
竹林熊彦文書
袋番号（一部）は同袋内に竹林熊彦文書、田中稲城文書が混在するため、両文書に重複して記載している。

箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

000 袋: 田中稲城文書-書類- 帝国図書館設立関係 (年代順) (複写済の分)
001 ターゲット: 書類 / 帝国図書館設立関係
002 書籍館ニ就キテノ卑見
003 ○本館ノ性質 他
004 東京図書館
005 沿革略 他
006 第一 図書館委員ヲ新設セラレタキ事 他
007 東京図書館ノ性質 他
008 東京図書館ニ関スル意見要略
009 東京図書館経費ニ関スル意見
010 東京図書館ノ近状并其拡張
011 東京図書館ノ近状并其拡張
012 帝国図書館設立ノ議
013 帝国図書館設立意見
014 帝国図書館トハ何ゾヤ
015 図書館新築ニ付意見
016 図書館新築ニ付意見
017 A Proposal to establish an Imperial Library
018 (図面)
019 図書館新築説明書
020 帝国図書館ノ図 尺度六百分ノ一
021 帝国図書館新築ノ位地ニ付意見
022 教育博物館敷地ヲ調査スルニ・・・
023 書庫ノ天井ヲ七尺ニスル事・・・
024 拝啓 過日書庫構造ニ付・・・
025 開館式々辞
026 国立図書館ハ其規模宏大・・・ 他
027 帝国図書館設立案
000 袋: 田中稲城文書-書類- 留学関係 (複写済の分)
001 ターゲット: 留学関係
002 各位益御清適可被為在奉賀候…
003 各位愈御清適可被為在奉賀候… 他
004 ○ウースター図書館
005 拝啓 然ハ小生儀比程米国巡回・・・
000 田中稲城文書 漢詩草稿
001 本郷区駒込曙町三 田中稲城様
002 御高[代]結構次韻[在]【】
003 然ハ過般大冢優遇案ニ付・・・
004 覚 一家令ノ職ハ一旦打切り・・・
005 大正十一年十月顧問協議人会合記事 他
006 拝啓 益御安康奉賀候陳者・・・
007 別【】前書撤回ノ【】ハ【】テ・・・
008 大塚優遇案ニ付 他
009 拝啓 大分御快方し様候・・・
010 本件に付[是]ハ先日[玉]来屡・・・
011 書之標題謝罪告白と有し候を・・・
012 拝啓 十八日之芳翰[読]誦先以・・・
013 貴書只今拝接丁[致][狂][簡]・・・
014 拝啓 昨日[今]御過訪【】【】・・・
015 御手書先刻拝【】仕[孟]御清安・・・
016 東氏之位置ニ付[盆]諸志・・・
017 拝啓 大塚家令進退之件・・・
018 御[低]面拝接大谷[志]之謝罪… 他
019 拝読 大塚氏ノ件ニ付・・・
020 秘件
021 江木博士萃甲壽言 他
022 足腫漸〓病トシテ又
023 恭東祝
024 南台見示近業次韵却【】 他
025 【】【】之細書難有拝誦仕候・・・
026 拝啓 逐日向暑之候ニ御坐候處・・・
027 駄[作]挑戦我豈中、見舞併・・・
028 [吐][〓]ノ書中大谷翁ノ来
029 駘蕩輕風三月辰、郊遊恰好・・・
030 屡御高【】【】辱シ東[氏]・・・
031 狂句夜酬道楽中・・・
032 拝啓 過日ハ引読御【】定・・・
033 (小カードに書かれた漢詩文)
034 陸軍大将位勲伯爵山縣有朋篆額
035 【】去祇当保氏身【】【】山・・・
036 書泥翁臀疸懴詩[後] 他
037 【】追時好不知【】、[誰]復守…
038 拝吟高作妄試朱批狼藉甚及政写
039 拝啓 各位益御情適【】[為]・・・
040 次江木君紀喜之詩韻
041 厳嶋 仙坡 勝嶋 仙 東京 他
042 近祢
043 次友人韻却呈
043 鯉魚 他
044 評林
045 祝【】嗣新婚
046 第一 労働問題此間【】管・・・
047 再訪泥先生[為] 十四畳韻
048 再版緒言

001 001（一部）
田中稲城文書

帝国図書館設立関係（複写済の分）

002 004（一部）
田中稲城文書

留学関係（複写済の分）

005 008（一部） 田中稲城文書　漢詩草稿
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

049 為人和学博覧【】又[尤]長史学
050 此書別 半借謝安、而自托・・・
051 七十七 他
052 袋: ほとんど詩稿 大塚家のこと
053 為ニ非ズ小信シマス[志]・・・
054 拝啓 御手紙【】【】拝見【】ハ・・・
055 誰が為ニ[今]手ハ咲カン・・・
056 次河上兄見寄韻却呈 他
057 次最勝上人自壽韻賀其【】甲 他
058 祝森脇先生[去]壽
059 畳見【】-韻却呈 他
060 大塚翁を[悼]ミて
061 再畳韻博粲
062 鮫泥翁詩入[氏]【】【】・・・
063 辛亥紀元節与僚友諸[楽]書遊于城南
064 答田翁
065 [應]剰[茶]賦【】社暁
066 次河上兄韻却呈
067 頓馬手際愈増進冠去人帽・・・
068 謹題 大塚家令薦神〓図次[南]亭詞宗〓
069 原待
070 追啓 昨日ノ狂【】左ノ通改訂・・・
071 鮫泥子去京於[花][杞]高作
072 【】半狂翁先敗
073 降参之[辞]
074 謝礫川翁見〓
075 こたひ十四年会にて亡き人々乃霊[〓]を【】され【】【】は御前に捧くるとて
076 遥憶
077 御謁書拝見
078 次韻呈半狂鮫泥二翁 他
000 袋: 図書館雑誌の目次 (原稿)
001 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第1号 (明治40.10.17日本文庫協会) 目次 他
002 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第8号 (明治43.3.21日本図書館協会) 目次 他
003 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第14号 (明治45.3.25日本図書館協会) 目次 他
004 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第19号 (大阪大会号) (大正3.1.25)目次 他
005 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第26号 (大正5.3.31)目次 他
006 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第33号 (大正7.2.10日本図書館協会) 目次 他
007 抜き書き: 図書館雑誌 : 図書館雑誌 第48号 (大正11.2.25日本図書館協会) 目次 他

000 袋: 日本図書館協会 (1)

001 抜き書き: 日本図書館協会 : 日本文庫協会紀事 (図書館雑誌 第1号 明治40.10.17)

002 抜き書き: 日本図書館協会 : 日本文庫協会紀事 (図書館雑誌 第2号 明治41.2.25)
003 抜き書き: とは相互に連絡ある議案…
004 抜き書き: 日本図書館協会 : 日本図書館協会紀事 (図書館雑誌 第3号 明治41.6.20)

005 抜き書き: 登壇して、是より本会第三回…
006 抜き書き: 日本図書館協会 (図書館雑誌 第6号 明治42.7.5)
007 抜き書き: 日本図書館協会 : 松平榎壽 (中央公論 第52年 第8号 第597号 昭和12.8)

000 袋: 日本図書館協会 (2-3)
001 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第8号 (明治43.3.21) 他
002 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第11号 (明治44.4.7)
003 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第12号 (明治44.7.10)
004 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第14号 (明治45.3.25) 他
005 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第16号 (大正元.12.3) 他
006 抜き書き: 図書館雑誌 第18号 (大正2.9.10)
007 抜き書き: 図書館雑誌 第18号 (大正2.9.10)
008 抜き書き: 図書館雑誌 第18号 (大正2.9.10)
000 袋: 日本図書館協会 (4)-(7)
001 抜き書き: 図書館雑誌 第19号 (大阪大会号) (大正3.1.25)
002 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第19号 (大阪大会号) (大正3.1.25)
003 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第23号 (大正4.3.31) 他
004 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第26号 (大正5.3.31)
005 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第27号 (大正5.7.15) 他
006 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第29号 (山形大会号) (大正6.2.18) 他
007 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第32号 (大正6.11.15)
008 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第41号 (大正9.4.5) 他
009 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第43号 (大正9.10.28) 他
010 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第45号 (大正10.8.15)
011 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第46号 (大正10.11.20)
000 袋: 日本図書館協会 沿革略 (5)
001 抜き書き: 日本図書館協会沿革略 (図書館雑誌 第30号 大正6.4.10)
002 抜き書き: 明治三十八年…
003 抜き書き: 明治四十一年…
004 抜き書き: 明治四十四年…
005 抜き書き: 大正三年…
006 抜き書き: 大正五年…
000 袋: 日本図書館協会 (6)
001 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第33号 (大正7.2.10)
002 抜き書き: 午後六時より中津支部長…
003 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第34号 (大正7.3.31) 他
004 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第36号 (新潟大会号) (大正7.10.31)
005 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第37号 (大正8.2.28) 他
006 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第39号 (大正8.9.3) 他
000 袋: 日本図書館協会 (2)
001 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第48号 (大正11.2.25) 他
002 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第50号 (大正11.7.15)
003 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第51号 (大正11.12.7)
004 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第52号 (大正12.3.13)

018

021 日本図書館協会⑤　沿革略

022 日本図書館協会⑥

023 日本図書館協会②

017

017 図書館雑誌の目次（原稿）

018 日本図書館協会①

019 日本図書館協会②-③

020 日本図書館協会④-⑦
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

005 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第53号 (大正12.7.10 創立三十年記念)
006 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第54号 (大正12.12.20)
000 袋: 日本図書館協会 (9)
001 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第55号 (大正13.3.25) 他
002 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第60号 (大正13.8.1) 他
003 抜き書き: 日本図書館協会 : 図書館雑誌 第67号 (大正14.6.1) 他
000 袋: 近代日本図書館を築いた人々 (田中稲城の人と業績)

001
タ-ゲット: ｢近代日本の図書館を築いた人 (2) (3) (4) (5) (7) -田中稲城の人と業績-｣
竹林熊彦

002
近代日本の図書館を築いた人々. 2 : 田中稲城の人と業績. - (近代日本図書館の史
的研究 ; 第12)

003
近代日本の図書館を築いた人々. 3 : 田中稲城の人と業績 (承前). - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第13)

004
近代日本の図書館を築いた人々. 4 : 田中稲城の人と業績 (承前). - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第14)

005
近代日本の図書館を築いた人々. 5 : 田中稲城の人と業績 (承前). - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第15)

006
近代日本の図書館を築いた人々. 7 : 田中稲城の人と業績 (承前). - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第17) 他1点 (附記)

000 袋: 田中稲城-人と業績-
001 タ-ゲット: 付「田中稲城-人と業績-｣ 竹林熊彦
002 田中稲城 : 人と業績
000 袋: 湯浅吉郎 (1)
001 抜き書き: 玉拾集 (明治39.1.1 京都日出) 他
002 抜き書き: 珍書自慢会と逸品 (明治39.6.5 京都日出) 他
003 抜き書き: 湯浅半月 思ひ出さまざま 金子竹次郎 他1点
004 抜き書き: 廿日会 (明治37.1.22 京都日出) 他
005 抜き書き: 外国交通図書展覧会 (明治38.1.7 京都日出) 他
006 抜き書き: 御苑内拝借地区上 (明治38.9.16 京都日出) 他
000 袋: 湯浅吉郎 (2)
001 抜き書き: 京都府の教育新施設 (明治33.1.10 京都日出新聞) 他
002 抜き書き: 地方官会議 (明治34.6.29 京都日出 東京電話) 他
003 抜き書き: 巡回図書館設立の計画 (明治35.8.23 京都日出) 他
004 抜き書き: 京都日出新聞 (明治36.1.15) : 図書館に寄附 他

005
抜き書き: 図書館員養成の必要 京都府立図書館長･エ-ル大学哲学博士 湯浅吉郎
(図書館雑誌 第1号 明治4.10.17)

006
抜き書き: エ-ル大学の図書館につきて : 湯浅吉郎君演説 会員筆記 (東壁 第4号 明
治35.3.15)

007 抜き書き: 図書館随筆 湯浅半月 (中央公論 第52年 第8号 第597号 昭和12.8)
008 抜き書き: 五 今の図書館…
009 ディレッタント 湯浅半月
000 袋: 湯浅半月
001 湯浅吉郎と図書館事業
002 湯浅吉郎と図書館事業
003 湯浅吉郎と図書館事業
004 湯浅吉郎と図書館事業. 4
005 湯浅吉郎と図書館事業. 5

006
湯浅吉郎と図書館事業. 6 : 近代日本の図書館を築いた人びと. - (近代日本図書館
の史的研究 ; 第27)

007
湯浅吉郎と図書館事業. 7 : 近代日本の図書館を築いた人びと. - (近代日本図書館
の史的研究 ; 第28)

008
湯浅吉郎と図書館事業. 8 : 近代日本の図書館を築いた人びと. - (近代日本図書館
の史的研究 ; 第29)

009 半月年譜 (書物展望 昭和18年11月号抜刷)
010 土 : 金光図書館報. 第50号 (昭和32年9月)
011 土 : 金光図書館報. 第52号 (昭和33年3月)
012 土 : 金光図書館報. 第53号 (昭和33年7月)
013 土 : 金光図書館報. 第55号 (昭和33年11月)
014 土 : 金光図書館報. 第57号 (昭和34年3月)
000 袋: 図書館人としての湯浅半月 半月湯浅吉郎の図書館思想
001 半月湯浅吉郎の図書館思想
002 図書館人としての湯浅半月 : とくに児童図書館の経営
000 袋: 外山正一とその図書館寄与
001 袋: 外山正一

002
外山正一とその図書館寄与. 1 : 近代日本の図書館を築いた人びと. - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第18)

003
外山正一とその図書館寄与. 2 : 近代日本の図書館を築いた人びと. - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第19)

000 袋: 図書館畸人変物伝-柏木直平のこと-
001 袋: 京都市左京区下鴨下川…
002 図書館畸人変物伝 : 柏木直平のこと
003 図書館畸人変物伝. 1 : 柏木直平のこと
000 袋: 一書の人-中村敬宇先生-

001 一書の人 : 中村敬宇先生

000 袋: 片山潜論文
001 抜き書き: 新年の休養 深甫 (東洋経済新報 第549号｢社会｣ 明治44.1.5) 他
002 抜き書き: 社会の階級的調和 深甫 (東京経済新報 第550号｢社会｣ 明治44.2.15) 他
003 抜き書き: 霊【】乎屈辱乎 深甫 (東洋経済新報 第554号｢社会｣ 明治44.3.25) 他
004 抜き書き: 態度を悲む者である。… 他

005
抜き書き: 鉄道列車内の図書館に就て 深甫 (東洋経済新報 第565号｢社会｣ 明治
44.7.5) 他

006 抜き書き: 学年満ちて卒業すると… 他

007
抜き書き: 経済眼を欠ける現代の文芸 深甫 (東洋経済新報 第575号｢社会｣ 明治
44.10.15) 他

一書の人
―中村敬宇先生―

034 片山潜論文

020

029

030
図書館人としての湯浅半月
半月湯浅吉郎の図書館思想

031 外山正一とその図書館寄与

032
図書館畸人変物伝

―柏木直平のこと―

033

湯浅半月

019

025
近代日本図書館を築いた人々

（田中稲城の人と業績）

026 田中稲城の人と業績

027 湯浅一郎①

028 湯浅一郎②

024 日本図書館協会⑨
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

008 抜き書き: 牛馬同様に取扱はれて… 他
000 袋: 片山潜論文
001 抜き書き: 劇評開始に就て (東洋時論 第2巻第1号｢論壇｣ 明治44.1) 他

002
抜き書き: 思想家マヂニ-と伊太利統一運動 深甫 (東洋時論 第2巻第2号｢論壇｣ 明
治44.2) 他

003
抜き書き: 社会改良家ジョン・ラスキン 深甫 (東洋時論 第2巻第1号｢論壇｣ 明治44.1)
他

000 袋: 片山潜論文

001
抜き書き: 各国の新年とクリスマス 深甫 (東洋経済新報 第510号｢社会｣ 明治43.1.5)
他

002
抜き書き: 米国の金傑カーネギーの表裏 深甫 (東洋経済新報 第517号｢社会｣ 明治
43.3.15) 他

003 抜き書き: 台湾の生蕃 (一) 深甫 (東洋経済新報 第528号｢社会｣ 明治43.7.5) 他
004 抜き書き: 台湾の生蕃 (四) 深甫 (東洋経済新報 第531号｢社会｣ 明治43.8.5) 他

005
抜き書き: 社会主義に果して圧迫すべき乎 (東洋経済新報 第528号｢社説｣ 明治
43.7.5) 他

006
抜き書き: 台湾の統治に就て (三) 植村考昭 (東洋経済新報 第534号｢論説｣ 明治
43.9.5) 他

007
抜き書き: 水害後の慈善事業に就て 深甫 (東洋経済新報 第534号｢社会｣ 明治
43.9.15) 他

008 抜き書き: 貧者の覚醒 深甫 (東洋経済新報 第537号｢社会｣ 明治43.10.5) 他
009 抜き書き: するや、此休息をも西洋… 他

010
抜き書き: 年末年始の佳例及び富者と貧者 深甫 (東洋経済新報 第544号｢社会｣ 明
治43.12.15) 他

011
抜き書き: 労働者の覚醒 (一) 植村考昭 (東洋経済新報 第539号｢論説｣ 明治
43.10.25) 他

000 袋: 片山潜論文

001
抜き書き: 五百号の発刊に臨んで感あり (東洋経済新報 第500号｢社説｣ 明治43.10.5)
他

002 抜き書き: 東洋時論 第1巻第1号 (明治43.5.1) 他

003
抜き書き: 学校[の]教師及学生の専有にあらず (東洋時論 第1巻第5号｢社論｣ 明治
43.9.1) 他

004 抜き書き: 国際的野球に就いて 深甫 (同上｢漫録｣ ) 他

005
抜き書き: 遠洋漁猟と我外交 片山潜 (東洋経済新報 第456号｢論説｣ 明治41.7.25) 他

006 抜き書き: 猶太人を評するや、迫… 他

007
抜き書き: 列強外交の衆民的傾向 片山潜 (東洋経済新報 第472号｢論説｣ 明治
42.1.5) 他

008 抜き書き: 宗教と経済 深甫 (東洋経済新報 第583号｢社会｣ 明治45.1.5) 他
000 袋: ｢土｣ 草稿 片山潜
001 片山潜と図書館. 1. - (近代日本図書館の史的研究 ; 30)
002 片山潜と図書館. 2. - (近代日本図書館の史的研究 ; 31)
003 片山潜と図書館. 3. - (近代日本図書館の史的研究 ; 32)
004 スクラップ: 天声人語 他
005 京都府立図書館略年表, 京都市附近私立図書館略年表, 教育関係資料年表
006 土 : 金光図書館報. 第60号 (昭和34年11月)
007 土 : 金光図書館報. 第59号 (昭和34年9月)
000 袋: 図書館資料
001 抜き書き: 福岡県教育会五十年史 福岡県教育会編 昭和14.3発行
002 抜き書き: 京都府立京都図書館一覧 大正4.3.30発行 他

