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能面 曲見 (左)と著荷悪尉 (右)

ともに黒田家に伝来 した能而。

世l見は、やや年長けたの女の面。頒から毛簡が、髪の分け目のやや外側から三本ずつ三カ

所でこぼれているのが特徴で、あり、その名は、彩!の肉が務ち傾と号mが出て全体が「しゃくれ1・

ていることに由来する と言われる。江戸H寺代、 大野IJ¥目家4代澗自治ll喬の作と伝わる。

悪尉とは、畏怖すべき 仰が老人の姿をとったもの。LIが著者tjのような形のものを特に若荷

恕尉とよぶ。 P[\J の字は「強く硫々ししリという怠|床をあらわす。 彫りの深い ~i.~ t'!.'! のエキ

ゾチックな面貌には和p成がみなぎっており、桃山|時代の作と考えられる 。 (本文299~307頁)





はじめに

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

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

示テーマとする歴史民俗博物館として開館しました。

本年度は、自主企画の特別展として「北条時宗とその時代版~蒙古襲来と博多~J を

開催しました。蒙古襲来の舞台となった博多を中心に、 131吐紀の国際交流や北条時宗の

生きた鎌倉時代の社会を紹介しました。

また、昭和58年4月の博物館建設準備室の発足以来、多くのみなさまのご協力により、

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

にまとめ、平成10年度までの収集分のうち、 84，377件をteljl悲しました。本日録では、

平成11年度の寄贈・寄託.1II~入資料4 ， n2件と、『収蔵品目録 16~ に引き続いて平成 5

年度に購入した旧吉川観方コレクションの一部(1，060件)、および、平成10年度に寄

贈を受けた中村洋一資料の一部 (5，314件)を収録しています。これらは新収蔵品展で

一部を公開するほか、部門別展示や自主企画展などにおいて活用しています。

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

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

も一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

平成14年3)=1

福岡市博物館長桑原敬一



〈凡 例〉

1 .本目録では、平成11年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入のIi院に並べ、寄贈・寄託資料は家別資料として件数の多いIi眠

に配列した。巻末に、平成5年度の購入資料である旧吉川観方コレクションの一部と、平成10年度の寄贈資料であ

る中村洋一資料を収録した。

2.漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3.記載の文字が不明の場合は口とし、原本通りの時は(例)曇とした

4.法量の単位はセンチメートルである。

5.最右項の番号(例) 99P1234と記したものは備品番号である。 Pは寄贈、 Dは寄託、 Bは購入の略である。

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

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

けたが、紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある。

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

た。

9 民俗資料については、次の凡例を設けた。

(1)民俗資料は、生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その

他の)1直に配列した。

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

関しては( )で記した。

(3) 備考には、用途等を記した。

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

したものもある。
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11 その他の購入資料

6. 絵画

購入資料
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購入資料

琉球人行列図5 

工芸品7. 

黒
崎
焼
額
宝

筑
爺
索
、
持

J
1

・

9
ふ
由
大
切
株

三
+IJD 
.尾苛

室主 ! 
不毛/よ

石餅fJIi立金覆輪火事兜 ・l蕗巴紋石餅紋入荷'jl紗頭巾付

( 18) 

黒田二十凹騎図7 



購入資料

ふ
終
材
体
制
本
-Apn屯
え
え
治
主
母
ん

鋭
校
主
義
魚
、
亡
渇

i

あ
郁
却
場
併
清
鮒
相
場
鳴

海
民
生
本
A

や
す
す
得
議
到
喰
以
斗
広
川
イ
』
有
体

MH-a品
川
為
ほ
却
は
よ
ミ

さ
武
ufyヰ
セ
d
t
f

係
、J手

ミ瓦
よ.

相
誕
小
'
K

汀ぺ

古文書8. 

斑島淳着到状1 -1 

|宇一 一 。
同"j'] 2伝 = 明

言。 ~'l 本制戚 目 先治

卜 尉 o n テテ 'i- ~ -1 

升托出桁町?，i'をす+三

(1制品主主:i.'l1ll九留年

足太 !P !l!"時出ヨ1

1恕印沈甘=口岡下 H
，、 oiiU ~刊，~出=五

名 01 0 昨 布 告F 式事1¥ n 
「で_I.~ ':i ;;1. 't 統合 III
-u ~P. 伝知主i 先行 z てY

."作 X 也知)(，~ t 間

í~ 0 s ~ v ;lツ勘

1 J; 安町 oJt iJ1 "" 
l日I!J 0 J~L fJ:テ (1 I.t 

--' D ~t 井却肝 Ct í，-~ ~.n 
!l!! 11' 'f- - Jl 酪 Jl
人会 0 臨 ~Ï
? 十 向 _，z語此

国 ij; 剰首 μ 

一一一一一一一一一ー一一-"-

&
在
川
政
か
ザ
十

字
s
味
。
弘

ん
ム
λ

作
ム
事

、
事

f
A
何
ど
ぷ
イ
小
佐
内

、汁
恥
I
71
事
ι川

4Y0・ん
か
&
JTi-

巧
峰
山川
i

h
ム糾
究
第

8
1

l

b

'

u

?

1
1

ー一主

ihkH等
h

'
 

‘

J

‘

一同会まリ
7
q

一
がム
F
1
91智
岬

1

3

f

t
L守

・

1

7

Z
h警
tん

{f仇iiザ泊酒f向f内;2 
1註i弘 .詠5れ3抹ゑιr~
;守?戸T校利i夫以同;え刃え尽仔引，l1札j

払〆什設ぺ、司

忌
ず
灯
が
仏
F
J
γ

一点
ム

豆

「
安
門
耐
件

1

一千
件
dv札

一久
ム

W
ム

百2

1を
続

計
札
快
州

13年度福岡県会議日誌

自l号至9号
nu 

t--ム飯倉村佐11 ~i(lJi=J諸普請車1 I1 11暖3 

出荷
仁
郎
十
校
区
内

-
般
家
庭
各
作
へ

界
山
首
時
下
向
怨
之
伺
帯
よ
仕
々
御
降
叶
1
よ
段
符
同
市
川
旧
民
主
将
に
主
特

設

陳

情

AY聞
常
仁
的
予
防
弘
恒
一
事
官
町
出

MhAHM4寸
般
に
て
本
年
度
視
役
人

魚
げ
は
附
}
的
同
誌

A
'
f山

HM叫

MH到
に
広
封
勝
兵
武
迎
HM久
祈
同
誌
を
牛
，
問
九
時

よ
り

A
M
机
跡
前
に
恥

τい
行
政
し
終

τ午
後
一
時
よ
り
今

wfzb市町田

由
肢
病
死
目

1
一
枚

ωH旭
町
制
原
告
以
内
品

H
浪
人
H
M
に

τ
偽
式
ぺ
依
り

相
nH
み
巾
似
に
付
帯
戸
に
凶
枇
々
的
科

L
内
，校
以
内
一
町
村
人
ー
の
ゆ
か

ら
成
る
峰
湖
町
日
ご

し

τ何
卒
倒
宗
雄
に
御
か
ぜ
ら
札
て
も
左
芯
時
刻

に
桜
式
合
同
に

一
分
間
的
欽
む
を
致
事
杭
る
ド
ポ
ヰ
拙
出
羽
一

一同
よ
り
白
阪

中
上
る
衣
却
に
御
山開
館

附

仰

41
三
年
サ
エ
川

m
u

帥品

目
制

時

刻

鈴
山判
例
入
続
出
脚
前
川
…
川
崎
恥
畑
道
開
始

聖
・川
仁
枝
紡

堂

駿
獄
事

慰
窓
記

副
司
火
後
令

m

M
付
対
占

R

U

宿
舎
羽

主

催

一一脳

同

阿

骨

骨

町

総

代

官

一一蹴

阿

部

民

骨

臨

何

肪

頃

捌

t

ー一こ

ト

u

戸

空

1

4

'

I

kt
 

H

eリ

10
は
f

膚
決

l

、，

.

1

4

品

開

入

幡

宮

科

捺

孫

騎

骨

骨

変

凶

hH
防

刷

騎

人

命刊

訂

仁

羽

女

背

午

剛

司
叫

ん
y

h咋
ι

川
削

1

4

}
 

• 

• 
s
t
e
-
-
i
d
U
2
R
i
a
-

戦
時
閣
民
生
指
筑
行
事
項
回

Um--一バペいれい

42-1・市"'"・由民eu
，.

a'R勺
aw
u刷
会
民
寸

aofa'仁
、

-Aに
謹
ん
で
ぷ

ω
mA叫引
令
官
げ

LeZぜ
3
・

a
a
-
-
E
E
Z
干
:
・

。
・
a
E
・
2
?
;
f
・
8
:
?
"
z

-
s
h
a
-
-
4
0;
:
・Z
A
p
m
'
R
Rm
・

-
-
-
4
2
;
z
S塙

F
v
z
f
k
闘

f
t
z
z
z
b
d
L
A
g

-
2
・411

0pmwnhthτ
主
婦
眠
不
均
:
・

dEe・g

・9
P
令
官
食
耳

F

g

i

-

-

:

i

;

2

2

E

i

s

 

!
I
M
-
-
-

t

"

:

、
7
i
z
i

-

u

'

嶋

m

，
o，
-wu・
m"
・時例制局‘，，

m

総

仇

島

、

司
-
"
‘

2
6立
M
2
04

a

.，

.
2
f
F
E
Z
-

日

t

'

v

f

L

f

e

p

'

f

i

て

r
罰

句

‘

i
'
a
T
a
--
'
t
;
4

-
的
例
外
酢

w

t

-

1

M

M

槍

a
J
・2
7
4
1
s

e
t
e
-
-
w
f
j
f
 

:
a
la--Z句

E
t
E
-

f
o
i
-
i
-
S
E
i
 

-牝
ummwe-
-喫
d電

e

・6E耐忍・・
62肘
Mr.h
・-Eも，

r
T
U
K

“幽m
g，・・
Fg-、
震

h--惣

ama時
々
慾
鈎

eszニ・

-a品市
W
守山山川
1
5
3
H尋問
fwX
伶

Rah-言
語
句
会
・

2
・

:

:

!

