
同志社大学図書館学講習所関係文書 アイテム一覧
◇留意事項
※タイトルは本体の一行目を記載。ただし、タイトルになるようなものがない場合は、わかる範囲でもしくは補足として[　]内に仮タイトルをつけている。
※　　は『図書館』に置き換えて記載

◇作業記述

作業者：同志社大学学術情報課　　　一覧完成：2016.9　　　データ更新：2021.9

巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

001 答辞 (昭和二十二年三月二十六日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

002 [名刺]［6名分］ [不明] 個人情報あり。[非公開]

003 [住所メモ]［3名分］ [不明]
個人情報あり。[非公開]
※寄贈・圖書傳票・購入圖書
傳票の裏面。

004 [はがき] 　他 [不明] 個人情報あり。[非公開]

005 [写真][住所メモ] [不明] 個人情報あり。[非公開]

006 [入所希望手紙3名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

001 同志社大學圖書館學講習所 時間割表(NO.2) [不明]

002 領収控 全科之部 [不明] 個人情報あり。[非公開]

003
聴講申込書[27名分]
同志社大学図書館学講習所 時間割表(NO.1)

[不明]
個人情報あり。[非公開]
※カード目録あり(後世に作成
か?)

001 同志社大學圖書館學講習所趣意書(昭和二十一年九月廿日) [不明]

002
聴講申込書　[記載なし][2枚]
同志社大学図書館学講習所 時間割表(NO.1)

[不明]

003 同志社大學圖書館學講習所　第一回聴講生募集要項 [不明]

004 同志社大學圖書館學講習所　時間割表(NO.2) [不明]

005
聴講申込書 [記載なし]
同志社大学図書館学講習所 時間割表(NO.1) 実施

[不明] ※実施と赤字で記入あり

006 同志社大学図書館学講習所 時間割表(NO.2) 実施 [不明] ※実施と赤字で記入あり

007 領収証[同志社大學図書館學講習会費] [不明]

008 昭和二一年十月九日発行[同志社大學圕學講習所 第一回生聴講券] [不明]
※[今般同志社大學圖書館學
講習所・・・]の裏面

009 領収証　(昭和二十一年　月　日)[全科聴講費2枚] [不明]

010
今???主催のもとに・・・　(昭和廿一年十一月七日)[図書館学講習案内
文]

[不明]

011
仲秋之候愈々御健勝の御事を存じます　(昭和二十一年九月二十六
日)[図書館学講習案内文]

[不明]

012
秋冷の候となりました・・・　(昭和二十一年十月二日)[図書館学講習案内
文]

[不明]

013
同志社大學図書館學講習所(苐一回)開講式 次第(昭和二十一年十月九
日)

[不明]

014
僅少な謝礼にて誠に恐縮の他ございませんが・・・[講習所講師への手
紙]

[不明]

015 今般同志社大學圖書館學講習所開設に就き・・・[講習所講師への手紙] [不明]

016 目録用略語表 [不明]

017 目録法總論要項 [不明]

018 四、図書館利用状況調査報告(昭和一五.五　図書館雑誌)堺図書館 [不明] ※k_001_03_019_001の続き?

019 一、閲覧票に関する基礎的調査　(昭和一五.一一　圕雑誌) [不明]

020 日本目録規則テキスト [不明]

021 日本十進分類法要目表 [不明]

022 希望調査票(二一、一二、二四、調)[8名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

023 希望調査票綴[希望調査票13名分] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※購入図書伝票の裏面

024 [メモ書き] [不明]

025 苐一回同志社大學図書館學研究会 講師及聴講生名簿録 [不明] 個人情報あり。[非公開]

026 昭和二十二年度 全科の部[出席簿] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※差替資料分。(昭和二十一
年度の資料と推測)

027
聴講申込書　[記載なし]
同志社大学図書館学講習所 時間割表(NO.1)

[不明]

028
春暖の候愈々御清適の御事と存じます・・・　(昭和二十二年三月十八
日)[卒業式案内]

[不明]

029 第　號　卒業證書　第一回生(昭和二十二年三月二十六日) [不明]

030 式次[卒業式式次] [不明] 個人情報あり。[非公開]

031 圖書館學講習會開講式記念寫眞人名[写真] [不明] 個人情報あり。[非公開]

032 同大図書館学講習所　苐一囬　卒業写真　(昭二二、三、二六)[写真] [不明] 個人情報あり。[非公開]

033 目録用参考人名辞書類書目 [不明]

001
昭和二十二年　苐二囬同大図書館學講習所記録
京都圖書館協會發會式案内状 (昭和二十二年十一月八日)

[不明]