003
抜き書き: 帝国教育会と図書館 帝国教育会長男爵辻新次 (図書館雑誌 第21号 大正
3.8.15)

004 抜き書き: 図書館雑誌 第19号 (大正3.1.25) 他
005 抜き書き: 図書館雑誌 第21号 (大正3.8.15) 他
006 抜き書き: 図書館雑誌 第22号 (大正3.11.25) 他
007 抜き書き: 図書館雑誌 第24号 (九州大会号) (大正4.8.6)
008 抜き書き: 図書館雑誌 第24号 (九州大会号) (大正4.8.6)
009 抜き書き: 図書館雑誌 第25号 (大正4.12.30)
000 袋: 図書館資料

001
抜き書き: 官公私立図書館名一覧-大正十年十一月調- (図書館雑誌 第47号 大正
10.12.20)

002 抜き書き: ○長崎県…
003 抜き書き: 図書館雑誌 第41号 (大正9.4.5) 他
004 抜き書き: 雑報… 他
005 抜き書き: 図書館雑誌 第45号 (大正10.8.15) 他
000 袋: 図書館資料 (1)
001 抜き書き: 図書館雑誌 第2号雑報 (明治41.2.25)
002 抜き書き: 図書館雑誌 第3号雑報 (明治41.6.20)
003 抜き書き: シメ本館ニ於テハ請求…
004 抜き書き: 図書館雑誌 第4号雑報 (明治41.10.27)
005 抜き書き: 前項ノ賠償額ハ本館ニ…
006 抜き書き: 図書館雑誌 第5号雑報 (明治42.3.4)
007 抜き書き: 一年十一月を以て建築…
008 抜き書き: 馬琴展覧会 他
009 抜き書き: 雑誌界のいろいろ 同上…
010 抜き書き: 図書館雑誌 第6号雑報 (明治42.7.5)
011 抜き書き: 図書館雑誌 第7号雑報 (明治42.11.30)
012 抜き書き: 京市長、赤司文部大臣…
013 抜き書き: 南葵文庫概要 編集兼発行者 斎藤勇見彦 大正二年九月十七日
000 袋: 図書館資料
001 よいかという問題は・・・

022

039 図書館資料

040 図書館資料

041 図書館資料

035 片山潜論文

021

036 片山潜論文

037 片山潜論文

038 「土」草稿　片山潜

http://id.nii.ac.jp/1707/00003979/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003980/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003981/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003982/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003982/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003982/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003983/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003983/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003983/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003984/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003985/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003985/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003986/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003986/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003986/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003987/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003988/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003989/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003989/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003989/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003990/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003990/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003990/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003991/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003991/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003991/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003992/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003993/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003994/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003994/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003995/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003995/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003995/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003996/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003997/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003997/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003997/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003998/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003999/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003999/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003999/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004000/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004001/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004002/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004003/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004003/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004003/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004004/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004005/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004006/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004007/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004008/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004009/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004010/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004011/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004012/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004013/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004014/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004015/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004016/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004016/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004016/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004017/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004018/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004019/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004020/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004021/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004022/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004023/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004024/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004024/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004025/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004026/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004027/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004028/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004029/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004030/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004031/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004032/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004033/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004034/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004035/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004036/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004037/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004038/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004039/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004040/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004041/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004042/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004043/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004044/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

002 テ建設テレルモノデアル・・・
003 はいろいろある。カッターの・・・
004 図書館経営論 第五講
005 学校図書館は教育を直接輔助・・・
005 財団法人川名学園理事長事務取扱理事中村吉郎氏に関する所見
006 図書館経営論
006 序説 近代図書館運動概観 他
007 考へると、図書の選澤は・・・
007 民主図書館論
008 第三回同志社大学図書館学講習会講師及聴講生名簿録 他1点
009 序説-図書館の成分
009 モノナリト誇張し朱盤・・・
010 (タイトル不明)
011 一月十日 (土) 午後一時半・・・
012 (ニ) 各館ハ配布セラレタル・・・
013 日本綜合図書目録編纂所官制案
014 図書館経営論 第一講 他
014 (3) 文部省第九年報・・・
015 一、時局ニ鑑ミ圖書國策樹立ノ件
016 (封筒)
017 南葵文庫講演会
018 冠省 先【】原稿と共に御送り・・・
019 図書館研究総索引第二號刊行費基金募集
020 図書館雑誌. 第38年第2號 (昭和18年2月)
021 (タイトルなし)
022 抜き書き: 有閑法学 (一五四) 穂積重遠 (法律時報 第14巻第十号 昭和17.10)
023 図書館雑誌. 第38年第2號 (昭和18年2月)
024 京都帝国大学附属図書館学部別閲覧図書類別統計書 (指定書)
025 も一つの方法であらう。・・・
026 入会申込書 他
027 疲労による能率の低下・・・
027 一 図書館発達の過程 他
028 デーナの小図書館の書庫・・・
029 の初任級を受取るべき・・・
029 図書館の三大要素 他
030 設置理由書
031 日本図書館研究会会報. 第3号 (昭和23年3月1日)
032 月報. 第23號 (昭和23年3月1日)
033 月報. 第21號 (昭和23年1月1日)
034 図書館経営論 第3講
035 日本図書館研究会会報. 第2号 (昭和23年1月25日)
036 月報. 第22号 (昭和23年2月1日)
037 図書館ノ種類
037 芸草会の人人によって、・・・
038 立てて配列する方法を・・・
039 図書館法制史 (日本)
039 共産主義 : Communism 「生産財のみ･･･
040 参考文献
041 「明日」 の図書館
041 諸家の書翰を通じて視たる帝国図書館 : 田中稲城に寄せられたる / 竹林熊彦
042 抜き書き: 小林善八 (鴬里) 著 日本出版文化史 昭和十三年 (続)
043 京都市左京区下鴨下川原町二七 竹林熊彦
000 袋: 図書館資料 (2-3)
001 抜き書き: 図書館雑誌 第8号 (明治43.3.21)
002 抜き書き: 図書館雑誌 第9号 (明治43.7.26)
003 抜き書き: 図書館雑誌 第10号 (明治43.11.2)
004 抜き書き: 図書館雑誌 第11号 (明治44.4.7) 他
005 抜き書き: 図書館雑誌 第14号 (明治45.3.25) 他
006 抜き書き: 図書館雑誌 第16号 (大正元.12.3)
007 抜き書き: 図書館雑誌 第17号 (大正2.5.6)
008 抜き書き: 図書館雑誌 第18号 (大正2.9.10)
009 抜き書き: 図書館雑誌 第18号 (大正2.9.10)
010 抜き書き: 図書館雑誌 第18号 (大正2.9.10)
011 抜き書き: 図書館雑誌 第15号 (明治45.7.30)
012 抜き書き: 図書館雑誌 第15号 (明治45.7.30)
013 抜き書き: 図書館雑誌 第15号 (明治45.7.30)
000 袋: 図書館資料
001 抜き書き: 図書館雑誌 第26号 (大正5.3.31) 他
002 抜き書き: 図書館雑誌 第28号 (大正5.10.12)
003 抜き書き: 図書館雑誌 第29号 (大正6.2.10)
004 抜き書き: 図書館雑誌 第29号 (大正6.2.10)
005 抜き書き: 図書館雑誌 第31号 (大正6.6.30)
006 抜き書き: 図書館雑誌 第31号 (東京大会号) (大正6.6.30)
007 抜き書き: 図書館雑誌 第48号 (大正11.2.25) 他
008 抜き書き: 図書館雑誌 第51号 (大正11.12.7)
009 抜き書き: 図書館雑誌 第52号 (大正12.3.13)
010 抜き書き: 図書館雑誌 第53号 (大正12.7.10)
000 袋: 図書館資料
001 3 専門図書館 (specialized library)
002 抜き書き: お伽芝居と半月氏 高尾楓蔭 (明治40.2.24 京都日出) 他
003 抜き書き: 日本エスペラント協会京都支部発会式 (明治40.4.15 京都日出) 他
004 抜き書き: 職工教化問題 (明治39.8.22 京都日出「社説」 ) 他
000 袋: 図書館資料
001 抜き書き: 日本社会事業年鑑 (大正十四年版) (大正14.8)　大原社会問題研究所編
000 袋: 図書館資料

001
抜き書き: 井伊伯爵家が史料提供を拒む 維新史料編纂会の困却 (東京朝日新聞 大
正10.5.4) 他

046 図書館資料

024

044 図書館資料

045 図書館資料

023

042

043 図書館資料

図書館資料

http://id.nii.ac.jp/1707/00004045/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004046/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004047/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004048/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004049/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004050/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004051/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004052/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004053/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004054/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004055/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004056/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004057/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004058/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004059/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004060/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004061/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004062/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004063/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004064/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004065/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004066/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004067/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004068/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004069/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004070/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004071/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004072/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004073/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004074/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004075/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004076/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004077/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004078/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004079/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004080/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004081/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004082/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004083/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004084/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004085/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004086/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004087/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004088/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004089/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004090/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004091/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004092/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004093/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004094/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004095/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004096/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004097/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004098/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004099/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004100/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004101/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004102/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004103/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004104/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004105/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004106/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004107/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004108/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004109/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004110/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004111/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004112/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004113/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004114/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004115/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004116/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004117/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004118/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004119/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004120/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004121/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004122/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004123/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004124/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004125/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004126/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004127/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004128/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004129/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004130/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004130/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004130/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

002
抜き書き: 孔子全書を発見、前田候の蔵書中から物集博士が帰京の上研究 (東京朝
日新聞 大正11.5.30) 他

003 抜き書き: 市制二十周年記念 岡崎教育小史 (S12.5.10)
004 抜き書き: 高島郡誌 (大正15.6)
005 抜き書き: 島根縣八束郡誌 (大正15.10.1)
006 抜き書き: 西成郡史 (大正4.2.28)
007 抜き書き: 深川区史 上巻 (大正15.6.25)
008 抜き書き: 新修日本橋区史 下巻 (昭和12.10.31)
009 抜き書き: 赤坂区史 (昭和16.3.31)
010 抜き書き: 京橋区史 下巻 (昭和17.3.30)
011 抜き書き: 麹町区史 (昭和10.3.31)
012 抜き書き: 品川町史 下巻 (昭和7.9.28)
000 袋: 図書館資料 (6)
001 抜き書き: 図書館雑誌 第33号 (大正7.2.18) 他
002 抜き書き: 図書館雑誌 第35号 (大正7.6.30)
003 抜き書き: 図書館雑誌 第36号 (大正7.10.31)
004 抜き書き: 図書館雑誌 第36号 (大正7.10.31)
005 抜き書き: 図書館雑誌 第37号 (大正8.2.28) 他
006 抜き書き: 図書館雑誌 第39号 (大正8.9.3)
007 抜き書き: 図書館雑誌 第40号 (大正8.12.28)
000 袋: 図書館資料
001 (タイトル不明)
001 I・O・C
002 VII 読書の技術
002 F・E・G→極東委員会
003 III 最も少い費用 他

004
近代日本の図書館を築いた人々. 6 : 田中稲城の人と業績 (承前). - (近代日本図書
館の史的研究 ; 第16)

004 返納年月日ヲ記載し証・・・
005 ついこのあいだ、和風・・・
006 抜き書き: 若林啓 ◎若林啓氏の伝 (大阪朝日 明治33.1.13) 他
007 司書の理想像
007 筆者が、さきに「行刑文庫・・・
008 V 図書に対する理解
008 エデインバラ公 Duke of Edinburgh
009 言うまでもないが、古れを・・・
009 わが国の図書館は新しい・・・
010 京都集書院
011 学校図書館職員の問題
011 一二 専門図書館の輪郭
012 図書館と文化政策 (教育10月号別刷 (昭和13年))
013 電話・西陣二二〇〇 (呼、山口)・・・
014 学校図書館入門
014 一 図書館商議会
015 置かなければならない・・・
015 比較して多く集めてあつた・・・
016 学校図書館の利用を廣く奨励する方法
016 二 農業図書館
017 菊花学園紛争問題の経過報告
018 中学校でも高等学校でも・・・
018 文払ってゐる。古れ等百・・・
019 労働組合 ×連立内閣・・・
020 す世界であり、個人・・・
021 がないために生徒は公共・・・
021 がよい、一方に偏すると・・・
022 ×ドオニ ○街 ×労働委員会・・・
023 ×中共 (一橋大) 地代 (神戸高大)・・・
024 教員司書のために 他
025 Turberville A.S. mediaeval Heresy of the Inguisition
026 相生由太郎と埠頭図書館
027 教科書以外の読みものを・・・
027 れを世間に押し出して・・・
028 VI 図書に対する態度
028 エニウエトク環礁
029 書物の選び方と読み方
000 袋: 図書館資料 (9)
001 抜き書き: 図書館雑誌 第56号 (大正13.4.15) 他
002 抜き書き: 図書館雑誌 第60号 (大正13.8.1) 他
003 抜き書き: 図書館雑誌 第62号 (大正13.10.1) 他
004 抜き書き: 図書館雑誌 第67号 (大正14.6.1) 他
005 抜き書き: 図書館雑誌 第70号 (大正14.8.10) 他

006
抜き書き: 図書館を中心とした山形県の童話会 小林藤吉 (図書館雑誌 第57号 大正
13.5)

007
抜き書き: 静岡県立葵文庫稀観書珍書について 文庫長 貞松修歳 (図書館雑誌 第68
号 大正14.6.30)

000 袋: 英文図書館関係資料
001 1 Method 【】 card 【】 Boston Pablic Library…
002 Fict. -Amer
003 Derections for use 他
004 6.- Arrangement 他
005 本年度ニテ御購入【】【】…
006 3. Christian theology 他
007 First grade
008 (カード)
009 POSTAL CARD
010 University of the State of New York. Organization
011 Public library, Springfield, Ohio

047 図書館資料

048 図書館資料⑥

025 049

050 図書館資料⑨

図書館資料

http://id.nii.ac.jp/1707/00004131/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004131/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004132/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004133/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004134/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004135/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004136/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004137/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004138/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004139/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004140/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004141/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004142/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004143/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004144/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004145/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004146/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004147/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004148/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004149/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004150/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004151/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004152/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004153/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004154/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004155/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004157/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004158/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004159/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004160/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004161/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004162/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004163/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004164/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004165/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004166/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004167/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004168/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004169/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004170/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004171/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004172/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004173/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004174/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004175/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004176/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004177/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004178/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004179/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004180/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004181/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004182/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004183/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004184/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004185/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004186/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004187/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004188/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004189/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004190/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004191/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004192/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004193/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004194/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004195/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004196/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004197/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004198/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004199/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004200/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004200/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004200/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004201/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004201/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004202/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004203/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004204/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004205/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004206/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004207/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004208/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004209/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004210/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004211/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004212/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004213/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

012 書籍帖用紙雛形
013 cardsfiled, as in a card index, I arrenged numerically, alphabetically, …
014 (図書目録カード)
015 (洋書価格リスト)
016 Back cover of a library book, showing the use of the …
017 English of American reference books. 他
018 English books of general reference 他
019 Save R., Sdue. 11, L.R. & Cat. 他
020 Fict. Amer.
021 Forbes library temporary regulations, condensed
022 Temporary regulations of the Forbes-Earle Library
023 Modern classics No. 12 他
024 New York Library Association
025 The Free Public Library of Newark, New Jersey
026 帝国図書館 洋書目録
027 Library Association of the United Kingdom.
028 Library Association of the United Kingdom.
029 Instructions to Agents. 他
030 Fifteenth report (1892) of Justin Winsor, Librarian of Harvard University
031 British Association for the Advancement of Science
032 Fourteenth report (1891) of Justin Winsor, Librarian of Harvard University
033 Thirteenth report (1890) of Justin Winsor, Librarian of Harvard University
034 As to libraries, there is 【】 made of any [considerable] …
035 Organization of volks [bibliothek]
036 Imperial Library Uyeno Park Tokyo Japan
037 Publications issued by the Trustees of the Boston Public Library
038 注[尺]及書物用カード雛形
039 1 main entry 他
040 目録雛形類
041 An Act for the Purchase of the Museum, or Collection of …
042 3. In case of sickness, death, or allowed absence of the P.L ・・・ (7行目より)
043 have had Frres, both in the Old and New Buildings …
044 (各国図書館比較表)
045 支那ノ字教ト文化・・・
046 Can literature be taught? 他
047 (価格リスト)
048 紐克公共図書館ハアストル氏…
049 My attention has been called to the publication named below …
050 米国書ハ前[官]其目録ヲ・・・
051 This is the catalogue of all the books contained in the library …
052 A single dash shows the [onussion] of the [puceding] heading …
052 order to obtain one that you will suit all the …
053 Condensed rules for an author and title catalog
054 袋: 英文図書館ニ関スル記録 別冊入
000 袋: 学級文庫の研究
001 学校図書館五カ年計画
002 公共図書館と学校図書館の連携
002 I.L.O→ 国際労働機構
003 二 学校図書館の発達
004 うごく宇宙 他1点
004 国家公務員法
005 学級文庫の経営研究
005 ヴァチカン Vatican
006 はしがき
007 学校図書館はどんな図書目録を備えたらよいか
008 司書教諭・学校司書・教員司書
008 阪本先生 御侍曹 他
009 第一 学校図書館は、誰がこれを育成するか
010 ◎ 学校図書館の発達過程
010 国際連合 United Nations 他
011 社説 新しい図書館へ
012 一 読書週間・・・
013 文書と記録の区別・・・
014 学校図書館基準書目
014 映画科学協会→ アカデミー賞 他
015 学校図書館は非公開か
015 均衡予算 他
016 点字図書館
016 パレスチナ問題 他
017 竹貫少年図書館の回想
017 アヴァン・ギャルド Avant-garde 他
018 青年に対する図書館奉仕
018 不適格組合→ アウトサイダー組合 他
019 アメリカ図書館報告にあらわれた東京図書館
019 原子力教育 他
020 小学校の図書館教育 他10点
021 ランガナタン｢図書館学の五法則｣梗概 新館長の就任を祝福して古の一篇をおくる
022 図書館学講義要項協議会
023 定時制高等学校の図書館
023 フクバラハツプ農民武装団 Hakbulahap 他
024 ビフリオテラピイ
024 二七 その経営法
000 袋: 私設図書館の史的研究 -互尊文庫のプロフィル-