;

i

J

;

;

 

一
一
一
耳
目
宮
間
平
1
羽
狩
糊
醐
計

Md円
-
E
J
"
A
e
2
6
H
5
0
5
2
2事
&

四
詐
へ
の
が
め
揺
1
3
8
2
2
κ
u
E
l
f
-
E
F
?
i

五
.前
書
の
刊
行
酔

M
F
R
I』

4
E
-
-
T
n
a
M
2
5
3侭
Uto--

ー'
t飴
QHM凶
咽
£
会
内
助
i

・L

，d
倫
内
防
的

h
z
r
p

?
A
d
令
品
、
自
明
言
例
制
働
、
“
，
Z
腕

r
内
応
す
る

zt

-lsvh町

gh市

Mよ
rを
慣

hLatuιγAF6uqta島

Avg・
で
舗
漢
民
智
品

e-e

=

・

2
す
・
領
容
認
供

-m‘
椅
怜
コ

hvJ1h‘断
mZ2
3

六
生
活
の
間
続
40a型
符

Uz--E
，‘
-e

Tjfbn川
品
を
怜
陶

f
-eも

eJa"
eh・527
ιw
，与nt♂

m
g
V敏
窓

n
g磁
oanei

』

γ-AMgャ
DRF
眠、

-1L'鴇
思
徐
騎
転
移

νm
hphds-

ー
!
?
ー

-
窓
誌
の
拠
宇
E
r
-
-
a
t
2
5
2
5

川

:
f
J
i
-
-
E
'
S
E
p
t
g
・

仙
刊

m川附
同

町

iLu-m酬

Z
M
E
A
R
L
H
4
3
1品
hmv引
A
M
Tg-

t
町

ー冊

JM酔
1
川
河
川
町
恥
い
MRM
バ
泌
斗
A
t
e
-
z・

入
・
t
肱

ω耽
都
内
川
川
町
川
川
弘
山
村

U
1民
u
r
=
m幽虫
F
E
E
t

g
m
41
三
年
七
月

輔

岡

麟

現役入営(団)帰還者奉告祭 応召将兵武運長久祭・慰霊祭の

実施について
47 

(19) 

38 戦時国民生活笑行事項



購入資料

9. 歴史資料 10. 考古資料
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開運橋遺跡出土土器レプリカ

11 . 書籍

石城志

石城志
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購入資料
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平成5年度収集 購入資料・平成10年度収集寄贈資料

〈平成5年度収集購入資料〉
旧吉川観方コレクション

〈平成10年度収集寄贈資料〉
中村洋一資料
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<資料解題>





〈寄贈資料〉

1.石橋源一郎資料(追加分)

(寄贈者)石橋清助

(現住所)福岡市博多区古門戸町

平成元年の追加分である。放石橋源一郎氏が、『博多あ

の頃j W写真集博多Jなどの編集に携わった時に、博多に

残る古い写真や資料を集めたもの。写真には、源一郎氏本

人が撮影・収集したものの他、佐々木慈寛氏や落石栄吉氏

らが所有していた古いものも複数ある。また、複写資料に

は、博多の郷土史に関する貴重な文献も含まれている。

2.飯野隆義資料

(寄贈者)飯野隆義

(現住所)福岡市博多区千代

博多北船町(現福岡市博多区上呉服町)で表具屋を営んで

いた飯野家に伝わった資料群。飯野家で使用された民俗資

料と、戦前期の雑誌などが含まれる。

3.鯉田博資料

(寄贈者)鯉田博

(現住所)福岡市博多区麦野

寄婚者の父鯉田謙次氏が収集した戦前の絵はがきであ

る。収集品として未使用のまま保管されたもののほかに、

謙次氏宛に郵送されてきた使用済みの絵はがきも多く含ま

れており、その使用状況や時期がわかる。

4.小川峰登資料

(寄贈者)小川博生

(現住所)福岡市博多区諸問

小川家は江戸時代後期に福岡藩に仕え、右筆等を務めた

といわれる。そのため、江戸時代後期から幕末にかけての

当主が、幼年期から習字、書道の修練のために手本として

与えられた往来物の版本や写し、それをもとに実際に修練

のために写した往来物、手習いなどが多数のこされる。ま

た「筑前国続風土記J、「黒田続家譜」、「黒田御年譜」など福

岡滞に関する地誌、歴史書の写本、江戸詰めの際に写した

滝沢馬琴などの読本類がみられる。さらに明治期の歴史書

(木版)や謡本、絵画なども含まれる。

資料解題

5.新原顕一資料(追加分)

(寄贈者)新原顕一

(現住所)前原市大字前原

寄贈者の父親が和歌を学ぶために収集した、幕末から明

治、大正、昭和初期の和歌関係、国文学関係の書籍を中心

とする資料。新原家は江戸時代には1等多の町年寄を務め、

近代には博多織関係の工場を営んでいた。幕末~明治初年

の版本類では、香川景樹の「桂圏一枝Jなどの歌集のほかに、

いわゆる幕末の勤皇の志士とされる人々の辞世和歌集など

がふくまれる。近代では和歌・短歌関係、国文学関係の講

座やテキスト、歌論集、歌人伝、天皇御製集などがみられ

る。このほか筑前の勤皇運動関係の歴史書もみられるが、

これらも和歌との関連が深いものである。

6.南蔵院資料

(寄贈者)南蔵院

(現住所)粕屋郡篠栗町城戸

粕屋郡篠栗町の南蔵院が収集したチベット仏教関連の資

料。ツクラカンと呼ばれるチベット寺院の本堂内部を再現

した複製で、チベット仏教ニンマ派のケツン・サンポ師の

指導に基づいて現在ネパールに住む職人が制作したもの。

資料は主体をなす大型の仏壇のほか、立体量奈羅、仏像、

仏画、仏具、経典、荘厳具などで、総数約470点を数える。

いずれも現代の作品ではあるが、日本の密教と関係の深い

チベット密教の世界を体験的に伝えるもので、アジア文化

の理解を促す点でも格好の資料である。

q
d
 



資料解題

7.赤羽万

(寄贈者)文化庁

(現住所)東京都千代田区霞が関

第二次大戦後、連合国占領軍によって武装解除の一環と

して刀剣類が接収された。このうち関東地方で接収された

万剣類の中で廃棄を免れたものが、東京都北区赤羽にあっ

たアメリカ第八軍兵器補給廠に集積された。昭和22年

(1947)、この中から当時の万剣関係者の尽力により、と

くに美術的価値のある万剣については返還されることにな

り、約5，500本余が選別され、上野の国立博物館(現東京

国立博物館)に移管された。これらの接収刀剣類は、接収

時の保管場所にちなみ「赤羽万Jと総称されるようになっ

た。その後、終戦50年に当たる平成7年、議員立法により

「接収刀剣類の処理に関する法律Jが成立し、文化庁ではこ

の法を受け、「接収万剣類処理検討会議Jを設置し、厳格・

厳正な鑑定・審議を基に旧所有者が判明した万剣類につい

ては返還を行った。そして、残りの赤羽万については、一

旦、国に帰属した後、その活用策が検討され、全国の公立

博物館等へ譲与され、活用・公聞が図られることになった。

本館では、筑前刀を中心に60口の譲与を受けた。

8.石賀信子資料(追加分)

(寄贈者)石賀信子

(現住所)福岡市中央区平尾浄水町

平成10年度収集資料の追加である。昭和14年(1939)の

第20回総選挙の際の選挙公報、昭和17年から20年にかけ

ての『婦人之友』などからなる。戦時下の暮らしの一端を

示すものとして、雑誌やチラシは貴重な資料である。

9.小林茂春資料(追加分)

(寄贈者)小林茂春

(現住所)北九州市小倉北区足立

平成9年度寄託、平成10年度寄贈に続く追加分である。

小林家は江戸期から博多北船町で商家を営んでいた。その

家屋は近代の変更は受けてはいたものの、博多の伝統的な

町屋建築として本市教育委員会の調査を受けたこともあっ

た。しかし、老朽化にともない平成9年に解体。当資料は

解体前に運び出されたもの。家業に関する資料はなく、昭

和初期から戦中にかけての生活を示すものや、教科書など

近代資料が中心である。
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10.高橋清作資料

(寄贈者)高橋清

(現住所)大阪府豊中市新千里南町

寄贈者の父で、昭和10年代に福岡市議会議長を務めた

高橋清作氏ゆかりの資料群。陸軍大佐で、あった清作氏が着

用した大礼服のほか、昭和前期の福岡市政に深く関わった

人たちが多く写っている写真などからなる。清作氏は、福

岡市西区元岡にあった大日本飛行協会福岡飛行訓練所の所

長も務めており、平成7年度寄贈の上潟口武資料のプロペ

ラの破片に揮牽をふるった f高橋所長jである。

1l.宮崎和子資料(長漬家文書)

(寄贈者)宮崎和子

(現住所)長崎県島原市中町

江戸時代初期から福岡藩につかえた長演家に残された古

文書資料。長漬三右衛門は慶長10年代、福岡藩主黒田氏

が幕府の築城普請を手伝ったさいに、石の調達に従事して

おり、そのため黒団長政から様々な指令をうけた書状類が

残される。また長漬四郎右衛門は3代藩主黒田光之の長男

で4代藩主になるはずた、った綱之(幼名万千代)の守役をつ

とめたため、幼少の万千代が四郎右衛門にだした書状類が

まとまって残っている。長漬家の子孫である三郎氏から子

の能得氏、さらに孫に当たる寄贈者に伝来したもの。

12.若松恵比須神社資料

(寄贈者)若松恵比須神社

(現住所)北九州市若松区浜町

若松恵比須神社は北部九州のうち有力な恵比須神社の一

つで、近世以来多くの人々の信仰を集めてきた。冬・春両

度の祭「おえべっさんJでは、多くの人で賑わう。神社で頒

布している縁起物、恵比須神の掛け軸、「かえましょ j行事

で使用される土鈴。



13.光冨勝義資料

(寄贈者)光冨勝義

(現住所)茨城県牛久市上柏田

福岡藩の重臣久野氏の家臣で、嘉麻郡大隈に居住した光

冨氏に伝来した甲胃および旗類。先祖は播州以来の武家で、

慶長5年(1600)に黒田如水が大友吉統をたおした豊後の石

垣原合戦では、久野家の若い当主とともに戦死した6人の

家臣のl人(光冨龍右衛門)もでており、のちに六神として

まつられるなど、近世を通じて久野氏家臣団で重きをなし

た家である。甲宵のうち六十二間阿古陀形星児は脇立が水

牛角、吹き返しは二重に作り、もうひとつは六枚張りの椎

実形突貝兜で、いずれも造形的にも珍しい兜である。

14.藤本健八資料(追加分)

(寄贈者)藤本健八

(現住所)福岡市中央区小笹

平成2年度収集資料の追加である。福岡の切り絵作家郡

憲輔氏(1914-76)が、福岡市唐人町(現中央区)にあった

喫茶庖「ワタナベJのマッチラベルの原画として制作した切

り絵の他、同庖のマッチ及び包装紙。寄贈者が「ワタナベj

から譲り受け、保管していた資料である。

15.中山冴子資料

(寄贈者)中山冴子

(現住所)福岡市南区井尻

寄贈者の父で、旧制久留米中学(現県立明善高等学校)の

教諭をしていた平井光平氏が、「教育上勤労不砂Jとして表

彰されたときの表彰状と記念品。明治時代の学校教育およ

び教員のありょうを示す資料として貴重なものである。

16.野坂恵一資料

(寄贈者)野坂恵一

(現住所)福岡市西区今宿上ノ原

近代まで使用し、現在では使われなくなった牛馬に関す

る用具を、平成10年に野坂氏が当時の技術を用いて復元

製作したもの。
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17.重松一資料(追加分)

(寄贈者)重松一

(現住所)福岡市中央区大名

資料解題

平成10年度収集資料の追加である。寄贈者が出征し、

ピルマ(現ミャンマー)に駐留していた昭和19年(1944)7月

から同21年7月の聞に入手した伝単(戦時期の宣伝ビラ)で

ある。

18.太田熊雄資料

(寄贈者)太田孝宏

(現住所)福岡県朝倉郡小石原村大字小石原

小石原焼の名工として知られた太田熊雄氏(1912-

1992)が製作した陶器。氏はバーナード・リーチ氏や民芸

研究家の野間吉夫氏などとの交流があり、山深い小石原に

民芸という、新たな価値観をもたらした人物。

19.中川三治郎資料

(寄贈者)中川三治郎

(現住所)滋賀県八日市市東本町

明治44年(1911)に福岡で行われた陸軍特別大演習の記

念写真帖と昭和前期のものと思われるロケット燃料の容

器。いずれも、戦時資料の収集家である寄贈者が収集した

資料。

20.加野かをり資料(追加分)

(寄贈者)加野かをり

(現住所)福岡市城南区堤

平成9年度収集資料の追加。寄贈者の祖母モト氏が愛用

した小物入れと懐紙入れ。加野家は博多奥の堂の造り酒屋

で、屋号は高屋。



資料解題

21.永島武禰太資料

(寄贈者)永島佳代子

(現住所)福岡市中央区天神

福岡県指定文化財「木造如来像残欠」および「木造聖観音

立像jの2躯の木彫仏像。「木造如来像残欠Jは平安時代後

期に制作された如来像の一部で、体幹部前後二材の寄木造

でつくられた前面のみが残ったもの。円満な顔や浅く穏や

かな衣文の表現は、平安時代後期の畿内で制作された仏像

の特徴をよくあらわし、仏師の熟達した技量を窺うことが

できる。「木造聖観音立像jは全身を一木から彫出して古式

ではあるが、様式的には室町期の特徴を示す。

22.アンドルー・マスキ資料(追加分)

(寄贈者)Andrew Maske 

(現住所)Rhode Island School of Desing， 

2 College Street Providence， 

Rhode Island 02903 U.S.A. 

