長 罫紙墨書 24.1 X20.6 l通 980319 
郡惣町村連合会議長) より4番議員梅野初

賓あて

64(6) 卒業証(春期養蚕伝 明治21年6月5日 長崎県南高来郡島原 墨書 29.6x27.6 l通 980320 
習) 村養蚕教師酒井政速

より梅野初賞あて

64(7) 辞令(21年度臨時両郡 明治22年2月20日 長崎県島司北原雅長 罫紙墨書 23.9X 19.6 l通 980321 
総町村会及22年度通 より4番議員梅野初
常会議長) 賓あて

64(8) 通知書(県会議員補欠 明治22年4月17日 対馬島庁第l課より 罫紙墨書 23.9X 16.0 l通 980322 
員当撰通知ヨリ期限 梅野初賓あて
内ニ承諾書提出ノ事)

64(9) 通知書(島唄徴兵参事 明治22年4月20日 長崎県島司北原雅長 罫紙墨書 24.0x 19.8 l通 980323 
員当選) 代理長崎県警部井手

精五郎より梅野初賓
あて

64(10) 通知書(島唄徴兵参事 明治22年4月20日 対馬島庁第l課より 罫紙墨書 23.8x 16.9 l通 980324 
員当選ヨリ期限内ニ 梅野初質あて

承諾届提出ノ事)

64(11) 通知書(徴兵参事員継 明治23年7月7日 長崎県対馬島庁より 罫紙墨書 24.2X 16.2 l通 980325 
続者之当範) 梅野初賞あて

64(12) 当撰状(和坂村外10村 明治23年8月2日 戸長島村成達より梅 罫紙墨書 23.8xI7.0 l通 980326 
連合村会議員) 野初貫あて

64(13) 委嘱状(私立学校設立 明治23年12月l日 私立学校設立事務所 墨書 22.4 x 28.4 l通 980327 
ニ付地方奨励委員) より梅野初賞あて

64(14) 出頭命令書(徴兵署開 明治25年5月3日 対馬島庁より梅野初 墨書 24.2x 16.1 1~ 980328 
設ノ件) 貫あて

64(15) 辞令(警備隊区徴兵参 明治25年5月3日 対馬島庁より梅野初 墨書 22.4X29.9 l通 980329 
事員) 貫あて

64(16) 辞令(明治26年度通常 明治26年3月26日 長崎県対馬島司松永 墨書 19.5x25.9 i通 980330 
上下勝両郡連合総町 正敏より7番議員梅

村会議長) 野初貫あて

64(17) 辞令(和坂村外10村村 明治27年5月15日 和坂村外10村戸長代 墨書 19.4x26.4 l通 980331 
会議長) 理葦生島居弾十郎よ

り7番議員梅野初貫
あて

64(18) 通知書(本月 14日認可 明治27年12月18日 長崎県会議長帆足集 青焼墨書 24.3x31.8 l通 封筒あり 980332 
アル7ヶ条〈予算)) 太郎より7番議員梅

野初質あて

64(19) 辞令(和坂村外10村連 明治28年7月18日 和坂村外10村戸長西 墨書 20.0X22.3 l通 980333 
合村会議長) 山大次郎より梅野初

賞あて

64(20) 辞令(臨時連合村会議 明治29年2月9日 和坂村外10村戸長役 墨書 24.3x 18.6 l通 980334 
長) 所より梅野初質あて

64(21) 通知書(両郡総町村会 明治29年2月10日 和坂村外10村戸長役 墨書 16.7x28.3 Jj直 980335 
議員当撰) 所より梅野初貫あて
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番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

64(22) 通知書(和坂村外30村 明治29年3月14日 和坂村外30村連合山 墨書 19.6X26.4 l通 980336 
連合山林組合会議員 林組合組長西山大次

当撰) 郎より梅野初貫あて

64(23) 辞令(両郡早朝村会議 明治29年3月20日 和坂村外10村戸長西 墨書 18.6x25.0 l通 980337 
員) 山大次郎より梅野初

貰あて

64(24) 辞令(和坂村外10村連 明治29年4月l日 和坂村外10村戸長西 墨書 18.7X24.0 l通 980338 
合村会議員) 山大次郎より梅野初

貫あて

64(25) 辞令(和坂村外10村臨 明治29年4月27日 和坂村外10村戸長西 墨書 19.7x26.6 l通 980339 
時村会議長) 山大次郎より梅野初

賓あて

64(26) 辞令(対馬警備隊区徴 明治29年5月22日 長崎県対馬島庁より 墨書 19.4X25.6 l通 封筒あり 980340 
兵参事員) 和坂村外10村連合村

会議員梅野初賓あて

64(27) 通知書(辞令請書提出 明治29年5月22日 長崎県対馬島庁より 罫紙墨書 24.1 x 16.1 l通 封筒あり 980341 
願) 和坂村外10村連合村

会議員梅野初質あて

65 梅野初賓辞令綴2 巻子装 l巻

65(1) 辞令(和坂村外30村民 明治29年5月28日 和坂村外30村民有山 墨書 17.9X24.2 l通 980342 
有山林組合通常会議 林組合組長西山大次

長) 郎より梅野初貫あて

65(2) 辞令(第l回上下勝郡 明治29年7月13日 第l回上下勝、郡内総 墨書 22.7x30.3 l通 980343 
内総町村連合品評会 町村連合品評会事務

事務委員嘱託) 長出石猷彦より梅野
初賓あて

65(3) 辞令(和坂村外10村連 明治30年2月5日 和坂村外10村戸長西 墨書 21.5x26.8 l通 980344 
合村会技量) 山大次郎より村会議

員梅野初貫あて

65(4) 辞令(連合村会議長) 明治30年5月18日 和坂村外10村戸長日 墨書 18.4x26.2 l通 980345 
高光太郎より議員梅
野初質あて

65(5) 辞令(和坂村外10村民 明治30年8月14日 和坂村外10村民有山 墨書 21.5 x 28.1 l通 980346 
有山林組合取締井事 林組合事務所より梅

務員) 野初賓あて

65(6) 辞令(第2回上下麻郡 明治30年8月29日 品評会事務長原田謙 墨書 19.2X25.4 l通 980347 
内総町村連合水陸産 吾より梅野初貫あて

物品評会出品ノ審査

員嘱託)

65(7) 辞令(第2回上下勝郡 明治30年8月29日 上下勝郡内総町村連 墨書 19.1 x25.5 l通 980348 
内総町村連合水陸産 合晶評会より梅野初
物品評会事務員嘱託) 賓あて

65(8) 辞令(第3回上下豚郡 明治31年4月18日 長崎県対馬島司原田 墨書 19.4x25.8 l通 980349 
内総町村連合水陸産 謙吾より梅野初賓あ
物品評会事務員嘱託) て

65(9) 辞令(第3回上下蘇郡 明治31年9月9日 品評会事務長原田謙 墨書 19.4x25.6 l通 980350 
内総町村連合水陸産 吾より梅野初貫あて

物品評会農産部審査
員嘱託)
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65(10) 当選状(長崎県対馬勧 明治31年10月4日 長崎県対馬勧業会頭 罫紙墨書 24.2 x20.3 l通 980351 
業会常議員) 原田謙吾より梅野初

貫あて

65(11) 当選状(第10回九州沖 明治31年10月4日 長崎県対馬勧業会頭 罫紙墨書 24.1 X20.4 i通 980352 
縄連合共進会出品下 原因謙吾より梅野初
県議郡総代) 貫あて

65(12) 当選状(上下豚両郡連 明治31年10月22日 和坂村外10村戸長梅 墨書 16目4x23目6 l通 980353 
合総町村会議員) 野清コ郎より和坂村

外10村連合村会議員
梅野初賓あて

65(13) 辞令合(和村坂会村議外長lO)村臨 明治32年l月6日 和坂村外10村戸長梅 墨書 20.0x27.7 l通 980354 
時速 野清三郎より議員梅

野初賓あて

65(14) 辞令(対馬警備隊区徴 明治32年5月3日 対馬島庁より下豚郡 墨書 19.4X25.4 l通 980355 
兵参事員) 平日坂村外10村連合会

議員梅野初賞あて

65(15) 辞令(第4回上下勝両 明治32年8月9日 対馬島司田口政五郎 罫紙墨書 25.3 x 19.5 l通 980356 
郡内総町村連合水陸 より梅野初貫あて

産物品評会町村事務
委員嘱託)

65(16) 辞令(第4回上下豚両 明治32年9月20日 対馬島司田口政五郎 罫紙墨書 25.8x 19.6 l通 980357 
郡総町村連合水陸産 より梅野初賓あて

物品評会町村審査員
嘱託)

65(17) 辞令(明治33年度和坂 明治33年3月9日 和坂村外10村戸長梅 墨書 19.8x23.4 l通 980358 
村外10村通常連合村 野清三郎より梅野初

会議長) 貫あて

65(18) 辞令(臨時村会議長) 明治33年11月2日 和坂村外10村戸長横 罫紙墨書 24.0X 16.0 l通 980359 
瀬源爾より梅野初賞
あて

65(19) 当選状(和坂村外10村 明治34年5月15日 和坂村10村戸長役所 墨書 19.6x26.8 l通 980360 
連合村会議員) より梅野初賓あて

65(20) 辞令(和坂村外10村連 明治34年7月3日 和坂村10村戸長横瀬 墨書 19.6x26.7 l通 980361 
合臨時村会議長) 源爾より村会議員梅

野初賓あて

65(21) 通知状(和坂村外10村 明治35年8月31日 和坂村外10村村農会 罫紙墨書 29.4 x 16.3 l通 980362 
農会長当撰) より権野初貫あて

65(22) 当選状(和坂村外10村 明治35年8月31日 和坂村外10村村農会 墨書 19.2x25.3 l通 980363 
農会長当撰) より梅野初貫あて

65(23) 書簡(総選挙ニ当撰の 明治35年9月8日 推算同志会長伯爵吉 墨書 18.0X48.4 l通 980364 
祝意) 井幸蔵より梅野初貫

あて

65(24) 衆議院議員当選証書 明治36年3月19日 長崎県知事荒川義太 墨書 18.8x24目8 l通 980365 
(対馬選挙区) 郎より梅野初賞あて

65(25) 辞令(和坂村外10村連 明治36年4月10日 戸長井磐築より梅野 墨書 18.7X24.6 l通 980366 
合村会議長) 初貿あて

65(26) 衆議院議員当選証書 明治37年3月8日 長崎県知事荒川義太 墨書 20.2 x 16.3 l通 封筒あり 980367 
(対馬選挙区) 郎より梅野初貫あて
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65(27) 通知状(当選証書受領 明治37年3月8日 長崎県書記官馬淵鏡 青焼墨書 24.1 x 19.2 l通 封筒あり 980368 
証提出願) 太郎より梅野初賓あ

て

65(28) 通知状(衆議院事務局 明治37年3月8日 長崎県書記官馬淵鏡 青焼墨書 24.2X31.6 l通 封筒あり 980369 
へ履歴書提出願) 太郎より梅野初貰あ

て

66 梅野初賓辞令綴3 巻子装 l巻

66(1) 下賜状(憲法発布ニ付 明治22年2月11日 長崎県より士族梅野 印刷墨書 22.3X28.1 l通 980370 
養老ノ為金50銭) 初賓祖母房あて

66(2) 書簡(天長節ニ付夜会 明治22年10月21日 日下義雄より梅野初 印刷墨書 15.0X 10.2 l通 980371 
ノ案内) 質問夫人あて

66(3) 下賜状(天皇・皇后結 明治27年3月9日 長崎県より初賞祖母 印刷墨書 22.3X28.3 l通 980372 
婚25年ニ付養老ノ為 梅野ふさあて

金50銭)

66(4) 第4囲内国勧業博覧 明治28年l月 総裁子爵佐野常民他 印刷墨書 21.0X60.5 l通 980373 
会鎮西出品教会名誉 2名より梅野初賓あ
会員之証 て

66(5) 辞令(農作改良ノ為麦 明治28年3月8日 長崎県対馬嶋庁より 罫紙墨書 25.9x 19.4 l通 980374 
試作ノ担任嘱託) 梅野初賓あて

66(6) 書簡(柑橘会評議員承 明治28年12月27日 長崎県柑橘会会長大 青焼墨書 19.4x27.5 l通 980375 
諾願) 森鐙ーより梅野初貫

あて

66(7) 書簡(九州沖縄八県教 明治30年2月20日 九州沖縄八県教育大 罫紙墨書 25.4x20.8 l通 980376 
育大会出席願) 会長大森鐙ーより県

会議員梅野初賓あて

66(8) 感謝状旧本赤十字社 明治31年12月15日 日本赤十字社長崎支 印刷墨書 22.4x28.2 l通
支部協賛委員) 部副会長田中隆三よ

り梅野初貫あて

66(9) 通知状(大演習後ノ宴 (明治)12月27日 長崎県知事官房より 罫紙墨書 24.0X 16.0 l通 980378 
会招待状宮内省ヨリ 梅野初貫あて
到達)

66(10) 招待状(大演習後熊本 明治35年11月3日 宮内大臣より衆議院 印刷 19.4X 13.3 l通 980379 
ニ砂ケル宴会) 議員梅野初賓あて

66(11) 書簡(勧業博覧会観覧 明治40年5月l日 日本美術協会会員伯 印刷墨書 16.6X 10.4 l通 980380 
案内) 爵土方久元より梅野

初質あて

66(12) 書簡(歩兵第48連隊内 明治40年12月14日 第18獅団長木村有恒 印刷墨書 15.4X 10.0 l通 980381 
久留米借行社ニテ祝 より衆議院議員梅野
賀案内) 初賞あて

66(13) 書簡(憲政20年記念会 明治41年2月3日 公爵伊藤博文より衆 印刷 16.6X 10.5 l通 980382 
案内) 議院議員梅野初賓あ

て

66(14) 書簡(宴会案内) (明治)3月17日 宗家家族より麹町区 墨書 18.0X46.5 l通 封筒あり 980383 
梅野初賓あて

66(15) 書簡(華族会館ニテ晩 (明治)2月16日 伯爵大村純雄外7名 墨書 17.6x41.3 l通 980384 
餐案内) より梅野初賓あて
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66(16) 褒状(乙宮尋常小学校 大正元年9月17日 長崎県知事安藤謙介 印刷墨書 22.6 x30.4 l通 980385 
建築費トシテ金37円 より梅野初賓あて
寄付)

66(17) 書簡(立憲同志会ニ尽 大正2年11月4日 立憲同志会常務員よ ガリ版刷 23.8x22.9 l通 封筒あり 980386 
力依頼) り対馬国二位村梅野

初賓あて

66(18) 通知状(大饗第一ノ儀 大正4年11月l日 宮内大臣男爵波多野 印刷墨書 18.9X 13.1 1J国 980387 
ニ付饗鰻ヲ賜lレ) 敬直より梅野初貫あ

て

66(19) 書簡(宮崎市ニテ民政 昭和3年9月30日 立憲民政党宮崎県支 印刷 14.2X8.5 l通 封筒あり 980388 
党九州大会開催列席 部より梅野初賓あて

案内)

66(20) 書簡(第6回九州連合 昭和3年9月21日 第6回九州連合畜産 印刷 15.2 x9.7 l通 980389 
畜産共進会開催後宴 共進会共産会富永鴻

会ニテ長崎舞踊観覧 より梅野初賓あて

案内)

66(21) 書簡(第6回九州連合 昭和3年9月21日 第6回九州連合畜産 印刷 15.4 x 9.6 l通 980390 
畜産共進会出席案内) 共進会長伊東喜八郎

より梅野初貫あて

66(22) 書簡(第6回九州連合 昭和3年9月21日 長崎県知事伊東喜八 印刷 15.3x9.6 l通 980391 
畜産共進会褒賞式後 郎より梅野初賓あて

宴会出席案内)

66(23) 推薦状(立憲民政党長 昭和7年10月l日 立憲民政党総裁若槻 印刷墨書 25.4 x 39.4 1通 980392 
崎県支部顧問) 趨次郎外l名より梅

野初貫あて

66(24) 辞令(国民同盟準備委 昭和7年12月 国民同盟準備委員長 印刷墨書 25.8X34.6 l通 980393 
員嘱託) 安達謙蔵より梅野初

貫あて

66(25) 書簡(宗氏揮事送付ニ 昭和12年3月5日 宗伯爵家執事より梅 ガリ版刷 23.9xI7.9 l通 封筒あり 980394 
付受納) 野初賞あて

66(26) 書簡(送付ノ宗氏揮毒 昭和12年3月12日 梅野初賓より宗伯爵 墨書 19.0x37.8 l通 980395 
受納) 家執事あて

66(27) 書簡(第4回全国憲政 昭和16年3月11日 憲政功労者慰霊会よ 印刷墨書 15.3x20.2 l通 980396 
功労者慰霊祭案内) り梅野初賓遺族あて

67 梅野初賓辞令綴4 巻子装 1巻

67(1) 覚(仁位小学校・千尋 明治13年12月 嘱者仁位琢磨・被嘱 罫紙墨書 23.6 x 30.6 l通 l枚 980397 
-藻分校ノ教授ノ責 者梅野初質他より上

について) 下l縁部長相良正樹あ
て

67(2) 覚(相良正樹ノ認可ヲ 明治13年12月 下勝郡仁位郡学務委 罫紙墨書 23.6 x30.6 l通 2枚 980398 
得テ諾約スyレ6ヶ条) 員・嘱者仁位琢磨・

被l偶者梅野初貫他

67(3) 辞令(村会議員ノ交 明治16年11月15日 戸長より曾村外10ヶ 墨書 15.2x21.6 l通 980399 
代) 村衛生委員・曾村保

長梅野初貫あて

67(4) 通知状(臨時両郡惣町 明治22年2月12日 和板村外10ヶ村戸長 罫紙墨書 23.8x32.7 l通 980400 
村連合会開設他出頭 島村成逮より両郡惣

ノ有無確認) 町村連合会議員梅野
初賓あて
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67(5) 言渡案(明治20年大蔵 明治22年6月25日 厳原警察署・長崎県 罫紙墨書 24.4X32.0 l通 980401 
省令違犯ノ告発アル 警部補野田耕夫より

モ無罪) 下脈郡曾村士族農業
梅野初賞あて

67(6) 通知状(県会議員撰挙 明治23年l月14日 長崎県島司代理長崎 罫紙墨書 24.0x 16.0 l通 980402 
立会人ニ撰定) 県警部井出精五郎よ

り曾村梅野初賞あて

67(7) 明治25年度決算報告 明治26年5月7日 対馬士族共立授産所 罫紙墨書 23.6x81.2 l通 3枚 980403 
書 より和板部梅野初賞

あて

67(8) 通知状(重堅・産婆死 明治27年l月10日 尾崎延太郎より梅野 罫紙墨書 24.4xI7.0 l通 980404 
去ニ付従三位様へ菓 初賓・梅野大助あて

子料金l円献上)

67(9) 辞令(下勝郡和板村外 明治28年7月27日 長崎県対馬島庁より 墨書 19.2 x 25.5 1通 980405 
10村学務委員) 梅野初貫あて

67(10) 褒状(日清戦争ニ付麦 明治29年l月7日 長崎県対馬島司中岡 印刷墨書 27.2X 19.3 l通 980406 
5升箪人華族へ恵与) 黙より下鯨郡曾村士

族梅野初貫あて

67(11) 褒状(第l回両郡連合 明治29年9月 品評会事務長出石猷 ガリ版刷 19.4X 12.6 l通 封筒あり 980407 
水陸産品評会に際し より事務委員梅野初 墨書

て) 賓あて

67(12) 書簡(長崎港湾改良に 明治29年9月3日 長崎港湾改良同志会 印刷墨書 19.4x25.7 l通 980408 
ついての祝宴案内) 幹事家永芳彦他4名

より梅野初貫あて

67 書簡(黄海海戦の祝捷 (明治)34年9月10日 竹敷要港部将校同相 ガリ版刷 24.4X34.9 l通 980409 
(13・1)会案内) 当官より梅野初賓あ

て

67 明治34年9月17日祝 明治34年9月10日 不詳 ガリ版刷 24.4x34.9 l枚 980410 
(13-2) 捷会遊技表

67(14) 通知状(相橋会会長に 明治30年5月2日 長崎県相橘会幹事よ 青焼墨書 18.8x26.6 l通 封筒あり 980411 
小松原英太郎ヲ推撰) り柑橘会評議員梅野

初賞あて

67(15) 書簡(陸軍砲兵大佐・ 明治30年10月19日 出石猷彦より梅野初 墨書 17.8x40.6 l通 封筒あり 980412 
砲兵第11連隊長に補 賞あて
されるに当たり礼状)

67(16) 辞令(願ニ依リ和板村 明治30年11月22日 和板村外10村民有山 墨書 21.1 x29.0 l通 980413 
外10村民有山林組合 林組合事務所より梅
取締井事務委員ヲ免 野初質あて
ズ)

67 書簡(当連隊軍旗授与 明治31年3月19日 歩兵第46連隊長中村 印刷墨書 18.1xI3.1 l通 封筒あり 980414 
(17・1)式及び祝宴により来 覚より梅野初賓あて

営案内状)

67 兵営・病院縦覧証 (明治31年)3月19日 歩兵第46連隊 印刷 1O.8x7.4 l枚 980415 
(17-2) 

67(18) 書簡(郡内総町村連合 明治31年9月19日 対馬島司原田謙吾よ ガリ版刷 19.4x25.6 l通 980416 
水陸産物品評会出席 り県会議員梅野初賓 墨書
案内) あて
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67(19) 辞令(協賛委員ノ委嘱 明治31年12月15日 日本赤十字社長崎支 墨書 22.3 X28.6 l通 980417 
ヲ解ク) 部副長田中隆三より

梅野初賓あて

67(20) 通知状(別紙辞令送付 明治32年5月3日 長崎県対馬烏庁より 墨書 24.2 x 15.2 l:ii!! 980418 
ニ付請書提出) 和板村外10村連合会

議員梅野初貫あて

67(21) 書簡(長崎港湾改良に 明治37年10月29日 長崎市長横山寅一郎 墨書 19.5X59.0 l通 封筒あり 980419 
尽力により礼状) より梅野初賞あて

67(22) 辞令(明治34年度第2 明治34年11月17日 和板村外10村戸長井 墨書 19.1 X26.7 l通 980420 
回臨時連合村会議長) 磐築より梅野初貫あ

て

68 梅野初賓辞令綴5 巻子装 l巻

68(1) 申願状(小学校教員免 明治30年2月l日 和板村外10村戸長西 罫紙墨書 23.8 x 15.4 l通 980421 
許状更新願添書) 山大次郎より長崎県

対馬島司出石猷彦あ
て

68(2) 書簡(元冠紀念碑義摘 明治22年8月7日 元冠紀念碑建設事務 印刷墨書 24.0 x 39.5 l通 980422 
金願) 長崎出張所他より梅

野初賞あて

68(3) 郵便葉書 (明治)2月15日消印 長崎県会議員梅野初 印刷墨書 14.0x8.6 l通 980423 
貫あて

68(4) 通知状(22年度地方税 明治22年8月18日 長崎県会議長志波三 印刷 20.9X 14.1 l通 封筒あり 980424 
収入・支出議案ハ原 九郎より長崎県会議

案ノ通リ施行) 員あて

68(5) 書簡(ポルトガル皇帝 明治22年10月24日 日下義雄より梅野初 印刷墨書 14.5x22.2 l通 980425 
崩御により天長節夜 貫・同令夫人あて

会見合セ)

68(6) 書簡(第l回卒業証書 明治22年11月21日 医学部長吉田健康よ 印刷墨書 15.2xll.l l通 980426 
授与式他出席案内状) り悔野初貰・同令夫

人あて

68(7) 書簡(日本学部卒業証 明治28年12月6日 第五高等学校医学部 印刷墨書 15.1Xll.l l通 980427 
書授与式他出席案内 主事吉田健康より長

状) 崎県県会議員梅野初

賓あて

68(8) 封筒 明治27年l月22日 東京牛込早稲田大隈 墨書 20.8X 15.6 l 通 980428 
消印 家執事より対馬国曾

村梅野初貫あて

68(9・1) 長崎県有志教育会規 明治26年11月修正 長崎県有志教育会ヵ 印刷 24.0 x31.2 l枚 封筒あり 980429 
員リ

68(9-2) 入会届 明治28年12月6日 長崎県有志、教育会長 青焼 24.0XI6.5 l:ii!! 未記入 980430 
大森鐙ーあて

68(10) 通知状(学友会閉会式 明治28年12月5日 長崎県尋常中学校長 青焼墨書 16.8x28.5 l通 980431 
及撃剣井ニ柔道ノ試 百尾喬利より梅野初

合奨励の為列席案内) 貫あて

68(11) 通知状(学友会々員ノ 明治29年12月3日 長崎県尋常中学校学 青焼墨書 21.4x26.8 l通 980432 
撃剣・柔道試合奨励 友会より梅野初賓あ

ノ為ノ列席案内) て
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68(12) 通知状旧本赤十字社 明治29年7月20日 日本赤十字社長崎支 青焼 24.9x 16.8 l通 980433 
支部協賛委員嘱託) 部より梅野初質あて

68(13) 封筒(当選状) (明治)10月8日消印 長崎県より梅野初賞

あて

墨書 22.1 x 18.6 l通 980434 

68 封紙 (明治時代) 水野勝致より梅野初 墨書 25.3 x 33.0 1通 980435 
(14-1) 質あて

68 書簡(徴兵法釈義l巻 (明治)6月9日 不詳 墨書 17.5x22.0 l通 980436 
(14-2) の件)

68(15) 書簡(長崎港湾改良工 明治30年10月12日 長崎市参事会・市長 印刷墨書 17.9xI2.6 l通 980437 
事起工式ニ列席案内) 横山寅一郎より梅野

初賓あて

68(16) 書簡(本学創立紀念ト 明治31年l月8日 京都帝国大学総長木 印刷墨書 24.8x 33.0 l通 封筒あり 980438 
シテ書籍文書標本寄 下康次より長崎県会
贈願) 議員梅野初貰あて

68(17) 長崎県柑橘会々則(全 (明治時代) 長崎県柑橘会より梅 印刷 24.2 x31.3 l通 980439 
14条) 野初賞あて

68(18) 書簡(海員披済会に加 明治31年5月20日 日本海員披演会長崎 印刷墨書 18.7x26.0 l通 封筒あり 980440 
入勧誘) 支部委員長小松原英

太郎より梅野初貫あ
て

68(19) 書簡(長崎市製茶品評 明治31年6月4日 長崎市茶業組合組長 印刷墨書 17.9X25.1 l通 封筒あり 980441 
会及び褒賞授与式開 溝口文吉・岡市貿易
催列席案内) 茶業組合組長城後定

吉より県会議員梅野
初貰あて

68 書簡(長崎県実業会員 明治32年4月8日 松田源五郎・中倉万 青焼 23.8x 19.0 l通 980442 
(20-1) 勧誘) 次郎より梅野初貫あ

て

68 実業委員名簿(メ28 明治32年4月8日 不詳 青焼 23.8X 19.0 l通 980443 
(20-2) 名)

68 書簡(幹事長・幹事の 明治32年4月12日 長崎県実業界より各 青焼墨書 23.8 x 28.3 1~ 封筒あり 980444 
(20-3) 承諾願) 位あて

68(21) 通知状(五島中学校開 明治33年5月12日 長崎県五島中学校長 墨書 19.0x39.8 l通 980445 
校式列席案内) 志田貞三より県会議

員梅野初貫あて

68(22) 通知状(通常県会開会 明治33年11月13日 内務部長書記官馬淵 青焼 13.9x9.1 l通 980446 
ニ付県会議事院へ参 鋭太郎より県会議員
集) 梅野初賓あて

68 書簡(祝捷会ヲ兼而竹 明治35年10月29日 竹敷要港部司令官片 印刷墨書 13.4X 10.4 l通 封簡あり 980447 
(23・1) 敷海軍修理工場開場 岡七郎より代議士梅

式列席案内) 野初賓あて

68 次第書(祝捷会ヲ兼而 明治35年10月19日 竹敷要港部ヵ 印刷 13.4X 10.2 l通 980448 
(23・2)竹敷海軍修理工場開

場式)

68(24) 受領書・承諾書草案 明治36年3月15日 梅野初賓より長崎県 罫紙墨書 24.0 x 35.1 l通 関連する 980449 
(明治36年3月10日付 知事荒川義太郎あて 封筒2点あ
衆議院議員当撰告知 り
書)

---'-ーーー
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68(25) 通告状(対馬同舟会は 明治37年l月23日 対馬同舟会会頭浦田 印刷 8.9X 13.6 Jj直 980450 
前代議士梅野初賓を 弘毅他3名
衆議院議員候補者に
撰定)

68(26) 書簡(上野精養軒ニ珍 (明治)1月27日 荒川義太郎より梅野 墨書 17.2x40.8 1通 封筒あり 980451 
テ晩餐会列席案内) 初賓あて

68(27) 書簡(松ノ森富貴楼晩 (明治)II月28日 荒川義太郎より梅野 印刷墨書 14目4x10目4 l通 980452 
餐列席案内) 初貫あて

68(28) 書簡(築地香軒ニ珍テ (明治)2月2日 荒川義太郎より梅野 墨書 17.6x45.0 l通 封筒あり 980453 
会食列席案内) 初貫あて

69 梅野初質文書綴 巻子装 l巻

69(1) 諭達(士族授産ノ儀ニ 明治17年II月29日 不詳 罫紙墨書 24.0x31.4 l通 980454 
付漁業・製糸・製陶
ノ伝習所ヲ開設ス)

69(2) 家督相続ニ付地券御 明治20年7月22日 梅野益太郎・梅野初 罫紙墨書 23.1 x45.2 lji!! 2枚 980455 
書換願(6箇所) 賞・戸長小宮貫二よ

り長崎県島司北原雅
長あて

69(3-I) 通達状(収税属後藤幹 明治21年4月15日 長崎県島司北原雅長 罫紙墨書 23.3 x 15.2 l通 980456 
-未松藤ヲ代理トシ より議長梅野初賞あ
テ議場ニ出席) て

69(3-2) 議定書(臨時両郡総町 明治21年4月16日 臨時両郡総町村連合 罫紙墨書 23.3 x 16.0 l通 980457 
村連合会費収支予算 会議長梅野初寅より
徴収規則その他) 長崎県島司北原雅長

あて

69(4) 士族授産製糸陶器製 明治22年8月l日 早固定祥他9名 罫紙墨書 23.6 X64.4 l通 2枚 980458 
造伝習所事業及附帯
ノ金員拝借願

69(5) 地所売買ニ付登記願 明治22年 上県郡売渡人扇忠太 墨書 24.1 x 15.1 l通 980459 
郎より下県郡買受人
梅野初貫あて

69(6) 士族授産事業監督之 明治23年3月13日 成瀬志外7名連印・ 罫紙墨書 24.0x31.4 l通 980460 
義ニ願 戸長蔵瀬清彦あて

69(7) 願出書(病院ノ補助増 明治26年3月24日 私立海隅病院長古森泰 罫紙墨書 25.0 x 38.4 l通 980461 
額井病室建築ノ儀) より上下県郡総町村連

合会議員各位あて

69(8) 認可状(明治26年度両 明治26年3月29日 対馬島司松永正敏・ 罫紙墨書 24.3X 16.4 l通 980462 
郡総町村会ノ評決ニ 両軍連合惣町村会議

係収支予算報告書) 長より梅野初貫あて

69(9) 示談書(当社安堵尽 明治27年3月 県社小茂田浜神社調 罫紙墨書 23.6x93.6 l通 3枚 980463 
力) 官平田尚吉他l名よ

り梅野初貫あて

69(10) 通知状(小茂田浜神社 (明治)1日5月22日 小茂田浜神社々務所 墨書 16.0X23.8 l通 980464 
及同時戦死兵贈位誇 内贈位請願事務所根

願之件について) 緒三郎より日高光太
郎・梅野初賓あて

69 対馬島庁令(対馬品評 明治29年7月16日 品評会事務委員長・ 罫紙墨書 24.1 x 15.9 l通 980465 
(11・I)会事務局委員につい 島庁書記加藤則有よ

て) り梅野初質あて
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69 記(締盟状l通の件) 明治29年12月8日 対馬島庁内上下県郡 罫紙墨書 24.1 x 16.2 l通 980466 

(11-2) 委員部旧本赤十字
社長崎支部)より梅
野初貫あて

69(12) 到着届(臨時県会開設 明治29年8月24日 神香婆々より長崎県 墨書 24.1 x 19.2 l通 980467 
通知) 知事大森鐙ーあて

69 勧業奨励費トシテ地 明治29年10月10日 加藤則有他ヵ 罫紙墨書 24.9x 124.8 l通 4枚 980468 
(13・1) 方税ヨリ御下付ノ義 カ

ニ付建議理由書

69 勧業奨励費トシテ地 明治29年10月10日 加藤則有他30名連名 罫紙墨書 24.9X78.0 l通 3枚 980469 
(13・2)方税ヨリ御下付金ノ より長崎県知事大森

義ニ付建議 鐙ーあて

69(14) 書簡(高等小学校設備 (明治31年)3月12日 原因謙吾より梅野初 罫紙墨書 24.1 x20.6 l通 封筒あり 980470 
取調之件) 貫あて

69(15) 戸長区域合併ノ請願 (明治時代) 各村より県事中野健 墨書 24.2x52.9 l通 980471 
草案 明あて

69(16) 韓国団地購求調査書 (明治時代) 不詳 罫紙墨書 23.9X213.8 l通 8枚 980472 

69 伝送状(衆議院議員選 明治45年5月7日 対馬島庁より梅野初 印刷墨書 24.2XI7.4 l通 980473 
(17・1)挙対馬開票立会、本 賞あて

庁ヨリ送付)

69 通知書(衆議院議員選 明治45年5月2日 長崎県知事安藤謙介 ガリ版刷 24.2 x 19.4 l通 980474 
(17・2)挙対馬投票所立会) より開票立会人梅野 ベン書

初質あて

69(18) 梅野初賞君略歴 昭和15年8月 平山議海撰 罫紙墨書 25.6x24.0 l枚 980475 

70 梅野初賓諸文書綴 巻子装 l巻

70(1 -1) 領収証(金2円予納金) 明治43年3月16日 行政裁判所行政裁判 印刷 19.8x 10.8 l通 封筒あり 980476 
所書記粛藤見吉より ベン書
梅野初貫あて

70(1・2)郵便物受領証 明治43年3月11日 仁位村大字曽梅野初 印刷 8.8x 12.8 l通 980477 
賓より行政裁判所あ カーボン

て

70(2) 納付命令書(金25円 明治43年9月27日 厳原区裁判所判事金 印刷墨書 24.0x32.3 l通 封筒あり 980478 
也) 縄章より納入梅野初

貫あて

70(3) 納付命令書(金l円50 明治43年12月27日 大村区裁判所より梅 罫紙墨書 27.2X39.8 l通 封筒あり 980479 
銭) 野初貰あて

70(4・1) 裁判宣告書写(原告梅 明治44年6月10日 裁判長行政裁判所評 罫紙墨書 27.2x 196.8 l通 封筒あり 980480 
野初実を長崎県会議 定官渡遁廉吉他5名 5枚
員補欠選挙の当選者
とする)

70(4-2) 還付金領収証書請求 明治44年6月15日 行政裁判所書記粛藤 印刷 20.8x 18.4 l通 980481 
書(金52銭也) 見吉より梅野初貰あ ぺン書

て

70(5-1) 領収証(金l円明治 明治31年 日本赤十字社長崎支 印刷 15.5x21.8 1Jm 980482 
31年第l期分) 部上下県郡委員長原 ぺン書

田謙吾より梅野初賞
あて
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70(5-2) 領収証(金l円明治 明治31年 日本赤十字社長崎支 印刷 15.0x21.0 l通 980483 
31年第2期分) 部上下県郡委員長原 ベン書

田謙吾より梅野初賓
あて

70(6) 書簡(地租増徴反対 明治32年3月 東京市財部元治郎よ 印刷墨書 27.0X39.5 l通 980484 
諭) り梅野初賓あて

70(7) 通知書(崎嶋御子神社 明治29年2月23日 波多常栄より梅野初 罫紙墨書 24.6X31.5 l通 980485 
について) 質あて

70(8-I) 各県実業会員候補者 明治32年6月 実業会中央本部より 印刷遺書 27.2 x 39.5 l通 980486 
投票ノ理由及び投票 梅野初賓あて

者ノ心得

70(8之)長崎県実業会規約(9 明治32年6月ヵ 長崎県実業会カ 青焼 27.2x40.1 l通 980487 
箇条)

70(9) 不動産競売異議申立 大正元年 申立人梅野初賓・被 罫紙墨書 27.2X 118.3 l通 後欠 3枚 980488 
書 申立人山崎衛次郎

70(10) 覚(曽観音の由来につ 明治時代ヵ 不詳 罫紙墨書 29.4 x 31.4 l枚 980489 
いて)

70(1 I) 覚(長崎県諭達他につ 不詳 不詳 罫紙墨書 24.1 X65.4 1通 2枚 980490 
いて)

70(12) 遺言書(身代子孫相 明治27年|日6月 江島虞右衛門(代筆 墨書 25.0x32.8 1;'垣 980491 
続) 梅野喜太郎)より森

谷定左衛門・梅野初
買・梅野喜太郎あて

70(13) 蘇我霞次郎探索願 明治時代ヵ 不詳 墨書 24.2XI5.9 l通 980492 

70(14) 書簡(当社第l回株金 大正2年11月9日 対馬酒造株式会社創 罫紙墨書 25.7x30.4 l通 封筒あり 980493 
払込之儀について) 立事務所より梅野初 一部コピー

賓あて

70(15) 書簡(長崎県農会に臨 明治30年10月13日 長崎県農会幹事より 罫紙青焼 24.3X32.2 I~ 封筒あり 980494 
席案内状) 梅野初賓あて 墨書

70 書簡(長崎慈善会経費 明治31年11月 長崎県慈善会より梅 印刷 18.4 x 54.0 l通 封筒あり 980495 
(16-1) 入用義摘金ヲ募集ニ 野初貫あて

付参会案内)

70 長崎県慈善技芸会11慎 明治31年12月 長崎県慈善会より梅 印刷 18目8X53.9 l通 980496 
(16-2) 序 野初賓あて

70 小茂田演神社基本金 明治28年12月 小茂田村県社小茂田 印刷 27.2x34.1 l通 980497 
(17-1) 募集 演神社社司驚藤佳兵

衛・信徒惣代被緒三
郎他l名

70 書簡(小茂田漬神社ニ 明治30年9月16日 県社奉告祝祭典委員 ガリ版刷 24.IXI6.0 l通 封筒あり 980498 
(17・2)珍テ贈位奉告祝祭執 惣代板緒二郎他2名 墨書

行ノ参拝案内状) より梅野初貫あて

70 書簡(小茂田潰神社基 明治32年4月11日 小茂田涜神社募集委 印刷墨書 24.4 x 33.7 l通 封筒あり 980499 
(17-3) 本金募集委員嘱託依 員総代相良正樹・根

頼) 緒三郎より曽村梅野
初質あて

70 出頭命令(東京よりの 明治30年9月23日 根緒三郎より日高光 罫紙墨書 24.0x33.4 l通 封筒あり 980500 
(17・4)送品あるに依り) 太郎・梅野初賓あて
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70 書簡(九州倶楽部加入 (明治)4月25日 原因謙吾より梅野初 墨書 19.5X51.7 l通 封筒あり 980501 
(18-1) 案内) 賞あて

70 加入申込書 明治時代ヵ 九州倶楽部ヵ 印刷 27.2X 19.0 l通 980502 
(18-2) 

70 九州倶楽部業務ノ大 明治30年5月 長崎県対馬島司原田 印刷 24.4x33.6 1通 封筒あり 980503 
(18-3) 要 謙吾より梅野初貫あ

て

70(19) 書簡(会食招待状) 明治30年10月28日 小松原英太郎より梅 青焼墨書 13.4x30.0 l通 980504 
野初質あて

70(20) 証(金2000円也電信 大正9年4月5日 京和銀行厳原支庖よ 印刷墨書 23.4X 15.6 l通 980505 
送金) り梅野初賞あて

70(21) 証明書(衆議院議員選 昭和11年2月5日 仁位村長長郷虎松よ 墨書 24.4X 19.3 l通 980506 
挙ニ付選挙権有する) り梅野初貫あて ペン書

70 就道舎舎則(5箇条) 明治11年7月 就道舎 墨書 19.7x74.4 l枚 980507 
(22・1)

70 撰任(職任ハ舎員ノ投 明治14年4月 就道舎 墨書 20.6x48.1 l枚 980508 
(22-2) 票ヲ以テス他3箇条)

70 職掌(舎長・監督・司 明治時代 就道舎 墨書 20.6x64.0 l枚 980509 
(22・3)計ノ任務について)

70(23) 漢詩(南洲作五言律詩 明治時代ヵ 不詳 墨書 24.0X32.4 l枚 980510 
他)

70(24) 新規船鑑札御下渡願 明治29年7月15日 下県郡曽村重村増蔵 罫紙墨書 24.4x32.5 l通 980511 
(鮮船長一間壱鰻) より長崎県知事大森

鐙ーあて

70(25) 旅人宿営業願 明治20年2月l日 下県郡曽村村山善吉 墨書 24.4x31.6 l通 980512 

70(26) 習書(坂峠海川港津) 不詳 梅野次賓 墨書 27.2x23.3 l枚 980513 

70(27) 覚(学校生徒数書上) 不詳 不詳 墨書 24.5x33.1 1枚 980514 

70(28) 受領証(旅費日当) 明治29年6月14日 対馬響備隊区徴兵参 罫紙墨書 23.9x32.1 l通 980515 
事員梅野初賓より長
崎県対馬島司出石猷
彦あて

70(29) 寄留届(重村増蔵が古 明治29年7月26日 壱岐郡香椎村重村増 罫紙墨書 24.4X33.3 l通 980516 
藤弥市宅へ) 蔵・下県郡曽村古藤

弥市より和板村外10
村戸長西山大次郎あ
て

70(30) 覚(嶋御子神社につい 明治時代ヵ 不詳 罫紙墨書 27.0x76.8 l通 2枚 980517 
て)

70(31) 通告書(学校貯金報告 明治時代ヵ 口口より梅野あて 墨書 24.6x32.6 l通 980518 
書)

70(32) 書簡草案(府県制につ 明治時代ヵ 梅野初賓 墨書 24.1 x 33.1 l通 980519 
いて)

70(33) 仁位尋常小学校備付 明治時代ヵ 不詳 墨書 23.8x64.3 l通 2枚 980520 
書籍器械(書籍之部)

70(34) 教育景況報告書草案 明治時代ヵ 不詳 罫紙墨書 24.0x31.0 l通 980521 
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70(35) 領収証(農事講習所用 明治29年8月20日 曽村保長梅野憲直よ 罫紙墨書 24.0 x 31.7 l通 980522 
薪炭茶代) り長崎県知事大森鐘

ーあて

70(36) 報告書(明治29年度末 明治29年5月13日 曽村尋常小学校准教 墨書 24.2XI9.8 i通 980523 
生徒貯金及人員) 員梶井素行より対馬

島司中岡貼あて

71 梅野初貫雑文書綴 巻子装 l巻

71 (1) 通知書(板垣退助来崎 明治32年6月16日 諸政党長崎支部幹事 印刷議書 18.0x29目8 l通 封筒あり 980524 
ニ付出崎願) より曽村梅野初賞あ

て

71(2) 嘱託状(第5回対馬物 明治33年7月14日 対馬島司田口政五郎 印刷墨書 27.0XI9.7 l 通 980525 
産品評会曽村事務員) より梅野初質あて

71 (3) 案内状(対馬水産物品 明治33年9月15日 対馬島司悶口政五郎 ガリ版刷 18.7X26.0 l通 封筒あり 980526 
評会褒賞授与式) より県会議員梅野初 墨書

賞あて

71(4) 通知書(長崎商業会議 明治33年2月22日 長崎県実業会幹事松 青焼墨書 27.2XI9.8 l通 封筒あり 980527 
所二時テ本会集会) 田源五郎より曽村梅

野初貫あて

71 (5-1) 通知書(明治35年度予 明治34年11月21日 長崎県農会長荒川義 罫紙墨書 24.6X 16.8 l通 封筒あり 980528 
算討議之為評議員会 太郎より評議員梅野

開設) 初賓あて

71 (5-2) 長崎県農会明治35年 明治34年 長崎県農会長荒川義 ガリ版刷 24.6x 162.0 l通 5枚 980529 
度経費支出予算書 太郎より評議員梅野

初貫あて

71 (6) 機文(前田正名氏の書 明治34年l月 中央実業会より曽村 印刷 27.2 x 76.4 l通 封筒あり 980530 
翰を写して天下実業 梅野初賓あて 2枚
者に撤せんとする)

71(7) 通知書(常務委員総会 明治34年2月10日 国民同盟長崎同志会 印刷墨書 24.5 x33.4 l通 封筒あり 980531 
開設) 幹事岩永八之丞・藤

井安太郎より厳原梅
野初質あて

71(8) 案内状(高等女学校開 明治35年11月26日 長崎県立高等女学校 印刷墨書 17.8x26.7 l通 980532 
校式) 長溝口鹿次郎より梅

野初賓あて

71(9) 案内状(九州日の出新 明治36年4月27日 長崎市九州日の出新 印刷墨書 20.0 x 27.5 l通 封筒あり 980533 
聞1000号発行祝賀会) 聞社より厳原梅野初

質あて

71 (10) 嘱託状(中央実業会評 明治37年3月31日 中央実業会監督前回 墨書 24.4X30.2 l通 封筒あり 980534 
議員) 正名より京橋区中央

旅館梅野初貫あて

71 通知書(日露講話条約 明治39年7月 大日本宗教家協和会 印刷墨書 21.2 X34.6 l通 封筒あり 980535 
(11-1) に際する騒擾事件に 幹事井上信錨他10名

対する義摘金募集) より下県郡曽梅野初
賞あて

71 被害教会慰問義摘金 明治39年7月 東京市大日本宗教家 印刷 21.1 X51.0 l枚 980536 
(1 1-2) 募集趣意書 協和会林彦明他38名

71 (12) 依頼状(憲政本党本部 明治39年5月25日 憲政本党政務委員犬 印刷墨書 18.8X54.3 l通 封筒あり 980537 
移転の為の寄附金) 養毅他5名より曽村

梅野初賀あて
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71 (13) 案内状(対馬実業大会 明治39年5月24日 対馬実業大会会長原 印刷墨書 18.2x25.3 1Jm 980538 
第3回惣会) 田謙吾より衆議院議

員梅野初賓あて

71 (14) 記(金l円65銭の領収 明治39年8月27日 福岡市高橋時計陪 罫紙墨書 19.8X27.2 l枚 980539 
証)

7 I(I5) 通知書(旅順攻撃に珍 明治39年5月 陸軍大将乃木希典・ 印刷墨書 18.1 x38.8 l通 前欠 980540 
て戦死病没の陸海軍 海軍大将東郷平八郎

諸子の為の忠魂碑建 より衆議院議員梅野

設) 初貰あて

71 (16) 通知書(東洋電機と共 明治40年2月15日 東京市京橋区東洋電 印刷墨書 20.3X54.7 l通 封筒あり 980541 
同電機との合同につ 機株式会社創立事務

いて) 所より麹町区梅野初
貫あて

71 (1 7) 千人画伯絵画展覧会 明治40年3月 千人画伯絵画蒐集所 印刷 27.1x39.4 l枚
主意書 有主伊藤為吉・賛成

発起人大野清敬他5
名

71 (18) 礼状(祖母死去の吊 明治40年2月8日 白石和太郎より梅野 印刷墨書 19.5X51.3 l通 980543 
調) 初賞あて

71 (19) 通知書(吉田作太郎よ 大正元年8月30日 厳原町吉凹作太郎よ 罫紙墨書 27.2x38.0 l通 980544 
り山崎衛次郎抵当権 り仁位村梅野初貫あ
〈債権共〉の譲渡) て

71(20) 払込通知書(金54円34大正2年5月25日 株式会社長崎県農工 印刷 14.4X 18.8 l枚 980545 
銭3厘) 銀行 ぺン書

71 (21) 依頼状(朝日新聞購読 大正6年12月 大阪朝日新聞社郵送 印刷 19.6X26.1 l通 封筒あり 980546 
勧誘) 係より仁位村梅野初

貫あて

71 案内状(憲政会第2回 大正6年12月30日 東京市憲政会本部よ 印刷 19.3x35.4 l通 封筒あり 980547 
(22-1) 大会) り仁位村梅野初賓あ

て

71 会則(28箇条) 大正6年l月21日 東京市憲政会本部よ 印刷 22.0x39.7 l枚 980548 
(22-2) り仁位村梅野初貫あ

て

71 通知書(金1500円貸 大正7年2月26日 長崎市株式会社長崎 印刷墨書 24.3x 16.5 l通 封筒あり 980549 
(23-1) 付) 農工銀行より仁位村

梅野初賓あて

71 通知書(資金請求に付 大正7年2月26日 長崎市株式会社長崎 罫紙 24.9x 16.8 l通
(23-2) 金1500円と決定につ 農工銀行より仁位村 ぺン書

いて) 梅野初賞あて

71(24) 通知書(帝国議会議事 昭和11年11月 衆議院議長富田幸次 印刷墨書 18.0X58.2 l通 封筒あり 980551 
堂竣工記念品贈呈) 郎・貴族院議長近衛

文麿・大蔵大臣馬場
口ーより仁位村梅野
初賓あて

72 犬養毅他書簡綴 巻子装 l巻

72(1) 書簡(衆議院解散につ 明治27年l月15日 犬養毅他5名より長 墨書 16.4X56.0 l通 封筒あり 980552 
いて) 崎県対馬国曽村梅野

初貫あて
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72(2) 書簡(病気見舞返礼) (明治)4月21日 東京牛込犬養毅より 墨書 18.6x49.7 l通 封筒あり 980553 
梅野初賓あて

72(3) 書簡(高望の揮肇につ 明治41年4月18日 東京牛込犬養毅(木 墨書 17.8 x 71.0 l通 封筒あり 980554 
いて) 堂)より麹町区梅野

初貫あて

72(4) 書簡(高望の揮去につ (明治)4月12日 東京牛込犬養毅(木 墨書 18.1 x 128.2 l通 封筒あり 980555 
いて他) 堂)より長崎県梅野

初賓あて

72(5) 書簡(大隈氏候補断念 (明治)3月30日 東京牛込犬養毅(木 墨書 19.0X56.2 l通 封筒あり 980556 
について) 堂)より麹町区梅野