002
若葉かほる候愈々御清適の事と存じます・・・　(昭和二十二年五月
日)[苐二囬同志社大學図書館學講習所聴講要項]

[不明]

003
苐弐囬同志社大學図書館學講習所時間割　(自 昭和22.6.3　至 昭和
22.11.25)[2枚]

[不明] ※原本と追記あり

004 昭和二二.六.三発行[同志社大學圕學講習所第貮回生聴講券] [不明] ※調査票に貼付

 

001

01 書簡・答辞 ほか

02

図書館学講習所
講座聴講申込書

(昭和二十一年度)

03

第1回 同志社大学
図書館学講習所記録

(昭和二十一年度)
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巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

005 領収証[全科聴講費] [不明]

006 今般苐二囬同志社大學図書館學講習所・・・[案内] [不明] ※購入図書伝票の裏面

007 僅少な謝禮にて誠に恐縮の他ございませんが・・・[謝礼連絡] [不明] ※購入図書伝票の裏面

008 第　號　卒業證書　第二回生　(昭和二十二年十一月二十五日) [不明]

009 調査票[4名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

010 式次　苐二囬　(22.11.25)[卒業式式次] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※領収書の裏面

011 聴講申込書(第二回生)[18名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

012 領収証[同志社大學図書館學講習会費] [不明]

013
同大図書館學講習所　第二囬　卒業寫真　(昭和二二、一一、二五)[写
真]
京都圖書館協会会則

[不明] 個人情報あり。[非公開]

014 [出席簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

015 京都圖書館協會發會式案内状　(昭和二十二年十一月八日) [不明]

001 昭和二十三年度　苐参回同大図書館學講習所記録［表紙］ [不明]

002 同志社大學圕書館學講習所　苐三回講習生募集案内 [不明]

003
苐参囬 同志社大學図書館學講習所時間表　(自 昭和二三、五、一二
至 昭和二三、一〇、二七)[2枚]

[不明] ※原本と追記あり

004 第三回同志社大學圕書館學研究會講師及聴講生名簿録 [不明] 個人情報あり。[非公開]

005 新緑の候・・・　(昭和二十三年五月七日)[開講式案内文] [不明]

006 今般第参回同志社大學・・・[講師依頼文] [不明]

007 領収証[第参回　同志社大學図書館學講習所全科聴講費] [不明]

008
苐参囬 同志社大學図書館學講習所時間表　(自 昭和二三、五、一二
至 昭和二三、一〇、二七)

[不明]
※昭和二五.五.十二発行[同志
社大學圕學講習所第参回生
聴講券]の裏面

009 目録法總論要項 [不明]

010 (其二)[(A)辞書体目録体系に於ける各目録カードの書式] [不明]

011 (十劃)娨(婢)・・・[日本古文書公分類配列の一例] [不明] ※k_002_02_012_001の続き?

012 日本古文書分類配列の一例 [不明]

013 苐三回同大圕學講習所　卒業式 次第 [不明] 個人情報あり。[非公開]

014 苐　號　卒業證書　苐三回生　(昭和二十三年十月二十七日) [不明]

015 [メモ] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※登録圖書傳票の裏面

016 問題?2/3以下検定試験問題　(23.10.27) [不明]

017
第三回同志社大學圖書館學講習所講師及聴講生名簿録
同大図書館学講習所 第三回卒業寫眞　(昭和二三、一〇、二七)[写真]

[不明] 個人情報あり。[非公開]

018
調査票　(23.5.19調)
同大図書館学講習所　第三回卒業寫眞　(昭和二三、一〇、二七)[氏名
のみ。4枚]

[不明]
個人情報あり。[非公開]
※購入圖書傳票の裏面

019 聴講申込書［入金済24名分］ [不明] 個人情報あり。[非公開]

020 聴講申込書[4名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

021 [出席簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

022
同志社大學圖書館研究會・・・[同志社大學圖書館學講習所 第三回聴講
生募集の件]

[不明]

023 調査票　(23.5.19調)[14名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

024 同大圖書館講習問題解答　昭和二十三年度講習生 [不明] 個人情報あり。[非公開]

025 卒業写真希望者[希望者一覧] [不明] 個人情報あり。[非公開]

026 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

001 昭和二十四年度　第四囬同大図書館學講習所記録　[表紙] [不明]

002 同志社大學圖書館學講習所　苐四回講習生募集案内 [不明]

003 苐四回　同志社大學図書館學講習所時間割(昭和二十四年度) [不明] ※原本と追記あり

004 第四回　同志社大學圖書館學講習所講師及聴講生名簿 [不明] 個人情報あり。[非公開]