001 私設図書館の史的研究 -互尊文庫のプロフィル-

000 袋: アメリカの図書館の歴史的考察
001 アメリカのライシアムと図書館運動
002 旅の塵、はらひもあへぬ・・・

027

052

053
私設図書館の史的研究
互尊文庫のプロフィル

054 アメリカの図書館の歴史的研究

学級文庫の研究

026 051 英文図書館関係資料

http://id.nii.ac.jp/1707/00004214/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004215/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004216/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004217/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004218/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004219/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004220/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004221/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004222/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004223/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004224/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004225/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004226/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004227/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004228/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004229/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004230/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004231/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004232/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004233/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004234/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004235/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004236/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004237/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004238/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004239/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004240/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004241/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004242/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004243/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004244/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004245/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004246/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004247/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004248/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004249/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004250/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004251/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004252/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004253/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004254/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004255/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004256/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004257/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004258/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004259/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004260/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004261/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004262/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004263/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004264/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004265/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004266/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004267/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004268/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004269/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004270/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004271/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004272/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004273/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004274/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004275/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004276/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004277/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004278/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004279/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004280/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004281/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004282/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004283/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004284/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004285/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004286/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004287/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004288/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004289/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004290/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004291/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004292/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004293/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004294/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004295/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004296/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004297/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004298/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004299/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004300/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

000 袋: 我国近世法制史上に於ける公共図書館の位置

001 我国近世法制史上に於ける公共図書館の位置

000 袋: 東京市立図書館の史的研究
001 東京市立図書館の史的研究
002 東京市立図書館の史的研究 (2) : Dulce Cor Libraryを中心に
003 東京市立図書館の史的研究 (3) : 深川図書館の建設されるまで
004 東京市立図書館の史的研究 (4) : 簡易図書館のできるまで
000 袋: 学校図書館関係
001 教育司書のために / 竹林熊彦著
002 (目次)
003 太郎なればFまたはフ・・・
004 た。明治三十年、時の東京・・・
005 近畿七府縣中等教育研究集会について
005 眩し〓る偉大なる貢献・・・ 他
006 V 学校図書館の経費
006 館料ヲ以テ教員資格ノ・・・
007 学校図書館の組織と管理
008 II 学校図書館の機能
008 目次
009 III 学校図書館の職員
009 い 学校図書館は凋落・・・
010 IV 資料の選択と整理
010 学校図書館入門 / 竹林熊彦
011 図書館運用法 改訂案 他
012 図書選択法 改訂案 他
013 視聴覚資料 改訂案 他
014 図書館通論 改訂案
015 新旧文部省社会教育局長歓送迎会について
016 こともできたであろう。・・・ 他
000 袋: 学校図書館関係
001 タガ緩んだ建物
002 学校教育における図書館の位置
003 図書館
004 教師中心主義 / 教科書中心主義・・・
005 図書館の窓より
006 竹林講師 図書選択法
007 読書の習慣 浦松佐美太郎
008 本の読みかた
009 新選こども詩集 けんか 他
010 書盗について (書物を撫でて)
010 植樹祭→緑の週間
011 一、貴館(校)における図書・・・
011 人口問題
012 本も読まないものから・・・
013 ｢婦人の地位｣も逆コース
014 地理関係 件名一覧 日本北部
015 一、低学年の生活指導…
016 昭和廿八年五月十四日午后生祥校での話
017 演題 『学校図書館の生理機能と生活機能』
018 学校長-・・・
019 設立者-・・・
020 学校図書館の生理機能と生活機能
021 沿革略
022 東京大学図書行政基本方針及び組織改革に関する進言 (二三.三.二五)
023 大学図書館
024 東京大学図書行政基本方針 案
025 紫野高校PTA新聞. 第1号
026 高校生読書感想文を読んで 他
027 を絶対条件として、教育・・・
028 抜き書き: 米国教育使節団報告書の一節
028 の図書館であつて市民・・・
029 第三章 学校図書館は誰がこれを育成するか
030 図書館実務
031 昭和二十六年度図書館専門職員養成京都大学講習講師名簿
032 図書館の種類 他
033 図書館専門職員養成講習各科シラバス 目次
034 学校図書館論
035 △ 学校図書館ノ目的
035 新日本の再建と図書館文化(の諸問題)
036 今澤慈海 図書館経営の・・・
036 何人も疑ヒテ寄ル、能ハ・・・
037 豆区役所移し図書館
038 図書館目録法
039 目次
039 ハ 刊行文庫
040 の教えを仰ぐこともでき・・・
040 なお多数の読者をもつ・・・
041 新しい学校教育と図書館経営
000 袋: 学校図書館関係
001 (点字)
002 9. 学校は、学校図書館に連係して勉強室の設備をもっているかどうか
002 明治筆禍史の一齣 他
003 抜き書き: 阪本一郎著 読書指導の研究
004 抜き書き: class-room libraries Lachert, A.B.
005 件名 予算金額 内訳 ・・・
006 抜き書き: 学校図書館の手引
006 ANTEN = WIRELESS = 無線経由

東京市立図書館の史的研究

057 学校図書館関係

028

058 学校図書館関係

055
我近世法政史上における

公共図書館の位置

056

学校図書館関係

http://id.nii.ac.jp/1707/00004301/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004302/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004303/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004304/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004305/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004306/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004307/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004308/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004309/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004310/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004311/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004312/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004313/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004314/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004315/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004316/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004317/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004318/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004319/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004320/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004321/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004322/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004323/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004324/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004325/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004326/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004327/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004328/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004329/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004330/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004331/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004332/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004333/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004334/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004335/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004336/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004337/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004338/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004339/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004340/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004341/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004342/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004343/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004344/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004345/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004346/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004347/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004348/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004349/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004350/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004351/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004352/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004353/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004354/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004355/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004356/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004357/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004358/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004359/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004360/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004361/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004362/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004363/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004364/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004365/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004366/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004367/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004368/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00004381/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004382/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00004384/
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

007 学校図書館は本世紀に・・・
008 抜き書き: 新制中学 新制高等学校 望ましい運営の指針 (昭和24.4)
008 鴎外の文の現はれない・・・
009 抜き書き: 新潟中等学校教育研究集会 記録
010 一 学校図書館の性格
011 参考書
011 ゐるうちにいつしか楽天的… 他
012 学校司書の資格を決定するもの
012 放送討論会
000 袋: 学校図書館の研究
001 学校図書館の史的研究 わが切抜帖とノートのうちから

000 袋: 学校における図書館奉仕の史的研究

001 学校における図書館奉仕の史的研究

000 袋: 学校図書館
001 編集者 序
002 I 学校図書館
003 高等学校図書館の経営
004 V 学校図書館の経費
005 II 学校図書館の機能
006 IV 資料の選択と整理
007 III 学校図書館の職員
008 関西大倉学園図書館設備見取図
009 関西大倉学園図書館設備見取図
010 豊田先生 写真四枚入
011 小学校の図書館
000 袋: 児童図書館関係
001 児童図書館の史的研究
002 児童観の変遷
002 回転基金 Revalving fund
003 抜き書き: 読書相談 昭和廿七年一月号
003 総同盟罷業→ ゼネ・スト
004 抜き書き: 日比谷図書館児童室 明41/8/30 他
004 ダイジェスト Digest
000 袋: 児童図書館
001 (点字)
002 坂本 : 読書指導 p8
003 アメリカの児童書誌
003 組織労働者
004 矢野文雄 訳書読法…
005 小林佐源治 学校学級児童図書館経営・・・
005 違憲 他
006 児童に対する図書館奉仕 竹林講師
007 児童に対する図書館奉仕の組織
007 ソシアル・ダンピング social dumping 他
008 抜き書き: わが国における児童図書館の起源 他
008 世界人権宣言 universal Deelaration of Human Rights 他
009 抜き書き: 児童福祉法
010 アメリカにおける児童に対する図書館奉仕の発達
010 タブー Taboo 他
011 1. 公共図書館の組織機構・・・
011 スーパー・マーケット
012 児童図書館における「しつけ」の問題
012 假装資本→擬制資本 他
013 児童室における什器、調【】【】funnitureと図書の配置の問題
013 海上保安庁
014 読書指導 -個人的
014 インテリゲンティヤ Intelligentzia 他
015 児童に対する図書館奉仕
016 語であるとき -彼等は・・・
016 ポツダム緊急勅令・政令 他
017 こどもの読書指導
018 防がなければならない。・・・
018 スターリン賞 他
019 児童司書の職業的専門的【】野【】【】えられる機会
019 街頭録音 他
020 農村地区 Rural area (村落部落)における児童図書館
020 ガラ紡 他
021 児童への奉仕の種類
021 完全雇傭 他
022 専門的教育をうけていない職員への読書指導
022 官僚 他
023 手軽なPTA図書部
024 メリカ村落人口の72%・・・
024 擬制資本 他
025 小学校の図書館
025 有限会社
026 学級文庫
026 メンシェヴィキ→ボルシェヴィキ 他
027 児童図書館のステイション
027 一大政党主義 他
028 都市のブッリモビル
028 一般平衡交付金 他
029 児童机の高さ・・・
030 児童司書の職務と資格要件
030 外側地震帯→地震帯
031 児童司書の特性 (人格)
031 オブザーヴァー Observer 他

学校図書館

029

060 学校図書館の研究

061
学校における

図書館奉仕の史的研究

062 学校図書館

063 児童図書館関係

064

059
学校図書館関係

http://id.nii.ac.jp/1707/00004388/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004389/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004390/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004391/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004392/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004393/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004394/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004395/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004396/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004397/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004398/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004399/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004400/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004401/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004402/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004403/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004404/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004405/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004406/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004407/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004408/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004409/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004410/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004411/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004412/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004413/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004414/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004415/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004416/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004417/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004418/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004419/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004420/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004421/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004422/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004423/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004424/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004425/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004426/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004427/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004428/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004429/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004430/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004431/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004432/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004433/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004434/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004435/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004436/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004437/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004438/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004439/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004440/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004441/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004442/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004443/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004444/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004445/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004446/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004447/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004448/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004449/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004450/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004451/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004452/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004453/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004454/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004455/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004456/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004457/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004458/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004459/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004460/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004461/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004462/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004463/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004464/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004465/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004466/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004467/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004468/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004469/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004470/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004471/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004472/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004473/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004474/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

032 抜き書き: childrens Department 他
032 赤字公債 他
033 佐世保市松浦町 親和?銀行こどもガーデン図書部
034 児童に対する図書館奉仕
035 児童室の計画と施設 他
035 スポークスマン (spokesman) 他
036 児童室の装飾
036 欧州経済審議会 他
037 児童図書館の組織と管理 他
037 人事交流計画
038 子供にどんな本を 難しい選び方の手引
000 袋: 児童図書館
001 児童図書館
002 児童に対する図書館奉仕状況
003 図書館の種類・・・
004 徳山図書館児童図書件名目録規定
005  (タイトル不明)
000 袋: 特殊図書館 病院図書館
001 抜き書き: 日本社会事業年鑑 大正十三年版 (大正13.11) 大原社会問題研究所編
002 抜き書き: 日本社会事業年鑑 大正十二年版 (大正12.6) 大原社会問題研究所編
003 抜き書き: ある) (三) 農事相談 (普通・・・

004
抜き書き: 日本社会事業年鑑 大正十一年版 (大正十年度) (大正11.6) 大原社会問題
研究所編

005 抜き書き: 諮問案 都市に於ける青・・・
006 抜き書き: 日本社会事業年鑑 大正十年版 (大正10.6) 大原社会問題研究所編
007 抜き書き: 第二四章 盲亜者の保護教育・・・
008 抜き書き: 日本社会事業年鑑 (大正八年) (大正9.1) 大原社会問題研究所編
009 抜き書き: 徳島県師範学校附属小・・・
010 共産主義を病院で治療
011 病院における図書館奉仕
011 蟲・進化論の書物などから・・・
012 総説 特殊図書館とは何か
012 廣島高等師範学校図書館の公開
000 袋: 特殊新聞社調査部
001 新聞社の調査部
001 頁)から引用したものである…
002 抜き書き: 杉村広太郎著 大英倣記 一四八-一五三頁 他
002 で、「学校の施設の利用」 とは、・・・
003 参考書
003 五 図書館学の五法則 他
000 袋: 特殊図書館 行刑文庫 (監獄図書室)
001 刑務所図書館経営学 : 初めて図書館の仕事をする人々の為に
002 行刑文庫概説
002 新聞社の調査部
003 成人教育と図書館 : 特殊図書館と成人教育
000 袋: 特殊図書館 地方議会

001
抜き書き: 議会事務局調査業務のあり方 酒井悌述 (議会職員執務資料シリーズ
No.8、昭和28.3)

002 地方議会図書室
003 抜き書き: 事務局条例

004
抜き書き: トップマネジメントと地方議会図書室の運営 堀田孝 (ビフロス: vol5. No.4
1954. 4月号)

005
抜き書き: 専門図書館としての地方議会図書室 富樫重弘 (びぶろす vol.5, 1954
No.4、昭和29.4月号)

006 抜き書き: 昭和二十九年四月 地方議会図書室運営要網
007 抜き書き: 昭和24年10月 地方議会図書館設置要項 (案)
008 抜き書き: 逐條 地方自治法 -解釈とその運用- 長野士郎著 学陽書房 1953
009 抜き書き: 二 自治制度の基本原則とその反省
010 抜き書き: 二 逐條 解説
011 地方議会図書室における図書選択
000 袋: (タイトルなし)
001 Annual Report : 社会福祉法人ライトハウス年報. 昭和31年度 第22号
002 日本盲人福祉委員会について
003 愛盲の使徒 / 岩橋武夫
004 社会福祉法人ライトハウス概要
000 袋: 盲人点字図書館
001 抜き書き: 毎日新聞七十年 昭和二十七年二月 毎日新聞社
002 盲人点字図書館
002 学校図書館の史的研究 : わが切抜帖とノートから / 竹林熊彦 他
003 盲人とは何か
003 インテリゲンティヤ Intelligentia 他
004 抜き書き: ヘレン・ケラー・キャンペーン 『毎日新聞七十年』 454ページ
005 抜き書き: 「余録」 (東京毎日新聞 昭和29.2.22) 他1点

006
抜き書き: 光を失った人々のために -日本點字図書館諸問題 (「図書」9月号 昭和
27.9.5 第36号) 他1点

007 抜き書き: 日本現時の盲人社会 山縣生 (『萬朝報』 明治39.9.6 第4680号 3頁)
008 抜き書き: 盲人の為に図書館を設く (東京朝日新聞 大正5.5.3 第10711号)
000 袋: 点字通信
001 盲人に対する図書館奉仕
002 点字 : 点訳通信 点字版
003 点字 : 点訳通信 点字版
004 点字 : 点訳通信 点字版
005 点字 : 点訳通信 点字版
006 点訳通. 47報
007 点訳通信. 48報
008 点訳島根. 第1号

069 特殊図書館　地方議会

070 （ライトハウスの封筒）

071 盲人点字図書館

065 学校図書館

030

066 特殊図書館　病院図書館

067 特殊新聞社調査

068
特殊図書館

行刑文庫（監獄図書館）
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http://id.nii.ac.jp/1707/00004496/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004497/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004498/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004499/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00004501/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004502/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004503/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004504/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004505/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004506/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004507/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004508/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004509/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004510/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004511/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004512/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004513/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004514/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004515/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004516/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004517/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004518/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004519/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004520/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004520/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004520/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004521/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004522/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004523/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004523/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004523/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004524/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004524/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004525/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004526/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004527/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004528/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004529/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004530/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004531/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004532/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004533/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004534/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004535/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004536/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004537/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004538/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004539/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004540/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004541/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004542/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004543/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004544/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004544/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004545/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004546/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004547/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004548/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004549/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004550/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004551/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004552/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004553/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004554/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004555/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

009 点訳通信. 52報
010 点訳通信. 53報
011 点訳の窓. 第7号
012 点訳通信. 50報
013 点訳通信. 51報
014 点訳奉仕者名簿
015 点訳通信. 12報
016 点訳通信. 32報
017 点訳通信. 34報
018 点訳通信. 35報
019 点訳通信. 36報
020 点訳通信. 37報
021 点訳通信. 38報
022 点訳通信. 39報
023 点訳通信. 40報
024 点訳通信. 45報
025 点訳通信. 46報
026 点訳通信. 43報
027 点字通信. 44報
028 感謝の言葉
029 点字 : 点訳通信点字版
030 点字 : 点訳通信
000 袋: 点訳奉仕者に祈る
001 点訳奉仕者に祈る
000 袋: 点訳友の会書類
001 会報. 第4号
002 点訳奉仕者通信. 第37号
003 森の啄木鳥 : 点訳奉仕の歌
004 点訳奉仕者通信. 第32号 他
005 名古屋市鶴舞図書館概要
006 盲協主催 点字講習会閉会式・開催の御案内
007 点字講習会修了式並びに点字に関する講習会と座談会開催御案内
008 規約と名簿 : 点訳友の会
009 日本点字研究会会報. No. 6
010 昭和31年度 感謝録
011 会報. 第2号
012 「点訳友の会」賛助募金趣意書 他
013 盲学校図書館の諸問題 : われらは何をすべきか
014 「愛の袋」募金趣意書
015 われら何を為すべきか
016 点訳友の会 : ルポルタージュ
017 盲人と読書
018 点譯奉仕に御参加下さい
019 学校図書館 速報版. 第112号
020 学校図書館 速報版. 第107号
000 袋: 成人教育と図書館 (1)

001
抜き書き: 成人教育と図書館 : 労働者のカリキュラム (平塚薫著 社会教育 第五章)

002 抜き書き: 成人教育と図書館 : 労働者教育 (平沢薫著 社会教育 第十四章)
003 成人教育と図書館 : 成人教育の経過および現状
004 労働者教育と図書館
005 教育的計画をもつ経営者との協力
006 パ-トタイムの学校に入学している労働者に対する奉仕
007 刑務所及び慈善救済施設
008 特殊図書館と成人教育
009 図書館の種類と成人教育
010 大学拡張講座
011 他の大学拡張活動と図書館の協力
012 成人教育と図書館 : 図書館の指導による自己教育
013 補助物の利用法
014 図書館の行う成人教育 他
015 成人教育と図書館
016 参考文献
017 成人教育と図書館 : 特殊図書館と成人教育
000 袋: 成人教育と図書館 (2)
001 抜き書き: 成人教育と図書館 : 成人教育綜説 : 山室民子 成人教育
002 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的反省 日本
003 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的背景
004 成人教育と図書館 : 図書館の指導による自学自習 自己教育
005 成人教育と図書館 : 成人教育総説
006 抜き書き: 成人教育と図書館 : B 学校拡張形態 (平沢薫著 社会教育)
007 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的反省 日本
008 成人教育と図書館
009 成人教育と図書館 : 公共図書館 (1)
010 成人教育と図書館 : 公共図書館 (2)
011 成人教育と図書館 : 公共図書館 (3)
012 成人教育と図書館 : 図書館の機能と問題
013 成人教育と図書館 : 一、法体系におけるわが国の教育 他
014 教育基本法の解説
015 成人教育と図書館 : 成人教育総説
016 成人教育と図書館 : 成人教育の内容
000 袋: 成人教育と図書館 (3)
001 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的反省 アメリカ
002 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的反省 イギリス
003 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的反省 日本
004 成人教育と図書館 : 成人教育の歴史的反省 ドイツ
005 成人教育と図書館 : 成人教育の[沁]華-日本
006 成人教育と図書館 : 諸機関と成人教育077 成人教育と図書館③