初賓あて

72(6) 書簡(対馬新開発刊に (明治)8月18日 犬養毅より梅野初賓 墨書 18.1 x69.2 l通 980557 
ついて) 他2名あて

72(7) 添状(網竪幅出来につ (明治)観菊会後l日 犬養毅(木堂)より梅 墨書 18.5X43.6 l通 封筒あり 980558 
いて) 野初賞あて 72(6)の封

筒ヵ

72(8-1) 書簡(藩閥政府末路に (明治)I月15日 大隈重信より梅野初 墨書 17.3 x 66.5 l通 封筒あり 980559 
ついて) 賓他2名あて

72(8・2)添状(別紙主人より差 (明治)1月15日 大隈家執事より梅野 墨書 16.5x34.4 l通 980560 
上候間領収の程) 初賓他2名あて

72(9) 書簡(今回の選挙で前 (明治)2月3日 大隈重信より仁位村 印刷墨書 19.5X53.7 l通 封筒あり 980561 
代議士早川錨冶の当 梅野初貫あて

選尽力の程)

72(10) 書簡(揮肇下命の件に (大正10年ヵ)12月 東京牛込区武富時敏 墨書 18.2 X55.8 l通 封筒あり 980562 
ついて) 30日 より仁位村梅野初賓

あて

73 近代書簡綴 1 巻子装 l巻

73(1) 書簡(町村実施につい 明治21年l月l日 大浦歪建より梅野初 墨書 15.7X 10.0 1j直 封筒あり 980563 
て) 貫あて

73(2) 書簡(町村自治の実施 明治21年1月28日 大浦歪建より梅野初 墨書 15.9x54.4 l通 封筒あり 980564 
について) 貫あて

73(3) 町村制度ニ関スル義 (明治)11月2日 議員連署(岩崎忠雄 罫紙墨書 24.2x32.6 l通 980565 
ニ付建議 外10名)より北原島

司あて

73(4) 請求書草案(町村制度 明治21年11月5日 今屋敷町町外10ヶ村 罫紙墨書 23.5x31.5 l通 980566 
実施期限ノ義ニ付二 連合会議員惣代大浦

項目至急挙行) 主建他2名より戸長
蔵瀬清彦あて

73(5) 町村制度実施方ノ件 明治21年11月5日 惣代議員大浦歪建他 罫紙墨書 24.2X66.5 l通 2枚 980567 
ニ付陳述ノ要旨草案 2名より長崎県書記

宮本山正久あて

73(6) 島庁諸第470号俸給 明治21年l月5日付 不詳 罫紙墨書 23.9X33.2 1jM 980568 
支給規則ノ抄写

73(7) 書簡(島庁俸給支給規 明治21年11月6日 大浦歪建より梅野初 墨書 15.8x 113.0 l通 980569 
則改定の件) 貫あて

73(8) 書簡(臨時町村会開設 明治21年11月29日 大浦歪建より梅野初 罫紙墨書 23.5X64.6 l通 封筒あり 980570 
ノ件) 賞あて 2枚
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73(9) 書簡(勅令第l号ニ対 明治22年l月25日 大浦壬建より梅野初 墨書 15.8X91.2 l通 封筒あり 980571 
馬島ニ町村制実施セ 賓あて

ラレザル件について)

73(10) 書簡(辞職の件につい 明治22年4月l日 大浦壬建より梅野初 罫紙墨書 23.5x31.9 l通 封筒あり 980572 
ての報告) 賓あて

73(11) 旧学資金凡取調 明治22年ヵ 不詳 墨書 12.2x67.1 l通 980573 

73 通知書(別紙趣意書ノ (明治22年)I日7月 川本達外6名より梅 墨書 24.4x32.4 u匿 封筒あり 980574 
(12-1) 義) 18日 野初貫・日高光太郎

あて

73 主意書(我島全有志ノ (明治22年)I日7月 川本達外6名より梅 罫紙墨書 24.2X 16.6 l通 980575 
(12-2) 決議ニ依リ条約改正 18日 野初賓・日高光太郎

中止ノ請願) あて

73(13) 対馬懇親会創立主意 (明治時代) 不詳 罫紙墨書 27.0X77.8 l通 980576 
草案

73(14) 書簡(対馬ハ未ダ政治 (明治)3月23日 川本達より梅野初質 墨書 16.1X77.8 l通 封筒あり 980577 
-思思上達セザ1レニ あて
ついて)

73(15) 書簡(政治上ノ意見協 (明治)8月2日 番辰雄・島村成達よ 墨書 18.0x61.5 l通 980578 
力一致選挙運動等に り森谷定左衛門・梅
ついて) 野初貫・梅野大介あ

て

73(16) 書簡(近況報告) (明治)6月21日 島村成達より梅野初 墨書 16.4X 54.0 l通 980579 
賓あて

73(17) 書簡(日高・小田両君 (明治21年)6月12日 島村成達より梅野初 罫紙墨書 24.0x33.0 l通 封筒あり 980580 
出発について) 賓あて

73(18) 書簡(梅野和一郎氏学 (明治)3月13日 島村成達より梅野初 墨書 18.1XI21.7 l通 封筒あり 980581 
業上ノ御間合セ) 賞あて

73(19) 書簡(経費分離ノ件に (明治)9月25日 島村成達より梅野初 墨書 14.4X73.8 l通 封筒あり 980582 
ついて) 賞あて

73(20) 書簡(厳原ニ珍テ開設 (明治)4月4日 島村成達より梅野初 墨書 23.6x31.9 l通 封筒あり 980583 
スベキ全島有志者総 貫あて
会について)

73(21) 書簡(手数料の件につ (明治)6月17日 多国通より梅野初貰 墨書 16.5X55.9 l通 封筒あり 980584 
いて) あて

73(22) 書簡(梅野氏上厳し地 (明治)2月22日 多国通より森谷某あ 墨書 16.1 x63.0 l通 980585 
所森谷氏江売渡の件) て

73(23) 書簡(先般来依頼の地 (明治23年)7月12日 多田通より梅野初質 墨書 16.3x75.0 l通 封筒あり 980586 
租ノ米について) あて

73(24) 書簡(梅野氏に公民的 (明治)1月15日 多国通より梅野初寅 墨書 15.6X84.6 1Jm 封筒あり 980587 
資絡なき件について) あて

74 近代書簡綴2 巻子装 l巻

74(1) 書簡(東京相良氏より (明治23年)10月18 厳原浦田弘毅より梅 墨書 15.6x53.5 l通 封筒あり 980588 
建白書逓送の件につ 日 野初貫・日高光太郎
いて) あて

74(2) 書簡(公立病院長の (明治)11月7日 早固定祥より梅野初 墨書 16.3x62.4 l通 980589 
件) 賓あて
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74(3) 書簡(両郡臨時会開設 (明治21年)11月16 早固定祥より梅野初 墨書 24.2x65.0 l通 980590 
ノ請求について) 日 貫あて

74(4) 報答書(勅令町村制度 明治21年頃ヵ 不詳 墨書 27.3x39.4 l通 980591 
之件について)

74(5) 書簡(県会議員改撰之 明治20年10月7日 多田剛次郎より森谷 墨書 23.9X32.8 l通 980592 
件) 定左衛門・梅野初賓

あて

74(6) 通告書(国会議員候補 明治22年4月30日 鶏知親睦会より和板 罫紙墨書 24.6x32.2 l通 封筒あり 980593 
者撰定他之件ニ依リ 部和板村外10村有志
テ参会) 者あて

74(7) 書簡(梅野氏宅伺候の (明治)12月19日 古森泰より梅野初質 墨書 18.0X74.5 l通 封筒あり 980594 
件) あて

74(8) 通知書(旧郷宿合併之 明治23年5月29日 大浦佑・比田勝温よ 罫紙墨書 24.2X33.2 l通 封筒あり 980595 
一件) り梅野初貫あて

74(9) 書簡(士族授産金之 明治23年6月23日 佐護壮馬より梅野初 墨書 24.0x32.1 l通 980596 
件) 貫あて

74(10) 書簡(通常県会につい 明治22年10月29日 佐護壮馬より梅野初 墨書 23.9X31.8 l通 封筒あり 980597 
て) 賞あて

74(11) 書簡(同志者の為出陣 明治31年3月7日 財部元治郎外一同よ 墨書 17.6X 114.8 l通 封筒あり 980598 
の件) り梅野初貫あて

74(12) 対馬民党声明文 (明治時代) 不詳 罫紙墨書 24.0x65.5 l通 2枚 980599 

74(13) 書簡(対馬民党声明文 (明治)1日7月8日 日高光太郎・梅野初 罫紙墨書 24.5X33.3 1通 980600 
之期ニ望ミ民党親睦 賞・横瀬源四郎より

会開ク件) 副島・佐藤あて

74(14) 書簡(会社総会前一 (明治)10月30日 須藤敬ーより梅野初 墨書 24.4x32.8 l通 封筒あり 980601 
件) 賞あて

74(15) 書簡(県会議員撰挙の 明治30年3月27日 須藤敬ーより梅野初 罫紙墨書 24.0x66.0 ljBi 封筒あり 980602 
情勢) 賞あて 2枚

74(16) 書簡(条約改正中止論 (明治)8月31日 田中温より岡村・梅 墨書 15.6x 102.3 l通 封筒あり 980603 
について) 野・日高あて

74(17) 書簡(対馬新開発刊の (明治)8月16日 武富時敬より梅野初 墨書 17.8X41.5 l通 980604 
件) 貫あて

74(18) 書簡(対馬島庁書記に 明治27年9月26日 武富時敬より梅野初 墨書 18.2x69.8 l通 封筒あり 980605 
任ぜられる野田氏に 賓あて

ついて)

74(19) 書簡(退職の議決丈は (明治時代) 久住呂藤太郎より梅 墨書 24.3x49.7 l通 封簡あり 980606 
免れたる謝礼) 野初賞・佐護壮馬あ

て

74(20) 書簡(離島航海補助費 明治29年12月15日 深川嘉一郎より梅野 墨書 18.0 x 56.2 l通 封筒あり 980607 
ノ件) 初質あて

74(21) 書簡(酒宴案内) (明治)6月13日 寝屋方園より梅野初
貫あて

墨書 19.4X42.7 l通 封筒あり 980608 

74(22) 書簡(選挙ノ後援謝 大正11年l月27日 本田英作より梅野初 罫紙墨書 18.3X69.4 l通 封筒あり 980609 
礼) 貫あて
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74(23) 書簡(あみ買入の件に 大正2年|日8月14日 暢孫晴より梅野初賞 墨書 18.4X 107.2 l通 封筒あり 980610 
ついて) あて

74(24) 年賀状(謹賀新年) 明治44年l月元E 小林嘉富より梅野初 墨書 19.4x25.7 l通 封簡あり 980611 
賞あて

74(25) 書簡(米塩之途ヲ探ル 明治37年4月25日 月津増男より梅野初 墨書 18.0x127.6 l通 封筒あり 980612 
ベシ) 賓あて

75 近代書簡綴3 巻子装 l巻

75(1) 書簡(身体無事の報 年不詳9月3日 武本俊宣より梅野伯 墨書 17.9x89.0 l通 980613 
告) 父あて

75(2) 書簡(近況報告) 年不詳|日11月15日 梅野益太郎 墨書 15.9x81.8 l通 980614 

75(3) 書簡(学務委員拝命之 年不詳8月18日 岩崎精使ヵ 墨書 17.0x50.8 l通 980615 
由)

75(4) 書簡(病気見舞) 年不詳5月6日 堀口あいより梅野初
貫あて

墨書 18.2x42.8 l通 封筒あり 980616 

75(5) 書簡(御老母・伯父の 年不詳5月7日 堀口光・口隆より梅 墨書 18.0x78.9 l通 980617 
弔意と初賓の病気見 野初貫あて

舞)

75(6・1) 金子借用証(金150円) 大正3年6月7日 債務者梅野初賓・保 印刷墨書
証人梶井素行より債

24.2x33.0 l通 封筒あり 980618 

権者前田駒ーあて

75(6・2)書簡(借用証書返却) 大正3年12月28日 前田駒ー商庖より梅
野初賓あて

罫紙墨書 23.8x32.5 l通 2枚 980619 

75(7) 書簡(村会開議中ー 明治42年l月13日 永星吉光より梅野初 墨書 18.2x 133.8 l通 封筒あり 980620 
件) 貫あて

75(8) 書簡(代金10円ニテ馬 (明治)1日6月19日 梅野甚作より梅野初 墨書 24.0x32.8 l通 封筒あり 980621 
ヲ譲ル心積モリ有返 貫あて

筈ヲ求ム)

75(9) 書簡(教育品展覧会出 (明治)2月27日 阿比留淳蔵より梅野 墨書 24.3X41.6 l通 封筒あり 980622 
席案内) 初賞あて

75(10) 通知書(本校生徒長途 明治22年4月20日 第20高等小学校阿比 罫紙墨書 24.2x33.3 l通 封筒あり 980623 
行軍ノ儀) 留淳蔵より青山繁次

郎・梅野初質あて

75(11) 礼状(御馳走返礼) (明治)10月30日 阿比留壮作より梅野 罫紙墨書 24.2x 16.3 l通 封筒あり 980624 
初貰あて

75(12) 書簡(福岡県へ転任ニ (明治30年)5月29日 入江清静より梅野初 青焼墨書 19.3x39.4 l通 封筒あり 980625 
付挨拶) 買あて

75(13) 書簡(香樹院死去ニヨ (大正)2月28日 宗家家扶より梅野初 墨書 18.2x54.7 1jl!1 封筒あり 980626 
リ弔電返礼) 賞あて

75(14) 書簡(親族会議ノ模 (大正)3月30日 西村幾子より梅野初 墨書 18.0x93.4 l通 封筒あり 980627 
様) 貫あて

75(15) 書簡(家族会館ニ珍テ 明治40年2月3日 長崎有志会松浦厚よ 墨書 19.3x65.3 l通 封筒あり 980628 
会食列席案内) り梅野初質あて

75(16) 通知書(県会閉会後鶏 年不詳12月9日 佐々某より久住呂藤 墨書 16.2x52.2 l通 980629 
林館集会来席案内) 太郎あて
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75(17) 書簡(36議会の件) 年不詳4月4日 梅野初質より長信夫 墨書 17.8x81.1 H直 封筒あり 980630 
あて

75 書簡(祖先の件取調に (明治)旧正月15日 青山繁次郎より梅野 墨書 24.3 x 12.4 l通 封筒あり 980631 
(18-1) ついて) 初貫あて

75 覚(略系譜書上) (明治)旧正月16日 青山繁次郎より梅野 墨書 16.8x6.9 l枚 980632 
(18-2) 初貫あて

75(19) 書簡(共同養蚕伝習所 (明治)4月16日 歌野慶二より梅野初 墨書 14.6X45.7 l通 封筒あり 980633 
ノ件) 貫あて

75(20) 書簡(貯蓄事件等ノ 明治29年2月19日 相良正樹・根緒三郎 罫紙墨書 24.0 x 32.0 l通 封筒あり 980634 
件) より梅野初貫あて

75(21) 書簡(島司足労願) (明治)9月17日 島司原回謙吾より梅 墨書 19.6x25.8 1jjJi 封筒あり 980635 
野初賓あて

75(22) 書簡(汽船航海度数増 明治29年6月10日 杉紀一郎他2名より 墨書 16.4X59.1 l通 980636 
加之件) 神宮実・梅野初賞他

l名あて

75(23) 書簡(選挙之件につい (明治)10月16日 須藤敬ーより梅野初 墨書 18.0X 105.5 1jjJi 封筒あり 980637 
て) 質あて

75(24) 書簡(午後7時より来 (明治)9月2日 出石猶彦より梅野初 墨書 18.0X52.4 1jjJi 封筒あり 980638 
車の程) 賓あて

76 近代書簡綴4 巻子装 l巻

76(1) 書簡(近況報告) 明治35年12月3日 酒井小太郎より梅野
代議士あて

墨書 18.2x 111.2 1jjJi 封筒あり 980639 

76(2) 書簡(申越之件断言) 明治37年9月7日 神報知郎より梅野初
賓あて

墨書 18.3x49.4 l通 封筒あり 980640 

76(3) 書簡(依頼の件ニ付光 (明治)月不詳7日 前田正名より梅野初 墨書 18.2X45.1 l通 封筒あり 980641 
来願) 賓あて

76(4) 書簡(談合之件ニ付費 明治43年11月15日 家永芳彦より梅野初 罫紙墨書 24.1 x32.8 l通 封筒あり 980642 
用トシテ金10円の件) 貫あて

76(5) 書簡(結構之品恵賜御 明治29年11月28日 尾崎延太郎より梅野 墨書 17.3X48.1 1jjJi 封筒あり 980643 
礼) 初貫あて

76(6) 書簡(市町村制議会の (明治)2月25日 高崎秋草より梅野初 墨書 18.1X83.3 l通 封筒あり 980644 
件) 貫あて

76(7) 書簡(選挙結果につい 明治36年3月4日 八坂貞一郎より梅野 墨書 18.2x 106.4 l通 封筒あり 980645 
て) 初賓あて

76(8) 書簡(私立教育所設置 明治36年5月9日 桂謙太より梅野初賓 墨書 17.9xI25.0 l通 封筒あり 980646 
について) あて

76(9) 書簡(有志ノ留送別会 明治41年3月21日 大石熊吉外2名より 印刷墨書 18.1 x30.1 l通 封筒あり 980647 
案内) 梅野初貰あて

76(10) 通知書(神社位階の件 明治29年4月9日 石田政一郎より梅野 墨書 17.4X28.0 l通 封筒あり 980648 
について) 初賓あて

76(11) 書簡(桜田倶楽部へ来 明治40年4月17日 政界革新同志会細野 墨書 18.3X 107.3 l通 封筒あり 980649 
駕) 次郎より梅野初貰あ

て
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76(12) 書簡(曾村へ行軍之際 (明治)4月29日 第20高等小学校阿比 墨書 17.8x34.4 l通 封筒あり 980650 
厚待ヲ受ケ謝礼) 留淳蔵より梅野初貫

あて

76(13) 書簡(近況報告) 明治14年3月31日 厳原薦田久登より梅
野初賞あて

墨書 15.8x246.3 l通 前欠 980651 

76(14) 書簡(今回の総選挙の 不詳 梅野初賓筆 墨書 18.0x65.1 l通 980652 
結果について)

76(15) 書簡草案ヵ(今回の総 不詳 梅野初賓筆 墨書 18.3x69.9 l通 76(14)の 980653 
選挙の結果について) 草案ヵ

76(16) 書簡(願之通聞届ケラ 不詳 井上車馬より梅野初 墨書 27.2x38.6 l通 封筒あり 980654 
レ取リ敢へズハ御礼) 賓あて

76(17) 通知書(毎々御苦労の 明治32年5月3日消 長崎県対馬島庁歌野 墨書 13.8x 11.6 l通 封筒あり 980655 
件) 印 某より和板村外10村

連合会議員梅野初貰
あて

76(18) 書簡(年来の希望を達 不詳 朝岡和一郎より御叔 墨書 18.5X 122.7 l適 980656 
せる件) 父様あて

76(19) 書簡(今回の衆議院議 大正4年l月31日 橋本久太郎より梅野 墨書 17.8xI15.6 l通 封筒あり 980657 
員総選挙について) 初質あて

76(20) 書簡(衆議院議員の候 大正4年l月27日 関直彦より梅野初貫 墨書 17.2x92.9 l通 封筒あり 980658 
補ニ立チ援助依頼) あて

76(21) 書簡(世話ヲ受ケ謝 年不詳3月28日 佐太郎より梅野雅兄 罫紙墨書 24.4x34.0 l通 980659 
礼) あて

76(22) 書簡(議会ニ珍テ尽 明治36年5月17日 桂謙太より代議士梅 墨書 18.0X54.2 l通 封筒あり 980660 
力) 野初賓あて

76 書簡(競馬一件) 明治41年3月29日 斉藤良輔より梅野初 罫紙墨書 24.1 x 16.4 l通 封筒あり 980661 
(23-1) 貫あて

76 書簡(当会初季競馬電 明治41年3月15日 社団法人東京ジエツ 印刷墨書 17.5X 12.1 l通 980662 
(23-2) 覧の件) ケー倶楽部会頭尾崎

行雄より粛藤良輔あ
て

76 列車時刻表と競馬場 明治41年3月15日 不詳 印刷 16.0x22.2 l枚 980663 
(23・3)附近図

76(24) 書簡(5月28日付書簡 明治36年6月3日 豊永長吉より豊永和 墨書 18.0x 161.4 l通 980664 
に対する返信12箇条) 吉あて

77 明治書簡綴 1 巻子装 l巻

77(1) 書簡(本日の傍聴券l (明治)月不詳26日 植木元太郎より梅野 墨書 17.6x51.0 l通 980665 
枚依頼) 初賓あて

77(2) 書簡(私病気全快せざ (明治)9月5日 暢孫晴より梅野初貫 墨書 18.0X 109.2 l通 980666 
る件について) あて

77(3) 書簡(大山撤ニ砲台建 明治時代ヵ 川本達より梅野初買 墨書 16.6x37.2 l通 980667 
築決定について) あて

77(4) 書簡(近況報告) 明治34年旧正月元 厳原川本達より下県 墨書 16.6x83.4 l通 封筒あり 980668 
日 郡曽村梅野初賓あて
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77(5) 書簡(県会の模様報 明治27年12月27日 長崎田坂方川村達よ 墨書 17.8X 102.1 l通 封筒あり 980669 
告) り東京中央旅館梅野

初賓あて

77(6) 書簡(上告判決の件に 明治37年3月15日 対馬川本達より東京 墨書 16.1 x91.0 l通 封筒あり 980670 
ついて) 中央旅館梅野初賞あ

て

77(7) 書簡(神崎氏弁護の件 明治36年6月13日 長崎田坂方川村達他 墨書 17.9X63.0 l通 封簡あり 980671 
について) 4名より東京中央旅

館梅野初賓あて

77(8) 書簡(涜職事件につい (明治36年ヵ)6月13長崎悶坂方川本達他 墨書 17.9X63.0 l通 封筒あり 980672 
て) 日 4名より神崎泰蔵あ

て

77(9) 書簡(調金について) 明治33年12月2日 対馬川本達他l名よ 墨書 17.9X56.2 l通 封筒あり 980673 
り長崎市梅野初賓あ
て

77(10) 書簡(ファーブルラン (明治)12月18日 長崎市田坂方川本達 墨書 17.8XI12.7 l通 封筒あり 980674 
ド買入輸出の手続に より東京市中央旅館

ついて) 梅野初賓あて

77(11) 書簡(白石和太郎一件 (明治)8月24日 川本達より梅野初質 罫紙墨書 24.3 x 32.9 l通 980675 
他4箇条) あて

77(12) 書簡(土地買入人につ (明治)5月3日 川本達より梅野初貰 罫紙墨書 24.2 x32.8 l通 980676 
いて) あて

77(13) 書簡(航海補助運動に 明治35年12月19日 長崎市川崎方島村成 墨書 18.0X 126.3 l通 封筒あり 980677 
ついて) 達より東京市中央旅

館梅野初賓あて

77(14) 書簡(航海補助運動に 明治35年12月3日 長崎市川崎方島村成 墨書 18.3x 135.3 l通 封筒あり 980678 
ついて) 達より東京市中央旅

館梅野初貫あて

77(15) 書簡(近況報告) (明治)2月17日 神宮実より梅野初貫 墨書 15.7x56.7 l通 980679 
あて

77(16) 書簡(厳原ニ而同志と 明治時代ヵ 神宮実より梅野初質 墨書 15.8x40.0 l通 後欠ヵ 980680 
談合) あて

77(17) 書簡(部内ノ同士への (明治)1月19日 神宮実より梅野初寅 墨書 15.8 x 34.0 l通 980681 
挨拶依頼) あて

77(18) 書簡(上県郡ノ方も仁 (明治)1月6日 神宮実より梅野初寅 墨書 16.6 x 35.2 l通 980682 
田より運動者ノ報知 あて

得候)

77(19) 書簡(上厳依頼) 明治31年l月10日 鶏知村神宮実より曽
村梅野初貫あて

墨書 15.8x42.4 l通 封筒あり 980683 

77(20) 書簡(議会の模様につ 明治35年12月15日 阿比留親四郎より束 墨書 18.0x98.4 l通 封筒あり 980684 
いて) 京市梅野初賓あて

77(21) 書簡(近日中に参館す (明治)12月16日 脇田勝人より梅野初 墨書 18.3x37.1 l通 980685 
る由) 質あて

77(22) 書簡(古川・西村・梅 明治35年12月9日 鶏知村阿比留親四郎 墨書 24.8 x33.8 l適 封筒あり 980686 
野の代議士は憲政本 -日高光太郎より東

党ノ会議臨席之由) 京市中央旅館梅野初
賓あて
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78 明治書簡綴2 巻子装 l巻

78(1) 通知書(政府Eつ会議 明治35年12月11日 古膝五郎より東京鍛 墨書 24.5x33.9 l通 封筒あり 980687 
之模様直ニ通知に預 冶橋前旅館ニテ議員

り度) 梅野初貫あて

78(2) 書簡(上厳し島庁向き 明治41年6月29日 上県郡仁田村古藤五 墨書 24.6x33.5 l通 封筒あり 980688 
の模様確認依頼) 郎より下県郡仁位村

梅野初貫あて

78(3) 書簡(訴訟之件につい (明治)10月8日 上県郡大浦村大浦蔀 罫紙墨書 24.3x66.8 1通 封筒あり 980689 
て) より長崎市梅野初賓 2枚

あて

78(4) 書簡(投票之件につい (明治)9月7日 安藤又市より梅野初 墨書 24.5x34.0 l通 980690 
て) 貫あて

78(5) 書簡(安藤氏より預り (明治)9月11日 安藤文市より梅野初 罫紙墨書 24.2x 16.0 l通 980691 
候金5円について) 貫あて

78(6) 記(金銭書上) 明治30年|日7月17 安藤又市より曽村梅 墨書 16.2x47.8 l枚 封筒あり 980692 
日 野初質あて

78(7) 書簡(水産組合半数改 大正7年2月12日 厳原町古森泰より仁 墨書 18.2x63.6 1通 封筒あり 980693 
選について) 位村梅野初賞あて

78(8) 書簡(選挙の件につい 明治32年l日8月26 大浦村大浦勝より曽 墨書 23.9x32.7 l通 封筒あり 980694 
て) 日 村梅野初貫あて

78(9) 書簡(議会平穏之由) 明治40年2月25日 上県郡佐須奈村川尻 罫紙墨書 24.4x80.2 l通 封筒あり 980695 
正勝より東京市梅野
初質あて

78(10) 書簡(汽船入湊の件) 明治時代 牧野某より嶋村成達 墨書 16.6x70.4 l通 封筒あり 980696 
他l名あて

78(11) 書簡(金子の件につい (大正7年ヵ)3月14 長郷篤美より梅野口 罫紙墨書 28.9x 16.6 l通 封筒あり 980697 
て) 日 直あて

78(12) 書簡(県会議員選挙に 明治33年|日9月2日 糸瀬久=郎より梅野 罫紙墨書 24.7x 16.9 l通 封筒あり 980698 
ついて) 初賞あて

78(13) 書簡(近況報告) 明治39年8月17日 厳原山口徳太郎より 罫紙墨書 24.0x32.8 l通 封筒あり 980699 
福岡市博多対馬小路
今藤旅館方梅野初賓
あて

78(14) 書簡(緒方氏死去の報 明治35年12月3日 下県郡下原村斎藤太 墨書 16.6x59.8 l通 封筒あり 980700 
告) 郎吉より東京中央旅

館梅野初賞あて

78(15) 通知書(文武会開会之 明治38年|日2月3日 文武会長国分邦四郎 墨書 17.2X22.3 I通 封筒あり 980701 
儀について) より仁位村他士族衆

あて

78(16) 書簡(緒方市次郎氏の 明治35年12月5日 厳原小林Eより東京 墨書 16.5X53.0 l通 封筒あり 980702 
言ト報) 市中央旅館梅野初賓

あて

78(17) 書簡(大浦順蔵事件に (明治35年ヵ)11月5野村寛次郎より梅野 墨書 16.5X52.9 l通 980703 
ついて) 日 初賓あて

78(18) 書簡(運動方依頼につ 明治22年|日8月27 厳原宮川辰寿より曽 墨書 17.0x27.5 l通 封筒あり 980704 
いて) 日 村梅野初賞あて
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78(19) 書簡(県会議員運動に 明治33年l日8月24 上県郡鹿見村佐伯六 罫紙墨書 24.1 x 32.5 l通 封筒あり 980705 
ついて) 日 之助より下県郡厳原

宮川辰寿あて

78(20) 通知書(県会議員撰挙 (明治32年ヵ)9月27豊田利吉郎より佐伯 罫紙墨書 16.8x23.8 l通 封筒あり 980706 
ノ件について) 日 六之輔あて

78(21) 書簡(借金の件につい (明治)4月2日 東京牛込区武本登康 墨書 18.0x72.0 l通 封筒あり 980707 
て) より東京麹町区梅野

初貫(伯父様)あて

78(22) 書簡(適当の貸間無之 明治39年4月19日 東京市日高岩太より 墨書 19.0x60.0 l通 封筒あり 980708 
由) 福岡市梅野初賓(叔 前欠ヵ

父様)あて

78(23) 書簡(近況報告) (明治)月不詳旧27 上県郡琴村古藤勇よ 墨書 18.3x 133.3 l通 封筒あり 980709 
日 り仁位村梅野初貫 前欠ヵ

(伯父上様)あて

78(24) 書簡(詐欺について) (明治)11月23日 佐護篤四郎より梅野
初貫あて

墨書 18.0x224.6 l通 980710 

78(25) 書簡(運動の結果汽船 明治39年8月18日 上県郡佐護村佐護篤 罫紙墨書 24.1 x 119.0 l通 封筒あり 980711 
廻漕協約成立につい 四郎より福岡市今任 4枚
て) 旅館梅野初賓あて

78(26) 書簡(近況報告) 明治37年7月6日 上県郡佐護村佐護篤
四郎より曽村梅野初

墨書 18.0x 169.0 1jfi! 封筒あり 980712 

貰あて

79 明治書簡綴3 巻子装 l巻

79(1) 欠席届 明治39年11月3日 惣町村連合会議員梅 墨書 24.0 x32.4 ljfi! 980713 
野初貫より対馬島司
原因謙吾あて

79(2) 書簡(病気見舞) (明治)11月26日 梅野初賞より浦瀬某

あて

墨書 18.2x51.7 l通 封筒あり 980714 

79(3) 書簡(近況報告) (明治)6月9日 博多上対馬小路今任 墨書 17.5XI58.1 l通 封筒あり 980715 
旅館梅野初貰より長
崎県選出代議士植木
元太郎あて

79(4) 書簡(共進会開設につ (明治)6月10日 博多上対馬小路今任 墨書 17.7x97.3 l通 封筒あり 980716 
いて) 旅館梅野初貫より長

崎県南高来郡永野仲

蔵あて

79(5) 書簡(長崎対馬間定期 (明治)4月4日 東京麹町区梅野初質 墨書 18.9X91.1 l通 封筒あり 980717 
航海補助費について) より日本橋区川真田

徳三郎あて

79(6) 書簡(近況報告) (明治)4月4日 東京麹町区梅野初賓

より牛込区安田勲あ

墨書 18.8x65.3 1通 封筒あり 980718 

て

79(7) 書簡(大浦事件につい (明治)1月7日 博多明徳館梅野初賞 墨書 18.3x63.6 l通 封筒あり 980719 
て) より長崎市家永芳彦

あて

79(8) 書簡(写真送付の件) (明治)12月7日 東京中央旅館梅野初 墨書

資より越後新発田酒

18.1 x61.4 l通 封筒あり 980720 

井小太郎あて
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79(9) 書簡(水道用地の件) 明治39年8月26日 石丸緯より梅野初賓 罫紙墨書 23.9x65.6 l通 2枚 980721 
あて

79(10) 書簡(近況報告) (明治)2月20日 小林逸平より梅野初 墨書 18.1XI05.2 l通 980722 
貫あて

79(11) 書簡(矢野金山之義に (明治)2月4日 小林逸平より梅野初 墨書 18.0X 163.8 l:im 封筒あり 980723 
ついて) 貫あて

79(12) 書簡(金鉱買収につい 明治40年2月13日 福岡市小林逸平より 墨書 18.0x 185.8 l通 封筒あり 980724 
て) 東京市生田雅・梅野

初賓あて

79(13) 書簡(酒売買の事につ 明治33年11月5日 南高来郡大崎連より 墨書 17.8x 107.5 l通 封簡あり 980725 
いて) 曽村梅野初貫あて

79(14) 書簡(渡海の件につい 明治33年3月18日 長崎市部井義方より 墨書 18.0X70.7 l通 封筒あり 980726 
て) 曽村梅野初賓あて

79 書簡(塩鯖の件につい 明治39年4月16日 東京市喜代美栄一郎 墨書 18.0X48.0 l通 封筒あり 980727 
(15-1) て) より曽村梅野初貫あ

て

79 塩鯖調書 明治39年 不詳 罫紙墨書 24.9x 131.7 l通 4枚 980728 
(15-2) 

80 明治書簡綴4 巻子装 l巻

80(1) 書簡(客室其の他新築 明治40年3月22日 徳島県松永寅五郎よ 墨書 18.1 X57.0 l通 封筒あり 980729 
落成案内) り曽村梅野初賓あて

80(2) 書簡(病気の為出社致 (明治)9月8日 城野威臣より梅野初 墨書 18.0X78.3 l通 封筒あり 980730 
さざる一件) 貫あて

80(3) 書簡(御手洗徳太郎他 (明治)11月12日 三村作助より榎津町 墨書 18.0X58.8 l通 封筒あり 980731 
l名の件について) 川崎屋方梅野初貫あ

て

80(4) 書簡(来邸案内) (明治)6月14日 児玉徳太郎より梅野 墨書 18.0X46.1 l通 封筒あり 980732 
初貫あて

80(5) 書簡(県治刷新尽力依 明治32年10月l日 長崎市家永芳彦より 墨書 18.2X41.6 l通 封筒あり 980733 
頼) 厳原梅野初貫あて

80(6) 書簡(近況報告) (明治)6月22日 長崎市木下吉之丞よ 墨書 18.0x219目4 l通 封筒あり 980734 
り曽村梅野初賞他l
名あて

80(7) 書簡(上県地方之儀に (明治)6月30日 梅野初貰・明山友三 墨書 17.4X80.3 l通 980735 
ついて) 郎より大木輿次郎あ

て

80(8) 書簡(無煉炭につい 大正7年2月5日 福岡市正栄館方尾上 墨書 18.3X91.4 l通 封筒あり 980736 
て) 隆造より下県郡仁位

村梅野初賓あて

80(9) 書簡(依頼の件に付入 (明治)5月30日 高見松太郎より梅野 墨書 18.0X62.9 l通 封筒あり 980737 
用無用之) 初賞あて

80(10) 書簡(来春ハ一大飛躍 明治32年12月18日 須藤敬ーより長崎榎 墨書 24.2x64.8 l通 封筒あり 980738 
試度決，心) 津町川崎屋梅野初寅

あて

80(11) 書簡(時候の挨拶) 大正7年l月27日 福岡藤野元より対馬 墨書 18.2x60.6 l:im 封筒あり 980739 
国櫛村梅野初賓あて
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80(12) 書簡(対馬航路開設運 大正7年2月19日 西彼杵郡木村福市よ 罫紙墨書 24.0x97.8 l通 封筒あり 980740 
動について) り仁位村梶井素行方 3枚

梅野初貫あて

80(13) 書簡(対馬下関聞航海 大正7年2月17日 大阪市松本式製砥所 罫紙 22.4x30.3 l通 封筒あり 980741 
航路開始之件につい 出張所水野清より西 ベン書 2枚
て) 彼杵郡秋山耕雲方木

村福市あて

80(14) 書簡(今回撰挙につい 明治33年10月l日 宇津井毅生より曽村 墨書 24.4x31.4 l通 封筒あり 980742 
て) 梅野初貫あて

80(15) 書簡(漁場之儀につい 明治40年3月21日 高知市小松元枝より 墨書 18.3x86.9 l通 封筒あり 980743 
て配慮依頼) 東京麹町区梅野初賓

あて

80(16) 書簡(汽船小野丸の廻 明治39年8月20日 川真田徳=郎・新居 罫紙墨書 23.8x65.5 l通 封筒あり 980744 
航について) 圭蔵より梅野初貫あ 2枚

て

80(17) 書簡(小林逸平君と八 (明治)1月29日 仁位村泉三蔵より東 墨書 18.1 X80.0 l通 封筒あり 980745 
幡視察他) 京市牛込区梅野初貫

あて

80(18) 書簡(小林氏よりの打 明治40年3月23日 東京麻布区生田雅よ 罫紙墨書 24.3x65.6 l通 封筒あり 980746 
電について) り麹町区梅野初貫あ 2枚

て

80(19) 通知書(送荷之件につ 大正7年2月14日 下関市秋田商庖社長 罫紙 23.0x31.6 l通 封筒あり 980747 
いて) 秋田寅之介より仁位 カーボン 2枚

村梅野初貫あて 墨書

80(20) 書簡(衆議院議員当選 明治37年2月4日 李田凡太より対馬国 墨書 19.1 X76.5 l通 封筒あり 980748 
について) 梅野初賓あて

80(21) 書簡(本航路の件につ (明治)年月不詳22 襖井某より梅野初貫 墨書 17.6xI40.2 l通 980749 
いて) 日 あて

81 明治書簡綴5 巻子装 l巻

81(1) 書簡(菓子恵贈謝礼) 明治37年4月12日 西村憲ーより梅野初 墨書 18.0x47.2 l通 封筒あり 980750 
賓(伯父)あて

81(2) 断簡(契約第5・6条) 明治39年10月4日 白石某より一木某あ 罫紙墨書 24.6X 15.5 l通 980751 
て

81(3) 書簡(J苫員伺う筈の処 明治23年12月26日 溝田支庖より梅野初 罫紙墨書 23.9X 16.0 l通 封筒あり 980752 
病気の件について) 賓あて

81(4) 書簡(神代氏鉄鉱売買 明治39年8月11日 東京市芝区田中兵助 墨書 17.6x 188.8 l通 封筒あり 980753 
依頼の件について) より福岡市今任旅館

梅野初賞あて

81(5) 書簡(兼官を免じられ 明治30年6月14日 厳原出石猷彦より惣 ガリ版刷 18.2x25.6 l通 封筒あり 980754 
る報告と謝礼) 町町村会議員梅野初 墨書

賞あて

81(6) 書簡(漁場之件了承) (明治)3月11日 嶋庁原因謙吾より梅 墨書 18.4x70.1 l通 封筒あり 980755 
野初賞あて

81(7) 書簡(航海一件) 明治39年6月10日 対馬島庁寺井武三郎 罫紙墨書 24.3x32.2 l通 封筒あり 980756 
消印 より博多今任旅館梅 後欠

野初貫あて
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81 (8) 書簡(用件有る時は止 (明治)11月10日 井上恵済より梅野初 罫紙墨書 24.2x31.7 l通 封筒あり

宿先まで一報) 貫あて 後欠

81(9) 書簡(約束手形につい (明治)6月23日 大木輿二郎より梅野 墨書 16.6X226.9 l通 980758 
て) 初貰・明山友次郎あ

て

81 (1 0) 書簡(予て用立の金員 (明治)8月29日 大木奥二郎より梅野 墨書 16.5X 192.0 l通
返済について) 初貰・明山友次郎あ

て

81(11) 書簡(品物送付の件に (明治)6月28日 大木輿二郎より梅野 墨書 17.0x 138.0 l通 980760 
ついて) 初賓あて

81 (12) 書簡(見本として品物 (明治)7月17日 油屋商庖(大木輿二 墨書 17.2x25.8 l通 980761 
5箱送付売払依頼) 郎)より梅野初貰あ

て

81 (13) 書簡(協議の金員一件 (明治)8月3日 油屋商盾(大木輿二 墨書 17.2x296.0 l通 980762 
について) 郎)より梅野初貫あ

て

8 I(l 4) 書簡(鰯について) (明治)8月8日 油屋商庖(大木輿二 墨書 17.2x90.4 l通 980763 
郎)より梅野初質あ
て

81 (15) 書簡(鴨居瀬を根拠地 明治33年8月30日 対州鴨居瀬村中山龍 墨書 18.2 X54.2 l通 封筒あり 980764 
としての錫製造及仲 より長崎市川崎屋方
買について) 梅野初貫あて

81 (16) 書簡(近況報告) 明治35年12月18日 厳原中村光雄より東 墨書 17.8X46.4 l通 封筒あり 980765 
京市中央旅館梅野初
貫あて

82 明治書簡綴6 巻子装 l巻

82(1) 書簡(近況報告) (明治)旧11月21日 曽村梅野すてより東 墨書 18.0X58.1 l通 封筒あり 980766 
京市中央旅館梅野初
賞あて

82(2) 書簡(議会と政府衝突 明治33年12月24日 曽村梶井素行より東 墨書 17.0X75.8 l通 封簡あり 980767 
の件について) 京市中央旅館梅野初

賞あて

82(3) 書簡(特電運動につい (明治)10月5日 川本達より豊田永蔵 墨書 18.0XII0.6 l通 980768 
て) あて

82(4) 書簡(病気見舞) (明治)10月23日 梅野初賓より下県郡 墨書 18.3x60.6 l通 封筒あり 980769 
曽村梅野益太郎(父
上様)あて

82(5) 書簡(近況報告) 明治31年5月7日 東京市中央旅館梅野 墨書 18.0X97.0 l通 封筒あり 980770 
初買より梅野益太郎
あて

82(6-1) 添状(郵便物逓送受負 明治33年8月30日 曽村梅野益太郎より 墨書 17.4X 35.6 l通 封筒あり 980771 
困難について) 長崎市梅野初賞あて

82(6-2) 逓送受負困難ニ付申 明治33年8月30日 曽郵便継替所逓送受 墨書 27.2 x 39.0 l枚 980772 
請書 負人梅野益太郎より

長崎郵便電信局長木
槻幸吉あて
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82(7) 書簡(長崎銀行の分に 明治35年12月6日 曽村梅野益太郎より 墨書 17.9X81.8 i通 封筒あり 980773 
ついて) 東京市中央旅館梅野

初質あて

82(8) 書簡(長崎銀行金子之 明治35年12月13日 曽村梅野忠恕(益太 墨書 17.9x 100.7 l通 封筒あり 980774 
儀について) 郎ヵ)より東京市中

央旅館梅野初賞あて

82(9) 書簡(烏賊漁につい 明治35年12月17日 曽村梅野益太郎より 墨書 18.0X87.2 l通 封筒あり 980775 
て) 東京市中央旅館梅野

初賞あて

82(10) 書簡(反税金子事件に (明治)12月24日 梅野益太郎より梅野 墨書 18.0x92.3 l通 980776 
ついて) 初賓あて

82(11) 書簡(議会解散の様子 明治35年12月25日 曽村梅野益太郎より 墨書 17.9x27.7 I通 封筒あり 980777 
もあり金主も切迫の 東京市中央旅館梅野

由) 初貫あて

82(12) 書簡(近況報告) 明治40年4月3日 曽村梅野益太郎より 墨書 18.2X59.7 l通 封筒あり 980778 
東京麹町区梅野初貫
-梅野すてあて

82(13) 書簡(衆議院初回出場 明治35年12月3日 l厳原朝岡和一郎より 墨書 17.6xI22.8 l通 封筒あり 980779 
の件について) 東京市中央旅館梅野

初貫あて

82(14) 書簡(招魂祭につい 明治35年12月10日 厳原朝日印刷所朝岡 墨書 17.8x 135.9 l通 封筒あり 980780 
て) 和一郎より東京市中

央旅館梅野初貫あて

82(15) 書簡(厳原金融界につ 明治35年12月8日 厳原朝岡和一郎より 罫紙墨書 24.7x99目4 l通 封筒あり 980781 
いて) 東京市中央旅館梅野 3枚

初貫あて

82(16) 書簡(金融逼迫の{牛に 明治35年12月16日 厳原朝日印刷所朝岡 墨書 17.7x86.1 l通 封筒あり 980782 
ついて) 和一郎より東京市中

央旅館梅野初貫あて

82(17) 書簡(5日間の停会に (明治35年ヵ)12月 厳原朝岡和一郎より 墨書 17.8X 139.1 l通 封筒あり 980783 
ついて) 16日 東京市中央旅館梅野

初貫あて

82(18) 書簡(引続き7日間の 明治35年12月22日 厳原朝岡和一郎より 墨書 17.7XI95.5 I~ 封筒あり 980784 
停会について) 東京市中央旅館梅野

初質あて

82(19) 書簡(器械購入の件) 明治37年1I月14日 厳原朝岡和一郎より 墨書 18.0x66.5 l通 封筒あり 980785 
曽村梅野初貫あて 他に関連

する封筒l
点添付

82(20) 書簡(近況報告) 大正7年2月28日消 明山友二郎より仁位 罫紙 20.8x 102.7 l通 封筒あり 980786 
印 村梅野初貫あて ぺン書 7枚

83 明治書簡綴7 巻子装 l巻

83(1) 書簡(申越の写真近日 明治時代ヵ マサより御E那様あ 墨書 18.1 X88.7 l通 980787 
中に送付の件) て

83(2) 書簡(近況報告) 明治時代ヵ むら菊より御だんな 墨書 17.9X 109.6 I~ 封筒あり 980788 
様あて

83(3) 書簡(無事婦られ御目 明治時代ヵ 村菊より梅野御旦那 墨書 18.1x89.4 l通 封筒あり 980789 
にかかりたき一件) 様あて
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83(4) 書簡(あなた様を拝待 明治時代ヵ むら菊より梅野御だ 墨書 17.5x84.7 l通 封筒あり 980790 
の件) んな様あて

83(5) 書簡(御きみ様親切に 明治時代ヵ 村菊より御だんな様 墨書 17.9X100.3 Jj直 980791 
ついて) あて

83(6) 書簡(時候の挨拶) 明治時代ヵ 村菊より梅野御だん
な様あて

墨書 18.0 x 60.2 l通 封筒あり 980792 

83(7) 書簡(手紙の返礼) 明治時代ヵ 村菊より御だんな様 墨書 18.0X57.0 l通 封簡あり 980793 
あて

83(8) 書簡(近況報告) (明治ヵ)8月8日 とっさんより御みき 墨書 18.0x 127.2 l通 980794 
とのあて

84 梅野初賓伝付自由民 巻子装 l巻
権史料

84(1) 梅野初貫伝 明治時代 不詳 原稿用紙
墨書

23.5X 129.1 l通 4枚 980795 

84(2) 斬姦状写(有志専制の 明治11年|日7月2日 石川県士島田一郎他 墨書 21.2X 125.6 l通 4枚 980796 
弊害を改め民会を興 4名・島根県士浅井

す) 蓄量篤

84(3) 同胞兄弟ニ告ク(国会 明治12年12月29日 岡山県両備作三国有 墨書 24.5 x 69.4 l通 2枚 980797 
の開設について) 志人民

84(4) 覚(人心結合の国会社 明治時代 旧島原藩士山本掘太 墨書 24.5x34.6 l通 l枚 980798 
について) OB 

84(5) 太政府への建言書大 明治時代 福岡県下の有志 墨書 24.5x69.3 l通 2枚 980799 
意(条約改正につい

て)

84(6) 国会開設建言書ノ写 明治時代 岡山県両備作三国有 墨書 24.2x 132.0 l通 4枚 980800 
志人民

84(7) 覚(学文を勧めること 明治時代 山田辰蔵ヵ 罫紙墨書 23.6x65.6 l通 2枚 980801 
について)

84(8) 島原同郷会報告(倹約 明治13年12月12日 島原同郷会 墨書 23.9x 158.2 l通 5枚 980802 
申合規則)

84(9) 勅諭写(各地方宮ニ陪 明治13年4月 明治天皇/旧小城藩 墨書 24.5x34.3 l枚 980803 
養仰付られる)/長崎 知事鍋嶋直虎
博覧会祝辞

84(10) 嵯峨尋常小学校竣工 明治時代 不詳 墨書 24.5x34.7 l枚 980804 
記念祝辞(教育の重要

性)

84(11) 日本史に静ける菅原 明治時代 不詳 墨書 24.5x99.8 l通 3枚 980805 
姓(菅原姓の梅野氏と
の関係)

85 梅野益太郎局長辞令 巻子装 l巻
外

85(1) 辞令(其地五等郵便局 明治8年9月29日 駅逓信頭前島密より 印刷墨書 19.8x26.4 l通 980806 
詰) 七等郵便取扱役梅野

益太郎あて
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85(2) 通達書(1ヶ月金30銭 明治8年9月29日 駅逓信頭前島密より 印刷墨書 19.6x25.9 l通 980807 
の手当) 七等郵便取扱役梅野

益太郎あて

85(3) 辞令(四等郵便取扱 明治13年7月6日 駅逓総宮前島密より 印刷墨書 19.6x26.2 l通 980808 
役) 梅野益太郎あて

85(4) 通達書(当役所ヨリ各 明治12年5月12日 lニ下県郡長相良正樹 罫紙墨書 23.6 x 31.6 l枚 980809 
部誇張へ郵送書類一 より大船越郵便取扱

件) 役庄村清次郎・曽郵
使取扱役梅野益太郎

あて

85(5) 辞令(第33大区曽村他 明治時代 梅野益太郎あて 墨書 17.4X40.3 l通 後欠 980810 
2村小頭)

85(6) 辞令(顧問人 日給金 明治9年4月日日 長崎県地租改正係よ 罫紙墨書 24.0XI7.0 l通 980811 
25銭) り梅野益太郎あて

85(7) 辞令(依願勧業談話会 明治15年4月18日 上県下県都役所より 罫紙墨書 23.8 x 20.2 i 通 980812 
員差免) 上下県郡勧業談話会

員梅野益太郎あて

85(8) 書簡(時候の挨拶) 明治時代 不詳 墨書 15.6x 19.7 1通 後欠 980813 

85(9) 願書(曽村字矢良内官 明治時代 33大区17小区曽村小 墨書 24.1 X38.5 l通 980814 
林之儀について) 頭梅野益太郎より長

崎県令宮川房之あて

85(10) 褒状(下県郡仁位学区 明治18年12月17日 長崎県厳原支庁長長 墨書 22.7x30.2 l通 980815 
仁位小学校曽分校建 崎県大書記小野修一

築費として金10円寄 郎より長崎県土族梅

附) 野益太郎あて

85(11) 旧釆覚 明治時代 梅野益太郎 墨書 21目1x 124.6 l通 4枚 980816 

85(12) 改新旧釆反別記 明治9年3月 梅野益太郎 墨書 21.5x350.7 l通 12枚 980817 

85(13) 覚(系図と御判につい 明治時代 不詳 墨書 24.0x32.5 l枚 980818 
て)/御判覚

86 明治期陳情書綴 巻子装 l巻

86(1) 感想文(饗応ノ厚キニ 不詳 高等小学校3年生堀 墨書 24.8 x 33.2 l枚 980819 
感ジ謹デ謝礼ヲ述ブ) 竹次郎

86(2) 感想文(対馬の地勢等 不詳 高等小学校4年生堀 墨書 19.4x27.9 l枚 980820 
について) 竹次郎

86(3) 陳情書草案(猟銃免許 明治10年 不詳 罫紙墨書 24.2 x31.4 l通 980821 
鑑札)

