
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- 帝国図書館設立関係等草案の草案類(複写せ
ず)

001 袋: 帝国図書館ニ関スル記録類
002 大正三、一一、二四日調 他
003 拝復 去る十五日付尊翰・・・
004 若シ夫レ図書館ノ管理・・・
005 改良方案
006 国立図書館ニシテ各国トモ・・・
007 東京図書館ヲ拡張シテ帝国図書館ト為スノ方案 他
008 廿五年三月帝国図書館・・・
009 旦 図書館建築法ハ近時・・・
010 蔵書数三四年末現在・・・
011 米国大図書館ノ新築付各国図書館蔵書及経費比較
012 一 閲覧人員最近五ヶ年間統計
013 国名 国立図書館ノ経費・・・
014 統計 他
015 第一 中央ニ空地多キ事・・・
016 第一回 長禄年間江戸図・・・
017 図書館委員ノ事
017 時朝廷横浜兵学校ヲ創建シ・・・
018 Gentlemen. I remit you through Nippon ginko per this mail・・・
019 拝啓春暖之候愈々清穆・・・
020 Preface
021 一 蔵書数并一年間ニ増し行く冊数の平均・・・
022 向軍治暴言諸問書ノ儀・・・
023 図書館普通定則
024 (図面)
025 六百円 二百円 三百五十円・・・
025 仕拂高 歳入工納付 計 残高・・・
026 What the Japanese national library should be.
027 英国博物館図書部・・・
028 Austria Boston Chicago・・・
029 Austria Bavaria Belgium・・・
030 一等乃至二等壱人目録・・・
031 建築費 図書費 経営費・・・ 他
032 (計算跡)
033 記
034 書庫 三階建四百坪[去]坪ニ付・・・
035 国立図書館ハ其規模宏大・・・ 他
036 Japanese 他
037 1 Any are desious of taking looks out the Library・・・
038 Dear sir; I called upon you and Mr. & Mrs. Amg・・・他
039 If the preparation ofttn's work had been delayed until・・・
040 Prefactory note
041 カルタ形目録函入
042 大正五年度年末手当査定案
043 第五門 国家学 法律学 経済学 社会学 統計学 警察学 監獄学
044 書籍館一覧表
045 図書館ニ関スル事項講習員并聴講員氏名
046 過年度支出之儀ニ付伺
047 御積書
048 五拾萬冊容ルゝノ計画
049 Three stories & cellar with 4 open courts. middle notunda・・・
050 各国立図書館ノ経費・・・
051 五ヶ年間甲部図書増加ノ数ヲ挙レバ左ノ如シ
052 (図面)
000 袋: 田中稲城文書-書類- 図書館関係 (複写済の分)
001 ターゲット: 図書館関係
002 復命書
003 復命書
004 左ノ卑見一片ハ言官長・・・

田中稲城文書
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。

001

001

田中稲城文書

帝国図書館設立関係

（複写済の分）

002

田中稲城文書

帝国図書館設立関係等…

（複写せず）
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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 図書取扱并図書掛分担
006 館長 洋書購入図書選[択]・・・
007 1 函架[箋]貼付 2 カード調製・・・
008 甲部新刊図書函架主任被免願
009 東京図書館長職務規程別紙之通相定ム
010 二十七年度図書求覧券拂下ヶ代 実収分
011 二十八年度予算ノ儀原案・・・
012 一千八百七十四年五月七日・・・
013 第六条 参事官ハ政府ノ・・・
014 近来世間ニ於テ図書館・・・
015 内閣記録課文庫蔵書ノ幾分ヲ帝国図書館ニ譲与スベキノ儀
016 文部省告示第百六十七号
017 図書館管理法 帝国図書館長文学士田中稲城君
018 目録編纂法細則
019 著者目録及書名目録編成規則略
020 今ヤ我征清ノ師ハ上
021 又 大陽二十四号ヲ閲スルニ・・・
022 図書館設立ニ関スル注意事項
023 学校外教育
024 袋: 田中稲城君演説: 理想の書目
025 理想の書目
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

袋: 田中稲城文書-書類- 留学関係 報告書の草案・図書館に関する研
究ノート (複写せず)

001
袋: 田中稲城一件書類及び帝国図書館資料 (留学関係報告書の草案
等)

002 袋: 講義其他要件 図書館に関する研究ノート類
003 Classification 他
004 (比較表)

005
What classes of persons, if any, should have access to the shelves in
large libraries? 他

006 1. Lass danger of patial or total distruction than a manuscript・・・

007 拝啓 然ハ小生儀此程米国・・・ 他
008 ズベラヲ漕テマダ【】【】音致レ・・・
008 御様御多様賀上侯然ハ・・・
009 図書館ノ試験制度
010 各位益御清適可被為在奉賀候…
011 海外留学生申報用紙
012 本[館]ハ学校教育ニ於テ…
000 袋: 田中稲城文書-書類- その他(履歴書等) (複写済の分)
001 ターゲット: その他
002 (田中稲城履歴書)
003 明治十三年十月 日
004 官費海外留学規則
005 私儀欧[洲]留学中ニ[領]収[致]候
006 和漢文学科程改正案
007 文部省亥【】図一三七号
008 拝啓 来る二十四日午後・・・
009 拝啓 来二十日午後三時・・・
010 御来否電話にても文庫・・・
011 来二十二日午前九時三十分・・・
012 拝啓 逐日向暑之侯ニ御坐候・・・
013 拝啓 春[気]去[事]侯處弥口[健][穆]奉大賀侯・・・
014 粛啓 来る十一日(日曜日)・・・
015 帝国図書館建築担任技師外国派出ノ儀
016 拝啓 本日ハ御先代様[御][十]手ニ・・・
017 本日不存寄総裁閣下ノ・・・
018 一 子供ノ教育ハ学校ニ・・・
019 粛啓 愈御清穆日夜御精勤・・・
020 拝復 昨日御【】【】ノ旧幕時代ノ・・・
021 大学々生溯源
022 還暦の祝 田中図書館長の為め
023 某々ノ新聞ノ図書館醜声ト・・・
024 その日その日
025 Preface
026 Tokyo Library, Established in 1872. Extract of annual report, 1890.
027 東京図書館に関し新聞雑誌等に散見せる記事論説節略
028 東京市立図書館報. 第4号
029 甲. 第89号
030 東京図書館職務規定
031 明治十年以降太政官修史館書類
032 明治十五年十二月三十一日現員調査 他
033 書籍票袋
000 袋: 主として学生時代のもの
001 那須与市扇を射らるるを志ら春
002 近郊梅を見るの記
003 十三年一月一日の辞
004 送友人遊学清国序
005 送和田垣謙三遊英国序
006 三国史論並序
007 蒲田観梅記
008 英国史論
009 新年述志
010 何為方今急務

002

003

田中稲城文書

図書館関係

（複写済の分）

004
田中稲城文書

留学関係（複写済の分）

005

田中稲城文書

留学関係・報告書の草案…

（複写せず）

006
田中稲城文書

その他（履歴書等）（複写済の分）

http://id.nii.ac.jp/1707/00002817/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002818/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002819/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002820/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002821/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002822/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002823/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002824/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002825/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002826/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002827/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002828/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002829/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002830/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002831/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002832/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002833/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002834/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002835/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002836/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002837/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002838/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002839/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002840/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002841/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002842/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002843/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002844/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002844/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002845/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002845/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002846/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002847/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002848/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002849/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002849/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002849/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002850/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002851/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002852/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002853/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002854/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002855/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002856/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002857/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002858/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002859/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002860/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002861/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002862/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002863/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002864/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002865/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002866/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002867/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002868/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002869/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002870/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002871/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002872/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002873/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002874/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002875/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002876/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002877/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002878/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002879/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002880/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002881/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002882/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002883/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002884/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002885/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002886/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002887/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002888/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002889/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002890/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002891/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002892/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002893/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002894/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002895/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002896/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002897/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002898/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002899/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002900/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002901/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002902/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

011 英国史論 其2
012 鄙文 一篇並詩二首
013 惜花 他
014 教育論
015 [自]記写真像背 他
016 送友人遊清国序
017 歳晩感懐 他
018 習静楼遺稿序
019 卒業論文の【】き
020 送河上謹一之英国序
021 上元老院議長大木喬任公書
022 仏史論
023 第一問 他
024 譯稿. 第4
025 Addison
026 The So dynasty and the Tartan
027 tory account of what they saw. As sonn as he had・・・

028
To understand the movement, we must know the currents of
thought・・・

029 to enlighten the people with the modem civilization which had been・・・
030 timate friends and coufessing he could not talk well the one・・・
031 of favorable book ; Joyous Jenny seas that the visit is not・・・
032 抜き書き?: Hojo Tokimune
033 抜き書き?: Kusunoki Masashige
034 祝詞
035 祝詞
036 なまいき新聞改題. - (藝術叢誌 ; 第19号)
037 其後ニ醍醐天皇ノ時・・・ 他
038 皇太子答御歌 他
039 周〓大司馬ノ軍法ヲ本ト・・・
040 今川氏世有【】河至義元・・・
041 宋路唐ニ依ル
042 是ヨリ先キ[応]朝恬[〓]専ラ
043 メ易ヘザリシナリカクテ・・・
044 是ヨリ先神代ニ於テ五[数]・・・
045 【】カイヘンスルジュトカ・・・
046 冷泉ノ太子ト為シ源高明・・・
047 幕府ノ政権ヲ得ルニ及ンデ・・・
048 秋田城
049 司法一覧表 他
050 左京職 右京職 摂津職・・・
051 カバネトハ骨ノ義ニテ・・・
052 記陸軍少佐吉松秀枝君戦没之事 他
053 大阪城代 他
054 第一王室ノ威力ヲ抑ハ以テ・・・
055 国史論略
056 譯稿. 第1巻
057 譯稿. 第3
058 譯稿. 第5
059 譯稿. 第6
060 譯稿. 第9
061 譯稿. 第10
062 レイ、ランカストル氏演説譯稿
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