005
春暖御夛祥賀し奉ります・・・[図書館學講習所開講式案内]
(昭和二十四年四月廿一日)

[不明]

006
僅少な謝礼で誠に恐縮の他ございません・・・[講習所講師への手紙]
領収證[聴講費]

[不明]

007
時下春暖御社愈て御隆昌賀し奉ります・・・[開設案内](昭和二十四年四
月十六日)
領収證[聴講費]

[不明]

008 希望調査票　24-6-1 [不明]

009 秋冷之候愈、御清適賀し奉ります・・・[卒業式案内] [不明]

010 学校圖書館規準案 [不明]

011 [祝辞?] [不明]

012 (2)図書館は少くとも生徒在校時中開館する。・・・ [不明] ※学校圖書館規準案の続き?

013 苐四回　同大図書館学講習所卒業式　[次第] [不明] 個人情報あり。[非公開]

014 卒業検定試験問題 [不明]

015
同大圖書館學講習所　第四囬卒業寡眞　(昭和廿四、十一、二、)[写真]
第四回同志社大學圖書館學講習所講師及聴講生名簿

[不明] 個人情報あり。[非公開]

016
REFERENCE WORK A Textbook for Students of Library Work and
Librarians by James I. Wyer・・・

[不明] 個別論文のため。[非公開]

017
カード排列法(組込)[2枚]
[メモ]

[不明]

 

002

01

第2回 同志社大学
図書館学講習所記録

（昭和二十二年度）

第3回 同志社大学
図書館学講習所記録

（昭和二十三年度）
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http://id.nii.ac.jp/1707/00006815/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006816/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006817/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006818/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006818/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006819/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006819/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006820/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006820/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006820/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006821/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006822/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006823/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006824/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006825/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006826/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006827/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006828/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006828/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006828/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006828/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006829/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006829/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006830/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006830/


巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

018
INTRODUCTION TO CATALOGING AND THE CLASSIFICATION OF
BOOKS BY MARGARET MANN and Edition Chicago American Library
Association 1943

[不明] 個別論文のため。[非公開]

019 [出席簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

020 希望調査票　24-6-1[17名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

021 [出席簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

022
[合否メモ]
卒業するためには、・・・

[不明] 個人情報あり。[非公開]

023 聴講申込書[25名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

024 [住所メモ] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※予約注文票の裏面

025 聴講申込書 [不明] 個人情報あり。[非公開]

026 [住所メモ] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※予約注文票の裏面

027 聴講申込書[4名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

028 [住所メモ] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※移贈圖書傳票・購入圖書傳
票の裏面

029 聴講申込書 [不明]

個人情報あり。[非公開]
※k_003_01_029_003は同志社
大学図書館整備業要項の裏
面

030
二四癸香圖第二十三號・・・[聴講申込の件について](昭和二十四年五月
二十日)

[不明] 個人情報あり。[非公開]

031 [出席簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

032 図書館における目録の種類・組織とその特質について[レポート?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

033 図書館の教育的地位と使命について[レポート?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

034 図書館の教育的地位使命に就いて[レポート?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

035 図書館に於ける目録組織の種類及その特質[レポート?] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※最終ページは画像なし

036 図書館の教育的地位使命について[レポート?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

037
図書館の事務の系統・並びに事務上注意すべき問題について[レポー
ト?]

[不明] 個人情報あり。[非公開]

038
[表紙]
圖書館の教育的地位及使命に就いて[レポート?]

[不明]
個人情報あり。[非公開]
※最終ページは画像なし

039 (図書事務の系統並に?務上注意すべき問題に就いて。)[レポート?] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※最終ページは画像なし

040 同志社大学図書館学講習所[第1回～第5回までの開講記録] [不明] ※k_004_01_016_001と同じ

001 昭和廿五年度(苐五囬生)　同志社大學図書館學講習所記録　[表紙] [不明] ※日夲文學大辞典の裏面

002 第五囬 同志社大學圖書館學講習所講師及聴講生名簿(二五・七・七・) [不明] 個人情報あり。[非公開]

003 第五囬同志社大学図書館学講習所時間割　(昭和二十五年度) [不明]

004 第五回　同志社大学圖書館学講習所講師及終了生名簿(昭和25.12.13) [不明] 個人情報あり。[非公開]

005 同志社大學圖書館學講習所　苐五回講習生募集案内[2枚] [不明]

006 廣告申込書(昭和二十五年三月二十二日) [不明]

007 同志社大學図書館學講習所　苐五回講習生募集　記事 [不明]

008 第五囬同志社大学図書館学講習所時間割　(昭和二十五年度) [不明]

009 新聞記事　圖書館講習認定さる [不明]