86(4-1) 祝辞草案旧高光太郎 不詳 不詳 罫紙墨書 24.1 x 31.8 l通 980822 
議員当選)

86(4-2) 祝辞旧高光太郎議員 不詳 不詳 罫紙墨書 24.3 x 32.4 l通 980823 
当選)

86(5) 民撰戸長請願之件(草 明治時代 上下県郡惣町村連合 罫紙墨書 24.0x64.4 l通 2枚 980824 
案) 会議員大浦友衛他12

名

86(6) 陳情書(条約改正反 明治時代 不詳 罫紙墨書 24.5x80.5 l通 3枚 980825 
対)
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86(7) 陳情書(島唄汽船航海 明治29年5月 南松浦郡久賀島村藤 墨書 17.8X57.8 1通 980826 
度数増加之件) 原元之助他2名より

長崎県知事大森鐘ー
あて

86(8) 覚(下県郡千尋藻村ニ 明治24年5月2日 静岡県士族本康宗英 罫紙墨書 24.8x 112.7 l通 4枚 980827 
開ク対馬有志ノ懇親 より士族懇親会員あ

会について) て

86(9) 陳情書草案(島唄汽船 明治29年 不詳 罫紙墨書 24.4x31.6 l通 980828 
航海度数増加之件)

86 枯損木払下願(杉木25明治27年11月13日 和苛村外10村戸長平 罫紙墨書 24.5x31.4 l通 980829 
(10・1) 本) 田俊太郎より福岡大

林区署長松井武良あ
て

86 指令第905号(枯損木 明治28年5月22日 福岡大林区署長林務 罫紙印刷 24.4X 15.8 l通 980830 
(10-2) 払下許可証) 官松井武節より下県 墨書

郡和板村外10村戸長
願人平田俊太郎あて

86(11) 覚(曽分校建築につい 明治時代 不詳 墨書 24.4X33.2 l通 980831 
て)

86(12) 覚(町村制度につい 明治時代 不詳 墨書 24.8x68.8 l通 2枚 980832 
て)

86(13) 覚(五島・長崎間他運 明治時代ヵ 松本回漕底 罫紙墨書 25.2x32.2 l通 980833 
航について計画)

86(14) 練情書(仁位村ニ会議 明治時代 仁位部吏員某 墨書 23.7X31.8 l通 980834 
ヲ開キ毎村ニ学校設
立について)

86(15) 覚(人生について) 明治時代 斉藤九郎治より梅野 墨書 24.6x96.3 l通 3枚 980835 
次実あて

86(16) 建議書(地方経済分離 明治時代 不詳 墨書 24.1 x32.8 l通 980836 
之件)

86(17) 地所開墾追願 明治28年6月 曾村地主梅野益太郎 墨書 24.3x32.8 l通 980837 

86(18) 対馬島会憲章草案(7 明治22年4月 不詳 墨書 24.0x62.9 l通 2枚 980838 
箇条)

86(19) 覚(決意表明) 明治時代ヵ 梅野次実 罫紙墨書 24.5x95.5 l通 3枚 980839 

86(20) 祝辞(樫滝小学校落 明治時代 戸長古屋平太左衛門 罫紙墨書 24.2x62.9 l通 2枚 980840 
成)

86(21) 意見書(代議士ノ趣意 明治時代 吉田八助 墨書 24.4x67.2 l通 2枚 980841 
について)

86(22) 祝辞(仁位小学校竣 明治時代 不詳 墨書 27.3x40.0 l枚 980842 
工)

87 対州仁位郡曽村住梅 明治時代ヵ 梅野益太郎編 墨書 26.3x258.0 l巻 奥に「旧判 980843 
野氏系図 巻子装 書写Jを附

す
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88 明治7c年御辰翰写 明治時代 不詳 墨書 23.2x 143.8 l巻 億兆安撫 980844 
巻子装 国威宣揚

の寝翰・
五箇条の
誓文

89 明治15年7月23日壬 明治15年7月27日 近藤書記官記 墨書 10.6x465.1 l巻 980845 
午事変之記 巻子装

90 曽村諸家系図綴 巻子装 l巻

90(1) 覚(応安年間書付有之 (明治)申6月 梅野益太郎 墨書 23.7X 14.9 l枚 980846 
、破損甚大記載せず)

90(2) 仁位郡曽村梅野系図 明治時代 不詳 墨書 27.7X 165.5 lJA 6枚 980847 
写

90(3) 家譜荒増覚録梅野 明治10年6月 第33大区16小区曽村 墨書 23.8x 163.2 l通 5枚 980848 
姓 23番地梅野初実藤原

忠真

90(4) 梅野系図写(筑前梅野 明治時代 不詳 墨書 24.2 x65.6 l通 2枚 980849 
住人也、藤氏本名久
野ト云)

90(5) 系図写(藤原家久を祖 明治時代 不詳 墨書 24.6 x 33.4 l枚 980850 
とする)

90(6) 系図写(梅野和泉守時 明治時代 不詳 墨書 23.4X30.4 l枚 980851 
忠を祖とする)

90(7) 対州仁位郷曽村住梅 明治時代 不詳 墨書 24.0x31.6 l枚 980852 
野姓胤系図写

90(8) 梅野氏系図写(姓菅原 明治時代 不詳 墨書 22.8x39.1 l枚 980853 
別家)

90(9) 梅野家先祖忌日覚(元 明治時代 不詳 墨書 24.7x88.0 1JA 2枚 980854 
禄~享和)

91 梅野初実書簡(年頭の 年不詳旧正月13日 仁位会梅野初質より 墨書 23.0 x 33.2 l幅 別に封筒 980855 
挨拶) 朝鮮釜山府宿屋吉田 掛幅装 あり

方梅野初平あて

92(1) 系図写(一宮氏) 明治10年8月 曽村一宮武三郎 墨書書綴 24.2 x 16.4 l綴 以下103ま 980856 
で木箱入
り

92(2) 兵法免許状のコピー 現代 (一宮武=郎) 墨書のコピ 25.6x38.8 l通 141が原本 980857 
(明山友治宛) 一 明治期の

もののコ
ビーカ

93 鎮西出品協会細則(全 近代 鎮西出品協会事務所 印刷パン 21.4X 14.4 l部 第4囲内国 980858 
33箇条) フレット 博鎮西各

県出品者
を会員と
する

94 給人由緒書 明治時代 不詳 墨書朱入 21.4X 16.7 l綴 鶏知村吉 980859 
書綴 野大作外4

名分
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95 包紙(御盃拝載) 明治37年 梅野初実ヵ 墨書 42.5 x 54.2 l枚 「明治37 980860 
年Jf第20
議会則戦
時議会也j

とあり

96 燕子花三十瓶之図 明治40年6月写 不詳 墨書書綴 24.4X 16.7 l綴 以下99ま 980861 
で「明治四
十年頃筆
道教本Jと
書いた封
筒に収め
ていた

97 集の始め草(ヵ)(生花 大正2年夏 不詳 謄写版刷 24.4X 16.6 l綴 980862 
集) 書綴

98 池坊生華撰 明治時代 梅野寿天写 墨書書綴 24.0XI6.4 l綴 980863 

99 華道教本写 明治時代 不詳 墨書 23.8x31.8 5枚 980864 
~868 

100 乗客名簿 昭和3年l月より 位の端回漕厨 印刷ぺン 23.6X16目O l冊 980869 
書書冊

101 委任状 明治時代 多国通 罫紙墨書 24.4x31.6 l枚 白紙委任 980870 
朱印 状以下

103まで同
じ封筒に
収めてい
た

102 委任状 明治時代 多聞通 墨書朱印 23.9X 16.6 l枚 白紙委任 980871 
状

103(1) 委任状 明治時代 多国通 墨書朱印 25.0x17.2 l綴 白紙委任 980872 
書綴 状

103(2) 委任状 明治時代 多国通 墨書朱印 25.2 x 17.2 l綴 白紙委任 980873 
書綴 状

104 絵葉書(郵便貯金70億 昭和15年9月 貯金局 色刷葉書 14.1 x8.9 3枚 袋入り 980874 
円記念) l組 105も閉じ

袋に入っ
ていた

105 絵葉書(四天王寺五重 昭和時代 不詳 白黒写真印 14.2x9.1 l枚 「拝観記念 980875 
塔) 刷薬害 四天王寺J

スタンプ
あり

106 桜島大爆発紀念絵葉 大正時代ヵ 不詳 白黒写真印 14.0x9.2 11枚 袋入り 980876 
書其のー 刷葉書 l組 内4枚はシ

リーズ違
いの桜島
絵葉書

107 カレンダー 昭和5年 株式会社東京開成館 色刷書綴 11.9 x 9目l l綴 980877 

108 コピー(対馬評論) 現代 不詳 コピー 25.7X36.3 3枚 大正13年 980878 
第15回総 ~880 

選挙関係

109(1) 対州仁位郡曽村之住 明治時代 不詳 墨書 24.2 x 31.3 l枚 980881 
梅野氏系図(写)
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109(2) 筑前梅野住人藤原本 明治時代 不詳 墨書 24.0x 15.6 l枚 980882 
名久野ト云系図(写)

109(3) 筑前梅野住人藤原本 明治時代 不詳 墨書 24.0X31.5 l枚 109(2)の 980883 
名久野ト云系図(写) 続き

110 賀表(明治節) 昭和13年11月3日 梅野初実 墨書 38.3X51.9 l通 宮内省式 980884 
部職宛の
封筒あり

111 賀表(年賀) 昭和14年l月l日 梅野初実 墨書 38.0x52.7 l通 宮内省式 980885 
部職宛の
封筒あり

112 賀表(年賀) 昭和14年l月l日 梅野初実 墨書 38.0x52.7 l通 大宮御所 980886 
皇太后宮
職宛の封
筒あり

113 賀表(紀元節) 昭和14年2月11日 梅野初実 墨書 37.9x52.8 l通 宮内省式 980887 
部職宛の

封筒あり

114 賀表(天長節) 昭和14年4月29日 梅野初実 墨書 37.9x52.8 l通 宮内省式 980888 
部職宛の
封筒あり

115 賀表(明治節) 昭和14年11月3日 梅野初実 墨書 38.0X52.8 l通 宮内省式 980889 
部職宛の
封筒あり

116 賀表(年賀) 昭和15年l月l日 梅野初実 墨書 38.0x52.6 l通 宮内省式 980890 
部職宛の
封筒あり

117 賀表(年賀) 昭和15年l月l日 梅野初実 墨書 38.0x52.6 l通 大宮御所 980891 
皇太后宮
職宛の封
筒あり

118 封筒(r賀表jとあり) 昭和時代 不詳 墨書 34.5x21.0 2点 110-117 980892 
(8通)を収 -893 
める

119 カード(大正天皇・皇 大正時代 不詳 白黒写真印 14.2x9.0 2枚 980894 
后) 刷に彩色 -895 

120 絵葉書(春日の局肖 明治時代 はL、原中村工場印刷 色刷葉書 14.1 x9.0 l枚 f春日局 980896 
像) 明治40年

265年紀
念jスタン
プあり

121 写真(梅野初実) 明治時代 S.SETSU. 白黒写真 1O.7x6.5 l枚 裏面墨書 980897 
SHINMACHI 名刺版写真 『県会議員

NAGASAKI として長
崎に遊ぴ
候頃Jとあ
り

122 写真(西村規矩) 明治27年春写 FUKUY馴 A臥N江木 白黒写真 10.8x6.7 l枚 裏面墨書 980898 
支庖 名刺版写真 あり

(台紙付)
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123 写真(赤ん坊) 不詳 不詳 白黒写真 8.7X5.7 l枚 アルバム 980899 
台紙ごと
切り抜き

124 写真(女性l人) 不詳 不詳 白黒写真 8.9X5.4 l枚 アルバム 980900 
台紙ごと

切り抜き

125 写真(パパモトハル) 不詳 不詳 写真印刷 14.7X5.3 l枚 980901 

126 写真(男性4人と女性3明治25年 不詳 白黒写真 5.9x9.3 l枚 裏面墨書 980902 
人) (台紙付) 「番辰雄帰

京の際厳
原にて写

すJとあり

127 写真(梅野初実) 明治37年頃 丸木利陽 白黒写真 10.6X7.3 l枚 980903 
(台紙付)

128 写真(梅野初実一家5 明治時代ヵ 丸木利陽 白黒写真 9.9X 14.1 l枚 980904 
人) (台紙付)

129 写真(男性2人) 不詳 不詳 白黒写真 12.1 x9.0 l枚 台紙裏に 980905 
(台紙付) 「江島広衛

門Jとあり

130 写真(荒川義太郎) 不詳 不詳 白黒写真 14.0x9.4 l部 980906 
(台紙付)

131 写真(梅野初実他) 明治時代 不詳 白黒写真 1O.3X7.1 1枚 アルバム 980907 
(台紙付) 他 台紙に6枚

貼付 『告
別」とあり

132(1) 写真(明治天皇) 明治時代 不詳 白黒写真 15.2 x 10.5 l枚 包紙あり 980908 
(台紙付)

132(2) 写真(昭憲皇太后) 明治時代 不詳 白黒写真 15.1x10.5 l枚 980909 
(台紙付)

133 長崎県干名鑑 大正元年叩月23日 九州日の出新聞社 印刷書冊 22.2x30.3 l冊 980910 
発行 (長崎市)発行

134 土地所有権移転登記 昭和9年月日 村山佐吉より厳原区 印刷墨書 24.7X 16.8 l綴 980911 
申請(家督相続) 裁判所仁位出張所あ 書綴

て

135 売渡証(代金340円) 昭和9年9月24日 村山佐吉より梅野寿 印刷墨書 24.6x 16.8 l綴 980912 
天あて 朱印書綴

136 委任状(土地所有権移 昭和11年月日 村山佐吉より梅野寿 印刷墨書 24.7x33.6 2枚 980913 
転登記申請) 天・梅野初平あて

137(1) 土地表示変更登記申 昭和14年4月4日 梅野寿天より厳原区 印刷カー 24.3X 16.6 l綴 980914 
詩 裁判所仁位出張所あ ボン複写

て 朱印書綴

137(2) 土地所有権移転登記 昭和14年4月4日 梅野寿天より厳原区 印刷カー 24.2X 16.6 l綴 980915 
申請 裁判所仁位出張所あ ボン複写

て 朱印書綴

138 仁位小学校関係書付 明治時代 不詳 墨書 24.2x33.2 13枚 980916 
他 -928 
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139 梅野氏系図関係書付 明治時代 不詳 墨書 27.4x38.6 27枚 梅野氏系 980929 
ぺン書 他 図作成の ~955 

為ヵ

140 断簡 明治時代 不詳 墨書 27.5X22.7 5枚 l枚は梅野 980956 
他 氏系譜(端 ~960 

紙)他は白
紙

141 免許状(兵法) 明治時代 一宮武三郎より明山 墨書 16.4X62.6 l通 前後2部に 980961 
友治あて 他 糊はずれ

他に白紙
断簡2枚
92(2)の原
本

142 契約書(下県郡仁位村 昭和11年|日11月11 朴貫玉(請負人) 墨書 24.4 x 33.6 l枚 980962 
大字曽字前原耕地事 日
業)

143 特殊地方耕地事業 昭和12年3月30日 梅野初実より長崎県 印刷 27.3X19目6 l組 980963 
知事あて ぺン書ほか

書綴

144 長崎県指令(特殊地方 昭和12年3月30日 長崎県知事より梅野 印刷 25.7XI8.2 l通 980964 
耕地事業設計収支予 初実あて タイプ印字

算書変更の件認可) 朱印

145 長崎県指令(特殊地方 昭和11年12月22日 長崎県知事より梅野 印 刷 ガ リ 26.0x 18.0 l通 980965 
耕地補助の件聞き届 初実あて 版刷ぺン

け) 書朱印

146 工事請負契約関係書 昭和11~12年 契約者梅野初実請 書綴カー 24.7X 16目8 l綴 980966 
類 負人梅野嘉善 ボン複写

147 昭和11年度現金出納 昭和12年 不詳 ガリ版刷 24.2XI6.6 l綴 980967 
簿(特殊耕地事業曽地 ペン書

区) 朱印書綴

148 変更設計書 昭和11年(ヵ) 梅野初実 ベン書 28.0x 19.6 l綴 980968 

149 設計書 昭和11年8月設計 安成正 ガリ版刷 28.1 x20.0 l綴 980969 

150 特殊地方耕地事業補 昭和11年10月日 梅野初実より長崎県 印刷カー 27.2XI9.6 l綴 980970 
助申請書綴(組合控) 知事あて ボン複写

朱印書綴

151 補助金計算書 昭和15年(ヵ) 書記佐伯金蔵 ベン書 16.3X23.7 l枚 980971 
朱印

152 領収書 昭和15年6月日 佐伯金蔵より梅野寿 ペン書 23.7X 16.3 l枚 980972 
天あて 朱印

153 年賦償還金貸借契約 大正7年3月29日 杉野清次 墨書朱印 27.6x 19.5 l綴 980973 
証書 書綴

154 土地抵当権移転登記 昭和14年4月4日 日本勧業銀行長崎支 印刷カー 24.6X 16.8 l綴 980974 
申請書 盾 ボン複写

ペン書
書綴

155 履歴書 明治末期 梅野寿天 墨書書綴 27.6x20.0 l綴 980975 

156 書簡(年賀状) 明治19年l月l日 小瀬佳次郎より梅野 墨書葉書 14.0x8.9 l通 980976 
初実あて
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157 書簡(県議補欠選挙前 明治22年2月11日 神宮実礼より梅野初 墨書葉書 14.lx9.0 l通 980977 
に打ち合わせのこと) 消印 実あて

158 書簡(ご来訪時期につ 11月3日消印 須藤敬ーより梅野初 墨書葉書 14.lx9.0 l通 980978 

いて) 実あて

159 書簡(県議当選祝い) 明治32年9月30日 高島荘助より梅野初 墨書葉書 14.0x8.9 l通 980979 
実あて

160 書簡(検疫出張所開設 明治35年12月12日 川本達より梅野初実 墨書葉書 14.1 X9.0 l通 980980 
につき教務局長へ運 消印 あて

動依頼)

161 書簡(依頼の一件につ 明治35年12月13日 野村寛次郎・大津鉄 墨書葉書 14.2 x 8.9 l通 980981 
いて配慮方の御礼) 消印 三郎より梅野初実あ

て

162 書簡(八木より見本に 明治40年6月19日 今泉斉三郎より梅野 墨書薬害 14.0x8.9 l通 980982 
関する状況について) 消印 初実あて

163 書簡(調査結果充分に 明治40年6月23日 八木行太より梅野初 墨書葉書 14.0x8.9 l通 980983 
っき見本品を持って 実あて
出張のこと)

164 書簡(今回組合会議員 大正7年2月5日消 仁位誠之より梅野初 墨書葉書 14.3x9.1 l通 980984 
となったこと) ~11 実あて

165 書簡(年賀) 大正7年2月16日消 梅野寿天より梅野初 ぺン書葉 14.2x9.0 l通 980985 
~11 実あて 書

166 書簡 2月19日 梅野初実より生田雅 墨書葉書 14.lx9.0 l通 980986 
あて

167 誓約 明治11年7月 就道舎 墨書 51.3x38.8 l通 糊はずれ 980987 

168 書簡(封筒のみ) 明治34年9月13日 梅野初実あて 墨書封筒 21.1 x8.0 l通 980988 
消印

169 書簡(封筒のみ) 明治22年6月7日消 長崎県対馬島庁より 墨書封筒 17.8x7.3 l通 980989 
印 梅野初実あて

170 兵営病院縦覧証 3月20日 大村歩兵第46連隊 印刷 10.8x7.5 4枚 980990 
~993 

171 電報(委員依頼の件) 11年2月5日 本多より梅野初実あ 印刷カー 21.2X 14.6 l通 980994 
て ボン複写

172 嘱託状旧本赤十字社 明治29年7月l日 日本赤十字社長崎支 印刷墨書 21.0X30.0 l通 980995 
長崎支部協賛委員) 部長より梅野初実あ 朱印

て

173 任命状旧本赤十字社 明治29年8月31日 日本赤十字社総裁外 印刷墨書 21.2X30.3 l通 980996 
正社員) l名より梅野初実あ 朱印

て

174 嘱託状旧本赤十字社 昭和3年4月18日 日本赤十字社長崎支 印刷墨書 23.5x31.3 l通 980997 
対馬委員部仁位村分 部長より梅野初実あ 朱印

区長) て

175 通常会員証(梶井シス 明治40年11月8日 愛国婦人会総裁外l 印刷墨書 22.0X29.7 l通 980998 
ノ子) 名 朱印

176 正社員証(梶井静野) 大正3年5月31日 日本赤十字社総裁外 印刷墨書 21.2X29.9 l通 980999 
l名 朱印
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177 正社員証(梶井静野) 大正6年12月15日 日本赤十字社総裁外 印刷墨書 20.9x30.1 1 j直 9801000 
2名 朱印

178 御震翰之御写・誓文 明治時代 不詳 墨書 23.7x 139.0 l部 「億兆安撫 9801001 
国威宣揚
の寝翰jと
「五箇条の
誓文J

179 書簡(開院式挙行の案 明治29年11月5日 長崎仏教慈善会感化 印刷墨書 19.3x27.3 l通 9801002 
内) 院より梅野初実 封書

180 書簡(告別) 明治23年l月10日 日下義雄より梅野初 墨書封書 9.1 x6目l l通 9801003 
消印 実あて

181 宗家命日書上(含梅野 明治時代 不詳 墨書 24.3x 132.9 l枚 9801004 
家)

182 系図(清和源氏) 明治時代ヵ 不詳 墨書 37.4x26.7 l枚 後欠 9801005 

183 断筒 明治時代ヵ 不詳 墨書 21.8 x30.0 l枚 9801006 

184 揚心流和術袖自録 明治24年8月 中野友次郎より桑野 墨書 19.7X 104.1 l部 9801007 
国太郎あて

185 真言宗立教開宗一千 近代 不詳 色刷葉書 9.0X 14.2 2組 3枚l組 9801008 
一百年記念絵葉書 袋入り ~1009 

186 関西九州府県連合水 明治40年 長崎県協賛会 色刷葉書 14.0x9.1 l組 2枚入り 9801010 
産共進会記念絵葉書 袋入り

187 書簡旧本済美学校設 明治40年3月30日 日本済美学校設立事 印刷封書 18.8xI2.6 l通 設立趣意 9801011 
立の件) 消印 務所より梅野初実あ 書・学則

て 入り 通
信文なし

188 書簡(織物消費税に関 明治 織物税廃止期成同盟 印刷封書 27.0XI9.2 Ij直 具陳書の 9801012 
する具陳書) 会より梅野初実あて み通信

文なし

189 第4囲内国勧業博覧 明治28年 京都合資商報会社石 印刷 40.2x53.3 l枚 9801013 
会場之図(平安遷都千 版部

百年記念祭)

190 憲政本党本部図面 明治39年カ 不詳 印刷 27.3x38.8 l枚 9801014 

191 伊藤為吉蒐集所蔵絵 明治40年3月印刷 千人画伯絵画展覧会 印刷 39.2 X54.0 l枚 9801015 
画筆者目録

192 書簡 明治35年II月29日 西村規矩より梅野初 印刷墨書 22.5 x8.9 l通 封筒のみ 9801016 
消印 実あて 190~ 192 

同一封筒
で整理済

193(1) 書簡(履歴の謄写依 3月7日 愚老より寺山あて 墨書 19.3X58.8 l通 9801017 
頼)

193(2) 書簡(兼而内談の一件 不詳 不詳 墨書 19.7x37.1 l通 後欠 9801018 
について) 草案ヵ

193(3) 書簡(近況報告) 不詳 不詳 墨書 19.7x42.1 l通 前後欠 9801019 
草案ヵ

193(4) 書簡(内談について) 不詳 不詳 墨書 19.7X49.6 l通 後欠 9801020 
草案ヵ
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193(5) 書簡(兼而内談の一件 11月21日 老生より(あて名不 墨書 19.7X50.8 l通 草案ヵ 9801021 
について) 詳)

193(6) 書簡(近況報告) 不詳 不詳 墨書 19.6X30.8 l通 後欠 9801022 

194 証文綴 明治16年7月10日 梅野益太郎他宛 墨書 24.2XI6.7 l綴
~22年3月 27 日 罫紙綴

195 証文綴 明治26年3月 ~33 梅野初実他宛 墨書書綴 24.4X 16.8 l綴 9801024 
年3月5日

196 土地台帳 明治時代 梅野初実 墨書 24.5X 16.6 l綴 9801025 
罫紙綴

197 対馬説略・津島記事 明治時代ヵ 梶井 墨書 24.4X 16.0 l綴 9801026 
抜書 罫紙綴

198 辞令等 l冊

198(1) 褒状旧露戦争後の従 明治38年2月20日 佐賀県知事正五位勲 印刷墨書 22.7x30.8 l枚 9801027 
軍家族扶助のため金 四等喬川輝より小城 朱印

壱円寄附に対して) 郡三日月村伊東鉄造
あて

198(2) 修業証書(尋常小学校 明治34年3月25日 小城郡=日月村立三 印刷墨書 23.6x30.9 l通 9801028 
第2学年課程) 日月尋常高等小学校 朱印

より伊東辰次あて

198(3) 修業証書(尋常小学校 明治35年3月26日 小城郡三日月村立三 印刷墨書 23.6x30.7 l通 9801029 
第3学年課程) 日月尋常高等小学校 朱印

より伊東辰次あて

198(4) 卒業証書(尋常小学校 明治36年3月25日 小城郡三日月村立三 印刷墨書 26.0x35.8 1im 9801030 
の教科) 日月尋常高等小学校 朱印

長石井忠敏より伊東
辰次あて

198(5) 修業証書(高等小学校 明治37年3月26日 小城郡三日月村立三 印刷墨書 28.0 x 20.0 l通 9801031 
第l学年課程) 日月尋常高等小学校 朱印

長石井忠敏より伊東
辰次あて

198(6) 修業証書(高等小学校 明治38年3月26日 小城郡三日月村立= 印刷墨書 28.0 x 20.0 l通 9801032 
第2学年課程) 日月尋常高等小学校 朱印

長石井忠敏より伊東
辰次あて

198(7) 賞状(学業優秀・硯箱 明治40年3月25日 三日月尋常高等小学 印刷墨書 19.6x26.6 1im 9801033 
l箇) 校より高等科4学年 朱印

伊東辰次あて

198(8) 卒業証書(高等小学校 明治40年3月31日 三日月尋常高等小学 印刷墨書 26.1 x35.9 1im 9801034 
4箇年の教科) 校長石井忠猷より伊 朱印

東辰次あて

198(9) 褒状(本学年中皆勤) 明治41年3月27日 佐賀県立小城中学校 印刷墨書 27.2X33.6 l枚 9801035 
長園井清音より第l 朱印
学年生伊東辰次あて

198(10) 褒状(本学年中皆勤) 明治42年3月27日 佐賀県立小城中学校 印刷墨書 27.2x33.2 l枚 9801036 
長闘井清音より第2 朱印
学年生伊東辰次あて
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198(11) 褒状(本学年中皆勤) 明治43年3月27日 佐賀県立小城中学校 印刷墨書 27.3x35.4 l枚 9801037 
長国井清音より第3 朱印
学年伊東辰次あて

198(12) 褒状(品行方正学術優 明治43年3月27日 佐賀県立小城中学校 印刷墨書 27.3x35.4 l枚 9801038 
秀につき) 長園井清音より第3 朱印

学年伊東辰治(ママ)
あて

198(13) 賞状(品行方正学術優 明治45年3月27日 佐賀県立小城中学校 墨書朱印 27.2 X35.4 l枚 9801039 
秀につき 旧小城藩 長高山虎太より伊東

主鍋島子爵家より寄 辰次あて
贈の漢和大辞典を交
付)

198(14) 賞状(品行方正学術優 明治45年3月27日 佐賀県立小城中学校 印刷墨書 27.2x35.5 l枚 9801040 
秀につき 修養を賞 長高山虎太より第5 朱印

与) 学年伊東辰次あて

198(15) 賞状(本部奨学資金設 明治45年3月27日 佐賀県小城郡長酒井 印刷墨書 26.1 x36.2 l枚 9801041 
置規則第l条により 茂馬より小城中学校 朱印

品行方正学術超衆の 卒業生伊東辰次あて

ため貰稗l個贈与)

198(16) 卒業証書(当校におい 明治45年3月27日 佐賀県立小城中学校 印刷墨書 34.8X43.5 l通 9801042 
て中学全科の課程を 長高山虎太より伊東 朱印

履修) 辰次あて

198(17) 佐賀日日新聞切り抜 明治45年3月29日 小野定一発行兼編 印刷 20.0 x 40.4 l点 9801043 
き(小城中学校卒業式 集人

の記事)

198(18) 西海新聞切り抜き(小 明治45年3月30日 菊池徳治郎発行兼 印刷 27.2 X41.0 l 点 9801044 
城中学校卒業式の記 編集人

事)

198(19) 答辞(小城中学校卒業 明治45年3月27日 佐賀県立小城中学校 罫紙朱入 23.9 x 32.4 1 )点 草案ヵ 9801045 
生総代) 第9回卒業生総代伊 鉛筆入 (2枚)

東辰次 墨書

198(20) 答辞(小城中学校卒業 明治45年3月27日 佐賀県立小城中学校 皇室書 31.5x75.6 l枚 9801046 
生総代) 第9回卒業生総代伊

東辰次

198(21) 通知簿(伊東辰次・尋 明治35年3月24日 三日月尋常高等小学 印刷墨書 16.4X45 l点 9801047 
常小学校第3学年) 校長より伊東辰次あ 朱印朱書

て

198(22) 通知簿(伊東辰次・高 明治36~39年 三日月尋常高等小学 印刷墨書 19.4x54 1)点 9801048 
等小学校1~4学年) 校長より伊東辰次あ 朱印朱書

て

198(23) 通告簿(伊東辰次・小 明治40年 小城中学校より伊東 小冊子印 18.6X 12.8 l部 9801049 
城中学校l学年) 辰次あて 刷ぺン書

朱印墨書

198(24) 通告簿(伊東辰次・小 明治41年 小城中学校より伊東 印刷 21.2x37.8 1 )点 9801050 
城中学校2学年) 辰次あて ベン書

朱印墨書

198(25) 通告簿(伊東辰次・小 明治41年 小城中学校より伊東 印刷 21.2X37.8 l点 198(24)と 9801051 
城中学校2学年) 辰次あて ペン書 ほぽ同様

朱印墨書 も通信欄
に若干の
相異あり
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198(26) 通告表(伊東辰次・小 明治42年 小城中学校より伊東 印刷 21.2X 19.6 l点 9801052 
城中学校3学年) 辰次あて ぺン書

朱印墨書
鉛筆書入

198(27) 通告表(伊東辰次・小 明治43年 小城中学校より伊東 印刷 21.2X19.6 1 )点 9801053 
城中学校4学年) 辰次あて ペン書

朱印墨書

198(28) 通告表(伊東辰次・小 明治44年 小城中学校より伊東 印刷ベン 21.2x 19.6 1 )点 9801054 
城中学校5学年) 辰次あて 書朱印

198(29) 小城中学校第9回卒 明治45年3月27日 小城中学校 印刷 16.6X26.6 し点 9801055 
業証書授与式次第 ペン書

198(30) 小城中学校第9回卒 明治45年3月27日 小城中学校 印刷 26.8x39.0 1 )点 9801056 
業生一覧表

198(31) A mother's letter 明治44年6月28日 伊東辰次の母より伊 罫紙墨書 23.8X 16.2 l綴 9801057 
東辰次あて 朱書

198(32) 暑中日記 明治42年夏 伊東辰次 罫紙墨書 23.8X 16.2 l綴 9801058 
朱印

198(33) 夏休暇日記 明治44年夏 伊東辰次 罫紙墨書 23.8x 16.2 l綴 9801059 
朱書

198(34) 漢詩f夏初j 明治時代夏 伊東辰次 罫紙墨書 23.8 x 32.0 l枚 9801060 
朱書

198(35) 作文「択友説」 明治時代 伊東辰次 罫紙墨書 23.8X32.0 l綴 9801061 
朱書

198(36) 第五高等学校大学予 明治45年7月29日 第五高等学校より伊 印刷朱書 27.8x40 l通 以下198(38)9801062 
科第三部入学許可通 東辰次あて までで許
知書 可通知の

封書一式

198(37) 第五高等学校大学予 明治45年7月29日 第五高等学校より伊 印刷 16.8X 12.6 l通 9801063 
科第=部入学許可通 東辰次あて
知書・注意書

198(38) 第五高等学校大学予 明治45年7月29日 第五高等学校より伊 封筒墨書 20.4X7.8 l点 9801064 
科第=部入学許可通 東辰次あて 切手消印
知書封筒

198(39) 小城郡奨学資金貸与 大正2年4月7日 小城郡役所第三科長 罫紙墨書 24.2 x 33.4 l通 9801065 
許可通知書 古川卯之吉より伊東 朱印

傍市あて

198(40) 小城郡奨学資金貸与 大正2年4月7日 小城郡長酒井茂馬よ 罫紙墨書 27.6x39.6 l通 9801066 
許可通知書(卒業まで り第五高等学校在校 朱印
の貸与の額を示す) 生伊東辰次あて

198(41) 卒業証書(第五高等学 大正4年7月l日 第五高等学校長従五 墨書印刷 28.4x37.0 l通 9801067 
校大学予科第三部) 位勲六等吉岡郷甫よ 朱印

り伊東辰次あて

198(42) 常議会開会通知書(九 大正7年6月6日 九州帝国大学医科大 油紙 27.2XI9.6 i通 9801068 
州帝国大学医科大学 学学友会伊東会長よ 朱(紫)書
事務室応接室におい り伊東集会部委員あ 墨書
て) て
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198(43) 九州帝国大学医学部 大正8年10月2日 九州帝国大学医学部 印刷朱印 27.6x20.0 l通 9801069 
在学証明書 長医学博士高山正雄 墨書

より伊東辰次あて

198(44) 九州帝国大学医学部 大正8年12月1日 九州骨子園大学医学部 印刷朱印 39.6x55.0 l通 9801070 
医学課程修了証書(医 長従四位勲三等医学 墨書

学課程修了と試験に 博士高山正雄・九州

合絡を証す) 帝国大学総長従三位
勲二等工学博士真野
文二より伊東辰次あ
て

198(45) 辞令(九州帝国大学助 大正9年l月20日 九州帝国大学より伊 墨書朱印 22.6x30.8 i通 9801071 
手に任じる) 東辰次あて

198(46) 辞令(医学部勤務を命 大正9年l月20日 九州情国大学より伊 罫紙墨書 27.2x 19.8 1j(R 9801072 
じる) 東辰次あて

198(47) 辞令(願により、助手 大正9年3月31日 九州帝国大学より伊 罫紙墨書 27.2x19.8 l通 9801073 
を免じる) 東辰次あて 朱印

198(48) 辞令(長崎県上県郡比 大正12年11月l日 長崎県より伊東辰次 罫紙墨書 26.8X 18.4 l通 9801074 
田勝実業補習学校・ あて 朱印
豊実業補習学校校医
を嘱託)

198(49) 辞令(長崎県上県郡比 大正12年11月l日 長崎県より上県郡比 罫紙墨書 26.8x18.4 l通 9801075 
田勝尋常高等小学 田勝尋常小学校・豊 朱印
校・豊尋常高等小学 尋常小学校校医伊東
校校医を嘱託) 辰次あて

198(50) 戸籍訂正許可通知書 大正10年6月10日 佐賀区裁判所判事鹿 印刷墨書 24.2x33.0 i通 9801076 
(姓を伊東→梅野に) 島闘之助より伊東辰 朱印

次あて

198(51) 兵役免除証書 大正10年6月22日 佐賀連隊区徴兵署よ 印刷ぺン 18.0x 12.0 l通 9801077 
り伊東辰次あて 書朱印

198(52) 憲政会推薦状(憲政会 大正15年5月10日 憲政会長長崎県支部 罫紙印刷 28.0X 19.8 l通 9801078 
評議員に推薦) より伊東辰次あて 墨書朱印

198(53) 対馬民政会推薦状 昭和5年2月l日 対馬民政会より梅野 罫紙印刷 19.4X27.l l通 9801079 
辰次あて 墨書朱印

198(54) 辞令(太陽生命審査医 昭和2年6月23日 太陽生命保険株式会 罫紙印刷 19.0x26.6 l通 9801080 
を嘱託) 社より梅野辰次あて 墨書朱印

198(55) 桐蔭会推薦状(桐蔭会 昭和6年3月11日 桐蔭会長赤木員臣よ 罫紙印刷 26.8x 19.6 l通 9801081 
評議員に推薦) り梅野辰次あて 墨書朱印

198(56) 博士号学位記(医学博 昭和11年8月4日 九州帝国大学総長従 罫紙印刷 40.0x53.0 l通 9801082 
士号) 三位勲一等工学博士 墨書朱印

荒川文六より長崎県
士族梅野辰次あて

198(57) 桐蔭会通知書(会名を 昭和6年3月11日 桐蔭会長赤木員臣よ 印刷ぺン 24.4X 16.8 l通 198(5日と 9801083 
桐蔭会に改めたこと り梅野辰次あて 書朱印 リンク
-会名の由来・評議
員推薦の件を通知)

198(58) 豊崎村学務委員決定 昭和6年7月l日 豊崎村長代理助役須 印刷ぺン 24.2x 16.6 l通 9801084 
告知書 川英太より梅野辰次 書朱印

あて
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198(59) 豊崎村長当選告知書 昭和6年8月25日 豊崎村村長代理助役 罫紙ぺン 24.6x33.2 l通 9801085 
須川英太 書朱印

198(60) 辞令(対馬産牛馬畜産 昭和6年9月4日 対馬産牛馬畜産組合 罫紙墨書 27.8x20.0 l通 9801086 
組合第十四部長を嘱 より梅野辰次あて 朱印

託)

198(61) 辞令(対馬産牛馬畜産 昭和7年3月18日 対馬産牛馬畜産紐合 罫紙墨書 27.9XI9.0 l通 9801087 
組合第十四部長の嘱 より梅野辰次あて 朱印

託を解く)

198(62) 辞令(豊崎村地方委員 昭和6年10月l日 長崎県山林会より豊 罫紙墨書 26.5X 18.6 l通 9801088 
を嘱託) 崎村長梅野辰次あて 朱印

198(63) 辞令(愛国婦人会長崎 昭和6年12月16日 愛国婦人会会長本野 印刷墨書 21.0x30.1 l通 9801089 
県支部対馬幹事部豊 久子より梅野辰次あ 朱印

崎村委員区顧問を嘱 て
託)

198(64) 嘱託書(第一生命被保 昭和6年11月24日 第一生命保険相互会 罫紙墨書 27.3XI9.4 l通 9801090 
険者診査を嘱託) 社社長矢野恒太より 朱印

梅野辰次あて

198(65) 給与通知書(昭和6年 昭和6年12月28日 豊崎村役場より豊崎 ペン書 27.4X 19.8 l通 9801091 
中特別事務勉励によ 村長梅野辰次あて 墨書朱印

り)

198(66) 村会議員当選告知書 昭和6年5月31日 豊崎村長大浦ーより ペン書 24.0x 16.6 l通 封筒3つあ 9801092 
当選人梅野辰次あて 墨書朱印 り豊崎

封書 村役場よ
り梅野辰
次宛親
展198(66)
(67)が入
っていた
ものヵ

198(67) 辞令(豊崎村医療施薬 昭和6年12月29日 豊崎村長梅野辰次よ ぺン書 27.6X39.8 l通 9801093 
助産指定医師を嘱託) り梅野辰次あて 墨書朱印

封書

198(68) 辞令(長崎県方面理事 昭和7年l月6日 長崎県知事鈴木信太 墨書朱印 25.0x34.8 l通 9801094 
を嘱託) 郎より梅野辰次あて

198(69) 豊崎村貯金組合第三 昭和7年1月27日 豊崎村貯金組合長梅 印刷 16.4x24.4 l通 9801095 
期決算報告書 野辰次

198(70) 当選通知書(豊崎村信 昭和7年4月25日 豊崎村信用組合長須 印刷ぺン 23.8x 15.2 l通 9801096 
用組合理事に当選) 川英太より梅野辰次 書朱印

あて

198(71) 辞令旧本海員披済会 昭和6年12月22日 日本海員披済会理事 墨書朱印 20.9X25.4 l通 宛所f梅 9801097 
長崎支部対馬島郡豊 長従三位勲一等内田 野Jの誤り

崎村委員部委員長を 嘉吉より梅閏(ママ) カ

嘱託) 辰次あて

198(72) 謝状(国防献金に対す 昭和7年6月l日 帝国在郷軍人会大村 印刷墨書 24.8X31.5 l通 9801098 
る) 支部長陸軍歩兵大佐 朱印

従五位勲三等安河内
勇より梅野辰次あて

198(73) 計算書(福岡医科大学 昭和13年l月27日 九州情国大学医学部 印刷 25.8x 17.2 l通 封筒あり 9801099 
雑誌に掲載の論文の 雑誌部より梅野辰次 ペン書 雑誌部よ

印刷実費について) あて 朱印封書 り梅野辰
次宛
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198(74) 長郷虎松書簡 昭和6年3月6日 対馬島仁位村役場内 罫紙ぺン 23.6X 16.3 l通 封筒あり 9801100 
長郷虎松より梅野辰 書 封 書 昭和6年3
次あて 月6日消印

198(75) 証明書(仁位村教員住 昭和6年8月24日 仁位村長郷虎松 罫紙ぺン 24.6X 16.8 l通 198(74)の 9801101 
宅県補助金申請中を 書朱印 封筒に同

証明) 封も日付
にズレあ
り 別件

198(76) 逓信局認可書(特設電 昭和7年5月26日 熊本逓信局長吾妻耕 罫紙印刷 25.9xI7.6 l通 9801102 
話・甲卓廃止の認可) ーより梅野辰治(マ ベン書

マ)あて 朱印

198(77) 戸籍謄本(梅野家) 昭和4年11月20日 長崎県下県郡仁位村 印刷 26.6x40.0 l綴 9801103 
長梅野初実 ぺン書

朱書朱印

198(78) 大礼記念章之証(勲章 大正4年11月10日 賞勲局総裁従二位勲 印刷墨書 32.2x42.0 l枚 98011041 
勲四等) 三等伯爵正親町実正 朱印

より梅野初実あて

198(79) 大饗饗鎮招待状 昭和3年11月l日 宮内大臣一木喜徳郎 印刷墨書 18.6xI3.6 l通 封筒あり 9801105 
より長崎県口加高等 封書
女学校教諭梅野寿天
あて

198(80) 卒業証書(東京裁縫女 明治39年7月30日 東京裁縫女学校校長 印刷墨書 36.0X47.4 l枚 長崎県の 9801106 
学校普通科) 渡辺辰五郎より長野 朱印 誤りヵ

(ママ)県士族梅野ス
テあて

198(81) 修業証書(東京造花教 明治45年4月25日 東京造花教習所長・ 墨書朱印 34.0 X45.2 l枚 9801107 
習所) 共立女子職業学校造

花科主任伏見膝三郎
より長崎県梅野寿天
あて

198(82) 卒業証(修技女塾編物 明治40年7月20日 修技女塾より梅野す 墨書朱印 27.2 x38.2 l枚 9801108 
科) て子あて

198(83) 婚礼式達成証書 明治41年8月16日 大日本婦人正風会教 墨書朱印 26.8x38.8 l枚 9801109 
務部より長崎県士族
梅野すてあて

198(84) 証明書(裁縫理論議習 明治38年8月15日 裁縫科理論講習会長 印刷墨書 26.8x37.4 l枚 9801110 
修了の証明) 渡辺辰五郎より長野 朱印

(ママ)県士族梅野す
てあて

198(85) 卒業証(修技女塾生華 明治40年7月20日 修技女塾より梅野す 墨書朱印 25.4x38.0 l枚 9801111 
科) て子あて

198(86) 証明書(修技女塾生華 明治41年4月5日 修技女塾長松島貞子 印刷墨書 26.2 x37.8 l枚 9801112 
科皆伝) 朱印

198(87) 証明書(教員養成会の 明治38年7月31日 第五回教員養成会長 印刷墨書 25.5 x 37.8 l枚 9801113 
科目修了の証明) 渡辺辰五郎より長崎 朱印

県士族梅野すてあて

198(88) 証明書(女礼式普通部 明治41年4月24日 大日本婦人正風会教 墨書朱印 26.0 X35.4 l枚 9801114 
卒の証明) 務部より長崎県士族

梅野すてあて
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198(89) 大礼記念章之証 昭和3年11月16日 賞勲局総裁正四位勲 印刷墨書 32.4X41.8 l枚 9801115 
二等天岡直嘉より長 朱印
崎県口加高等女学校
教諭梅野寿天あて

198(90) 書簡 大正8年9月14日 Jノ.Kあajiiてより梶井シズ 絵葉書 14.0x9.0 l通 9801116 
切手消印
ぺン書

198(91) 葉書(暑中見舞) 昭和時代 梅野辰次 葉書印刷 14.0x9.0 2枚 98Dl117 
未使用 -1118 

198(92) 書簡 昭和9年5月5日 父(梅野辰次)より梅 葉書消印 14.0x9.0 l通 9801119 
野初平・佐次平・昭 ベン書
平・良平あて

198(93) 書簡 大正4-8年11月10九州帝国大学医学部 葉書墨書 14.0x9.0 l通 9801120 
日 庶務掛より伊東辰次 朱印消印

あて

198(94) 名刺(梅野初実) 明治時代ヵ 梅野初実 名刺印刷 10.0x6.0 l枚 9801121 

198(95) 煙草小売許可書 明治42年6月16日 専売局長官浜口雄幸 印刷墨書 19.8x 13.6 l枚 9801122 
より梶井素行あて 朱印

198(96) 桐蔭会推薦状(桐蔭会 昭和6年3月11日 桐蔭会長赤木員臣よ 印刷墨書 26.6x 19.6 l通 9801123 
評議員に推薦) り梶井素行あて 朱印

198(97) 土地台帳 明治時代ヵ 梶井素行 罫紙墨書 24.4X 16.8 l綴 9801124 
小冊子

198(98) 通信表(仁位尋常高等 大正9年 仁位尋常高等小学校 印刷ぺン 18.0x38.6 l枚 98Dl125 
小学校6年梶井有来) より梶井有来あて 書朱印

198(99) 俸金通知書 明治31年7月23日 長崎県より曽尋常小 墨書 22.7x30.8 l通 9801126 
学校准訓導梶井素行
あて

198 稲田龍吉書簡 大正7年叩月14日 稲田龍吉より九州医 封書墨書 19.5 x 56.6 l通 封筒あり 9801127 
(100) 科大学四年生伊東辰 切手消印

次あて

198 梅野初実書簡 昭和4年2月6日 梅野初平より梅野志 封書 14.0x8.9 l通 封筒あり 9801128 
(101) 寿乃あて ベン書 (書簡3枚)

切手消印

198 書簡 昭和 2月15日 梅野辰次あて ベン書 24.2 X33.4 1jui 198(101) 9801129 
(102) 封筒に同

封

198 辞令(愛国婦人会長崎 昭和6年12月16日 愛国婦人会長木野久 墨書印刷 20.0x30.2 1jui 9801130 
(103) 県支部対馬幹事部豊 子より梅野シズノ子 朱印

崎村委員区長を嘱託) あて

198 池坊専啓認可書 昭和7年5月 池坊専啓より梅野シ 墨書朱印 21.5X57.5 l枚 包紙あり 9801131 
(104) ズノあて

198 梶井しずの作絵(スケ 明治時代 厳原高等小学校1-2絵の具 23.4x32.4 6枚 9801132 
(105) ッチ) 年梶井しずの 墨書朱書 -1137 

198 作文帳(r揚子江Jにつ 明治・大正時代ヵ 第二学年梶井しづの 罫紙墨書 24.8X 16.8 l綴 中学2年ヵ 9801138 
(106) いての作文) 朱書

198 梅野すて書簡 明治末~大正初期 梅野すてより母様 鉛筆書 24.6x33.2 l通 9801139 
(107) ヵ 7月l日 (梅野春)あて
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198 感謝状(梅野春長寿に 昭和26年9月15日 仁位村長梅野岩雄よ 印刷墨書 26.3 X36.2 l枚 9801140 
(108) 対して) り梅野春あて 朱印

199 勲章 l 点 9801141 

200 記念章 l点 9801142 

201 記念章 l点 9801143 

202 記念章 l点 9801144 

203 勲記 一紙、額装 l通 9801145 

204 文書箱 昭和14年作 梅野寿天 墨書木箱 45.9 x32.0 1)点 92~203を 9801146 
x 18.8 収める

205 第2回展覧会出品目 明治39年4月 1~3 東京裁縫女学校 印刷パン 22.0X 15.0 l部 18頁 9801147 
録 日開会 フレット

206 通知 昭和15年4月29日 陸軍省より梅野寿天 印刷墨書 23.0 x 30.8 l通 「支那事変 9801148 
あて ニ珍テ尽

力砂カラ
ス依テ額
一面ヲ賞

賜スJ

207 委嘱状(大日本国防婦 昭和15年5月12日 大日本国防婦人会長 色刷墨書 19.7x26.3 l 通 9801149 
人会対馬支部長) 崎県本部長より梅野 朱印

寿天あて

208 委嘱状(二位村軍人遺 昭和15年6月20日 長崎県知事平敏孝よ 印刷墨書 27.2 x 19.6 l通 9801150 
族家族指導員) り梅野寿天あて 朱印

209 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月10日 大日本婦人会長崎県 印刷墨書 25.6x 18.3 l通 9801151 
長崎県支部役員の功 支部長橘エキより梅 朱印

労) 野寿天あて

210 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月10日 大日本婦人会長崎県 罫紙に墨書 27.7X20.0 l通 9801152 
対馬支部長の功労) 支部長橘エキより梅 朱印

野寿天あて

211 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月13日 大日本婦人会長山内 印刷墨書 25.5X 18.0 l通 9801153 
役員の功労) 禎子より対馬支部長 朱印

-審議員梅野寿天あ
て

212 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月13日 大日本婦人会長山内 印刷墨書 25.6X 18.3 l通 9801154 
役員の功労) 禎子より二位村支部 朱印