　

003

007 主として学生時代のもの

004

http://id.nii.ac.jp/1707/00002903/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002904/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002905/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002906/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002907/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002908/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002909/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002910/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002911/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002912/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002913/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002914/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002915/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002916/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002917/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002918/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002919/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002920/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002920/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002921/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002922/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002923/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002924/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002925/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002926/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002927/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002928/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002929/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002930/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002931/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002932/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002933/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002934/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002935/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002936/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002937/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002938/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002939/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002940/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002941/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002942/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002943/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002944/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002945/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002946/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002947/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002948/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002949/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002950/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002951/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002952/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002953/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002954/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002955/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002956/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002957/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002958/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002959/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002960/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002961/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002962/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002963/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002964/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002965/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002966/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002967/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002968/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002969/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002970/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002971/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002972/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002973/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002974/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002975/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002976/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002977/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002978/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002979/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002980/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002981/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002982/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002983/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002984/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002985/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002986/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002987/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002988/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002989/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002990/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002991/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002992/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002993/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

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
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: 田中稲城文書 -書翰(差出人のABC順)- (複写済の分)

001
ターゲット: 田中稲城文書 同志社大学図書館所蔵 / 複写 昭和四十九
年二月国立国会図書館

002 ターゲット: 書類 / 外山正一書翰 他
003 拝啓 一昨日申上置候帝国図書館・・・
004 帝国図書館設立之場所之儀・・・
005 拝啓 過日は御来訪被下候・・・
006 衆議院よりも建儀之儀・・・
007 ターゲット: 辻新次書翰 他
008 拝啓 今度信州南安曇郡明盛村ニ・・・
009 拝啓 扨別紙書目之儀[之]故・・・
010 貴翰拝見文部[省]小[集]日・・・
011 拝復 然ハ別紙之【】冊貴館・・・
012 ターゲット: 都筑馨六書翰 他
013 奉復陳ハ小生今般転任ニ付・・・
014 拝啓 陳者送別を兼ね十四年会・・・
015 芳墨拝読仕候切用公共心ニ・・・
016 御手紙拝見致候御安神・・・
017 ターゲット: その他
018 拝啓 昨日益御清康奉賀侯・・・
019 発足前者万事蒙御高思本謝侯・・・
020 拝啓 先日中は色々御面倒・・・
021 懇翰有難拝誦先以御清康・・・
022 [恭]奉祝
023 拝啓 昨日乃御邪魔にて・・・
024 (ひも)
025 拝啓 陳は米国より申越之件は・・・
026 新年之慶賀萬方同軌先・・・
027 史般図書館建築委員会ニ・・・
028 拝復 講習之件ニ付早速・・・
029 拝啓 餘寒却て酷烈を覚候處・・・
030 索引編成上ニ関シ【】事・・・
031 さて図書館ノ事ニ付【】・・・
032 拝啓 益々御清栄之御事と奉賀候・・・
033 拝啓 [仕][候]然者先日行中より拝借・・・
034 拝啓 陳ハ大学[委]官思【】・・・
035 拝復 過般御依頼の件同僚とも・・・
036 当九月文部省ニて委員試験・・・
037 御問合之義ハ小生モ・・・
038 拝啓 仕候陳ハ岩代国若松市ニ・・・
039 拝啓 先以時下益御佳適奉大賀候・・・

040 Do you remember me ? Can you help me ? Can you give me the ・・・

041 拝呈 [尊]来ハ[書][第]よりも・・・
042 奉存候扨ハこの度東京・・・
043 時下御安[愈]蒙賀候【】ニ・・・
044 爾来者絶而御疎音ニ打過罷在候・・・
045 拝啓 近来御疎濶打過候處・・・
046 謹啓 梅雨ノ候益御清適奉賀候・・・
047 袋: 図書館関係 その他

006

005 008 田中稲城文書　漢詩草稿

http://id.nii.ac.jp/1707/00002994/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002995/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002996/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002997/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002998/
http://id.nii.ac.jp/1707/00002999/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003000/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00003002/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003003/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003004/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003005/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00003011/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003012/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003013/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003014/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003015/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003016/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003017/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003018/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003019/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003020/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003021/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003022/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003023/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003024/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003025/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003026/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003027/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003028/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003029/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003030/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003031/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003032/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003033/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003034/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003035/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003036/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003036/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003036/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003037/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003038/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003039/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003040/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003041/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003042/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003043/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003044/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003045/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003046/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003047/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003048/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003049/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003050/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003051/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003052/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003053/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003054/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003055/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003056/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003057/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003058/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003059/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003060/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003061/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003062/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003063/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003064/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003065/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003066/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003067/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003068/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003069/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003070/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003071/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003072/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003073/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003074/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003075/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003076/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003077/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003078/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003079/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003080/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003081/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003082/
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048 Hints to Small Libraries
049 拝啓 其後は御無沙汰ニ打過候處・・・
050 ターゲット: 田中稲城書翰 他
051 拝啓 此度○○ノ件実ニ意外ノ事ニテ・・・
052 拝復 内閣文庫蔵書ヲ本館・・・
053 拝啓 弗名ノ御照会折角仕候・・・
054 追啓
055 ターゲット: 江木千之書翰 他
056 拝啓 【】来御誅[違]打過候處・・・
057 ターゲット: 白仁武書翰 他
058 拝啓 図書館ニ[関]し御意見・・・
059 去月九日付御手紙拝見・・・
060 ターゲット: 浜尾新書翰 他
061 拝啓 益御佳勝奉欣賀候・・・
062 御回報ニ接し帝国図書館・・・
063 拝啓 益御佳勝奉賀此程・・・
064 ターゲット: 穂積陳重書翰 他
065 拝啓 倍御清穆奉賀候陳者・・・
066 拝誦 先日御話有之候拙著・・・
067 倍御清穆奉恭賀候陳者兼て・・・
068 ターゲット: 福原鐐次郎書翰 他
069 拝復 大橋図書館理事ニ付・・・
070 拝啓 内閣文庫収蔵ノ書冊ヲ・・・
071 ターゲット: 井上哲次郎書翰 他
072 閣下とても忘れ至[な]事ある・・・
073 ターゲット: 加藤弘之書翰 他
074 拝[啓][昨][日]【】【】【】致キ蒙リ・・・
075 ターゲット: 加藤高明書翰 他
076 御手紙新聞社分廻し越拝仕候・・・
077 恭賀新年
078 貴書拝読候先日ハ長[れ]仕候・・・
079 拝復時下益御清穆奉賀候・・・
080 大暑難凌候処愈御安康・・・
081 ターゲット: 木場貞長書翰 他
082 餘寒尚甚敷御座候得共・・・
083 陳ハ老台ニハ此度御退官・・・
084 ターゲット: 久保田譲書翰 他
085 拝啓 [次]御多祥奉賀候陳者・・・
086 ターゲット: 牧野伸顯書翰 他
087 拝見[致]候過日御来談ノ件ニ付・・・
088 拝[尊]仕候陳者過日【】学以来・・・
089 拙者ニ於ても固より岡氏並ニ・・・
090 愈御安康大慶奉存候さて突然ニ
091 君近々上海[ニ]赴任【】致由・・・
092 尊書拝読仕候過日ハ御去年・・・
093 拝呈 旧冬御送附被下候・・・
094 貴[帳]難有拝見[仕]候暑気・・・
095 御書面拝読仕候図書館・・・
096 其後ハ絶て御起居不相伺候
097 過般ハ御【】年被下其後・・・
098 拝見[仕]候過日【】【】【】新聞借用件・・・
099 ターゲット: 三宅雪嶺書翰 他
100 拝承 明十五日及十八日・・・
101 ターゲット: 永井久一郎書翰 他
102 拝呈 陳者昨夕者[御][成][見]・・・
103 拝読 厳定之時節弥御清安奉賀上候・・・
104 ターゲット: 岡田良平書翰 他
105 拝啓 益御多祥奉賀候先日ハ・・・
106 [芳]書[拝][読]益御清穆奉賀候・・・
107 拝啓 益々御静康奉賀候・・・
108 拝啓 益々御静康奉賀候・・・
109 本月十[六]日附の御書面拝読・・・
110 ターゲット: 阪谷芳郎書翰 他
111 拝復 過日ハ御懇[首]奉謝候・・・
112 貴書拝誦図書館統一云々ノ件・・・
113 尊書拝誦【】文金貸本位・・・
114 ターゲット: 佐野友三郎書翰 他
115 啓上仕候在京中ハ種々御配慮・・・
116 啓上仕候此度在京し度ハ・・・
117 啓上仕候先般出京ノ益々日々・・・
118 啓上仕候愈々御清穆奉賀候・・・
119 謹啓 陳者本月十二日付御手書・・・
120 啓上仕候愈御清穆奉賀候・・・
121 ターゲット: 沢柳政太郎書翰 他
122 前略 山口之佐野氏より・・・
123 大変久しく御目にかゝりません・・・
124 前略 他事ワ略し一寸申上候・・・
125 拝啓 時下愈御多祥奉賀候・・・
126 拝啓 時下愈御多祥奉賀候・・・
127 ターゲット: 柴田家門書翰 他
128 陳ハ何か御【】有之件枉事被下候・・・
129 ターゲット: 重野安繹書翰 他
130 陳ハ近代著述目録続編・・・
131 ターゲット: 添田寿一書翰 他
132 拝啓 益御清勝奉賀候陳者・・・
133 ターゲット: 末松謙澄書翰 他
134 拝啓 其後者久々拝【】不【】・・・
135 ターゲット: 鈴木充美書翰 他
136 拝啓 陳者過刻電話ヲ以テ・・・
137 ターゲット: 高橋健三書翰 他
138 貴館目録の如き【】の尤切要を感・・・
139 拝啓 過日は国立図書館・・・
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http://id.nii.ac.jp/1707/00003083/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003084/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003085/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003086/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003087/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003088/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003089/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003090/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003091/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003092/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003093/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003094/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003095/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003096/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003097/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003098/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003099/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003100/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003101/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003102/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003103/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003104/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003105/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003106/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003107/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003108/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003109/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003110/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003111/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003112/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003113/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003114/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003115/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003116/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003117/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003118/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003119/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003120/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003121/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003122/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003123/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003124/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003125/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003126/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003127/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003128/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003129/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003130/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003131/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003132/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003133/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003134/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003135/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003136/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003137/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003138/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003139/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003140/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003141/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003142/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003143/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003144/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003145/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003146/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003147/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003148/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003149/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003150/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003151/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003152/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003153/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003154/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003155/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003157/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003158/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003159/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003160/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003161/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003162/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003163/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003164/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003165/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003166/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003167/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003168/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003169/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003170/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003171/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003172/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003173/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003174/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