平成9年度収集の追加分。 18世紀初頭、「早良部重量原村

上の山jに開カ通れた福岡藩の御用窯である東皿山窯跡(西新

五丁目)の推定地付近で、寄贈者が採集した資料である。

高取焼やトチン、サヤなどの窯道具がある。

23.今冨憲明資料

(寄贈者)今冨憲明

(現住所)福岡市西区壱岐団地

古墳時代後期の須恵器平瓶l点、近世磁器の碗、皿各l

点の計3点である。すべて完形の資料であるが、寄贈者の

亡父が採集された資料であり出土地など詳細は不明であ

る。

24.石津司資料(追加分)

(寄贈者)石津司

(現住所)福岡市早良区大字脇山

平成元年度収集の追加分。 16世紀後半、大友氏の家臣

小田部氏が城督となり、天正8年(1580)に落城した安楽平

(荒平)城で、寄贈者が採集した三巴文の軒丸瓦。巴文の尾

は圏線状になり、外側に 12個の珠文をめぐらしている。

使用年代が特定できる希少な資料である。
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25.石橋勝蔵資料(追加分)

(寄贈者)石橋博

(現住所)福岡市中央区今泉

平成10年度収集資料の追加分。前回収集の墨壷のコレ

クションおよび大工道具に付随する鋸の目立て台である。

26.加藤利枝資料

(寄贈者)加藤利枝

(現住所)福岡市中央区草香江

奈良時代に鎮護国家を目的に大量に制作され、現在は法

隆寺にのみ伝存する法隆寺百万塔の複製である。塔身と相

輸は分離し、塔身の中に納められた陀羅尼経には「明治四

十一年法隆寺Jと朱印が押されている。明治時代後半には

法隆寺が百万塔の一部を売却し、その利益で伽藍の修繕を

おこなったが、本資料の年記はその時期と重なる点で興味

深い。

27.城戸隆男資料

(寄贈者)城戸隆男

(現住所)福岡市博多区井相田

博多区井相田で、昭和40年代から近年まで使用された

移動式籾摺り機。井相田の農家が共同で購入し、加工場に

設置していたものを、各戸に移動させて利用できるよう台

車をつけたものである。農業労働組織の変化過程を示すの

に有効な資料である。

28.波多江五朗資料

(寄贈者)波多江五朗

(現住所)福岡市博多区綱場町

昭和4年(1929)、寄贈者の父 五兵衛氏のもとへ嫁ぐ際

に、嫁とよ子氏の生家で記された御祝儀帳。神前結婚式

の流行によって結婚式の様子が大きく変化する以前の博多

で、どのような形の婚姻儀礼がなされていたかを知るのに

最適の資料。



29.早見晴夫資料

(寄贈者)早見ハツノ

(現住所)直方市大字中泉

寄贈者の夫早見晴夫氏が入手した写真集。昭和2年

(1927)に選定された日本八景のほか、国立公園や神社・

仏間、年中行事などの写真が収められている。

30.原田嘉平資料(追加分)

(寄贈者)冨田博子

(現住所)福岡市城南区西片江

博多人形師原田嘉平氏の遺族から昭和63年度以降順次

寄贈されている原田嘉平資料の追加分。本資料は昭和30

年代に制作された博多人形「挙るjで、登山が趣味の原田氏

の女婿をモデルにしたもの。現代的なテーマであることも

さることながら、原田氏が円熟期に向かおうとする昭和

30年代の作風を窺える点でも貴重である。

31.森本佳津子資料

(寄贈者)森本佳津子

(現住所)福岡市南区柳河内

博多区櫛田神社の飾り熊手。中洲のスナックの庖内に飾

られていたもの。櫛聞神社では毎年、節分祭をおこない多

くの参拝者を集めている。このとき門に飾り付けられるの

がお多福で、人々はその口を通って境内へ入る。この期間

の櫛田神社は、博多の代表的な厄除け祈願の場となる。
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資料解題

〈寄託資料〉

1.瀧光徳寺資料

(寄託者)瀧光徳寺

(現住所)佐賀県三養基郡基山町宮浦

瀧光徳寺所蔵の仏像3躯。「木造弘法大師像Jは像内に大

正2年(1 913) に福岡仏師の高田又四郎(1 847~1915)が制

作したことが記される。高田又四郎は江戸時代の福岡仏師

の流れを汲み、また代表的な近代彫刻家として知られる山

崎朝雲の師である。その現存作品は少なく、本資料は近世

と近代の橋渡し的な活動をした仏師の作風を知るうえで貴

重。また「木造日蓮上人像Jおよび「木造弁才天像Jは像内や

台座の墨書銘から、それぞれ天保12年(1841)と天保14年

に和歌山の仏師の宮島定覚によって制作されたことがわか

る、近世後期の基準作例である。



資料解題

〈購入資料〉

I 一括資料

1.能面コレクション

室町時代から江戸時代にかけての能面146面、狂言面

23面からなるコレクション。うち能面18面は黒田家の伝

来品。井関上総介親信の作と考えられるものをはじめとし、

近江井関家、大野出目家、児玉家など諸家の主要な面打ち

師の作が多く含まれる。

2.上妻文書

鎌倉御家人で、筑後国上妻庄内に地頭職を有した上妻家

に伝来した中世~近世文書群。成巻分18巻125点、未成

巻分24点、目録3冊等からなる。古文書は、第l巻の文治

2年(1186)5月6日付関東下文案を最古に、第7巻の寛政6

年(1794)7月8日付上妻可忠宛上妻七兵衛家弘書状を下限

とする。

上妻氏は、鎌倉期以来、筑後国上妻郡上妻圧を本拠とし

た在地領主で、戦国期には、北部九州一円に勢力をもった

大友氏に属した。戦国最末期、上妻越前守鎮政は龍造寺隆

信に攻められ肥後固山鹿郡四丁村に没落するが、その男次

兵衛鎮勝は柳川城主となった立花宗茂に召し出されてこれ

に使えた。鎮勝の男才兵衛宗貞は、正保3年(1646)8月、

浪人となり先祖の由緒の地である上妻郡柳瀬村に居住し

た。

本文書群は、鎌倉末~南北朝初期の北部九州における動

乱や、戦国期の大友氏の動向を究明する好個の素材である。

3.近世筑前東山流華道関係資料

筑前東山流は近世後期の筑前秋月藩出身で、のちに京都

で東山流の華道を修学した千葉一流があらたに工夫し広め

た華道の流派。一流は晩年は福岡赤坂に居住し、その子万

水とともに流派を広げただけでなく、華道に関する著作を

多く著し、博多などでも出版された。本資料は、近世後期

から明治中期にかけ、太宰府周辺で同流を広めていた桑田

氏の所持資料で、千葉一流の著作の写本、版本のほか、華

会開催の規定書や案内等の書状も多く含まれるなど、筑前

東山流の実態を示す資料といえる。

4.福岡藩重臣杉山尚行日記

近世後期から、幕末・明治期にかけ、 10代福岡藩主黒

田斉清、 11代藩主黒田長袴などに使え、重臣、家老を歴

任した杉山尚行(文左衛門、大組850石)の残した役中日記、

手控え類。文政12年(1829)から安政7年(万延元・ 1860)

にわたり、計42冊に及ぶ。尚行は文化年聞から大目付を

皮切りに、文政12年に御納戸役を務めるなど、 10代藩主

黒田斉清の側近としてつかえ、参勤交代にも従った。その

後の 11代藩主黒団長湾の天保~安政年間には裏判役とな

るなど、昇進を続け、藩政の中枢にかかわった。元治元年

(1846)からは在京家老などを務めている。したがって、

日記の内容は自らの日々の役中覚というだけでなく、藩主

の動向や藩政上の出来事、それらに関するの通達、達、関

連の公文書の写しなどが記され、当時の幕府や国許の政治、

外交、社会情勢が詳細に窺える。

5.西門町文書

大正・昭和初期の西門町総代に関わる文書群。松嫌子・

山笠関係と戦時関係に大別される。松磯子・山笠関係文書

からは、西門町が所属する福神流が能当番として山笠行事

に参加していた状況が窺える。また、戦時関係文書には防

空演習の記録や、献納金の寄付状況をしめす資料などが含

まれる。

Q
U
 



〈平成5年度収集購入資料〉

旧吉川観方コレクション(追加分)

京都の日本画家で風俗研究家であった吉川観方氏(1894

~1978)が蒐集した資料。内容は近世~近代の絵画、工芸、

書跡など多岐にわたる。本目録にはそのうち調度類を収録

する。なお平成7年度目録に絵画、 8年度目録に染織(小

袖・小袖裂)、 9年度目録に装身具類、 10年度目録に金工

(鏡・万装具)を収録する。

〈平成10年度収集寄贈資料〉

中村洋一資料

(寄贈者)中村洋一

(現住所)福岡市博多区奈良屋町

昭和49年以降、日本で公開された映画チラシのコレク

ション。長年に亘って収集した映画チラシを五十音順にフ

ァイルして保存していた。ジャンルを問わずあらゆる映画

のチラシが集められている。

資料解題
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< 寄贈資料>





寄脂質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

1.石橋源一郎資料(追加分)

〈資料内訳)1 紙焼き写真…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・-….1838件5497点

①風景等… H ・H ・...・ H ・...・ H ・-… 236件 593点 ⑧戦争関係....・ H ・…… H ・H ・....・ H ・.. 193件 319点

②交通関係・…… H ・H ・-… H ・H ・. 71件 164点 ⑨暮らし・庶民の楽しみ…...・ H ・.. 146件 261点

③空港関係….....・ H ・.....……・ 20件 26点 ⑮芸能・…...・ H ・...・ H ・H ・H ・..…・…… 125件 279点

④学校関係…....・ H ・…… H ・H ・. 49件 77点 ⑪祭….....・ H ・....・ H ・...・ H ・.....・ H ・... 325件1175点

⑤共進会・博覧会関係....・ H ・. 20件 38点 ⑫人生儀礼・年中行事….....・ H ・-一 77件 170点

⑥政治関係...・ H ・-… H ・H ・.... 10件 31点 ⑬人物…… H ・H ・-…....・ H ・-……… 145件 381点

⑦玄洋社関係...・ H ・.....・ H ・-…. 58件 194点 側その他……....・ H ・...・ H ・.....・ H ・... 363件 1789点

2 フィルム...・ H ・..……...・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.. 72件 446点