点訳奉仕者に祈る

074 点訳友の会書類

032

075 成人教育と図書館①

076 成人教育と図書館②

031

072 点字通信

073

http://id.nii.ac.jp/1707/00004556/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004557/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004558/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004559/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004560/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004561/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004562/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004563/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004564/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004565/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004566/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004567/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004568/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004569/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004570/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004571/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004572/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004573/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004574/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004575/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004576/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004577/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004578/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004579/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004580/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004581/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004582/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004583/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004584/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004585/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004586/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004587/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004588/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004589/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004590/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004591/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004592/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004593/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004594/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004595/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004596/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004597/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004598/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004599/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004600/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004601/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004602/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004603/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004604/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004605/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004606/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004607/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004608/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004609/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004610/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004611/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004612/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004613/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004614/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004615/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004616/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004617/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004618/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004619/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004620/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004621/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004622/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004623/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004624/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004625/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004626/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004627/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004628/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004629/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004630/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004631/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004632/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004633/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004634/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004635/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004636/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004637/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004638/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004639/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004640/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004641/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004642/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

007 成人教育と図書館 : 民主主義と成人教育 政治上の民主主義
008 成人教育と図書館 : 新しい教育理念と成人教育
009 成人教育の特殊性- 諸種の施設
010 成人教育と図書館 : 社会教育の本質
011 成人教育と図書館 : 社会教育の基本的性格 (1)
012 成人教育と図書館 : 社会教育の基本的性格 (2)
000 袋: 成人教育と図書館 (4) 労働者教育

001
抜き書き: 労働者教育運動 (日本労働年鑑 (昭和三年) 昭和3.10 大原社会問題研究
所編)

002 成人教育と図書館 : 労働者教育 (1)

003
抜き書き: 労働者教育運動 (日本労働年鑑 (昭和二年) 昭和2.10 大原社会問題研究
所)

004
抜き書き: 福利増進運動 (日本労働年鑑 (大正十一年版) 大正11.7 大原社会問題研
究所編)

005 抜き書き: 福利増進設備 (日本労働年鑑 (大正八年) 大正9 大原社会問題研究所編)

006 抜き書き: 社会主義運動 (日本労働年鑑 (大正八年) 大正9 大原社会問題研究所編)

007
抜き書き: 労働者教育運動 (日本労働年鑑 (大正十一年) 大正11.7 第八編 大原社会
問題研究所編)

008 抜き書き: 労働団体の東西労働・・・

009
抜き書き: 労働者の教育問題 (日本労働年鑑 (大正八年) 大正9.5 大原社会問題研究
所編)

010
抜き書き: 優秀の労力乎、柔順の労力乎 (東洋経済新報 第585号「社説」 明治
45.1.25) 他

011
抜き書き: 優秀の労力乎、柔順の労力乎 (四) (東洋経済新報 第588号「社説」 明治
45.2.25) 他1点

012
抜き書き: 職工教育の必要 東京高等工業学校長 手島精一 (東洋経済新報 第590号
「訪問」 明治45.3.15) 他1点

013 成人教育と図書館 : 成人教育の社会的必須条件
014 成人教育と図書館 : 成人教育 綜説 An Overview
015 成人教育と図書館 : 成人教育の社会的必須条件
000 袋: 図書館対外活動 (1)
001 図書館の対外活動
001 例えば刑務作業について・・・
002 参考文献
002 内閣 他
003 図書館対外活動の三つの分派
004 1 図書館の対外活動とは何か
005 3 対外活動の内部的準備
006 2 対外活動の回想
007 アメリカ図書館の対外活動
008 思的に行われたのでは・・・
009 (10) 海上巡回文庫 海員組合・船員厚生協会
010 4 対外活動と地域社会
000 袋: 図書館対外活動 (2)
001 図書館報 : 機関誌の編集
002 7 対外活動としての弘報
003 5 図書館体系と対外活動
004 6 対外活動の素描
000 袋: 対外活動 (3)
001 図書館の対外活動
001 夏時間 → サンマ-・タイム 他
002 凡て教育は、よく言われ・・
003 Janzon
003 適格検査
004 伝統的な図書館、地域社会中心の図書館・・・
004 行政整理
005 一年の図書館費と【】【】【】に払う費用
005 テネシ-河域開発局 → T・V・A 他
006 II 本説
006 トル-マン主義
007 対外活動の特異性 他
008 地域社会の調査
009 都市図書館体系
010 民主主義との一体性
011 抜き書き: 社会の調査 他
011 教書 他
012 分館論
013 移動展その他の展示物 他1点
014 対外活動
015 近代的図書館の背景
016 図書館の遠心的活動
016 T・V・A 他
017 無料公共図書館の基本・・・ 他
017 IV 病院図書館の職員
018 D 図書館の求心的活動
018 テロ 他
019 福岡県立図書館貸出文庫取扱要項 他
020 借用図書目録 他1点
021 昭和27年度予算書 他
022 配本計画
023 対外活動の企画
024 目次
025 徳島文化 : 徳島県立図書館 (憲法図書館) 館報. 20035 081

対外活動③

033

078 成人教育と図書館④

034

079 図書館対外活動①

080 図書館対外活動②

http://id.nii.ac.jp/1707/00004643/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004644/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004645/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004646/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004647/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004648/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004649/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004650/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004650/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004650/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004651/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004652/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004652/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004652/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004653/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004653/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004653/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004654/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004655/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004656/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004656/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004657/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004658/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004658/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004658/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004659/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004659/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004659/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004660/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004660/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004660/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004661/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004661/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004662/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004663/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004664/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004665/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004666/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004667/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004668/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004669/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004670/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004671/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004672/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004673/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004674/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004675/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004676/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004677/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004678/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004679/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004680/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004681/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004682/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004683/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004684/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004685/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004686/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004687/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004688/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004689/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004690/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004691/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004692/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004693/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004694/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004695/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004696/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004697/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004698/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004699/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004700/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004701/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004702/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004703/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004704/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004705/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004706/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004707/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004708/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004709/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004710/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004711/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004712/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004713/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004714/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004715/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004716/
http://id.nii.ac.jp/1707/00004717/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

026 学校図書館の五法則
027 序説 図書館学の五法則
028 えていること、そのよい・・・
029 対外活動の内部的準備
030 対外活動の根本
031 近くより遠きに
032 巡回文庫-意義
033 C. 図書館の宣伝
033 特経会社 他
034 図書館広報の方法
035 広報紙 (館報) その他の刊行物
036 手段と媒体の選び方
037 図書館の対外活動 研究班
037 日本労働運動の十六原則 他
038 新聞とパブリシティ
000 袋: 対外活動資料 (館報その他)
001 キリシタン文庫
002 演劇博物館
003 金沢文庫
004 水産庁水産資料室
005 鴎外文庫 東大付属図書館 (2)
006 神宮文庫
007 加賀文庫
008 南葵文庫 東京大学付属図書館 (1)
009 鶴舞図書館だより. No. 51
010 リズム
011 鶴舞図書館だより. No. 53
012 文化 : 高松市立図書館報. No. 40
013 文化 : 高松市立図書館報. No. 39
014 鶴舞図書館だより. No. 49 : 増築工事完成記念号
015 鶴舞図書館だより. No. 50
016 鶴舞図書館だより. No. 55
017 会報. No. 22
018 会報. No. 21
019 (四日市市立図書館の封筒)
020 あんない・1959 名古屋市鶴舞図書館
021 尼崎市立図書館
022 四日市市立図書館案内
023 会報. 4
024 名古屋市鶴舞図書館案内. 1958
025 徳島文化. No. 23
026 図書館ニュ-ス
027 文化 福岡 : 福岡県立図書館報. No. 28
028 富山県立図書館 参考室月報. 9月号27号
029 山口図書館だより. 第8年第1号 (通号48号)
030 文化 : 高松市立図書館 No. 37
031 神奈川文化. 7月号 第3巻第4号 (第27号)
032 鶴舞図書館だより. No. 54
033 文化 : 高松市立図書館報. No. 36 : 十周年記念特集号
034 文化 : 美しきその波紋を見つめて : 高松市立図書館五年史
035 開館10周年
036 東京都立公立図書館長協議会会報. No. 6
037 高知市立市民図書館要覧
038 富山県立図書館参考室月報. 3月号33号
039 富山県立図書館参考室月報. 4月号34号
040 富山県立図書館参考室月報. 5月号35号
041 富山県立図書館参考室月報. 6月号36号
042 富山県立図書館参考室月報. 7月号37号
043 富山県立図書館参考室月報. 8、9月号38号
044 富山県立図書館参考室月報. 10月号39号
045 文化 : 高松市立図書館報. No. 38
000 袋: 図書館通論
001 図書館の起源
002 図書館の発達
003 図書館の構成要素
003 えり子調
004 第三日 講習要項
005 序説 専門職としての図書館職員
006 図書館の目的
007 「図書は利用するための…
007 Ｂ 病院図書館の経営 他
008 十分に適正に分類…
008 (2) ミネアポリス 他
009 八尾市の回想 : 小早川彦一氏
009 笠原芳郎様 侍史
010 児童図書館
010 Ｂ 切抜の分類
011 図書館の種類
011 また紛失したときには、…
012 第五回関西大学図書館学講習図書館通論 竹林講師 他
013 ◎学校図書館における図書…
013 九 学校司書の資格 他
014 ランガナタン「図書館学の五法則」 梗概
000 袋: 図書館通論
001 何故に彼らは読書するか
002 抜き書き: 図書館通論 要綱
003 図書館通論 : 図書館の要件 図書館職員
004 三 図書館の要件. B, 図書館資料

035 081

036

082
対外活動資料

（館報その他）

083 図書館通論
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

005 一 図書館の起源と発達過程
006 はしがき
007 図書館建築 他
008 抜き書き: 図書館の種類 : 公民館 (平沢薫著 社会教育 第二十章)
009 図書館通論 : 三 図書館の要件. A, 図書館目的の具体的設立
010 C 読者に対する図書館奉仕
011 図書館通論 : 図書館行政
012 図書館の種類
013 図書館学講義要綱
014 図書館の種類 他1点
015 3 近代図書館の特色
016 二 図書館の種類
000 袋: 図書館通論 (二)
001 図書館通論 : 図書館建築の計画
002 図書館通論 : 物理的便宜
003 図書館通論 : 図書館基準の用法
004 図書館通論 : 図書館資料の組織と管理
005 図書館通論 : 公共図書館の役割
006 図書館通論 : 図書館奉仕の機構と図書館行政
007 図書館通論 : 図書館職員
008 図書館通論 : 図書および非図書資料
009 図書館通論 : 図書館奉仕

000
袋: 図書館史資料 (近代日本の図書館を築いた人々 / 50年前の図書館界 / 近代図
書館運動の相同性と相違)

001 近代図書館運動の相関性と相異性
001 つたのである。すなわち・・・
002 50年前のわが図書館界
002 全ク取除ケノ場合ニ於・・・ 他
000 袋: 図書館史序説
001 鴨脚秀克の略歴
002 第二章 図書館法、図書館はどのようにして建設されたか
003 第一章 公共図書館運動、この歴史と意義
004 図書館の成長と発展
005 アメリカ公共図書館の年代的発達
006 トマス・ブレイと教区図書館
007 植民地文化の出現とその経済的基礎
008 図書館史の価値について
009 一九三〇年代の成人教育運動
010 その原因とするところ一部・・・
011 抜き書き: 図書館史 序説 (草野正名 日本学校図書館史概説 理想社 昭和30年)
012 図書館史
013 図書館史 : アメリカ植民時代の起源
014 図書館史 : 図書館運動の社会学的起源
015 第三章 公共図書館と地域社会
016 背景と伝統
017 序章 図書館史についての若干の問題
018 図書館史 : 文献
019 図書館史の内容
020 聴講者の数なら顔ぶれ・・・
021 抜き書き: 歴史とは何ぞや (新見吉治 歴史教育論 昭和9年)
022 近世日本における図書館の源流
023 京都府平民 秋間玖磨・・・ 他
024 図書館史 竹林講師
024 参考書 東京教育大学教・・・
025 京都における図書館運動
026 京都大学附属図書館略史
000 袋: 図書館史
001 図書館史 竹林講師
002 土 : 金光図書館報. 第30号 (昭和28年12月)
003 京都府立京都図書館沿革誌
003 筆頭人 他
004 土 : 金光図書館報. 第32号 (昭和29年5月)
005 互尊翁の小伝
006 西洋図書館史 はしがき
006 二 学校図書館の人的構成 他
007 図書館史
007 序 他
008 近代日本図書館史年表-竹林熊彦-
000 袋: 日本近世図書館史
001 日本近世図書館史
001 ヴォランチア運動 他
000 袋: 図書選択資料
001 C 民衆図書館 (Popular Libraris)
001 こうした記号にしておくと・・・ 他
002 次に掲げる図書館評価…
002 国際連合憲章 他
003 図書選択者の資格能力
003 メモリアル・デー Memorial Day 他
004 文盲 坂本読書指導
005 抜き書き: 図書選択標準 (明治39.11.22 時事新報)
005 争議権→ 罷業権
006 参考書
006 F･A･O→ 食糧農業機構 他
007 図書館学 (講義資料)
008 標語というものは、一般・・・
009 費と同様に、どんな書物・・・
009 代理投票→ 不在投票 他

038

087 図書館史序説

088 図書館史

089 日本近世図書館史

037

084 図書館通論

085 図書館通論②

086
図書館史資料

（近代日本の図書館を築いた人々…）
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

010 蔵書配分比率 他
011  (ロ) 未来の可能性・・・ 他
011 貿易回転基金→回転基金 他
012 伝統的図書館から・・・
013 Library Service→…
013 デュートリウム→ 水素三号
014 目次
015  (点字)
016 図書館の設立目的・・・
017  (5) 図書選択者はその要求・・・
018 ALA目録 1893・・・
019 Notes on the principles of book selection
020 レポートの問題
020 民族資本
021 図書選択の目的
022 月刊 良書選定通信. 9月分
023 図書館の構成要素
024 出版者
024 サンマー・タイム Summer-time
025 図書館の構成要素 他
026 二年や三年の図書館長・・・
026 白い羽根運動
027 図書館の設立目的・・・ 他
028 図書館選択法 竹林講師 他
029 蔵書配分比率
030 S. R. Ranganathan : Five Laws of Library Science, 1931.…
031 Personnel ・・・
032 ブックレストの使用法 (携帯用書見台)
033 S. R. Ranganathan : Five Laws of Library Science, 1931.…
034 抜き書き: 教育基本法 第十條 (教育行政)
035 faka
035 青書 Blue book
036 ALA目録 1893
037 |社説| 地方文化と公民館運動
038 図書選擇
039 要綱
039 主体性
040 △ アメリカの公共図書館・・・
040 減価償却
041 図書館選択の領域 他
042 第二の困難は実際に・・・
042 毛沢東 (潤之) Mao Tse-tung 他
043 図書選択の定義
044 司書の仕事は人々 : 読者と読者の欲するもの
044 客が次第に下落して行った・・・
045 読者のための図書選択
046 Why they read ・・・
047 伝統的の図書館から・・・
047 共産帝国主義 他
048 人間の本能は、心理学者・・・
049 昭和二十九年六月二十一日・・・
050 大体の標準から言って、・・・ 他
050 日本図書館学叢書 他
051 図書選択の目標
051 検察庁 他
052 要求の分量-その認識の評定 (査定)
052 健全財政 他
053  (三) 図書館設立の目的に・・・
053 山猫争議 (wild cat strike) 他
054 何人と雖も、すべての書物・・・
055  (七) 郷土資料の蒐集を拡張・・・
055 ポンド切下げ 他
056 図書の生産者について親近感をもつことと図書の選択
057 著者(図書の製作者)に親しみをもつこと
057 国民投票→ レフェレンダム 他
058 図書選択の領域 他
059 ハ 結局失敗ハ言ハナケレ・・・
060 翻訳者
061 抜き書き?: 教師と生徒とに奉仕する・・・
061 放射能→ 宇宙線 他
000 袋: 図書選択の組織
001 図書選択序説 他
002 前略 英国史のレポート・・・
003 図書選択の組織
004 館長は万能でなければ・・・
005 択についての助言から・・・
006  (タイトルなし)
000 袋: 図書選択
001 図書の選択 : 理論と実際
002 図書選択に対する助言の源泉
003 図書選択 竹林講師
004 V. 図書選択の過程と一般方策
005 IX 図書選択者の資格・能力・特性
005 その方法について少し・・・
000 袋: 図書選択の理論と実際 昭和二十九年六月
001 滋賀縣立図書館案内
002 D 図書の選択についての助言
002 図書の選択 : 理論と実際 他

039

090

091 図書選択の知識

092 図書選択

図書選択資料
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

003 傳記について
003 佐藤先生 御侍曹
004 児童図書館発行部数の内訳
005 抜き書き: 京都大学文学部図書委員会規定
006 -蔵書配分比率- [図書選択法プリント No.2]
007 Flexnerd Hvpkuis
008 お暑くなりました・・・
009 お手紙ありがとうございました・・・
010 図書選択の評価 (結果)
011 書価
012 △ 理論的に均整のとれた・・・
012 ボイコット Boycott 他
013 図書選択法
014 序
014 E 病院図書委員会 他
015 1876年ニALAが組織サレタ・・・
015 資本家階級→ ブルジョアジー 他
016 VIII 図書の淘汰と蔵書の更改
016 れた先覚者の一人である。… 他
017 北岡健二、天城勲著 教育委員会の理論と実務 昭和27年11月 港出版合作社
017 III 盲人福祉事業
000 袋: 図書選択関係
001 図書の選択 : 理論と実際 / 竹林熊彦
002 第1章 図書選択の基本的用件
003 library service. No. 2). ・・・
004 第2章 図書選択の要素
005 第五章 図書館の種類と図書の選択
006 第4章 図書選択の中心問題
007 第六章 図書の評価による図書の選択
008 第八章 図書の淘汰と蔵書の更改
009 第9章 図書選択者の資格・能力・特性
000 袋: (タイトルなし)
001 壱 図書選択の予備的條件
002 第3章 図書選択の組織
000 袋: 図書の選択 京都女子大学
001 図書館は実業である
002 図書選択の要素
002 c 図書選択の種類と位置
003 図書の選択 竹林講師
004 第一日
005 VII 伝記書を選択するときの知識 他
005 盲人点字図書館 / 竹林熊彦 他
006 図書館の種類と図書の選択
007 VIII 図書の淘汰と蔵書の更改
000 袋: 伝記書を選択するときの知識
001 第七章 伝記書を選択するときの知識
000 袋: 図書の選択 (1)
001 図書選択の中心問題
002 図書選択の基本的要件
003 抜き書き: 図書館通論 : 図書館建築 (学校行政 大串不二雄 学校建築)
004 図書の評価による図書選択
004 史明は実に、人生の最大・・・
000 袋: 教育会と図書館
001 教育界とその図書館. 1. - (近代日本図書館の史的研究 ; 33)
000 袋: 図書館と地域社会
001 図書館と地域社会