140 久々ニテ御高話拝承益ヲ得ル事・・・
141 ターゲット: 手嶋精一書翰 他
142 拝啓 時下愈[々]清暢奉来賀候・・・
000 袋: 書簡 郷里・親類関係
001 愚禿【】【】 須藤南翠・・・
002 依願免本官
003 次江木狂塢翁詩〓卒作乞正 他
004 八十七 / 八十九
005 三十二 / 三十三
006 二十八 / 二十九
007 百二十九 / 百三十
008 百二十九 / 百三十
009 三十四 / 三十五
010 百三十三 / 百三十四
011 八十三 / 八十四 / 八十五 / 八十六
012 三十八 / 三十九
013 拝復愈御清穆奉賀候近作・・・
014 十八 / 十九 / 二十 / 二十一
015 六十四? / 六十五?
016 拝読御細【】【】【】候【】大概ハ・・・ 他
017 【】黄橋【】尊堂益[御]吉【】【】【】・・・
018 百二十三 / 百二十四
019 二二 / 二三 / 二四 / 二五
020 三一 / 三二 / 三三 / 三四 / 三五
021 九十三 / 九十四
022 三 / 四 / 五
023 六 / 七
024 三十 / 三十一
025 七十三 / 七十四
026 七十九 改正 / 八十 改正
027 八十一 / 八十二
028 所答
029 十八 / 十九
030 百十五 / 百十六 / 答彭祖爺君
031 二六 / 二七 / 二八 / 二九 / 三〇
032 十四 / 十五 / 十六 / 十七
033 77 / 78 / 79 / 80
034 58 / 59 / 60 / 61
035 62 / 63 / 64 / 65 / 66
036 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50
037 此次はハカキの便・やみしかと・・・
038 41 / 42 / 43 / 44
039 36 / 37 / 38 / 39 / 40
040 72 / 73 / 74 / 74 / 75
041 奉勧 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71
042 六 / 七 / 八 / 九
043 十 / 十一 / 十二 / 十三
044 九十六ノ評 / 九十五 / 九十六
045 四十五 / 四十六
046 四十三 / 四十四
047 四十一 / 四十二
048 百二十七 / 百二十八
049 二十二 / 二十三
050 十三 / 十四
051 七十一 / 七十二
052 七十七 / 七十八
053 七十五 / 七十六
054 六十三 / 六十四
055 五十九 / 六十
056 六十一 / 六十二
057 四十七 / 四十八
058 六十九 / 七十
059 五十一 / 五十二
060 五十五 / 五十六
061 五十七 / 五十八
062 五十三 / 五十四
063 四十九 / 五十
064 八 / 九
065 九 / 十
066 二十六 / 二十七
067 十五
068 百九 / 百十
069 八十九 / 九十
070 九十四ノ評
071 九十一 / 九十二
072 百二十五 / 百二十六
073 百十九 / 百二十
074 十六 / 十七
075 就中傷意去年中、粟屋イト・・・
076 左ノ如クセバ何如
077 百 / 百一 / 百二
078 百三 / 百四
079 百五 / 百六
080 百七 / 百八
081 百二十一 / 百二十二
082 十一 / 十二 / 【】於隗
083 七十九 / 八十
084 二四 不同平仄中、今回稲見・・・
085 百十七 / 百十八
086 訪安藤子【】疾帰[極][省]作
087 山縣老兄疾将【】時値[先]・・・
088 二十 / 二十一

008

010 書簡　郷里・親類関係

http://id.nii.ac.jp/1707/00003175/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003176/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003177/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003178/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003179/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003180/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003181/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003182/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003183/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003184/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003185/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003186/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003187/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003188/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003189/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003190/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003191/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003192/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003193/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003194/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003195/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003196/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003197/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003198/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003199/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003200/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003201/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003202/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003203/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003204/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003205/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003206/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003207/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003208/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003209/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003210/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003211/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003212/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003213/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003214/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003215/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003216/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003217/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003218/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003219/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003220/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003221/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003222/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003223/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003224/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003225/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003226/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003227/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003228/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003229/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003230/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003231/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003232/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003233/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003234/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003235/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003236/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003237/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003238/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003239/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003240/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003241/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003242/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003243/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003244/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003245/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003246/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003247/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003248/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003249/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003250/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003251/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003252/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003253/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003254/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003255/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003256/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003257/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003258/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003259/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003260/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003261/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003262/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003263/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003264/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003265/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003266/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

089 二十四 / 二十五
090 南台近頃熱狂作 相手不構挑戦風・・・
091 戒南台子 改
092 百十一 / 百十二
093 三十六 / 三十七
094 百十三 / 百十四
095 九十七 / 九十八 / 九十九
096 益[頑]奉答
097 領票ノ寫并領票記入ノ心得
098 栄辱由来似幻[産]、冷官安・・・
099 岩國山ハ千古に聳や・・・
100 医科大学助教授従七位今田束君之墓
101 狂塢江木仁兄見示紀〓・・・
102 (住所メモ)
103 (図面)
104 客間ノ床ト違ひ棚ハ三尺ハバニシタシ
105 大團圓是切
106 【】拊春光四庫儲夙流学士楽・・・
107 (小カードに書かれた漢詩文)
108 拝復 【】涼候【】愈御清適・・・
109 次河上氏酊人住在海之・・・
110 丹渓白髪好因縁冷〓
111 東澤澗先生維新ノ功ニヨリ・・・
112 山陽貧士[奈][志]貧泉[石][翁]・・・
113 徳川公爵装帖見[微]詩歌・・・
114 大冢醒亭君
115 何分呼吸ガ切レ腰ト脚トガ・・・
116 (図面)
117 癸亥九月記事 他
118 再訪泥翁【】
119 山口縣士族田中駿吉
120 次江木兄[尓]韻祝府艮賜位之光栄
121 [左][点][共]風人概然賀尺病・・・
122 田中誠二様 贈呈
123 (ひも)
124 大正七年八月廿五日靖手録 田中氏書束ニ就テ
125 拝啓 [前]【】来学[致]京都御学事ノ件ニ付・・・
126 謹白 秋涼の候益々御清栄・・・
127 田中対向軍治ノ件ニ就テ 他
128 拝啓 今日御覧【】入候大冢氏・・・
129 拝復 益々御多祥被為入奉大賀候・・・
130 謹啓 初秋ノ候益々御清栄・・・
131 拝啓 御【】儀御披露宴之・・・
132 田中稲城殿
133 拝啓 本月十日御[如][及]之・・・
134 前略 京都ノ学事一段落ヲ告ケ・・・
135 河上氏書[翰]
136 拝啓 其後御無沙汰【】在候處・・・
137 吉川家学事主任取扱方ノ件
138 拝啓 秋暑漸く退き冷気・・・
139 拝復 出発の際は御見送り・・・
140 謹啓 余寒尚難去御書候處・・・
000 複写をお願いしたい分です
001 I am very anxious to get a copy of the Japanese edition・・・
002 其後御清穆【】【】居大處奉存候・・・
003 Your note informing us of your 【 】 in Tokio came yesterday.・・・ 他
004 So many years have elapsed since you were in Boston, ・・・
005 Your communication of Dec. 10, 1891 has just been received, ・・・
006 A few of my friends here who have pretty good knewledge ・・・
007 It is now several months since I received some interesting ・・・
008 I am ashamed to say that we are making very ・・・
009 Remember your stay in Boston and the pleasant impression you ・・・
010 I have only just retuned from our meeting in Paris ・・・
011 I send you today the concluding sheets of the Subject Index ・・・他
012 I think you and your company are now back at cambridge ・・・
013 A country man of yours, a student lean in political 【】 ・・・
014 Your of June 23, reaches me here, and its reception ・・・
015 Will you favor us by handing the enclosed order to same dealer ・・・
016 Mrs. Winsor recevied from you today [me] with welcome of ・・・