長梅野寿天あて

213 第2回展覧会出品目録 明治39年4月 1~3 東京裁縫女学校 印刷パン 22.0 x 15.0 l部 18頁 9801155 
日開会 フレット

214 通知 昭和15年4月29日 陸軍省より梅野寿夫 印刷墨書 23.0 X30.8 l通 「支那事変 9801156 
あて ニ珍テ尽

力砂カラ
ス依テ額
一面ヲ賞
賜スj

215 委嘱状(大日本国防婦 昭和15年5月12日 大日本国防婦人会長 色刷墨書 19.7X26.3 l通 9801157 
人会対馬支部長) 崎県本部長より梅野 朱印

寿天あて
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216 委嘱状(二位村軍人遺 昭和15年6月20日 長崎県知事平敏孝よ 印刷墨書 27.2XI9.6 l通 9801158 
族家族指導員) り梅野寿天あて 朱印

217 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月10日 大日本婦人会長崎県 印刷墨書 25.6X 18.3 l通 9801159 
長崎県支部役員の功 支部長橘エキより梅 朱印
労) 野寿天あて

218 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月10日 大日本婦人会長崎県 罫紙に墨書 27.7x20.0 l通 9801160 
対馬支部長の功労) 支部長橘エキより梅 朱印

野寿天あて

219 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月13日 大日本婦人会長山内 印刷墨書 25.5x 18.0 l通 9801161 
役員の功労) 禎子より対馬支部長 朱印

-審議員梅野寿天あ
て

220 感謝状(大日本婦人会 昭和20年6月13日 大日本婦人会長山内 印刷墨書 25.6XI8.3 l通 9801162 
役員の功労) 禎子より二位村支部 朱印

長梅野寿天あて

フ臼n
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2.福岡県立福岡中央高等学校資料

〈資料内訳)1 博多人形 ①歴史人形…...・ H ・...・ H ・-… H ・H ・...22件22点 ②風俗人形………・… H ・H ・...・ H ・....17件 17点

③髪型模型....・ H ・........・ H ・.....・ H ・.19件19点 ④陶板….....・ H ・-………… H ・H ・..…38件 38点

⑤人形付属品…・…...・ H ・-… H ・H ・. 3件 3点

2 その他の人形...・H ・..…………….........…11件 11点

3 巻子の箱・ H ・H ・..……………...・ H ・.....・ H ・..2件 2点

4 新聞...・ H ・..…...・ H ・..……...・ H ・.....・ H ・..…37件131点

1 博多人形

①歴史人形

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状

歴史人形『上古奈良朝以前 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

婦人服装着用模型j 製作所

2 歴史人形f中古平安朝時代 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

朝服束帯着用模型J 製作所

3 歴史人形『中古平安朝時代 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

婦人正服着用模型j 製作所

4 歴史人形「中古平安朝時代 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

婦人旅装むしたれ模型j 製作所

5 歴史人形「文官礼服着用模 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

型j 製作所

6 歴史人形「武官束帯着用模 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

型J 製作所

7 歴史人形f近古室町時代武 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

家狩衣着用模型J 製作所

8 歴史人形『近世源平時代 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

大鎧着用模型J 製作所

9 歴史人形『近世源平時代小 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

具足着用模型j 製作所

10 歴史人形「近世源平時代雑 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

兵風俗模型j 製作所

11 歴史人形f後世小具足着用 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

模型j 製作所

12 歴史人形f烏帽子狩衣着用 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

模型」 製作所

13 歴史人形(雅楽の舞人)服緑 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

色 製作所

14 歴史人形(雅楽の舞人)服朱 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

色 製作所

15 歴史人形(鎧を着た男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色
製作所

16 歴史人形『鎧下腹巻着用模 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色

型J 製作所

-233-

〈総計) 149件243点

法量 員数 備 考 備品番号

前21.8 l体 女性右手欠 9801163 

高22.5 l体 男性 9801164 

高22.5 l体 女性 9801165 

高22.7 l体 女性 9801166 

高21.7 l体 男性ラベルあり 9801167 

高22.0 l体 男性左袖一部破 9801168 
損

高18.0 l体 男性ラベルあり 9801169 
頭部欠

高18.4 l体 男性 9801170 

高23.5 l体 男性 9801171 

高21.2 l体 男性右手先欠 9801172 

高21.5 l体 男性別に万あり 9801173 

高23.5 l体 男性ラベルあり 9801174 

高21.5 l体 男性弓・矢折れ 9801175 

高21.0 1体 男性台座後方に 9801176 
ラベル「博多人形
元祖井上式地歴
標本製作所Jとあ
り

高18.0 l体 頭部欠万の先欠 9801177 

高18.0 1体 男性 9801178 
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番号 名 称、 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

17 歴史人形『僧兵風俗模型j 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高20.5 l体 男性万の先欠 9801179 
製作所 なぎなた別にあり

18 歴史人形『重水干着用模 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.5 l体 男性万の先欠 9801180 
型j 製作所

19 歴史人形(山伏) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高23.5 l体 男性 9801181 
製作所

20 歴史人形(踊る?男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.0 l体 右足・台座なし 9801182 
製作所 (99と一致ヵ)

21 歴史人形『近古室町時代狩 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高21.5 l体 ラベルあり 台座 9801183 
猟装束着用模型」 製作所 外れ笠破損弓

なし

22 歴史人形(男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高21.5 l体 台座外れ 98Dl184 
製作所

②風俗人形

番号 名 称、 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

23 風俗人形(羽織袴姿の男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.3 l体 9801185 
製作所

24 風俗人形旧本髪の女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高17.5 l体 9801186 
製作所

25 風俗人形(束髪の女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高17.8 l体 9801187 
製作所

26 風俗人形(アイヌの男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.0 l体 9801188 
製作所

27 風俗人形(アイヌの女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高16.5 l体 9801189 
製作所

28 風俗人形(アイヌの女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高22.3 l体 頭部破損 9801190 
製作所

29 風俗人形(朝鮮人の男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.0 l体 口・右手破損 9801191 
製作所

30 風俗人形(朝鮮人の女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高16.0 l体 9801192 
製作所

31 風俗人形(中国人の男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.0 l体 9801193 
製作所

32 風俗人形(中国人の女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高17.0 l体 9801194 
製作所

33 風俗人形(台湾人の男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.5 l体 9801195 
製作所

34 風俗人形(台湾人の女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高16.5 l体 ラベル「台湾人J9801196 
製作所 あり

35 風俗人形(男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高16.7 l体 9801197 
製作所

36 風俗人形(男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高16.7 l体 9801198 
製作所

-234-



寄託資料 2福岡県立福岡中央高等学校資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

37 風俗人形(男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高15.5 l体 9801199 
製作所

38 風俗人形(女性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高15.5 l体 9801200 
製作所

39 人形(傘を持つ男性) 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.5 l体 9801201 
製作所

③髪型模型

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

40 髪型模型「美豆良j 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.7 l体 男性 9801202 
製作所

41 髪型模型『古代頭上一髪j 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高21.6 l体 女性髪飾外れ 9801203 
製作所

42 髪型模型「兵庫轡J 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高22.3 l体 女性首部分外れ 9801204 
製作所

43 髪型模型「勝山髭j 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高21.5 l体 女性髭部分外れ 9801205 
製作所

44 髪型模型「寛永時代唐輸 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.3 l体 女性髭部分外れ

髭j 製作所

45 髪型模型f寛永時代豆本田 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高17.6 l体 男性 9801207 
風J 製作所

46 髪型模型「寛永時代糸ビン 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.6 l体 男性 まげ部破損 9801208 
風j 製作所

47 髪型模型「寛永時代茶箆 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高17.0 l体 男性 9801209 
風J 製作所

48 髪型模型「江戸時代片外し 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.0 l体 女性

髭J 製作所

49 髪型模型「正保時代少年 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.5 l体 男性 9801211 
風J 製作所

9801212 50 髪型模型「元禄時代島田 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高20.4 l体 女性

髭J 製作所

51 髪型模型「元禄時代御所 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高17.5 l体 女性

風J 製作所

52 髪型模型「元禄時代島田 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.2 l体 男性

者J 製作所

53 髪型模型「元禄時代町人 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.0 l体 男性 9801215 
風j 製作所

54 髪型模型「元禄時代野郎 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高21.3 l体 男性 9801216 
風J 製作所

55 髪型模型元服 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高16.5 1体 男性 まげ部分欠 9801217 
製作所

56 髪型模型茶箆風 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.8 l体 男性 9801218 
製作所
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

57 髪型模型若衆髭 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高19.0 l体 男性 9801219 
製作所

58 海潟模型 うない 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 高18.5 l体 女性首部折れ 9801220 
製作所

④陶板

番号 名 称、 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

59 アイヌの集落 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.7X27.1 l枚 ラベルなし 9801221 
製作所

60 中国南部の手押し車 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.7x26.8 l枚 ラベルなし l人 9801222 
製作所 頭部欠

61 マニラ麻製造 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.5x26.3 l枚 9801223 
製作所

62 カリフォルニアの巨木 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.7x26.5 l枚 馬頭部欠 9801224 
製作所

63 ポルトガルの闘牛 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0 x 25.9 l枚 闘牛士頭部欠馬 9801225 
製作所 上の人物頭部・右

足欠、牛の左角欠

64 オランダ風景 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.9x25.5 l枚 ラベルなし 9801226 
製作所

65 イタリアの葬儀 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0X25.6 l枚 ラベルなし 9801227 
製作所

66 ヨーロッパの農夫 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.7x25.8 l枚 ラベル残存僅少 9801228 
製作所

67 湖畔 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.8 x 27.3 l枚 男女2人の頭部欠 9801229 
製作所 ラベ1レ2カ所のみ

残存

68 墓地 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.8x25.5 l枚 ラベルなし 9801230 
製作所

69 闘鶏 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.7X25.4 l枚 ラベルなし 9801231 
製作所

70 糸巻 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.2 X25.7 l枚 ラベルなし 中央 9801232 
製作所 下部ヒピ

71 コサック兵 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.6x25.8 l枚 ラベルなし茶馬 9801233 
製作所 耳欠

72 ピラミッドと務舵 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.7x25.5 l枚 ラベルなし左下 9801234 
製作所 部分破損

73 スフインクス 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 21.0x27.1 l枚 左上ラベル跡あり 9801235 
製作所

74 モロッコの女性 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 25.3x 19.3 l枚 ラベルなし 9801236 
製作所

75 アフリカの母子 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.4x25.3 l枚 ラベル残存僅少 98DI237 
製作所
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番号 名 称、 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

76 アフリカのドームの家 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0 x25.5 l枚 ラベルなし右下 9801238 
製作所 破損

77 樹上家屋の上の住民 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 27.4X20.5 l枚 ラベルなし 9801239 
製作所

78 樹上家屋の下の住民 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0 x 26.3 l枚 ラベルなし裏 9801240 
製作所 面「博多人形元祖

井上敷地歴標本
製作所J

79 闘象 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0x 15.7 l枚 ラベルなし 9801241 
製作所

80 丸太小屋 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.9 x25.4 l枚 ラベルなし馬の 9801242 
製作所 脇に立つ人物欠

馬上の人物頭部欠

81 帆掛船 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.6x26.8 l枚 ラベルなし左下 9801243 
製作所 欠損

82 ニューギニアの水上家屋 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0x26.1 l枚 右人物顔欠左人 9801244 
製作所 物頭部・足欠下

人物頭部・腕・足
ノι、ー・

83 ニューギニアの太鼓を持 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 25.8 x 20.0 l枚 ラベルなし札に 9801245 
つ人物 製作所 墨書「ヒ地Jとあり

84 アモエット人 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.8x25.4 l枚 ラベル残存僅少 9801246 
製作所

85 背負子の人々 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.6x25.4 l枚 ラベルなし左下 9801247 
製作所 剥がれ

86 黒人の風俗l 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.7x26.3 l枚 ラベルなし 9801248 
製作所

87 黒人の風俗2 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.7X25.8 l枚 ラベルなし 9801249 
製作所

88 黒人の風俗3 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 25.6 x 19.5 l枚 ラベルなし 9801250 
製作所

89 黒人の風俗4 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0x25.9 l枚 ラベル残存僅少 9801251 
製作所 左人物両腕欠

90 脱穀ヵ 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.8X25.4 l枚 破損 9801252 
製作所

91 薪を背負う人 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 20.0 x 26.0 l枚 破損 9801253 
製作所

92 民族楽器の演奏 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.7X25.4 l枚 破損 9801254 
製作所

93 祈る人々 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 19.8x25.1 l枚 破損一部欠 9801255 
製作所

94 世界風俗欠損分 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 21.0X27.2 l枚 破損 9801256 
製作所

95 世界風俗欠損分 大正時代 井上式地歴標本 陶製着色 21.2x27.0 l枚 破損 9801257 
製作所

マ'
n
J
 

つ』



寄託資料 2.福岡県立福岡中央高等学校資料

名

⑤人形付属品

番号 名

97 植

98 兜

99 4口3、

」

2 その他の人形

番号 名

100 塙輸の馬

101 少女

102 少女

103 少女

104 少女

105 アイヌの男性

106 アイヌの女性

107 インドの神像

108 布袋

109 秋田おばこ

110 袴姿の女性

3 巻子の箱

番号 名

111 巻子箱

112 巻子箱

称

称

称、

称

時代

大正時代

時代

大正時代

大正時代

大正時代

時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

近代

近代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

大正時代

時代

昭和時代

昭和時代

作者

井上式地歴標本
製作所

作 者

井上式地歴標本
製作所

井上式地歴標本
製作所

井上式地歴標本
製作所

作 者

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

井上式地歴標本
製作所

作 者

不詳

不詳

品質・形状

陶製着色

陶製着色

向製着色

品質・形状

陶製

石膏製

石膏製

石膏製

石膏製

木製

木製

石膏製

陶製

陶製着色

台座なし

品質・形状

木製

木製
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法量 員数

局6.8 1 )点

高4.5 l点

高6.6 l点

法量 員数

高13目I l体

高18.0 l体

高18目O l体

高18.5 l体

高18.5 l体

高17.8 l体

高17.6 l体

高14目3 l体

高17.8 l体

高20.7 l体

高12.5 l体

法量 員数

39.3X7.5 し点
x7.0 

39.0X7.2 l点
x6.8 

備

破損

備

考

考

NO.20の台座部分
カ

備 考

頭部破損

頭部破損

背面にラベル「福
岡高等女学校後援
会jとあり

背面にラベJレf福
岡高等女学校後
援会Jとあり

備 考

巻子装の軸・表具
髪部分あり

巻子装の軸・表具
髪部分あり

備品番号

9801259 

9801260 

9801261 

備品番号

9801262 

9801263 

9801264 

9801265 

9801266 

9801267 

9801268 

9801269 

9801270 

9801271 

9801272 

備品番号

9801273 



寄託資料 2.福岡県立福岡中央高等学校資料

4 新聞紙

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

113 夕刊読売新聞 1-8面 昭和54年l月 読売新聞社 印刷 54.3X81.0 2枚 人形の包装に使用 9801275 
18日 していたもの -1276 

114 西日本新聞夕刊 1-12面 昭和54年l月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 3枚 人形の包装に使用 9801277 
26日 していたもの -1279 

115 夕刊読売新聞 1-8面 昭和54年l月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801280 
26日 していたもの -1281 

116 毎日新聞夕刊 1-8面 昭和54年l月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801282 
26日 していたもの -1283 

117 毎日新聞 1-16面 昭和54年l月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 7枚 人形の包装に使用 9801284 
27日 していたもの -1290 

118 読売新聞 1-24面 昭和54年l月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 6枚 人形の包装に使用 9801291 
28日 していたもの -1296 

119 毎日新聞 1-16面 昭和54年l月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801297 
29日 していたもの -1300 

120 毎日新聞 1-4面 7-14商 昭和54年l月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801301 
17-20面 30日 していたもの -1304 

121 西日本新聞夕刊 1-8面 昭和54年l月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801305 
30日 していたもの -1306 

122 西日本新聞 1-20面 昭和54年l月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 9枚 人形の包装に使用 9801307 
31日 していたもの -1315 

123 西日本新聞夕刊 昭和54年l月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 l枚 人形の包装に使用 9801316 
31日 していたもの

124 毎日新聞夕刊 1-8面 昭和54年l月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 l枚 人形の包装に使用 9801317 
31日 していたもの

125 毎日新聞夕刊 1-8面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801318 
l日 していたもの -1319 

126 夕刊読売新聞 1-2面 7-8昭和54年2月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 l枚 人形の包装に使用 9801320 
面・ l日 していたもの

127 毎日新聞 1-16面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 7枚 人形の包装に使用 9801321 
2日 していたもの -1327 

128 西日本新聞 1-16函 昭和54年2月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801328 
2日 していたもの -1331 

129 毎日新聞夕刊 1-10面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 3枚 人形の包装に使用 9801332 
3日 していたもの -1334 

130 夕刊読売新聞 1-4面 9- 昭和54年2月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801335 
12面 3日 していたもの -1336 

131 読売新聞 1-16面 19-20 昭和54年2月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 7枚 人形の包装に使用 9801337 
面 4日 していたもの -1343 

132 読売新聞 1-16面 昭和54年2月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801344 
5日 していたもの -1347 

133 夕刊読売新聞 1-8面 昭和54年2月 読売新聞社 印刷 54.3X81.0 3枚 人形の包装に使用 9801348 
5日 していたもの -1350 
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寄託資料 2.福岡県立福岡中央高等学校資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

134 西日本新聞夕刊 1-6面 昭和54年2月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 3枚 人形の包装に使用 9801351 
5日 していたもの -1353 

135 西日本新聞 1-16面 昭和54年2月 西日本新聞社 印刷 54.3X81.0 4枚 人形の包装に使用 9801354 
5日 していたもの -1357 

136 毎日新聞 1-16面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801358 
5日 していたもの -1361 

137 毎日新聞夕刊 1-8面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801362 
5日 していたもの -1363 

138 毎日新聞夕刊 1-8面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801364 
6日 していたもの -1367 

139 朝日新聞夕刊 1-8面 昭和54年2月 朝日新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801368 
6日 していたもの -1371 

140 毎日新聞夕刊 1-8面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801372 
7日 していたもの -1373 

141 夕刊読売新聞 1-8面 昭和54年2月 夕刊読売社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801374 
13日 していたもの -1377 

142 西日本新聞 5-10面 15- 昭和54年2月 西日本新聞社 印刷 54.3X81.0 5枚 人形の包装に使用 9801378 
16面欠~欠+1 14日 していたもの -1382 

143 西日本新聞夕刊 1-6面 昭和54年2月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 5枚 人形の包装に使用 9801383 
9-12面 14日 していたもの -1387 

144 毎日新聞 1-4面 13-16面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 2枚 人形の包装に使用 9801388 
14日 していたもの -1389 

145 毎日新聞夕刊 1-6面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 3枚 人形の包装に使用 9801390 
14日 していたもの -1392 

146 毎日新聞 1-8面13-20面 昭和54年2月 毎日新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801393 
15日 していたもの -1396 

147 西日本新聞 1-16面 昭和54年2月 西日本新聞社 印刷 54.3x81.0 4枚 人形の包装に使用 9801397 
15日 していたもの -1400 

148 読売新聞 1-6面 II-16面 昭和54年2月 読売新聞社 印刷 54.3x81.0 3枚 人形の包装に使用 9801401 
15日 54.3x40.5 していたもの -1403 

149 朝日新聞夕刊 3-8面 昭和54年2月 朝日新聞社 印刷 54.3X81.0 2枚 人形の包装に使用 9801404 
15日 していたもの -1405 
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寄託資料 3.株式会社アサヒコーポレーション資料(追加分)

3.株式会社アサヒコーポレーション資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料…………2件2点

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

足袋 大正時代ヵ 日本足袋株式会社 綿 長23.5 l足 出品票(売約済シール貼付)っき 「足 9801406 
袋九文七分Jf一足ニ付金弐拾弐銭
五厘j

2 地下足袋 大正11年秋頃 日本足袋株式会社 綿・ゴム 長24.5 片足 試作地下足袋第l号試作のみで市 9801407 
販せず
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暗入賞料 1.中国古代印章

1.中国古代印章

〈資料内訳〉中国古代印章…… H ・H ・....・ H ・.231件231点

番号 名称 鉦式 時代 品質・形状 法 量 重さ 印文 員数 備 考 備品番号

銅印 壇 戦国 銅製 1.91 x 2.07 x 1.03 16 Z王子恩士 l点 :z:;;=雲の古文 9881 

2 銅印 壇 戦国 銅製 1.97x2.02xO.95 12 日敬母治 l点 9882 

3 銅印 纏 戦国 銅製 2.04x2.01 x 1.13 17 日敬母治 l点 9883 

4 銅印 壇 戦国 銅製 1.85 x 1.85 x 0.98 11 日敬母治 l点 9884 

5 銅印 壇 戦国 銅製 1.54 x 1.53 x 0.97 8 正下可私 l点 9885 

6 銅印 壇 戦国 銅製 1.68 x 1.56 x 0.96 9 正下可私 i点 9886 

7 銅印 壇 戦国 銅製 1.56 x 1.50 x 0.85 6 宜有君士 l点 9887 

8 銅印 壇 戦国 銅製 1.54X 1.45XO.97 7 中身 l点 中身=忠信 9888 

9 銅印 壇 戦国 銅製 1.49 x 1.49 x 1.07 7 中身 l点 9889 

10 銅印 壇 戦国 銅製 1.55x 1.45x 1.10 8 敬其上 l点 98810 

11 銅印 壇 戦国 銅製(白銅 1.42 x 1.35 x 1.04 6 意之 l点 98811 
質)

12 鋼印 壇 戦国 銅製 1.54X 1.43XO.95 6 宜有口金 l点 98812 

13 銅印 壇 戦国 銅製 1.39x 1.30xO.84 4 宜有金高 l点 98813 

14 銅印 壇 戦国 銅製 1.41 x 1.33xO.86 4 王之上士 l点 98814 

15 銅印 壇 戦国 銅製 1.33 x 1.33 x 0.97 5 l点 動物を模ったもの 98815 

16 銅印 壇 戦国 銅製 1.27 x 1.25 x 1.08 6 敬事 l点 98816 

17 銅印 壇 戦国 銅製 1.19x 1.14XO.88 5 l点 動物を模ったもの 98817 

18 銅印 壇 戦国 銅製 1.10x 1.I2xO.88 4 文 l点 98818 

19 銅印 壇 戦国 銅製 1.52 x 1.57 x 1.49 18 正行 l点 98819 

20 銅印 壇 戦国 銅製 1.36x 1.35X 1.10 8 旗口梁 l点 98820 

21 銅印 壇 戦国 銅製 1.38 x 1.35 x 1.42 8 敬上 l点 98821 

22 銅印 壇 戦国 銅製 1.27 x 1.25 x 1.19 8 千秋 l点 98822 

23 銅印 壇 戦国 銅製 1.25 x 1.27 x 1.41 10 上官憲 l点 98823 

24 銅印 壇 戦国 銅製(白銅 1.25 x 1.25 x 1.37 8 中橋 l点 98824 
質)

25 鋼印 壇 戦国 銅製(白銅 1.25 x 1.29 x 1.46 11 参王 l点 98825 
質)

26 鋼印 壇 戦国 銅製 1.27X 1.31 x 1.13 8 日韓 l点 98826 

27 銅印 壇 戦国 銅製 1.34 x 1.32 x 1.07 7 宋揚 l点 98827 

28 銅印 壇 戦国 銅製 1.44 x 1.43 x 1.41 12 箔僧 l点 98828 

29 鋼印 壇 戦国 銅製 1.35 x 1.30 x 1.40 10 口南 l点 98829 

30 鋼印 壇 戦国 銅製 1.43 x 1.43 x 1.44 13 僧口楽 l点 98830 
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番号 名称 鐙式 時代 品質・形状 法 量 重さ 印文 員数 備 考 備品番号

31 銅印 壇 戦国 銅製 1.26 x 1.20 x 1.35 9 明上 l点 98B31 

32 鋼印 壇 戦国 銅製 1.24 x 1.28 x 1.28 8 敬事 l点 98B32 

33 鋼印 壇 戦国 銅製 1.22 x 1.23 x 1.38 9 l点 98B33 

34 銅印 壇 戦国 銅製 1.10X 1.13x 1.37 8 恋石 l点 98B34 

35 鋼印 壇 戦国 銅製 1.12 x 1.10 x 1.23 5 富 l点 98B35 

36 銅印 壇 戦国 銅製(白銅 1.14X 1.22X 1.14 7 成絹 l点 98B36 
質)

37 銅印 壇 戦国 銅製 1.10x 1.04X 1.22 6 敬上 l点 98B37 

38 銅印 壇 戦国 銅製 1.18x 1.06x 1.02 6 l点 98B38 

39 鋼印 壇 戦国 銅製(白銅 1.02 x 1.02 x 1.11 4 子口 l点 口=釘? 98B39 
質)

40 銅印 壇 戦国 銅製 1.11Xl.11Xl.10 5 口王 l点 98B40 

41 銅印 壇 戦国 銅製 0.95 x 0.93 x 1.04 4 子恒 l点 98B41 

42 銅印 檀 戦国 銅製 1.16X 1.02XO.93 4 生 l点 98B42 

43 銅印 檀 戦国 銅製 1.01 xO.99xO.72 3 倫? l点 98B43 

44 銅印 壇 秦 銅製 2.07X 1.99X 1.18 16 思言敬事 l点 98B44 

45 銅印 壇 秦 銅製 1.55 x 1.59 x 1.02 7 王市 l点 98B45 

46 銅印 壇 秦 銅製 1.21 x 1.25 x 1.26 8 誤令 l点 98B46 

47 銅印 趨 秦 銅製 1.07x 1.09x 1.09 6 賂敦胡 l点 98B47 

48 鋼印 壇 秦~前漢 銅製 1.72 x 1. 77 x 1.36 14 張築 l点 98B48 

49 銅印 壇 秦~前漢 銅製 1.43x 1.41 xO.79 8 ロ楽 l点 紐欠損 98B49 
+α 

50 銅印 壇 秦~前漢 銅製 1.25 x 1.27 x 1.01 7 口有 l点 98B50 

51 銅印 壇 秦~前漢 銅製 1.28 x 1.35 x 0.80 5 張仁 l点 98B51 

52 銅印 壇 秦~前漢 銅製(白銅 1.25x 1.13x 1.10 6 李成 l点 98B52 
質)

53 銅印 壇 秦~前漢 銅製 1.24x 1.22xO.97 6 候訴 l点 98B53 

54 銅印 壇 秦~前漢 銅製 1.22X 1.24X 1.04 6 官王 l点 98B54 

55 鋼印 壇 秦~前漢 銅製 1.21 x 1.26x 1.01 5 楊輯 l点 98B55 

56 銅印 壇 秦~前漢 銅製 1.05 x 1.03 x 1.03 4 孟口 l点 98B56 

57 銅印 壇 秦~前漢 銅製 0.97xO.98xO.79 3 汝口 l点 98B57 

58 銅印 壇 前漢 銅製 1.64 x 1.59 x 1.25 13 杜貞印 l点 98B58 

59 銅印 壇 前漢 銅製 1.48 x 1.49 x 1.11 9 張山 l点 98B59 

60 銅印 壇 前漢 銅製 1.37x 1.36xO.98 7 梁口誰 l点 98B60 

61 銅印 壇 前漢 銅製 1.22 x 1.25 x 1.24 8 越伯楽 l点 98B61 
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62 鋼印 壇 戦国 銅製 1.40 x 1.93 x 1.07 13 局志 l点 98862 

63 銅印 壇 戦国 銅製 1.37 x 2.04 x 0.92 9 安衆 l 点 98863 

64 銅印 壇 戦国 銅製 1.33X2.07X1.11 14 志従 l点 98864 

65 銅印 壇 戦国 銅製 2.20 x 1.22 x 1.60 15 楊興 l点 98865 

66 銅印 壇 戦国 銅製 2.03 x 1.01 x 1.23 10 行印 l点 98866 

67 銅En壇 戦国 銅製 1.87 x 1.28 x 1.20 12 l点 98867 

68 銅印 i亘 戦国 銅製 1.52X 1.00x 1.05 6 成印 l点 98868 

69 銅印 壇 戦国 銅製 1.21 x 1.67xO.70 4 真心 1)点 98869 

70 銅印 壇 戦国 銅製 1.66x 1.15xO.77 5 敬 l点 98870 

71 銅印 壇 戦国 銅製 1.64X 1.14xO.75 5 敬 l点 98871 

72 銅印 壇 秦 銅製 1.37 x 1.97 x 1.21 14 百嘗 1 )点 98872 

73 銅印 壇 秦 銅製 1.30x2.00x 1.01 11 思言 l点 98873 

74 銅印 檀 秦 銅製 1.87 x 1.06 x 1.09 8 口組 l点 98874 

75 銅印 檀 秦 銅製 1.32X l.77xO.87 8 百嘗 1 )点 98875 

76 銅印 壇 秦 銅製 1.27 x 1.75 x 0.73 5 私印 1)点 98876 

77 銅印 壇 秦 銅製 1.62 x 1.02 x 0.73 3 審 l点 98877 

78 銅印 1璽 秦~前漢 銅製 1.53 x 0.85 x 1.20 7 l点 98878 

79 銅印 1璽 前漢 銅製 2.18X 1.38x 1.24 15 禾 l点 98879 

80 銅印 1璽 前漢 銅製 1.56 x 0.87 x 1.87 11 張印 l点 98880 

81 銅印 壇 戦国 銅製 径1.05~1.05X 3 正行 l点 98881 
0.98 

82 銅印 檀 戦国 銅製 径1.07~ 1.06 x 3 私事 l点 98882 
0.85 

83 銅印 壇 戦国 銅製 径1.08~ 1.l 3x 3 敬上 l点 98883 
0.84 

84 鋼印 檀 戦国 銅製 径1.20~ 1.l 9x 4 生 l点 98884 
1.13 

85 銅印 壇 戦国 銅製 径1.1 8~ 1. 18x 7 光 l点 98885 
1.34 

86 銅印 壇 戦国 銅製 径1.30~1.34X 4 長官 l点 98886 
0.90 

87 銅印 壇 戦国 銅製 径1.41~ 1.42X 5 l点 98887 
0.97 

88 銅印 t亘 戦国 銅製 径1.32~1.32 x 4 意事 1点 98888 
1.02 

89 銅印 壇 戦国 銅製 径1.35~1.30X 4 悲事 l点 98889 
1.05 
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90 銅印 鼻 戦国 銅製 径1.22-1.22x 7 士 l点 98890 
1.17 

91 銅印 壇 戦国 銅製 径1.17-1.22x 6 上官印 l点 98891 
1.21 

92 銅印 壇 戦国 銅製 径1.18-1.15X 7 士 l点 98892 
1.20 

93 銅印 檀 戦国 銅製 径1.54-1.56X 12 口岡 l点 98893 
1.33 

94 銅印 檀 戦国 銅製 径1.41-1.42x 11 l点 98894 
1.67 

95 銅印 壇 戦国 銅製(白銅 径1.40-1.42X 13 l点 98895 
質) 1.60 

96 銅印 壇 戦国 銅製 径1.33-1.29x 12 間 l点 98896 
1.61 

97 銅印 壇 戦国 銅製 径1.44-1.43X 14 安 l点 98897 
1.78 

98 鋼印 壇 戦国 銅製(白銅 径1.07-1.09x 11 王臣 l点 98898 
質) 2.05 

99 銅印 壇 戦国 銅製(白銅 径1.18-1.15X 19 『議 l点 98899 
質) 2.83 

100 銅印 鼻 戦国 銅製 2.08x 1.78x 1.05 11 l点 988100 

101 銅印 鼻 戦国 銅製 1.65X 1.59X 1.18 14 l点 988101 

102 銅印 鼻 戦国 銅製 1.35 x 1.34 x 0.70 4 王 l点 988102 

103 銅印 鼻 戦国 銅製 1.38 x 1.38 x 0.57 3 生 l点 988103 

104 銅印 鼻 戦国 銅製 1.42 x 1.21 x 0.59 3 敬其上 l点 988104 

105 銅印 鼻 戦国 銅製 1.10X 1.10XO.79 3 王行治世 l点 988105 

106 銅印 鼻 戦国 銅製 1.16X 1.10XO.74 3 宜士和衆 l点 988106 

107 銅印 鼻 戦国 銅製 1.17X 1.12XO.73 3 宜士和衆 l点 988107 

108 銅印 鼻 戦国 銅製 1.15x 1.07xO.82 4 王行治世 l点 988108 

109 銅印 鼻 戦国 銅製 1.00 x 1.00 x 0.77 3 忠口 l点 988109 

110 銅印 鼻 戦国 銅製 0.70 x 0.70 x 1.56 3 生 l点 988110 

111 銅印 鼻 秦 銅製 2.11 x2.14x 1.21 25 信吏私印 l点 988111 

112 鋼印 鼻 秦 銅製 1.29X 1.25X 1.01 5 司馬肢 l点 988112 

113 銅印 鼻 秦 銅製 1.20 x 1.22 x 0.83 4 胡帥 l点 988113 

114 鋼印 鼻 秦 銅製 1.15x 1.20xO.71 4 彰祖 l点 988114 

115 銅印 鼻 秦 銅製 1.06x 1.10XO.73 3 敦任 l点 988115 

116 鋼印 鼻 秦 銅製 0.91 xO.89xO.63 2 周 l点 988116 

117 銅印 鼻 秦~前漢 銅製 1.67 x 1.38 x 0.92 5 兼 l点 988117 
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118 銅印 鼻 前漢 銅製 1.57 x 1.30 x 1.03 9 兼 l点 98B118 

119 銅印 鼻 前漢 銅製(白銅 1.62 x 1.60 x 1.39 14 繕武強印 l点 98B119 
質)

120 銅印 鼻 前漢 銅製(白銅 1.62 x 1.61 x 1.41 13 攻次和 l点 98B120 
質)

121 銅印 鼻 後漢 銅製 2.38 x 2.37 x 1.85 48 偲司馬印 l点 後漢官印 98B121 

122 銅印 鼻 後漢 銅製 2.40x2.42X 1.98 54 別部司馬 l点 後漢官印 98B122 

123 銅印 鼻 後漢 銅製 2.36x2.35x 1.95 50 軍偲司馬 l点 後漢官印 98B123 

124 銅印 鼻 戦国 銅製 2.28x 1.25x 1.24 16 王買 l点 98B124 

125 鋼印 鼻 戦国 銅製 2.61 x 1.30 x 0.89 13 l点 98B125 

126 銅印 鼻 戦国 銅製 2.36x 1.33x 1.35 14 l点 98B126 

127 銅印 鼻 戦国 銅製 2.18X 1.06X 1.02 7 百嘗 l点 98B127 

128 銅印 鼻 秦~前漢 銅製 2.53X 1.55X 1.64 22 私口 l点 98B128 

129 鋼印 鼻 秦~前漢 銅製 1.21 x 1.85xO.82 4 私印 l点 98B129 

130 銅印 鼻 戦国 銅製 径1.99......2.04 9 遺王 l点 98B130 
高0.97

131 銅印 鼻 戦国 銅製 径1.13......1.12 5 公 l点 98B131 
高1.15

132 銅印 鼻 戦国 銅製 径1.43......1.45 9 山? l点 98B132 
高1.25

133 銅印 鼻 戦国 銅製 径0.79......0.78 6 上士 l点 98B133 
高1.93

134 銅印 鼻 戦国 銅製 径1.42......1.35 17 史公 l点 98B134 
高2.26

135 銅印 瓦 秦~前漢 銅製 1.74x 1.84X 1.65 12 溺需 l点 98B135 

136 銅印 瓦 秦~前漢 銅製 1.39X 1.47xO.94 5 終賀 1)点 套印の子印 98B136 

137 鋼印 瓦 前漢 銅製 2.08x2.08x 1.75 24 郭利上印 l点 98B137 

138 銅印 瓦 前漢 銅製 1.96 x 1.98 x 1.66 23 張銅口 l点 98B138 

139 銅印 瓦 前漢 銅製 1.84x 1.87X 1.70 24 寿王口印 l点 98B139 

140 銅印 瓦 前漢 銅製 1.81 x 1.77X 1.64 25 景章 l点 98B140 

141 銅印 瓦 前漢 銅製 1.78 x 1.74 x 1.73 20 王奉親印 l点 98B141 

142 鋼印 瓦 前漢 銅製 1. 79 x 1.77 x 1.62 24 王護 l点 98B142 

143 銅印 瓦 前漢 銅製 1.74X 1.75X 1.66 19 郭楽昌印 l点 98B143 

144 鋼印 瓦 前漢 銅製 1. 70 x 1.73 x 1.62 18 王孝之印 l点 98B144 

145 銅印 瓦 前漢 銅製 1.71 x 1.70X 1.66 18 張誼 l点 98B145 

146 銅印 瓦 前漢 銅製 1.66 x 1.69 x 1.68 19 横賀 l点 98B146 
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147 銅印 瓦 前漢 銅製 1.75X 1.74X 1.61 17 趨憲 l点 988147 

148 銅印 瓦 前漢 銅製 1.51 x 1.45X 1.65 19 超莫 l点 988148 

149 銅印 瓦 前漢 銅製 1.43x 1.46x 1.59 18 梁光口印 l点 988149 

150 銅印 瓦 前漢 銅製 1.63 x 1.67 x 1.49 13 超博之印 l点 988150 

151 鋼印 瓦 前漢 銅製 1.61 x 1.64X 1.52 17 徐徳 l点 988151 

152 銅印 瓦 前漢 銅製 1.59 x 1.52 x 1.48 19 趨輔 l点 988152 

153 鋼印 瓦 前漢 銅製 1.50X 1.55X 1.51 17 趨匡 l点 988153 

154 銅印 瓦 前漢 銅製 1.50 x 1.56 x 1.24 10 杜長賢印 l点 988154 

155 銅印 瓦 前漢 銅製 1.59 x 1.69 x 1.25 11 汝武強印 l点 988155 

156 銅印 耳 前漢 銅製 1.50 x 1.46 x 1.44 16 張音私印 l点 988156 

157 鋼印 瓦 前漢 銅製 1.43 x 1.43 x 1.40 15 張政之印 l点 988157 

158 銅印 瓦 前漢 銅製 1.35 x 1.40 x 1.35 12 活横私印 l点 988158 

159 銅印 瓦 前漢 銅製 1.28 x 1.28 x 1.26 10 李成 l点 988159 

160 鋼印 瓦 前漢 銅製 1.39 x 1.44 x 1.18 9 張野 l点 988160 

161 銅印 瓦 前漢 銅製 1.51 x 1.49 x 0.98 8 王更始 l点 套印の子印 988161 

162 銅印 橋 前漢 銅製 1.77 x 1.77 x 1.25 15 郭都君 l点 988162 

163 銅印 橋 前漢 銅製 1.59x 1.64X 1.62 17 口陽之印 l点 988163 

164 銅印 橋 前漢 銅製 1.53 x 1.56 x 1.38 12 董賞 1点 988164 

165 銅印 橋 前漢 銅製 1.55 x 1.56 x 1.22 13 郭勝之 l点 988165 

166 銅印 橋 前漢 銅製 1.46 x 1.47 x 1.37 10 楊勇之印 l点 988166 

167 銅印 橋 前漢 銅製 1.34X 1.37X 1.12 9 口謂 l点 988167 

168 銅印 橋 前漢 銅製 1.31 x 1.35X 1.30 9 基王 l点 988168 

169 銅印 橋 前漢 銅製 1.35 x 1.31 x 1.23 10 停請渠印 l点 988169 

170 銅印 橋 前漢 銅製 1.31 x 1.27X 1.15 9 箔高年 l点 988170 

171 銅印 概 前漢 銅製 2.46XO.98x 1.78 8 朱千万 l点 988171 

172 銅印 機 前漢 銅製 1.86 x 0.88 x 3.07 14 大笥 l点 988172 

173 銀印 亀 前漢 銀製 1.39 x 1.38 x 1.50 16 楊康 l点 988173 

174 銀印 亀 前漢 銀製 1.51 x 1.49X 1.58 19 鐙弘 l点 988174 

175 銀印 亀 前漢 銀製 1.40 x 1.41 x 1.51 15 周徳 l点 988175 

176 銀印 亀 前漢 銀製 1.40X1.45xl.47 19 劉長公 l点 988176 

177 銅印 亀 前漢 銅製 2.05 x 2.05 x 1.79 30 武昌祭酒 l点 988177 

178 鋼印 亀 前漢 銅製 1.91 x 1.95X 1.50 21 張朱央印 l点 988178 

179 銅印 亀 前漢 銅製 1. 77 x 1.80 x 1.87 27 賂宣信印 l点 988179 
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180 銅印 亀 前漢 銅製 1.81 X 1.79x 1.51 19 鎖倉 l点 98BI80 

181 銅印 亀 前漢 銅製 1.81 x 1.81 x 1.74 23 楊徳 l点 套印の子印? 98BI81 

182 銅印 亀 前漢 銅製 1.57 x 1.59 x 1.59 13 張子卿印 IJ点 98BI82 

183 銅印 亀 前漢 銅製 1.52 x 1.47 x 1.50 15 王殿私印 l点 98BI83 

184 銅印 亀 前漢 銅製 1.52 x 1.54 x 1.59 19 王口私印 l点 98BI84 

185 銅印 亀 前漢 銅製 1.41 x 1.45X 1.51 9 張諒 l点 98BI85 

186 銅印 亀 前漢 銅製 1.45 x 1.46 x 1.64 16 李音私印 し点 98BI86 

187 銅印 亀 前漢 銅製 1.55X 1.55X 1.52 15 朱子卿印 l点 98BI87 

188 銅印 亀 前漢 銅製 1.18X 1.19X 1.38 9 張幡義印 l点 98BI88 

189 鋼印 亀 前漢 銅製 1.37 x 1.35 x 1.36 II 股憲私印 l点 98BI89 

190 銅印 亀 前漢 銅製 1.34 x 1.36 X I目49 II l 点 98BI90 

191 銅印 亀 前漢 銅製 1.35 X 1.38 X 1.56 13 旺崇印信 l点 98BI91 

192 銅印 亀 前漢 銅製 1.39 X I目42X 1.47 14 1点 謬家印 98BI92 

193 銅印 亀 前漢 銅製 1.29 X 1.33 X 1.48 12 劉口私印 l点 98BI93 

194 銅印 亀 前漢 銅製 1.35 X 1.38 X 1.51 13 徐口私印 l点 98BI94 

195 銅印 亀 前漢 銅製 2.02 X 1.88 X 1.63 20 l点 印字なし 98BI95 

196 銅印 亀 前漢 銅製 1.46 X 1.49 X 1.28 12 王欽私印 l点 套印の子印? 98BI96 

197 銅印 亀 前漢 銅製 1.43x 1.47X 1.29 10 李奉私印 I J点 套印の子印 98BI97 

198 鋼印 亀 前漢 銅製 1.53X 1.51 x 1.15 12 王光 I J点 套印の子印? 98BI98 

199 銅印 亀 前漢 銅製 1.05X 1.04xO.98 4 日利 l点 套印の子印 98BI99 

200 銅印 亀 前漢 銅製 I.IOX 1.I0xO.86 4 王弘 l点 套印の子印 98B200 

201 銅印 亀 後漢 銅製 1.31 X 1.31 X 1.25 8 王口目印 l点 套印の子印 98B201 

202 銅印 伏獣 前漢 銅製 1.78x 1.78X 1.56 16 箔克国印 l点 98B202 

203 銅印 僻邪 新 銅地に鍍金 2.25 x 2.28 x 2.62 45 口口口印/ l点 98B203 
千秋万歳/
長楽未央/
福禄宜進/
子孫番目/

204 銅印 僻邪 後漢 銅地に鍍金 1.92X 1.95x2.41 32 丙尊私印 l点 98B204 

205 銅印 居手邪 後漢 銅地に鍍金 1.26 x 1.22 x 1.86 9 口口私印 I J点 98B205 

206 銅印 僻邪 後漢 銅地に鍍金 1.23 x 1.23 x 1.68 9 呂曇私印 I J点 98B206 

207 銅印 亭 戦国 銅製 1.52 x 1.53 x 1.20 5 王口敬口 l点 98B207 

208 銅印 銭 前漢 銅製 1.37 x 1.47 x 4.33 17 関口 l点 印面に漆を塗付 98B208 

209 銅印 穿帯 秦~前漢 銅製 1.34X 1.14xO.58 6 李遂 臣遂 l点 両面印 98B209 

210 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.99x2.01 xO.87 17 顧願臣願 l点 両面印 98B210 
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211 銅印 穿帯 前漢 銅製 2.07 x 2.05 x 0.78 14 間忠臣 l点 両面印 988211 
関口印

212 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.84X 1.79xO.69 9 張庚都印 l点 両面印 988212 
張長子印

213 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.88 x 1.83 x 0.72 12 挑寓歳 l点 両面印 988213 
臣蔦歳印

214 銅印 穿帯 前漢 銅製 1. 78 x 1.80 x 0.60 7 箔口箔達 l点 両面印 988214 

215 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.81 x 1.82xO.67 11 橋少季印 l点 両面印 988215 
橋口彊印

216 銅印 穿幣 前漢 銅製 1.93 x 1.92 x 0.64 12 就隆翁孟陸 l点 両面印 988216 

217 鋼印 穿手書 前漢 銅製 1. 76 x 1.82 x 1.69 11 李口 l点 両面印? 988217 

218 銅印 穿手持 前漢 銅製 1.52 x 1.57 x 0.64 9 趨謝臣謝 l点 両面印 988218 

219 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.53 x 1.55 x 0.67 8 館中鯵叔 l点 両面印 988219 

220 銅印 穿幣 前漢 銅製 1.48 x 1.52 x 0.59 7 蒐口菰少卿 l点 両面印

221 鋼印 穿帯 前漢 銅製 1.46 x 1.45 x 0.65 7 董朱董長公 l点 両面印 988221 

222 銅印 穿手管 前漢 銅製 1.37 x 1.36 x 0.58 6 鈴重臣重 l点 両面印 988222 

223 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.36x 1.33xO.61 5 方母周 l点 両面印 988223 
臣母周

224 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.24 x 1.25 x 0.56 5 李騒臣騒 l点 両面印

225 銅印 穿帯 前漢 銅製 1.26X 1.27XO.59 5 王朱之印 l点 両面印 988225 
臣朱

226 鋼印 手持鈎 戦国 銅製 122 生 l点 988226 

227 銅印 帯鈎 戦国 銅製 74 夫口胡 l点 988227 

228 銅印 稽鈎 戦国 銅製 17 l点 988228 

229 銅印 帯鈎 戦国 銅製 10 l点 988229 

230 銅印 帯銅 戦国 銅製 52 l点 988230 

231 銅印 帯鈎 前漢 銅製 30 l点 988231 
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購入資料 2.絵画 3.工芸品

2.絵画

〈資料内訳〉絵画…………...・ H ・..7件8点

番号 名称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

林和靖図扉風 江戸時代前期 二谷等悦 紙本着色 148.5x356.0 6曲 平成5年度購入の 988232 
扉風装 l隻 「高士観濠図扉風J

と対左隻にあた
る

2 邸内邸外国扉風 慶長10年代 長谷川等学 紙本着色 154.5x326.0 6曲 988233 
扉風装 (各隻) l双 ~234 

3 郡正太夫像 江戸時代(前 不詳 紙本着色 106.5x52.1 l幅 988235 
期) 掛幅装

4 黒田二十四騎図 享保19年5月 土生清俊 紙本墨書色 114.0x33.3 l枚 988236 
メクリ

5 黒田二十五騎図 江戸時代後期 尾形探香 紙本着色 55.5X 124.1 l幅 988237 
(1850年代) 掛幅装

6 筑前博多蒸気船問 明治時代前期 板元不詳 木版・色刷 37.1 X47.8 l枚 988238 
屋之図

7 錦絵「大日本帝国国 明治22年 歌川国利筆 木版色摺 35.2 x 70目。 3枚続 988239 
会議事堂J 堤吉兵衛発行 l組

3.工芸品

〈資料内訳〉李朝漆器……...・ H ・..……l件l点

名称

1 I黒漆藻魚文螺銅深盆

時 代

李朝時代

作者

不詳

法量

径32.8 高8.3

qδ 
「

Dワ臼



暗入資料 4.歴史資料

4.歴史資料

②肥前巻・・・・…・…・............1件44点〈資料内訳>1 九州各地拓本 ①筑前巻・ H ・H ・...・ H ・H ・H ・-…l件44点

③肥後巻・・・・・・..................1件29点

2 紙芝居関係資料...・H ・.....・H ・..………6件 6点 3 その他………………………………… l件 I点

〈総計) 10件124点

1 九州各地拓本

①筑前巻

番号 名

党鐙(撞座の部分)

2 鏡

3 清水山之碑

4 飛梅枝・天満宮

5 鏡

6 観世音寺額

7 西都府五重塔仏鏡

称

8 役行者所持独鈷・神印宝珠

9 御岳権現之銭

10 真武星官銭

11 鎮護神之宝石鏡

12 鏑矢(ヵ)他

13 手鉾他

14 銅鏡・銅鋒・菅玉

15 古鏡

16 銀・古鏡

17 銅環他

18 蒙古人兜之図

19 絶筆の碑(天保3年)

20 貨幣

時代 作者 品質・形状 法量

江戸時代 不詳 紙本 27.0X72.7 

江戸時代 不詳 紙本 27.0x92.0 

江戸時代 不詳 紙本 27.0x40.0 

江戸時代 不詳 紙本 27目Ox63.0

江戸時代 不詳 紙本 27.0X36.0 

江戸時代 不詳 紙本 27.0 x 98.3 

江戸時代 不詳 紙本 27.0x36.2 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X33.4 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X 71.3 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X21.5 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X50.3 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X68.7 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X76.0 

江戸時代 不詳 紙本 27.0x88.7 

江戸時代 不詳 紙本 27.0x28.0 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X77.3 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X77.8 