000 袋: 巡回文庫の史的研究-新潟市積善組合巡回文庫-)

001 巡回文庫の史的研究 : 新潟市積善組合巡回文庫

000 袋: 図書館管理法
001 図書館管理法
002 抜き書き: 図書館管理法序
003 二 ソレから此千七百年の・・・
000 袋: 文部省編纂 図書館管理法 全
001 田中稲城 管理法 p73
002 抜き書き: 文部省編纂 図書館管理法 全 明治三十三年七月刊行
000 袋: 図書館の試験制度
001 抜き書き: 図書館ノ試験制度

002
抜き書き: 疊上水練 帝國図書館長 田中稲城 (東京市立図書館報 第四号 大正
7.3.21)

003 抜き書き: 学校外の教育 (大日本教育会雑誌 第112号 原文 片カナ 24.12.15)
000 袋: 図書館員教養の第一課
001 図書館員教養の第一課
000 袋: 現代司書論 (原稿)
001 翻訳?: 現代司書論
000 袋: 近代図書館運動
001 處する図書が蒐集され・・・
002 第四章 東京図書館長
003 第五章 帝国図書館の経営
004 序説 近代図書館運動概説
005 第一章 修学時代
006 てこれに移った。文庫の・・・
006 第十四 求書の策を為すこと 他
007 第三章 海外留学
008 第六章 近代図書館運動と稲城
009 七 近代図書館運動と稲城 他
010 次に揚げるものは函館・・・

105 図書館員教養の第一課

106 現代司書論（原稿）

042 107 近代の図書館運動

巡回図書館の史的研究

―新潟積善組合巡回文庫―

102 図書館管理法

103 文部省編纂　図書館管理法　全

104 図書館の試験制度

041

097 伝記書を選択するときの知識

098 図書の選択①

099 教育会と図書館

100
図書館と地域社会

101

040

093
図書選択の理論と実際

昭和29年6月

094 図書選択関係

095 （同志社大学の封筒）

096 図書の選択　京都女子大学
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箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

010 六 帝国図書館の経営 他
011 岩国藩教学資料 他
012 この百事一新の狂瀾怒涛・・・
013 石國(イハクニ)郷今岩國町・・・ 他
000 袋: 図書館ものがたり
001 四 積善組合巡回文庫と桜井市作
002 人物中心 図書館ものがたり
003 一 竹川竹斎と射和文庫
003 るが、何というても徳川・・・
004 二 徳川賴倫と南葵文庫
005 三 石川昭勤と成田図書館
006 五 野本恭八郎と互尊文庫
007 四 外山正一と図書館
008 明治時代ノ今日、軍事ニ・・・
009 第11章 帝国主義・その二
000 袋: 図書詭言=図書館史楽我鬼
001 図書詭言=図書館史楽我鬼
000 袋: 著者名辞典資料

001
抜き書き: 金陵宕陰息軒之儒先生の手客 三眛道人 (太陽 第2巻第2号 明治29.1.20)
他1点

002 抜き書き: 月曜筆記 黒頭 (明治34.3.11 大阪朝日新聞 第6856号) 他
003 抜き書き: ・僧形浪人 (明治29.11.22 大阪朝日新聞 第5340号)
004 抜き書き: ・技藝委員 (明治29.7.5 大阪朝日新聞 第5223号) 他
005 抜き書き: ・古事類苑編纂の再興 (明治28.4.10 大阪朝日新聞 第4854号)
006 抜き書き: 図書借覧 (明治34.12.11 大阪朝日新聞 第7125号) 他
007 抜き書き: ◎ 放山口正定氏 (明治35.3.23 大阪朝日新聞 第7222号) 他1点
008 抜き書き: 笠亭仙果 (名古屋市史人物編第二)
009 抜き書き: ◎ 麗々亭柳橋死す (明治33.8.24 大阪朝日新聞 第6665号)
010 抜き書き: ◎ 六角子爵薨す (明治33.6.22 大阪朝日新聞 第6602号)
011 抜き書き: 渡邊國武 (明治25.8.10 大阪朝日新聞 第4056号)
012 抜き書き: 渡辺千秋 (明治25.7.22 大阪朝日新聞 第4040号)
013 抜き書き: 渡辺章綱(アキツナ) (明治27.10.9 大阪朝日新聞 第4708号)
014 抜き書き: 渡辺千秋(ワタナベチアキ) (明治27.11.8 大阪朝日新聞 第4732号)
015 抜き書き: 和田方正(ハウセイ) (明治28.5.7 大阪朝日新聞 第4877号)
016 抜き書き: 若松〓子 (明治29.2.16 大阪朝日新聞 第5105号) 他1点
017 袋: 著者辞典資料 (雑)
000 袋: 索引？
001 索引
002 索引
003 安全保障理事会 (タ) アグ・・・
000 袋: 図書館物語 / 関西文庫協会資料
001 抜き書き: 東壁 第一号 他
002 抜き書き: 会員名簿 五十音順 明治三十四年四月現在
003 抜き書き: 東壁 第二号 (明治34.7.31) 他
004 抜き書き: 関西文庫協会: 東壁 第二号 (明治34.7.31) 他
005 抜き書き: 東壁: 関西文庫協会機関雑誌 他
006 抜き書き: 東壁 第四号 (明治35.3.15)
007 抜き書き: 東壁 第一号 (明治34.4.30)
008 抜き書き: 東壁 第二号 (明治34.7.31)
009 抜き書き: 東壁 第三号 (明治34.11.20)
010 抜き書き: 関西文庫協会: 東壁 第一号 (明治34.4.30)
011 関西文庫協会 : その歴史的意義 / 竹林熊彦
012 関西文庫協会 : その歴史的意義
000 袋: 米国百年期博覧会教育報告
001 抜き書き: 米国百年期博覧会教育報告 巻四
002 抜き書き: 米国百年期博覧会教育報告 巻ニ
003 抜き書き: 米国百年期博覧会教育報告
004 抜き書き: 米国百年期博覧会教育報告 巻三
000 袋: 司書講習余滴
001 司書講習余滴

000 袋: 愛知図書館研究会々報のために 郷土の図書館史研究

001 郷土の図書館史研究

000 袋: 明治学制頒布前静岡徳川藩の学校教育について
001 図書館について

002
抜き書き: 明治学制頒布前静岡徳川藩の学校教育について　葵文庫長貞松修蔵 (葵
文庫ト其事業　第46号、昭和5.4.1)

003
抜き書き: 七十年前に我米国使節に彼の地にて贈れる本文庫所蔵の図書と当時の回
顧　貞松修蔵　(「葵文庫ト其事業」第50号、昭和5.8.1)

004 抜き書き: たり在学中は常に君側…
000 袋: 東京医事新誌　その他
001 抜き書き: 東京医事新誌 第1416号 (明治38.7.1) 他
002 抜き書き: 東京医事新誌 第1391号 (明治38.1.1) 他
003 抜き書き: 東京医事新誌 第1439号 (明治38.12.9) 他
004 第二章 学校図書館はどんな発達をしてきたか
005 抜き書き: 明和八年某日同藩の医師・・・
006 II 最も多くの人々
007 Fear begins at 40 ; Life begins at 80…
008 抜き書き: 白痴教育に就て　(明治33.12.3 大阪朝日新聞(6頁) )
008 貴族院にも、衆議院にも、・・・
009 党と改称し、首都をモス・・・
010 抜き書き: 感すべき話がある、・・・が・・・
011 抜き書き: 東京医事新誌 第1544号 (明治41.1.4) 他
012 抜き書き: 免も角も年と繁昌を加へて・・・
013 抜き書き: 曰く「首を取って帰れ」 と・・・

明治学制領布前

静岡県徳川藩の学校教育について

044

112 図書館物語

113 米国百年期博覧会教育報告

114 司書講習余滴

115
愛知図書館研究会会報のために

郷土の図書館研究

116

東京医事新誌　その他

043

108 図書館ものがたり

109 図書館詭言＝図書館楽我鬼

110 著者名辞典資料

111 索引？

http://id.nii.ac.jp/1707/00005064/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005065/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005066/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005067/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005068/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005069/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005070/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005071/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005072/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005073/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005074/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005075/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005076/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005077/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005078/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005079/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005080/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005081/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005082/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005082/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005082/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005083/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005084/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005085/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005086/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005087/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005088/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005089/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005090/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005091/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005092/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005093/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005094/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005095/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005096/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005097/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005098/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005099/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005100/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005101/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005102/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005103/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005104/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005105/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005106/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005107/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005108/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005109/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005110/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005111/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005112/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005113/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005114/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005115/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005116/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005117/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005118/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005119/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005120/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005121/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005122/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005123/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005124/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005125/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005126/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005127/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005127/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005128/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005128/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005129/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005130/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005131/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005132/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005133/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005134/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005135/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005136/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005137/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005138/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005139/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005140/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005141/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005142/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005143/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005144/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

014 抜き書き : 善佛團宝記　一本・・・
015 抜き書き: 和歌山縣管内蔵板箇所取調書

016
抜き書き: 夢山詩草: 乙己十二月二十日隻芝仙館小集漫題　(太陽 第12巻第2号 明
治39.2.1)　他

017 抜き書き: 一紀伊各所図会・・・
018 天野学兄　昭和十三年十月十一日　竹林熊彦
019 抜き書き: 思想対筆に掲げられたる俸給者保険制度創設案　早大講師　岩田百会治
020 抜き書き: 東京医事新誌 第1570号 (明治41.7.4) 他

021
抜き書き: 足利学校紀事并領地帳 (美濃判　内務省　朱綿十三　斤界紙巻首　「図書
局文庫」「日本政府図書」印【】)　他

000 袋: 東京医事新誌 その他
001 抜き書き: 綾羅之事 一本…
002 抜き書き: 内会なり即ち松平春獄… 他
003 実現性ガ心細イノハ当…
004 抜き書き: 日本教育雑誌・・・
005 抜き書き: 二十一代集 一本 内二冊欠・・・
006 抜き書き: 京都府誌 上巻 第四章 中等教育
007 抜き書き: 園長の覚悟 (明治34.4.1 大阪朝日新聞 (6頁) 白痴教育の話 佐原両老)
007 外山正一博士と図書館事業 / 九州帝国大学司書官 竹林熊彦
008 であり、稲城は専攻学生・・・
009 ■京都の児童図書館
009 かつた。従つて協同共通・・・
010 ンバ、是等ノ輩ハ従来ノ・・・
011 児童ノ図書館利用、読書趣味・・・
012 明治時代の人々を語る
013 十四 図書館事業の功労者・・・
014 抜き書き: れられざりしが老中は・・・
015 科は、有用技術、美術、文学、・・・
016 抜き書き: 十進分類法綱要
017 抜き書き: 説をくわしく書て、陸軍・・・
018 抜き書き: ・生命保険奨励の建議
019 明治図書館史話

020
抜き書き: 巴里古本物語 渡辺紳一郎 慶應三年版｢巴里一覧｣のこと (昭和13.10.1 日
本古書通信 第109号)

021 抜き書き: 員毓彭、李渚芬、曹〓霖・・・
022 抜き書き: 東京医事新誌 第1237号 (明治35.1.4) 他
023 抜き書き: 東京医事新誌 第1442号 (明治39.1.1) 他
024 抜き書き: 東京医事新誌 第1468号 (明治39.7.7) 他
025 抜き書き: より庄内に走り、横浜に至り、… 他
026 抜き書き: 修史館編 明治史要 巻十一(第三偏) (明治14.7)
027 抜き書き: ・藍授褒章下賜
028 抜き書き: 役後に、其熱心注意の効… 他
029 抜き書き: 東京医事新誌 第1519号 (明治40.7.6) 他
030 抜き書き: 宗教書、修養書を読み得・・・他
031 春山作樹博士 他
032 天野爲之博士 他
033 和仁貞吉博士
034 寄稿者紹介
035 カラザール病研究団の山田博士殉職す 他
036 阪口武之助氏 他7点
037 寄稿者紹介
038 三瀦信三博士 他1点
039 感謝状 案 間宮不二雄殿
040 抜き書き: 明治12.2.19 読売1225号 他
041 抜き書き: ・飛脚屋(ポスト)… 他
042 菊池寛氏ノ図書館論 / 竹林熊彦
043 抜き書き: 谷崎潤一郎｢幼少時代｣ 172頁
044 抜き書き: 何ぞ其貴賎親疎を論ざ・・・
000 袋: 平民新聞 図書館資料
001 抜き書き: 労働問題の特集 片山潜 (明治36.11.22 平民新聞 第2号) 他
002 抜き書き: ワシントン所感 (明治36.11.29 平民新聞 第3号) 他
003 抜き書き: 富豪の遺産処分 (明治37.7.17 平民新聞 第37号) 他1点
004 抜き書き: 片山潜関係記事
000 袋: 読書について
001 読書について
000 袋: 銅駝中学新聞の創刊に寄す / ｢京極｣ の発刊にあたりて

001 銅駝中学新聞の創刊に寄す

002 ｢京極｣ の発刊にあたりて 不破治

000 袋: 竹林熊彦様 校正在中
001 持戻符箋
002 図書館物語 (1)
003 図書館物語 (2)
004 図書館物語 (3)
005 図書館物語 (4) 二 徳川頼倫と南葵文庫
006 図書館物語 (5)
007 図書館物語 (6)
008 図書館物語 (7) 三 石川照勤と成田図書館
009 図書館物語 (8)
010 図書館物語 (9) 四 積善組合巡回文庫と桜井市作
011 図書館物語 (10)
000 袋: 竹林熊彦様 校正在中
001 図書館物語 (11)
002 図書館物語 (12) 五 野本恭八郎と互尊文庫
003 図書館物語 (13)
004 図書館物語 (14)

竹林熊彦様　校正在中

046

119 平民新聞図書館資料

120 読書について

121
銅駝中学新聞の創刊に寄す

「京極」の発刊にあたりて

122 竹林熊彦様　校正在中

123

045

117

118 東京医事新誌　その他

　

http://id.nii.ac.jp/1707/00005145/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005146/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005147/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005147/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005147/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005148/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005149/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005150/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005151/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005152/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005152/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005153/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005154/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005155/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005157/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005158/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005159/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005160/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005161/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005162/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005163/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005164/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005165/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005166/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005167/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005168/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005169/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005170/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005171/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005172/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005173/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005174/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005175/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005175/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005176/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005177/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005178/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005179/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005180/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005181/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005182/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005183/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005184/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005185/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005186/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005187/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005188/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005189/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005190/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005191/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005192/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005193/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005194/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005195/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005196/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005197/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005198/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005199/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005200/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005201/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005202/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005203/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005204/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005205/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005206/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005207/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005208/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005209/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005210/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005211/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005212/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005213/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005214/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005215/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005216/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005217/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005218/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005219/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005220/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005221/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005222/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005223/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005224/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005225/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005226/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

005 六 相生由太郎と埠頭図書館
000 袋: 高橋重臣様 プリント原稿
001 図書館史 竹林講師
000 袋: 竹林熊彦先生
001 西洋史通論 草稿
000 袋: 竹林熊彦様 原稿
001 翻訳: 米国議会図書館150年史 その集書の発展
002 目で見る世界の図書館 : 目録と解題
000 袋: 竹林熊彦様
001 (タイトルなし)

002
抜き書き: 二百餘巻の大禮記録 一萬五千枚の稿本成る (東京朝日新聞 大正7.7.28
第11527号) 他

003 欧・米圖書館の特質. 上 ( ヨーロッパ図書館). (日本文化 第34号 (1954.9)別冊)

004
抜き書き: 三十萬圓で常磐橋付近に新築する大橋図書館 (東京朝日新聞 大正8.9.23
第11945号) 他

005 16枚
006 抜き書き: 十萬金御下賜金の使途 (東京朝日新聞 大正6.2.18 第11002号)
007 抜き書き: 府廰内に商工奨励館 (東京朝日新聞 大正6.6.7 第11111号)
008 抜き書き: 焼失せる中央大学 (東京朝日新聞 大正6.6.11 第11115号) 他
009 抜き書き: 蒙古襲来の新史実 (東京朝日新聞 大正7.2.1 第11350号)
010 抜き書き: 図書館長会議 (東京朝日新聞 大正7.6.4 第11473号)
011 抜き書き: 本國にもない和蘭の奇書珍什 (東京朝日新聞 大正9.10.29 第12347号) 他

012
抜き書き: アメリカで死んだ朝河博士 業績を世に出す (朝日新聞 昭和28.8.18 第
24254号) 他

013 抜き書き: 千葉縣教育史 巻三 ([社団法人]千葉県教育会発行 昭和14.9.30)
014 抜き書き: 富山県政史 (富山県発行 昭和14.1.5)
015 抜き書き: 戦争と図書館 (東京朝日新聞 大正3.3.20 第10089号)
016 抜き書き: 和漢洋珍書陳列 (東京朝日新聞 大正3.11.18)

017 抜き書き: 文明開発の跡 内閣文庫の展覧 (東京朝日新聞 大正3.11.22 第10183号)

018 抜き書き: 読書子の福音 (東京朝日新聞 大正4.8.20 第10262号)
019 抜き書き: 圖書館規則改正 (東京朝日新聞 大正4.8.20 第10454号)
020 抜き書き: 図書貸出し同盟の好成績 (東京朝日新聞 大正4.12.29 第10585号)
021 抜き書き: 学術図書館建設 (東京朝日新聞 大正4.9.10 第10475号)
022 抜き書き: 図書館講習会 (東京朝日新聞 大正5.6.22 第10761号)
023 抜き書き: 恩賜金にて図書館 (東京朝日新聞 大正5.1.12 第10599号)
024 抜き書き: 年々に殖える蔵書の仕末 (東京朝日新聞 大正5.4.21 第10699号)
025 抜き書き: 大正博覧会の一特色 (東京朝日新聞 大正2.4.29 第9611号) 他
026 抜き書き: 児童圖書館の前途 (東京朝日新聞 明治45.1.23 第9149号) 他
000 袋: 竹林熊彦様
001 関正殿
002 抜き書き: 成田山の石川師遷化 (東京日日新聞 大正13.2.2 第17017号) 他
003 抜き書き: 成田山史 昭和十三年
004 抜き書き: 在職十五年記念 石川僧正 (明治42.12)
005 抜き書き: 成田山開基一千年祭記念 成田山史 (昭和13.3.28)
006 抜き書き: 法律の珍書六千我国に来る (東京日日新聞 明治45.3.5 第12671号)
007 抜き書き: 修養文庫設置 (東京日日新聞 静岡版 大正8.7.16 第15360号)
008 抜き書き: 一生を史料編纂に献げて (東京日日新聞 大正8.11.5 第15468号)
009 抜き書き: 殉難訓導の為に (東京日日新聞 大正8.11.25 第15488号)