017 The Board of Trustees of the Providence Public Library requests ・・・他

018 A little while ago, I received from you a most charming letter, ・・・

019
It is always pleasant to be remembered by those who leave gone from
us. ・・・

020
At the request of Mr. Tesima, the Imperial Japanese Commissioner at
Chicago, ・・・

021 I take pleasure in acknowledging the receipt of this report. ・・・

022
Please accept my hearty congratulations upon your appointments us
librarian ・・・

023 Have read your report with a great [deel] of interest and thank you ・・・
024 I beg to thank you for your thoughtful kindness in sending me ・・・
025 There is a demand here by an 【 】 in the reportment of ・・・
026 I duly recived your letter with three little illustrated books which ・・・
027 The receipt of the very interesting report of your work in ・・・
028 In 1896 you kindly in 【 】 yourself in procuring for this library ・・・

029
I [visit] long ago to have acknowledge the notification of your
appointment ・・・他

030 We have been kindly favored with your sixteenth Annual Report, ・・・
031 It is now about 15 years since I left Cambridge and ・・・
032 I am sending off this note 【 】 that in may arrive in ・・・
033 Your very kind letter of August received in [dui] coruse of mail, ・・・

010 011 複写をお願いしたい分です
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034 Yes! your letter was received and I delayed answering [will] I ・・・
035 Your very kind letter of 11st. May cauce duly to hand ・・・
036 Your letter was [friended] to me at this, my summer. ・・・

037
My father-in-law Justin Winsor, LL. D. Librarian of Havard University
died ・・・

038 We are glad to hear of your safe arrival home, ・・・
039 I am pleased to receive your note stating that you have ・・・
040 As I rose in town this morning I read the enclosed ・・・

041
Your two letters of September 28th and November 8th were duly
received ・・・

042 I regret that you have given yourself so much 【 】 in ・・・
043 Your very pleasant letter of January 19, has been received,・・・
044 It is of interest to me to procure reports on the present ・・・
045 I beg to thanking you for your kind information of Mr. Winsor and ・・・
046 I here with send you one of our new Bond it ・・・
047 I have much pleasure in saying that I had a visit from ・・・
048 I am making a collection of coins for the library and ・・・
049 I trust you will pardon me in writing you at a time ・・・
050 As I wrote you when I acknowledge the pictures, etc., ・・・
051 On a recent visit to New York I inquired at several stores ・・・
052 I have enjoyed very much [the] 【 】 you so kindly ・・・
053 Will you kindly inform about The Tokyo Public Library. I few many ・・・
054 In [hands] your carte postale of May 26 1900 [acknowleaging] ・・・
055 I have sent you by the mail leaving here to-day ・・・
056 I am sorry my intentions are not as good as my actions or ・・・
057 My friend Mr. Tr. H. K. Toright, who is at present with me ・・・
058 No doubt you will be surprised to receive a letter from me, ・・・
059 In a recent number of the Library journal I read an article ・・・
060 To go the great to the editor of ・・・ 他
061 For purposes of study I should like very much to have ・・・
062 Will you do me a 【 】? I should like to have a few of ・・・
063 (タイトル不明)
064 It was indeed kind of you to send me such a handsome ・・・
065 You have been very often in my thoughts especially during ・・・
066 八月三日付は御読忙日拝見・・・
000 袋: 吉川家に関する書簡類
001 大正戊午七月夢餘私言一則答田中兄 他
002 覚書
003 拝啓 夜来又降雪【】【】殊ニ・・・
004 御書[向]拝読仕候折角之・・・
005 貴書難有拝見暑気日ニ・・・
006 特別之御詮議ヲ以接待・・・ 他
007 御懇書拝接其後ハ益ゝ・・・
008 [極]博志人ハ当分静[正]と住居候・・・
009 拝読益御清適奉賀候志生[も]・・・
010 貴書接[手]兎角不気候・・・
011 拝啓 其後ハ益御安[東][之]・・・
012 拝啓 酷暑の候て御度し候處・・・
013 佐藤位身上一件
014 御細書今朝六時[通]拝接・・・
015 去ル十二日上京致候處・・・
016 寵疾【】時以来又秋晴光披・・・
017 御懇書拝読益御清祥奉賀候・・・
018 田中君ハ此際[寵]任之・・・
019 御書面拝見致度益御健勝・・・
020 拝啓 土用之郎之間[居]気ハ・・・
021 拝啓 昨日之[空]気ハ非常ニ・・・
022 御細益時夜拝【】御高見・・・
023 去十一日之貴翰[今][日]【】・・・
024 拝啓 益御清適奉賀候・・・
025 貴書拝見【】[仕]清間奉賀候・・・
026 貴【】[後]丙丁ニ付セラレ候・・・
027 談之頃日尊台分同男乃御一翰・・・
028 愈拝[過]之處益御多祥奉賀候・・・
029 拝啓 愈来過【】處益御清祥奉賀候・・・
030 御懇書難有拝読益御多祥・・・
031 【】【】御清栄奉賀候小生も・・・
032 前略 御送付之参考書拝長・・・ 他
033 拝啓 昨日ハ餘リ【】[詞]ニ・・・
034 田中稲城殿【】【】 他
035 拝読懸案之【】先日ノ書ノ通り・・・
036 貴書難有拝見仕候【】【】【】・・・
037 謹啓 厳寒之候益益御清康・・・
038 御懇書難有拝誦仕候其後・・・
039 拝啓 【】【】益御清祥奉賀候・・・
040 御令嬢ニ者御病気之由此程川岡より・・・
041 河上兄[回][参]来束一節抄録
042 貴翰拝誦仕候益御清[卒]奉賀候・・・
043 拝啓 一昨日[王]来吉川[邸]京都・・・
044 其後益御清[間]奉賀候・・・
045 拝啓 比度ハ[又]少ニ腰肩病・・・
046 去ル十四日御認之来翰・・・
047 拝啓 [不]【】[亥]御【】壮奉敬賀候・・・
048 謹啓 時下益御清穆泰大賀候・・・
049 益御清適奉大賀候過般来・・・
050 学言
051 御細書難有拝誦仕候又・・・
052 拝啓 大過難【】候處益御清祥・・・
053 拝啓 今題之御懇書時夜・・・
054 去ル二月廿六日御認之御懇書・・・
055 拝啓 過日は御過訪【】【】・・・
056 尊略
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057 去月廿八日御認之御懇書・・・
058 拝啓 京都ニ於ル御学事【】ニ付・・・
059 兎ニ角廻り致【】候天下ハ薩長・・・
060 御[初]書拝読仕候[尊][於]【】・・・
061 拝啓 益御清祥奉賀候小生・・・ 他
062 拝読又雪降[事]相成り候・・・
063 田中稲城殿
064 芳翰披見拝誦仕候益ゝ・・・
065 血染花枝聲裂竹喚帰終夜・・・
066 拝啓 昨夜ハ天候ノ悪シキ・・・
067 袋: 吉川家ニ関シ往復書【】其他郷友【】書
000 袋: 吉川家に関する資料
001 袋: 郷友書信 吉川家ニ関スル者[志]多
002 大塚武松殿 親展
003 拝啓 昨夕ノ京都御【】之件ニ付・・・
004 貴書難有拝誦愈【】愈【】【】ニ・・・
005 奥様ヨリ｢元光帰京中止ノ事・・・
006 田中稲城殿
007 御懇書難有【】読[志]荊病気・・・
008 拝啓 別翰御依嘱相成候次第・・・
009 貴書拝見候其後も格別候・・・
010 拝啓 昨日ハ【】ニ御[日][陽]被下・・・
011 拝啓 又欝陶【】【】處益御清康奉賀候・・・
012 拝啓 只今御[尊]書拝接御病気・・・
013 御細書拝読風雨一過【】【】・・・
014 拝啓 前日廿八日出之御尊書・・・
015 御勇【】[仕]候事と奉賀上候・・・
016 田中稲城様
017 謹啓 秋冷相【】し【】比の節・・・
018 拝呈 其後ハ適[前]ニ御[無]沙汰仕候處・・・
019 拝啓 過日ハ[愈]々御見[拝]被下・・・
020 御懇書[京]拝見毎ニ御[無]沙汰・・・
021 拝啓 其後御【】【】ニ打過[候]處・・・
022 拝啓 今般一書【】【】【】[及]・・・
023 拝呈 残暑厳【】候處御[従]【】様・・・
024 貴書昨日【】[手]兎角不順ニ有し候處・・・
025 拝啓 此【】【】早速御細[参]ニ・・・
026 拝復 去ル四日【】【】[逐]之・・・
027 拝啓 其後益々御健勝御活動・・・
028 拝啓 昨日ハ御[面]働御願奉【】候・・・
029 十一日ノ貴[束]只今拝誦仕候・・・
030 拝啓 益御清康奉賀候先日・・・
031 東京駅を[蒙]し候京阪地方に赴・・・
032 拝啓 在京都河上肇氏御依嘱・・・
033 拝復 過般御手紙拝見如【】・・・
034 拝啓 過般【】【】其節[加]度・・・
035 (タイトルあり)
036 岩中百事意外ニ順調ニ・・・ 他
037 九月七日芳読本日拝【】・・・
038 拝啓 残暑難[?]處各位[御]【】・・・
039 十九日御貴書拝接致函仕候・・・
040 拝啓 河上兄ノ書[東]御返付・・・ 他
041 因二言
042 拝啓 昨日之酷日[御]実ニ難仕候・・・
043 拝復 御細書拝見仍例御馳・・・
044 拝啓 昨二日の御細書今願拝接仕候・・・
045 本会基金トシテ金貮百五十圓・・・ 他
046 拝啓 昨夕日[難]々御高【】ヲ・・・
047 第一先書御在比中之御確定之事ハ・・・
048 拝啓 過日[京]上之折ハ種々能・・・
049 拝呈 当地益熱如【】【】[地]ハ・・・
050 拝復 御[以]如【】暑気【】ニ酷處・・・
051 今朝新聞ニて昨日御願通り・・・
052 腰[打]御一【】ことを志[付]の間と思ふ・・・
053 来ル十日午前十時三十分・・・
054 口代
055 厳秘
056 謹啓 本日[極]光亭之親睦会・・・
057 木場貞長 井上哲次郎・・・
058 丁已[尊]度
059 拝啓 本市立日比谷図書館・・・
060 漸く郵便之道相一[毎]ケ・・・
061 御細益被下【】【】[及]し候・・・
062 益御清祥奉賀候大塚より・・・
063 誰十二・・・
064 向定之時【】益御健勝之・・・
065 拝啓 時下寒冷御増候處・・・
066 (住所録)
067 今般別紙ノ通リ手当金・・・
068 拝啓 過日ハ御邪魔申上候・・・
069 拝啓 陳ハ手紙河上氏書翰難有候・・・
070 去ル廿七日御認之御懇書・・・
071 御細書難有拝読益御多祥之・・・
072 益御多祥奉賀候過日ニハ病中・・・ 他
073 学友末川子増欠之件貴説ノ如ク・・・
074 拝啓 陳ハ過日ハ御面倒・・・
075 一應貴兄と大谷翁との御意見・・・
076 拝啓 屡御細書辱し候處・・・
077 打申し候又趣意書之義ハ・・・
078 益御清適奉賀候昨日ハ・・・
079 在拙宅ニ御立寄り御休息・・・
080 貴書拝[長]花時風而多・・・