010
領収書[聴講料]
春陽の候愈々御夛祥何よりと存じ上げます・・・[講師宛の手紙]

[不明]

011 分類及目録[2枚] [不明]

012 春陽御夛祥賀し奉ります・・・[手紙]　(昭和二十五年四月廿五日) [不明]

013 第五回　同志社大学圖書館学講習所講師及終了生名簿(昭和25.12.13) [不明] 個人情報あり。[非公開]

014 昭和25年度　同志社大學図書館學講習所の成果 [不明]

015
寒冷之候愈々御清適賀し奉ります・・・[終了式案内]　(昭和二十五年十
二月五日)

[不明]

016 同志社大学図書館学講習所[第1回～第5回までの開講記録] [不明] ※k_003_01_040_001と同じ

017 昭和二十五年度　苐五回同志社大學図書館學講習所開講式 [不明] 個人情報あり。[非公開]

018 [写真] [不明]

個人情報あり。[非公開]
※第五囬　同志社大學圖書館
學講習所講師及聴講生名簿
の裏面

019 第五回同志社大学図書館学講習所時間割　(昭和二十五年度) [不明]

020 含む・・・[メモ] [不明]

021 第二回関西大學図書館學講習所授業時間割　(昭和二十五年度) [不明]

022 聴講申込書[8名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

023 [個人氏名メモ] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※購入図書伝票の裏面

024 聴講申込書[4名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

025 [個人氏名メモ] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※購入図書伝票の裏面

026 聴講申込書[15名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

027
GHQ, SCAP CIVIL INFORMATION & EDUCATION SECTION Kyoto
Information Center(24 April 1950)　[聴講申込書]

[不明] 個人情報あり。[非公開]

003 01

第4回 同志社大学
図書館学講習所記録

(昭和二十四年度)

004

01

第5回 同志社大学
図書館学講習所記録

(昭和二十五年度)

http://id.nii.ac.jp/1707/00006831/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006831/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006831/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006832/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006833/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006834/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006835/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006835/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006836/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006837/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006838/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006839/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006840/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006841/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006842/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006843/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006843/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006844/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006845/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006846/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006847/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006848/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006849/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006850/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006850/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006851/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006851/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006852/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006853/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006854/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006854/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006854/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006855/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006855/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006855/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006856/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006856/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006856/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006857/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006858/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006859/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006860/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006861/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006862/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006863/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006863/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006864/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006865/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006866/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006867/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006868/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006868/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006869/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006870/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006871/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006872/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006873/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006874/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006875/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006876/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006877/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006878/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006879/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006880/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006880/


巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

028 聴講申込書[21名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

029 [住所録] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※最終ページは画像なし(事務
用便箋)

030 [出席簿] [不明]

031 昭和25年度　同志社大學図書館學講習所の成果 [不明]

032 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

001 昭和二十六年度 苐六回　同志社大學図書館學講習所　[表紙] [不明]

002 同志社大学図書館学講習所第六回生募集案内 [不明]

003 同志社夏期大学図書館学科新設案内 [不明]

004 圖書目録カード記載例 [不明]

005 図書館学講習所開設の御知らせ・・・[はがき] [不明]

006 XIII　911　石川啄木[圖書目録カード記載例の続き] [不明]

007 廣告申込書(昭和二十六年三月二十二日) [不明]

008 第六囬同志社大学図書館学講習所時間割　(昭和二十六年度) [不明]

009 アンケート [不明]

010
第六回　同志社大学圖書館学講習所講師及在学生名簿(昭和26．6．
10．)

[不明] 個人情報あり。[非公開]

011 図書館学聴講者名簿　同志社夏期大学1951 [不明] 個人情報あり。[非公開]

012 [写真] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※同志社大学図書館学講習
所第六回生募集案内の裏面

013 出欠表 [不明]

014 聴講願書[41名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

015 證明書(昭和二十六年四月十日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

016 聴講願書[5名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

017
GHQ, SCAP CIVIL INFORMATION & EDUCATION SECTION Kyoto
Information Center　[聴講願書][2枚]

[不明] 個人情報あり。[非公開]

018 [出席簿] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※最終ページは画像なし(事務
用便箋)

019 第六回　同志社大学圖書館学講習所講師及在学生名簿(昭和26.6.10) [不明] 個人情報あり。[非公開]

020 第六囬同志社大学図書館学講習所時間割　(昭和二十六年度) [不明]

021 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

001 [表紙?] [不明]
※冊子本にk_005_01_001_001
の原本なし

002 同志社夏期大學図書館學聴講詳細　(昭和27年度) [不明]

003 同志社夏期大学圖書館学聴講案内　(昭和28年度) [不明]