010
抜き書き: 静岡大図書館 廿万円の寄付金により縣教育会の新築計画 (東京日日新
聞 大正8.12.10 第[15553]号)

011
抜き書き: 千冊の土産を持って鳥居龍蔵氏帰る (東京日日新聞 大正8.12.12 第15505
号)

012
抜き書き: 明春設計に着手する｢縣立大図書館｣ (東京日日新聞 大正8.12.23 第15516
号)

013
抜き書き: 青島で占領した図書二万五千部を東大へ (東京日日新聞 大正9.1.4 第
15528号)

014
抜き書き: 三宅碩夫氏が母校に廿五万円 中央大学が昇格の申請 (東京日日新聞 大
正9.3.5 第15589号)

015
抜き書き: 帝大寄附の青島図書に上海学界反対す 三十日発上海特派員電報 (東京
日日新聞 大正9.4.2 第15617号)

016
抜き書き: 羅馬に次ぐ最古の日本の図書館 (東京日日新聞 大正9.4.3 第15618号 大
正9.4.3)

017
抜き書き: 雅邦翁の名幅を売って 一高が図書館を建てる (東京日日新聞 大正9.4.3
第15618号)

018
抜き書き: 珍書拾萬巻を蒐めて 化学図書館を設立す (東京日日新聞 大正9.5.27 第
15672号)

019 抜き書き: 八王子市民の読書熱 (東京日日新聞 大正9.6.26 第15702号)

020
抜き書き: 文録元年に出版の切支丹の珍書を発見 (東京日日新聞 大正9.7.19 第
15725号)

021
抜き書き: 豫定方針に大番狂せの図書館 (東京日日横浜横須賀附録 大正9.7.19 第
15725号)

022 抜き書き: 静岡の読書熱 (東京日日新聞 静岡版 大正9.8.5 第15732号)

023
抜き書き: 北郡図書館の改善 愈々整理に着手す (東京日日新聞 府下版 大正9.8.31
第15768号)

024 抜き書き: 夫の遺業を見にモリソン未亡人 (東京日日新聞 大正9.9.1 第15769号)
025 抜き書き: 無用の長物と非難浴びつ (東京日日新聞 府下版 大正9.9.4 第15772号)

026
抜き書き: 千葉の読書界は頗る貧弱 図書館も寂しい (東京日日新聞 大正9.9.14 第
15782号)

027
抜き書き: 失業者の一団図書館を占領す ロンドン市中の大騒動 (東京日日新聞 大正
10.1.6 第15896号)

047

127

128 竹林熊彦様

竹林熊彦様

　

124 高橋重臣様

125 竹林熊彦先生

126 竹林熊彦様　原稿

http://id.nii.ac.jp/1707/00005227/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005228/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005229/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005230/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005231/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005232/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005233/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005234/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005235/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005236/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005237/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005237/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005238/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005239/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005239/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005240/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005241/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005242/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005243/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005244/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005245/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005246/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005247/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005247/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005247/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005248/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005249/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005250/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005251/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005252/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005253/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005254/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005255/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005256/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005257/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005258/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005259/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005260/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005261/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005262/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005263/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005264/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005265/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005266/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005267/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005268/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005269/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005270/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005271/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005272/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005272/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005273/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005273/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005273/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005274/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005274/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005274/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005275/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005275/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005275/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005276/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005276/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005277/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005277/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005278/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005278/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005278/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005279/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005279/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005279/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005280/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005280/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005280/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005281/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005282/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005282/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005282/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005283/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005283/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005284/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005285/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005285/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005285/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005286/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005287/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005288/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005288/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005288/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005289/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005289/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

028
抜き書き: 財界動揺から行政悩みの図書館愈々建設 (東京日日新聞神奈川附録 大
正10.1.9 第15899号)

029 抜き書き: 遊園地と図書館 (東京日日新聞 山梨版 大正10.6.1 第16042号)
030 抜き書き: 児童読物展覧会 (東京日日新聞 大正10.6.1 第16052号)

031
抜き書き: 宮市立の図書館 水道部を開設 (東京日日新聞 栃木版 大正10.6.18 第
16059号)

000 袋: 会報の発行にあたりて
001 会報の発行にあたりて
000 袋: 竹林熊彦先生古稀記念会
001 日本十進分類法解説
001 私立図書館の創立を見る、・・・
002 国・公・私立
003 抜き書き: 図書館新築ニ付意見
004 新聞紙の保存 : 一つの提案
005 故人在世中はいろいろ・・・
006 駅弁大学図書館
007 図書館畸人変物伝. 1 : 柏木直平のこと
008 翻訳?: 西洋近世史
009 成人教育と図書館
010 図書館物語追加
000 袋: A History of Libraries in Great Britain and North America By Albert Predeek
001 (タイトルなし)
002 抜き書き: Translator's Preface. 他
002 大橋図書館設立以前の・・・ 他
000 袋: 竹林熊彦先生侍史 五種
001 翻訳?: 初期ノ図書ノ集積所ハ・・・
001 図書館経営入門 / 竹林熊彦 他
000 袋: 竹林熊彦殿
001 西洋近世図書館史
001 自由労働者 他
000 袋: 西洋図書館史
001 ペルガモン Perugamum or Pergamon
001 図書資源を最大限度に利用… 他
002 抜き書き: ミハエリス氏 美術考古学発見史 (浜田耕作訳 昭和2.1岩波)
000 袋: 図書館史 アメリカ (外)
001 図書館史レポート
002 第十二章 特殊図書館
003 アメリカ陸軍医学図書館(旧陸軍医学図書館)
004 議会図書館
005 ボストン公共図書館
006 アメリカ図書館人小伝
007 ニューヨーク公共図書館(アスター=レノソイス=チルデン財団)
008 第十三章 カナダの公共図書館
009 第十章 アメリカ図書館協会
010 アメリカ図書館協会
011 他の図書館で公共図書…
012 第十一章 若干の代表的図書館
000 袋: 竹林熊彦様 原稿
001 抜き書き: 新発田教育史(新発田町教育会代表者 清水中四郎編、発行 昭和11.5.25)
002 抜き書き: 秋田県史 第五冊 県治部二

003
抜き書き: ロックフェラー氏から四百萬円寄附の申込(東京朝日新聞 大正14.1.16 第
13877号) 他

004
抜き書き: 大入りを通り越して混雑に近い各図書館 (東京朝日新聞 大正13.2.25 第
13551号) 他

005 抜き書き: 富山県中新川郡教育史 (富山県中新川郡教育会 昭和15.11.5)
006 抜き書き: 古の隅田川をしのぶ浮世絵 (東京朝日新聞 大正14.5.16 第13997号) 他

007
抜き書き: 我が学界の碩学ルーヴァン図書館再興のため起つ (東京朝日新聞 大正
11.10.28 第13076号) 他

008 抜き書き: 信濃教育会沿革概要 (信濃教育会編・発行 昭和10.2.20)
009 抜き書き: (抄録)県治部第五教育篇…
010 抜き書き: 明石郡教育誌 全 (明石郡教育会 大正15.6.15)
000 袋: 日本政治史資料(02.12.19更新)
001 日本政治史資料
002 慶長 元和 寛永 正保 慶安…
003 管領 他
004 鎌倉幕府職員
005 抜き書き?: 食貨志略 上編 第一
006 抜き書き?: 食貨志略 上編 第二
007 大坂城代 他
008 会計便覧
009 農業
010 老中勝手方 他
011 神武ノ天下ヲ平定スル…
012 工藝 他
013 抜き書き?: 日本政治沿革史 巻一
000 袋: 西洋史関係
001 (点字)
002 Rome帝國ニ於ケル基督教 他
002 るのそにて其実際は旧と… 他
003 (点字)
004 Ｉｏｎｉａ征服 : 希臘人Ｐｅｒｓｉａトノ紛年ノ開始 他
004 を受けたることあるに… 他
000 袋: 西洋史関係
001 ドナウ河自由航行 他
002 パキスタン…
003 アーニー・パイル

138 西洋史関係

139 西洋史関係

図書館史　アメリカ外

049

136 竹林熊彦様　原稿

137 日本政治史資料

048

131
A History of Libraries

in Great Britain and North America

132 竹林熊彦先生　侍史

133 竹林熊彦殿

134 西洋図書館史

135

129 会報発行にあたりて

130
竹林熊彦先生

古希記念会

http://id.nii.ac.jp/1707/00005290/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005290/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005291/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005292/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005293/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005293/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005293/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005294/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005295/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005296/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005297/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005298/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005299/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005300/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005301/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005302/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005303/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005304/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005305/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005306/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005307/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005308/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005309/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005310/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005311/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005312/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005313/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005314/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005315/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005316/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005317/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005318/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005319/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005320/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005321/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005322/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005323/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005324/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005325/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005326/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005327/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005328/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005329/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005330/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005331/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005332/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005333/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005334/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005335/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005336/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005337/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005338/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005338/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005338/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005339/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005339/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005339/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005340/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005341/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005342/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005342/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005343/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005344/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005345/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005346/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005347/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005348/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005349/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005350/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005351/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005352/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005353/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005354/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005355/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005356/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005357/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005358/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005359/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005360/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005361/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005362/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005363/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005364/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005365/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005366/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005367/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005368/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005369/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005370/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

000 袋: 西洋史関係
001 竹林熊彦殿
002 古代世界ノ国土ト公道
002 二十五年五月十六日博物局…
000 袋: イギリス史(1)
001 列強の角遂(一七一五-八九)
002 ポーランドの分割
003 ルイ十四世の戦争
004 西洋史通論
005 英國史
006 別章 ノルマン・コンケスト
007 六、 デーン人の再侵略とノルマン・コンクェスト 九七五-一〇七一
000 袋: イギリス史(2)
001 エリザベス
002 序講
003 イギリスにおける立憲王政
004 の統〓を国王に委ねる…
005 時代区分と綜合的研究
006 イギリス史 開講のことば
007 今井登志喜 英国社会史 増訂版(再訂版) 上・下 イギリス史 序説
008 一、イギリスの地理的考察
009 二、ケルト時代のイギリス
010 三 ローマ統治下のブリティン
011 四 初期のサクソン時代 (四〇〇-八三〇年)
012 五 のちのサクソン時代 (八三〇-九七五)
013 イギリス史 : B、国王アルフレッドとイギリスのノースメン
014 スチュワー王統の復古と名誉革命 (一六八八)
015 立憲政治の強化
016 イギリス帝国の建設
000 袋: イギリス史(3) 第一章
001 抜き書き: 第一章 イギリスの諸王国  六〇七年-一〇一三年
002 抜き書き: 第二節 イギリスの征服  四四九-五七七
003 抜き書き: 第三節 ノオサンブリアの王国  五八八-六八五年
004 抜き書き: ての小[船]がファイクの・・・
005 抜き書き: 第四節 三王国  六八五-八二八年
006 抜き書き: 第五節 エッセイス及びデエン人  八〇二-八八〇年
007 抜き書き: 第六節 西サクソン王国  八九三-一〇一三年
008 抜き書き: 第二章 外国王治下の英国
009 抜き書き: 第三節 ノオアンデイ及びノオマン人 九一二年-一〇六六年
010 抜き書き: 第五節 ノルマンの征服 一〇六六年-一〇七一年
011 抜き書き: 第六節 イギリス血統の復活 一〇七一-一一二七年
000 袋: 西洋史通論(1)
001 西洋史 : 序説
002 参考書とその使い方
003 西洋史 開講のことば
004 ｢歴史は岸べのない流れ･･･
005 近代の世界
006 I. 地域的世界の発達と支流
007 第三節 宗教改革
008 第四節 西欧勢力の拡大
009 第二章 近代社会の成立
010 第二節 市民革命
011 第三節 産業革命
012 第四節 国民主義
013 第五節 帝国主義
014 第三章 アジアの変質
000 袋: 西洋史通論(2)
001 ロシアおよびプロシアの勃興

002
ロシアの勃興-ピーター大帝(一六八九-一七二五) およびカザリン女帝(一七六二-九
六) スウェーデンの衰頽

003 第六、ブランデンブルグで…
004 プロシアの勃興
005 第十七世紀、第十八世紀におけるプロシアの勃興
006 フランスの絶対王政
007 社会状勢と文化
008 西洋史通論 第三編 近世
009 B、ルネッサンス時代のイタリア
010 C、美術の復興
011 D、ルネッサンスの普及展開
012 第二章 宗教改革(ドイツにおける)
013 宗教改革の進行
014 スイスの宗教改革と反宗教改革
015 反宗教改革
016 宗教戦争の時期(一五六二-一六四八)
017 トレルチ、ルネサンスと宗教改革・・・
018 ネーデルランドの叛乱
019 三十年戦争(一六一八-四八)
020 ルイ十四世の時代

146 日本図書館研究会御中 001 日本図書館研究会御中

000 袋: (タイトルなし)
001 抜き書き?: 應朝政治沿革史及食貨志略図 一二 第二
002 1 中古生活有様 他
000 袋: 母上の引き出しにあったもの
001 (ひも)
002 母上の引出しにあったもの(不用)
003 陸軍歩兵中佐正六位勲五等小坂千尋君履歴
004 故陸軍歩兵中佐正六位勲五等小坂千尋君碑

053
147 （同志社の封筒）

051

142 イギリス史②

143 イギリス史③

052

144

145 西洋史通論②

西洋史通論①

050

140 西洋史関係

141 イギリス史①

http://id.nii.ac.jp/1707/00005371/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005372/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005373/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005374/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005375/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005376/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005377/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005378/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005379/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005380/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005381/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005382/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005383/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005384/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005385/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005386/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005387/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005388/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005389/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005390/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005391/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005392/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005393/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005394/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005395/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005396/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005397/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005398/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005399/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005400/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005401/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005402/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005403/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005404/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005405/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005406/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005407/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005408/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005409/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005410/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005411/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005412/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005413/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005414/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005415/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005416/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005417/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005418/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005419/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005420/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005421/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005422/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005423/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005424/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005425/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005426/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005427/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005428/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005429/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005429/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005430/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005431/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005432/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005433/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005434/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005435/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005436/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005437/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005438/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005439/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005440/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005441/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005442/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005443/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005444/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005445/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005446/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005447/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005448/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005449/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005450/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005451/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005452/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005453/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005454/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005455/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005456/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

005 公ノ草駅ヲ[〓]スルヤ…
006 祭文
007 シ其合流 上ニバビロニア…
008 呉王不用子【】【】言而〓鹿遊【】姑蘇
009 荘園
010 第百六
011 第百十四
012 生糸[、][?]卵及上繭、糸及…
013 初メ文武遷都ノ志アリ…
014 旧山口藩萩学校 他
015 東垂西垂 他
016 〓蘆花浅水図
017 ル所ナリ印度土人トノ…
018 將〓 他
019 者アリ皆其開墾スル為…
020 人ハエチオピヤノ廿【】…
021 懸念ノ恣問ヲ受ケ其意見…
022 メント欲ス境部摩理勢…
023 少年ハ希臘語ヲ学ハン…
024 (タイトルなし)
025 抜き書き?: Gofuku Mise A Dry goods' store
026 抜き書き?: say the samurai, laughing.. 'You don't know or imagine what…'
027 抜き書き?: largess. However, I must warn him not to approach too near…

028
抜き書き?: Ooka Echizen-no-Kami is generally admitted to have been the most able
judge…

029 抜き書き?: This absense of definite direction from above is terribly…
030 抜き書き?: their children nothing else. Most girls, when they come to…
031 抜き書き?: A spirit story
032 抜き書き?: servant answers, but is slow in putting in a appearance : …
033 抜き書き?: Scene at A Theatre.
034 抜き書き?: 'Oh! you can't escape by feigning ignorance. The other night…'
035 抜き書き?: Japanese New Year celebrations.
036 抜き書き?: closly surrounded by all the been ties of natural seenery Kioto…
037 抜き書き?: Japanese Sketches Kuwannon Sawa, Asakusa
038 抜き書き?: wait until again calles for. He was told than he…
039 抜き書き?: this spot. Come now therefore and attack me!'He was soon…'
040 抜き書き?: mis managers the affairs of the State and uses no diserimination…
041 抜き書き?: A chapte of Modern Japanere History
042 抜き書き?: The Tragedy of Sakurda Book 1
043 抜き書き?: He that wins shall be master, and he that loses…
044 抜き書き?: stopping to examine well the castle and the moat, while…
045 抜き書き?: He was a child when his [father] was ruined, and…

046
抜き書き?: mediatelly and come before his presence. When this order reached
Yoshimune…

047 抜き書き?: Yui no shosetsu
048 抜き書き?: immediate arrest and news of once sent off to Kaga,…
049 抜き書き?: Kamon no Kami notified that, in trading with foreign nations…
050 抜き書き?: solely by the fear of an invasion, because forts could be erected…
051 抜き書き?: that the proposal of Kaneko was a right and properone…
052 抜き書き?: Book 3-Chapter 2. 他
053 抜き書き?: over such s precious article, which had been three hundred year…
054 抜き書き?: shortly after this Mayeda
055 抜き書き?: Sainichi (or Day Set Apart For Worship)
056 抜き書き?: Book 5. -Chapter 3
057 抜き書き?: Book 5. -Chapter 1 他
058 抜き書き?: weather, on that morning. 'After hearing his wish the proprietor replied…'
059 抜き書き?: A Hair-Dressing Saloon
060 抜き書き?: The Book Store
061 抜き書き?: Merchant Company
062 抜き書き?: The Foreign Goods Stores
063 抜き書き?: The Saspended Ceiling
064 抜き書き?: morning so that necessary preparations might be made for his…
065 抜き書き?: written by one Seikeu. Who is the author and what…
066 抜き書き?: ringing of the bell in the passage. Perhaps a Shinto…
067 抜き書き?: In a Barber's shop 他
068 抜き書き?: her head wrapped up in a towel : a boose garment…
069 抜き書き?: is sufficient for my existeence: I have today already drank…
070 抜き書き?: not the dust which pervades you. Your poetical assemblies are…
071 抜き書き?: A funeral
072 抜き書き?: soon as I had drunk that glassful, about one to,…
073 抜き書き?: this season of the year are very suitable. The girls dressed…
074 抜き書き?: In one of the Hotel at Bakurocho
000 袋: その他
001 図書館ニ関スル和文記録
002 ミガケヨ々々々 修メテミガケ…
003 Up to that time, the library was in the old…
004 Dear Sir: To the conference of the Library Association,…
005 As to other smaller libraries of Japan, them are 8 public…
006 試作
007 我家無【】由八百我家無…
008 日時[今]ハ[空]気の方…
009 御懇切なく御【】【】と致り難有拝誦仕候…
010 持病引起此土日老【】[候]…
011 次醒亭艮韻却呈
012 中学校歌
013 So it comes that the [collection] by the library may be regarded…
014 拝復 十二日付ニテ返書拝見…