3 アルバム...・ H ・..…...・ H ・..……...・ H ・..…・・・ 44件 811点

①写真アルバム…....・ H ・-…… 19件 19点 ③ポジファイル・…….....・ H ・.....… 10件 777点

②ネガアルバム…・・………・… 15件 15点

4 複写...・ H ・...・ H ・..…...・ H ・-… H ・H ・-…...・ H ・. 223件 471点

①文書等の複写....・ H ・...・ H ・... 69件 73点 ④絵画の複写・・ H ・H ・....……....・ H ・. 26件 27点

②複写本…....・ H ・..…...・ H ・-… 52件 84点 ⑤新聞記事の複写....・ H ・....・ H ・..... 45件 247点

③地図・絵図の複写…....・ H ・. 18件 25点 ⑥その他の複写….....・ H ・....・ H ・-… 13件 15点

5 その他...・ H ・..………...・ H ・.....・ H ・..……… 119件 419点

①書籍・…… H ・H ・.....・ H ・-…… 22件 22点 ③新聞記事…・……...・ H ・.....・ H ・ 14件 268点

②絵葉書...・ H ・-………… H ・H ・ 6件 48点 ④文書ほか・…… H ・H ・-…...・ H ・-… 77件 81点

〈総計)2296件7644点

.内容覧の人名については敬称を略した。

・時代覧には、特に情報がない場合撮影または複写された対象物の製作年代、風景や人物ならば写真

から時代を推測して記載している。

-備考欄のアラビア数字(例:11・77)は盤理番号を示す。

.紙焼き写真で、備考欄にカラーと明記しているもの以外は白黒写真である0

.掲載誌覧には、紙焼き写真を掲載した以下の書冊を明記している。

※参考としているのは、同じ写真ではないが類似している、もしくは時代や内容を決める上で参考

にしたものである。

『梅岡のあゆみJ(福岡市役所発行昭和34年)

『明治の博多記J(橋詰武生著福岡地方史談話会 昭和46年発行)

『博多いまむかしJ(朝日新聞福岡総局編 昭和47年発行)

『博多いまむかし続J(朝日新聞福岡総局編昭和48年発行)

「大正の博多記J(文:波多江五兵衛写真:石橋源一郎博多を語る会発行第l都昭和49年

第2部昭和50年第3部昭和54年)

『写真集博多J(石橋源一郎・波多江五兵衛共編 国書刊行会昭和54年発行)

「ふてえがってえJ(江頭光著西日本新聞社発行昭和55年)

「博多あの頃J(石橋源一郎・波多江五兵衛共編葦書房 昭和56年発行)

『写真集写真集福岡100年J(西日本新聞社編・発行 昭和60年)

fふるさと 100年J(西日本新聞社出版部製作・福岡市発行 平成元年)

1 紙鱗き写真

①風景等

番号 内
，官宮.，.

時 イt 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

多々良の名島橋 大正時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 裏書『大正時代多々良川にか 99P1 
P152-322 けられた名島橋。この橋を

渡るには有料で、橋賃が必

要。梅雨時の洪水で再々流

失したがその時は渡し船が

通った。 J 11-77 

2 皮膚科水治療法室 大正時代 13.0x 18.0 l枚 印刷物より九州帝国大学ヵ 99P2 
11-158 

つdt
A
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n合』 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

3 官幣中社宮崎宮楼門及 大正時代 12.6xI7.7 l枚 表印刷f官幣中社箱崎八幡宮 99P3-4 I 
拝殿 12.9xI7.9 l枚 楼門及拝殿J 裏に同じ文章

手書き 11-674 

4 東公園の新聞縦覧所 大正2年 13.0X 18.0 2枚 表印刷「博多東公園新聞縦覧 99P5-6 
所j 筆書「博多東公園新聞
縦覧所時代大正二年八月三
十て撮影j 裏書「大正二年
八月東公園にあった新聞縦
覧所。明治の文明開化の名
残り ここで和生菓子とお
茶を出した。菓子代一個ー
銭J 11-328 

5 博多から見た立花山方 昭和10年代 12.9XI7.9 l枚 11-1311 99P7 
面

6 箱崎の酒造業中村家 大正時代 13目OX18.0 l枚 「博多あの頃J 印刷物より 11-486 99P8 
P79-160 

7 箱崎酒造本庖(丸尾屋酒 大正時代 13.0XI8.0 l枚 表印刷「箱崎酒造本庖JNo.8の 99P9 
(1) 造本庖「千代の松J醸造 写真と同じアングル

元)一庖舗 11-213-01 

(2) 箱崎酒造本庖(丸尾屋酒 大正時代 13.0xI8.0 l枚 表印刷f箱崎酒造本底JNo.8の 99P10 
造本庖「千代の松」醸造 写真と閉じアングル
元)一工場の一部 11-213-02 

8 箱崎丸尾屋箱島「千代 昭和時代 11.9x 16.4 2枚 裏書「丸尾屋Jf馬出丸尾屋箱 99P11 
(1) の松j醸造元一盾舗 島千代の松醸造元J -12 

11-212-1 

(2) 箱崎丸尾屋箱島「千代 昭和時代 11.9x 16.4 2枚 裏書「丸尾屋Jr丸尾屋の酒 99P13 
の松j醸造元 蔵J 11-212-2 -14 

9 博多今昔一箱崎浜の石 近代 縦12.0-13.0 6枚 「写真集博多J 2枚印刷物より 上部写真: 99P15 
灯台 横16.9-18.0 P20-24 昭和時代九州縦貫国道3号 -20 

雑誌「太陽j博 線・プラネタリワムと石灯
多今昔 台明治15年建設「写真集
I大正の博多 博:明多治Jp1250年~建21設-24 下部写真
記第一部J写-4 雑誌f太陽J

博多今昔より 1-559 

10 雪景色の箱崎浜参道 大正時代 縦13.0-25.2 5枚 裏書「雪景色の箱崎浜参道両 99P21 
横18.0-30.3 側の石灯篭は今はなL、(大正 -25 

末期)J 11-671 

11 箱崎海岸 大正時代 13.0X 18.0 3枚 『写真集博多j 11-308 99P26 
P115-174 -28 

12 箱崎海岸の灯台と大砲 大正時代 12.0x 16.5 2枚 「博多あの頃」 11-311 99P29 
P152-327 -30 

13 空から見た博多川沿い 大正時代末~昭和 11.9x 16.4 l枚 印刷物より 1-525 99P31 
の繁華街 時代初期

14 那珂川住吉橋付近 近代 各11.9x16.4一式 「博多いまむ 印刷物より 1-563 
2枚 かしJP144~

P145 

(1) 右川岸に着物姿の女児 l枚 99P32 
と犬3匹

-14-



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 1!r 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(2) 右川岸に民家数軒・左 l枚 99P33 
川岸に3人の子供、奥
に住吉橋

15 明治時代の那珂川から 明治時代 12.0x 16.4 l枚 「博多いまむ 印刷物より 11-1237 99P34 
見た住吉神社周辺 かし続JP112

-113 

16 西方寺浜の灯台 明治16年頃 離16.5-30.5 9枚 「福岡のあゆ 1-558 99P35 
横12.0-25.3 みJ8r写真集 -43 

博多JP26・31
「ふるさと 100
年JP64

17 大正初期の川端町 大正時代初期 離11.9-15.2 5枚 fふるさと 100 内2枚裏書「大正末期の川端 99P44 
横16.4-20.3 年JP32r博多 町』 内l枚裏書「福岡のあゆ -48 

いまむかしJ みJ上野博多織庖・岩田屋
P28-P29r福 呉服庖・日本蓄音器商会・
岡のあゆみj 明治屋洋品底等 11-41 
P9・34r写真集
福岡100年j

P51 r博多あ
の頃JP78・157

18 空から見た大福岡市 昭和時代 11.9 x 16.9 2枚 印刷物より 中央は市庁 99P49 
1-526 -50 

19 築港通り開通以前の下 昭和10年6月4日 12.9x 17.9 l枚 「博多あの頃j 裏鉛筆書『築港通開通以前の 99P51 
市小路 P159-337 下市小路/昭和10年6月4日

写」 塩問屋・荷馬車現在
の呉服町一築港聞の大博通
りがまだ出来ない頃
1-650 

20 旅館街・飲食街南新 昭和30年代 11.9x16.4 l枚 裏書『南新地J 11-431 99P52 
地

21 昭和47年頃の昭和通り 昭和47年10月10日 12.9x 17.9 4枚 明治生命ピルより昭和通り 99P53 
17.9x 12.9 2枚 須崎町方面を撮影裏鉛筆 -58 

書r47.10.l0写す明治生命ピ
ル四階よりJf大博通り j

1-515 

22 昭和通り一児島段ボー 昭和47年10月10日 13.0x 17.9 3枚 明治生命ピルより昭和通り 99P59 
Jレ周辺 天神町方面を撮影児島段 -61 

ポール(株)・日本火災海上
1-516 

23 昭和通り一日本新薬 昭和47年10月10日 13.0x 17.9 2枚 綱場町側より日本新薬(株)奈 99P62 
(株)周辺 良屋町方面を撮影 -63 

1-520 

24 昭和通り一博多五町周 昭和47年10月10日 13.0x 17.9 l枚 博多五町バス停(下川端町側)99P64 
辺 より天神・須崎町方面を撮

影裏鉛筆書「博多五丁周
辺J 1-519 

25 昭和通り一博多蔵本ピ 昭和47年10月10日 13.0X 17.9 2枚 日本製薬(株)奈良屋町側より 99P65 
Jレ(東邦生命)周辺 博多蔵本ピル(綱場町)方面を -66 

撮影 1-518 

26 昭和通り一福岡武田ビ 昭和47年10月10日 13.0X 17.9 2枚 須崎町側より武田ピル(下川 99P67 
Jレ周辺 端町)方面を撮影 1-517 -68 

に
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n官』 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

27 明治生命ピルより下川 昭和47年10月10日 13.0X 17.9 l枚 1-521 99P69 
端方面を望む

28 明治生命ビルより昭和 昭和47年10月10日 13.0xI7.9 l枚 1-523 99P70 
通り農林中央金庫方面
を望む

29 明治生命ピルより須崎 昭和47年10月10日 13.0xI7.9 l枚 1-523 99P71 
町農林中央金庫方面を
望む

30 明治生命ピルより須崎 昭和47年10月10日 13.0X 17.9 l枚 1-522 99P72 
町博多湾方面を望む

31 明治生命ビルより中洲 昭和47年10月10日 13.0x 17.9 l枚 1-522 99P73 
中島町方面(アサヒピー
Jレ)を望む

32 明治生命ピルより下川 昭和47年10月10日 13.0x 17.9 l枚 1-524 99P74 
端町アーケード方面を
望む

33 出来町一土蔵造りの家 明治時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書「出来町n写真集j 99P75 
11-109 

34 大浜l丁目一三宅酒壷 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書「大浜l丁目=宅酒壷調 99P76 
綱氏邸 氏邸j 11-110 

35 堅粕1丁目一千本格子 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書f潟洲町j 11-111 99P77 
の長屋

36 堅粕l丁目一千本格子 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書「潟洲町千本格子の長 99P78 
の長屋 屋」 11-111 

37 博多川の石橋 明治時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-427 99P79 
P17-24 

38 明治時代の住吉橋 明治時代 13.0x 18.0 l枚 「福岡のあゆ 下部印刷I明治時代の住吉橋 99P80 
みJP2-4 中央に護船が見える(永野民

次郎氏蔵)J 11-222 

39 博多湾を望む最初の木 明治23年l月 縦11.9-15.1 6枚 「博多あの頃J裏ぺン書『明治23年にl万2千 99P81 
造桟橋 横16.4-20.2 P16-21 r図説 円で出来た最初の木造桟橋 -86 

福岡県の歩みJ(幅7.2メートル長さ360メー
円65r福岡の トル)J 印刷物より 1-98 
あゆみJll

40 博多商業会議所 明治35年~大正1212.0x 16.5 l枚 「福岡のあゆ 明治35年2月東中洲に落成、 99P87 
年 みJ17r写真集 大正12年l月東中洲の大火で