江戸時代 不詳 紙本 27.0x66.8 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X80.5 

江戸時代 不詳 紙本 27.0X55.0 

-254-

員数 備 考 備品番号

l枚 太宰府天満宮鐙楼 もと観 988241 
音寺(77)のもの

l枚 3面 988242 

l枚 この碑文は、加藤一純が師 988243 
滋野井公麗に依頼し建立し
たものである旨記す

l枚 「当山観世音大士奉納Jとあり 988244 

l枚 「観世音寺蔵(印)Jとあり
988245 

l枚 伝小野道風筆
988246 

l枚 「三綱寺主職蔵Jとあり
988247 

l枚 f竃門山重宝・座主梼伽院
預Jとあり 988248 

l枚 「壬成卯月初七日登山Jとあ

り 988249 

l枚 「太宰府 中村徳左衛門(朱
印)J 988250 

l枚 「筑前恰土郡深江・誓願山正
覚教寺j 988251 

l枚 「粕屋郡分杉山延年寺石井坊
宝物jとあり 988252 

l枚 「粕屋郡若杉村古城掘出j

988253 
l枚 文政5年三雲村より出土31枚

の内 管玉等は「筑藩士石川 988254 
佐五左衛門所持」など9点の
図

l枚 「北筑中村口口所蔵j 988255 

l枚 I筑前博多聖福禅寺宝器也J 988256 
など4点の図

l枚 「筑前博多聖福禅寺宝器也J 988257 I 

l枚 988258 

l枚 仙涯和尚が幻住庵側に建て 988259 
る

l枚 日本・中国以外の外国のも 988260 
のも含む71点の図



購入資料 4.歴史資料

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

21 木葉猿(肥後国木葉由来) 江戸時代 不詳 紙本 27.0x35.0 l枚 「西田直養(ナオヨシ)かける 98B261 
をうっすJとあり 郷土玩具

22 万歳楼所持古銭之内 江戸時代 不詳 紙本 27.0X77.5 l枚 「筑前国博多通称大田永蔵J 98B262 
とあり

23 万歳楼所持之内(自由玉・金 江戸時代 不祥 紙本 27.0x99.3 l枚 「筑藩医官・家閑斎所持J 98B263 
環など)

24 文習研・馬蹄石 江戸時代 不詳 紙本 27.0X54.4 l枚 98B264 

25 貨幣 江戸時代 不詳 紙本 27.0x82.2 l枚 「三好策造源重義Jとあり 98B265 

26 貨幣 江戸時代 不詳 紙本 27.0X41.0 l枚 「筑藩士三好策造源重義JFJT 98B266 
蔵

27 貨幣 江戸時代 不詳 紙本 27.0X 101.0 l枚 I筑藩士三好策造源重義J所 98B267 
蔵

28 数寄屋待合具・四司飯木 江戸時代 不詳 紙本 27.0x49.5 l枚 「源重義自彫Jとあり 98B268 

29 (金属製鈴型器物) 江戸時代 不詳 紙本 27.0x32.7 l枚 筑藩士三好策造源重義所蔵 98B269 
(ヵ)

30 勾玉・金環など 江戸時代 不詳 紙本 27.0x31.7 l枚 「重義蔵Jとあり 98B270 

31 筑前名嶋城瓦・都府楼瓦 江戸時代 不詳 紙本 27.0X40.9 l枚 98B271 

32 筑前恰土郡=雲村堀出品 江戸時代 不詳 紙本 27.0X36.5 l枚 「正益jの朱印あり 98B272 

33 石箇・唐硯・姫嶋天然硯他 江戸時代 不詳 紙本 27.0X78.7 l枚 筑州福岡有田正益(朱印)Jと 98B273 
あり

34 聖福寺関係之碑文 江戸時代 不詳 紙本 27.0XI32.5 l枚 98B274 

35 宗像郡東郷村出土の鏡轡(他 江戸時代 不詳 紙本 27.0x 125.2 l枚 「筑前州宗像県(Ti")・奴山村 98B275 
6点) 宝蓮寺義就所蔵Jとあり 6 

点の図

36 筑前宗像郡扉風山霊鷲石窟 江戸時代 不詳 紙本 27.0X54.2 l枚 98B276 

37 活成大所蔵大瑛之図 江戸時代 不詳 紙本 27.0 x 58.8 l枚 銘あり 98B277 

38 筑前上座郡宝珠山大権現広 江戸時代 不詳 紙本 27.0x37.5 l枚 「応永三十辰年奉納・宝泉寺 98B278 
前鰐口 別当岩屋坊(印)Jとあり

39 鏡 江戸時代 不詳 紙本 27.0x38.5 l枚 「筑前回宗像郡村山田村円蔵 98B279 
坊蔵(朱印)Jとあり

40 初禅天 江戸時代 不詳 紙本 27.0x87.5 l枚 聖福寺関係ヵ 98B280 

41 仙産和尚関係晶 江戸時代 不詳 紙本 27.0x39.8 l枚 98B281 

42 般若波羅密多心経(木版) 江戸時代 不詳 紙本 27.0x 106.0 l枚 天保11年2月25日、菅廟に建 98B282 
てる

43 七言絶句 江戸時代 不詳 紙本 27.0X36.5 l枚 「昌泰(Ti")三年九月七日菅公 98B283 
在太宰府所路Jとあり

44 楊柳観音図 江戸時代 不祥 紙本 27.0x91.5 l枚 文政7年正月、仙庄和尚作 98B284 

に
d
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暗入資料 4.歴史資料

②肥前巻

番号 名 称

45 琵琶(表)

46 琵琶(裏)

47 琵琶撞

48 遺物(琴の一部ヵ)

49 遺物(笛の一部ヵ)

50 遺物(四玄琵琶の一部)

51 唐嶺南節度使硯

52 口大吉洗

53 古銭・金環・勾玉

54 狭布

55 鎮西八郎鏑鋒

56 鏡

57 雲版

58 槍

59 手鉾

60 甲胃

61 古鏡・神代・勾玉

62 短万

63 短万

64 古鏡

65 槍(穂)

66 明製石見

67 鍵

68 玉石・磐石

69 羅生門瓦

70 大漢未央宮東闇瓦現

71 万(備前長船兼光作他)

72 万剣(備州康光作他)

73 文台(摂州長柄之橋板)

74 雲版(ヵ)

75 鞍

76 鉄扇

時代 作者

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

江戸時代 不詳

品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

紙本 27.3X115.4 l枚 988285 

紙本 27.3x67.9 l枚 988286 

紙本 27.3X53.2 l枚 988287 

紙本 27.3x7.8 l枚 988288 

紙本 27.3x92.7 l枚 988289 

紙本 27.3x 102.0 l枚 988290 

紙本 27.3x 146.2 l枚 長崎乾堂主人蔵 988291 

紙本 27.3x38.7 l枚 988292 

紙本 27.3x 17.0 l枚 中嶋広行所蔵 988293 

紙本 27.3x29.0 l枚 988294 

紙本 27.3x46.5 l枚 長崎県令高木氏蔵 988295 

紙本 27.3x44.3 l枚 漢以前之物也 988296 

紙本 27.3x82.0 l枚 大光精舎所蔵 988297 

紙本 27.3x 120.4 l枚 長崎大光寺所蔵 988298 

紙本 27.3x59.5 l枚 988299 

紙本 27.3x36.0 l枚 部分ヵ 988300 

紙本 27.3x83.7 l枚 長崎諏訪社大宮司青木氏蔵 988301 

紙本 27.3x50.0 l枚 浜田弥兵衛蔵 988302 

紙本 27.3x24.5 l枚 988303 

紙本 27.3x50.8 l枚 崎陽福生氏蔵 988304 

紙本 27.3x52.5 l枚 長崎丸山街福生氏蔵(松倉郷 988305 
義弘と銘あり)

紙本 27.3x33.2 l枚 988306 

紙本 27.3X46.5 l枚 鍵銘=長崎山清水寺とあり 988307 

紙本 27.3x65.7 l枚 飛鳥家蔵 988308 

紙本 27.3x38.1 l枚 飛鳥家蔵 988309 

紙本 27.3x59.0 l枚 飛鳥家蔵 988310 

紙本 27.3X 100.4 l枚 飛鳥家蔵 988311 

紙本 27.3x97.0 l枚 飛鳥家蔵 988312 

紙本 27.3x220.0 l枚 飛鳥本孝所蔵 988313 

紙本 27.3X42.5 l枚 唐磐子万寿山鎮蔵 988314 

紙本 27.3x98.5 l枚 版田諸遠蔵 988315 

紙本 27.3x51.1 l枚 池原家所蔵 988316 
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購入資料 4.歴史資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

77 碑文(安政5・4・10) 江戸時代 不詳 紙本 27.3x372.0 l枚 中島広足(熊本藩国学者)文 98B317 

78 太宰小弐藤原広継公御召鐙 江戸時代 不詳 紙本 27.3X44.0 l枚 肥前国上松浦郡鏡大明神所蔵 98B318 

79 万・脇差(三条宗近作) 江戸時代 不詳 紙本 27.3x 101.0 l枚 肥前国上松浦郡鏡大明神所蔵 98B319 

80 御神鏡 江戸時代 不詳 紙本 27.3X44.3 l枚 肥前国上松浦郡鏡大明神所蔵 98B320 

81 ーノ鳥居額(小野道風筆) 江戸時代 不詳 紙本 27.3x 106.0 l枚 肥前国上松浦郡鏡大明神所蔵 98B321 

82 碑文(松浦佐与媛神社の由 江戸時代 不詳 紙本 27.3x57.0 l枚 平野義信・文 98B322 
緒)

83 鐙 江戸時代 不詳 紙本 27.3x43.5 l枚 慶長3.11.秀吉名護屋・龍泉 98B323 
寺ニ奉納

84 党鐘銘(建長3・8・剖 江戸時代 不詳 紙本 27.3x24.0 l枚 大勧進・左衛門尉惟光茂長 98B324 

85 党鍾銘(建久7・11・19) 江戸時代 不詳 紙本 27.3x48.5 l枚 98B325 

86 銘文 江戸時代 不詳 紙本 27.3x 18.5 l枚 98B326 

87 万剣 江戸時代 不詳 紙本 27.3X98.0 l枚 肥前国三根郡甘南備宝満宮神 98B327 
主岡出雲蔵

88 矢根・神鏡 江戸時代 不詳 紙本 27.3X51.3 l枚 肥前国三根郡甘南備宝満宮神 98B328 
主岡出雲蔵但神鏡は龍造寺
高房奉納

③肥後巻

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

89 釣鍾(加藤清正従朝鮮持越) 江戸時代 不詳 紙本 28.0x 165.5 l枚 熊本西光寺蔵 98B329 

90 銅鉢糸尻銘(建;武元年日本 江戸時代 不詳 紙本 28.0x91.7 l枚 栗園蔵 98B330 
鏡・唐鏡など他)

91 鏡(1面は出所未詳、他は中 江戸時代 不詳 紙本 28.0x43.5 l枚 東園蔵 98B331 
冨手永宮村堀地所出)

92 古瓦(肥後国国分寺) 江戸時代 不詳 紙本 28.0x44.6 l枚 菜園蔵 98B332 

93 菊池武重四方指 江戸時代 不詳 紙本 28.0X56.0 l枚 肥後国広福寺蔵 98B333 

94 菊池武重書状 江戸時代 不詳 紙本 28.0x54.4 l枚 肥後国広福寺蔵 98B334 

95 数県硯 江戸時代 不詳 紙本 28.0x82.5 l枚 肥熊府隆行精舎所蔵 98B335 

96 瑞渓研 江戸時代 不詳 紙本 28.0x56.3 l枚 肥熊府隆行精舎所蔵 98B336 

97 侃硯(r大清道光五年=月J) 江戸時代 不詳 紙本 28.0X 13.0 l枚 『玉台所蔵(朱印)J 98B337 

98 現(r雲南石J)、その他 江戸時代 不詳 紙本 28.0x93.5 l枚 『以上、白木柏軒所蔵也Jとあ 98B338 
り

99 漢隻魚洗 江戸時代 不詳 紙本 28.0X93.5 1枚 『内底銘宜食王Jとあり 98B339 

100 脅花子石 江戸時代 不詳 紙本 28.0x55.1 l枚 98B340 

101 明刻腕枕・端研紫石亀龍八 江戸時代 不詳 紙本 28.0X 153.3 l枚 「壷山蔵(朱印)Jとあり 98B341 
卦硯他3点

102 鏡・硯 江戸時代 不詳 紙本 28.0X53.8 l枚 「狩野養長珍蔵Jとあり 98B342 
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暗入資料 4.歴史資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

103 空穂 江戸時代 不詳 紙本 28.0X 130.5 l枚 「肥後国・・・狩野養長所伝也(朱 988343 
印)Jとあり

104 佐々成政故城瓦 江戸時代 不詳 紙本 28.0x95.0 l枚 『東九左衛門所蔵j 988344 

105 硯 江戸時代 不詳 紙本 28.0X41.5 l枚 「東肥伊佐元達所蔵j 988345 

106 仏語文 江戸時代 不詳 紙本 8.0x59.0 l枚 「南膳部州J云々とあり 988346 

107 兜天辺(ヵ) 江戸時代 不詳 紙本 20.0x27.3 l枚 988347 

108 槍垣女自作像本居翁 江戸時代 不詳 紙本 18.0x22.7 l枚 『安正文四四十七写養長j 988348 

109 清正公御馬印 江戸時代 不詳 紙本 28.0x73.0 l枚 f熊本本妙寺蔵J 988349 

110 万剣(r加藤肥後守御所持J) 江戸時代 不詳 紙本 28.0X 105.5 l枚 「下坂住兼光(朱印)J 988350 

111 秀吉公ヨリ拝領之短万祐 江戸時代 不詳 紙本 28.0x59.3 l枚 朱印(同22)あり 988351 
定明智光秀公ヨリ拝領之短

万吉光

112 万剣・鞘・鍔等 江戸時代 不詳 紙本 28.0x271.8 l枚 朱印(同22)2ヶ所あり 988352 

113 祝瓶、曲玉、矢根、太万他 江戸時代 不詳 紙本 28.0X 151.5 l枚 「阿蘇郡坂梨手永手野村山部 988353 
市助天保年中小城山ヨリ堀
出(朱印2種)J

114 鑓(銘「熊野山住人天拘依実 江戸時代 不詳 紙本 28.0x46.5 l枚 『九州豊前宇佐郡山村長野武 988354 
延徳二年六月日J)他 所持(朱印)J

115 競・鉄瓶(r今日庵J) 江戸時代 不詳 紙本 28.0x63.0 l枚 鏡は『豊前宇佐郡金屋村南氏 988355 
蔵之(朱印)J 鉄瓶は『豊前字
佐郡江島邑末弘蔵J 「文久二
壬口豊後国東田深浦古城跡ヨ
リ堀出スj

116 月松現 江戸時代 不詳 紙本 28.0x30.0 l枚 「南宗備蔵之(朱印)J 988356 

117 甲胃 江戸時代 不詳 紙本 28.0x 120.3 l枚 奥書あり「柳田喜右衛門源宗 988357 
鑑(花押)J 奥書によると足利
尊氏から小笠原・柳田へと伝
わり、寛永15年に再び着用し
たもの

2 紙芝居関係資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

118 紙芝居『家庭防空陣J 昭和16年10月15日 日本教育紙芝居協会作 色刷 26.8x39.0 l組 22枚l組 988358 
浦田重雄画 日本教育
画劇株式会社発行

119 紙芝居『小サイ灯明J 昭和16年12月5日 鈴木景山構成・脚色 色刷 26.8X38.4 l組 19枚1組 988359 
西正世志画 日本教育 挿入l枚
紙芝居協会製作 日本 計20枚
教育画劇株式会社発行

120 紙芝居「英東洋艦隊全 昭和17年l月21日 日本教育紙芝居協会作 色刷 26.8x38.4 l組 16枚l組 988360 
減すj 小谷野半二画 日本教

育画劇株式会社発行

121 紙芝居f敵だ!倒すぞ 昭和17年12月8日 大政翼賛会宣伝部作 色刷 25.7X36.5 l組 12枚l組 988361 
米英をJ 発行 近藤日出造画大政翼

賛会宣伝部発行
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購入資料 4.歴史資料 5.古文書

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

122 紙芝居「ソロモン海戦j 昭和18年7月20日 鈴木景山脚本小谷野 色刷 26.6 x 38.8 l組 20枚l組 988362 
半二画 日本教育紙芝 海軍省許可
居協会製作 日本教育 済第1040号
画劇株式会社発行

123 紙芝居の舞台 昭和16年11月ヵ 亀谷義乗ヵ 木製 41.2x79.2 l 点 988363 

3 その他

名 称、 時代 乍
'

J
々
4 者

1241帝国在郷軍人会正会員|不詳 |不詳

5.古文書

〈資料内訳>1 中世・近世文書...・ H ・..…………16件16点

2 近代文書 ①明治10年代布達綴....・ H ・....… 12件12点 ②明治時代共進会等関係資料....・ H ・.9件15点

③福岡城佐賀堀中堀関係文書・・….4件 4点 ④安川敬一郎書簡………一・-……….4件 8点

⑤在郷軍人会関係資料・……...・H ・. 1件 1J点、

〈総計>46件56点

1 中世・近世文書

番号 名称 時 代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

策彦周良書状 2月14日 周良(花押) 休斎 椅紙・継紙 12.6X75.7 l通 988365 
/妙智院周 (元折紙)
良 掛幅装

2 大内義隆申文 天文20年3月25日 義隆 (ナシ) 椅紙・竪紙 31.1X31.5 l通 988366 
掛幅装

3 大友義鑑書状 (天文2or3年)5月25 義鑑(花押) 田北=河守 楕紙・竪紙 17.9X39.6 l通 988367 

EJ 掛幅装

4 大友義統書状 (天正10年)4月6日 義統(花押) 城後三河守 斐紙・切紙 17.4X47.6 lJi!! 988368 
掛幅装

5 吉川元春・同 5月21日 元春(花押) 熊谷伊賀守 槽紙・竪紙 28.0 x43.8 l通 988369 
元長連署知行 元長(花押) 掛幅装

充行状

6 吉川元春他三 天正13年4月28日 元春(花押) (ナシ) 椅紙・切紙 14.4X49.6 l通 988370 
名連署万存候 元棟(花押) 掛幅装

衆注文 経言(花押)
元長(花押)

7 毛利輝元室仮 (年月日不詳) てるもとう ちくせんお 椅紙・竪紙 29.4X43.9 I通 988371 
名消息 ち つほね 掛幅装

8 吉川如兼(広 10月3日 如兼(花押) (欠) 楠紙・切紙 16.4X41.8 lJi!! No.9吉川広正 988372 
家)書状 (元折紙) 書状と合装

掛幅装

9 吉川広正書状 10月22日 正(花押) 佐筑 情紙・竪紙 17.8x45.3 lJi!! 988373 
掛幅装
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購入資料 5.古文書

番号 名称 時 代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

10 吉川広正書状 (江戸時代初期)2月 広正(花押) 等宝 格紙・折紙 32.6X48.0 l通 988374 
24日 掛幅装

11 黒田長政書状 (元和)10月21日 長政(花押) 南光坊(天 竪紙 32.6X58.l l幅 礼状 988375 
海) 掛幅装

12 黒田高政書状 (寛永3年)11月24日 黒市正高政 小河内蔵允 折紙 30.8X46.7 l幅 黒田忠之参府 988376 
(花押) 掛幅装 の件

13 立花実山書状 (宝永元年)4月20日 立花実山 貝原益軒、 切紙 15.5x30.9 l幅 黒田家譜編纂 988377 
竹田定直 掛幅装 の件

14 立花実山書状 (江戸時代)2月9日 立花実山 古外座元 折紙 30.3X43.6 l幅 崇福寺住職霊 988378 
掛幅装 峰養生の件

15 立花実山書状 (江戸時代) 立花実山 不詳 折紙 30.4X44.9 l幅 fととやJ茶碗 988379 
II月19日 掛幅装 について

16 黒田斉清書状 江戸時代後期 黒田斉清 島津重豪 切紙 18.8X 159.0 l幅 馳走の礼状 988380 
掛幅装

2 近代文書

①明治10年代布逮綴

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

17 大蔵後明治12年 明治12年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 第101号~第134988381 
第57号2冊 一部墨書 τEコ7 

18 諸省明治12年第 明治12年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 988382 
58号 一部墨書

19 太政・内務完明 明治12年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5X14.6 i冊 988383 
治12年第60号 一部墨書

20 大蔵・内務明治 明治13年 山梨県カ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 988384 
13年第64号 一部墨書

21 太政明治13年第 明治13年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5x 14.6 l冊 第l号~第59号 988385 
65号 一部墨書

22 工部明治13年第 明治13年 山梨県カ 印刷書冊 21.5x 14.6 l冊 第l号~第23号 988386 
66号 一部墨書

23 大蔵前明治14年 明治14年 山梨県カ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 第l号~第50号 988387 
一部墨書

24 大蔵後明治14年 明治14年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 第51号~第100 988388 
一部墨書 号

25 太政上明治14年 明治14年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5x 14.6 l冊 第l号~第50号 988389 
第70号3冊 一部墨書

26 太政中明治14年 明治14年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 第51号~第67号 988390 
一部墨書

27 太政下明治14年 明治14年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5x 14.6 l冊 第68号~第83号 988391 
一部墨書

28 司法外5省明治14 明治14年 山梨県ヵ 印刷書冊 21.5X 14.6 l冊 988392 
年第72号 一部墨書
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蹟入賞料 5.古文書

②明治時代共進会等関係資料

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

29 繭糸織物陶漆器 明治18年12月 福岡県勧業課 印刷書冊 18.0x 13.5 l冊 メルボルン府博 988393 
共進会報告摘要 覧会規則の改正

についての布達
はさみ込み(明
治13年)

30 勅令第l号・米共 明治19年 不詳 印刷書綴 20.5X 14.6 l冊 米共進会:明治 988394 
進会規則 19年4月14日-4

月23日御井郡
久留米瀬ノ下町
で開設

31 第12回九州沖縄八 明治38年5月10日 佐賀県第三部 印刷パン 13.2x9.1 l部 朱印『肥前木蝋 988395 
県連合共進会規則 フレツト 同業組合事務所

印J明治39年3月
11日-4月29日
佐賀市で開催

32 汽車汽船賃金割引 明治39年1月l日 第12回九州沖縄八県 印刷朱印 19.6x21.8 5枚 988396 
之証 連合共進会 -400 

33 来会者乗車賃割引 明治41年 第13回福岡県主催西 印刷朱印 12.2x 15.2 3枚 割引期間:明治 988401 
証 南区実業大会 41年10月4日~ -403 

10月18日 未 使
用

34 招待状(第13回九 明治43年2月 第13回九州沖縄八県 印刷墨書 15.4x 11.3 l通 明治43年3月11 988404 
州沖縄八県連合共 連合共進会/第l回 日-5月9日福

進会、第l回九州 九州沖縄八県連合馬 岡市で開催

沖縄八県連合馬匹 匹共進会事務長寺

共進会) 原長輝より真崎辰五
郎あて

35 第13回九州沖縄八 明治43年 不詳 印刷書綴 25.5X 19.0 l冊 988405 
県連合共進会受賞
表

36 第10回関西府県連 明治43年 愛知県蚕糸業協賛会 色刷墨書 8.9x5.9 l枚 明治43年3月16 988406 
合共進会特設蚕糸 より真崎辰五郎あて 日-6月13日
館優待券 名古屋市で開催

37 第14回関西府県連 大正時代 愛知県協賛会・名古 印刷墨書 9.3x6.0 l枚 適用期限 :6月8988407 
合共進会優待券 屋開府300年紀念会 日-6月13日

より真崎辰五郎あて

③福岡城佐賀堀中堀関係文書

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

38 福岡両堀問題l 明治25年11月-45山中立木ほか 墨書書綴 28.3x 19.9 l冊 988408 
年7月

39 福岡両堀問題2 大正元年-3年 山中立木ほか 墨書書綴 28.2x20.6 l冊 988409 

40 明治25年ヨリ26年 明治25年-26年 山中立木ほか 墨書書綴 28.2x20.6 l冊 988410 
迄佐賀編御払下
ニ関スル件

41 中堀の図面 大正時代ヵ 不詳 ベン書彩 55.5x 122.0 l枚 988411 
色メクリ
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踊入資料 5.古文書 6.書籍

④安川敬一郎書簡

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

42 書簡 [明治44年]7月15日 安川敬一郎より平岡 継紙墨書 19.7x234.0 l通 98B412 
良助あて

43 書簡 [明治44年]7月19日 安川敬一郎より平岡 継紙墨書 18.0X295.0 l通 98B413 
良助あて

44 書簡 l明治44年]8月18日 安川敬一郎より平岡 継紙墨書 18.2x336.5 l 通 98B414 
良助あて

45 書簡(高千穂学校 大正4年7月25日 安川敬一郎より平岡 継紙墨書 19.2X 152.0 l通 98B415 
(1) 長からの書簡を転 良助あて

送)

45 書簡 大正4年7月13日 川田鎖口より安川敬 墨書 18.5X55.0 l通 45(1)に同封 98B416 
(2) 一郎あて

45 夏季休業中諸注意 大正4年7月 高千穂学校 印刷 26.7x38.7 3枚 45(1)に同封 98B417 
(3) (小学部用・中学 ~419 

部用)・夏季遊泳
練習申込書

⑤在郷軍人会関係資料

名称 時 代 作 者 備考

46 I在郷軍人資料綴 |不詳 不詳

6.書籍

〈資料内訳)1 中世・近世書籍……...・H ・..……...4f牛14点

2 近代書籍 ①幕末・明治英語辞書....・ H ・-…17件18点

③一般書籍・・…・・…・…・・・………12件16点

⑤楽譜…・…・…・…・…・…………29件30点

②写真帖・…...・H ・......・ H ・-….. 15件 15点

④雑誌及び雑誌付録....・ H ・-…・157件192点

〈総計)234件285点

1 申世・近世書籍

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

グスマン東方伝道史 1601年 Luis de Guzman 古羊皮装 上巻29.2X21.2 2冊 98B421 
印刷 下巻29.0X21.8 ~422 

2 黒田家御家御重宝故実 寛政7年10月写 不詳 書冊・墨書 24.0x 18.5 l冊 98B423 

3 夢幻物語天・地・人 文化14年l月写 不詳 書冊・墨書 23.3x 16.3 3冊 98B424 
~426 

4 太平箱崎文庫 江戸時代後期写 不詳 書冊・墨書 27.9X 18.3 8冊 天明期以降 98B427 
~434 
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購入資料 6.書籍

2 近代書籍

①幕末・明治英語辞書

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

5 英吉利文典字類 慶応2年中春新雌 薩陽足立梅景編述 木版書冊 18.0x 12.2 l冊 988435 
伊月郵舎蔵梓

6 英文典直訳 明治3年5月官許 慶応義塾蔵版永-木版書冊 18.9x 12.5 l冊 988436 
嶋貞次郎訳尚古
堂発免

7 英字三体名頭字尽全 明治4年6月新鱗 橋爪貫一著寓笈 木版書冊 18.5X 12.8 2冊 988437 
閣発行 18.3x 12.4 -438 

8 英字三体苗字尽全 明治4年6月新鋳 橋爪貫 一著寓笈 木版書冊 18.5X 12.4 l冊 988439 
開発行

9 通俗英吉利単語篇上 明治4年9月官許 択善居蔵版 木版書冊 18.0x 12.1 l冊 988440 

10 通俗英吉利単語篇下 明治4年9月官許 梅浦元 善訳択善 木版書冊 18.2X 12.2 l冊 袋あり 988441 
居蔵版

11 英和通信初篇 明治4年12月官許 生産会社 印刷書冊 16.8X 11.6 l冊 988442 
CONVERSATI0N OF 
ENGLISH & JAPANESE 

12 西洋画引節用集全 明治5年5月 長谷川貞信画井 木版書冊 17.9x 12.2 l冊 988443 
上廉平輯大野木
市兵衛発免

13 蟹行文字源平字尽 明治5年孟春新刻 欧文舎主人著山 木版書冊 16.5 x 11.3 l冊 988444 
静書屋梓

14 英単語篇糟訳 明治4年初版明 松岡畏子保訳 木版書冊 17.6X 11.8 l冊 988445 
治6年校正

15 和洋商売往来全 明治6年春官許 酔々堂 主人編松 木版書冊 18.1 x 12.1 l冊 988446 
延堂発免

16 横文字独稽古全 明治6年9月発免 上嶋勝蔵著富士 木版書冊 17.0X 11.5 l冊 988447 
政七板

17 (漢語・英語・ローマ字 明治17年12月御届 東京書籍行商社本 木版 17.9x8.8 l冊 988448 
簡易辞書) 明治18年l月出板 庖発免 折本装

内務省納本

18 英学単語独案内 明治18年3月30日 中村思編輯魁真 木版書冊 18.3x 12.8 l冊 988449 
版権免許 楼蔵板

19 童家英学初歩完 明治時代 桂揮島一徳校 木版書冊 18.1 x 12.7 l冊 988450 

20 格賢勃斯英文典挿訳 明治時代 桂揮島一徳訳 木版書冊 17.9xl1.7 l冊 988451 
初篇 森繁軒蔵版

21 横文字独学書編 明治時代 忍藩洋学校蔵紀 木版書冊 17.9X 12.8 l冊 988452 
伊国屋源兵衛発免

②写真帖

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号1

22 某軍人写真帖 不詳 不詳 書冊 23.7X20.0 l綴 988453 
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23 卒業写真帖 昭和2年3月 福岡男子高等小学校 印刷書綴 15.2x23.0 1冊 表紙に墨書 988454 
『贈小111先
生四十二
回卒業生j

とあり

24 卒業写真帖 昭和8年3月 福岡市大名尋常小学 印刷紙焼 15.2x22.9 l冊 988455 
校 貼付書綴

25 林間学校記念 昭和8年7月 大名校 印刷書綴 15.3x22.8 l冊 988456 

26 第9回林間学校記念 昭和9年7月 大名校 印刷紙焼 15.2x22.8 l冊 988457 
貼付書綴

27 卒業記念 昭和10年3月 入部尋常高等小学校 印刷書綴 18.9x26.7 l冊 988458 
福岡市西新町樋口
写真館謹製

28 林間学校記念 昭和10年度 大名校 印刷書綴 15.5x23.l l冊 988459 

29 博多築港記念大博覧会 昭和11年3月25日 福岡市教育会主催 印刷書綴 15.5x23.2 l冊 988460 
理科展 -5月13日開催

30 卒業記念写真帖 昭和11年3月 福岡市大名尋常小学 印刷紙焼 15.1 X23.0 l冊 988461 
校 貼付書綴

31 林間学校記念 昭和11年度 福岡市大名校 印刷書綴 15.4x23.1 l冊 988462 

32 皇大神宮参拝記念 昭和12年12月 福岡市大名尋常小学 印刷紙焼 16.0x23.7 l冊 988463 
校 貼付書綴

33 卒業記念 昭和13年3月 福岡市大名尋常小学 紙焼貼付 15.4x23.0 l冊 988464 
校 書綴

34 卒業記念写真帖 昭和15年3月 福岡市大名尋常小学 紙焼貼付 15.2x23.0 l冊 988465 
校 書鰻

35 卒業記念 昭和31年度 入部小学校 印刷書綴 14.9X22.1 l冊 988466 

36 創立三十年・卒業生一 不詳 福岡市大名町礼節学 印刷書綴 22.6X 15.3 l冊 988467 
万人祝賀記念写真帖 習院福岡サクラ写

真館謹製

③一般書籍

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

37 日韓通話 明治32年11月30日 国分国夫編 印刷書冊 22.2X 15.5 l冊 明治26年10988468 
3版発行 月8日初版

発行

38 第11回九州沖縄八県連 明治34年2月28日 九州日々新聞社(熊 印刷書冊 21.7x 15.2 l冊 988469 
合共進会案内 本)

39 THE STORY OF THE 1921年 FRANK MORTON 印刷書冊 27.2X21.5 5冊 1915年パナ 988470 
EX問SITION TOOO著 G.P. マ博の報告 -474 

PUTNAM'S SON'S THE 書
間ICKERBOCKER
PRESS発行

40 長崎市公報号外皇太 大正13年8月24日 長崎県長崎市役所 印刷書冊 26.7X 19.5 l冊 988475 
子殿下御成婚奉祝子供
の博覧会
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41 さ ぬき高松 昭和3年3月25日 全国産業博覧会協賛 印刷書冊 13.0x 18.7 l冊 98B476 
会(香川県高松市内

町)

42 昭和主基斎田記録 昭和6年8月l日 福岡県 印刷書冊 26.5x20.0 l冊 98B477 

43 全日本博物館一覧 昭和12年8月22日 日本博物館協会 印刷書冊 18.3X 12.7 l冊 98B478 

44 雑誌家庭防空第l絹 昭和13年l月20日 国防思想普及会 印刷書冊 26.0x 19.2 l冊 98B479 

45 貯蓄報国の途 昭和13年4月18日 国民貯蓄奨励局 印刷書冊 18.5X 12.6 l冊 98B480 

46 地方文化新建設の根本 昭和16年3月 大政翼賛会企画局文 印刷書冊 22.3x 15.6 l冊 98B481 
理念とその方策 化部(大政翼賛会佐

賀県支部)

47 大東亜戦争愛国詩歌集 昭和17年3月10日 目黒書庖 印刷書冊 18.3x 12.8 l冊 98B482 

48 軍人援護模倣学校訪問 昭和18年9月30日 軍事保護院 印刷書冊 18.2x 12.8 l冊 98B483 
記

④雑誌及び雑誌付録

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

49 日本之少年号外少年学 明治23年2月17日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1 x 13.1 l冊 98B484 
術共進会第l冊 発行

50 日本之少年号外少年学 明治23年6月11日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1 x 13.1 l冊 98B485 
術共進会第2冊 発行

51 少年学術共進会第2巻 明治24年3月8日出 博文館蔵版 印刷書冊 19.1xI3.1 l冊 98B486 
第3号 版

52 少年学術共進会第2巻 明治24年4月15日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1xI3.1 l冊 98B487 
第4号 出版

53 少年学術共進会第2巻 明治24年5月10日 博文館蔵版 印刷書冊 19.IXI3.1 l冊 98B488 
第5号 出版

54 少年学術共進会第2巻 明治24年6月10日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1xI3.1 l冊 98B489 
第6号 出版

55 少年学術共進会第2巻 明治24年7月19日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1 x 13.1 l冊 98B490 
第7号 出版

56 少年学術共進会第2巻 明治24年8月叩日 博文館蔵版 印刷書冊 19.IXI3.1 l冊 98B49 1 
第8号 出版

57 少年学術共進会第2巻 明治24年9月10日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1 x 13.1 l冊 98B492 
第9号 出版

58 少年学術共進会第2巻 明治24年10月10日 博文館蔵版 印刷書冊 19.1 x 13.1 l冊 98B493 
第10号 出版

59 主婦之友第22巻9月号 昭和13年9月l日 主婦之友社 印刷書冊 26.1 x 18.9 l冊 98B494 
付録『ス・フの和服仕
立の秘訣集』

60 主婦之友第26巻8月号 昭和17年8月l日 主婦之友社 印刷書冊 20.8x 14.8 1冊 98B495 

61 主婦之友第27巻8月号 昭和18年8月l日 主婦之友社 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 98B496 
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62 主婦之友第27巻 11月 昭和18年11月1日 主婦之友社 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 988497 
号

63 主婦之友第28巻2月号 昭和19年2月l日 主婦之友社 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 988498 

64 主婦之友第28巻 3月号 昭和19年3月l日 主婦之友社 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 988499 

65 婦人倶楽部 10月号付録 昭和13年10月l日 大日本雄弁会講談社 印刷 30.0x23.3 20枚 988500 
『毛糸編物大全集』 -519 

66 婦人倶楽部 10月号付録 昭和14年10月l日 大日本雄弁会講談社 印刷 30.0x23.3 16枚 988520 
『毛糸編物大全集』 -535 

67 婦人倶楽部第23巻 8月 昭和17年8月l日 大日本雄弁会講談社 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 988536 
τEヨヨ「

68 婦人倶楽部第25巻2月 昭和19年2月l日 大日本雄弁会講談社 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 988537 
号

69 婦人倶楽部第25巻 3月 昭和19年3月l日 大日本雄弁会講談社 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 988538 
号

70 写真週報36号 昭和13年10月19日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988539 

71 写真週報37号 昭和13年10月26日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988540 

72 写真週報38号 昭和13年11月2日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988541 

73 写真週報39号 昭和13年11月9日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988542 

74 写真週報40号 昭和13年11月16日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988543 

75 写真週報42号 昭和13年11月30日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988544 

76 写真週報43号 昭和13年12月7日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988545 

77 写真週報44号 昭和13年12月14日 内閣情報部編鞠 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988546 

78 写真週報45号 昭和13年12月21日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988547 

79 写真週報46号 昭和14年l月4日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 1冊 988548 

80 写真週報47号 昭和14年l月11日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988549 

81 写真週報48号 昭和14年l月18日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988550 

82 写真週報49号 昭和14年1月25日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988551 

83 写真週報 110号 昭和15年4月3日 内閣情報部編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988552 

84 写真週報 167号 昭和16年5月7日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988553 

85 写真週報 188号 昭和16年10月l日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988554 

86 写真週報203号 昭和17年l月14日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988555 

87 写真週報206号 昭和17年2月4日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988556 

88 写真週報207号 昭和17年2月11日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988557 

89 写真週報209号 昭和17年2月25日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988558 

90 写真週報210号 昭和17年3月4日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988559 

91 写真週報211号 昭和17年3月11日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988560 
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92 写真週報 212号 昭和17年3月18日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988561 

93 写真週報 213号 昭和17年3月25日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988562 

94 写真週報 214号 昭和17年4月l日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988563 

95 写真週報 215号 昭和17年4月8日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988564 

96 写真週報 218号 昭和17年4月29日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988565 

97 写真週報 219号 昭和17年5月6日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988566 

98 写真週報 220号 昭和17年5月13日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988567 

99 写真週報 222号 昭和17年5月27日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988568 

100 写真週報 223号 昭和17年6月3日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988569 

101 写真週報 224号 昭和17年6月10日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988570 

102 写真週報 225号 昭和17年6月17日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 2冊 988571 
~572 

103 写真週報 228号 昭和17年7月8日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988573 

104 写真週報 229号 昭和17年7月15日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988574 

105 写真週報 230号 昭和17年7月22日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 1冊 988575 

106 写真週報 231号 昭和17年7月29日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988576 

107 写真週報 232号 昭和17年8月5日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5 x 21.0 l冊 988577 

108 写真週報 233号 昭和17年8月12日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5 x 21.0 l冊 988578 

109 写真週報 234号 昭和17年8月19日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988579 

110 写真週報 235号 昭和17年8月26日 内閣情報局編輯 印刷書附 29.5x21.0 l冊 988580 

111 写真週報 236号 昭和17年9月2日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988581 

112 写真週報 239号 昭和17年9月23日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988582 

113 写真週報 240号 昭和17年9月30日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5 x 21.0 l冊 988583 

114 写真週報 241号 昭和17年10月7日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988584 

115 写真週報 242号 昭和17年10月14日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988585 

116 写真週報 243号 昭和17年10月21日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988586 

117 写真週報 244号 昭和17年10月28日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988587 

118 写真週報 246号 昭和17年11月11日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988588 

119 写真週報 247号 昭和17年11月18日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x2トO l冊 988589 

120 写真週報 248号 昭和17年11月25日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5 x 21.0 1j!U 988590 

121 写真週報 249号 昭和17年12月2日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5 x 21.0 l冊 988591 

122 写真週報 250号 昭和17年12月9日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988592 

123 写真週報 251号 昭和17年12月16日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988593 
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124 写真週報252号 昭和17年12月23日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988594 

125 写真週報253号 昭和18年1月6日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988595 

126 写真週報254号 昭和18年l月13日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988596 

127 写真週報256号 昭和18年l月27日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988597 

128 写真週報257号 昭和18年2月3日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988598 

129 写真週報258号 昭和18年2月10日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988599 

130 写真週報259号 昭和18年2月17日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988600 

131 写真週報261号 昭和18年3月3日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988601 

132 写真週報 263号 昭和18年3月17日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988602 

133 写真週報264号 昭和18年3月24日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988603 

134 写真週報 265号 昭和18年3月31日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988604 I 

135 写真週報268号 昭和18年4月21日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988605 

136 写真週報269号 昭和18年4月28日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988606 

137 写真週報270号 昭和18年5月5日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 i冊 988607 

138 写真週報 271号 昭和18年5月12日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988608 

139 写真週報 272号 昭和18年5月19日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988609 I 

140 写真週報273号 昭和18年5月26日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988610 I 

141 写真週報274号 昭和18年6月2日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988611 

142 写真週報 276号 昭和18年6月16日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988612 

143 写真週報281号 昭和18年7月21日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988613 

144 写真週報285号 昭和18年8月18日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988614 

145 写真週報286号 昭和18年8月25日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988615 

146 写真週報 287号 昭和18年9月l日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988616 

147 写真週報 290号 昭和18年9月22日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988617 

148 写真週報291号 昭和18年9月29日 内閣情報局編輯 印刷書附 29.5x21.0 l冊 988618 

149 写真週報292号 昭和18年10月6日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988619 

150 写真週報293号 昭和18年10月13日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988620 

151 写真週報295号 昭和18年10月27日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988621 

152 写真週報296号 昭和18年11月3日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988622 

153 写真週報297号 昭和18年11月10日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988623 

154 写真週報298号 昭和18年11月17日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 988624 

155 写真週報299号 昭和18年11月24日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 1冊 988625 

156 写真週報301号 昭和18年12月15日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5X21.0 l冊 988626 
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番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

157 写真週報 302号 昭和18年12月22日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 98B627 

158 写真週報 306号 昭和19年l月26日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 98B628 

159 写真週報307号 昭和19年2月2日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5 x 21.0 l冊 98B629 

160 写真週報 308号 昭和19年2月9日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 98B630 

161 写真週報309号 昭和19年2月16日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 98B631 

162 写真週報310号 昭和19年2月23日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 98B632 

163 写真週報313号 昭和19年3月15日 内閣情報局編輯 印刷書冊 29.5x21.0 l冊 98B633 

164 住宅277第24巻 11月号 昭和14年11月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B634 

165 住宅279第25巻 l月号 昭和15年l月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1XI9.0 l冊 98B635 

166 住宅 281第26巻 3月号 昭和15年3月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1XI9.0 l冊 98B636 

167 住宅287第25巻9月号 昭和15年9月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1xI9.0 l冊 98B637 

168 住宅 301第26巻 11月号 昭和16年11月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B638 

169 住宅304第27巻2月号 昭和17年2月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B639 

170 住宅 306第27巻 4月号 昭和17年4月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B640 

171 住宅 312第27巻 10月号 昭和17年10月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B641 

172 住宅 313第27巻 11月号 昭和17年11月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B642 

173 住宅316第28巻 2月号 昭和18年2月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1XI9.0 l冊 98B643 

174 住宅317第28巻3月号 昭和18年3月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.IXI9.0 l冊 98B644 

175 住宅318第28巻4月号 昭和18年4月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B645 

176 住宅320第28巻6月号 昭和18年6月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1XI9.0 l附 98B646 

177 住宅321第28巻 7月号 昭和18年7月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1xI9.0 l冊 98B647 

178 住宅 322第28巻 8月号 昭和18年8月1日 住宅改良会 印刷書冊 26.1 x 19.0 l冊 98B648 

179 住宅324第28巻 10月号 昭和18年10月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1XI9.0 l冊 98B649 

180 住宅326第28巻 12月号 昭和18年12月l日 住宅改良会 印刷書冊 26.1XI9.0 l冊 98B650 

181 服装文化第4巻 12月号 昭和15年12月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B651 

182 服装文化第5巻4月号 昭和17年4月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7xI8.2 l冊 98B652 

183 服装文化第5巻 5月号 昭和17年5月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7 x 18.2 l冊 98B653 

184 服装文化第6巻 3月号 昭和18年3月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B654 

185 服装文化第6巻 5月号 昭和18年5月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B655 

186 服装文化第6巻 6月号 昭和18年6月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B656 

187 服装文化第6巻8月号 昭和18年8月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B657 

188 服装文化第6巻 9月号 昭和18年9月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B658 

189 服装文化第6巻 10月号 昭和18年10月l日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B659 
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190 服装文化第7巻 l月号 昭和19年l月1日 文化服装学院出版部 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B660 

191 服装生活冬第l巻第l 昭和16年10月15日 ファッションクオタ 印刷書冊 29.8X21.2 l冊 98B661 
τEヨ7 リ一社

192 服装生活春第3巻第l 昭和18年2月2日 ファッションクオタ 印刷書冊 30.0x23.3 l冊 98B662 
τEコ7 リ一社

193 学徒体育第2巻第11号 昭和17年11月l日 目黒書庖発行 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 国民学校体 98B663 
特別糟大号 発行 錬科教授要

項国民学
校体錬科教
授要項実施

細目

194 学徒体育第2巻第12号 昭和17年12月l日 目黒書庖発行 印刷書冊 20.9X 14.8 l冊 特輯:国民 98B664 
発行 学校体錬科

教授要項解
説指導

195 学徒体育第3巻第6号 昭和18年6月l日発 目黒書届発行 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 師範学校体 98B665 
行 錬科教授要

目

196 学徒体育第3巻第7号 昭和18年7月l日発 目黒書宿発行 印刷書冊 20.9X14目8 l冊 98B666 
行

197 日本婦人 12月号第l巻 昭和17年12月l日 大日本婦人会 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B667 
第2号

198 日本婦人新年号第l巻 昭和18年l月l日 大日本婦人会 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B668 
第3号

199 日本婦人2月号第l巻 昭和18年2月1日 大日本婦人会 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B669 
第4号

200 日本婦人3月号第l巻 昭和18年3月l日 大日本婦人会 印刷書冊 25.7x 18.2 l冊 98B670 
第5号

201 日本婦人4月号第l巻 昭和18年4月l日 大日本婦人会 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B671 
第6号

202 日本婦人5月号第l巻 昭和18年5月l日 大日本婦人会 印刷書冊 25.7X 18.2 l冊 98B672 
第7号

203 日本婦人 10月号第2巻 昭和19年10月l日 大日本婦人会 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 98B673 

204 互助会報第l号~第7号 昭和21年l月l日~ 熊本県外地引揚者互 ガリ版刷 36.3x26.0 l綴 98B674 
7月5日 助会

205 引揚民報第8号~第12 昭和21年8月5日~ 熊本県外地引揚者互 ガリ版刷 36.3X26.0 l綴 98B675 
τl% 12月l日 助会

⑤楽譜

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

206 亜細亜行進曲 昭和8年l月10日 関東軍参謀部作詩 色刷 26.3X 18.8 l部 98B676 
藤原義江作曲新興
音楽出版社発行

207 討匪行 昭和8年l月10日 関東軍参謀部作詩 色刷 26.3X 18.9 l部 98B677 
藤原義江作曲新興
音楽出版社発行
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208 戦場の幼な子 昭和14年8月5日 神長瞭月作詞・作曲 色刷 25.8x 18.2 l部 988678 
新興音楽出版社発行

209 大陸だより 昭和14年10月5日 上田良作詩三界稔 色刷 25.9x 18.1 l部 988679 
曲新興音楽出版社
発行

210 月下の歩哨線 昭和14年10月5日 松葉清香詩長津義 色刷 25.7X 18.1 l部 988680 
司曲新興音楽出版
社発行

211 堕壕物語 昭和15年7月10日 大久保徳次郎作曲 色刷 25.5X 18.1 l部 988681 
島田磐也作詞全音
楽譜出版社発行

212 夕陽は遥か 昭和15年8月5日 西原武三詩倉若春 色刷 25.9X 18.0 l部 988682 
生曲新興音楽出版
社発行

213 東宝映画『燃ゆる大空』 昭和15年10月5日 佐藤惣之助詩竹岡 色刷 25.7X 17.8 l部 988683 
主題歌機上の歌 信幸曲新興音楽出

版社発行

214 東宝映画『熱砂の誓』 昭和15年11月15日 西保八十作詩古賀 色刷 25.7X 18.9 l部 988684 
主題歌熱砂の誓(建設 政男作曲 シンフォ

の歌) ニー楽譜出版社発行

215 国境千里 昭和15年12月5日 松坂直美詩太田畔 色刷 26.0X 18.2 l部 988685 
三郎曲新興音楽出
版社発行

216 吹雪の進軍歌 昭和16年l月5日 島田磐也詩長津義 色刷 25.8x 18.1 l部 988686 
司幽新興音楽出版
社発行

217 東宝映画『馬』主題歌 昭和16年l月15日 佐藤惣之助作詩古 色刷 26.2 x 18.4 l部 988687 
馬 賀政男作曲 シンフ

ォニー楽譜出版社発

fr 

218 泥まみれの軍歌 昭和16年2月10日 徳土良介作詞能代 色刷 25.7XI8.2 l部 988688 
八郎作曲全音楽譜
出版社発行

219 月が出た出た歌が出た 昭和16年6月10日 松井謹作詞城山一 色刷 25.6x 18.1 l部 988689 
夫作曲米山正夫編
曲全音楽譜出版社
発行

220 愛国歌謡曲集第l輯 昭和16年11月18日 東邦音楽書房発行 印刷書冊 25.8x 18.2 l冊 988690 

221 松竹映画『蘇州の夜』 昭和17年l月20日 西保八十作詞仁木 色刷 25.6x 18.2 l部 988691 
主題歌蘇州の夜 他喜雄作曲全音楽

譜出版社発行

222 大政翼賛会撰定進めー 昭和17年2月5日 大政翼賛会作詞・作 色刷 24.8x 17.9 l部 988692 
億火の玉だ 曲新興音楽出版社

発行

223 線進軍の鐙は鳴る 昭和17年2月20日 西保八十作詩古賀 色刷 25.2X 18.2 l部 988693 
政男作曲 シンフォ
ニー楽譜出版社発行
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224 マレー沖の凱歌 昭和17年2月20日 読売新聞社選西保 色刷 25.6x 18.1 l部 98B694 
八十作詞海軍軍楽
隊作曲全音楽譜出
版社発行

225 ジャングル越えて 昭和17年3月5日 野村俊夫詩松林和 色刷 25.0x 17.9 l部 98B695 
男曲新興音楽出版

社

226 愛国の花 昭和17年3月10日 福田正夫作歌古関 色刷 25.1 x 18.1 l部 98B696 
祐而作曲東邦音楽
書房発行

227 日活映画『将軍と参謀 昭和17年3月25日 ポリドール文芸部作 色刷 26.0x 18.1 l部 98B697 
と兵』主題歌大蔵滅戦 謂江口夜詩作曲

乃歌 全音楽譜出版社発行

228 海軍落下傘部隊の歌 昭和17年4月5日 米山忠雄作詩江口 色刷 25.1 x 18.1 l部 98B698 
夜歌作曲新興音楽
出版社

229 艦隊勤務月月火水木金 昭和17年4月5日 海軍中佐高橋俊策 色刷 24目8x18.1 l部 98B699 
金 作詩江口夜詩作曲

新興音楽出版社発行

230 空の神兵一落下傘部隊 昭和17年4月18日 梅木三郎作詩高木 色刷 25.3x 17.9 l部 98B700 
に捧ぐー 東六作曲 シンフォ

ニー楽譜出版社発行

231 行進曲海を渡る荒鷲 昭和17年5月5日 勝承夫作歌海軍軍 色刷 25.1 x 18.0 l部 破損 98B701 
楽隊作曲新興音楽
出版社発行

232 東宝映画『翼の凱歌』 昭和17年9月25日 サトウハチロ一作詞 色刷 25.6x 18.2 2部 98B702 
主題歌空の母さん 服部良一作曲全音 ~703 