054 148 母上の引出しにあったもの

http://id.nii.ac.jp/1707/00005457/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005458/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005459/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005460/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005461/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005462/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005463/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005464/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005465/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005466/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005467/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005468/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005469/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005470/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005471/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005472/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005473/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005474/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005475/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005476/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005477/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005478/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005479/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005480/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005480/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005480/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005481/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005482/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005483/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005484/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005485/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005486/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005487/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005488/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005489/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005490/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005491/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005492/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005493/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005494/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005495/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005496/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005497/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005498/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005498/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005499/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005500/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005501/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005502/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005503/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005504/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005505/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005506/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005507/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005508/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005509/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005510/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005511/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005512/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005513/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005514/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005515/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005516/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005517/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005518/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005519/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005520/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005522/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005523/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005524/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005528/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005529/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005530/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005531/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005532/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005533/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005534/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005535/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005536/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005537/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005538/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005539/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005540/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005541/
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015 緑園森山翁見恵三瓶山葵賞味之餘賦謝
016 (小カードに書かれた漢詩文)
017 梅両有感 改作未完
018 (小カードに書かれた漢詩文) 他
019 贈市川團十郎叙□
020 初〓懐旧有【】【】四十【】【】 他
021 日本図書館協会一覧
022 This Library is desirous of procuring the publication named below,…
023 XXIII..America XXIV. Belgian  XXV. England…他
024 (図面)
025 [貴][書]拝誦時下[残][暑]【】[難]候…
026 職甲第三八一号
027 To the Editor of the Japan Mail
028 Explanation
029 緒言
030 If a desired information is not [continued] under one heading…
031 This catalogue comprises European books in the department of History,…
032 モルトケ[モ]氏 戦術問題集… 他
033 千八百八十一年管理費【】算中…
034 国名 国立図書館 其蔵書数…
035 一、ミガケ々々々修メテミガケ…
036 病中偶成
037 白雲洞【】[極]記
038 御【】書拝読[〓]【】[志]ニ付…
039 此及擾々幾分休【】人歳月…
040 東苦育英功属[誰]…
041 次河上兄前窯韻却呈
042 一、本目録ハ本邦ノ及ヲ…
043 石岡成趣[園]記
044 一拂宮【】州〓産逍遥這… 他
045 宗教 他
046 甲寅四月四日僚員随長…
047 身[〓]如鼎[〓]神・静[尓]【】…
048 (漢文)
049 抜き書き: 客中雑録 第三巻 他
050 抜き書き?: Hojo Tokimune
051 ウースター図書館ノ記、プローヴィデンス図書館ノ記
052 初桓武天帝時禁王臣諸荘…
053 国名 和名抄 拾芥抄 節用集…
054 抜き書き?: Kusunoki Masashige
055 抜き書き?: The Recent Revolution continued
056 抜き書き?: Yamatodake
057 抜き書き?: Tenchi Tenno and Kamatari
058 抜き書き?: Osei Ishin
059 北海道 明治四十二年三月廿四日現在 他
060 (図面)
061 紀念品 日本図書館協会
062 寄贈図書包装
063 餘興娯覧会略目
064 勝地日親四庫儲、人生…
065 履歴書
066 拓殖債券償還当選公告
067 明治四十五年七月東京…
068 履歴書
069 記
070 新思想の批判 387-166…
071 七月六日 七月七日…
072 秋とは言へ日中はまだ暑いこのごろ…
073 (点字)
074 小野則秋 日本文庫史…
074 水ぶくれ資本→擬制資本 他
075 その後ハ御無沙汰いたしました…
076 (イ) 目録 (ロ) 貸付台 (ハ) 新刊架 (ニ) 書架…
077 Gentlemen, I beg leave to send you here with the announcement…
078 ジャスチン・ウィンソル
079 京都新聞 5 夕刊京都 ・・・
079 学校図書館の限界と力点 / 竹林熊彦
080 図書館通論
081 図書の選択
082 序
083 間宮不二雄様
084 26年度図書館資料購入状況 他
084 アチソン・プラン 他
085 4 (朝日常識講座 第10巻) ・・・
086 報している。 …
086 れた図書は公園の費用…
087 BOOK SELECTION
088 竹林先生 図書選択法レポート
089 馬鹿でいけず、利口すぎ…
090 碧水詞宗 竹林熊彦
091 公共図書館の数…
091 本書の特色
092 (タイトル不明)
093 1925年 A.L.A.調査
094 要望書
095 拝啓益御清穆奉賀候[拝]今次…
096 たくさんの仕事をもつて…
096 目次
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097 図書館目録の種類と件名標目
097 それは専門的訓練をうけた…
098 図書目録の種類
099 (1) 配列の必要
100 目録ノ種類…
101 現代司書論 他
101 行刑文庫概説 / 竹林熊彦
102 図書館の責任とその改善について
103 自動車文庫について
104 (点字)
105 大阪府立図書館機構 他
106 市町村立図書館ノ盛ナルハ…
107 府縣立図書館経常費一覧表 (大正八年度)
108 福岡県立図書館貸出文庫閲覧統計月報 他
109 図書館ニ関スル新聞切抜及書類等
110 [如][作]にて[も] 余【】厳官候處…
111 (小カードに書かれたメモ)
112 T.Tanaka
113 三吉正一君碑文
114 国々本邦近付館立ノ図書館…
115 図書帯出特許票預證
116 山口縣立山口図書館携出手続摘要
117 図書携出手続ノ改正
118 Book card
119 The Free Public Library of Newark New Jersey
120 (小カードに書かれたメモ)
121 The total costs formation of 8 【】 Lonis public schools…
122 博文館創業二十週年祝宴会順序
122 Libraries some form are almost as old as the rice.…
123 (小カードに書かれた漢詩文) 他
124 [〓]期講習会ハ去ル七月…
125 (図書カード)
125 (小カードに書かれた漢文)
126 教育勅諭衍義…
126 記
127 去十一日付[弗]官ノ御手書拝誦…
128 英国ニテハ図書館数千…
129 西洋図書館史研究に関する資料リスト (一部)
130 アケカラス・ハヤ 暁烏敏…
131 抜き書き: 客中雑録 第二 他
132 八月三日衆議院本会議
132 二〇 帝国図書館の建築 他
000 袋: 講義資料切抜
001 欠席届在中 他
002 図書館法規抄録
003 図書館法規抄録
004 第二条 (定義)この法律に…
005 図書館学原論レポート要綱 33年度
006 図書選択法
007 公欠願
008 (欠席届)
009 パラケルズス
010 (新聞断片)
011 公欠願
012 図書館史 竹林講師
001 抜き書き: 学校図書館 第一冊 昭和廿五年六月 : Library in general Education
002 抜き書き: 学校図書館 第二冊 昭和廿五年七月 : Library in General Education

003
抜き書き: 学校図書館 第三冊 昭和廿五年七月 : Library and Teacher in General
Education

004
抜き書き: 学校図書館 第四冊 昭和廿五年八月 : Modern Education in the School
Pural School Administration of modern Seendeny School

005 抜き書き: 学校図書館 第五冊 昭和廿五年八月 : Library in General Education
006 抜き書き: 学校図書館 第六冊 昭和廿五年九月
007 抜き書き: 学校図書館 第七冊 昭和廿五年九月 : Library in General Education
008 抜き書き: 学校図書館 第八冊 昭和廿五年十月
009 抜き書き: 学校図書館 第九冊 昭和廿五年十一月
010 抜き書き: 学校図書館 第十冊 昭和廿六年一月
011 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第一冊 昭和廿六年一月 : Brown : Library Key
012 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第二冊 昭和廿六年二月 : Brown : Library Key

013
抜き書き: 学校図書館 第二輯 第三冊 昭和廿六年二月 : Flexner : Making Books
work : a guide to the use of libraries

014 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第四冊 昭和廿六年二月 : Flexner

015
抜き書き: 学校図書館 第二輯 第五冊 昭和廿六年三月 : Fargo : Activity Book
number Two Cecil & Heaps : School Library Service in the united states

016 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第六冊 昭和廿六年三月 : Cecil & Heaps
017 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第八冊 昭和廿六年三月 : Cecil & Heaps 他
018 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第七冊 昭和廿六年三月 : Cecil & Heaps
019 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第九冊 昭和廿六年三月 : Cecil & Heaps
020 抜き書き: 学校図書館 第二輯 第十冊 昭和廿六年四月 : Cecil & Heaps

021
抜き書き: 学校図書館 第三輯 第一冊 昭和廿六年四月 : Bostwick : The Relationship
between the Library and the public schools

022 抜き書き: 学校図書館 第三輯 第二冊 昭和廿七年十月

023

抜き書き: 学校図書館 第三輯 第三冊 昭和廿七年十二月 : Bostwick, ed. :
Relationship between Library and public schools. School Librarian : A Symposium
Fargo : Activity book for Sch. Lib.

講義資料切抜き
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024
抜き書き: 学校図書館 第三輯 第四冊 昭和廿八年六月 : Fargo : Activity book for
schol libraries

025 抜き書き: 学校図書館 第三輯 第五冊 昭和廿九年一月
026 抜き書き: 学校図書館 第三輯 第六冊 昭和廿九年二月

027
抜き書き: 学校図書館 第三輯 第七冊 昭和廿九年二月 : Ranganathan : School and
college Libraries 2

028 抜き書き: 学校図書館 第三輯 第八冊 昭和廿九年三月
029 抜き書き: 学校図書館 資料(4) 昭和廿三年八月
030 抜き書き?: 学校図書館 資料(1) 昭和廿三年五月
031 抜き書き?: 学校図書館 資料(2) 昭和廿三年六月
032 抜き書き: 学校図書館 資料(3) 昭和廿三年七月
033 抜き書き: 学校図書館 資料(5) 昭和廿三年十一月
034 抜き書き: 学校図書館 資料6 昭和廿三年十二月

035
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第一冊 昭和廿五年三月 : Joeckel : Government of
American public Library

036
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第二冊 昭和廿五年三月 : Joeckel : Geverment of
Amer. Pub. Lib. / Ditzion : Arrenals of Democrate culture

037
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第三冊 昭和廿五年四月 : Ditzion : Arrenals of a
Deocratic culture

038
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第四冊 昭和廿五年五月 : Predeek : Hist of Gt. Briten
& North America

039
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第五冊 昭和廿五年十月 : Berelson : Library's public /
Predeek : Hist. of Gt. Brit. & North America

040
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第六冊 昭和廿五年十月 : Berelson : Library's public /
Garceau : Public Library in political Process

041
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第七冊 昭和廿五年十二月 : Garceau : Public library
in political process

042 抜き書き: 図書館資料 第二輯 第八冊 昭和廿五年十二月 : Pettie : Subject Headings

043
抜き書き: 図書館資料 第二輯 第九冊 昭和廿六年一月 : Lucas : Library Service to
children

044 抜き書き: 図書館資料 第二輯 第十冊 昭和廿六年三月 : Jones : Hospital Libraries

045
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第一冊 昭和廿六年五月 : McColvin : Public Library
Extension / Jones : Hospital Libraries

046
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第二冊 昭和廿六年五月 : McColvin : Public Library
Extension

047
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第三冊 昭和廿六年六月 : McColvin : Public Library
Extension / Mason : The Patients' Library

048
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第四冊 昭和廿六年六月 : Mason : The Patients'
Library / Jones : Hospital libraries

049 抜き書き: 図書館資料 第三輯 第五冊 昭和廿六年六月 : Jones : Hospital Libraries

050
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第六冊 昭和廿六年七月 : Jones : Hospital Libraries /
Berelson : The Librarys' Public

051
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第七冊 昭和廿六年七月 : Berelson : The Librarys'
Public / Lucas : Library service to children

052
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第八冊 昭和廿六年七月 : Lucas: Oganization and
administration of Library service to children / ABC's for Hospital Librarian

053
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第九冊 昭和廿七年十月 : ABC's Hospital Librarian. /
Mashics & Le Fevre : Small Public Library

054
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第十冊 昭和廿七年十二月 : Mashics & Le Fevre :
Small Public Library

055
抜き書き: 図書館資料 第三輯 第十一冊 昭和廿七年十二月 :Joeskel : Government
of Amer. Pub. Library.

056
抜き書き: 図書館資料 第一冊 昭和廿四年九月 : Natural plan for public library
service

057
抜き書き: 図書館資料 第二冊 昭和廿四年十月 : Natural plan for public library
service

058
抜き書き: 図書館資料 第三冊 昭和廿四年十一月 : Natural plan for public library
service

059
抜き書き: 図書館資料 第四冊 昭和廿四年十一月 : Power : Work with children in
public libraries

060
抜き書き: 図書館資料 第五冊 昭和廿四年十一月 : Power : Work with children in
public libraries

061
抜き書き: 図書館資料 第六冊 昭和廿四年十二月 : Power : Work with children in
public libraries / Post-man standerd for public libraries

062
抜き書き: 図書館資料 第七冊 昭和廿四年十二月 : Post-man standard for public
libraries / Rosell : Public Libries in the life of the nation

063
抜き書き: 図書館資料 第八冊 昭和廿四年十二月 : Rosell : Public libraries in the life
of the nation / Johnson : Public library - people's university

064
抜き書き: 図書館資料 第九冊 昭和廿五年一月 : Johnson : Public library - People
university / Sandoe: Connty library primer

065
抜き書き: 図書館資料 第十冊 昭和廿五年二月 : Sandoe : Connty library Primer

066
抜き書き: 図書館史 第一冊 昭和廿五年十月 : Predeek : History of Libraries in Grt.
Brit. & North America. / Shera : Foundations of the P.L.. (in America)

067
抜き書き: 図書館史 第二冊 昭和廿五年十月 : Shera : Foundations of public
Libraries (in America) / Edward : Memoris of Libraries

068
抜き書き: 図書館史 第三冊 昭和廿五年十二月 : Edward Edward : / Alfred Hessel : A
History of Libraries

059

060
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069
抜き書き: 図書館史 第四冊 昭和廿六年十二月 : Alfred Hessel : A History of
Libraries II

070
抜き書き: 図書館史 第五冊 昭和廿六年十二月 : Alfred Hessel : A History of
Libraries III

071
抜き書き: 図書館史 第六冊 昭和廿六年十二月 : Hessels: / Shera : Foundation of
the P.L..

072
抜き書き: 図書館史 第七冊 昭和廿七年一月 : Shera : Foundation of P.L. in New
England

073
抜き書き: 図書館史 第八冊 昭和廿七年一月 : Shera : Foundation of Public Libraries
in New England

074
抜き書き: 図書館史 第九冊 昭和廿七年一月 : Shera : Foundations of the public
Library in the New England

075
抜き書き: 図書館史 第十冊 昭和廿七年一月 : Shera : Foundations of the Public
Library

076
抜き書き: 図書館史 第十一冊 昭和廿七年六月 : Shera : / Ditzion : Arsenals of a
Democratic culture

077
抜き書き: 図書館史 第十二冊 昭和廿七年六月 : Ditzion : Arsenals of a Democratic
Culture

078
抜き書き: 図書館史 第十三冊 昭和廿七年七月 : Ditzion : Arsenals of a Democratic
culture

079
抜き書き: 図書館史 第十四冊 昭和廿七年七月 : Detzion : Arsenals of a Democratic
culture

080 抜き書き: 図書館史 第十五冊 昭和廿七年七月 : Boyd : Pub. Lib. In Ancient Rome

081
抜き書き: 図書館史 第十六輯 昭和廿七年八月 : Boyd : Pub. Libraries in Ancient
Rome / clark : Care of Books. I

082 抜き書き: 図書館史 第二輯 第三冊 昭和廿七年二月 : Americana

083
抜き書き: 図書館史 第十七冊 昭和廿七年十一月 : clark : Care of books /
Richardson : Beginings of Libraries 766

084
抜き書き: 図書館史 第十八冊 昭和廿七年十一月 : Richardson : Beginings of
Libraries / Richardson : Some old Egyptian librarians

085
抜き書き: 図書館史 第十九冊 昭和廿七年十一月 : Richardson : Some old Egyptian
librarians

086 抜き書き: 図書館史 第二輯 第一冊 昭和廿六年四月 : Tompson : Ancient Libraries

087
抜き書き: 図書館史 第二輯 第二冊 昭和廿六年四月 : Tompson : Ancient Libraries /
Americana : Libraries

088 抜き書き: 図書館史 第二輯 第四冊 昭和三十年二月

089 抜き書き: 児童図書館 第一冊 昭和廿六年八月 : Powell : Children's Library

090
抜き書き: 児童図書館 第二冊 昭和廿六年九月 : Powell : Children's Library / Rees :
History : children's Lib.