012 013 吉川家に関する資料

http://id.nii.ac.jp/1707/00003443/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003444/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003445/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003446/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003447/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003448/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003449/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003450/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003451/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003452/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003453/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003454/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003455/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003456/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003457/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003458/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003459/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003460/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003461/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003462/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003463/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003464/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003465/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003466/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003467/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003468/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003469/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003470/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003471/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003472/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003473/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003474/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003475/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003476/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003477/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003478/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003479/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003480/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003481/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003482/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003483/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003484/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003485/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003486/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003487/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003488/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003489/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003490/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003491/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003492/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003493/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003494/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003495/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003496/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003497/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003498/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003499/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003500/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003501/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003502/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003503/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003504/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003505/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003506/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003507/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003508/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003509/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003510/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003511/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003512/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003513/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003514/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003515/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003516/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003517/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003518/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003519/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003520/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003521/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003522/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003523/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003524/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003525/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003526/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003527/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003528/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003529/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003530/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003531/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003532/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003533/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003534/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

081 拝啓 益御懇書【】【】【】候・・・
082 東京英語学校規則
083 拝啓兎角【】【】之時候益々・・・
084 拝啓 益御清祥奉賀候・・・
085 袋: 図書館設立吉川家ニ関スル往復書類其他
086 高等図書館ヨリ来ラレタル者・・・
087 官専. 71号 / 通送. 56号 他
088 目録ハ三種間分類、字書体、・・・
089 日本図書館協会々員名簿
090 大正七年度山口県立山口図書館経費予算
091 記
092 河上ノ憂慮モ此辺【】【】・・・
093 創立費 / 建築費 / 図書費 / 経【】費・・・
094 [小]図書館設立
095 図書館長の優遇説
000 袋: 書簡 郷党からのもの大部分
001 袋: 日本文往復書類
002 御懇書拝接本年之暑気ハ格別・・・
003 拝啓 然ハ来立ノ【】【】邸ニ・・・
004 貴書拝長益御拝[静]之[由]・・・
005 帝国図書館 田中稲城殿 親展
006 別冊御贈り下され忝く存候・・・
007 尊書拝接時下【】暖相【】し候・・・
008 [芳]〓感[咯]【】【】促文字の・・・
009 御懇書拝接兎角不順ニ有し候處・・・
010 近来二階ノ面ニハ問題・・・ 他
011 尊書拝長【】来変[袖]之天候ニ・・・
012 拝啓 益御佳勝[奉]欣賀候・・・
013 拝啓 皆々様益御清穆奉賀上候
014 先日御来過被下候由ニ・・・
015 佳墨拝読御注意之件難有存上候・・・
016 拝啓 来ル十二日永田町官邸・・・
017 拝啓 先月廿四日【】[度]御細書・・・
018 拝啓 先刻ハ【】【】御過訪・・・
019 南伏公褒賞一件書【】ハ・・・
020 拝啓 来る御拝局之栄ヲ【】ス候處・・・
021 拝啓 時下愈々御清穆賀【】候・・・
022 拝啓 未[呈]芝眉之栄を為さるに・・・
023 拝啓 陳者過日[不][致]書[向]・・・
024 さて[見][翰]件大橋図書館・・・ 他
025 田中稲城殿 親展
026 報 乙発第二一四号
027 十三日御認[之]貴翰時十六日・・・
028 貴翰拝見尓来愈御清栄奉賀候・・・
029 拝啓 御[風]気之趣[不]【】次案
030 Publications of the Tokyo University & in Harvard College Library
031 拝啓 時下益御清適之如・・・
032 拝啓 一昨日ハ御退長後ニ・・・
033 拝啓 先日辻【】【】殿本【】謝候・・・ 他
034 拝呈 【】気【】賀候處益御清適・・・
035 御【】有【】節も病気にて・・・
036 昨日は意外之御饗應ニ預り・・・
037 御手紙被下難有拝見仕・・・
038 華墨難有拝誦尓後益御清穆・・・
039 拝啓 貴省御発行 左記ノ書籍・・・
040 一乙 一、二七九
041 拝呈 炎暑之候益御【】【】・・・
042 拝見 陳ハ米国ハーウァート大学校・・・
043 拝啓 益御清穆奉賀候・・・
044 本郷区駒込木戸別邸順路略図
045 杜鵑啼過古城山之一[結]真悟・・・
046 拝啓 乍唐突至急御協議・・・
047 拝啓 先日ハ愈々御懇切ナル・・・
048 明治三十四年自一月至十二月私立玖珂郡教育会歳入出予算書 他
049 並ニ我輩ノ尤モ愛敬スル・・・
050 拝啓 陳者来ル十一月三日・・・
051 来ル十一月三日天長節奉祝ノ為メ・・・
052 拝啓 陳者来ル十一月三日・・・
053 拝啓 陳者来ル二十三日・・・
054 来ル七月八日当校ニ於テ・・・
055 拝啓 本月十四日三田綱町拙邸・・・
056 拝啓 陳者来ル二十四日・・・
057 拝啓 来十五日芝紅葉館ニ於テ・・・
058 拝啓 本月二十四日当校ニ於テ・・・
059 拝啓 来十一月十五日午後第一時・・・
060 拝啓 陳者来ル十一月三日・・・
061 拝啓 御写真之義取調候處・・・
062 拝啓 先択御拝読に預候一件ハ・・・
063 愈御清穆奉賀候陳【】【】
064 拝啓 益々御多祥奉賀拝候・・・
065 粛啓 金風暁振玉露夜下之候・・・
066 拝啓 御【】来度候【】理十凡【】【】事・・・
067 過六月十日夜御棺奉送・・・
068 拝啓 先便ハ[御]【】田中ヲ【】顧ミス・・・
069 拝啓 貴図書館[ノ]御購入・・・
070 拝呈 萬書之趣御同然【】事・・・
071 拝啓 益御清[穆]奉賀候昨日・・・
072 拝啓 益々御清穆奉賀候・・・
073 安藤翁賀?園分【】し居候・・・
074 追啓
075 貴書拝誦其後ハ御安【】・・・
076 拝啓 愈御清穆奉賀候扨・・・

013 014 書簡　郷党からのもの大部分

http://id.nii.ac.jp/1707/00003535/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003536/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003537/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003538/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003539/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003540/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003541/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003542/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003543/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003544/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003545/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003546/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003547/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003548/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003549/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003550/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003551/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003552/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003553/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003554/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003555/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003556/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003557/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003558/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003559/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003560/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003561/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003562/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003563/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003564/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003565/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003566/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003567/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003568/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003569/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003570/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003571/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003572/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003573/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003574/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003575/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003576/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003577/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003578/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003579/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003580/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003581/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003582/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003583/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003584/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003585/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003586/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003587/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003588/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003589/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003590/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003591/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003592/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003593/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003594/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003595/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003596/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003597/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003598/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003599/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003600/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003601/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003602/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003603/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003604/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003605/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003606/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003607/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003608/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003609/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003610/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003611/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003612/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003613/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003614/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003615/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003616/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003617/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003618/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003619/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003620/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003621/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003622/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003623/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003624/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003625/
http://id.nii.ac.jp/1707/00003626/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