楽譜出版社発行

233 国民の音楽2月号第3昭和18年l月29日 国民音楽社発行 印刷書冊 25.7X 18.4 l冊 98B704 
巻第2号

234 陸軍航空本部撰定松竹 昭和18年9月10日 野村俊夫作詞方城 色刷 25.8x 18.2 l部 98B705 
映画『愛機南へ飛ぶ』 目正作曲新興音楽
主題歌索敵行 出版社発行

」ーー一一ー ー一一一」ーー

7.地図・絵図

〈資料内訳)1 近世絵図……・……...・ H ・..……...・ H ・....5件5点 2 近代地図・鳥敵国…...・H ・..……………84件88点

〈総計)89件93点

1 近世絵図

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

福岡城下絵図 江戸時代後期 不詳 紙本淡彩メクリ 119.0 x 173.0 l鋪 寛政期以降 98B706 

2 福岡市中之図 江戸時代後期 不詳 紙本淡彩メクリ 77.8X 149.5 l鋪 寛政期以降 98B707 

3 長万岩増台場絵図 江戸時代後期 不詳 紙本着色メクリ 100.4X75.0 l鋪 文化期以降 98B708 

ワ
-

7
'
 

フ-



購入資料 7.地図・絵図

名称 時代 品質・形状 法量 備考

文化期以降4 I高鉾岩増台場絵図|江戸時代後期

5 I神崎岩増台場絵図|江戸時代後期

紙本着色メクリ I 76.3X99.0 

紙本着色メクリ I 97.3x75.5 

2 近代地図・烏醐図

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

6 福岡県細見全図 明治16年8月 編輯人:白石徳郎 銅版彩色摺 73.6X96.2 1点 988711 
出版人:山崎登

7 博多福岡明細絵図 明治20年3月出版 編輯人:伊藤勘兵 銅版手彩色 48.1 X73.2 l点 988712 
衛出版人:山崎

登

8 門司新市街図 明治36年10月25日 著作兼編輯者:難 銅版彩色 39.6x54.5 l点 988713 
出版 波安吉印刷兼出

版者:上山松蔵

9 第13回九州沖縄八 明治43年 九州商報社(福岡市 印刷 19.7x9.5 1部 988714 
県連合共進会案 博多萱堂町)発行 フレット

内図 東京印刷株式会社
(東京市日本橋区兜
町)印行

10 福岡市主催東亜勧 昭和2年3月25日発 ウキタ電気営業所 色刷 26.9x38.3 l点 988715 
業博覧会全景図 fr 福岡出張所発行

11 飯塚市市制記念産 昭和7年 飯塚市主催 色刷 47.4 x 64.4 l点 会期:昭和7年4988716 
業博覧会場全景図 月 20 日 ~5月 10

日

12 市制記念産業博覧 昭和7年 飯塚市主催島井 色刷 47.3X64.0 l 点 会期:昭和7年4988717 
会場全景図 オフセット印行 月 20 日 ~5月 11

日

13 福岡市名所案内 昭和8年3月20日 福岡市観光協会 色刷 リー 16.4X 10.3 l部 988718 
フレット (16.4 x 104.6) 

14 北九州鉄道沿線 昭和9年3月l日 北九州鉄道株式会 色刷 リー 16.8X 12.3 l部 988719 
社 フレット (16.8X 104.6) 

15 博多築港記念大博 昭和11年 秀巧社印刷(福岡) 色刷 26.5X38.1 1 )点 988720 
覧会全景図

16 三都観光図絵 昭和14年7月15日 福岡市役所・久留 色刷 19.2x 11.1 l部 988721 
米市役所・大牟田 フレット (17.8 x 61.9) 
市役所

17 英彦山図絵 大正~昭和前期 英彦山宣伝協会(福 色刷 リー 17.5x97.1 l部 988722 
岡県田川郡) フレツト

18 福岡県市町村合併 昭和30年6月25日 九州文化社編集 色刷 75.0X53.3 1)点 988723 
改正図

19 佐賀県管内全図 明治39年3月8日 晴雲堂 色刷 26.9x39.6 l 点 988724 

20 佐賀県神社参拝地 昭和10年5月l日 佐賀県神職会館 色刷 54.3X78.1 l 点 988725 
図

21 肥前鹿島祐徳稲荷 昭和13年6月10日 祐徳稲荷神社々務 色刷 リー 18.6x 11.7 l部 988726 
神社参拝交通烏般 所 フレット (18.6 x 99.2) 
図
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購入資料 7.地図・絵図

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

22 遊園地武雄温泉名 大正~昭和前期 武雄温泉株式会社 色刷 リー 19.3X10.3 l部 988727 

勝案内 フレット (19.3X94.3) 

23 平戸観光案内図絵 大正~昭和前期 平戸観光協会・国 色刷 リー 18.7X 12.2 l部 988728 
際ツモロークラブ フレット (18.7 x 81.8) 

24 小浜湾と蘇洞門案 大正13年6月20日 井田権右衛門発行 印刷 15.7X52.7 l点 988729 

内

25 別府市を中心とせ 大正13年 別府宣伝協会 色刷 リー 19.1X11.9 l部 988730 
る東九州の交通 フレツト (19.1 X99.9) 

26 烏服せる東洋の泉 昭和7年6月3日 別府市役所 色刷 リー 16.5X 10.5 l部 988731 
都別府 フレット (16.5X69.2) 

27 別府温泉鳥敵国 大正~昭和前期 別府市役所 色刷 リー 19.2 x 11.8 2部 988732 
フレット (19.2X99.3) -733 

28 海陸四通八達ノ大 昭和12年3月25日 大分市役所 色刷 リー 19.0 x 11.5 l部 988734 
分市烏敵図 フレット (19.0X99.8) 

29 耶馬渓案内 大正7年 康津商庖 色刷 リー 17.0X76.0 l部 スタンプ『羅漢 988735 
フレット 寺駅前・長命堂

耶馬渓観光紀
念j

30 耶馬渓案内 大正~昭和前期 耶馬渓鉄道株式会 色刷 リー 19.5x8.9 l部 988736 
ネ士 フレット (19.5X53.I) 

31 久住案内 昭和4年11月 門司鉄道局 色刷 リー 15.5X59.9 l部 988737 
フレット

32 国立公園久住案内 昭和11年7月25日 九州山岳会 色刷 リー 18.6 x 11.4 l部 988738 
図 フレット (47.8 x 64.0) 

33 豊肥線全通紀念大 昭和3年カ 協賛会 色刷 リー 19.2x11.3 l部 988739 
阿蘇案内 フレット (19.2x80.0) 

34 熊本県烏敵国 昭和6年11月3日 熊本県 色刷 リー 19.9x 11.8 l部 988740 
フレット (19.9 x 100.0) 

35 最近実測熊本市街 昭和9年12月15日 野田哲男著作 色刷 79.0X54.5 l点 988741 
地図

36 山鹿温泉案内 昭和10年2月l日 山鹿町役場 色刷 リー 18.5 x 11.2 l部 988742 
フレット (18.5x75.5) 

37 熊本大観鳥獄図 昭和10年 不詳 色刷 リー 18.9x11.1 l部 988743 
フレット (18.9X98.3) 

38 国立公園大阿蘇山 大正~昭和前期 演問書画堂 色刷 リー 16.0X 10.4 2部 988744 
フレット (16.0 x 67.2) -745 

39 神都高千穂峡案内 昭和5年4月15日 ナス写真館 色刷 リー 18.7X 11.2 l部 988746 
図絵 フレット (I8.7x 100.0) 

40 観光の宮崎県 昭和9年6月30日 国立公園協会宮崎 色刷 リー 16.6x 10.0 l部 988747 
支部 フレット (16.6 x 68.2) 

41 鹿児島市鳥倣図 大正~昭和前期 不詳 色刷 リー 18.5X 10.1 1部 スタンプ「鹿児 988748 
フレット (I8.5x97.8) 島市大黒町石灯

篭通り産国薩
摩窯元慶田陶器
庖j
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購入賞料 7.地図・絵図

番号 名 称、 時 代 作 者 品質.1惨状 法量 員数 f蒲 考 備品番号

42 長門峡全渓図 大正14年3月20日 長門峡管理組合(山 色刷 18.8x11.2 2部 988749 
口県萩町) フレット (18.8 x 98.5) ~750 

43 萩を中心とせる附 大正14年4月l日 山口県萩町役場 色刷 リー 18.7 x 11.2 l部 988751 
近名所絵図 フレツト (18.7x97.7) 

44 日本八景名所図絵 昭和5年8月l日 主婦之友社 色刷 リー 22.0X 12.6 l部 988752 
フレット (22.0 x 208.5) 

45 函館市勢要覧 大正12年6月30日 森大正蛍 色刷 リー 18.3x 12.0 l部 988753 
フレツト (38.9 x 65.1) 

46 最近の北海道 昭和5年3月22日 株式会社北海タイ 印刷書冊 18.8x11.0 l冊 988754 
ムス社

47 阿寒 昭和12年度版 阿寒国立公園観光 色刷 リー 17.7X76.8 l部 988755 
dZb3h t フレット

48 観光の松島 大正~昭和前期 不詳 色刷 リー 19.0x 10.9 l部 988756 
フレット (18.0X96.2) 

49 日光名所案内図 昭和6年11月5日 男髄社 色刷 リー 18.2 x 10.6 l部 988757 
フレツト (18.2 x 78.2) 

50 日光案内之図 昭和12年8月!日 男瞳社 色刷 19.3X11.2 l部 988758 
フレツト (19.3 x 78.0) 

51 番地入新大東京全 昭和10年5月20日 文彰堂 印刷書冊 18.2X 10.1 l冊 988759 
図

52 箱根パノラマ地図 大正11年5月5日 株式会社楼木商庖 色刷 19.1 x 11目6 l部 988760 
フレット (19.1 x 89.4) 

53 箱根案内 昭和5年11月l日 箱根漏泉旅館組合 色刷 18.0X77.7 l部 988761 
箱根振興会 フレツト

54 富士登山と五湖め 大正~昭和前期 山梨県庁 色刷 16.4X 10.5 2部 988762 
ぐり烏敵国 フレット (16.4 x 68.0) ~763 

55 東海道名所蒲郡常 大正~昭和前期 清遊旅館常盤館 色刷 18.8x 11.2 l部 988764 
盤館案内 フレット (18.8 x 99.4) 

56 北陸の温泉と名所 昭和7年5月15日 東亜工廠 色刷 リー 18.8x 11.7 l部 破損 988765 
案内 フレット (18.8X90目6)

57 金沢市街地図 昭和初期 不詳 色刷 54.7x79.0 l点 988766 

58 御獄昇仙峡 昭和2年9月30日 朗月堂書庖 色刷 リー 18目6X11.7 l部 988767 
フレット (18.6X 101.1) 

59 昇仙峡案内 大正~昭和前期 御撤自動車株式会 色刷 リー 17.9x39.3 l部 988768 
ネ士 フレット

60 日本ライン探勝案 大正~昭和前期 美濃太田遊船株式 色刷 リー 18.0x37.1 l部 988769 

内 会社 フレット

61 市区改正大大阪全 大正9年5月20日 日下伊兵衛発行 色刷 109.0X79.5 l点 988770 
図

62 神戸市新図 大正9年7月l日 高梨東神堂 色刷 26.3 x 77.5 l点 988771 

63 大神戸市街地図 昭和14年2月5日 日下和楽路屋 色刷 38.8x 108.0 l点 袋っき 988772 

64 大大阪最新地図 大正14年4月10日 大阪時事新報 色刷 78.7X54.5 l点 988773 

-275-



踊入資料 7.地図・絵図

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

65 阪神間附近詳図 昭和16年8月15日 日本統制地図株式 色刷 37.2X 108.9 l点 988774 
会社

66 琵琶湖遊覧御案内 大正~昭和前期 大津市太湖汽船株 色刷 リー 17.4x77.4 l部 988775 
式会社 フレツト

67 和倉温泉 大正~昭和前期 内湯海水浴旅館 色刷 リー 17.9X38.1 l部 988776 
和歌崎本館 フレット

68 伊勢参宮案内地図 昭和4年3月10日 騒々堂旅行案内部 色刷 39.3x54.6 l点 袋っき 988777 

69 伊勢参宮案内地図 昭和16年2月5日 日本統制地図株式 色刷 39.3x54.9 l点 988778 
会社

70 奈良名勝案内地図 昭和8年2月5日 騒々堂書庖 色刷 リー 39.6x54.9 l部 袋っき 988779 
フレツト

71 聖地橿原神宮附近 昭和15年4月20日 騒々堂旅行案内部 色刷 38.9x53.9 l点 袋っき 988780 
案内図

72 阪和電鉄沿線案内 昭和5年5月10日 阪和電鉄 色刷 リー 17.8x78.0 l部 988781 
フレツト

73 天橋立案内 大正~昭和前期 旅館松吟楼 色刷 リー 16.0x43.2 l部 988782 I 
フレット

74 日本烏服近畿東海 昭和2年l月l日 大阪毎日新聞社 色刷 リー 16.0x 107.0 l部 988783 
大図絵 フレット

75 交通史蹟高松屋島 昭和3年 高松市主催全国産 色刷 リー 18.6x 11.0 l部 会期:昭和3年3988784 
御案内 業博覧会協賛会 フレット (l8.6X98.3 月20日-5月10

日

76 水郷の松江市 昭和10年7月5日 松江観光協会 色刷 リー 16.6x 10.7 l部 破損 988785 
フレット (l6.6X67.8) 

77 関西交通遊覧案内 昭和12年5月l日 関西交通遊覧案内 色刷 39.5x54.9 l点 988786 I 
地 図 高 知 版 社

78 久万・面河大観 昭和4年12月25日 久万町商工会 色刷 リー 15.7x45.1 l部 988787 
フレツト

79 淡路と鳴門観潮案 昭和10年3月4日 守本回漕庖 色刷 リー 12.5x37.1 l部 988788 
内 フレット

80 観音寺御図絵 昭和11年5月20日 観音寺 色刷 リー 19.1 x 10.9 l部 988789 
フレツト (19.1x82刷

81 瀬戸内海 大正~昭和前期 大阪商船 色刷 リー 18.1 x 11.0 l部 988790 
フレット (l8.1 X93.8) 

82 豊原市街図 大正14年7月30日 中沖庄太郎発行 色刷 55.0x79.1 l点 988791 

83 国立公園大タロコ 昭和10年8月10日 タロコ国立公園協 色刷 リー 18.8Xl1.8 l部 988792 
交通烏撤図 ~ フレット (18.8x97刷

84 杭州烏敵国 大正~昭和前期 至誠堂 色刷 リー 17.0X 10.4 l部 988793 
フレツト (17.0 x 69.9) 

85 観光の北京 昭和13年3月10日 東亜公司 色刷 リー 17.1 x 10.6 l部 破損 988794 
フレット (l7.1 x 70. I) 

86 日満支連絡新版鉄 昭和19年12月l日 興亜協調会 色刷 リー 19.1 x 13.0 l部 988795 
道交通図 フレット (95.3X 18.7) 
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購入資料 7.地図・絵図 8.絵葉書

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

87 新撰大満州園地図 昭和8年4月5日 大阪毎日新聞社 色刷 79.3x53.9 l点 98B796 

88 台北市 昭和13年3月15日 台北市役所 色刷 リー 16.2X 10.3 l部 98B797 
フレット 06.2 x 66.9) 

89 釜山府を中心とせ 大正~昭和前期 釜山府庁 色刷 リー 19.1 x 11.8 l部 98B798 
る名所交通絵図 フレット (19.1 x 99.7) 

8.絵葉書

〈資料内訳>1 博覧会等の絵葉書……・・…………….65件65点 2 その他の絵葉書…・…...・ H ・......・H ・...17件17点

〈総計>82件82点

1 博覧会等の絵葉書

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

東尽勧業博覧会 明治40年 東尽勧業博覧会発 色刷 9.0X 14.0 4枚 3種4枚会期:明治40 98B799 
行精美堂印刷 l組 年3月 20日 ~7月 31 日

2 東京勧業博覧会 明治40年 博覧会新報社発行 色刷 9.0x 14.0 l枚 会期:明治40年3月20 98B800 
平栗両国社石印 日 ~7月 31 日

3 東京勧業博覧会 明治40年 不詳 色刷 9.0X 14.0 l枚 会期:明治40年3月20 98B801 
日 ~7月 31 日

4 東京勧業博覧会 明治40年 坂本弘文館 印刷 9.0X 14.0 5枚 会期:明治40年3月20 98B802 
I~Jl 日 ~7月 31 日

5 第13回九州沖縄八県連 明治43年 福岡県協賛会発行 色刷 9.0x 14.0 l枚 98B803 
合共進会 東京ともゑ商会謹

製

6 拓殖博覧会内 大正元年カ 東京福録堂製 印刷 9.0X 14.0 l枚 98B804 

7 拓殖博覧会内 大正元年カ 愛国婦人会台湾支 印刷 9.0XI4.0 l枚 98B805 
部発行東京神田
平尾福録堂製

8 拓殖博覧会 大正元年ヵ 不詳 印刷 9.0X 14.0 l枚 98B806 

9 富山県主催ー府八県連 大正2年 連合共進会富山県 印刷l枚 9.0X 14.0 3枚 包紙っき 東京・栃木 98B807 
合共進会紀念絵葉書 協賛会発行 色刷2枚 l組 -群馬・新潟・石川・

福井・滋賀・岐阜
会期:大正2年9月l日
~10月 20 日

10 九州沖縄物産共進会 大正7年 九州沖縄八県物産 色刷 9.0X 14.0 2枚 会期.大正7年4月10日 98B808 
共進会福岡県協賛 l組 ~5月 11 日

会発行

11 九州沖縄物産共進会の 大正7年 博多中島町尾島 印刷 9.0x 14.0 5枚 袋っき スタンプあり 98B809 
夜景 筑紫堂発行 l組 会期:大正7年4月10日

~5月 11 日

12 畜産工芸博覧会紀念絵 大正8年 畜産工芸博覧会発 印刷 9.0X 14.0 6枚 袋っき 大正8年3月間 98B810 
葉書(其3) 行下谷区練塀町 i組 催

河村印刷所製
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騎入資料 8.絵葉書

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

13 空中文明博覧会記念絵 大正8年 空中文明博覧会発 印刷 9.0X 14.0 6枚 袋っき スタンプあり 988811 

葉書 1i l組 会期:大正8年7月10日
~8月 25 日

14 第14回九州沖縄八県連 大正10年 大分市碩田橋通 印刷 9.0X 14.0 9枚 袋っき スタンプあり 988812 

合共進会実況絵はがき 碩田号絵葉書市 l組 会期:大正10年3月15
日 ~5月 13 日

15 第14回九州沖縄八県連 大正10年 別府和田成美堂発 色刷 9.0X 14.0 10枚 会期:大正10年3月15 988813 

合共進会 行 l組 日 ~5月 13 日

16 第14回九州沖縄八県連 大正10年 不詳 印刷 9.0X 14.0 II枚 9種II枚会期.大正 988814 

合共進会 l組 10年3月 15 日 ~5月 13 日

17 (第14聞九州沖縄八県 大正10年 不詳 色刷 9.0x 14.0 5枚 会期:大正10年3月15 988815 
連合共進会 l組 日 ~5月 13 日

18 第14回九州沖縄八県連 大正10年 不詳 色刷 9.0x 14.0 7枚 袋っき 会期:大正10 988816 
合共進会記念絵はがき l組 年3月 15 日 ~5月 13 日

19 九州沖縄八県連合共進 大正10年 別府和田成美堂発 印刷 9.0X 14.0 16枚 袋っき スタンプあり 988817 
会記念絵はがき 1i l組 会期:大正10年3月15

日 ~5月 13 日

20 九州沖縄八県連合共進 大正10年 別府和田成美堂発 印刷 9.0X 14.0 10枚 袋っき スタンプあり 988818 
会紀念絵はがき 1i l組 会期:大正10年3月15

日 ~5月 13 日

21 大分県主催九州沖縄 大正10年 別府和田成美堂発 印刷 9.0x 14.0 16枚 袋っき スタンプあり 988819 
八県連合共進会絵はが 1i l組 会期:大正10年3月15
き 日 ~5月 13 日

22 島根県教育展覧会 大正叩年 不詳 印刷 9.0x 14.0 3枚 会期:大正10年9月22 988820 
l組 日 ~26日

23 平和記念東京博覧会 大正11年 不詳 印刷 9.0x 14.0 l枚 会期:大正11年3月10 988821 
日 ~7月 31 日

24 平和記念、東京博覧会 大正11年 平和記念東京博覧 色刷 9.0x 14.0 4枚 会期:大正11年3月10 988822 
会協賛会発行東 l組 日 ~7月 31 日
京図案印刷株式会

社製

25 平和記念、東京博覧会 大正11年 平和記念東京博覧 色刷 9.0x 14.0 3枚 会期:大正11年3月10 988823 
会協賛会発行東 l組 日 ~7月 31 日
京図案印刷株式会
社製

26 平和記念東京博覧会 大正11年 不詳 色刷 9.0X 14.0 l枚 会期:大正11年3月10 988824 
日 ~7月 31 日

27 平和記念東京博覧会 大正11年 不詳 色刷 9.0X 14.0 2枚 会期:大正11年3月10 988825 
(第2会場) l組 日 ~7月 31 日

28 平和記念東京博覧会 大正11年 不詳 色刷 9.0X 14.0 13枚 袋っき スタンプあり 988826 
l組 会期:大正11年3月10

日 ~7月 31 日

29 平和記念東京博覧会 大正11年 不詳 色刷 9.0X 14.0 5枚 袋っき 会期:大正11 988827 
l組 年3月 10 日 ~7月 31 日

30 平和記念東京博覧会 大正II年 浅草石川製 印刷 9.0x 14.0 16枚 袋っき スタンプあり 988828 
l組 会期:大正11年3月10

日 ~7月 31 日
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31 平和記念東泉博覧会 大正11年 不詳 印刷 9.0X 14.0 20枚 袋っき 会期:大正11 988829 I 
l組 年3月10日-7月31日

32 平和記念東京博覧会絵 大正11年 不詳 色刷 9.0X 14.0 15枚 袋っき会期:大正11 988830 
葉書 l組 年3月10日-7月31日

33 東宮殿下御成婚奉祝万 大正12年 博覧会発行 印刷 9.0X 14.0 l枚 988831 
国博覧会参加50年記念 or13年
博覧会

34 東亜勧業博覧会 昭和2年 福岡市主催東亜勧 印刷 9.0x 14.0 13枚 12種13枚会期:昭和 988832 I 
業博覧会協賛会発 l組 2年3月25日-5月23日
行東京図案印刷
株式会社製

35 東亜勧業博覧会 昭和2年 福岡市主催東亜勧 色刷 9.0x 14.0 11枚 会期:昭和2年3月25日 988833 
業博覧会協賛会発 l組 -5月23日
行東京図案印刷
株式会社製

36 大礼記念国産振興東 昭和3年 K08UNDO 色刷 9.0x 14.0 15枚 袋っき 会期:昭和3 988834 
京博覧会 N雌AMURA l組 年3月24日-5月22日

37 別府市主催中外産業博 昭和3年 和田成美堂 色刷 9.0X 14.0 10枚 袋っき 和田成美堂製 988835 
覧会紀念絵はがき i組 以外のもの2枚

会期:昭和3年4月l日
-5月20日

38 御慶事記念婦人子供 昭和3年 協賛会発行 色刷 9.0x 14.0 4枚 袋っき 会期:昭和3 988836 I 
博覧会絵ハガキ(1) l組 年7月l日-8月31日

39 御慶事記念婦人子供 昭和3年 協賛会発行 色刷 9.0x 14.0 4枚 袋っき 会期:昭和3 988837 
博覧会絵ハガキ(2) l組 年7月l日-8月31日

40 御慶事記念婦人子供 昭和3年 協賛会発行 色刷 9.0x 14.0 4枚 袋っき 会期:昭和3 988838 
博覧会絵ハガキ(3) l組 年7月l日-8月31日

41 御大典奉祝名古屋博覧 昭和3年ヵ 御大典奉祝名古屋 色刷 9.0X 14.0 12枚 6種12枚 988839 
~ 博覧会事務局 l組

42 広島市主催昭和産業博 昭和4年 広島第一印刷株 色刷 9.0X 14.0 2枚 会期:昭和4年3月20日 988840 
覧会 式会社印行 l組 -5月13日

43 久大線全通記念日田 昭和9年ヵ 和田成美堂ヵ 印刷 9.0X 14.0 4枚 袋っき昭和9年3月3 988841 
大共進会 l組 日全通

44 熊本大博覧会記念 昭和10年 新興熊本大博覧会 印刷 9.0xI4.1 16枚 袋っき 会期:昭和10 988842 
l組 年3月-5月

45 博多築港記念大博覧会 昭和11年 祝部至善筆福岡 色刷 9.0x 14.0 8枚 包紙っき スタンプ 988843 
記念絵はがき 秀巧社発行 l組 「博多土居町丸井旅館J

46 名古屋汎太平洋平和博 昭和12年 名古屋中治印刷 色刷 9.0x 14.0 l枚 会期:昭和12年3月15 988844 
覧会 会社調製 日-5月31日

47 別府市主催国際温泉観 昭和12年 不詳 印刷 9.0X 14.0 l枚 会期:昭和12年3月25 988845 
光大博覧会 日-5月13日

48 聖戦博記念第l集 昭和14年 九州日報社主催 印刷 8.8X 14.0 8枚 封筒っき 会期:昭和
l組 14年4月l日-5月14日

49 台湾勧業共進会第l会 不詳 台北新高堂 色刷 9.0X 14.0 2枚 988847 
場 l組
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50 台湾勧業共進会第2会 不詳 台北新高堂 色刷 9.0x 14.0 4枚 98B848 
場 l組

51 報知新聞主催巡航博覧 不詳 報知社発行東京 色刷 9.0X 14.0 l枚 98B849 
会記念 三間石印

52 第2回飯石郡各村連合 不詳 森山聴韻堂発行 印刷 9.0x 14.0 l枚 98B850 
物産共進会場

53 優良国産博覧会 不詳 不詳 色刷 9.0X 14.0 l枚 98B851 

54 (三大事業記念)国産共 不詳 不詳 印刷 9.0X 14.0 l枚 98B852 
進会

55 生活改善博覧会(島根 不詳 不詳 印刷 9.0x 14.0 l枚 10.6.24-30 98B853 
県)

56 満州大博覧会 不詳 不詳 印刷 9.0x 14.0 9枚 8種9枚 98B854 
l組

57 満州大博覧会 不詳 不詳 色刷 9.0X 14.0 16枚 98B855 
l組

58 口東常国産共進会 不詳 協賛会発行神戸 色刷 9.0X 14.0 7枚 3種7枚 98B856 
太陽堂印行 l組

59 満蒙館・海軍館・航空 不詳 不詳 印刷 9.0x 14.0 l枚 98B857 
館ト前庭

60 日本体育会東京口業博 不詳 不詳 色刷 9.0X 14.0 l枚 98B858 
覧会

61 大阪朝日新聞社主催 昭和前期 大阪朝日新聞社発 単色 9.0x 14.0 8枚 袋っき 98B859 
支那事変聖戦博覧会記 行 l組
念絵葉書(第2輯)但枚l
組)

62 海、陸、空躍進逓信大 昭和前期 株式会社岡田組 色刷 9.0X 14.0 7枚 袋っき 第26回二科美 98B860 
展覧会記念絵葉書 l組 術展絵はがきl枚あり

会期:9月17日-29日

63 私立神戸市衛生会主催 不詳 不詳 印刷 9.0x 14.0 7枚 包紙あり 98B861 
神戸市衛生博覧会記念 l組
絵葉書

64 日本貿易産業博覧会 昭和25年4 兵庫県・神戸市主 印刷 14.1 x8.6 8枚 袋・地図(18.9X 26.4)・ 98B862 
月28日 催 l組 入場券(7.4X6.9)っき

会期:昭和25年3月15
日-6月25日

65 講話記念婦人とこど 昭和26年ヵ 大阪市・産業経済 色刷 14.5X9.1 8枚 袋っき 98B863 
も博 新聞社・大阪新聞 l組

社主催

2 その他の絵葉書

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

66 絵葉書『東泉地下鉄道J昭和初期 不詳 色刷 9.1 X 14.3 8枚 昭和2年開業 98B864 
l組

67 垂水住宅土地(株)設立 不詳 垂水住宅土地株式 印刷 9.1XI4.2 3枚 袋・建物組合案内 98B865 
記念 会社 2枚 42.7 l組 (19.4X48.7)っき

X9.11枚
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68 国勢調査宣伝絵葉書 不詳 尽都府臨時国勢調 印刷 14.3x9目1 8枚 袋っき 98B866 
査部 l組

69 福沢諭吉記念図書館創 明治43年 児童新聞社 印刷 14.0X9.1 2枚 スタンプ「創立25周年 98B867 
立25年記念 14.3x9.1 l組 記念大分県教育会明

治43年5月14日j

70 第l回総会記念絵葉書 明治43年5 愛国婦人会福岡支 色刷 9.0X 14.1 l枚 袋っき明治34年8月 98B868 
月 部 愛国婦人会福岡支部を

日本赤十字社福岡支部
内に設置

71 女角力絵葉書 不詳 不詳 印刷 14.2x9.2 4枚 98B869 
l組

72 福岡市水道姪浜町通水 昭和3年8月 福岡市カ 印刷 14.1 X9.1 3枚 袋っき 98B870 
記念 l組

73 (福岡名所)宮幣大社箱 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1XI4.1 l枚 98B871 
崎八幡宮浜の景 印刷

74 (福博名所)九州帝国医 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1 x 14.0 l枚 明治44年九州帝国大学 98B872 
科大学 印刷 創設

75 (福博名所)福岡県庁 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1 x 14目。 l枚 98B873 
印刷

76 (福博名所)福岡ホテル 昭和初期 不詳 印刷写真 9.0x 14.0 l枚 98B874 
より博多市街を望む 印刷

77 (福博名所)博多停車場 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1 x 14.0 l枚 98B875 
印刷

78 (福博名所)福岡県物産 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1 x 14.0 l枚 98B876 
陳列館附近 印刷

79 (福博名所)天神町交文 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1XI4.1 l枚 98B877 
点附近 印刷

80 (福岡名所)九州帝国大 昭和初期 不詳 印刷写真 9.1 x 14.1 l枚 大正13年9月法文学部 98B878 
学法文学部 印刷 設置

81 愛国婦人会絵はがき 不詳 愛国婦人会 色刷 14.0X9.1 4枚 愛国婦人会:明治34年 98B879 
l組 ~昭和17年

82 飛行機より見たる大連 不詳 大連日中文化協会 印刷 9.2x 14.3 4枚 封筒っき 98B880 
市街絵葉書 l組
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9.広告類

〈資料内訳)1 映画チラシ等………-….........・H ・197件202点

3 その他の広告……………………… 28件 29点

1 映画チラシ等

番号 名 称、 時代 作 者

映画週報第46号 不詳 新興映画クラブ

2 映画週報第47号 不詳 新興映画クラブ

3 映画週報第48号 不詳 映画クラブ

4 映画週報第53号 不詳 新興映画クラブ

5 映画週報第54号 不詳 映画クラブ

6 映画週報第55号 不詳 新興映画クラブ(新
天地)

7 映画週報第57号 不詳 新興映画クラブ

8 映画週報第58号 不詳 新興映画クラブ

9 映画週報第59号 不詳 新興映画クラブ

10 映画週報第60号 不詳: 映画クラブ

11 映画週報第61号 不詳 新興映画クラブ

12 映画週報第62号 不詳 映画クラブ

13 映画週報第68号 不詳 新興映画クラブ

14 映画週報第70号 不詳 映画クラブ

15 映画週報第71号 不詳 映画クラブ

16 映画週報第76号 不詳 映画クラブ

17 映画週報第80号 不詳 映画クラブ

18 映画週報第105号 昭和2年10月11 映画倶楽部(久留米

日 市新天地)

19 映画週報第108号 昭和2年11月8 映画倶楽部(久留米
日 市新天地)

20 映画週報第114号 昭和3年l月31 映画倶楽部(久留米

日 市新天地)
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2 ポスター…-・………・…...・ H ・H ・H ・. 42件 42点

〈総計)267件273点

品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

印刷 19.5x27.4 l部 988881 
リーフレット

印刷 19.8x27.2 l音s 988882 
リーフレツト

印刷 19.8x27.2 2部 988883 
リーフレット ~884 

印刷 19.5x27.3 l部 988885 
リーフレツト

印刷 19.5x27.3 l部 988886 
リーフレツト

印刷 19.5x27.3 l部 988887 
リーフレット

印刷 19.5x27.3 l部 988888 
リーフレツト

印刷 19.5X27.3 l音s 988889 
リーフレット

印刷 19.5x27.3 i部 988890 
リーフレット

印刷 19.5x27.3 l部 映画チラシ 988891 
リーフレット (8.7x 12.5)入り

印刷 19.5x27.3 l部 988892 
リーフレット

印刷 19.6x27.1 l部 988893 
リーフレツト

印刷 19.6X27.3 l部 988894 
リーフレツト

印刷 19.6x27.3 l部 988895 
リーフレット

印刷 19.6x27.3 l部 988896 
リーフレツト

印刷 19.4x26.8 l部 988897 
リーフレツト

印刷 19.7x36.5 l部 988898 
リーフレット

印刷 12.2X 10.0 2部 988899 
ノtンフレット ~900 

印刷 12.1 x9.9 l部 988901 
l~ンフレット

印刷 19.5x36.1 l部 988902 
リーフレット
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 も蔚 考 備品番号

21 映画週報第115号 昭和3年2月7日 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x35.9 l部 988903 
市新天地) リーフレット

22 映画週報第116号 昭和3年2月14 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x35.9 l部 988904 
日 市新天地) リーフレット

23 映画週報第119号 昭和3年3月6日 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x36.2 l部 988905 
市新天地) リーフレット

24 映画週報第121号 昭和3年3月20 映画倶楽部(久留米 印刷 17.9X39.0 l 音~ 988906 
日 市新天地) リーフレット

25 映画週報第122号 昭和3年3月27 映画倶楽部(久留米 印刷 19.5X36.1 l部 988907 
日 市新天地) リーフレット

26 映画週報第123号 昭和3年4月3日 映画倶楽部(久留米 印刷 19.5X36目l l 音~ 988908 
市新天地) リーフレツト

27 映画週報第128号 昭和3年5月8日 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4X36.2 l部 988909 
市新天地) リーフレツト

28 映画週報第131号 昭和3年5月29 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4X35.9 l部 988910 
日 市新天地) リーフレツト

29 映画週報第132号 昭和3年6月5日 映画倶楽部(久留米 印刷 19目6x 36.2 l部 988911 
市新天地) リーフレツト

30 映画週報第133号 昭和3年6月12 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x35.7 l部 988912 
日 市新天地) リーフレツト

31 映画週報第134号 昭和3年6月19 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6X36.2 l部 988913 
日 市新天地) リーフレツト

32 映画週報第143号 昭和3年8月21 映画倶楽部(久留米 印刷 23.3X31.5 l部 988914 
日 市新天地) リーフレット

33 映画週報第145号 昭和3年9月4日 映画倶楽部(久留米 印刷 23.3x31.5 l部 映画チラシ 988915 
市新天地) リーフレット (l5.7x23.2)入り

34 映画週報第147号 昭和3年9月18 映画倶楽部(久留米 印刷 23.2X31.2 l部 988916 
日 市新天地) リーフレット

35 映画週報第149号 昭和3年10月l 映画倶楽部(久留米 印刷 23.2 x 31.2 l部 988917 
日 市新天地) リーフレット

36 映画週報第150号 昭和3年10月8 映画倶楽部(久留米 印刷 22.9X31.1 1j部 988918 
日 市新天地) リーフレット

37 映画週報第155号 昭和3年11月13 映画倶楽部(久留米 印刷 23.0X31.4 l部 映画チラシ 988919 
日 市新天地) リーフレット (l9.5x 12.2)入り

38 映画週報第156号 昭和3年11月20 映画倶楽部(久留米 印刷 23.2 X31.0 l部 988920 
日 市新天地) リーフレツト

39 映画週報第159号 昭和4年l月11 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4x27.0 l部 988921 
日 市新天地) リーフレツト

40 映画週報第160号 昭和4年カ 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4X27.0 l部 988922 
市新天地) リーフレツト

41 映画週報第162号 昭和4年カ 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x27.1 l部 988923 
市新天地) リーフレット

42 映画週報第167号 昭和4年ヵ 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x27.1 l部 988924 
市新天地) リーフレット
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43 映画倶楽部週報第7 昭和4年5月27 映画倶楽部(久留米 印刷 26.8x 19.5 l部 988925 

号 日 市新天地) リーフレット

44 映画倶楽部週報第5 昭和6年l月15 映画倶楽部(久留米 印刷 19.9x27.0 l部 988926 
字Eヨ7 日 市新天地) リーフレット

45 映画倶楽部週報第7 昭和6年l月29 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4x27.3 l部 988927 
下p王 日 市新天地) リーフレツト

46 映画倶楽部週報第8 昭和6年ヵ 映画倶楽部(久留米 印刷 19.9x27.6 l部 988928 
τEコ7 市新天地) リーフレット

47 映画倶楽部週報第9 昭和6年ヵ 映画倶楽部(久留米 印刷 19.7x27.5 l部 988929 
下Eヨ7 市新天地) リーフレツト

48 映画倶楽部週報第10昭和6年2月16 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4x27.3 l部 988930 
τEヨ7 日 市新天地) リーフレツト

49 映画倶楽部週報第11 昭和6年2月23 映画倶楽部(久留米 印刷 19.4X27.3 l部 988931 
下仁73 日 市新天地) リーフレット

50 映画倶楽部週報 昭和6年4月26 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6X27.1 l部 988932 
日 市新天地) リーフレット

51 映画倶楽部週報 昭和6年5月11 映画倶楽部(久留米 印刷 19.8x27.0 l部 988933 
日 市新天地) リーフレット

52 映画倶楽部週報第34昭和前期 映画倶楽部(久留米 印刷 19.3x27.1 l部 988934 
τEコ7 市新天地) リーフレット

53 映画倶楽部週報第41 昭和5年11月18映画倶楽部(久留米 印刷 19.7X27.1 l 音~ 988935 
τ p  王 日 市新天地) リーフレット

54 映画倶楽部週報第41 昭和5年11月25 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6x27.3 l部 988936 
下p王 日 市新天地) リーフレット

55 映画倶楽部週報第44 昭和5年12月9 映画倶楽部(久留米 印刷 19.6X27.5 l部 988937 
τ~ 日 市新天地) リーフレット

56 映画倶楽部週報第15昭和7年9月l日 映画倶楽部(久留米 印刷 19.8x36.4 l部 988938 
下~ 市新天地) リーフレツト

57 映画倶楽部週報第16昭和7年9月8日 映画倶楽部(久留米 印刷 19.8x36.2 l部 988939 
τEヨ7 市新天地) リーフレット

58 映画倶楽部週報第19昭和7年9月29 映画倶楽部(久留米 印刷 19.8x36.2 l部 988940 
τ~ 日 市新天地) リーフレツト

59 映画倶楽部週報第20昭和7年10月6 映画倶楽部(久留米 印刷 19.8x36.4 l部 988941 
τp  王 日 市新天地) リーフレット

60 映画倶楽部週報第22昭和7年10月20 映画倶楽部(久留米 印刷 19.8X36.4 l部 988942 
τEコ7 日 市新天地) リーフレツト

61 新興映画クラブ週報 昭和7年10月27新興映画クラブ(久 印刷 19.8X36.3 2部
第23号 日 留米市新天地) リーフレット ~944 

62 新興映画クラブ週報 昭和7年11月10新興映画クラブ(久 印刷 19.6x27.0 l部 988945 
第25号 日 留米市新天地) リーフレット

63 新興映画クラブ週報 昭和7年11月17新興映画クラブ(久 印刷 19.8x27.1 l部 988946 
第26号 日 留米市新天地) リーフレット

64 新興映画クラブ週報 昭和7年11月24新興映画クラブ(久 印刷 19.1 X27.2 l音B 988947 
第27号 日 留米市新天地) リーフレット
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65 新興映画クフブ週報 昭和7年12月15新興映画クフブ(久 印刷 19.4X36.4 l部 98B948 
第30号 日 留米市新天地) リーフレット

66 新興映画クラブ週報 昭和7年12月22 新興映画クラブ(久 印刷 19.6X36.4 l部 98B949 
第31号 日 留米市新天地) リーフレット

67 新興映画クラブ週報 昭和7年12月31 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.2 l音1I 98B950 
第32号 日 留米市新天地) リーフレツト

68 新興映画クラブ週報 昭和8年l月3日 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.5 l 音~ 98B951 
第33号 留米市新天地) リーフレット

69 新興映画クラブ週報 昭和8年l月7日 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.3 l 音~ 98B952 
第34号 留米市新天地) リーフレット

70 新興映画クラブ週報 昭和8年l月19 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.5 l部 98B953 
第36号 日 留米市新天地) リーフレット

71 新興映画クラブ週報 昭和8年l月26 新興映画クラブ(久 印刷 18.2x36.3 l部 98B954 
第37号 日 留米市新天地) リーフレツト

72 新興映画クラブ週報 昭和8年2月2日 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.2 l部 98B955 
第38号 留米市新天地) リーフレツト

73 新興映画クラブ週報 昭和8年2月9日 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.4 l部 98B956 
第39号 留米市新天地) リーフレット

74 新興映画クラブ週報 昭和8年2月16 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.3 l部 98B957 
第40号 日 留米市新天地) リーフレツト

75 新興映画クラブ週報 昭和8年2月23 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.5 l部 98B958 
第41号 日 留米市新天地) リーフレツト

76 新興映画クラブ週報 昭和8年3月2日 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.3 l部 98B959 
第42号 留米市新天地) リーフレツト

77 新興映画クラブ週報 昭和8年3月9日 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.4 l 音~ 98B960 
第43号 留米市新天地) リーフレツト

78 新興映画クラブ週報 昭和8年3月16 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.3 l部 98B961 
第44号 日 留米市新天地) リーフレット

79 新興映画クラブ週報 昭和8年3月23 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.1 l部 988962 
第45号 日 留米市新天地) リーフレット

80 新興映画クラブ週報 昭和8年4月6日 新興映画クラブ(久 印刷 19.7x36.4 l部 988963 
第47号 留米市新天地) リーフレツト

81 新興映画クラブ週報 昭和8年4月23 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.4 l部 98B964 
第48号 日 留米市新天地) リーフレット

82 新興映画クラブ週報 昭和8年カ 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.4 l部 98B965 
第49号 留米市新天地) リーフレツト

83 新興映画クラブ週報 昭和8年4月27 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.3 l部 988966 
第50号 日 留米市新天地) リーフレット

84 新興映画クラブ週報 昭和8年5月4日 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.1 l部 988967 
第51号 留米市新天地) リーフレット

85 新興映画クラブ週報 昭和8年5月11 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.4 l部 988968 
第52号 日 留米市新天地) リーフレット

86 新興映画クラブ週報 昭和8年5月18 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.2 l部 98B969 
第53号 日 留米市新天地) リーフレット
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87 新興映画クラブ週報 昭和8年5月25 新興映画クフブ(久 印刷 19.6x36.3 l部 98B970 
第54号 日 留米市新天地) リーフレット

88 新興映画クラブ週報 昭和8年6月l日 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.3 l部 98B971 
第55号 留米市新天地) リーフレット

89 新興映画クラブ週報 昭和8年6月8日 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.4 l部 98B972 
第56号 留米市新天地) リーフレツト

90 新興映画クラブ週報 昭和8年6月15 新興映画クラブ(久 印刷 19.3x36.0 l部 98B973 
第57号 日 留米市新天地) リーフレット

91 新興映画クラブ週報 昭和8年6月22 新興映画クラブ(久 印刷 19.6X36.1 l部 98B974 
第58号 日 留米市新天地) リーフレツト

92 新興映画クラブ週報 昭和8年6月29 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.1 l部 98B975 
第59号 日 留米市新天地) リーフレット

93 新興映画クラブ週報 昭和8年7月6日 新興映画クラブ(久 印刷 19.5X36.2 l部 98B976 
第60号 留米市新天地) リーフレツト

94 新興映蘭クラブ週報 昭和8年7月13 新興映画クラブ(久 印刷 19.6X36.0 l部 98B977 
第61号 日 留米市新天地) リーフレット

95 新興映画クラブ週報 昭和8年7月20 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x36.1 l部 98B978 
第62号 日 留米市新天地) リーフレット

96 新興映画クラブ週報 昭和8年7月27 新興映画クラブ(久 印刷 19.7x36.5 l部 98B979 
第63号 日 留米市新天地) リーフレット

97 新興映画クラブ週報 昭和8年カ 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.1 l部 98B980 
第68号 留米市新天地) リーフレット

98 新興映画クラブ週報 昭和8年9月7日 新興映画クラブ(久 印刷 19.3x36.2 l部 98B981 
第69号 留米市新天地) リーフレット

99 新興映画クラブ週報 昭和8年9月28 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.2 l部 98B982 
第72号 日 留米市新天地) リーフレット

100 新興映画クラブ週報 昭和8年10月5 新興映画クラブ(久 印刷 19.5X36.3 l部 98B983 
第73号 日 留米市新天地) リーフレツト

101 映画クラブ週報第83昭和8年ヵ 新興映画クラブ(久 印刷 19.6x35.9 l部 98B984 
τ~ 留米市新天地) リーフレツト

102 映画クラブ週報第84昭和8年ヵ 新興映画クラブ(久 印刷 19.5x36.3 l部 98B985 
下Eヨ7 留米市新天地) リーフレツト

103 映画クラブ週報謹賀 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 19.8x27.3 l部 98B986 
新年 留米市新天地) リーフレット

104 映画クラブニュース 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 18.9 x 12.9 l部 98B987 
留米市新天地) パンフレット

105 映画チラシ『霧の中 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 19.9x27.l l 点 98B988 
の曙/上海目指して 留米市新天地)
/j 

106 映画チラシ『お蝶夫 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 18.7X26.2 l点 98B989 
人』 留米市新天地)

107 映画チラシ『伊豆の 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 15.3x 12.5 1)点 98B990 
踊子』 留米市新天地)

ーーーーー」ーーーーーーー
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108 映画チラシ『涙の渡 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 18.9x 13.1 3点 988991 
り烏』 留米市新天地) -993 

109 映画チラシ『坂本龍 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 19.6 x 11.9 l点 988994 
馬』 留米市新天地)

110 映画チラシ『マノン 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 18.1 X26.3 l点 988995 
-レスコオ』 留米市新天地)

111 映画チラシ『水野十 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 19.4X 12.0 l点 988996 
郎左衛門/ブラッド 留米市新天地)
-シップ』

112 映画チラシ『闇/哀 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 23.2x 10.6 l点 988997 
恋二人行脚』 留米市新天地)

113 映画チラシ『断想悲 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 15.6X23.1 l点 988998 
曲/敵討破れ傘/情 留米市新天地)

炎/~

114 映画チラシ『鞍馬天 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 23.3x 16.2 l点 988999 
狗/高らかに歌へ/ 留米市新天地)

富岡先生/j

115 映蘭チラシ『べン・ 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 15.7x22.1 1点 9881000 
ハー』 留米市新天地)

116 映画チラシ『マノン 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 53.4x4.8 l点 9881001 
-レスコオ』 留米市新天地)

117 映画チラシ『ライラ 昭和前期 新興映画クラブ(久 印刷 19.2X26.8 l点 9881002 
ック・タイム/近藤 留米市新天地)
勇』

118 家楽座週報第2号 昭和4年4月16 家楽座(久留米市新 印刷 19.6x27.3 l部 9881003 
日 天地) リーフレット

119 楽楽座週報第3号 昭和4年4月23 楽楽座(久留米市新 印刷 19.6x27.3 l部 9881004 
日 天地) リーフレット

120 衆楽座週報第4号 昭和4年4月29 楽楽座(久留米市新 印刷 19.5x27.1 1部 9881005 
日 天地) リーフレット

121 衆楽座週報第4号 昭和4年2月26 楽楽座(新天地) 印刷 19.6x27.1 l部 9881006 
日ヵ リーフレット

122 楽楽座週報第5号 昭和4年5月7日 家楽座ヵ 印刷 19.3x26.9 l部 9881007 
リーフレット

123 楽楽座週報第8号 昭和4年カ 楽楽座(久留米市新 印刷 19.6x27.1 l部 9881008 
天地) リーフレット

124 東楽座週報第10号 昭和4年6月Jl 家楽座(久留米市新 印刷 19.6x27.1 l部 9881009 
日 天地) リーフレツト

125 家楽座週報第12号 昭和4年6月25 東楽座(久留米市新 印刷 19.7x27.1 l部 9881010 
日 天地) リーフレツト

126 家楽座週報第15号 昭和4年7月叩 楽楽座(久留米市新 印刷 19.7x27.1 l部 9881011 
日 天地) リーフレツト

127 来楽座週報第23号 昭和4年8月27 楽楽座(久留米市新 印刷 リーフ 19.8X36.0 l部 9881012 
日 天地) レット
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128 楽楽座週報第24号 昭和4年9月3日 来楽座(久留米市新 印刷 19.6x36.0 l部 9881013 
天地) リーフレット

129 家楽座週報第29号 昭和4年10月8 家楽座(久留米市新 印刷 19.6x36.4 1部 9881014 
日 天地) リーフレット

130 衆楽座週報第32号 昭和4年10月29来楽座(久留米市新 印刷 18.8X 13.1 l部 9881015 
日 天地) パンフレツト

131 緊楽座週報第33号 昭和4年11月5 楽楽座(久留米市新 印刷 19.0x 13.2 l部 9881016 
日 天地) パンフレット

132 楽楽座週報第45号 昭和5年l月15 衆楽座(久留米市新 印刷 19.8x 13.7 l部 9881017 
日 天地) パンフレツト

133 家楽座週報第48号 昭和5年l月30 衆楽座(久留米市新 印刷 19.4X 13.4 l部 9881018 
日 天地) パンフレツト

134 家楽座週報第59号 昭和5年4月8日 楽楽座(久留米市新 印刷 19.6X 13.5 l部 一部欠 9881019 
天地) パンフレツト

135 家楽座週報第66号 昭和5年5月27 衆楽座(久留米市新 印刷 19.6x 13.8 l部 9881020 
日 天地) パンフレット

136 家楽座週報第66号 昭和5年6月3日 衆楽座(久留米市新 印刷 19.4X 13.4 l部 9881021 
天地) パンフレット

137 楽楽座週報第67号 昭和5年6月10 楽楽座(久留米市新 印刷 19.6x 13.2 l部 9881022 
日 天地) パンフレツト

138 衆楽座週報第72号 昭和5年8月19 家楽康(久留米市新 印刷 23.5x30.5 l部 9881023 
日 天地) リーフレット

139 映画チラシ『陽気な 昭和4年9月10 衆楽座 印刷 19.5X 13.7 l点 9881024 
唄/冷眼/無理矢理 日公開

三千石/新大学生活
水泳競技の巻』

140 歌詞カード『ふるさ 昭和前期 不詳 印刷l 15.4x23.1 l点 9881025 
と』に珍ける藤原義

江の独唱歌詞

141 映画チラシ『新女性 昭和前期 衆楽座 印刷 15.3X23.4 l点 23日公開 9881026 
鑑/万事円満/月形
半平太J

142 映画チラシ『笑ふ男 昭和前期 東楽座(新天地) 印刷 19.8X27.2 1点 9881027 
/ザンノ'¥j

143 映画チラシ『多情仏 昭和4年9月3日 楽楽座 印刷 15.7x9.0 l点 9881028 
心/高速度娘曹の 公開
巻』

144 映画チラシ『清水次 昭和5年2月l日 索楽座 印刷 19.7X 13.3 l点 9881029 
郎長伝/咽肌手クー 公開
ガン/花暦三人吉=
/恋慕小唄』