091 抜き書き: 児童図書館 第三冊 昭和廿八年十月 : Rees : History : Children's Lib.
092 抜き書き: 児童図書館 第四冊 昭和廿八年十月 : Rees : Libraries for children
093 抜き書き: 児童 第一冊 昭和廿七年三月 : Powell : Children's Library
094 抜き書き: 児童 第二冊 昭和廿七年八月 : Powell : children's library
095 抜き書き: 児童 第三冊 昭和廿七年十月 : Powell : The children's Library
096 抜き書き: 児童 第四冊 昭和廿七年十月 : Powell : Children's Library

097
抜き書き: 読書指導 第一冊 昭和廿七年十一月 : Gray : Appraisal of current
practices in Reading / Bryan : Psychology of reader Personality adjustment touch

098
抜き書き: 読書指導 第二冊 昭和廿八年五月 : Booton : Readings' adviser and
personal adjustment / Kelly : Library catalog for whom? 他

099
抜き書き: 読書指導 第三冊 昭和廿八年五月 : Flexner & Hopkins : Readers' Advicies
at work

100 抜き書き: 青年 第一冊 昭和廿七年三月
101 抜き書き: 青年 第二冊 昭和廿七年三月 : A.H. Munson : An Ample Field
102 抜き書き: 青年 第三冊 昭和廿年十月 : Munson : An Ample Field

103
抜き書き: 青年 第四冊 昭和廿八年一月 : Henne / Ersted / Lohrer : Planning guide
for High School Library Program

104
抜き書き: 青年 第五冊 昭和廿八年一月 : Henne / Ersted / Lohrer : Planning guide
for High School Library Program

105 抜き書き: 青年 第六冊 昭和廿八年四月

106
抜き書き: 地域社会 第一冊 昭和廿六年八月 : Carnoｖsky : The Library in the
Community

107
抜き書き: 地域社会 第二冊 昭和廿六年九月 : Waples & Carnovsky : Libraries and
Readers in the State of New York

108 抜き書き: 地域社会 第三冊 昭和廿六年九月 : Haygood : Who was the Public Library
109 抜き書き: 地域社会 第四冊 昭和廿六年十月 : Haygood : Who was the Public Library

110
抜き書き: 地域社会 第五冊 昭和廿六年十月 : Carnorsky & Martin : Library in the
community

111
抜き書き: 地域社会 第六冊 昭和廿六年十一月 : Carnovsky and Martin : The Library
in the community

112
抜き書き: 地域社会 第七冊 昭和廿六年十一月 : Carnovsky and Martin : The Library
in the Community

113
抜き書き: 地域社会 第八冊 昭和廿六年十一月 : Carnovsky & Martin : The Library in
the community

114
抜き書き: 地域社会 第九冊 昭和廿六年十二月 : Carnovsky and Martin / Wheeler
The Library and the community

ノート、スクラップ、綴じ原稿
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115
抜き書き: 地域社会 第十冊 昭和廿六年十二月 : Wheeler : The Library and the
community

116
抜き書き: 地域社会 第十一冊 昭和廿七年三月 : Wheeler : The Library and the
community

117
抜き書き: 地域社会 第十二冊 昭和廿七年十月 : Wheeler : The Library and the
community

118
抜き書き: 特殊図書館 第一冊 昭和廿八年三月 : Curtis : Libraries of American State
& National Institutions

119 抜き書き: 特殊図書館 第二冊 昭和廿八年三月

120
抜き書き: 特殊図書館 第三冊 昭和廿八年三月 : Bibliotuapy : Hospital Libraries /
Zahl : Blindness

121 抜き書き: 特殊図書館 第四冊 昭和廿八年七月 : Zahl ed. : Blindness
122 抜き書き: 特殊図書館 第五冊 昭和廿八年七月 : Zahl : Blindness

123
抜き書き: 特殊図書館 第六冊 昭和廿八年七月 : Zahl : Blindness / Bauer : Techuni.
Lib. of T.V.A 他。

124 抜き書き: 特殊図書館 第七冊 昭和廿八年十二月
125 抜き書き: 対外活動 第一冊 昭和廿九年五月 : Publicity Primer

126
抜き書き: 対外活動 第二冊 昭和廿九年六月 : A.L.A Library Extension / McColvin :
Library Extension & Publicity

127
抜き書き: 対外活動 第三冊 昭和丗年十二月 : McColvin : Library Extension Work &
Publicity

128
抜き書き: 対外活動 第五冊 昭和三十一年五月 : McColvin : Library Extension Work
& Publicity

129
抜き書き: 対外活動 第六冊 昭和三十一年五月 : McColvin : Extension Work, A.L.A :
Library Extension

130 抜き書き: 対外活動 第七冊 昭和三十一年五月 : A.L.A : Library Extension

131
抜き書き: 対外活動 第四冊 昭和丗一年一月 : McColvin : Library Extension Work
and Publicity

132
抜き書き: 総論資料 第六冊 昭和廿九年二月 : Dewey / Dauton : Education for
Librarianship

133 抜き書き: 総論資料 第七冊 昭和廿九年四月 : Danton : Education for Librarianship

134
抜き書き: 総論資料 第八冊 昭和廿九年五月 : Danton : The Library in General
Education

135 抜き書き: 総論資料 第九冊 昭和廿九年五月 : The Library in General Education
136 抜き書き: 総論資料 第十冊 昭和廿九年五月 : McColvin : Libraries and the Public
137 抜き書き: 通論資料 第一冊 昭和廿八年七月 : Encyclopaedia of Social Sciences
138 抜き書き: 通論資料 第二冊 昭和廿八年八月 : Broadfield : Philosophy of
139 抜き書き: 通論資料 第三冊 昭和廿八年九月 : Broadfield : Philosophy of
140 抜き書き: 通論資料 第四冊 昭和廿八年九月 : Honle : Philosophy of Library Service
141 抜き書き: 通論資料 第五冊 昭和廿九年一月
142 抜き書き: 図書選択 第一冊 昭和廿五年三月
143 抜き書き: 図書選択 第二冊 昭和廿五年四月
144 抜き書き: 図書選択 第四冊 昭和廿八年六月
145 抜き書き: 図書選択 第五冊 昭和廿九年三月
146 抜き書き: 図書選択 第三冊 昭和廿七年四月 : Williams : Manual of book selection
147 抜き書き: 図書選択 第六冊 昭和廿九年八月 : Bonny : Pratical Book Selection
148 抜き書き: Bonny : Pratical Book Selection
149 抜き書き: 図書館運動史 第一冊 昭和丗一年二月
150 抜き書き: 図書館運動史 第二冊 昭和丗一年三月
151 抜き書き: 図書館運動史 第三冊 昭和三十一年三月
152 抜き書き: 図書館運動史 第四冊 昭和三十一年三月
153 抜き書き: 図書館運動史 第五冊 昭和三十一年五月
154 抜き書き: 成人教育 第一冊 昭和廿八年十一月 : Livingstone : Future in education
155 抜き書き: 成人教育 第二冊 昭和廿八年十一月 : Handbook of Adult Education
156 抜き書き: 成人教育 第三冊 昭和廿八年十二月
157 抜き書き: 成人教育 第四冊 昭和廿八年十二月
158 抜き書き: 成人教育 第五冊 昭和廿九年一月
159 抜き書き: 成人教育 第六冊 昭和廿九年一月
160 抜き書き: McColvin : Libraries and the Public. Sheats : Adult Education.
161 抜き書き: Sheat : Adult Education

162
抜き書き: 公共図書館 第一冊 昭和丗年十二月 : Rose : The Public Library in
American Life

163
抜き書き: 公共図書館 第二冊 昭和三十年12月 : Rose : Public Library in American
Life

164
抜き書き: 公共図書館 第三冊 昭和三十年十二月 : Rose : Public Library in American
Life

165 抜き書き: 米国図書館報告 第一輯 昭和廿七年五月
166 抜き書き: 米国図書館報告 第二輯 昭和廿七年五月
167 抜き書き: 米国図書館報告 第三輯 昭和廿七年六月
168 抜き書き: 米国図書館報告 第四輯 昭和廿七年7月
169 抜き書き: 小学校の図書館 I June, 1949
170 抜き書き: 小学校の図書館 III August, 1949

171
抜き書き: 小学校の図書館 IV August, 1949 : Gardiner & Baisden : Elementary School
Library Sernce

172 抜き書き: 小学校の図書館 V August, 1949
173 抜き書き: 小学校の図書館 VI September, 1949
174 抜き書き: 小学校の図書館 VII September, 1949
175 抜き書き: 小学校の図書館 VIII September, 1949
176 抜き書き: 小学校の図書館 II June, 1949
177 文化八年 1811 辛未…
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178 文政十年 1827 丁亥…
179 嘉永二年 1849 乙酉…
180 安政六年 1859 己未…
181 明治元年 慶応四年九月…
182 明治六年 1873 癸酉…
183 参考図書…
184 明治十三年 1880 一月六日…
185 明治二十六年 (1893) 葵巳…
186 明治三十五年 (1902) 壬寅…
187 明治四十年 (1907) 丁未…
188 明治四十三年 (1910) 庚戌…
189 大正二年 (1913)…
190 大正十年 (1921)…
191 (昭和二年) 2 (1927)…
192 (タイトルなし)
193 Contents
194 Example of a Title
195 抜き書き: 木村匡著 森(有禮)先生傳
196 抜き書き : Toeckel : Government of the American Public Library
197 抜き書き : Richardson : Some Old Egyptian Librarians
198 抜き書き : Personal Administration in Libraries
199 抜き書き : Richardson : Beginnings of Libraries
200 文学博士内田銀蔵先生 日本経済史研究参考書 竹林熊彦蔵
201 内田博士 日本近世史 / 竹林熊彦
202 研究記録 (会計出納) 昭和28年
203 スクラップブック 他
204 スクラップブック
205 スクラップブック
206 スクラップブック
207 スクラップブック
208 スクラップブック
209 スクラップブック
210 スクラップブック
211 とじ原稿 : 抜き書き: 西郷従道 他
212 とじ原稿 : 抜き書き: 湯本武比古君を開発社の顧問に推薦す 他
001 Library journal. v.74, no.22
002 Library journal. v.74, no.21
003 Library journal. v.74, no.20
004 Library journal. v.74, no.19
005 Library journal. v.74, no.17
006 Library journal. v.74, no.16
007 Library journal. v.74, no.14
008 Library journal. v.74, no.13
009 Library journal. v.74, no.12
010 Library journal. v.74, no.11
011 Library journal. v.74, no.9
012 Library journal. v.74, no.8
013 Library journal. v.74, no.7
014 Library journal. V.74, no.6 Single copy 75c
015 Library journal. v.74, no.5
016 Library journal. v.74, no.3
017 Library journal. v.74, no.2
018 Library journal. v.73, no.20
019 Library journal. v.73, no.17
020 Library journal. v.73, no.16
021 Library journal. v.73, no.15
022 Library journal. v.73, no.14
023 Library journal. v.73, no.13
024 Library journal. v.73, no.12
025 Library journal. v.73, no.11
026 Library journal. v.75, no.6
027 Library journal. v.75, no.11
028 Library journal. v.75, no.21
029 Library journal. v.76, no.1
030 Library journal. v.76, no.2
031 Library journal. v.76, no.3
032 Library journal. v.76, no.4
033 Library journal. v.76, no.5
034 Library journal. v.76, no.6
035 Library journal. v.76, no.7
036 Library journal. v.76, no.8
037 Library journal. v.76, no.9
038 Library journal. v.76, no.10
039 Library journal. v.76, no.22
040 Library journal. v.77, no.9
041 Library journal. v.77, no.8
042 Library journal. v.77, no.6
043 Library journal. v.77, no.5
044 Library journal. v.77, no.4
045 Library journal. v.77, no.3
046 Library journal. v.77, no.2
047 Library journal. v.77, no.1
048 ALA bulletin. v.44, no.10
049 ALA bulletin. v.44, no.11
050 ALA bulletin. v.44, no.9
051 ALA bulletin. v.44, no.7
052 ALA bulletin. v.44, no.8
053 ALA bulletin. v.44, no.6
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054 ALA bulletin. v.44, no.5
055 ALA bulletin. v.44, no.4
056 ALA bulletin. v.44, no.3
057 ALA bulletin. v.44, no.2
058 ALA bulletin. v.44, no.1
059 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 3-2 (10) 四季刊行 1930-4
060 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 6-2 (22) 四季刊行 1933-5
061 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 6-3 (23) 四季刊行 1933-9
062 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 8-1 (29) 四季刊行 1935-1
063 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 9-2 (34)-2 四季刊行 1936-6
064 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 11-1 (41) 四季刊行 1938-1
065 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 11-2 (42) 四季刊行 1938-4
066 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 11-4 (44) 四季刊行 1938-10
067 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 12-1 (45) 四季刊行 1939-1
068 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 14-1 (53) 四季刊行 1941-1
069 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 14-2 (54) 四季刊行 1941-4
070 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 15-2 (58) 四季刊行 1942-4
071 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 第12巻 (総索引)
072 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 13-2 (50) 四季刊行 1940-4
073 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 13-3 (51) 四季刊行 1940-7
074 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 13-4 (52) 四季刊行 1940-10

075
図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌 総索引. 第2号. 自第1巻至第10巻(昭和3年‐
昭和12年)

076
図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌  総索引. 第3号. 自第1巻至第16巻(昭和3年
‐昭和18年)

077 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 第1巻
078 図書館研究 : 青年図書館員連盟機関誌. 第2巻
079 廣瀬淡窓
080 門司の塩濱. - (門司郷土叢書 ; 第6, 雑編)
081 門司郷土叢書出版の趣旨及び目録の概要
082 藩末海峡沿岸渉外事情. - (門司郷土叢書 ; 第1, 編年紀要編)
083 藩政時代地方制(郡・筋・手永・村). - (門司郷土叢書 ; 第1, 編年紀要編)
084 藩政時代の山林. - (門司郷土叢書 ; 第1 編年紀要編)
085 朝鮮に於けるキリスト教伝来報告書 (朝鮮学報 ; 第10輯抜刷)
086 『小学唱歌集』と英詩翻案 (同志社大学人文学 ; 第35号(1958年)別冊)
087 鎌倉古写本の研究 : 時に金沢文庫の古書を通じて
088 欧・米図書館の特質. 上 (ヨーロッパ図書館). (日本文化 ; 第34号(1954.9)別冊)

089 欧・米図書館の特質. 下 (アメリカ図書館). (日本文化 ; 第36号(1956.3)抜刷)

090
明治初年バイロン詩の漢訳 : 末松謙澄訳｢髑髏杯歌｣ (比較文学 ; 第1巻(1958年)別
冊)

091 シラーと日本
092 羽田文庫について (愛書 ; 第7輯別刷)
093 王朝時代に於ける公卿文庫に就て (学友会誌 ; 第24号抜刷)
094 師範学校教程図書管理要項
095 関西文庫協会 : その歴史的意義
096 明治大帝ノ集書院行幸 / 竹林熊彦謹記

097
学校と図書館 / 竹林熊彦 [著]. - (函館図書館叢書 / 市立函館図書館 [編] ; 第2編.
開館記念講演集 ; 別刷)

098
中学校図書館を切る : 下京地域に於ける図書館の実体調査. - (学校図書館研究 ; 1)

099 Development of school library in Japan and its present condition
100 摂州西宮恵美酒銀行略誌. - (西宮郷土史拾遺シリーズ)
101 日本近世行刑図書館史稿
102 琵琶湖文化館一年誌
103 図書館雑誌 総索引 : 明治40(1907)年-昭和25(1950)年
104 ハンムラビ法典とモーセ法との比較 / 西洋史専攻 竹林熊彦
105 件名標目の選び方と付け方. - (同大図書館研究シリーズ)
106 書〓研幾編 : 太田先生記念. - (図書館研究 ; 第10巻)
107 神宮文庫沿革資料. - (神宮文庫図書解題 ; 第1篇)
108 A.L.A目録規則. 1908
109 都市図書館に於ける分館論

110
明日に伸びる図書館活動のために : その三つの面から. - (昭和33年度 年刊研究紀
要 ; 4)

111 中学校図書館 : 件名体系表
112 京都市学校図書館年鑑. 1953.11.1
113 学校図書館件名標目表 : 小学校用 改訂試案

114
小学校用『図書館教育カリキュラム』, 小学校用『件名標目表』. - (学校図書館紀要 ;
3)

115
中学校用『件名標目表』, 中学校用『図書館教育カリキュラム』. - (学校図書館紀要 ;
1)

116 昭和26年度 図書館教育の実際
117 小学校図書館教育カリキュラム
118 小学校件名標目表. - 改訂
119 (5) 全国学校図書館研究大会 会場 仙台市
120 学校図書館の再出発 : 第9回近畿学校図書館研究大会集録
121 米国議会図書館東洋部便覧. - (考査事務参考資料 ; 第27号)
122 上野図書館八十年略史. 別冊 : アンケート集
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129 図書館学用語選定原案
130 伊藤文庫図書目録
131 小学校用・中学校用 分類順件名標目対照表

132
学校図書館の諸問題をどう解決するか : 近畿地区中等教育 ワーク・ショップ学校図
書館部研究報告

133 京都府立図書館善本目録
134 学習を豊かにする : 学校図書館. - (京都市学校図書館年鑑 ; 昭和29年度)
135 学校図書館の利用と活動へ : 資料整理と、読書指導から. - (研究紀要 ; 3)
136 京都市資料目録 : 昭和37年3月末日現在
137 学校図書館評価の基準と実際の手引. - (学校図書館研究紀要 ; 3)
138 陽明文庫図録. 第4輯 日記
139 同志社女子大学教職員学生名簿 : 昭和39年6月調
140 同志社女子大学教職員学生名簿 : 昭和40年6月調
141 図書館法. - (新法文庫)
142 図書館と人生. 第4篇
143 第2回全国学校図書館協議会大会 展示出品図書目録
144 創立四十周年記念長崎県立長崎図書館要覧
145 開館廿九周年記念展覧会目録
146 分っていますか : 学校図書館の使い方
147 [財団法人斯道文庫]創立記念展覧会目録
148 松陰及其後
149 福山誠之館中学校沿革史
150 昭和31年度 同志社教職員名簿
151 昭和35年度 同志社職員録 : 昭和35年9月末現在
152 同志社大学 CATALOGUE. 1449-50 : 昭和24年度
153 同志社第十代総長就任式々辞
154 同志社一覧. 自 大正14年至大正15年
155 基督教教育同盟会 第十八回総会記録
156 F-M式件名目録別称書込一覧式件名目録編成法
157 図書目録法細則 (案)
158 日本図書館協会六十年略譜 : 1892-1951
159 図書館職員養生所同窓会三十年記念誌
160 因伯人名録 : 1600-1934. - (鳥取図書館叢書 ; 第5篇)
161 古活字本講演集 : 日本印刷学会西部支部発足十周年記念
162 東京市立日比谷図書館収蔵 往来物展覧会出陳目録
163 福澤先生伝記完成記念展覧会目録
164 明治大正史談. 第3輯 (昭和12年4月)
165 明治大正史談. 第6輯 (昭和12年7月)
166 明治大正史談. 第7輯 (昭和12年8月)
167 参考館陳列品案内. - (参考館叢書 ; 第7輯)
168 天理図書館稀書目録. 和漢書之部 第2
169 郷土資料目録. 第2集
170 江戸時代之書目. - (雲泉荘山誌 ; 巻之2)
171 石川心学関係図書及資材. - (雲泉荘山誌 ; 巻之3)
172 昭和10年11月 帝国大学に於ける図書館業務の合理化
173 松阪市史編纂参考銘文集. 第1輯
174 香川大学図書館専門職員養成講習会記念『玉藻よし』感想文集
175 昭和27年度 図書館専門職員養生講習 受講者の面影 於 香川大学
176 目で見る世界の図書館 : 目録と解題

177
日本の公共図書館・1952 : 1952年7月20日現在の全国公共読書施設の実体調査集
計 他

178 Third annual conference of New Americans
000 袋: 断片資料
001 本館の移転改築試案
002 PBレポートについて : その利用と運営
003 整理面から見た特殊資料
004 学校図書館の手びき(改訂版)原稿 (第4章) 4 図書の整理 他
005 神奈川文化. 11月号 第1巻第7号(通巻7号)
006 山口図書館だより. 第3年第3-4合併号 (通号30・31)
007 石川読書通信. 第47号
008 昭和29年度 京都市立高等学校図書館協議会会則及び名簿
009 富山県立図書館 参考室月報. 9月号
010 富山県立図書館 参考室月報. 10月号
011 富山県立図書館 参考室月報. 11月号
012 富山県立図書館 参考室月報. 12月号
013 京都図書館協会々則 他
014 京都市中学校 図書館研究会通信. No.2
000 京都府学校図書館協議会会報. 第14号
016 図書館史
017 公共図書館ニ於ケル児童図書館ニ対スル奉仕
018 学校図書館件名目録作成講習・協議会要項
019 件名標目分類表

020
全国学校図書館研究大会公共図書館部会・四国地区公共図書館協議会並研究集
会・四国地区青年図書館員協議会並研究集会 要録

021 近代日本の図書館を築いた人々. 1 : 田中稲城の人と業績

153 その他断片資料（1袋）
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