博多JP21・28 消失印刷物より 1-533 

41 御供所町一瀬崎鉄工所 近代 12.5X 17.8 l枚 『福岡市案内 表印刷I専門瓦斯石油発動 99P88 
記Jl47 機n福岡市御供所町瀬崎

鉄工所Jr電話九十六番n船
舶用石油発動機、精米機…
中略・・・其他水揚卿筒一切応
用j 印刷物より l・610

42 岩田屋呉服唐分家 明治時代 縦16.5-25.2 3枚 「写真集博多j 11-342 99P89 
横12.0-20.3 P74-114 -91 

43 春吉にあった明治時代 明治時代 12.0x 16.5 3枚 「博多あの頃J裏書「春吉にあった明治時代 99P92 
の西洋建築 P29-53 の西洋建築Jr春吉J1-636 -94 

Q
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 合，プヒ? 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

44 須崎土手町時代の福岡 明治時代 縦12.0-12.9 4枚 「写真集福岡 印刷物より 11-157 99P95 
日日新聞社 横16.5-17.8 100年JP281 -98 

「博多あの頃J
P159-340 

45 “水茶屋"のみちしるべ 明治時代 12.0X 16.5 2枚 11-1147 99P99 
-100 

46 福博、博多湾沿岸の風 明治時代 13.0x 18.0 l枚 11-170 99P101 
景ヵ

47 福岡一等測候所 明治40~41年 12.9X 17.8 l枚 「写真集福岡 表印刷「福岡鯨測候所J E/1 99PI02 
100年JP41-中 刷物より 11-187 
左「ふるさと
100年JP58上
「博多あの頃J
P42-82 「博
多いまむか
しJP110

48 福岡商品陳列館 明治43年頃 16.5x 12.0 l枚 「博多あの頃J裏ぺン書「福岡市及粕屋早良 99P103 
P30-55 三郡案内記の内より九州沖

縄八県連合共進会の時J E/1 
刷物より 1・638

49 福岡日日新聞社 大正時代ヵ 12.0x 16.5 4枚 ※参考「写真 11-160 99PI04 
集福岡100年j -107 
P281-中段

50 福岡日日新聞社遠景 大正時代 12.0x 16.5 2枚 I写真集博多J 11・184 99PI08 
P114-172 -109 

大正時代 18.0x 13.0 3枚 「博多あの頃j 左側の細長い建物はカフェ51 西中洲のバルコニーの 99PII0 
ある洋館 P97-203 一・ブラジル 11-182 -112 

「写真集博多」
P113-171 

52 土居町博多毎日新聞社 大正3年9月l日 16.5X 12.0 l枚 「大正の博多 印刷物より 11-185 
記j第二部Pl1

53 浜小路ビル落成 昭和時代 12.7x8.9 l枚 カラー 1-1260 99PI14 

54 都市計画街路の一つ博 昭和時代 各12.0x16.5 一式 「福岡のあゆ
多駅一築港線 2枚 みJP9-32 

「博多いまむ
かしJP10 

(1) 整備前 l枚 白線部分まで拡幅された 99P115 
11-10-1 

(2) 整備後 l枚 道路拡張後の福博通りと呼 99P116 
ばれていた頃 11-10-2 

55 大正初年の博多呉服町 大正時代 11.5X17.2 l枚 印刷物より 絵葉書(明水堂)99P117 
11-9 

56 大正時代千代町方面カミ 大正時代 12.0xI6.5 3枚 「博多いまむ 右端洋館は梁瀬商会、その 99PI18 
ら見たの博多呉服町交 かしJP12 r写 先が中村家具庖 11-11 -120 
差点 真集福岡100

年JP51 rふる
さと100年JP39
「大正の博多
記J第一部写ー
5 r写真集博
多JP121-182

『

i
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台宝生~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

57 西光寺の門 昭和時代 12.9X 17.9 2枚 西光寺は浄土宗の寺で御供 99P121 
(1) 所町にある 11-1220 -122 

(2) 西光寺の門より中を見 昭和時代 12.9X 17.9 2枚 11-1220 99P123 
る -124 

58 堅粕1丁目銘酒「初吉野」 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書「潟洲町石蔵屋初吉野J 99P125 
(1) 醸造元石蔵屋一唐舗 11-217-1 

(2) 堅粕l丁目銘酒『初吉野j 昭和時代 11.9x16.4 l枚 裏書「初吉野酒蔵J11-217-2 99P126 
醸造元石蔵屋一酒蔵

59 浜小路鳥羽屋酒造所 大正時代 12.0xI6.5 2枚 「大正の博多 11-220 99P127 
記j第一部写 -128 
12 

60 博多鳥羽屋醸造元 昭和時代初期 14.8 x 11.4 2枚 ヒョウヒョウを着た男性 99P129 
(1) 1-1320-1 -130 

(2) 博多鳥羽屋醸造元一樽 昭和時代初期 14.8 x 11.4 2枚 1-1320-2 99P131 
洗い -132 

61 浜小路『二九娘j醸造元 昭和時代初期 縦12.0-13.0 3枚 「博多あの頃」 l枚は原本、残り2枚は印刷
鳥羽屋酒庖の盾頭 横16.5-18.0 P79-162 物より複写裏書「昭和初期 -135 

の博多浜小路二九娘醸造元
鳥羽屋酒底の唐頭n暴徒に
おそわれた鳥羽屋J 11-219 

62 解体前の鳥羽屋-r二 昭和20年 各13.0XI8.0一式 ※参考「大正 1-827 
九娘」醸造元 11枚 の博多記j第

一部写-12
「博多あの頃J
P79-162 

(1) 庖頭 3枚 f警報非常受令所」の看板が 99P136 
見える -138 

(2) 庖頭にて石橋源一郎関 l枚 集合写真一7人「博多鳥羽屋 99P139 
係者 /二九娘醸造元Jの法被着用

の男性・女性3人(内 1人は
源一郎氏の母ヵ)・男児(石橋
清助氏)と女児2人/r石橋源
二郎Jの表札

(3) 唐裏手、庭 l枚 一斗樽多数・大楠・子供3人

付) 帳場内の石橋源二郎 4枚 座卓に老人一石橋源二郎氏ヵ 99P141 
内拡大3枚 -144 

(5) 底内・力車他 l枚 中二階の棚に二九娘の瓶 99P145 I 
土聞にリヤカー・車力・自
転車

(6) 天井・梁 l枚 99P146 

63 祇園町、上川端町付近 昭和30年代 11.9 x 16.4 l枚 裏書『瓦町柴田神の桜」 淵 99P147 
(1) 銘酒「神の桜j醸造元柴 上デパート 11-214-1 

田

(2) 祇園町、上川端町付近 昭和30年代 11.9x 16.4 l枚 裏書「瓦町柴田J H・214・2 99P148 
銘酒『神の桜」醸造元柴
田

64 春よみがえる西中洲水 近代 縦16.5-17.5 3枚 印刷物より 1-537 99P149 
上公園 横12.0-12.8 -151 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

代 |法量|員数

12.0X 16.51 1枚

掲載誌 備品番号

99P153 
~154 

13.0x刈 l枚 Ir博多あの頃JI裏書「下川端(っき当たり 17 199P155 
P18司27 銀行J 11・28

j
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風
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町
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中

辺

中
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号
一

5

)

リ

番
一

6
れ
い
じ 12.0x 16.51 2枚

66 1下川端商庖街 明治時代

67 1西大橋から束中洲を望|明治時代
む

12.0XI6.411枚

68 1明治37年頃の西中島橋|明治37年頃
と立看板

縦12 .4~20.l 1 7枚 1r明治の博多
横17.5~25.21 記J P160 

「博多あの頃J
P21-29 

69 1西中洲公会堂 明治時代 12.0XI6.4! 2枚

70 1束中洲の活動街一寿座|大正時代
通り

13.0XI8.013枚 「写真集福岡
100年JP5カラ
ー写真
「博多あの頃J
P92~93-190 
f福岡のあゆ
みJ36

71 !光の流れにうずまる中|昭和時代
洲のメーンストリート

16.4Xl1.911枚

72 !人形小路 昭和時代 16.4Xl1.911枚

12.0XI6.511枚73 1都心のオアシスー西中|昭和時代
洲の水上公園

九|博多から中洲 春吉方|昭和時代(終戦前) 112.9XI7.912枚
面を見るカ

備
一
判

考

99P152 

|・744-2

裏書「大正十三年一月二十六 199P156
日那珂川に水上公園完成J
印刷物より 11-46 

裏鉛筆書「石橋源一郎蔵/明 199P157
治中期の中島橋(東)J アサ 1~163 
ヒビール・天狗煙草・っち
ゃたび・自社丹・新世界等
の看板が見える 11-58 

印刷物より |・431 99Pl64 
~165 

表印刷「束中洲の活動街毒座 199P166
通り」裏書「大正末期の東中 1~168 
洲右端の中洲京極は大正十
二年一月束中洲大火で焼失
した松葉屋呉服庖跡(現在の
親和銀行・松居)に出来たマ
ーケット街更科そばの先は
映画の有楽館j 印刷物より
11-36 

日活ホテル(現城山ホテル) 199P169 
が見える 印刷物より
1-544 

裏書「人形小路」 中洲ヵ
11・434

印刷物より 1・538

99P170 

99P171 

11-1308 99PI72 
~173 

75 1昭和6年頃の西中洲と |昭和6年頃
水上公園

76 !昭和問時の西大橋 |昭和8年

15.0X20.211枚 1r福岡のあゆ |裏ぺン書「昭和6年頃の西中 199P174
みJ64 洲 1-726

12.9XI7.911枚 1r博多あの頃J1テレビ出演資料ヵ 1・458 !99P175 
円 54~155-

330 

大同生命ビル、料亭街、九 199P176
州劇場、ブラジル、玉屋、
アサヒビール園、水上公園、
有楽館、中華園、水野旅館、
寿座、世界館、ブラジレイ
ロ 印刷物より 11-1235 

18.0 X 13.0 1 1枚 1r博多あの頃J1裏書「昭和二十四年十二月戦 !99PI77
P224-475 災復興成った博多洲崎商庖

街、ネオンも斬く許されたj

H・39

77 !昭和14年頃の中洲 昭和14年頃 10.5X31.3! 1枚

78 !博多須崎商庖街 昭和24年12月

Q
U
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i
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，旬ョ""・ 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

79 旅館街・飲食街一作人 昭和30年代 11.9X16.4 l枚 裏書「作人町j 11-432 99P178 

町(中洲3丁目4番)

80 旅館街・飲食街一作人 昭和30年代 11.9X16.4 l枚 裏書「作人町」 11-433 99P179 
町

81 福助足袋の広告塔 大正12年 16.5X 12.0 5枚 11-48 99P180 
-184 

82 福助足袋の広告塔と西 大正13年 13.0x 18.0 2枚 裏書「大正十=年一月二十六 99P185 
大橋水上公園 日那珂川に水上公園完成J -186 

11・47

83 西大橋東詰に福助足袋 昭和時代 12.0X6.5 4枚 11・51 99P187 
の広告塔 -190 

84 福助足袋の広告塔 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 11-44 99P191 

85 中洲風景一玉屋屋上か 近代 縦12.0-13.0 4枚 [大正の博多 福助足袋の広告塔がみえる 99P192 
ら東中洲電車通りを望 横16.5-18.0 記j第一部写. 1-744 -195 
む 4 

86 中洲風景一電車通り 近代 12.0x 16.5 5枚 手前に建築中建物の屋根 99P196 
ぺン画中洲地図入り -200 
1-744 

87 束中洲の高砂館より見 明治35年 縦12.9-17.8 6枚 [明治の博多 裏書「明治40年頃那珂川河口 99P201 
た那珂川河口 横17目8-24.8 記JP239 付近刑務所赤十字」 -206 