004 昭和29年度　同志社夏期大學[聴講案内] [不明]

005 図書館学聴講者名簿　同志社夏期大学1953 [不明] 個人情報あり。[非公開]

006 図書館学聴講者名簿　同志社夏期大学1952 [不明] 個人情報あり。[非公開]

007 図書館学聴講者名簿　同志社夏期大学1951 [不明] ※表紙のみ

008 図書館学聴講者名簿　同志社夏期大学1952[2枚] [不明] 個人情報あり。[非公開]

009 昭和30年度　同志社夏期大学案内 [不明]

010 同志社夏期大学図書館学聴講案内　(昭和30年度) [不明]

011 同志社夏期大学図書館学聴講案内　(昭和31年度) [不明]

012 一九五一年度　夏期大学[採点簿?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

013 1954年度　夏期大学図書館学[採点簿?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

014 [聴講者名簿1951] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※k_005_01_007_001の続き?

015 1952年度　同志社夏期大学　図書館学[採点簿?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

016 昭和二十八年度　夏期大學　(1953年度)[採点簿?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

001 [表紙] [不明] ※朝日年鑑　1951の裏面

002
同図甲苐六号　昭和二十五年九月十四日[文部省令苐二十七号及他に
就いて]

小畑, 渉

003 九月二十二日[文部省令苐二十七号及他に就いてに対する返信?] 武田, 虎之助

004 同図甲苐七号　昭和二十五年十月二十日[面接御依頼に就いて] 小畑, 渉

005 同志社大學圖書館學講習所[第一回から第五回の開講記録] [不明]

006 拝啓　ご芳書????お問ひ合せの件[手紙] 和田, 吉人

007 拝啓　ご芳書????重ねてお?????(昭和二十五年十月十六日)[手紙] 和田, 吉人
※カード目録あり(後世に作成
か?)

008 御芳墨深謝[手紙] 大塚, 芳忠

009 [小畑渉宛　封筒2枚]
和田, 吉人
大塚, 芳忠

※k_005_02_007_001、
k_005_02_008_001の封筒?

010 関大、同大圖書館學講習所講師名簿 [不明]

011 同大図書館學講習所切替の案[第一案から第四案] [不明]

012 図書館法 [不明]

013 図書館員養成課程基準 [不明]

014 関西 関大 大谷・・・[大学講義に切換についての検討打合せ?] [不明]

015 No.1・・・天野[大学講義に切換についての検討打合せ?] [不明]

01

同志社大学
図書館学講習所

関係書類

 

02

第6回 同志社大学
図書館学講習所記録

(昭和二十六年度)

http://id.nii.ac.jp/1707/00006881/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006882/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006883/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006884/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006885/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006886/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006887/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006888/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006889/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006890/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006891/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006892/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006893/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006894/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006895/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006895/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006896/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006897/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006898/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006899/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006900/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006901/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006902/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006902/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006903/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006904/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006905/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006906/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006907/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006908/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006909/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006910/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006911/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006912/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006913/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006914/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006915/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006916/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006917/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006918/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006919/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006920/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006921/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006922/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006923/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006924/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006924/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006925/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006926/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006927/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006928/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006929/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006930/
http://id.nii.ac.jp/1707/00006931/
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巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

016
同大図書館学研究会主催　図書館学講習所を大学講義に切換の件[2
枚]

[不明]

017 同大図書館学研究会主催　図書館学講習所を大学講義に切換の件 [不明]

018
文社施第562号　(昭和26年1月11日)[司書講習の相当科目単位認定に
ついて]

[不明]

019
外に連絡用件あれば何卒・・・(1月19日)[文社施第562号についての手
紙]

[不明]

020 図書館学聴講者　名簿　同志社夏期大学1951 [不明] 個人情報あり。[非公開]

021 [聴講者成績] [不明] 個人情報あり。[非公開]

022 司書講習相當科目学位認定者名簿　科目(図書館通論)　(57)名 [不明] 個人情報あり。[非公開]

023 司書講習相當科目学位認定者名簿　科目(レファレンス・ワーク)　(60)名 [不明] 個人情報あり。[非公開]

024 司書講習相當科目学位認定者名簿　科目(図書及印刷史)　(57)名 [不明] 個人情報あり。[非公開]

025 司書講習相當科目学位認定者名簿　科目(図書選擇法)　(64)名 [不明] 個人情報あり。[非公開]

026
司書講習相當科目学位認定者名簿　科目(兒童に対する図書館奉仕)
(63)名

[不明] 個人情報あり。[非公開]

027 司書講習相當科目学位認定者名簿　科目(特殊資料)　(59)名 [不明] 個人情報あり。[非公開]