077 梅【】と相来ノ處益々御清適・・・
078 拝復 草双益御清適奉賀候・・・
079 拝啓 時下秋冷之候益々御清昌奉賀候・・・
080 偶成 他
081 芳書【】【】【】益御清康【】・・・
082 粛叙初夏の候鳳堂益御多祥・・・
083 謹啓 閣下益御多祥御【】遊奉【】賀候・・・
084 拝啓 時下益御清勝奉大賀候・・・
085 拝呈 秋冷相【】候處各位・・・
000 袋: 書簡郷里関係 (含帝国図書館退職挨拶)
001 謹【】拝復申上候我[紙]により・・・
002 郷里関係 (若干岩国図書館) 母上の引き出しにあったもの 手紙類
003 貴書拝接故関芳翁碑・・・
004 拝復 二四之御懇書接到・・・ 他
005 拝啓 陳者別紙云如き人・・・
006 拝啓 明治初年ニ歴代御溢号年号…
007 拝啓仕候 陳者過日拝【 】し・・・
008 拝啓 過日ハ御退官ニ付御丁寧・・・他
009 拝啓 秋[枯]し候【】時【】益・・・
010 秋冷之候ト相成申候處・・・
011 御退官之御報知ニ接シ・・・
012 御[重]書拝手難有拝見仕候・・・
013 粛啓 先般上京ノ節ハ種々・・・
014 粛啓 今般信濃図書館開館式・・・
015 拝啓 豫テ御嘱託致候・・・
016 拝復 寒威厳候處愈御清祥奉存候・・・
017 拝呈 寒冷之候相成候處・・・
018 謹啓 禰御健勝奉賀候[〓]過日者・・・
019 拝啓 近々寒気[御]来之〓・・・
020 拝啓 陳者過刻[貴]【】館【】【】・・・
021 拝啓 関芳翁[碑]石ノ件ニ付・・・
022 拝啓 陳ハ来ル二十八日・・・
023 拝啓 時下愈御清祥奉賀候・・・
024 拝啓 書籍之件ニ付[御][来]・・・
025 拝啓 御懇書【】【】拝接屡懇問被下・・・
026 左之一〓を以て相[〓]申し候・・・
027 拝啓 寒気【】之奉賀候處・・・
028 貴書拝見仕候其後愈[御]回[春]・・・
029 田中稲城様
030 火燵から火燵に通ふハガキか那・・・
031 拝啓 先日御【】示ニハ尊作ニより・・・
032 謹啓 追ニ[定]気和加り候處・・・
033 先日者陋屋ニ御光来を願ひ・・・
034 拝復 貴翰難有拝見仕候處・・・
035 Very glad to hear you have attained the cherished desire at last. …
036 拝啓 時下定年日ニ加或度・・・
037 拝復 愈御安泰大慶至極奉存候・・・
038 芳書拝接益御佳[安]之【】・・・
039 拝啓 総秀府ヨリ只今【】属【】来ニ付・・・
040 沖原老貴【】【】認ノ用事ニ付・・・
041 書狂塢翁寒中行事之後
042 田中稲城殿親展
043 謹啓 時に初【】【】之【】御機嫌・・・
044 謹啓 寒気日々奉賀候處・・・
045 謹勿奉謝多年御指導
046 拝啓 益々御清穆之如奉【】賀上候・・・
047 粛復 寒冷の気愈ゝ奉賀候・・・
048 拝啓仕候 【】【】貴下々回・・・
049 謹啓 其後者御無沙汰仕候處・・・
050 謹啓 御退官につき御挨拶状・・・
051 謹啓 益々御清適奉賀候・・・
052 謹啓 益御清穆[申][致]奉慶賀候・・・
053 粛啓 愈々この度御退役・・・
054 拝啓 時下【】【】【】【】候處・・・
055 拝啓 初冬之節益植福奉賀候・・・
056 拝啓 厳雪之【】【】候御清穆奉賀候・・・
057 粛啓 益々御清穆奉賀候・・・
058 拝啓 今回遂に御【】冠【】候・・・
059 拝呈 秋気粛[殺]の候【】御佳健祥・・・
060 原簿記入法更正ニ[袍]テ
061 芳書拝長【】関芳翁碑石之件ニ付・・・
062 拝読陳ハ関芳翁碑石ノ件ニ付・・・
063 謹啓 陳者御實[賓?]中之到来・・・
064 (タイトル不明)
065 芳書拝長致ハ故関芳翁之石碑・・・
066 御清康奉賀候陳故関芳翁石碑・・・
067 拝西復即辰寒気日過候處・・・
068 拝見【】【】病気【】見候【】・・・
069 小生他行中にて帰京後・・・
070 拝呈 陳者小生昨年[拝]【】【】・・・
071 拝啓 愈[呈]御清拝奉賀候・・・
072 拝啓 御仰[誦]の[赴][き]拝手・・・
073 拝呈 来る十二日【】邸ニ於て・・・
074 拝復 愈御清康奉大賀候・・・
075 ｢先輩在前道未[通]｣[之]一句痛ニ切ニ・・・
076 拝啓 去ル二十五日陳者御紙面・・・
077 拝啓 更ニ御細益々辱シ・・・ 他
078 御細益ゝ被下[恭]奉【】候・・・
079 畳〓呈
080 拝啓 先夜の[見]【】【】【】又今日の
081 拝啓 楳【】中欝【】ニ[石][?]候處・・・ 他
082 拝啓 其後御[容]【】如何不?次案・・・

014

015
書簡　郷里関係

（含帝国図書館退職挨拶）
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083 小生も病気ニ付御見舞も・・・
084 拝復 比度ノ御懇書拝誦・・・
085 去ル廿一日御認之芳翰拝見仕候・・・ 他
086 拝啓 益御多祥奉賀候小生も・・・
087 昨廿一日之御手紙今朝拝見・・・
088 拝啓 時下初冬之候益御清祥・・・
089 御[貴]書【】【】見被下候・・・
090 種楷樹十二首並序
091 凉月[当]楼雨【】【】【】【】江水・・・
092 (漢詩文)
093 在和歌山 松田龍山古
094 陽気春めき候ともお天気あしく・・・ 他
095 僅韻ニ次ス平【】候不合ハ問題【】
096 岩國図書館図書目録
097 拝啓 近来御無沙汰ニ打過失礼之・・・
098 谷老【】他諸友【】【】比際・・・
099 拝啓 【】【】ハ御踈【】打過・・・
100 ｢塋樹依然[烟]葉録｣・・・
101 謹啓 其後御[石]快如何被【】在候・・・
102 春ハ人事ニ付[御]【】東之件ワ・・・
103 大塚兄之含料ハ志生昨日ノ・・・
104 より承り御【】ば【】倉味あらせ・・・
105 拝啓 今般ハ[陳]者床上ニ[起]【】前・・・ 他
106 前略 今回之大変[以]見【】候・・・ 他
107 休【】の思命を拝して家に・・・
108 寄田中老兄大人
109 拝啓 時下益御清安奉賀候・・・
110 益御清穆奉恭賀候陳ハ・・・
111 (漢詩文)
112 頃土屋【】[涛]翁見寄自者・・・
113 (図面)
114 拝啓 歳云但【】益御清福奉大賀候・・・
115 又[戦]作 -絶次大塚詞兄〓遙[候] 他
116 次〓醒亭翁〓却【】 他
117 去月廿九日之御手書拝[折]・・・
118 Report of 'shorts' our order of Tokyo Library
119 Dear Sir. Enclosed please find a 【 】【 】 in 【 】 for・・・
120 御返書難有拝誦仕候今年・・・
121 拝啓 [時]益御【】見之成績・・・
122 (漢文)
123 拝復 昨十三日【】之貴[翰]・・・
124 (漢詩文)
125 旭日光【】金〓[株]聖皇演武・・・
126 贈正四位福原越後君殉難之碑
127 已未秋十月【】七訪柳坡翁於・・・
128 (小カードに書かれた漢詩文)
129 [貴]書拝誦仕候陳者【】【】氏の・・・
130 尊書拝読仕候【】身上之件・・・
131 有感
132 修善寺寓楼即事 他
133 貴翰辱拝見【】【】【】常兎角雨多・・・
000 袋: 欧文書簡

001
Having obtained some important statisties and useful information for
H.I.I …

002
The 【 】 that should [save] some to hand last December for this year's
…

003 It is a long time since I had the pleasure of hearing from you. …
004 I went to the Tokio Library in Ueno Park last Sunday …
005 This will introduce if you the bearer Mr. Asthur J. Mundy of Boston …
006 I have to thank you for your favor of 13th 【 】 and …
007 Your most welcome letter of [Fely] 26th was 【 】 with the usual …
008 I have given a letter of introduction to my esteemed friend, …
009 We enclose a list of certain books selected from our catalogue …
010 【Po 】 the libery I take in 【 】 you and especially in asking a favor. …
011 We are glad to know you have had a good 【 】 my wife…
012 I beg to inform you that I arrived home a few days ago…
013 I was at the library yesterday afternoon, But I arrived only at a …
014 I 【 】 to acknowledge receipt of 【 】. 【 】 letter 【 】 …
015 My wife is going our 【 】 your part of the city today, …
016 M. J. Taylor
017 Enclosed is a sample copy of The Japan Advertiser. We shall …
018 You may enter me as a subscriber to The JAPAN ADVERTISER,…
019 At the regard of Mr. 【 】 I need you 【 】 drenments …
020 Many thanks for your work & for the kind wishes it contained …
021 A1 custom of about 300 years ago …
022 Chrysanthemum
023 We have yours of May 5th enquiring why your subscriptions …
024 Your two letters of August 23rd and 28th the letter…
025 はいばら
026 (領収書)
027 Since my last letter I [have] 【 】 in 【 】 a 【 】…

028
I commend to your kindly help Mr. Councillor Norris [Hepworth] of this
town. …

029 I have always been gratified when an opportunity has occurred of …

030
The Trustees acknowledge with thanks, the gift of Sirteenth Annual
Report of the …

031 拝見 寒気[日]に[募]り候處 …
032 Thanking you for telling me about Mr. Kikkawa, I shall 【 】 [on] him…
033 Please pardon me for taking the liberty of introducing to you…
034 It is a long time since I had the pleasure of hearing from you. …
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035
I was very glad indeed to receive your letter so kindly wishing us well,
…

036
Sometime ago we presented your Library with a copy of Science of
Health…

037 This will introduce to you Maurice J. Taylor, of Tronto, the son of…
038 Although I have not written you for a long time, …
039 I have taken the liberty of giving a letter of introduction to…
040 We beg 【 】 to hand you invoice & bill of lading for…