「博多あの頃J 11-43 
P22伽31

88 束中洲寿座通り 大正時代 13.0x 18.0 2枚 「写真集博多J 11田 35 99P207 
P120-180 -208 

89 束中洲電車通り 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-25 99P209 
P157-333 

90 大正10年頃の束中洲電 大正10年頃 13.0X 18.0 3枚 「博多あの頃」 裏書「大正十年頃の東中洲。 99P210 
車通り P156-332 左側の三階建ては松葉屋。 -212 

右側の現玉屋は当時は福岡
ホテルJ 11・40

91 東中洲電車通り 大正12年頃 11.9x16.3 l枚 「博多あの頃J 中央亭印刷物より 99P213 
P330-332 1-543 
「ふるさと
100年JP37

92 高砂館から撮影した橋 明治38年4月 25.3x30.6 l枚 「福岡のあゆ 裏書「西中島橋付近の風景(明 99P214 
口町西中島橋付近の風 みJP8-26 治38.4)橋の通りが今の50M道
景 「写真集博多J路左側の建物が第十七銀行

P39-56 右側の建物が郵便局左方の
建物は市役所J(左側の白L吃
階建の建物は福岡市役所、
その裏手の森は水鏡天満宮、
中央は国立十七銀行、右側
は福岡郵便局、橋のたもと
の3階建ての建物は三苫写真
館) 印刷物より H・1238

93 大正初期の西大橋 大正時代初期 13.0x 18.0 3枚 「博多あの頃j 裏書「大正初期の西大橋。川 99P215 
P148-317 の向こうの二階建ては博栄 -217 

館、その屋根越しに九州座
の大屋根が見ゆる。玉屋百
貨庖はまだ建っていない」
11-54 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台τ与，

時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

94 大正初期の中川河口西 大正時代初期 12.9XI7.913枚 「博多あの頃」 2枚の写真をセロァープで止 99P218 
中島橋付近 13.4X58.71 1 枚 P154~155・ める 中島橋を境にして中 ~221 

328 洲側と日本生命 11-1240 

95 1明治期の東中島橋 |明治時代 115.1X22.011枚 11博多あの頃J 表印刷「向上東中島橋J 1 99P222 
P17-26 1-647 

96 1博多呉服町旧電車交差 近代 12.0X 16.5 7枚 l・1198 99P223 
点付近(旧大丸前) ~229 

97 1電車開通当時の西中洲 明治43年3月 縦13.0~15.1 5枚 「博多あの頃J 県公会堂付近 l枚だけ表に 99P230 
検18.0~20.2 P146-314 印刷あり「開通当時の西中洲 ~234 

「福岡のあゆ 風景J 裏書「明治四十三年
みJP8-27 三月開通の市内電車(福は口

伝社)西中洲県教育委員会の
前。右側の人の歩いている
ところが九州相互銀行(のち
に公会堂建つ)右側は現在の
水上公園だがこの時はまだ
洲潟で水の中。 j 11-26 

98 1土居通り 112.9x9.0 14枚| 1-934 1 99P235 
~238 

99 土居通り一町並み(株式|昭和時代 113.ox 18.011枚|
(1) 会社MONデザイン前)

(2) 土居通り一町並み(紅ひ|昭和時代 113.0X 18.0 I 1枚| 111-151・2 1 99P240 
ろ前)

1001土居町電停通り 昭和時代初期ヵ 13.0X 18.0 l枚

101 1土居町電停付近より川 昭和15年頃 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「昭和十五年頃の土居町 99P242
端町を望む P155-335 電停からみた東中洲方面J

11田 153

1021博多の中心部銀行スト 近代 縦 1 1.9~12.9 3枚 印刷物より 1-552 
リート一土居町付近 横16.9~17目9 ~245 

103 新旧市街ーそのー福岡 昭和時代 16.5X21.5 2枚 明治と昭和の町並比較 印|卿46
(1) 方面 刷物より 1-732同 1~247 

(2) 新旧市街ーその二博多 昭和時代 16.5x21.5 l枚 明治と昭和の町並比較 印 199P248 
方面 刷物より 1 -732-2 

1041明治時代の大濠 明治時代 12.0x 16.4 l枚 I福岡のあゆ 域外線兵場付近から眺めた 199P249 
みJl6 風景印刷物より |・565
「写真集福岡
100年JP54 

1051山の上ホテル周辺の桜|昭和時代 18.8x 13.0 12枚 1-498 99P250 
~251 

1061中央区清川一旧柳町の 昭和時代 縦 1 1.9~16.4 8枚 旅館一富士荘・旅館若鶴等 99P252 
旅館街 横16.4~21.5 がみえる 1-616 ~259 

1071島井塀 昭和30年代 11.9X16.4 2枚 遠景と近景 11-98 99P260 
~261 

1081荒戸2番丁一高島邸 昭和時代 11.9X16.4 l枚 裏書「荒戸二番丁高畠邸J 99P262 
11-108 

1091荒戸3番丁一武家屋敷 昭和時代 11.9X16.4 l枚 裏書「荒戸三番丁武家屋敷土 199P263 
土塀 塀j 11-100 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台プヒ? 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

110 薬院一森山邸の屋形石 昭和47年4月28日 10.5X7.0 l枚 裏書r3屋形石燈寵森山邸の 99P264 

燈龍 7.0X 10.5 l枚 博山閣の隣薬院J 11-104 ~265 

1 1 1 電車開通直後の西大橋 明治43年 13.0X 18.0 5枚 「博多あの頃J 裏書「明治四十三年夏の西大 99P266 
P25-41 橋。左端の建築足場は大同 ~270 

生命の工事」 11田 52

112 旧畑経営事務所 不詳 13.0x 18.0 l枚 表印刷r(福岡市大名町)旧畑 99P271 
経営事務所j 11-191 

113 岩田屋呉服庖 近代 18.0x 13.0 2枚 印刷物より 1-849 99P272 
~273 

114 岩田屋呉服庖 近代 18.0x 13.0 2枚 印刷物より 1-850 99P274 
~275 

115 福岡橋口付近右は古風 近代 12.0x 16.5 l枚 印刷物より 1-541 99P276 
な日本生命

116 福岡郵便局 明治時代 12.9xI7.8 l枚 「博多あの頃J 11-186 99P277 
P42-81 

117 福岡県立(区立)福岡病 明治23年 縦 12 .7~12.5 4枚 印刷物より 地図入り 99P278 
院本館 横17.8~17.5 1-99 ~281 

118 福岡県物産陳列場 明治38~39年 12.9xI7.8 l枚 「ふるさと 100 表印刷「福岡燃物産陳列場J 99P282 
年JP57-中 11-195 

119 日本生命館 大正時代 13.0x 18.0 l枚 ※参考「写真 11-166 99P283 
集福岡100年」
P186-左上

120 日本生命館と中島橋 大正時代 13.0x 18.0 3枚 「写真集博多J 印刷物より H・168 99P284 
P133-201 ~286 

121 日本生命館 昭和時代 9.7 x 12.3 l枚 1-540 99P287 

122 日本生命九州支庖 昭和時代ヵ 13.0x 18.0 l枚 「写真集福岡 11-167 99P288 
100年JP186-
左上

123 解体中の地方裁判所 昭和時代 11.9x16.4 l枚 裏書「解体中の地方裁判所 99P289 
(1) 明二一、建造J 11-202 

(2) 解体中の地方裁判所 昭和時代 11.9X16.4 4枚 裏書「解体地方裁j 11-203 99P290 
~293 

124 建設途中の福岡朝日ビ 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 1-530 99P294 
lレ

125 電気ビル 昭和時代 13.0x 17.9 3枚 1-532 99P295 
~297 

126 博多東急ホテル(毎日新 昭和時代 各12.0x16.5 一式 1-528 
開会館) 3枚

(1) 中洲方面より撮影 2枚 99P298 
~299 

(2) 天神橋大同生命ビル側 l枚 99P300 
から撮影

円
〆
』

円
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 --ft 備品番号
内

1271旅館一楽(中央区清川
旧柳町)

時

昭和時代

1281豪華な大ホールを持つ|昭和27年
電気ビル

1291旧福岡市庁舎

1301福岡県会議事堂

明治27年

明治時代末期

131 1明治中期の福岡県庁・ |明治時代中期
福岡市役所

1321明治9年の福岡県庁

1331最初の市庁舎

明治9年7月l日

明治22年

1341市役所庁舎を水鏡天満|明治27年7月
宮横に移転

1351市役所・県庁

1361福岡県庁

明治30年頃

大正5年

1371福岡県立図書館全景 |大正時代

1381福岡県立図書館正面 |大正6~7年

1391舞鶴l丁目銘酒「花関J 1昭和時代
(1) 1酒造許斐醸造場一庖舗

間l舞鶴l丁目銘酒「花関J I昭和時代
酒造許斐醸造場一蔵

1401本町銘酒酌製造元|昭和時代
(1) 1佐藤本家酒造酒蔵

ω|本町銘酒「若竹j製造元|昭和時代
佐藤本家酒造

代 法量|員数 掲載誌 備 考

楼門一福岡出身の画家、和 199P301 
回三造が考案・吉井勇「灯と 1 ~306 
ちれば和田三造が選びけむ
丹朱まばゆしー楽の門J
l・615

昭和27年4月完成印刷物よ 199P307 
り|・531 1 ~309 

99P31O 

99P311 

99P312 
~315 

99P316 

99P317 
~318 

99P319 
~325 

13.0XI8.012枚 1r写真集博多J1 11・496
P14-14 

縦 12.0~12.91 7枚 1r大正の博多 |印刷物より H・499
横16.5~17.81 記J 第一部写ー

4 rふるさと
100年JP50上
「写真集福岡
100年JP40上
「福岡のあゆ
みJl5r写真
集博多JP14-
14 r博多いま
むかしJP108 
~PI09 

12.8XI7.912枚 Ir写真集博多 |表印刷肺「明治3叩O年鞘頃の福岡市 19ω9内
l叩O∞O年JP59 役F所庁j 印刷物より 11-49例41 ~3泣27
「ふるさと 100
年j印P2お5上

12.0X 16.51 1枚 1r博多あの頃J1 1-734 
P28-50 

12.9XI7.911枚 Ir博多あの頃JI印刷物より 1-868 
P28-51 
「写真集博多J
P14-13 

12.9XI7.814枚 Ir博多あの頃JI E印p刷物より H 
P27-49 

印刷物(絵)より H幽 498

12.8XI7.911枚 Ir博多あの頃J1印刷物より H・500
P159-341 

12.9XI7.811枚 Ir写真集博多JI表印刷「御大典記念事業とし 199P329 
P109-162 て大正7年5月開設J 11-188 

11.9X16.411枚

16.4X11.911枚

11.9X16.411枚

11.9X16目411枚

qu 

円

4

99P328 

13.0XI8.011枚 Irふるさと 100I表印刷「福岡県系立闘書館正 1 99P330 
年JP71・中左 |面J 11-196 

裏書「舟町許斐醸造場j

11-215-1 

裏書「舟町(花関)酒蔵j

11-215-2 

裏書「若竹酒造J 11・211・1 1 99P333 

99P331 

99P332 

裏書「本町の若竹佐藤醸造 1 99P334 
場J 11-211-2 

縦12.0~16.51 6枚|※参考「写真
横16.4~2 1.51 集福岡 100年J

P384 

縦12.0~12.71 3枚
横16.5~17.7

12.0X16.511枚



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台三'" 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

141 紺屋町銘酒「花美人J醸 近代 11.9X16.4 l枚 裏書f紺屋町花美人佐伯醸造 99P335 

造元佐伯酒造場一庖舗 元J 11-216 

142 西中町から見た中島橋 近代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 表印刷「中島橋博多ト福岡 99P336 
P24-38 トヲ連接セル橋ニシテ福岡