028
文社施第169号　(昭和27年5月14日)[司書講習の修了書の交付につい
て]

[不明]

029 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

001 記　昭和二十一年度　卒業者名簿[表紙] [不明]

002 苐一囬生卒業者名簿　(昭和二十二年三月二十六日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

003 苐貳囬生卒業者名簿　(昭和二十二年十一月二十五日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

004 苐参囬生卒業者名簿　(昭和二十三年十月二十七日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

005 [裏表紙?] [不明]
※カード目録あり(後世に作成
か?)
※裏表紙画像なし

001 記　昭和二十一年度　卒業證書原簿[表紙] [不明]

002 苐一囬生　(昭和二十二年三月二十六日)　[卒業證書原簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

003 苐二囬生　(昭和二十二年十一月二十五日)　[卒業證書原簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

004 苐参囬生　(昭和二十三年十月二十七日)　[卒業證書原簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

005 苐四囬生　(昭和二十四年十一月二日)　[卒業證書原簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

006 第五囬生　(昭和二十五年十二月十三日)　[卒業證書原簿] [不明] 個人情報あり。[非公開]

007 氏名　年度　所属・・・[卒業生氏名メモ?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

008 修了証明書　(昭和二十六年八月三十一日)[2枚] [不明]

009 第六囬生　(昭和二十六年八月十七日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

010 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

001 自昭和拾六年四月　図書館學研究會記録[表紙] [不明]
※カード目録あり(後世に作成
か?)

002 苐壱囬研究會[第1回～第38回までの記録] [不明]

個人情報あり。[非公開]
※[事務用便箋]に貼付
※最終ページは画像なし(事務
用便箋)

003 [目録講座會申込書9名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

004 昭和十九年度　同大図書館學研究會研究題目 [不明]

005 第三十三回 同大圖 簡易圖書修理法講習會出席申込書[7名分] [不明] 個人情報あり。[非公開]

006
苐三十三囬 同大図書館學研究會 簡易図書修理法講習會 出席者名簿
(一九、九、二現在順序不同)　他

[不明] 個人情報あり。[非公開]

007 [裏表紙] [不明] ※画像なし

001 自昭和十七年四月　書物研究會記録[表紙] [不明]
※カード目録あり(後世に作成
か?)

002 書物研究會(苐一回)　歌集之部(十七、四、二四、金) [不明]

003 書物研究会(第二回)　歌集之部(一七、五、一一、月) [不明]

004 書物研究会(第三回)　歌集の部(十七、六、八、日) [不明]

005 書物研究會(第四回)　歌集之部(十七、七、六、土) [不明]

006 苐五回　書物研究會　歌集之部(昭和一七・一〇・二三) [不明]

007 苐六回　書物研究會　題目日本書紀の研究(昭和十七、一二、一一、金) [不明]

008 同大図書館現存日本書紀関係文献(昭和一七、一二、一一、金) [不明]

009 日本書紀注觧書之研究(一七、一二、一一)
小畑, 渉
兵働, 竹醉

010 苐七囬　書物研究會　題目源氏物語の研究(昭和一八、一、二〇、水) [不明]

011 源氏物語諸本之研究(昭和一八、一、二〇)
[小畑, 渉　兵働,
竹醉　岩崎, ？？]

012 苐八囬　書物研究會　題目平家物語(昭和十八、四、廿六、月) [不明]

013 同大図書館現存　平家物語　関係文献(昭和一八年四月二六日) [不明]

014 第九囬　書物研究會　題目忠臣藏(昭和一八、五、一六) [不明]

015
同大図書館現存　忠臣蔵関係文献[苐九囬　書物研究會](昭和一八年
五月廿六日)

[不明]

016 忠臣蔵に取材したる各芸術と其の作品 [不明]

017 苐十回　書物研究會　向集之都(昭和十八、六、二二) [不明]

018 第十一回　書物研究會　題目鴎外と漱石(昭和十八年一月一六日(金)) [不明]

019 鴎外及び漱石に関する諸文献 [不明]

01
図書館学研究会記録

（第一回～第三十八回）

005 同志社大学
図書館学講習所

関係資料

02

03

同志社大学
図書館学講習所

卒業者名簿
(昭和二十一年度)

04

同志社大学
図書館学講習所

卒業證書原簿
(昭和二十一年度)
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巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

020 第十二回　同大 書物研究会概要(昭和一八年九月二九日) [不明]

021 吾妻鏡の系統図(一八、九、二九) [不明]

022 東鑑関係文献目録(一八、九、二九) [中村, 隆二]