041
We have an account of several hundred dollars against Mr. Masatoski
Ohara, …

042 Technical and secondary education
043 Your note and photo came duly to hand, and I am… 他
044 I have had it in mind to write your 【 】 since…
045 I am very interested to read your article on Japanese libraries,…
046 I am visit obbyid to you for sending us it abctact from…
047 I enclose an acknowledge must for the part of the catalogue…
048 We have received the set of Japanese Fairy Tales, concerning…
049 This letter is to introduce to you Mr. Alfred Acland, who is …
050 I am in receipt of yours of 14 Feb. My little daughter…
051 I was worry not to see you yesterday, 【 】 was glad that …
052 M. J. Taylor

053 I intend calling upon you tomorrow morning (weather permitting) and …

054 To users of the decimal classification
055 Obsequies of a librarian 他
056 I have entrusted a parcel of books and pamphlets to the care of …
057 Change of Address
058 The American Book Company
059 Lepold Delisle
060 二月十二日附の芳書拝接…

061
I beg to conpatulate you on your appointment as librarian at the Tokyo
Library, …

062 Julien Havet
063 Your subscription to SCIENCE expired 23 Dec. 92 …
064 Mr. Dixon thanks the communitee for their kind visitation to join …
065 Your letter of April 23rd come which I was absent on a little …
066 Your favor of the 20th 【 】 has come to hand, …
067 I beg to acknowledge with thanks, the receipt of [the] …
068 We have disided to stay in Tokio till Tuesday or Wednesday next. …
069 Your order of July 13rd just received have been 【 】 after …
070 In response to your favor of the 9th ult., we would say that …

071
To celebrate the King's Coronation The Siamese Minister Phra
Chamnong Dithakar …

072 This will introduce to you Mr.Peter Barr, Seed and Nurseryman of …

073
Monsieur & Madame P. Designolle ont L'honneur de vous faire part de
…

074 Your favor of the 28th [rich] came & hand this sun, …
075 C. A. Lera,
076 Some years ago I believe that you or some other good friend …
077 With the Season's Greetings, and Best Wishes …
078 Will you allow me to introduce by [the] my friend …
079 記
079 (計算跡)
080 Annual report of the librarian. 他
081 I regret that illness 【 】 my again visitry you at the Imperial Library; …

082
I receive with leasure the news of your appointment to the librarianship
…

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…
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…

016 016 欧文書簡
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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
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

055

149（一部） その他

056
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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

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.

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

058

151（一部）

059
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005693/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005694/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005695/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005695/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005696/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005696/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005697/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005697/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005698/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005699/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005699/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005699/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005700/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005701/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005701/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005702/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005703/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005704/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005705/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005705/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005706/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005707/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005707/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005707/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005707/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005708/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005708/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005708/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005709/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005710/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005711/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005711/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005712/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005713/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005714/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005715/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005716/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005717/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005718/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005719/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005719/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005720/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005720/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005721/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005721/
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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

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

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

060

061

http://id.nii.ac.jp/1707/00005722/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005735/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005736/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005736/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005736/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005737/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005737/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005738/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005738/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005739/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005739/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005740/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005740/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005741/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005741/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005742/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005747/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005747/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005747/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005748/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005748/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005749/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005749/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005750/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005750/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005750/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005751/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005751/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005752/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005752/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005753/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005753/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005753/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005754/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005754/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005754/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005755/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005755/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005755/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005756/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005756/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005756/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005757/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005757/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005758/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005758/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005759/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005759/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005760/
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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

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 Reading

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

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

062

063

ノート、スクラップ、綴じ原稿
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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 Librarianship

139
抜き書き: 通論資料 第三冊 昭和廿八年九月 : Broadfield : Philosophy
of Librarianship

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…
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…
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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
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
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005948/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005949/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005950/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005951/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005952/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005953/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005954/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005955/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005956/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005957/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005958/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005959/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005960/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005961/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005962/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005963/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005964/
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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
123 明日の学校図書館 : 近畿学校図書館連絡協議会第8回研究大会集録

124 ソ連邦の図書館. - (図書館建築参考資料 ; 第2号)
125 香川県蔵書印影展示目録解説 : 讃岐の文庫について
126 ｢図書館奉仕｣研究資料

127
図書館学文献目録. 昭和11年分 (図書館研究 : 青年図書館員連盟機関
誌 ; 第10巻第1号抜刷)

128 Catalogue of the rare books of the Tenri Central Library. Vol.2
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)

雑誌、抜き刷り、その他資料
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076
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005970/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005972/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005985/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005985/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005986/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005988/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005989/
http://id.nii.ac.jp/1707/00005990/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005992/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00005994/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006011/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006011/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006024/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006025/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006026/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006027/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006028/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006028/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006029/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006030/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006030/
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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
001 直垂問答并例文 : 全
002 禅海翻瀾 乾坤
003 短歌撰格. 下
004 短歌撰格. 上 / 橘守部撰述
005 文章撰格. 下
006 家憲
007 家憲附録
008 吉川経幹郷略伝
009 (帝国図書館長 田中稲城履歴書)
010 抜き書き?: 中務 他
011 抜き書き?: 入るゝに、花の香もまらうとの･･･ 他
012 抜き書き?: 古今和歌集序 / 紀貫之 他
013 抜き書き?: 里如 く集めつゝ 八百萬の・・・ 他
014 壽
015 呈
016 目録
017 吉川經家公事蹟
018 吉川廣家公三百年祭記念講演集
019 図書館管理法 : 全
020 上野図書館八十年略史
021 上野図書館八十年略史. 別冊 : アンケート集
022 図書館雑誌. 第36年第6号 (第271号)
023 図書館雑誌. 第21年第2号 (第87号)

024
田中稲城 : 人と業績 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第3号 (昭和
17年3月) 抜刷)

025
田中稲城著作集. 1 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第6号 (昭和17
年6月) 抜刷)

026
田中稲城著作集. 2 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第7号 (昭和17
年7月) 抜刷)

027
田中稲城著作集. 3 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第9号 (昭和17
年9月) 抜刷)

028
諸家の書翰を通して視たる帝国図書館 : 田中稲城に寄せられたる / 竹
林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第10号 (昭和17年10月) 抜刷)

029 吉川廣家卿略伝
030 元就卿御教訓状
031 吉川経幹卿四十年祭典雅藻 : 全
032 吉川元春三百年祭典雅藻 : 全
033 故男爵吉川重吉卿自叙伝
034 故男爵吉川重吉卿自叙伝
035 大成真寫譜. 巻1
036 大成真寫譜. 巻2
037 聚美画鑑. 後集
038 青丘詩鈔
039 今般本省ニ於而教科用図書・・・
040 御用御條同月二十八日・・・

田中誠之氏寄贈資料

080

081

082

084
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006060/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006064/
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006073/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006074/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006097/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006098/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006099/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006100/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006101/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006102/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006103/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006104/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006105/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006106/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006107/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006108/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006109/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006110/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006111/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006112/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006113/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006114/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006115/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006116/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006117/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006118/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006119/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006120/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006120/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006121/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006121/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006122/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006122/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006123/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006123/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006124/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006124/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006125/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006126/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006127/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006128/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006129/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006130/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006131/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006132/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006133/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006134/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006135/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006136/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

041 拝啓 陳者【】【】之中学校・・・
042 (カラス画/スズメ画)
043 抜き書き?: 青谿書浣池田〓讀書之處也・・・
044 福
045 [引]雲流水夢【】之休道[〓]門・・・
046 三吉正一君碑
047 惟弘化三年歳丙午吾・・・
048 明治二十年尋常師範学校・・・
049 貴下儀第二回中学校師範・・・
050 祝
051 (書)
052 (書)
053 (書)
054 (書)
055 (書)
056 後白河天皇宸影
057 豊臣秀吉筆 普請目論見書 摂津天王寺村 秋野為順蔵
058 王陽明先生真筆
059 三吉正一君碑

060
東京帝国大学理科大学教授理学博士飯島魁君在職二十五年祝賀記念
品並出金者姓名目録 他

061 東京日日新聞. 第11877号 附録 他
001 ［田中稲城　写真など](明治十年夏期休暇、複製)
002 ［田中稲城　写真など](明治十年夏期休暇時、オリジナル)
003 ［田中稲城　写真など](田中稲城肖像、墓石、書簡)
004 ［田中稲城　写真など](明治二十一年ボストンにて、複製)
005 ［田中稲城　写真など](明治二十一年ボストンにて、オリジナル)
006 ［田中稲城　写真など](田中稲城肖像)
007 ［田中稲城　写真など](田中稲城？肖像)
008 ［田中稲城　写真など](田中稲城肖像)
009 ［田中稲城　写真など](田中稲城肖像)
010 ［田中稲城　写真など](裏書複製：　明治十年夏期休暇の節・・・)
001 ［田中稲城　父上関係(知人等)](風景写真)
002 ［田中稲城　父上関係(知人等)](学習風景？男子)
003 ［田中稲城　父上関係(知人等)](集合写真）
004 ［田中稲城　父上関係(知人等)](礼服姿)
005 ［田中稲城　父上関係(知人等)](集合写真)
006 ［田中稲城　父上関係(知人等)](絵葉書、陸軍中将大島男爵肖像付)
007 ［田中稲城　父上関係(知人等)](絵葉書、K. Imai肖像付)
008 ［田中稲城　父上関係(知人等)](記念写真、着物姿)
009 ［田中稲城　父上関係(知人等)](着物姿)
010 ［田中稲城　父上関係(知人等)](風景写真？)
011 ［田中稲城　父上関係(知人等)](着物姿）
012 ［田中稲城　父上関係(知人等)](学習風景？女子)
013 ［田中稲城　父上関係(知人等)](廃屋?)
014 ［田中稲城　父上関係(知人等)](廊下、閲覧室?）
015 ［田中稲城　父上関係(知人等)](図書館内風景）
016 ［田中稲城　父上関係(知人等)](洋服姿）
017 ［田中稲城　父上関係(知人等)](絵葉書、風景写真付)
018 ［田中稲城　父上関係(知人等)](肖像)
019 ［田中稲城　父上関係(知人等)](【】島夘之吉　肖像)
020 ［田中稲城　父上関係(知人等)](奥津・・・第一【】料地）
021 ［田中稲城　父上関係(知人等)](大【】兼三郎）
022 ［田中稲城　父上関係(知人等)](肖像）
023 ［田中稲城　父上関係(知人等)](記念写真?）
024 ［田中稲城　父上関係(知人等)](学習風景？)
025 ［田中稲城　父上関係(知人等)](肖像)
026 ［田中稲城　父上関係(知人等)](牧野伸顕？肖像）
027 ［田中稲城　父上関係(知人等)](集合写真）
028 ［田中稲城　知人関係　写真など](備後鞆の絵葉書セット、3通分）
029 ［田中稲城　知人関係　写真など](ガラス板上の肖像）
001 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](兄弟姉妹）
002 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](田中　真木　九鬼)
003 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](田中　真木　九鬼)
004 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像)
005 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像)
006 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像）