市の中心ナリ」 11-8 

143 天神交文点の交通信号 昭和時代初期 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃J印刷物より 11-17 99P337 
機 P179-372 

144 新築された国立第十七 明治時代 縦12.0~12.6 10枚 「写真集博多J内l枚に裏書「福岡橋口町に 99P338 
銀行 横 16.4~18.0 P17-18 在った第十七国立銀行j ~347 I 

H圃 156

145 昔時の中島橋 明治22年3月 13.0X 18.0 1枚 「博多あの頃」 表印刷「昔時の中島橋藩時 99P348 
P24-37 福岡城ノ外廓ニシテ関門ア
「博多いまむ リ桝形門ト云フ明治八年福
かしJP48 阿蘇属新築ノ際橋ヨリ以南

全二十一年以北ノ石塁ヲ段
チ福博ノ匝域ヲ除ケリJ裏
書「西中島橋(写真の木橋)の
酋側(現在電通歴史資料館内)
にあった福岡城大手門(俗称
稲桝形門)この門を通らねば
博多から福岡へ行けなかっ
た。城門をくぐると右側に
囚人を入れた牢獄があったj

11-7 

146 西中島橋と橋口町 明治30年代 縦12.0~17.2 11枚 「博多あの頃J裏鉛筆書「石橋源一郎氏蔵 99P349 
横16.5~24.8 P25-42 明治中期の中島橋(西)対岸 ~359 

「写真集博多j 建物は国立十七銀行(左)郵便
P39-57 局(右)J 裏書「明治37年頃

の西中島橋(中洲より福岡部
を望む)J 11-3 

147 中島町にあった九州日 明治31年5月 18.0x 13目O l枚 「博多あの頃J印刷物より 11・162 99P360 
報社 P44-84 

148 西中島橋そばの福岡郵 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11・164 99P361 
便局 P154-329 

149 中島橋より見るレンガ 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「ふるさと 100 H・173 99P362 
造りの日本生命 年JP41 

「写真集博多J
P133 

150 商業の町として繁栄す 大正時代 13.0XI8.0 l枚 裏書[商舗櫛比して交通口繁 99P363 
る天神町 を極むる天神の街観J11-14 

151 東邦電力からみた天神 大正時代 13.0 x 18.0 2枚 「博多あの頃j 表印刷「福岡市街J 11-22 99P364 
交差点と渡辺通方面 P159-342 ~365 

152 西大橋と県物産陳列場 昭和時代 13.0x 18.0 5枚 「博多あの頃」 H圃 53 99P366 
の建物 P155-330 ~370 

153 西中島橋付近一日本生 昭和時代 16.5X 12.0 l枚 印刷物より 1-542 99P371 
命・勧業銀行

154 航空写真でみる天神交 昭和時代 縦13.0~15.1 8枚 「写真集福岡 r21ふるさとの想い出写真集 99P372 
差点 横18.0~20目2 100年JP48 明治大正昭和博多JP102~ ~379 I 

「博多あの頃j P103 154番 H・19
P160-344 

A
守

内
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 "" 1':'t 
備品番号

内 時

昭和47年1551天神周辺ーその他
(1) 

ωl天神周辺一西中島橋か|昭和U
ら中洲方面

(3) 1天神周辺大同生命ビ|昭和47年
ルとその周辺(新旧)

但)I天神周辺一天神交差点|昭和制4灯7
(天神ビルカか通ら岩田屋方
向剛) 

悶l天j神申周i辺互一
ル 47、 l日l月市歴史
資料館

川天神周辺一博多パラダ|昭和制4灯7
イスタワ一及ひぴe周辺

川天神周辺一博多駅及び|昭和相4灯7
周辺の屋上写真

1561天神町交差点 昭和8年

1571土居町付近から天神方|昭和10年代
面を見る

1581昭和22年夏の新天町夜|昭和22年
景

1591建築中のビル

1601日本赤十字社福岡支部|明治35年

近代ヵ

161 1帆船の停泊する港

1621西公園下の博多築港 |明治時代

近代

1631明治初期の博多港

1641博多築港

1651博多港ヵ

明治時代初期

明治34年

大正時代

1661博多船溜に市営桟橋ヵ|大正時代

1671博多船溜の市営桟橋 |大正13年

代 法量 l員数

9.0x 12.6 1 1枚

掲載誌 備 考

99P380 

99P381 

99P382 
~384 

99P385 
~386 

99P387 
~389 

99P390 
~392 

99P393 
~396 

99P397 
~400 

99P401 

13.0XI8.012枚 1r写真集福岡 |下部印刷「昭和22年夏の新天 199P402 
100年JP48 町夜景J 中央に博多灯簡が 1 ~403 
「博多あの頃J1見える 印刷物より 11-20 
P160-344 

民
Uつ臼

以下(7)までカラー写真
|・1259圃 1

1-1259・2

1-1259・3

l・1259-4

1 -1259-5 

|・1259-6

|・1259圃 7

13.0x 18.01 4枚 1r博多あの頃J1 11-16 
P151-321 

11-1309 

天神岩田屋ヵ |・429

13.0x 18.01 1枚 1r写真集福岡 1 11-192 
100年JP41-左
下

11-305 

13.0xI8.015枚 1r博多あの頃J1裏書「西公園下福岡船溜j

P26・45 111・312

11-306 

H・309

99P404 

99P405 

99P406 

99P407 
~411 

13.0xI8.016枚 Ir博多あの頃JI裏書I明治初期の博多港、明 I99P412 
P16-22 治十一年頃商海が出来た 1 ~417 
「福岡のあゆ 111・313
みJP3-9 

13.0x 18.01 5枚 1r博多あの頃J1内l枚裏書「明治三十四年の 199P418
P16-23 ふ|博多築港工事中のもの。築 1 ~422 
るさと 100年J1港完成は翌三十五年」
P34 r福岡の 111-304
あゆみJP6-19 

99P423 

99P424 

13.0x 18.01 3枚 1r福岡のあゆ |裏書「大正13年8月、博多船 199P425 
みJPII-42 溜に市営の桟橋が出来た。 J1 ~427 

11・310

9.0x 12.6 1 1枚

9.0xI2.6 13枚

9.0x 12.6 1 2枚

9.0xI2.6 13枚

9.0x 12.6 1 3枚

9.0x 12.6 1 4枚

12.9XI7.911枚

12.9XI7.911枚

13.0x 18.01 1枚

13.0x 18目o1 1枚

12.0X 16.51 1枚



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 'f'プヤT 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

168 玉屋デパートの屋上よ 大正14年 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃j 11-315 99P428 

り見た博多湾 P158-338 -429 

169 西公園から見た福岡港 昭和時代初期 縦12.0-13.0 5枚 印刷物より 1-568 99P430 
と市街 横16.5-18.0 -434 

170 福岡港にたむろする漁 昭和時代初期 16.5X 12.0 l枚 印刷物より 1-557 99P435 
船 17.5X 12.8 l枚 -436 

171 明治40年代の修猷館ヵ 明治40年代 12.0X 16.5 2枚 ※参考「博多 表印刷「明治40年代本館正 99P437 
いまむかしj 面、蘇鉄は未だ小さ Lリ 印 -438 
P186 刷物より 11-169 

172 西新町~高取商底街一 昭和時代 11.9x16.4 l枚 裏書「西新町伊左の門」 99P439 
(1) 油屋質舗 11-106-1 

(2) 西新町~高取商庖街一 昭和時代 11.9X16.4 l枚 裏書「西新町本通りJ 99P440 
油屋質舗と本通り 11-106-2 

(3) 西新町~高取商庖街一 昭和時代 11.9X16.4 l枚 裏書「西新町J11-106-3 99P441 
伊佐質庖

(4) 西新町~高取商庖街一 昭和時代 11.9X16.4 l枚 裏書[西新町J11-106・4 99P442 
伊佐質庖と本通り

(5) 西新町一土蔵造りの商 昭和時代 11.9x16.4 l枚 裏書「西新町J 笠外科横 99P443 
家 11-105 

(6) 西新界隈の土蔵造りの 昭和時代 11.9X16.4 l枚 裏書I西新町J 11-107 99P444 
家屋

173 野北牧場放牧風景 明治時代 13.0x 18.0 l枚 「博多いまむ 表印刷「野北牧場放之光景j 99P445 
かしJP138 11-163 

174 皇居二重橋 近代 13.0xI7.8 3枚 印刷物ヵ 1-445 99P446 
-448 

175 東海道柏原の富士 近代 13.0X 18.0 2枚 富士山をパックに、初期の 99P449 
自転車に乗る男性 11-330 -450 

176 東京黒田邸 明治時代 12.9xI7.9 2枚 裏鉛筆書「東京黒田邸j 印 99P451 
刷物より 1-746 -452 

177 皇居風景一大手門前の 昭和時代 各12.0x16.4 一式 1-1025 
消防団長たち 12枚

(1) 白鳥が泳ぐ皇居前お濠 3枚 99P453 
-455 

(2) 石垣上の楼門 4枚 99P456 
-459 

(3) 皇居御門 l枚 99P460 

(4) 二重橋 2枚 99P461 
-462 

(5) お濠 l枚 99P463 

(6) 二重橋を渡った所の門 l枚 99P464 
前にて記念撮影

178 東京銀座の夜景 昭和時代 16.4X 12.0 4枚 東芝、森永チョコレートキ 99P465 
ヤラメルのネオン 1-1026 -468 

円。
円

4



寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

179 完成間近の東京霞ヶ関 昭和40年頃 12.3x9.8 2枚 1-942 99P469 
ビlレ

~470 

180 昭和のはじめ福岡証券 昭和時代初期 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 写真横書「昭和のはじめ福岡 99P471 
取引所の立会風景 P182-380 証券取引所」 11-201 

181 蔵本町一福岡貯蓄銀行 大正3年正月 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃」 内l枚表印刷「福岡貯蓄銀行 99P472 
の正月 P158-336 の正月(大正3年)J H・200 ~473 

「写真集福岡
100年JP193 

182 機械工学科工作法実習 不詳 13.0x 18.0 l枚 下部印刷「機械工学科工作法 99P474 
場 貰習場J九州帝国大学ヵ

11-199 

183 熊本阿蘇米塚雪景色一 昭和時代 12.4x9.9 2枚 1-943 99P475 
霧氷 ~476 

184 ドイツライン川一橋と 昭和時代 12.3X9.9 2枚 l・944 99P477 
城 ~478 

185 紅葉の庭園 昭和時代 各11.3x8.3 一式 カラー 1-1257 
5枚

(1) 庭園に鶴が2羽 l枚 99P479 

(2) 庭園中の灯篭2基 l枚

(3) 庭園中の竹の水とおし 3枚 99P48 1 
~483 

186 松の木に雪化粧 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 11-648 99P484 
~485 

187 庭園 昭和時代 10.5X7.3 2枚 カラー 植木と掃き目を付 99P486 
けた砂 1-1286-2 ~487 

188 柳川沖端「御花jの米倉 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 印刷物より 1-581 99P488 
付近

189 杉土手の松並木 昭和時代ヵ 16.5X 12.0 l枚 裏書「杉土手の松並木J 99P489 
11-438 

190 川を挟んで建ち並んだ 大正時代 12.9XI7.8 l枚 11-1204 
料亭

191 東雲楼庭園 不詳 13目OX18.0 l枚 下部印刷「蘭本二本樹東雲桜 99P491 I 
庭園j 印刷物より 11-204 

192 町家の土蔵 明治時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃j 11-193 99P492 
PI7 -25 