145 映画チラシ『色気た 昭和前期 緊楽座(新天地) 色刷 19.6X 13.3 l点 23日公開 9881030 
っぷり/素手鉢/粂
の平内/噂の女J

146 映画チラシ『間後日 昭和4年7月10 来楽座(新天地) 印刷 21.6X 15.7 1 )点 9881031 
露/裏町の大将/女 日公開
の一生』
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147 映画チフシ『ベン・ 昭和前期 緊楽座 印刷 19.8x27.4 l点 7日公開 98B1032 
ノ、ー/肉体の道/怪
獣征服』

148 あさひかんにゅうす 昭和2年10月10 旭館(久留米市日吉 印刷 19.6x36.5 l部 映画チラシ 98B1033 
No.42 日 町) リーフレット (11.9 x 15.4) 

149 あさひかんにゅうす 昭和2年10月24旭館(久留米市日吉 印刷 19.2x36.2 l部 98B1034 
NO.44 日 町) リーフレット

150 あさひかんにゅうす 昭和2年11月7 旭館(久留米市日吉 印刷 19.7x27.1 l部 98B1035 
No.46 日 町) リーフレット

151 WEEKLY ASAHI NO.6 昭和3年12月8 旭館(久留米) 印刷 15.8x31.1 l部 98B1036 
日 リーフレット

152 WEEKLY ASAHI NO.32 昭和4年5月8日 旭館(久留米) 印刷 19.6x27.2 l部 98B1037 
リーフレツト

153 旭館週報NO.37 昭和4年6月10 旭館(久留米) 印刷 19.5x27.0 l部 98B1038 
日 リーフレット

154 旭館週報第44号 昭和4年7月29 旭館(久留米) 印刷 20.0x27.4 l音s 98B1039 
日 リーフレット

155 旭館週報第58号 昭和4年10月21 旭館(久留米) 印刷 19.7x27.0 l部 98B1040 
日 リーフレット

156 あさひかんにゅうす 昭和5年l月26 旭館 印刷 19.5x26.9 l部 98B1041 
第74号 日 リーフレット

157 旭週報NO.110 昭和5年9月22 旭館(久留米市日吉 印刷 19.6x27.2 l部 98B1042 
日 町) リーフレツト

158 旭館ニュース第114 昭和5年10月20旭館(久留米市日吉 印刷 19.8x27.2 l部 98B1043 
号 日 町) リーフレット

159 旭舘ニュース第115 昭和5年10月27 旭館(久留米市日吉 印刷 19.5x27.1 l部 98B1044 
号 日 町) リーフレツト

160 旭舘週報第136号 昭和6年3月2日 旭館(久留米市日吉 印刷 19.0x27.0 l部 98B1045 
町) リーフレツト

161 旭館週報第143号 昭和6年4月20 旭館(久留米市日吉 印刷 19.7x27.3 l部 98BI046 
日 町) リーフレツト

162 旭館週報第148号 昭和6年5月25 旭館(久留米市日吉 印刷 27.2X 19.5 l部 98BI047 
日 町) リーフレット

163 旭館週報第l号 昭和6年10月l 旭館(久留米市日吉 印刷 19.5x27.2 l部 98B1048 
日 町) リーフレツト

164 旭館週報第26号 昭和7年5月20 旭館(久留米市日吉 印刷 19.7x27.1 1部 98B1049 
日 町) リーフレツト

165 旭館週報第34号 昭和7年7月14 旭館(久留米市日吉 印刷 19.8x27.0 l部 98BI050 
日 町) リーフレット

166 旭館プログラム第4 昭和7年9月29 旭館(久留米市日吉 印刷 19.6x27.0 l部 98BI051 
下r=r王 日 町) リーフレツト

167 旭館プログラム第7 昭和7年10月14旭館(久留米市日吉 印刷 リーフ 19.6x27.0 l音s 98BI052 
号 日 町) レット
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168 ASAHI KAN WEEKL Y 昭和7年12月l 旭館(久留米市日吉 印刷 19.8x27.1 l部 9881053 
No.14 日 町) リーフレット

169 旭館週報NO.19 昭和7年12月25旭館(久留米市日吉 印刷 19.8X27.1 l 音~ 9881054 
日 町) リーフレツト

170 旭館週報NO.23 昭和8年l月11 旭館(久留米市日吉 印刷 19.3X27.1 l部 9881055 
日 町) リーフレット

171 旭館週報NO.24 昭和8年l月15 旭館(久留米市日吉 印刷 19.4X27.1 l 音~ 9881056 
日 町) リーフレツト

172 旭館週報NO.29 昭和8年2月15 旭館(久留米市日吉 印刷 13.6x 19.6 l部 9881057 
日 町) リーフレット

173 旭館週報NO.33 昭和8年3月11 旭館(久留米市日吉 印刷 19.6X27.4 l部 9881058 
日 町) ノtンフレット

174 旭館週報NO.35 昭和8年3月24 旭館(久留米市日吉 印刷 19.8X27.4 l部 9881059 
日 町) リーフレット

175 旭館週報NO.38 昭和8年4月6日 旭館(久留米市日吉 印刷 13.8x 19.7 l部 9881060 
町) パンフレット

176 旭館週報NO.42 昭和8年4月28 旭館(久留米市日吉 印刷 19.8x27.3 l部 9881061 
日 町) リーフレット

177 旭館週報第44号 昭和8年5月11 旭館(久留米市日吉 印刷 19.8x27.3 l部 9881062 
日 町) リーフレット

178 旭館週報No.46 昭和8年5月17 旭館(久留米市日吉 印刷 19.9x27.3 l部 9881063 
日 町) リーフレツト

179 旭館週報NO.49 昭和8年5月31 旭館(久留米市日吉 印刷 13.7X 19.8 l部 9881064 
日 町) パンフレット

180 旭館週報NO.52 昭和8年6月17 旭館(久留米市日吉 印刷 19.6x27.2 l 音~ 9881065 
日 町) リーフレット

181 映画チラシ『花の東 昭和7年カ 旭館(久留米) 色刷 18.6x25.4 l点 9881066 
京』

182 映画チラシ『未来 昭和8年 旭館(久留米市日吉 色刷 18.9X25.6 l点 9881067 
花』 町)

183 映画チラシ(莱) ~沙 昭和前期 旭館旧吉町) 色刷 17.9X5.9 l点 9881068 
漢に陽は落ちて/不
破数右衛門』

184 歌詞カード『未来花 昭和8年カ キングレコード 色刷 9.7XI2.9 l点 「クルメ旭館jの 9881069 
の歌/千夜子の歌』 大日本雄弁会講談 スタンプっき

社編修発行

185 東亜倶楽部週報Vol.2昭和2年10月11 (福岡市東中洲) 印刷 23.3x31.9 l部 9881070 
NO.53 日 リーフレツト

186 THE HONKO THEATER 昭和前期 本興座(福岡市東中 印刷 23.1 x31.2 l部 本興座:昭和2 9881071 
WEEKLY 洲) リーフレツト 年~5年

187 友楽館ニュース第65昭和6年8月6日 友楽館 印刷 19.8x39.2 l部 9881072 
τEコ7 リーフレット

188 松竹座週報NO.3 昭和7年11月26松竹座 印刷 19.6x27.1 l部 9881073 
日 リーフレツト
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189 松竹座週報第日号 昭和8年l月6日 松竹座 印刷 19.7x27.2 l部 9881074 
リーフレット

190 WEEKL Y PARAMOUNT 昭和6年10月14世界館ヵ 印刷 19.2x 18.0 l部 9881075 
Vol.I No目57 日 パンフレット

191 世界館ニュース 昭和7年10月13 世界館宣伝部(束中 印刷 19.3x 13.3 Uffl 9881076 
No.109 日 洲) パンフレット

192 世界館週報No.140 昭和8年4月20 世界館(福岡市束中 印刷 19.6X 13.5 l部 9881077 
日 洲) パンフレット

193 映画チラシ『ナガナ 昭和時代 不詳 印刷 19.9X27.2 l点 9881078 
/暗黒街の顔役』

194 映画チラシ『獣人 昭和時代 不詳 印刷 27.5X 19.9 l 点 9881079 
島』

195 映画チラシ『四人の 昭和時代 不詳 印刷 19.7X27.0 l点 9881080 
悪魔/終列車/傘張
剣法』

196 北村児童歌劇協会公 昭和42年 不詳 印刷 7.0XI0.6 l点 9881081 
演御招待券

197 歌詞カード『ミスタ 昭和時代 不詳 印刷 13.7X 19.7 l 点 9881082 
一・ニッポン』

2 ポスター

番号 名 称、 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

198 T. FUKUSHIMA' S 1900年頃 LITH ADOLPH 色刷 72.0X95.0 l点 9881083 
ROYALJAPANESE FRlEDLANDER 
TROUPE(福島一座) H馴 8URG

199 THE R10GOKU 1900年頃 不詳 色刷 73.0x96.0 l点 9881084 
TROUPE(両国一座)

200 YAMAMOTO & MISS 1900年頃 DA VID ALLEN & 色刷 80.0x55.0 l 点、 9881085 
KOYOSHI TROUPE(山 SONS LTD. 
本小芳一座) LONDON 

201 大阪商船株式会社 明治42年頃 大阪商船株式会社 色刷 77.3x52.6 l点 1909年のカレン 9881086 
大日本東京三間印 ダーっき

刷所製

202 THE INTERNATIONAL 1934年 TOPPAN PRlNTING 色刷 91.7X61.4 i点 会期:昭和9年39881087 
INDUST悶ALAND CO.， LTD 月 25 日 ~5月 23

TOURlST 日

EXPOSITION(国際産業 会場・長崎・雲

観光博覧会) 仙

203 市制3周年記念萩史 昭和10年 萩実業会主催 色刷 91.5X62.0 l 点 会期:昭和10年 9881088 
跡産業大博覧会 4月 5 日 ~5月 15

日

204 切手一枚輝く航空 昭和時代(昭和 逓信省帝国飛行 色刷 106.5X76.5 l 点 愛国切手の図柄 9881089 
12年頃ヵ) 協会 入り

205 日本万国博覧会 昭和前期 日本万国博覧会事 色刷 78.1 X52.9 l点 会期:昭和15年 9881090 
務局東京中屋三 3月 15 日 ~8月 31

間印刷株式会社印 日(中止)
イfiー
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206 紀苅2600年奉祝日 昭和15年 主催:日向筒千穂 色刷 77.2X52.3 l点 会期 :3月30日 9881091 

向高千穂展 奉祝会 ~4月 7日

後援:大阪朝日新
聞社九州支社・宮
崎奉祝会博多玉
屋

207 輝く紀元2600年と帝 昭和15年 主催:海軍協会福 色刷 76.2X52.8 l点 会期 :3月30日 9881092 
国海軍展覧会 岡県支部後援: ~4月 10日

佐世保鎮守府・海
軍有終会福岡支部
会場:福岡岩田屋

208 興亜逓信展 昭和15年 主催:熊本逓信局 色刷 53.7X76.6 l点 会期:1月17日 9881093 
後援:逓信省 ~29日

会場:福岡岩田屋

209 遂げよ聖戦備へよラ 昭和12~15年 西部防衛司令部・ 色刷 76.6x52.8 l点 西部防衛司令部 9881094 
ヂオ ラヂオ普及運 佐世保鎮守府・熊 :昭和12年9月
動 本師団・久留米師 ~昭和15年8月

団・福岡県・熊本 (小倉)
逓信局

210 大東亜戦争軍馬祭 昭和17年 日本馬事会主催 色刷 41.8X59.0 l点 9881095 

211 大東亜戦争軍馬祭 昭和17年 日本馬事会主催 色刷 74.3x51.5 l点 9881096 

212 戦地の営養勝男武 昭和前期 東京鰹節問屋商業 色刷 77.8X53.0 l点 9881097 
士 組合

213 勝男武士銃後の健 昭和前期 東京鰹節問屋商業 色刷 78.2X53.0 l点 9881098 
保 組合坂口印刷所

印行

214 聖戦美術展覧会 昭和前期 主催:陸軍美術協 色刷 76.5X52.6 l点 会期 :10月5日 9881099 
会・朝日新聞社 ~11月3日
後援:陸軍省
会場:福岡岩田屋

215 貯蓄報国 昭和前期 福岡県信用組合連 色刷 75.2 X53.0 l点 9881100 
d口E勘ぷ五』

216 8rasil Kaffee 昭和前期 不詳 色刷 124.0x92.0 l点 9881101 

217 アサヒ横綱地下タピ 昭和前期 太陽足袋株式会社 色刷 34.0X78.0 l点 9881102 

218 アサヒ地下タビ 昭和前期 アサヒ会 色刷 53.0x 11.0 l点 9881103 

219 サト一式中耕除草機 昭和前期 不詳 色刷 78.0X35.0 l点 9881104 

220 ヒロポン禍掃滅展 昭和前期 京都市警察本部 色刷 73.0x53.0 l点 9881105 

221 国際文化都市アシヤ 昭和前期 大共印刷印行 色刷 53.0x38.0 l点 9881106 

222 全村そろって規格の 昭和前期 輸入農薬統制組合 色刷 54.0x38.0 l点 9881107 
農薬

223 台湾へ航空郵便開 昭和前期 日本航空輸送会社 色刷 74.0X51.0 l点 航空郵便の正式 9881108 
始 逓信省台湾総督 開設は昭和4年

府東京光村原色
版印刷所印行

224 表裏一体建設新東亜 昭和前期 不詳 色刷 79.0x53.0 l点 9881109 

-292-



購入資料 9.広告類

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

225 5月5日乳幼児愛護の 昭和前期 不詳 色刷 53.5x78.5 i点 98BI 110 
日

226 海軍志願兵徴募 昭和前期 海軍省 色刷 72.3x5I.7 l点 大正12~昭和5 98BI 1 1 1 
年生まれの者が
対象

227 ノモンハン展覧会 昭和前期 千徳 色刷 75.9x53.1 l点 「熊本浴場内宮 98BII12 
伝部jのゴム印

あり 10月11日
~17日

228 大独逸展覧会 昭和前期 千徳百貨庖独逸 色刷 79.2x53.6 l点 5月 19 日 ~28日 98BI 1 13 
大使館・日独文化
協会主催第6師
団司令部・熊本県
-熊本市後援

229 アサヒ編上靴 昭和前期 日本足袋株式会社 色刷 79.0x35.5 1 J点 編上靴を履いた 98BI 1 14 
兵隊の図

230 朗らかな酔召し上 昭和前期 日本新式焼酎連盟 色刷 9I.8x62.5 l点 陸海軍の将校が 98BI 1 15 
がれ焼酎 Jz』z 焼酎を飲む図

231 第一徴兵 昭和前期 不詳 色刷 37.3x52.8 l点 98BI 1 16 

232 伸びゆく日本健康 昭和前期 内務省社会局保険 色刷 76.5x5I.8 l点 98BI 1 17 
保険 部

233 男女工員募集 昭和前期 武生水国民職業 色刷 54.2x38.0 l 点 求人者:日本ゴ 98BII18 
指導所 ム株式会社福岡

工場

234 熊本春の市 昭和前期 熊本春の市協会 色刷 76.8x52.8 l点 「熊本浴場内宣 98BI 1 19 
伝部Jのゴム印

あり 4月l日~
IO日

235 歳末迫る 歳未の御 昭和前期 千徳 色刷 75.7x54.0 l 点 「熊本浴場内宣 98BI120 
用意に千徳の優良品 伝部Jのゴム印

を あり

236 千徳せいもん払大売 昭和前期 千徳 色刷 79.5x54.6 l点 「熊本浴場内宣 98BI121 
り出し 伝部Jのゴム印

あり IO月12日
~20日国策製
品展覧会、支那
事変従軍画展の
告知あり

237 千徳会全館大売出 昭和前期 千徳 色刷 79.5x52.6 l点 「熊本浴場内宣 98BI122 

し 伝部」のゴム印
あり 4月23日
~26日

238 糸島水上カーニバル 昭和時代(昭和 福岡県教育委員会 色刷 78.5x55.2 l点 7月23日 加 布 98BI123 
23年以降) 主催 里湾天神町岩

田屋の中元大売
出しの告知あり

239 自転車産業振興 昭和時代(昭和 社団法人自転車振 色刷 74.5x5I.9 l点 98BI124 
28年以降) 興会連合会
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3 その他の広告

番号 名 称、

240 川上音二郎夫妻正劇
の無代肴劇券を進呈

す

241 引札

242 東京大正博覧会出品

説明

243 三省堂風琴目録

244 国運の興廃此一票の

行使知何に在り

245 東京三越呉服盾包装

紙

246 地方御註文の莱

247 御註文の架

248 御註文の志おり

249 ごちゅうもんの菜

250 御註文之菜

251 雑貨目録

252 火の用心と身の要慎

253 河川愛護運動

254 道路愛護運動

255 児童愛護健民運動

256 資源愛護防火報国

火の用心

257 防火第一わが家を護

れ

258 山火注意

259 隣組で防犯

260 大東亜戦争完遂翼
賛選挙

261 忠魂へ遺族援護の捧
げ銃

時代

明治後期ヵ

明治時代ヵ

大正3年4月

大正6年4月改

正

大正6年

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

昭和前期ヵ

昭和前期ヵ

昭和前期ヵ

昭和前期ヵ

昭和前期ヵ

昭和前期ヵ

昭和前期ヵ

昭和前期

昭和前期

作 者 品質・形状

新世界社 印刷チフシ

博多中間町久留米 木版色摺

屋具島商庖

原蚕種製造所 印刷

三省堂九州代理由 印刷

佐藤春平発行 印刷

東京三越呉服庖 色刷

三越呉服庖 印 刷 書 冊

コ越呉服庖 印 刷 書 冊

三越呉服広 印 刷 書 冊

コ越呉服庖 印刷書冊

三越呉服庖 印刷書冊

三越呉服庖 印 刷 書 冊

大東亜建設 色刷

滋賀県・滋賀県河 セロハン製
川砂防協会 色刷

山口県 セロハン製
色刷

全羅南道社会事業 セロハン製
協会主催 色刷

台湾消防協会 セロハン製
色刷

平安北道警察部 セロハン製
色刷

北見営林区署 セロハン製
色刷

奈良県警察部 セロハン製
色刷

岡山県 セロハン製
色刷

軍人援護会樺太支 セロハン製
部 色刷
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法量 員数 備 考 備品番号

18.0x42.0 l点 新世界244号付 9881125 
録

34.5X50.3 l点 9881126 

54.2x69.0 l点 9881127 

39.5X54.7 l点 9881128 

38.8x53.6 l点 大正6年4月7日 9881129 

46.3x62.1 1 )点 シーJレ「取扱御 9881130 
注意j

21.4x7.7 l冊 38頁三越呉服 9881131 
庖:明治37年~
昭和3年

19.0XI2.8 l冊 40頁 9881132 

18.3 x 12.5 1冊 48頁 9881133 

19.0X 13.0 l冊 48頁 9881134 

19.2x 13.1 l冊 44頁 9881135 

18.7X 12.8 l冊 146頁 9881136 

26.8X 12.7 l点 9881137 

15.4X 10.1 1 )点 9881138 

15.1 x 10.1 l点 9881139 

15.4X 10.1 1)点 9881140 

15.1 x 10.2 l点 9881141 

15.6x 10.2 1)点 9881142 

15.5X 10.3 l点 9881143 

15.5x9.8 I点 9881144 

13.7XI1.3 l点 9881145 

13目9x 11.6 l点 9881146 



購入資料 9.広告類 10.番付

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

262 大東亜戦争軍馬祭 昭和17年 日本馬事会主催 色刷 17.4XI3.0 l点 期日:昭和17年 9881147 
式典並行事(プログラ 10月24日
ム) 会場:上野恩賜

後援二本杉広場

263 大東亜戦争軍馬祭 昭和17年 日本馬事会主催 色刷チラシ 26.5x36.1 1点 期日:昭和17年 9881148 
10月24日
会場:上野恩賜
後援二本杉広場

264 第5回勧業博覧会及 不詳 各国同盟旅館 印刷 14.0x8.5 l部 9881149 
伊勢参宮旅行案内 リーフレット

265 福岡市土産品案内 不詳 福岡市産業課福 印刷 13.6x8.5 l部 9881150 
岡市観光協会 リーフレツト

266 ダット自動車製造株 昭和時代 豊国自動車株式会 印刷 19.0x26.2 2点 9881151 
式会社カタログ 社 26.2x38.3 ~1152 

267 マッチラベル帳 昭和時代 不詳 スクラッププ 18.4x26.9 l冊 9881153 
ック

10.番付

〈資料内訳)1 角力番附集……...・ H ・..…...・ H ・H ・H ・-・l件28点

3 芝居番付…………...・ H ・..……...・ H ・..4件 4点

2 芝居番付集....・ H ・....・ H ・-…...・ H ・..….H牛215点

〈総計)6件247点

1 角力番附集

番号 名 称 時代 興行場所 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1(1) 相撲番付 7c治冗年4月 本所回向院境 板苅:ニ河屋 木版墨摺 42.5x34.3 l枚 9881154 
内 治右衛門(神

田昌平橋外本
郷代地)

1(2) 相撲番付 慶応3年10月 中島浜新地 不詳 木版墨摺 43.0x34.3 l枚 9881155 

1(3) 相撲番付 文久元年10月 博多中島新地 不詳 木版墨摺 45.3x34.3 l枚 9881156 
-墨書

1(4) 相撲番付 明治2年3月 難波新地相撲
場

不詳 木版墨摺 45.6x34.3 l枚 9881157 

1(5) 日本国々繁花見 明治時代 不詳 木版墨摺 43.7x34.6 l枚 9881158 
立相撲

1(6) 相撲番付 明治3年2月 博多浜新地 不詳 木版墨摺 45.5x34.3 l枚 9881159 

1(7) 相撲番付 明治4年9月 博多対馬小路 不詳 木版墨摺 48.5 x 34.4 l枚 9881160 
町下

1(8) 相撲番付 明治4年11月 博多中島浜新
地

不詳 木版墨摺 44.1 x34.4 l枚 9881161 

1(9) 相撲番付 明治5年6月 博多対馬小路 不詳 木版墨摺 41.1 x34.2 l枚 9881162 
下
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暗入賞料 10.番付

番号 名 称 時代 興行場所 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 (10) 相撲番付 (明治6年)酉4 櫛田社内 不詳 木版墨掴 43.6X34.4 l枚 9881163 
月

1 (11) 当世下女乃評判 明治時代 不詳 木版墨掴 45.2x34.2 l枚 9881164 

1 (12) 相撲番付 明治7年4月 中島浜新地 不詳 木版墨掴 42.5x43.0 l枚 9881165 

1(13) 相撲番付 明治9年4月 櫛田境内 不詳 木版墨摺 43.3x33.4 l枚 9881166 
-墨書

1 (14) 珍櫛田社内百老 明治9年5月 櫛田社内百老 木版墨摺 43.2x34.3 l枚 9881167 
会博多津中老 会

人番附

1 (15) 珍櫛田神社内百 明治20年3月 櫛田社内百老 木版墨摺 67.0x49.8 l枚 9881168 
老会博多津中 会妻鹿宗鋪

老人番附 写 藤 吉 郎 彫

1 (16) 博多高砂連老 明治26年3月 博多高砂会 木版墨摺 65.5x51.2 l枚 高砂連:明治 9881169 
人番附 白垣孫治郎写 25年結成

竹田芝郎彫刻
摺立

1 (17) 相撲番付 明治時代 (福岡または 不詳 木版墨摺 43.4x34.4 l枚 9881170 
博多)

1 (18) 相撲番付 明治10年5月 中島新地 不詳 木版墨摺 42.9x34.5 l枚 9881171 

1 (19) 「官許大相撲J 明治時代 博多西門橋際 不詳 木版墨摺 45.2x34.9 l枚 9881172 

1(20) 「官許大相撲J 明治12年9月 櫛田社内 不詳 木版墨摺 41.4x31.1 l枚 下部に朱書き 9881173 
で「平錦重太

郎Jとあり

1(21) 前頭 明治時代 不詳 不詳 木版墨摺 27.3X28.4 l枚 台紙に『博多 9881174 
中嶋町箱蘭物
細工所紅屋半

助Jとあり

1 (22) 相撲番付 明治25年4月 不詳 活版舎(熊本) 活字印刷 34.3x24.3 l枚 9881175 
印刷

1(23) 相撲番付 明治19年4月 本所回向院境 根岸治右衛門 木版墨摺 43.9x38.7 l枚 9881176 
15日届 内 (東京)

1(24) 即今英名鏡 明治10年5月 永島福太郎 木版墨摺 44.9X34.3 i枚 9881177 
29日届 (口田町4番地)

1 (25) 消仏戦争実記 明治17年11月 綿喜(大阪)発 木版墨摺 34.1 X51.5 l枚 挿し絵部分着 9881178 
新版 免 色

1(26) 大日本諸国繁栄 明治16年l月 田中安治郎 木版墨掴 45.3x33.9 l枚 9881179 
録全 出板 (第l大区7小

区南久宝寺町
4丁目42番地)

1(27) 「大日本神社仏 明治時代 不詳 木版墨摺 45.1 x34.2 l枚 9881180 
閣参詣角力J

1(28) 開化福博自慢 明治20年2月 高野善平(福 木版墨摺 45.0x32.8 l枚 9881181 
出版 同区材木町52

番地)
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購入資料 10.番付

2 芝匡番付集

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2(1) 曽我物語付岩井風 年不詳未5月上 中村歌四郎ほ 博多大乗寺 木版墨摺 23.2x33.0 1枚 98B1182 
呂 旬 カ3

2(2) 物原太良 年不詳10月 吉村吉十郎ほ 博多明けん 木版墨摺 24.8x34.0 l枚 98B1183 
カミ -墨書

2(3) 伊賀越道中双六 不詳 阪東花造ほか 筑前博多櫛田 木版墨摺 25.4X36.7 l枚 98B1184 
芝居 -墨書

2(4) ひかんかたきうち 年不詳未9月 片岡友松ほか 福岡天神丁 木版墨摺 25.4x34.0 l枚 98B1185 
-墨書

2(5) 名木せん台はぎ 年不詳未9月 嵐橘太郎ほか 博多新茶屋の 木版墨摺 25.4X34.0 l枚 98B1186 
浦 -墨書

2(6) 赤合羽雪之曙 年不詳未11月 中村歌七ほカミ 大乗寺 木版墨摺 25.4X34.0 l枚 98B1187 
-墨書

2(7) 四つやかいだん 年不詳申2月 中村三光ほか 博多大乗寺 木版墨摺 25.4x34.0 l枚 98B1188 
-墨書

2(8) 御堂前敵討 年不詳申4月 中村一蝶ほか 大乗寺 木版墨摺 25.4x34.0 l枚 98B1189 
-墨書

2(9) 隅田川法界坊/ーの 年不詳申5月 嵐福松ほか 博多浜新地 木版墨摺 21.1 X32.8 l枚 98B1190 
谷 -墨書

2(10) 碁太平記白石噺/須 年不詳申5月 中村歌女七ほ 博多櫛田芝居 木版墨摺 21.4X32.6 l枚 98B1191 
磨都源平蹄蹄 カ通 -墨書

2(11) けい世い清船調/艶 年不詳申正月 尾上梅朝ほか 道頓堀竹田芝 木版墨摺 20.7x30.9 l枚 98B1192 
小袖当世模様/陽会 居

小女郎蜘妹

2(12) l打、世い雪月花 年不詳申正月 実川延次ほか 御霊芝居 木版墨摺 20.8X31.6 l枚 98B1193 

2(13) 絵合太功記/口口盛 年不詳申8月 藤川友吉ほか 筑後芝居 木版墨摺 23.0x35.9 l枚 98B1194 
衰記/東海道四谷怪
談

2(14) 本朝廿四孝/阿波の 年不詳申霜月 西川政路ほか 北新地芝居 木版墨摺 20.9X29.5 l枚 98B1195 
鳴戸/檀の浦児軍記
/五人女引抜道成寺

2(15) (浄瑠璃) 不詳 竹本春子太夫 博多中洲岡新 木版墨摺 21.2x34.5 1枚 98B1196 
ほか 地 -墨書

2(16) L 、ぎり敵討 不詳 戸川井之助ほ 不詳 木版墨摺 23.2X34.4 l枚 98B1197 
カ通 -墨書

2(17) ーのたに 年不詳申9月 竹本生駒太夫 櫛田芝居 木版墨摺 24.8X38.1 l枚 98B1198 
ほか -墨書

2(18) 新内祭文源氏節 不詳 柳川寿鶴ほか 博多片土居正 木版墨摺 28.0x31.8 l枚 98B1199 
明寺 -墨書

2(19) 千台はぎ 年不詳申6月 中村駒之助ほ 博多櫛田 木版墨摺 21.1 X30.3 l枚 98B1200 
か -墨書

2(20) 大経師むかしこよみ 不詳 市川白太郎ほ 不詳 木版墨摺 24.2X37.0 l枚 98B1201 
カ通 -墨書

2(21) 徳川天日坊 不詳 中村歌七ほか 博多大乗寺 木版墨摺 25.4x37.1 l枚 98B1202 
-墨書
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購入質料 10.番付

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2(22) 苅 年不詳申11月 尾上初太郎ほ 天神丁 木版墨摺 21.7x35.0 l枚 9881203 
カ事

2(23) 不詳 不詳 中村歌七ほか 久留米芝居 木版墨摺 24.1 x36.9 l枚 9881204 

2(24) あこき (明治)10月中旬 尾上梅之助ほ 博多中崎浜新 木版墨摺 23.9x37.0 l枚 9881205 
カ= 地 -墨書

2(25) 不詳 明治6年酉5月 阪東大治郎ほ 不詳 木版墨掴 24.2x 13.8 l枚 9881206 
カ3 -墨書

2(26) 不詳 明治時代 津村園吉ほか 不詳 木版墨摺 23.9x36.6 l枚 9881207 

2(27) 伊達の大木戸 明治時代 中村十九松ほ 福岡天神丁 木版墨摺 25.3x37.0 l枚 9881208 
カ通 -墨書

2(28) (墨書役者名書上) 明治時代 中村玉十郎ほ 墨書 24.9X33.6 l枚 9881209 
カ3

2(29) 仙代萩 明治6年酉5月 森川長六ほか 太宰府御鏡内 木版墨摺 25.4x36.5 l枚 9881210 

2(30) 菅原伝 (明治)習8月 尾上兵緑ほか 博多新茶屋芝
居

木版墨摺 22.5x33.8 l枚 9881211 

2(31) 忠臣蔵 明治時代 尾上兵緑ほか 不詳 木版墨摺 21.9x35.0 l枚 9881212 
-墨書

2(32) か注み山 明治時代 市川市紅ほか 福岡天神丁 木版墨摺 22.2x35.4 l枚 9881213 
-墨書

2(33) 桂川連理柵 (明治)9月下旬 市川市紅ほか 福岡天神ノ町 木版墨摺 21.0x34.0 l枚 9881214 
芝居 -墨書

2(34) 玉との別 明治時代 竹本日出太夫 不詳 木版墨摺 21.4X29.7 l枚 9881215 
ほか -墨書

2(35) 花たすきかちん染 (明治)11月上旬 中村龍之助ほ 天神了芝居 木版墨摺 22.0x34.3 l枚 9881216 
カ3 -墨書

2(36) 軍法ふし見西行 明治時代 津村園吉ほか 不詳 木版墨摺 23.7x31.9 l枚 9881217 
-墨書

2(37) 浪花下り女太夫 明治時代 竹本小春ほか 不詳 木版墨掴 21.6x34.0 l枚 9881218 
-墨書

2(38) 自来や敵打 明治時代 中村歌四郎ほ 不詳 木版墨摺 23.8x37.0 l枚 9881219 
カミ -墨書

2(39) 忠臣くら 明治時代 嵐富三郎ほか 不詳 木版墨掴 22.0x33.6 l枚 9881220 
-墨書

2(40) 一ノ谷 明治時代 津村生松ほか 不詳 木版墨摺 24.7x36.8 l枚 9881221 
-墨書

2(41) 平仮名盛衰記 (明治)寅7月上 阪東光太郎ほ 博多柳町定芝 木版墨摺 22.1 X30.6 l枚 9881222 
旬 カ通 居 -墨書

2(42) 一ノ谷/阿波鳴戸 (明治)6月 藤川重松ほか 住吉 木版墨摺 23.8x37.1 l枚 9881223 
-墨書

2(43) 太功記桔梗ノ旗揚 明治7年成9月 市川市紅ほか 福岡天神ノ町 木版墨掴 22.0X35.9 l枚 9881224 
上旬 定芝居 -墨書

2(44) 小栗判官綱手車 (明治)酋6月上 実川愛之助ほ 博多柳町定芝 木版墨摺 21.3X30.0 l枚 9881225 
旬 カ= 居 -墨書
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騎入資料 10.番付

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2(45) 赤穂義士銘々侍 明治8年l月上 津村理蝶ほカ通 福岡天神ノ丁 木版墨摺 21.9X31.6 l枚 9881226 
旬 集玉社 -墨書

2(46) 布引 明治時代 実川正蝶ほか 福岡天神丁 木版墨摺 22.3x34.6 l枚 9881227 
-墨書

2(47) 廿四孝 明治時代 市川三十郎ほ 福岡天神丁 木版墨摺 22.9x34.4 l枚 9881228 
カ通 -墨書

2(48) 開花の春 明治時代 市川福太郎ほ 天神丁 木版墨摺 21.4x30.4 l枚 9881229 
カ通 -墨書

2(49) 二ツ巴石川五右門 明治時代 実川蔦江ほか 不詳 木版墨摺 21.8 x 35.4 l枚 9881230 
-墨書

2(50) 浪花下り女太夫 (明治)12月中旬 豊竹小玉ほか 博多古門戸 木版墨摺 22.0X34.8 l枚 9881231 
-墨書

2(51) 大江山 明治7年成11月 実川愛之助ほ 福岡天神ノ丁 木版墨摺 22.5X31.8 l枚 9881232 
カ通 集玉社 -墨書

2(52) 八丁松原箱崎封箱 明治7年成11月 実川愛之助ほ 福岡天神ノ丁 木版墨摺 22.5x30.8 l枚 9881233 
カ= 集玉社 -墨書

2(53) 演劇秋葉権現 (明治)11月 中村歌七ほか 柳町大芝居 木版墨摺 23.1 X32.6 l枚 9881234 
-墨書

2(54) 浪花下り浄瑠鴻 明治時代 竹本越代太夫 博多古門戸 木版墨摺 20.9X35.2 l枚 9881235 
ほか -墨書

2(55) 今昔相宿衛 明治8年亥3月 中村歌七ほか 博多中津芝居 木版墨掴 22.5x33.4 l枚 9881236 
-墨書

2(56) 天竺徳兵衛 明治時代 大谷友=郎ほ 不詳 木版墨摺 22.2 x35.5 l枚 9881237 
カミ -墨書

2(57) 花魁苦ノ八ツ房里見 明治時代 実川正若ほか 中津芝居 木版墨摺 22.3x29.8 l枚 9881238 
八犬伝 -墨書

2(58) 金門五三桐五右衛門 明治時代 実川正若ほか 中津 木版墨摺 22.5x33.2 l枚 9881239 
太鼓ぬけ/三福神 -墨書

三人奴石橋

2(59) 夏祭り浪花鑑 明治8亥5月 中村千之助ほ 筑前博多芝居 木版墨摺 21.4x30.6 l枚 9881240 
カ= -墨書

2(60) 嶋原出京そふとふ文 明治時代 津村小今ほか 不詳 木版墨摺 23.6x37.l l枚 9881241 
助殺 -墨書

2(61) (番附 明治時代 市川右圏治ほ 不詳 墨書 24.2x30.0 l枚 9881242 
カ通

2(62) てれめんて口/ーノ (明治)8月下旬 市川福太郎ほ 不詳 木版墨摺 22.4X34.9 l枚 9881243 
谷陣屋 カB -墨書

2(63) 自来や物語 明治時代 竹本大園大夫 不詳 木版墨摺 25.1 x32.0 l枚 9881244 
ほか -墨書

2(64) 千本桜 明治時代 中村議圏次ほ 不詳 木版墨摺 23.8 x 34.4 l枚 9881245 
カ3 -墨書

2(65) 三日大平記 明治時代 藤川友菊ほか 不詳 木版墨摺 22.6x30.4 l枚 9881246 
-墨書
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2(66) 腰越状 明治時代 市川市紅ほか 不詳 木版墨摺 22.2x30.6 l枚 9881247 
-墨書

2(67) かりのや峠 明治時代 市川市紅ほか 不詳 木版墨摺 20.8X30.0 l枚 9881248 
-墨書

2(68) 傾城稲妻草紙/祇園 明治時代 嵐三京ほか 不詳 木版墨摺 23.2x33.0 l枚 9881249 
女御九重錦 -墨書

2(69) 梅のよし兵へ 明治時代 尾上菊松ほか 不詳 木版塾摺 22.1 x31.2 l枚 9881250 
-墨書

2(70) 鈴木主水白糸くどき 明治時代 恵川筆治ほか 不詳 木版墨摺 22.2x35.2 l枚 9881251 
-墨書

2(71) 恋ひむすめ八百屋お 明治時代 浅尾他造ほか 不詳 木版墨摺 24.5x37.1 l枚 9881252 
七 -墨書

2(72) 昔鎧文武切 明治9子5月 実川若松ほか 不詳 木版墨摺 20.3x34.0 l枚 9881253 
-墨書

2(73) 四谷怪たん 明治時代 坂東小関ほか 不詳 木版墨摺 21.8X29.5 l枚 9881254 
-墨書

2(74) ふっくし議事 明治9年9月下 市川市紅ほか 福岡天神町 木版墨掴 22.4x35.0 l枚 9881255 
旬 -墨書

2(75) 二人合法敵討高砂の 明治9年子11月 大谷友之助ほ 博多酉川教楽 木版墨摺 22.9x30.4 l枚 9881256 
松 カs 舎 -墨書

2(76) 小紋ちらし仁田唐草 明治時代 中村歌七ほか 中洲永楽舎 木版墨摺 21.8X31.3 l枚 9881257 
-墨書

2(77) 金鉄五三の桐 明治10年5月 津村小今ほか 博多西門教楽 木版墨摺 24.4x30.3 l枚 9881258 
舎 -墨書

2(78) 黒田閑龍公一代記 明治時代 実川勇芝ほか 不詳 木版墨摺 24.3x29.8 l枚 9881259 
-墨書

2(79) 浪花浄瑠瑚女太夫人 明治時代 竹本八重治ほ 不詳 木版墨摺 24.2x32.6 l枚 9881260 
形入 か -墨書

2(80) 出口の柳/お染久松 明治10年6月 片岡友松ほか 博多西門教楽 木版墨摺 23.9X30.4 l枚 9881261 
舎 -墨書

2(81) 根岸肥前守/ーの谷 明治10年丑5月 中村歌七ほか 中津 木版墨摺 23.6x35.0 l枚 9881262 
陣屋 下旬 -墨書

2(82) 夏まつり 明治時代 嵐三津五郎ほ 不詳 木版墨摺 25.0x36.5 l枚 9881263 
カぉ -墨書

2(83) 玉藻前/1灯、事 明治10年丑8月 市川政十郎ほ 永楽舎 木版墨摺 23.8x36.0 l枚 9881264 
カミ -墨書

2(84) 皿やしき/白木屋/ 明治10年丑11 大谷友之助ほ 中湖芝居 木版墨摺 24.9X37.2 l枚 9881265 
関ノ戸 月下旬 カミ -墨書

2(85) きられ与=郎/千代 明治11年2月 実川新四郎ほ 博多西門芝居 木版墨摺 23.6x35.4 l枚 9881266 
萩 カs -墨書

2(86) けいせい朝顔日記/ 明治11年寅4月 尾上嘗松ほか 博多中嶋芝居 木版墨摺 23.7x37.0 l枚 9881267 
国姓爺 -墨書

2(87) 高根雪伊達実記 明治11寅5月 市川右圃治ほ 博多西門橋教 木版墨摺 23.3x36.8 l枚 9881268 
カ= 楽舎
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2(88) 義経千本桜/隅田川 明治II寅6月 市川右圏治ほ 博多西門橋教 木版墨摺 24.5X37.1 l枚 9881269 
続f弟 カミ 楽舎

2(89) 鏡山旧錦絵/忠臣義 明治II寅5月 市川右圏治ほ 不詳 木版墨摺 23.8 x 37.0 l枚 9881270 
土停/鬼一法眼三略 か
巻

2(90) 口萱桑門筑紫口/お 明治時代 市川右圏治ほ 不詳 木版墨摺 24.0X37.1 l枚 9881271 
染久松色読販 カミ

2(91) 東海道四ツ谷怪談 明治II貸6月 市川右圏治ほ 不詳 木版墨摺 24.4X37.0 l枚 9881272 
カs

2(92) 仮名手本忠臣蔵/阜 明治II年 市川右圏治ほ 不詳 木版墨摺 24.3x37.0 l枚 9881273 
教訓開化節用 か

2(93) 稲妻双紙 明治II年10月 嵐来芝ほか 中洲永楽舎 木版墨摺 23.9X35.0 l枚 9881274 
上旬 -墨書

2(94) 天性徳、兵衛郭の姿見 明治時代 中村歌三郎ほ 櫛田前町家観 木版墨摺 23.3x35.5 l枚 9881275 
カミ 舎 -墨書

2(95) 義士銘々侍/国姓爺 明治時代 市川市紅ほカ通 不詳 木版墨摺 23.4x32.5 l枚 9881276 
-墨書

2(96) 鼠幸蔵停車/曽我対 明治II年I1月 浅尾太四郎ほ 永楽舎 木版墨摺 25.4X37.1 l枚 9881277 
面 か -墨書

2(97) 式三引ぬき/花もみ 明治時代 坂東大三郎ほ 不詳 木版墨摺 25.4 x 36.4 l枚 桜に短 9881278 
じみやこもよふ/し か 冊型

ゃべり山んば

2(98) 浪花二Oカ 明治時代 尾半 中洲永楽舎 木版色摺 25.2x37.1 l枚 9881279 

2(99) 大阪下り 浄瑠璃 (明治)2月16日 竹本越栄ほか 博多櫛田社内 木版墨摺 23.9x32.3 l枚 9881280 
-墨書

2 大岡仁政録/彦山権 明治時代 市川恵美蔵ほ 博多櫛田前町 木版墨摺 25.2X37.0 l枚 9881281 
(100) 現六助住家之段 カ通 衆観舎 -墨書

2 ーの谷娘軍記/恋飛 明治12年卯 中村芝翫ほか 不詳 木版墨摺 23.9 x 37.0 l枚 9881282 
(101) 脚大和往来/道成寺

2 傾城筑紫口/菅原伝 明治12年卯 中村芝翫ほか 不詳 木版墨摺 24.4x37.0 l枚 9881283 
(102) 授手習鏡/妹背山婦

女庭訓

2 義士銘々停 明治12年卯 中村芝翫ほか 不詳 木版墨摺 24.8X37.2 l枚 9881284 
(103) 

2 古手や八郎兵衛/あ 明治時代 尾上真三郎ほ 不詳 木版墨摺 25.4x32.0 l枚 9881285 
(104) こや か -墨書

2 切レ与三郎/ひこさ 明治12年II月 中村歌七ほか 博多中洲永楽 木版墨摘 25.9x36.2 l枚 9881286 
(105) んノ九/あけからす 舎 -墨書

2 極彩色姫扇/国姓爺 明治時代 柴崎他蔵ほカミ 不詳 木版墨摺 23.6x32.0 l枚 9881287 
(106) -墨書

2 千代萩/彦山権現/ 明治時代 坂東秀助ほか 不詳 木版墨摺 24.4x34.0 l枚 9881288 
(107) 扇屋熊谷 -墨書

2 仁勝稲妻羽織 明治12年10月 市川市良ほか 博多西門芝居 木版墨摺 24.3X35.6 l枚 9881289 
(108) -墨書
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2 妹背山婦女庭訓/源 明治12年2月 市川市二郎ほ 道頓堀中の芝 木版墨摺 24.3x34.5 l枚 9881290 
(109) 平八嶋絵/大経師昔 カ= 居

暦

2 大和錦朝用旗上/和 明治12年11月 嵐塙寛ほか 博多西門教楽 木版墨摺 25.0x37.4 l枚 9881291 
(110) 田合戦女舞鶴/けい ~ 

せい雪月花

2 天一坊大岡裁談 明治12年11月 嵐璃寛ほカ通 博多西門橋教 木版墨摺 25.4X37.2 l枚 9881292 
(111 ) 楽舎

2 敵討亀山噺/慮屋道 明治12年11月 嵐腐寛ほか 博多西門橋教 木版墨摺 25.1 X37.2 l枚 9881293 
(112) 満鑑鑑 楽舎

2 近江源氏先陣館/加 明治12年11月 嵐璃寛ほか 博多西門橋教 木版墨摺 25.3x37.4 l枚 9881294 
(113) 賀見山旧錦絵 楽舎

2 妹背山婦女庭訪11/心 明治12年11月 嵐璃寛ほか 博多西門橋教 木版墨摺 25.0x37.1 l枚 9881295 
(114) 中天網嶋 楽舎

2 軽気球上昇之図 明治12年11月2 福岡旧城内 木版色摺 25.2x37.0 l枚 9881296 
(115) 日

2 浪花下り浄瑠腐 |日l月2日 豊竹駒子太夫 博多西門芝居 木版墨摺 23.7x32.0 l枚 9881297 
(116) ほか -墨書

2 妹背山/梅川忠兵衛 明治13年4月 阪東太郎ほか 不詳 木版墨摺 25.4x36.2 l枚 9881298 
(117) /かさね物語 -墨書

2 花雲佐倉曙 明治13年4月 阪東太郎ほか 博多櫛田前町 木版墨摺 25.3x37.1 l枚 9881299 
(118) 楽観社 -墨書

2 蔦紅葉字都の谷峠 明治13年4月 阪東太郎ほか 博多櫛目前町 木版墨摺 25.4 x 37.4 l枚 9881300 
(I19) 緊観社 -墨書

2 かるかや/東京新聞 明治時代 市川栄枝ほか 不詳 木版墨摺 24.4X33.4 l枚 9881301 
(120) 覚力名 -墨書

2 小栗判官 明治時代 三析梅芝ほか 不詳 木版墨摺 24.1 x31.7 l枚 9881302 
(121) -墨書

2 本四孝/法界坊 明治時代 坂東豊丸ほか 不詳 木版墨摺 25.3X37.6 l枚 9881303 
(122) -墨書

2 不詳 明治時代 中村翫之助ほ 不詳 木版墨摺 24.2x31.1 l枚 9881304 
(123) カ通 -墨書

2 (奥行費用と演白書上) 明治13年7月 印刷 25.2x22.8 l枚 9881305 
(124) 

2 東京新聞霜ノ鐘 明治14年3月中 中村若太郎ほ 博多西門橋教 木版墨摺 24.6X30.8 l枚 9881306 
(125) 匂 カ通 楽舎 -墨書

2 仮名忠臣蔵 明治時代 坂東豊丸ほか 不詳 木版墨摺 25.2x36.8 l枚 9881307 
(126) -墨書

2 四ツ谷化話/九化 明治14年7月 中村翫之介ほ 博多西門橋教 印刷 23.4x31.9 l枚 9881308 
(127) カる 楽舎

2 (芝居プログラム) 明治14年7月4 不詳 中洲永楽舎 印刷 23.4X33.6 l枚 9881309 
(128) 日

2 冷泉之津慶応見聞録 (明治)7月 市川市析ほか 博多中洲定芝 印刷 25.0X36.5 l枚 9881310 
(129) 居所
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2 四ツ谷かい談お岩稲 明治時代 中村翫之助ほ 西門教楽舎定 印刷 24.8X34.3 l枚 9881311 
(130) 荷/九のばけ カ通 芝居所

2 曽我物語り/梅川忠 明治時代 中村福栄ほか 不詳 木版墨摺 24.1 x29.8 l枚 9881312 
(131) 兵衛 -墨書

(演白書上) 明治時代 印刷 25.1 x20.4 l枚 9881313 
(132) 

2 L 、ろはふんこ 明治時代 市川駒三郎ほ 不詳 木版墨摺 24.1 x34.2 l枚 9881314 
(133) カ通 -墨書

2 春鬼口小栗外伝 明治14年l月 市川右団次ほ 道頓堀角の芝 木版墨摺 24.9x37.0 l枚 9881315 
(134) か 居

2 誠忠義士元禄歌舞伎 明治15年3月 市川小団次ほ 道頓堀角の芝 木版墨摺 25.0X36.8 l枚 9881316 
(135) /凱陣桃山霧/弥生 カ通 居