023
第十三囬　同大　書物研究會概要　題目坪内逍遙の作品(昭和一八年
十一月十二日)[2枚]

[不明]

024 同大 図書館　現存　坪内逍遙関係文献(昭和十八年十一月十二日) [不明]

025 第十四回 書物研究會　(歌集之部)(昭和一八年一二月九日) [不明]

026 第十五回 書物研究会　現代歌人の人と業績(昭和一九、一、一四) [不明]

027 第十六回 書物研究会　歌集と人と(昭和一九、四、二一) [不明]

028
一葉著作年表
第拾七回　書物研究會　題目明治物－樋口一葉研究(昭和十九、五、三
一(水))

[不明]

029
昭和十九年五月三十一日　同志社大学図書館現存　一葉女史関係文
献

野村, 淑子

030 苐十八囬書物研究會　雨月物語之研究(一九、六、一四(水))
[野村, 淑子
今江, ？？ ]

031 [一葉文献一覧?] [不明]

032 昭和十九年六月十四日(水)　同志社大學圖書館現存　秋成関係文献 [不明]

033
第十八囬 書物研究會　雨月物語之研究　(一九、六、一四(水))上田秋成
の関係作品目録

[不明]

034 第十九囬 書物研究會　枕草子之研究　(一九、七、一三(木))
[河原林, かねよ
野村, 淑子]

035 (昭和十九年七月十三日)　枕草子関係文献調査 野村, 淑子

036 第二十回 書物研究会　歌集と人と(昭和十九、九、二八) [不明]

037 第二十一回 書物研究會　石川啄木の研究　(一九、一〇、一九) [不明]

038
苐二十二囬 同大圕書物研究會　賀茂眞渕之研究(一九、一一、二二
(水))

[不明]

039 賀茂眞渕の文献 [不明]

040 第二十三回　書物研究会　尾崎紅葉とその作品(昭和十九、一二、一一) [不明]

041 紅葉書誌年譜 小野, 則秋

042 同志社大學圖書館所蔵　紅葉研究文獻目録 河原林, かねよ

043 苐二十四囬 書物研究會　永井荷風とその作品(昭和二〇、三、三〇) [不明]

044 同志社大學圕書館所蔵荷風研究文獻目録 小川, 善子

045
同大図書館 書物研究会　(苐25回)　(昭和二〇、四、二五)瀧沢馬琴と南
總里貝八犬傅

[不明]

046
苐二六囬 同大図書館 書物研究會　(昭和二〇、五、三一(木))徳富盧花
とその作品

[不明]

047
苐二七回 同大図書館 書物研究会　(昭和二〇年一〇月二四日(水))トル
ストイと「戦争と平和」

[不明]

048
苐二八囬 同大図書館 書物研究會　(昭和二一、五、一六(木)福澤諭吉
とその著書

[不明]

049 福沢諭吉　著訳書 松本, 四郎

050 第二九回 同大図書館 書物研究會　大鏡 (昭和二一、九、一八(水)) [不明]

051 同大圕書館 現存大鏡関係文献目録 中村, 隆二

052
第三〇回 同大図書館書物研究会　(二一、一一、五、火)自由主義につ
いて

[不明]

053 第三一回 同大図書館学 書物研究會　(昭和二十一年十二月十日(火)) [不明]

054 ドストエーフスキーの文献(邦文) [不明]

055
第三二回 同大図書館学 書物研究會　(昭和二十二年二月十日(月))
ベーベルの「婦人論」

[不明]

056 書名 著者名・・ [婦人論文献一覧?] [不明]

057 苐三十三回 書物研究會　(22.9.25) [不明]
※同志社週間行事一覧表(昭
和22.10.18)の裏に貼付

058 内村鑑三の文献 [中村, 隆二]

059 同大圖書館現存　ゲーテ関係文献目録
中村, 隆二
吉岡, 章

060 第三十四回 書物研究会　(昭和二十三年一月三十日午後一時) [不明]

061 日時 研究題目 立案者[第1回～34回書物研究会研究題目リスト] [不明]

062 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

001 昭和六年三月 官報[表紙] [不明]

002 社圑法人　日本圖書館協會定款 [不明]

003 社圑法人　日本圖書館協會入會申込書 [不明]

004 領収證[日本圖書館協會会費](昭和二十四年四月十五日) [不明]

005
追伸　図書館雑誌は連絡機関紙として・・・[図書館雑誌編輯委員委嘱の
依頼](昭和二十四年二月二十五日)

[不明] 個人情報あり。[非公開]

006
昨年六月に開かれた第二回總会の際・・・[図書館雑誌地方編輯委員の
依頼](二月二十五日)
委員名簿

[不明] 個人情報あり。[非公開]