007
［田中稲城　留学中の記念　写真など](山口縣立山口圖書館書架の様
子)

008 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](風景写真）
009 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像）
010 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](手島精一？ 肖像)
011 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像)
012 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像)
013 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](洋装)
014 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](洋装)
015 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](洋装)
016 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](John Hallam 肖像)
017 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像、女性横顔)
018 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](風景写真)
019 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像、女性正面）
020 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像、男性正面）
021 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](Justin & his grand daughter）
022 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](John Hallam 肖像)
023 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](肖像、男性横顔)
024 ［田中稲城　留学中の記念　写真など](着物姿の3人の外国人)
001 圖書館講習會講師及會員集合写真（明治三十六年八月九日）
002 圖書館講習會講師及會員（明治三十六年八月九日）

159 元帥伯爵長谷川好道　肖像 001 元帥伯爵長谷川好道　肖像
001 ［田中稲城　詳細不明　写真](集合写真）
002 ［田中稲城　詳細不明　写真](ナイアガラの滝　写真）

155 ［田中稲城　写真など］

156

157 ［田中稲城　留学中の記念　写真など］

158 圖書館講習會講師及會員

　 　

［田中稲城　父上関係(知人等)］、

［田中稲城　知人関係　写真など］

085

http://id.nii.ac.jp/1707/00006137/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006138/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006139/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006140/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006141/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006142/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006143/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006144/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006145/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006146/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006147/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006148/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006149/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006150/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006151/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006152/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006153/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006154/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006155/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006156/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006157/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006158/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006159/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006160/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006161/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006162/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006163/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006164/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006165/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006166/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006167/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006168/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006169/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006170/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006171/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006172/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006173/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006174/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006175/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006176/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006177/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006178/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006179/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006180/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006181/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006182/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006183/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006184/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006185/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006186/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006187/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006188/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006189/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006190/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006191/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006192/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006193/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006194/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006195/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006196/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006197/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006198/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006199/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006200/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006201/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006202/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006203/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006203/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006204/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006205/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006206/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006207/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006208/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006209/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006210/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006211/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006212/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006213/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006214/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006215/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006216/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006217/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006218/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006219/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006220/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006221/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006222/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006223/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006224/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006225/


箱番号 袋番号 袋タイトル アイテム番号 タイトル

003 ［田中稲城　詳細不明　写真](吉川邸正門内　写真）
004 ［田中稲城　詳細不明　写真](風景写真）
005 ［田中稲城　詳細不明　写真](肖像、　男性正面）
006 ［田中稲城　詳細不明　写真](集合写真)

161
陸軍大将男爵井上光郷之墓、

男爵井上太郎之墓　写真
001

陸軍大将男爵井上光郷之墓、男爵井上太郎之墓　写真

001
［田中稲城　大判記念写真①　留学記念・学校・図書館関係など](圖書
館講習會講師及會員（明治三十六年八月九日））

002
［田中稲城　大判記念写真①　留学記念・学校・図書館関係など](集合
写真)

163
［田中稲城　大判記念写真(2)

留学記念・学校・図書館関係など］（集合写真）
001

［田中稲城　大判記念写真②　留学記念・学校・図書館関係など](集合
写真）

164
［田中稲城（留学関係・学校・図書館関係）］

（集合写真）
001

［田中稲城（留学関係・学校・図書館関係）](集合写真）

165
［田中稲城　大判記念写真(3)

留学記念・学校・図書館関係など］（集合写真）
001 ［田中稲城　大判記念写真③　留学記念・学校・図書館関係など](集合

写真）

166
［田中稲城　大判記念写真(4)

留学記念・学校・図書館関係など］（集合写真）
001 ［田中稲城　大判記念写真④　留学記念・学校・図書館関係など](集合

写真）

167
［田中稲城　大判記念写真(5)

留学記念・学校・図書館関係など］（集合写真）
001 ［田中稲城　大判記念写真⑤　留学記念・学校・図書館関係など](集合

写真）

168
［田中稲城　大判記念写真(6)

留学記念・学校・図書館関係など］（集合写真）
001 ［田中稲城　大判記念写真⑥　留学記念・学校・図書館関係など](集合

写真）

169
［田中稲城　大判記念写真(7)

留学記念・学校・図書館関係など］（集合写真）
001

［田中稲城　大判記念写真⑦　留学記念・学校・図書館関係など](集合
写真）

170
［田中稲城　大判記念写真(8)

南葵文庫・留学記念・学校・図書館関係など］
（南葵文庫前　集合写真）

001

［田中稲城　大判記念写真⑧　南葵文庫・留学記念・学校・図書館関係
など］（南葵文庫前　集合写真）

001 ［田中稲城　大判写真　留学関係](米国？図書館カウンター風景)
002 ［田中稲城　大判写真　留学関係](タンプル塔からの景色）
003 ［田中稲城　大判写真　留学関係](デンバーの高校）

004 ［田中稲城　大判写真　留学関係](風景写真、連邦議会議事堂周辺？）

005 ［田中稲城　大判写真　留学関係](風景写真、連邦議会議事堂周辺？）

006 ［田中稲城　大判写真　留学関係](集合写真、ワシントン）
007 ［田中稲城　大判写真　留学関係](Galerie des Machines)
008 ［田中稲城　大判写真　留学関係](米国？図書館閲覧室風景)

172
［田中稲城　大判写真　留学関係

　学校・図書館関係］
（水西書院）

001

［田中稲城　大判写真　留学関係　学校・図書館関係](水西書院）

173 田中稲城 : 人と業績 001
田中稲城 : 人と業績 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第3号 (昭和
17年3月) 抜刷)

174 田中稲城著作集. 1 001
田中稲城著作集. 1 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第36年第6号 (昭和17
年6月) 抜刷)

175 帝国圖書館の過去及び將來 001
帝国圖書館の過去及び將來 / 竹林熊彦. - (図書館雑誌 ; 第35年第2・3
号 (昭和16年2・3月) 抜刷)

176
［印刷用ガラス板］

（新未来記　巻之上）
001

［印刷用ガラス板](新未来記　巻之上）

177
［印刷用ガラス板］

（開花進歩後世夢物語巻之一）
001

［印刷用ガラス板](開花進歩後世夢物語巻之一）

178
［印刷用ガラス板]

(086-155-002の田中稲城の写真に対応）
001

［印刷用ガラス板](086-155-002の田中稲城の写真に対応）

179
［印刷用ガラス板］

（開花進歩後世夢物語　表紙）
001

［印刷用ガラス板](開花進歩後世夢物語　表紙）

180
［印刷用ガラス板］

（田中稲城　東大証書）
001

［印刷用ガラス板](田中稲城　東大証書）

181 ［印刷用ガラス板］（書籍館） 001 ［印刷用ガラス板](書籍館）

182
［印刷用ガラス板]

(086-155-002の田中稲城の
写真裏書に対応）

001

［印刷用ガラス板](086-155-002の田中稲城の写真裏書に対応）

183
［印刷用ガラス板］
(東京圖書館經費

節減ニ関スル意見要項)
001

［印刷用ガラス板](東京圖書館經費節減ニ関スル意見要項)

184
［印刷用ガラス板］

（新未来記　全二冊 表紙）
001

［印刷用ガラス板](新未来記　全二冊 表紙）

185
［印刷用ガラス板］

（田中稲城　東大証書）
001

［印刷用ガラス板](田中稲城　東大証書）

186
［印刷用ガラス板］

（新未来記　第三篇）
001

［印刷用ガラス板](新未来記　第三篇）

001 ［印刷用ガラス板](【】中雑録　表紙？）

002 ［印刷用ガラス板](書籍注文法取扱【】【】ノ議）

003 ［印刷用ガラス板](漢詩？）

086

171 ［田中稲城　大判写真　留学関係］

187
［印刷用ガラス板］（漢詩？）、

[印刷用ガラス板］（【】中雑録　表紙？）、
［印刷用ガラス板］（書籍注文法取扱【】【】ノ議）

160 ［田中稲城　詳細不明　写真］

162
［田中稲城　大判記念写真(1)

留学記念・学校・図書館関係など］
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006250/
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