道中雛相宿

2 量り瀧口/雪月花/ (明治)午3月下 坂東竹次郎ほ 不詳 木版墨摺 25.0x36.6 l枚 9881317 
(136) 大功記 旬 カ通 -墨書

2 明羅仙台萩/梅川忠 明治時代 坂東竹次郎ほ 不詳 木版墨摺 25.1 X36.8 l枚 9881318 
(137) 兵衛/名木かさねも か -墨書

のかたり

2 近江源氏先陣館/寿 明治15年8月 実川八百蔵ほ 筑前博多 木版墨摺 25.1 x35.2 l枚 9881319 
(138) 式三番聖/晦月情実 カ通

不夜城

2 鏡山旧錦絵/苅萱桑 明治15年 実川八百蔵ほ 不詳 木版墨摺 23.4x37.0 l枚 9881320 
(139) 門筑紫口/妹背山婦 カミ

女庭訓

2 伽羅先代萩/五大力 明治15年 実川八百蔵ほ 不詳 木版墨摺 25.2x36.8 1枚 9881321 
(140) 恋繊 カ3

2 かなでほん忠臣くら 明治時代 尾上玉五郎ほ 不詳 木版墨摺 25.1 x36.8 l枚 9881322 
(141) カミ -墨書

2 加々見山鶴ヶ岡の段 (明治)年月不詳 橋大夫ほか 不詳 墨書 23.6x32.4 l枚 9881323 
(142) 他 15日

2 高根雪伊達実記 明治16年3月 中村駒之助ほ 不詳 木版墨摺 25.1 x36.8 l枚 9881324 
(143) カ通

2 傾城児雷也諒語/'L' 明治16年4月 実川延童ほか 不詳 木版墨摺 25.1 x36.6 l枚 9881325 
(144) 中天網嶋

2 伽羅先代萩/再大蔵 明治16年4月 中村福助ほか 筑前博多芝居 木版墨摺 25.1 x36.9 l枚 9881326 
(145) 聞の睦言

2 加賀見山旧錦絵/鎌 明治16年4月 中村福助ほか 筑前中洲永楽 木版墨摺 25.1 X37.5 l枚 9881327 
(146) 倉三代記/南口口粋 舎

2 菅原伝授手習鏡/阿 明治16年4月 中村福助ほか 筑前中洲永楽 木版墨摺 25.2x36.6 l枚 9881328 
(147) 波鳴戸/神霊矢口渡 舎

2 ーの谷撤軍記/忠臣 明治16年4月 中村福助ほか 筑前中洲永楽 木版墨摺 25.1 x36.6 l枚 9881329 
(148) 講釈/廓文章 舎

2 姫競双葉絵草紙/双 明治16年4月 中村福助ほか 筑前博多芝居 木版墨摺 25.2x36.7 l枚 9881330 
(149) 蝶々曲輸日記
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瞬入資料 10.番付

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 かるかや/新皿屋敷 明治16年6月 嵐三津丸ほか 博多教楽舎 木版墨摺 25.0X36.4 l枚 9881331 
(150) -墨書

2 豊年踊之番附(しまっ 明治16年8月24 印刷 25.3x20.3 l枚 9881332 

(151) や輿四郎他) 日

2 苅萱桑門筑紫口/妹 明治17年4月 中村駒之助ほ 筑前博多芝居 木版墨摺 25.2X36.8 l枚 9881333 
(152) 背の門松/和田合戦 か

女舞口

2 早首烏伊達実記 明治17年4月 中村駒之助ほ 筑前博多芝居 木版墨摺 25.0X36.7 l枚 9881334 
.1(153) カミ

2 (役者書上)先代萩/曽 明治時代 中村翫十郎ほ 不詳 木版墨摺 17.0X48.3 l枚 前後欠 9881335 
(154) 我対面他 カミ

2 豊年踊之番附(半間口 明治17年9月14不詳 不詳 木版墨摺 25.1 X20.4 l枚 9881336 
(155) 家持他) 日

2 仮名手本忠臣蔵 明治17年旧盆 早仕舞ほか 不詳 墨書 23.6x33.3 l枚 9881337 
(156) 

2 小栗判菅車海道 明治時代 片岡当日ほか 不詳 木版墨摺 25.0x36.7 l枚 9881338 
(157) -墨書

2 花川戸東錦太郎より 明治18年正月 実川琴糸ほか 教楽舎定小家 木版墨摺 24.1 x33.6 l枚 9881339 
(158) 大切口 -墨書

2 道中亀山/岸ノ姫松 明治18年正月 実川琴糸ほか 教楽舎定小家 木版墨摺 23.0x33.8 l枚 9881340 
(159) /お駒才太 -墨書

2 (新作テニハ狂言、茶 (明治)5月31日 祖来軒吉造ほ 博多教楽社 印刷 25.3 x 36.4 l枚 9881341 
(160) 番狂言、文人踊りの か

広告)

(番附) 明治時代 阪東小関ほか 不詳 墨書 25.1 x36.8 l枚 9881342 
(161) 

2 東京新聞今紫/狭間 明治18年11月 嵐三八ほか 博多教楽社 木版墨摺 25.2x37.0 l枚 9881343 
(162) 合戦 上旬 -墨書

2 宇和嶋騒動/大文字 明治18年5月 中村福助ほか 開裏町弁天座 木版墨摺 25.1 X36.4 l枚 9881344 
(163) 屋福助 -墨書

2 御堂前敵討迄/鎌倉 明治19年3月 中村梅三郎ほ 中須永楽社 木版墨摺 25.2x36.3 l枚 9881345 
(164) 三代記 カ通 -墨書

2 夢結蝶の鳥追/大塔 明治時代 市川右若ほか 不詳 木版墨摺 25.3x36.3 l枚 9881346 
(165) 宮旭鎧 -墨書

2 鬼一法眼三略巻/乳 明治19年3月中 市川小海老ほ 博多教楽舎 木版墨摺 25.2x36.3 l枚 9881347 
(166) 母あらそい奈須興市 旬 か -墨書

/開田川法界坊

2 忠臣蔵 明治19年6月 市川紅十郎ほ 福岡天神町 木版墨摺 24.5x33.7 l枚 9881348 
(167) カ‘ -墨書

2 (撃剣大会) 明治時代 千葉義八ほか 印刷 36.3X25.0 l枚 9881349 
(168) 

2 万国口流口口口/東 明治時代 岡本梅大来ほ 不詳 木版墨摺 25.2x36.7 l枚 9881350 
(169) 滞瑠璃新内 カs

2 再忠臣赤穂実録/世 明治19年11月 嵐三幸ほか 博多教楽舎 木版墨摺 24.0x36.5 l枚 9881351 
(170) 話料理八百屋献立 中旬 -墨書
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蹟入賞料 10.番付

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 蝶花形名歌嶋台 明治20年2月 中村瑠璃蔵ほ 博多教楽舎 木版暴摺 25.0x38.0 l枚 9881352 
(I7I) カ通 -墨書

2 実録おしゅん伝兵衛 明治20年2月 中村瑠稿蔵ほ 博多教楽舎 木版墨摺 24.9x35.6 l枚 9881353 
(172) か -墨書

2 実録佐野鹿蔵 明治20年3月中 三析源五郎ほ 筑前博多中洲 木版墨摺 25.3x34.0 l枚 9881354 
(173) 旬 か 永楽社

2 鏡山旧錦絵/彦山権 明治20年3月中 コ祈源五郎ほ 筑前博多中洲 木版墨摺 25.0x36.8 l枚 9881355 
(174) 現/娼妓誠花開夜桜 旬 カる 永楽社

2 橋供養究字文覚/姫 明治20年6月上 市川右団治ほ 筑前博多数楽 木版墨摺 25.2X36.6 l枚 9881356 
(175) 山姥 旬 カ通 社

2 伽羅先代萩/腕試覚 明治20年6月上 市川右団治ほ 筑前博多教楽 木版墨摺 25.2X37.5 l枚 9881357 
(176) 銀法 旬 カ通 社芝居

2 ひらがな盛衰記/お 明治20年6月上 市川右団治ほ 筑前博多教楽 木版墨摺 25.2x37.9 l枚 9881358 
(177) 岩稲荷四ツ谷本説 旬 カミ 社芝居

2 義民伝佐倉聞書 明治20年6月上 市川右団治ほ 筑前博多教楽 木版墨摺 25.1 X37.8 1枚 9881359 
(178) 旬 カ通 社芝居

2 加藤一代記 明治時代 橘右ヱ門ほか 不詳 色刷 20.0X26.6 l枚 団扇型 9881360 
(179) 番附

2 蘭佐追善俄 (明治)亥8月 吉井屋組ほカミ 教楽社 色刷 20.2x24.5 l枚 団扇型 9881361 
(180) 

2 桔梗之旗楊ケ/鐘の 明治21年5月 中村橋治郎ほ 博多中洲永楽 木版墨摺 25.1 x39.4 l枚 9881362 
(I8I) 咳今朝曙 カさ 干士 -墨書

2 実録曽我物語 明治20年3月 中村友治郎ほ 博多教楽社 木版墨摺 25.0x36.7 l枚 9881363 
(182) カ通 -墨書

2 伊達大木戸/俊寛嶋 明治21年II月 中村芝太郎ほ 永楽社 木版皐摺 25.1 x37.8 l枚 9881364 
(183) ノ段/雪月花 カミ -墨書

2 尼子十勇士更科武勇 明治時代 市川瀧之助ほ 不詳 印刷 23.1 x41.0 l枚 9881365 
(184) 伝/恋飛脚大和往来 カ通

2 貯金法広告(新工夫炊 明治時代 印刷 25.1 X36.3 l枚 伊藤亀 9881366 
(185) 飯法) 之輔著

2 恋女房染分手綱/地 明治時代 中村谷三郎ほ 不詳 木版墨摺 24.4x35.1 l枚 9881367 
(186) 震加藤桃山謬 カ通 -墨書

2 加賀見山旧錦絵/若 明治22年6月 実川八百蔵ほ 筑前博多教楽 木版墨摺 24.9x39.2 l枚 9881368 
(187) 木仇名草 カ通 社劇場

2 妹背山婦女庭訪11/晦 明治22年6月 実川八百蔵ほ 筑前博多教楽 木版墨摺 25.0x37.3 l枚 9881369 
(188) 月情実品客城 カミ 社劇場

2 双蝶長吉長五郎/い 明治時代 片岡稲丸ほか 不詳 印刷・墨 25.0 X46.2 l枚 9881370 
(189) ろは耕介/善光寺由 書

来

2 勧善懲悪孝子の誉/ 明治時代 中村駒治郎ほ 不詳 印刷 24.4X41.0 i枚 9881371 
(190) 安宅勧進帳/源平咲 カ=

分けつつじ

2 未来出来事噂の女丈 明治時代 角藤定憲ほか 博多教楽社 印刷 20.9X31.7 l枚 9881372 
(191) 夫
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踊入資料 10.番付

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 吾妻魁口波戦記/白 明治時代 嵐二次郎ほか 不詳 木版墨摺 24.9x36.2 l枚 前欠 9881373 
(192) 波五人男 -墨書

2 定助ノ権八/近江源 明治時代 市川右団治ほ 不詳 木版墨掴 24.8x36.2 l枚 9881374 
(193) 氏/大蔵卿/吉野山 カョ -墨書

2 櫛利追善俄 明治時代 椛屋組ほか 教楽舎 色刷 18.6x26.3 l枚 団扇型 9881375 
(194) 番附

2 若緑二葉松 明治24年2月 嵐伊=郎ほか 筑前博多金屋 印刷 25.0x36.2 l枚 9881376 
(195) 小路教楽舎

2 加賀見山旧錦絵/教 明治23年3月 三析源五郎ほ 筑前博多教楽 木版墨摺 24.9x36.2 l枚 9881377 
(196) 訓開化節用 カs 舎

2 大物船櫓義経実記/ 明治時代 中村福=郎ほ 不詳 印刷・墨 24.3x36.2 l枚 9881378 
(197) 覚之昇者男之立引腕 か 書

ノ喜三郎

2 菅原伝授手習鑑/心 明治24年6月 中村雁治郎ほ 筑前博多教楽 木版墨掴 23.8x36.7 l枚 9881379 
(198) 中天網島/滑稽膝栗 カ・ 舎

毛

2 島千鳥月の白浪/吾 明治25年|日9月 市川家若ほか 博多教楽社 木版墨摺 23.6x38.1 l枚 9881380 
(199) 妻紀聞花の八橋 -墨書

2 塩原大介経済鑑/左 明治時代 山村右内匠ほ 教楽舎 印刷・墨 23.8x40.0 l枚 9881381 
(200) 甚五郎 カ= 書

2 俄 明治時代 色刷 18.2x20.2 l枚 団扇型 9881382 
(201) 

2 寿式三番受/嶋衛朝 明治26年5月 中村福助ほか 筑前博多中洲 木版墨摺 25.5x39.5 l枚 9881383 
(202) 日曙/御所桜堀川夜 永楽社

討

2 妹背山婦女庭訓/芦 明治26年5月 中村福助ほか 不詳 木版墨摺 25.6x38.6 l枚 9881384 
(203) 屋道満大内鑑

2 橋供養党字ノ文字/ (明治')I日3月 市川家若ほか 博多教楽社 木版墨摺 25.6x37.9 l枚 9881385 
(204) 桜万次嫁入小袖 -墨書

2 力士の誉有馬化猫 (明治')I日4月 市川家若ほか 博多教楽社 木版墨摺 25.3X37.6 l枚 9881386 
(205) -墨書

2 鎖港援夷後日需/備 明治26年6月18 川上音二郎ほ 博多教楽社 印刷 25.2x37.3 l枚 9881387 
(206) 後二郎 日 カ3

2 鏡山旧錦絵/誠忠録 明治30年4月 中村駒之助ほ 博多東中洲町 印刷 25.5X45.0 l枚 9881388 
(207) 誉礎 カ3 栄楽座

2 蝶千鳥按場瞬衣/恋 明治27年4月 中村時蔵ほか 筑前博多教楽 木版墨掴 25.5X41.8 l枚 9881389 
(208) 飛脚大和往来 社

2 神霊菅原道実記/六 明治23年10月 嵐三五郎ほか 不詳 木版墨摺 25.4x39.5 l枚 9881390 
(209) 歌仙

2 勧善懲悪孝子誉/置 明治26年10月 市川小紅ほか 博多教楽社 木版墨摺 25.5x39.0 l枚 9881391 
(210) 土産今織上布

2 嵯峨奥妖猫奇談/奥 明治27年4月 中村時蔵ほか 筑前博多教楽 木版墨摺 25.6X42.0 l枚 9881392 
(211) 州安達原 社
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蹟入資料 10.番付 11.双六

番号 演 目 時代 演者 興行場所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 高根雪伊達実記/引 明治30年4月 中村駒之助ほ 博多束中洲栄 印刷 26.0X47.6 l枚 9881393 
(212) 被だんまわり/碁太 カs 楽座

平記白石噺

2 名産秋田ふき/義経 明治30年5月 中村福助ほか 博多教楽社 印刷 29.0X46.8 l枚 9881394 
(213) 千本桜

2 蝶千鳥曽我実録/国 明治30年5月 中村福助ほか 博多教楽社 印刷 28.5X45.7 l枚 9881395 
(214) 靴娘笈摺

2 妹背山婦女庭訓/近 明治30年5月 中村福助ほか 博多教楽社 印刷 27.6x44.5 l枚 9881396 
(215) 江源氏先陣館/麗屋

道満大内鑑

3 芝居番付

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 正劇祖国/喜劇新オセ 明治39年9月23日開幕 川上音二郎一座御園座 印刷 47.2x63.8 l枚 9881397 
ロ

4 義士伝 大正14年5月11日開幕 博多東町大博劇場松竹 印刷 51.3X72.5 l枚 9881398 
合名社印刷部印行

5 東西合同歌舞伎市川右 昭和9年5月11日開場 大博劇場 印刷 44.2X61.4 l枚 9881399 
団次一座

6 東西合同歌舞伎市川右 年不詳5月16日開演 大博劇場 印刷 26.6x37.7 l枚
団次一座

11.双六

〈資料内訳〉双六…...・ H ・..…...・ H ・..……49件49点

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

東尽開化名所寿語 明治11年9月25日 画工永島辰五郎(歌 木版色摺 48.6 x 71.5 l点 9881401 
録 属 川芳虎) 津田源七

出版

2 新日本歴史双六 明治23年l月3日 東雲新聞社発行 印刷 53.0x79.8 し点 東雲新聞第557号 9881402 
第i号付録

3 少女年中行事双六 明治42年l月l日 博文館発行 色刷 78.5x52.6 l点 少女世界第4巻第l9881403 
号付録

4 日英博覧会見物 明治43年l月l日 楚人冠・薮埜椋十立 色刷 54.4x79.1 l点 東京朝日新聞第 9881404 
世界一周双六 案中村不折作画 8397号付録

前田黙鳳題字東京
朝日新聞社

5 家族旅行日本名所 明治44年1月1日発 実業之日本社発行 色刷 54.7 x 77.2 l点 婦人世界第6巻第l9881405 
双六 ff 号新年付録

6 花咲き双六 明治45年1月l日発 少女の友編輯局考案 色刷 54.3x79.0 l点 少女の友第5巻第l9881406 
行 川端龍子画実業之 号付録

日本社発行
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踊入資料 11.双六

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

7 大正少年双六 大正元年12月15日 小波案二郎画博 色刷 54.7 x 79.1 l点 少年世界第19巻第 9881407 
納本 文館発行 l号付録

8 大正少女すごろく 大正3年1月1日発 巌谷小波案太田三 色刷 55.3x79.1 l点 少女世界第9巻第l9881408 
行 郎・渡辺文子・吉田 号付録

秋光合作博文鎮発

行

9 家庭教育双六 大正4年l月l日 川端龍子画実業之 色刷 54.5x78.3 l点 婦人世界第10巻第 9881409 
日本社発行 l号新年付録

10 スゴロクアソピボ 大正4年12月5日納 小波案柳=画博 色刷 39.3x54.5 l点 幼年商報第11巻第 9881410 
クノオウチ 本 文館発行 l号付録

11 運動会双六 大正4年12月5日納 久米修二画 コドモ 色刷 47.2x63.7 l点 コドモ第3巻第l号 9881411 
本 社発行 付録

12 新案竜宮オミアゲ 大正4年12月10日 小波案 勘一画博 色刷 39.5X54.0 l点 幼年世界第6巻第l9881412 
双六 納本 文館発行 号付録

13 少年活動双六 大正5年12月12日 小 波案林風画博 色刷 53.5 x 78.8 l点 少年世界第23巻第 9881413 
納本 文館発行 1号付録

14 家庭十二ヶ月双六 大正5年l月l日発 明石精一画実業之 色刷 53.7x77.4 l点 婦人世界第11巻第 9881414 
行 日本社発行 l号付録

15 幼女あそび双六 大正7年l月l日発 本田庄太郎筆小学 色刷 46.2X63.1 l点 幼女号第l年第l号 9881415 
fT 新報社発行 付録

16 家庭関連双六 大正7年1月l日 羽仁もと子案君島 色刷 54.7X77.7 l点 婦人之友第12巻l 9881416 
柳三画婦人之友社 号付録
発行

17 少女大好き双六 大正7年12月5日納 吉田秋光・広島新太 色刷 54.3x78.3 l点 少女第73号付録 9881417 
本 郎合作時事新報社

発行

18 幼年歴史双六 大正8年1月1日発 細木原青起・黒崎秋 色刷 54.5x39.3 l点 幼年男子の友第2 9881418 
fT 哉合作学習社発行 巻第l号付録

19 活動ポンチ双六 大正8年l月l日 巌谷小波・新井弘城 色刷 54.4X39.0 l点 幼年画報第14巻第 9881419 
案本田庄太郎画 l号付録
博文館発行

20 動物ポンチ双六 大正9年l月l日発 巌谷小波・新井弘城 色刷 54.4x39.8 l点 幼年世界第10巻第 9881420 
行 案清水勘一画博 l号付録

文館発行

21 りゅうぐうじよう 大正9年l月l日発 安田夢花案河畠穂 色刷 39.7X54.7 l点 幼年の友第12巻第 9881421 
りょこう双六 行 波画 l号新年付録

22 大正滑稽道中双六 大正10年l月l日発 編輯局案中野修二 色刷 54.5X78.8 l点 日本少年第16巻第 9881422 
fI 画実業之日本社発 l号付録

fI 

23 オトギ双六 大正10年12月5日 幼年世界編輯部案 色刷 39.3X54.4 l点 幼年世界第7巻第l9881423 
納本 号付録

24 ノリモノスゴロク 大正11年l月l日発 編輯局案鈴木武画 色刷 39.2X55.3 l点 日本幼年第8巻第l9881424 
行 東京社発行 号付録

25 四季の花遊び双六 大正11年l月l日発 津田茂画 ヨウネン 色刷 39.2x54.5 l点 幼女の園新年号付 9881425 
行 社発行 録
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購入資料 11.双六

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

26 花子十一ヶ月双六 大正11年l月l日発 原掬水案星川清雄 色刷 54.7X78.9 1 )点 小学女生第4巻第l9881426 
行 画実業之日本社発 号付録

行

27 新子供童話スゴロ 大正12年l月!日発 津田茂画 色刷 55.0x39.6 l点 新子供第8巻第l号 9881427 
ク 11' 付録

28 お客様双六 大正12年l月l日発 編輯局案本田庄太 色刷 55.0x79.5 l点 コドモノクニ新年 9881428 
行 郎画東京社発行 号付録

29 少女福運双六 大正12年l月l日発 少女の友編輯部案 色刷 55.3x79.2 1)点 少女の友第16巻第 9881429 
行 林唯一画実業之日 l号付録

本社発行

30 学習スゴロク 大正13年l月1日 奥野庄太郎案竹津 色刷 55.1 x79.3 l点 学習(I年、 2年、 39881430 
辻郎絵 年、 4年)1月号付録

31 世界一周飛行すご 大正14年1月l日発 不詳 色刷 54.3x78.0 l点 コドモアサヒ第3 9881431 
--L. 

行 巻第l号付録/、

32 新東京名所巡り競 大正14年l月l日発 キング編輯局案浅 色刷 55.4X75.2 l点 キング第l巻第l号 9881432 
争双六 行 野薫画大日本雄弁 付録

会講談社発行

33 訪欧大飛行記念飛 大正14年12月10日 大阪朝日新聞社 色刷 54.5X79.0 l点 大阪朝日新聞第 9881433 
行双六 15818号付録

34 世界早廻飛行競争 昭和3年l月l日発 日本少年編輯局考案 色刷 54.8x78.3 l点 日本少年第23巻第 9881434 
双六 11' 林唯一絵実業之日 l号付録裏面は

本社発行 太平洋上大海戦双
←L. 
ノ、

35 中国九州旅行双六 昭和4年l月l日 佐賀毎日新聞 色刷 79.3X54.7 l 点 佐賀毎日新聞第 9881435 
13932号付録

36 少女花とりスポー 昭和5年l月l日発 少女の友編輯部案 色刷 79.5X54.5 l点 少女の友第23巻第 9881436 
ツ双六 行 砂川星路画実業之 l号付録裏面は

日本社発行 少女ジャンケン陣

取り双六

37 少女ベビーゴルフ 昭和7年l月l日発 林唯一・加藤まさを 色刷 54.6X79.3 l点 少女の友第25巻第 9881437 
双六 行 -中野修二・深谷美 l号付録

保子合作少女の友
編輯局案実業之日
本社発行

38 ウンドウ双六 昭和7年l月l日発 細木原青起画学習 色刷 54.5x79.0 l点 男子の友第15号第 9881438 
行 社発行 l号付録

39 防火双六 昭和10年6月 大日本防火思想振興 色刷 64.1 x94.5 l点 袋っき 9881439 
ぷ-4』3t 

40 新版モダーン弥次 昭和11年12月5日 東京コドモ絵本研究 色刷 79.1 x 108.3 l点 袋っき 9881440 
喜多双六 発行 会版権所有金井信

生堂発行

41 勇マシイ兵隊双六 昭和14年l月l日 学習指導研究会案 色刷 53.9 x 77.5 l点 セウガクl年生第 9881441 
中村杢助画小学館 14巻第13号(正月
発行 号)付録

42 日満支一巡交通双 昭和15年l月l日 小学館 色刷 51.9X77.0 l点 9881442 
-ノL.、

43 ゆめの国のりもの 昭和24年l月l日発 新井五郎案・画 色刷 37.2x52.3 l点 小学二年第4巻第l9881443 
双六 行 号裏面はかけざ

んゲーム
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購入資料 11.双六 12.その他

番号 名 称 時 代 作 者

44 おとぎのくにめぐ 昭和27年l月l日発 はらやすお案・画
りすごろく 行 プレイメート社発行

45 のりものすごろく 昭和28年l月l日発 学習研究社発行
行

46 おとぎの国双六 昭和29年l月l日発 与田準一案谷俊彦
行 絵

47 ワンワンお手柄双 不詳 横山美智子案武谷
-/i、- 芳穂画キンノツノ

社発行

48 夢の国大冒険 不詳 不詳

49 スピード双六 昭和時代 東海銀行

12.その他

〈資料内訳)1 新聞…・・…・…...・ H ・.....・ H ・-… H ・H ・....12件12点

1 新聞

番号 名 称、 時 1~ 作 者

筑紫新聞第12号 明治10年4月28日 弘聞社

2 筑紫新聞第13号 明治10年5月l日 弘聞社

3 筑紫新聞第14号 明治叩年5月4日 弘聞社

4 筑紫新聞第16号 明治10年5月10日 弘聞社

5 筑紫新聞第17号 明治10年5月13日 弘聞社

6 筑紫新聞第18号 明治10年5月16日 弘聞社

7 筑紫新聞第19号 明治10年5月19日 弘聞社

8 筑紫新聞第20号 明治10年5月23日 弘聞社

9 筑紫新聞第21号 明治10年5月25日 弘聞社

10 筑紫新聞第22号 明治10年5月28日 弘聞社

11 筑紫新聞第23号 明治10年6月l日 弘聞社

12 西日本新聞 昭和20年3月21日 西日本新聞社
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品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

色刷 60.8X89.5 l点 ぎんのすずーねん 9881444 
のとも新年号付録
裏面はピポンゲー
ム、スキーゲーム

色刷 54.5X79.8 l点 三年の学習第7巻 9881445 
第10号正月号付録
裏面はさんすうす
ごろく

色刷 51.9X74.8 l点 家の光第30巻第l 9881446 
号付録裏面は
「やきゅうゲームj

色刷 39.5X55.2 l点 日本の子供第8巻 9881447 
第l号特別付録

色刷 29.8X42.0 l点 9881448 

色刷 26.8X37.9 l点 東京タワー、近く 9881449 
復旧の名古屋城、
特急こだま号、ス
ブートニク等

2 その他…………・・……………………. 3件 4点

〈総計) 15件16点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

印刷書綴 18.9x 13.2 l部 8丁 9881450 

印刷書綴 18.9x 13.2 l部 8丁 9881451 

印刷書綴 18.9x 13.2 l部 8丁 9881452 

印刷書綴 18.9x 13.2 l部 8丁 9881453 

印刷書綴 18.9X 13.2 l部 8丁 9881454 

印刷書綴 18.9X 13.2 l部 8丁 9881455 

印 刷 書 綴 18.9X 13.2 l部 8丁 9881456 

印 刷 書 綴 18.9XI3，2 l部 8丁 9881457 

印 刷 書 綴 18，9X 13.2 l部 8丁 9881458 

印 刷 書 綴 18.9x 13.2 l部 8T 9881459 

印 刷 書 綴 18.8x 13.2 l部 8丁 9881460 

印刷 54.6x40.3 l部 9881461 



購入資料 12.その他

2 その他

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

13 第5囲内国勧業 明治36年3月31日 金港堂書籍株式会社 印刷 15.7X23.2 l組 11枚入り 9881462 
博覧会紀念写真 袋入り

14 愛国イロハカル 昭和18年12月10日 社団法人日本少国民文化協 色刷 5.5 x 3.8 l組 箱入り 9881463 
タ 発行 会制定財団法人日本玩具

統制協会発行

15 福岡県進駐軍功 1948年 FUKUOKA M1LlTARY 印刷 25.1XI9.1 2点 9881464 
績認定証 GO四則MENTT臥Mより 一部ぺン書 25.0X 18.1 ~1465 

Akamatsu Futajiあて
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旧吉川観方コレクション

〈資料内訳)1 鏡類...・ H ・..……...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..110件110点

1 鏡頬

番号 名称 時 代 作者(銘) 品質

鏡 室町時代 鋼

2 鏡 室町時代 鋼

3 鏡 桃山時代 鋼

4 鏡 近代ヵ 銅

5 鏡 室町時代 鋼

6 鏡 江戸時代 天下一行阿弥 銅

7 鏡 江戸時代 天下一薩摩 鋼

8 鏡 不詳 鋼

9 鏡 江戸時代 鋼

10 鏡 江戸時代 銅

11 鏡 桃山時代 銅

12 鏡 鎌倉時代ヵ 銅

13 鏡 江戸時代 銅

14 鏡 江戸時代 銅

15 鏡 近代 銅

16 鏡 近代 銅

17 鏡 昭和時代 銅

18 八稜競 近代 銅

19 柄鏡 江戸時代 植村河内守 銅

20 柄鏡 江戸時代 植村河内守藤原吉長 銅

21 柄鏡 江戸時代 天下一藤原作伊 銅

22 柄鏡 江戸時代 天下一伊賀守 銅

23 柄鏡 江戸時代 天下一人見作 銅

24 柄鏡 江戸時代 天下一小林重忠作 銅

25 柄鏡 江戸時代 天下一松村因幡守 鋼

26 柄鏡 江戸時代 大工藤原吉重 銅

27 柄鏡 江戸時代 天下一松村因幡守 銅
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2 万装具・…...・ H ・........・ H ・-…………102件102点

〈総計)212件212点

法量 員数 備考 備品番号

径8.9 厚0.8 l面 松と屋敷に双鳥文 93B6280 

径10.0 厚0.8 l面 松藤に双鳥文 93B6281 

径8.3 厚1.0 l面 松に双鳥文 93B6282 

径9.1 厚0.5 l面 草花双鳥文 93B6283 

径8.7 厚0.7 l面 松に双鳥文 93B6284 

径11.6 厚1.7 l面 松竹鶴亀文 93B6285 

径12.3 厚1.6 l面 松竹鶴亀文 9386286 

径10.8 厚0.5 l面 菊に鳥文 93B6287 

径11.5 厚1.0 l面 岩松に双鳥文 9386288 

径11.8 厚1.3 l薗 扇散しに鶴亀文 9386289 

径11.3 厚0.9 l面 花菱亀甲地に鶴亀文 9386290 

径11.3 厚0.6 l薗 菊花に鳥文表に奉納 93B6291 
銘あり

径11.5 厚0.3 l面 葵葉文、鏡袋っき 93B6292 

径21.7 厚1.0 l面 鏡箱っき 9386293 

径23.5 厚1.0 l面 八稜に草花飛鳥文 9386294 

径23.9 厚0.5 l面 無文 9386295 

径8.5 厚0.8 l面 カモメ文箱に『京都 9386296 
府開庁百年記念n昭和
四十三年六月十九日京
都府知事婚川虎三Jお
よぴ落款「直行J・印あ

り

径14.5 厚0.5 l面 無文 9386297 

縦34.8 横23.7 l面 牡丹丸文、鏡箱っき 93B6298 

縦41.5 横30.3 l面 松竹鶴亀文 9386299 

縦28.0 横18.3 l面 唐子に虎図 93B6300 

縦28.0 横18.1 l面 紅葉に鹿図、鏡袋っき 9386301 

縦27.0 横16.8 l面 竹に虎図、鏡袋っき 9386302 

縦28.9 横18.1 l面 業平東下り図 93B6303 

縦24.9 横15.3 l面 柘欄文 93B6304 

縦25.4横15.4 l面 三つ巴文 93B6305 

縦24.9 横15.3 l面 亀甲繋ぎ文 9386306 



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名称 時 代 作者(銘) 品質 法量 員数 備考 備品番号

28 柄鏡 江戸時代 天下一藤原金義 銅 縦25.2 横15.5 l面 栗木に猿図 9386307 

29 柄鏡 江戸時代 天下一藤原作 銅 縦24.8 横15.0 l面 菖蒲図 9386308 

30 柄鏡 江戸時代 天下一藤原 銅 縦24.8 横15.0 l面 I天下一j銘抹消 9386309 

31 柄鏡 江戸時代 天下一薩摩守 銅 縦23.7 横13.7 l面 鴛鴬図 9386310 

32 柄鏡 江戸時代 天下一藤原吉重 銅 縦24.7 横15.2 l面 花篭図 9386311 

33 柄鏡 江戸時代 天下一薩摩守 銅 縦23.6 横13.7 l面 紅葉に鹿図 9386312 

34 柄鏡 江戸時代 藤原周重 銅 縦23.8 横14.6 l面 桐に鳳風図 9386313 

35 柄鏡 江戸時代 藤原光長 銅 縦23.9 横14.8 l面 宝尽し文 9386314 

36 柄鏡 江戸時代 天下一播磨守吉重 銅 縦23.8 横13.8 l面 水辺に鷺図 9386315 

37 柄鏡 江戸時代 天下一藤原重冨作 銅 縦25.6 横15.1 l面 桧垣に牡丹図 9386316 

38 柄鏡 江戸時代 天下一藤原重義 銅 縦24.3 横14.9 l面 菊に鶴丸文 9386317 

39 柄鏡 江戸時代 天下一吉村光正 銅 縦24.9 横15.2 l面 扇文 9386318 

40 柄鏡 江戸時代 天下一人見 銅 縦25.1 横15.3 l面 水辺に小鳥図 9386319 

41 柄競 江戸時代 天下一但馬 銅 縦22.4 横12.2 l面 岩竹に飛鶴図 9386320 

42 柄鏡 江戸時代 天下一富田山城守 銅 縦21.3 横12.2 l面 梅に鴛図 9386321 

43 柄鏡 江戸時代 天下一土佐大口 銅 縦21.4 横11.5 l面 柳に鷺図 9386322 

44 柄鏡 桃山時代 天下一若狭 銅 縦25.6 横11.6 l面 霞地に丸文 9386323 

45 柄鏡 江戸時代 天下一因幡守 銅 縦20.5 横山田9 l面 笹葉地に竹図 9386324 

46 柄鏡 江戸時代 天下一 鋼 縦20.6 横11.4 l面 松竹鶴亀文 9386325 

47 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦20.0 横10.5 l面 花菱地に丸文

48 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦20.7 横10.7 l面 島台図 9386327 

49 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦20.0 横10.7 l面 桐地に菊花文 9386328 

50 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦19.7 横10.6 l面 島台図 9386329 

51 柄鏡 江戸時代 天下一但馬守 銅 縦18目9 横9.8 l面 書院図鏡袋っき 9386330 

52 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦20.7 横10.7 l面 梅に鴛図 9386331 

53 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦19.9 横10.5 l面 美保の松原図 9386332 

54 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦20.7 横9.8 l面 松竹鶴亀桐文 9386333 

55 柄鏡 江戸時代 天下一口口口守 銅 縦20.3 横9.7 l面 花菱亀甲文 9386334 

56 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦20.2 横10.7 l面 岩松に猿図 9386335 

57 柄鏡 江戸時代 銅 縦20.9 横10.5 l商 松竹梅菊鶴亀文 9386336 

58 柄鏡 江戸時代 天下一藤原作 銅 縦18.8 横10.3 l面 松に馬図 9386337 

59 柄鏡 江戸時代 天下一若狭 銅 縦20.2 横9.8 l面 橘木図 9386338 

60 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦19.6 横9.7 l面 鶏図 9386339 
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61 柄鏡 桃山時代 車問 縦18.9 横9.8 l面 鶴亀文 「久一n親J銘 9386340 

62 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦19.5 横9.6 l面 帆懸松図 柄に綴を巻 9386341 
く

63 柄鏡 江戸時代 天下一 鋼 縦18.9 横9.2 11面 鶴亀に桐文 9386342 

64 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦17.6 横9.0 l面 美保の松原図 9386343 

65 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦16.9 横8.9 l面 紅葉に鹿図 9386344 

66 柄鏡 江戸時代 天下一 銅 縦18.6 横9.2 l面 松竹鶴亀文 9386345 

67 柄鏡 江戸時代 天下一作 車問 縦17.5 横9.0 l 商 草花園 9386346 

68 柄鏡 江戸時代 山港河内大捻重房 自同 縦13.9 横7.4 l面 丸に巴、丸に柏葉文 9386347 
(方形)

69 柄鏡 江戸時代 天下一森田武蔵守吉 銅 縦17.8 横7.6 l面 花文、扇面文 9386348 
(方形) 次

70 方鏡 江戸時代 天下一長右 銅 縦8.9 横8.9 1面 菊花文 9386349 

71 方鏡 江戸時代 人見和泉守重次 銅 縦18.0 横7.7 l面 南天図 9386350 

72 方鏡 江戸時代 車問 縦14.7 横8.5 l面 扇に丸文、「本」字など 9386351 

73 方鏡 江戸時代 天下一 S同 縦5.3 横8.3 l面 蓬莱山図 9386352 

74 方鏡 江戸時代 光政 S同 縦7.3 横4.9 l面 梅竹に振袖 9386353 

75 方鏡 江戸時代 天下一 鋼 縦5.2 横7.9 l面 宇治川合戦図 9386354 

76 方鏡 江戸時代 岸本吉孝 銅 縦8.8 横5.6 l面 流水図 9386355 

77 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.9 横9.0 l面 扇文 9386356 

78 方鏡 江戸時代 天下一口伊豆守吉重 銅 縦5.5 横8.5 l面 美保の松原図 93B6357 

79 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.5 横7.9 l面 蓬莱山図 9386358 

80 方鏡 江戸時代 天下一作 銅 縦5.1 横8.5 l面 松葉文に楼閣山水図 9386359 

81 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦6.0 横9.1 l面 桜花文に和歌 9386360 

82 方鏡 江戸時代 銅 縦8.8 横5.7 l面 和歌 9386361 

83 方鏡 江戸時代 銅 縦8.7 横5.6 l面 歌仙絵 9386362 

84 方鏡 江戸時代 銅 縦8.7 横5.6 l面 歌仙絵 9386363 

85 方鏡 江戸時代 銅 縦8.7 横5.6 l面 歌仙絵 64と同じ図柄 9386364 

86 方鏡 江戸時代 銅 縦8.8 横5.7 l面 歌仙絵 9386365 

87 方鏡 江戸時代 銅 縦8.7 横5.6 l面 歌仙絵 9386366 

88 方鏡 江戸時代 銅 縦8.6 横5.6 l両 歌仙絵 9386367 

89 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.7 横8.5 l面 虎の子渡し図 9386368 

90 方鏡 江戸時代 天下一森之小伝 銅 縦5.8 横8.6 l面 雲取り目菱丸に一文 9386369 
次 字

91 方鏡 江戸時代 銅 縦7.8 横5.3 l 商 五獄真形文 9386370 
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92 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.9 横8.6 l面 霞地に梅図 9386371 

93 方鏡 江戸時代 松村因幡守重義 銅 縦8.8 横5.9 l面 南天図 9386372 

94 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.8 横8.6 l面 水柳に雁図 9386373 

95 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.6 横8.4 l面 丸に桔梗文 9386374 

96 方競 江戸時代 天下一前原作 銅 縦6.0 横4.0 l面 和歌 9386375 

97 方鏡 江戸時代 上崎和泉藤原久共 銅 縦9.0 横6.0 l面 梅に鴬図 9386376 

98 方鏡 江戸時代 松岡豊前守吉次 銅 縦8.9 横5.9 l面 岩に竹図 9386377 

99 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦6.0 横8.8 l面 高砂図 9386378 

100 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦6.9 横10.2 l面 張良沓拾い図 9386379 

101 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.5 横8.6 l面 虫聞き図 9386380 

102 方鏡 江戸時代 天下一作 銅 縦5.7 横8.6 l面 布袋図 9386381 

103 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦6.2 横9.0 l面 張良沓拾い図 9386382 

104 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦6.0 横8.7 l面 八橋図 9386383 

105 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦7.1 横10.2 l面 宇治川合戦図 9386384 

106 方鏡 江戸時代 天下一 鋼 縦5.4横8.5 l面 鯖蛤取り図 9386385 

107 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦8.7 横6.1 l面 亀甲地に桃図 9386386 

108 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦7.0 横10.0 l面 宇治川合戦図 9386387 

109 方鏡 江戸時代 青 銅 縦7.8 横6.4 l面 桜に短冊文 9386388 

110 方鏡 江戸時代 天下一 銅 縦5.8 横8.5 l面 霞地に蝶文 9386389 

2 万装具

番号 名称 時 代 作者(銘) 品質 法量 員数 備考 備品番号

111 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦7.8 横7.5 l枚 沙綾形文に九曜と桜文 9386390 

112 万鍔 江戸時代 銅象依 縦6.5 横5.8 l枚 三日月に岩図 9386391 

113 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.5 横7.5 l枚 宝船図透し 9386392 

114 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦8.0 横7.7 l枚 山水人物図 9386393 

115 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦6.8 横6.6 l枚 巴文 9386394 

116 万鍔 江戸時代 事象州松山住正阿弥森 鉄象猷 縦8.3 横7.8 l枚 月に薄図 9386395 
口

117 万鍔 江戸時代 正阿弥吉久 鉄透彫 縦7.6 横7.6 l枚 隅切角形 9386396 
象依

118 万鍔 江戸時代 長陽萩住明珍信家 銅 縦8.1 横7.5 l枚 幽霊園 9386397 

119 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.2 横8.2 l枚 扇繋ぎ文透し 9386398 
象依
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120 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.3 横7.2 l枚 団崩文透し 93B6399 

121 万鍔 江戸時代 乗久 鉄 縦9.1横8.8 l枚 月に狸図 93B6400 

122 万鍔 江戸時代 鉄 縦6.2 横6.3 1枚 桜花形 93B6401 

123 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦6.8 横6.8 l枚 花文透し 93B6402 

124 刀鍔 江戸時代 鉄象依 縦6.5 横6.1 l枚 桜花文 93B6403 

125 万鍔 江戸時代 鉄象般 縦7.1 横6.9 l枚 秋草に鹿図 93B6404 

126 万鍔 江戸時代 銅象依 縦5.5 横4.2 l枚 菊に萩図 93B6405 

127 万鍔 江戸時代 銅象依 縦5.4横3.8 l枚 分銅形、桜に九曜文 93B6406 

128 万鍔 江戸時代 石黒政明(花押) 銅 縦8.6 横7.9 l枚 柳図 93B6407 

129 万鍔 江戸時代 埋忠 鉄象蔽 縦8.2 横7.8 l枚 簸に精図 93B6408 

130 万鍔 江戸時代 信家 鉄 縦5.8 横5.1 l枚 蔦図 93B6409 

131 万鍔 江戸時代 銅象依 縦6.8 横6.1 l枚 花篭図 93B6410 

132 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.1 横6.7 l枚 市女笠文透し 93B6411 

133 万鍔 江戸時代 信家 鉄 縦6.9 横6.4 l枚 唐草文 93B6412 

134 万鍔 江戸時代 二子山住則亮作 鉄 縦7.1 横6.7 l枚 瀧に菊図 93B6413 

135 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦6.7 横6.4 l枚 宝船図 93B6414 

136 万鍔 江戸時代 鉄 縦7.7 横7.3 l枚 木瓜形 93B6415 

137 万鍔 江戸時代 鉄 縦8.5 横8.5 l枚 木瓜形 93B6416 

138 万鍔 江戸時代 鉄 縦8.3 横8.1 l枚 変り十字形 93B6417 

139 刀鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.6 横7.4 l枚 角窓に松皮菱透し 93B6418 
象依

140 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦7.3 横7.2 l枚 川辺図 93B6419 

141 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦8.3 横8.3 l枚 十字透し 93B6420 

142 万鍔 江戸時代 銅 縦8.7 横8.3 l枚 撫角形 93B6421 

143 万鍔 江戸時代 鉄 縦8.4横7.8 l枚 木瓜形 93B6422 

144 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.9 横7.9 l枚 菊花透し 93B6423 

145 万鍔 江戸時代 鉄象骸 縦8.0 横7.5 l枚 変り木瓜形猪目象依 93B6424 

146 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦8.1横7.6 l枚 扇面透し 93B6425 

147 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.8 横7.8 l枚 花文透し 93B6426 

148 万鍔 江戸時代 鉄 縦8.5 横8.5 l枚 木瓜形 93B6427 

149 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.3 横8.0 l枚 桐葉に蝶文透し 93B6428 

150 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.9 横7.9 l枚 松皮菱に若葉文透し 93B6429 

151 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.1 横7.1 l枚 雁金輸透し 93B6430 

. 
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152 万鍔 江戸時代 鉄 縦7.7 横7.3 l枚 八ッ木瓜形 9386431 

153 万鍔 江戸時代 真録 縦7.6 横7.3 l枚 十字木瓜形 9386432 

154 万鍔- 江戸時代 鉄透彫 縦7.1 横7.1 l枚 菊花半透し 9386433 

155 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.0 横6.9 l枚 菊水透し 9386434 

156 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.7 横7.3 l枚 桐花透し 9386435 

157 万鍔 江戸時代 鉄 縦8.4横8.0 l枚 木瓜形彫込 9386436 

158 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.1 横8.0 I枚 唐草透し 9386437 

159 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.1 横8.0 l枚 藤花透し 9386438 

160 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦6.3 横6.3 l枚 輪違い透し 9386439 

161 刀鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.4横7.9 l枚 蛸蛤文透し 9386440 

162 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.6 横7.4 1枚 唐草透し 9386441 

163 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦8.1 横8.2 l枚 八橋図 9386442 

164 万鍔 江戸時代 江府住並寿 鉄透彫 縦7.3 横7.0 i枚 葡萄図 9386443 

165 万鍔 江戸時代 鉄 縦11.2横10.0 l枚 雲形井筒文散し 9386444 

166 万鍔 江戸時代 長州住権之進作 鉄透彫 縦7.4横7.3 l枚 波文透し 9386445 

167 万鍔 江戸時代 鉄 縦7.4横7.4 l枚 布袋形 9386446 

168 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.4横6.9 i枚 海鼠文透し 9386447 

169 刀鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.8 横8.3 l枚 花文透し 9386448 

170 万鍔 江戸時代 加州住明珍紀宗幸作 鉄透彫 縦8.1 横7.6 l枚 雲に雁図透し 9386449 

171 万鍔 江戸時代 園永 鉄透彫 縦8.4横8.4 l枚 雲取透し 9386450 

172 万鍔 江戸時代 鉄象依 縦8.5 横7.7 l枚 桐松文象依 9386451 

173 万鍔 江戸時代 銅象依 縦8.4横8.4 l枚 菊図 9386452 

174 万鍔 江戸時代 鉄 縦8.1 横7.7 l枚 片木瓜形 9386453 

175 万鍔 江戸時代 吉春 鉄透彫 縦9.6 横9.2 l枚 水玉透し 9386454 

176 万鍔 江戸時代 銅象依 縦8.0 横7.5 l枚 波図 9386455 

177 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.3 横8.2 l枚 蔦葉透し 9386456 

178 万鍔 江戸時代 明珍紀宗胤作 鉄 縦9.2 横8.4 l枚 水に沢潟図 9386457 

179 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦8.2 横8.5 l枚 三輪透し 9386458 

180 万鍔 江戸時代 江府住辰直 鉄透彫 縦7.4 横6.8 l枚 花筏図透し 9386459 

181 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.4 横6.8 l枚 花龍図透し 9386460 

182 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦6.4 横6.2 1枚 格子透し 9386461 

183 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.1横6.9 l枚 帆掛船文透し 9386462 

184 万鍔 江戸時代 鉄透彫 縦7.5 横7.5 l枚 水玉透し 9386463 
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185 万鍔 江戸時代 越前住記内作 鉄透彫 縦7.6 横7.7 l枚 龍図透し 93B6464 
象依

186 小柄 江戸時代 金華山麓濃州岐阜 銅/鉄 縦9.8 横1.4 l本 (図文不明) 93B6465 
藤原清長(万銘)

187 小柄 江戸時代 越前園住人恵則(万 銅 象依/ 縦9.8 横1.4 l本 横笛文 93B6466 
銘) 鉄

188 小柄 江戸時代 水林隼之進(万銘) 銅 象依/ 縦9.8 横1.4 l本 鋸文 93B6467 
鉄

189 小柄 江戸時代 筑州三池住虞正(万 鋼象依/ 縦9.8 横1.4 l本 船図 93B6468 
銘) 鉄

190 小柄 江戸時代 銅象依/ 縦9目6 横1.4 l本 梅図 93B6469 
鉄

191 小柄 江戸時代 友山入道図久造(万 銅象猷/ 縦9.7 横1.4 l本 水仙図 93B6470 
銘) 鉄

192 小柄 江戸時代 鈴木寛次(柄銘) 銅象依/ 縦9.9 横1.4 l本 土筆図 93B6471 
鉄

193 小柄 江戸時代 口直(万銘) 銅 象依/ 縦9.7 横1.4 l本 武具図 93B6472 
鉄

194 小柄 江戸時代 政随(柄銘)/志津三 銅 象依/ 縦9.6 横1.4 l本 鍾埴雨宿図 93B6473 
郎源兼氏(万銘) 鉄

195 小柄 江戸時代 銅/鉄 縦9目8 横1.5 l本 獅子図 93B6474 

196 小柄 江戸時代 銅 象依/ 縦9.5 横1.5 l本 異人と犬図、万身に桜 93B6475 
鉄 文を毛彫りする

197 小柄 江戸時代 銅 象候/ 縦9目6 横1.4 l本 瓢鯨図 93B6476 
鉄

198 小柄 江戸時代 英秀(柄銘) 銅 象依/ 縦9.5 横1.4 l本 波千鳥図 93B6477 
鉄

199 小柄 江戸時代 銅 象依/ 縦9.8 横1.4 l本 野馬図 93B6478 
鉄

200 小柄 江戸時代 大和守吉道(万銘) 銅象依/ 縦9.5 横1.4 l本 桐文散し 93B6479 
鉄

201 小柄 江戸時代 長曽祢入道興巳(万 銅象依/ 縦9.7 横1.4 l本 唐獅子図 93B6480 

銘) 鉄

202 小柄 江戸時代 銅象依/ 縦9.7 横1.4 l本 雷神図、万身に秋草人 93B6481 
鉄 物図を毛彫りする

203 小柄 江戸時代 銅象依/ 縦9.6 横1.3 l本 梅に鴬図 93B6482 
鉄

204 小柄 江戸時代 武蔵太郎安園(万銘) 銅象骸/ 縦9.8 横1.5 l本 群舞図 93B6483 
鉄

205 小柄 江戸時代 真鎗象依 縦9.5 横1.4 l本 鮎図、万身に歌仙図を 93B6484 
/鉄 毛彫りする

206 小柄 江戸時代 真鍬/鉄 縦8.8 横1.4 l本 唐草文、万身に歌仙図 93B6485 
を毛彫りする
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207 小柄 江戸時代 銅象蔽 縦9.8 横1.3 l本 菊桐文、柄のみ 93B6486 

208 小柄 江戸時代 銅象依 縦9.8 横1.4 l本 盆踊り図、柄のみ 93B6487 

209 小柄 江戸時代 鋼象依 縦9.8 横1.4 l本 筆図、柄のみ 93B6488 

210 小柄 江戸時代 銅 縦9.9 横¥.4 l本 水鳥図、柄のみ 93B6489 

211 奔 江戸時代 S同 縦22.4横¥.3 l本 菖蒲図 93B6490 

212 奔 江戸時代 銅 縦23.0横1.4 l本 樋定木図
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