006

書物研究会記録

（第一回～第三十四回）

02
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巻冊次
カテゴリ

番号 カテゴリのタイトル
アイテム

番号 タイトル 著者・作成者 作業メモ(公開用)

007
出席者の注意事項
綜合日程表

[不明]

※<k_006_03_011_001/出席者
の注意事項>の一部
※<k_006_03_011_002/綜合日
程表>の一部

008
昭和26年評議員選挙　投票用紙
請求書[日本図書館協会年度会費](昭和二十六年四月九日)

[不明] 個人情報あり。[非公開]

009 請求書[図書館雑誌] [不明]

010
宿舎略図
四、役員会-總会で決定した新評議員会が・・・[綜合日程表の一部]

[不明]
※k_006_03_011_001の一部
※k_006_03_011_002の一部

011
出席者の注意事項
綜合日程表[総会・図書館大会の開催概要]

[不明]

012 二十日附書簡にお答え致します・・・[はがき] [不明] 個人情報あり。[非公開]

013
總会並びに図書館大会通知状配布依頼の件　(昭和二十四年五月十七
日)

[不明]

014 評議員選擧施行について(昭和二十四年四月三十日) [不明]

015 日本圕協會京都支部 會員名簿 [不明] 個人情報あり。[非公開]

016 別紙の通り日本図書館協会の・・・[総会の案内] [不明]

017 辞書体目録と主記入の問題[図書館大会発表題目] [不明] 個人情報あり。[非公開]

018 発表者氏名・・・[刑務所図書館の現状に就て(図書館大会発表題目)] [不明] 個人情報あり。[非公開]

019 昭和二十四年度 日本圕協會主催 図書館大会研究発表者氏名及題目 [不明] 個人情報あり。[非公開]

020 昭和二十四年度　評議員選挙開票結果(六月一日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

021
全國主要圖書館代表者會議　日本圖書館協會第二回總會　第二回日
本圖書館大會　日程(昭和二十四年六月二日)[全國主要圖書館長會議
と圖書館大會の開催案内]

[不明]

022
日本圖書館協會 第二回總會次第　(昭和二十四年六月八日 大阪商工
會議所)

[不明]

023 御?ネノ件[郵便はがき] [不明] 個人情報あり。[非公開]

024 京都圖書館協會々則 [不明]

025
評議員選挙施行に当り・・・[図書舘大會発表希望者の件](昭和二十四年
五月二日)

[不明]

026 [評議員選擧施行について](昭和二十四年四月三十日) [不明]

027 [会費納付一覧?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

028
会員の件につきまして・・・(一月廿日)[図書館雑誌の発送についての手
紙]

[不明] 個人情報あり。[非公開]

029 仮領収証　(昭和廿四年六月八日) [不明]

030 [会費納付一覧?] [不明] 個人情報あり。[非公開]

031 日本図書館協会　昭和二十四年分会費　京都大学附属図書館 [不明] 個人情報あり。[非公開]

032 京都府 社団法人 日本圖書館協會會員一覧表 [不明]
個人情報あり。[非公開]
※新刊圖書優先配給加入者
調査表の裏面。

033
京都図書館協會　図書推薦・撰定委員會殿(八月十八日)[寄贈のお知ら
せ]

[不明]

034
物品受取書(24年7月31日)
納品書(24年7月31日)

[不明]

035 理工学社・・・[寄贈図書リスト?] [不明]

036
拝復一月二十日附御書面拝見致しました・・[図書館雑誌の発送につい
ての手紙への返信](25.1/7)

[不明] 個人情報あり。[非公開]

037 [会費納付一覧?] [不明]
個人情報あり。[非公開]
※k_006_03_027_001の続き資
料?

038
益々御清祥の段賀し上げます・・・[株式會社要書房より図書推薦のお礼
状](十一月)

要書房

039 謹啓　秋漸く深まる折・・・[理工學部より図書推薦のお礼状](十月一日) [不明] 個人情報あり。[非公開]

040
拝啓　貴人會益々御隆盛の段大賀奉ります・・・[晃文社より図書推薦の
お礼状](昭和二十四年八月十九日)

図書出版 晃文社

041
昭和二十六年四月三十日　図書館雑誌代について[京都大學文學部圖
書室よりお手紙]

京都大學文學部圖書
室

042 [裏表紙?] [不明] ※画像なし

※公開に問題のある画像を見つけた場合は、学術情報課学術情報係（図書館／今出川） TEL：075-251-3961   FAX：075-251-3058   E-mail：ji-srv@mail.doshisha.ac.jp まで
　 ご連絡ください。

03

日本図書館協会
京都支部

関係資料
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