193 「本家往昔り餅J看板の 近代 12.0X 16.4 7枚 1 -1197 99P493 
ある盾 ~499 

194 門を入って木に囲まれ 昭和時代 12.9xI7.9 2枚 11-1219 99P500 
た屋敷 ~501 

195 農林省門司米穀倉庫 昭和2年 13目OX18.0 2枚 「写真集福岡 11-179 99P502 
100年JP180 ~503 

196 寺の門 昭和時代 12.5XI7.5 l枚 11-175 99P504 

197 寺の正面と鳥居 明治時代 12.0X 16.5 l枚 11-678 99P505 
13.0x 18.0 l枚 ~506 

円
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
n竺ヲ

官 時 代 法量|員数| 掲載誌

13.0X 18.0 I 3枚 l

備 考 備品番号

1981筑紫名所一宮崎汐井浜|不詳

1991筑前一箱崎の浜 明治15年

2001筑前一大正初期の宮崎|大正時代
の浜

2011弁財天境内より見たる|明治時代
多々良川眺望

2021博多中島町通り 大正時代末期

2031福岡名勝一東公園上皇|近代
台の眺望

2041福岡名勝一中洲より西|大正時代
中島橋を望む

2051福岡百景一大堀の風光|大正時代初期

2061福岡百景一橋口町 大正4年11月

2071福岡名所一天神橋と西|大正時代初期
大橋

2081福岡名所一新築された|大正4年
福岡県庁

品、
a
a
E

・
時正大ブ

望
・
を

エ
洲

フ
中

カ
東

一
h
b

所
カ

名
ル

岡
ジ

福
ラ
む

Q
u
 

nu 
n
d
 

表印刷r(筑紫名所)宮崎汐井 I99P507 
演j 絵葉書ヵ 11-669 1 ~509 

縦 12.7~13.0 1 4枚 1r写真集博多JI表印刷「筑前箱崎の漬 199P510 
横17.7 ~ 18.0 I I P20-24 I Hakozakichikuzen JapanJ裏書 1 ~513 

ー有「箱崎の浜j 絵葉書帳ヵ

11-667 

13.0XI8.011枚 1r博多あの頃JI表印刷r[筑前l宮崎ノ潰[其 1 99P514 
P152-323 三IJ 裏書「大正初期の箱崎

浜砲台は日露戦争の戦利品
砲台の向こうに家の見ゆる
あたりが現在の国道3号線j

絵葉書ヵ 11-72 

13.0x 18.01 2枚 1r博多あの頃J1表印刷「排財天境内より見た 199P515
P24・39 る多々良川眺望j 絵葉書 1 ~516 

11-4 

表印刷「博多中島町通の印刷J1 99P517 
裏書「大正末期の中島町。左 1 ~518 
のヨシヤス商会(自縛車底)は
名物市会議員の吉安源太郎
氏の家。右の鉄サクは九州
日報社玄関J 裏鉛筆書「福岡
市/明治末期の中島町通り
/中央の道路が今の五十米
道路J 絵葉書ヵ 11・30

下部説明あり「福岡名勝、東 199P519
公園上皇墓の眺望 1 ~520 
FUKUOKA PARK-EAST VIEWJ 
絵葉書ヵ 1-430 

13.0XI8.011枚 Ir博多あの頃JI表印刷r(福岡名勝)中洲より |同9叩柳鵬仰9伊例抑P問限5臼2
P刊15臼4~15臼5- 1西中島橋を望む VIEW OF 
328 I NISHトNAKAJlMABRIDGE 

FUKUOKAJ 絵葉書 11-2 

13.0x 18.0 1 2枚 Ir博多あの頃」
P15-20 
「写真集福岡
100年JP50

12.0XI6.412枚

裏書「大正時代初期西公園 199P522 
下(現大濠公園入口)からみた
大濠J 表印刷r(福岡百景)大
堀の風光 VIEWOF OBORI 
FUKUOKAJ 絵葉書 H・99

13川 o1 1枚 Ir博多あの頃JI裏書「大正四年十一月、西中 199P523 
円57・334 島橋から見た福岡橋口町。

左は日本生命(旧福岡市歴史
資料館)その先の八百重はす
きやき専門の庖。 J 絵葉書
11・59

13.0XI8.011枚

13.0x 18.01 6枚 1r博多あの頃J1東急ホテルから見た那珂川 199P524 
P158-339 表印刷4枚[福岡名所天神橋 1 ~529 

と西大橋J 絵葉書 11・57

山 17.811枚 Ir博多あの頃JI絵葉書 11・495 1 99P530 
P27-49 
「写真集博多J
P105-157 

13.0x 18.0 1 7枚 Ir博多あの頃JI裏書I大正初期の東中洲一 19ω脚附肌9伊防叩P問P53臼3
P円16印0-343 帝。中央は福助足袋の広告 1 ~537 

塔。左側ビール園、右側は
芸者置屋街I 絵葉書 11-34 

-28-



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 局f骨T 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

210 福岡名所博多掛町 大正時代末期 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「大正末期の博多掛町右 99P538 
P156-331 は住友銀行、中央のレンガ

壁は岩田屋呉服庖、左は丸
十呉服脂」 絵葉書 H・459

211 福岡名所一西公園(海 大正時代末期 13.0x 18.0 l枚 ※参考「博多 絵葉書 11-349 99P539 
岸) いまむかしJ

P160 

212 福岡名所一筑前太宰府 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743・1699P540 
神苑 ~541 

213 福岡名所一筑前太宰府 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1 -743-1 99P542 
楼門 ~543 

214 福岡名所一九州帝国大 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743-2 99P544 
学医科大学 ~545 

215 福岡名所一九州帝国大 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1 -743-11 99P546 
学工科大学 ~547 

216 福岡名所一亀山天皇銅 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743-14 99P548 
像(福岡東公園) ~549 

217 福岡名所一福岡東公園 昭和時代初期 8.2X11.3 2枚 カラー絵葉書 1 -743-3 99P550 
(日蓮銅像) ~551 

218 福岡名所ー筑前天拝山 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1 -743-4 99P552 
~553 

219 福岡名所一官弊大社宮 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1 -743-5 99P554 
崎宮楼門 ~555 

220 福岡名所ー福岡東公園 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743圃6 99P556 
~557 

221 福岡名所一筑前名島の 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743・7 99P558 
風景 ~559 

222 福岡名所一筑前香椎宮 昭和時代初期 8.2x11.3 2枚 カラー絵葉書 1 -743-8 99P560 
(官弊大社) ~561 

223 福岡名所一筑前名島帆 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743-13 99P562 
柱石 ~563 

224 福岡名所一千代の松原 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743-15 99P564 
~565 

225 福岡名所一博多港 昭和時代初期 8.2 x 11.3 3枚 カラー絵葉書 1-743-9 99P566 
~568 

226 福岡名所ー福岡市中島 昭和時代初期 縦8.2~10.4 4枚 内3枚カラー絵葉書 99P569 
橋 横 1 1.3~17.9 1-743-10 ~572 

227 福岡名所一博多停車場 明治43年頃ヵ 離8.2~13.0 6枚 「博多あの頃j 内2枚カラーは絵葉書を複写 99P573 
横 1 1.3~18.0 P169-359 したもの 1・743-18 ~578 

228 福岡名所一光雲神社(福 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743・12 99P579 
岡西公園) ~580 

229 福岡名所一福岡城世 昭和時代初期 8.2x11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743-17 99P581 
~582 

230 福岡名所一福岡西公園 昭和時代初期 8.2 x 11.3 2枚 カラー絵葉書 1-743-19 99P583 
~584 

」
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 台'*' 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

231 福岡と博多名所一大慶 昭和時代ヵ 13.0X 18.0 l枚 表印刷r(福岡と博多名所)大 99P585 

高楼の銀行・諸会社櫛 慶高楼の銀行・諸会社櫛比

比する西町通り する西町通り THE STREET 
VIEW OF NISHIMACHI-DORl 
BANKS AND SHOPS IN ROWS、
FUKUOKA AND HAKATAJ 裏

にも同じボールペン書き
絵葉書 11-154 

232 福岡と博多名所一最も 昭和6年 13.0x 18.0 l枚 「ふるさと 100 表印刷r(福岡と博多名所)最 99P586 
繁華なる束中洲街 年JP37 も繁華なる束中洲街 THE 

VIEW OF HIGASHI NAKASU 
STREET，THE MOST 
BUSTLLING PLACE. FUKUOKA 
州 oHAKATAJ絵葉書 11-33 

233 福博名所一中島町付近 昭和時代 13.0X 18.0 l枚 表印刷r(福博名所)中島町付 99P587 
ノ景 近ノ景 Fukuoka Famous 

P1aceJ 裏書「中島町付近の
景」 絵葉書 11-5 

234 福博名所一玉屋屋上よ 昭和時代 13目OX18.0 2枚 表印刷r(福博名所)玉屋屋上 99P588 
り博多市街を望む より博多市街を望む。 ~589 

Fukuoka Famous P1aceJ 裏書
「玉屋階上より博多市街を望
むJ絵葉書 11-27 

235 福博名所一西大橋付近 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 f写真集福岡 裏書「西大橋付近J 福助足 99P590 
100年JP50~ 袋広告塔絵葉書 11-50 ~591 

P51上※参
考「ふるさと
100年JP20 

236 福博名物一東中洲付近 昭和8年 13.0x 18.0 2枚 裏書「束中洲付近J表印刷rA 99P592 
VIEW OF HAKATA AND ~593 

FUKUOKAJ 絵葉書西大橋
から束中洲を望む 11-45 

②交通関係

番号 内 ~プ~ 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

237 博多呉服町停留所 明治43年 13.0x 18.0 3枚 「博多あの頃j 裏書「開通時の博多呉服町J 99P594 
P146-313 11・12 ~596 

238 福博軌道電車工事中の 明治43年 縦 1 1.9~16.4 9枚 「博多あの頃」 下部書「明治四十三年の西中 99P597 
西中洲付近 横16.4~20.3 P23-34 洲付近。福博電気軌道はこ ~605 

「福岡のあゆ の年開通を見たが、其の施
みJP7・23 設工事の模様がうかがえる。
「写真集福岡 (永野民次郎氏蔵)J 裏ぺン
100年JP47 書「明治43年西中洲に宣告ける

電車軌道布設工事第13回共
進会のはじまる3日前-3月8
日に開通したJ 裏書「明治
43年i月 この年の二月電車
開通、写真はその敷設工事
中。右の洋館は県公会堂。 J
印刷物より 11-82 
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寄贈資料 l石橋源一郎資料(追加分)

番号 ，宮坐，

台
備品番号

内 時 代 法量|員数 掲載誌 備 考

2391共進会と共に開通した|明治43年3月9日 113.OX 18.0 I 5枚 Ir博多あの頃JI下部書「明治43年3月9日電車 199P606 
市内電車 Ip41~78- . _.-I開通当時の花電車28J 裏書IvV;'610 

「明治四十三年三月九日第十
三回九州沖縄八県連合共進
会に間に合うよう電車が開
通した。この写真は当時の
束中洲J 11・87

明治問月5日 113.ox 18.0 12枚 1r写真集福岡 111・79
100年JP403

2401雪の中を走る電車

2411開通当時の博多電気軌|明治44年10月l日 113.0X 18目015枚 Ir博多あの頃J1 11-83 
道と乗客 1 P40-77 

「写真集福岡
100年JP402
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2451停車中の列車

2461西大橋を渡る電車

13.0x 18.0 1 1枚

13.0xI8.011枚

17.9X 12.91 1枚

大正時代

大正時代

13.0x 18.01 1枚

13.0x 18.01 4枚

H・60

11-124 

99P611 
~612 

99P613 
~617 

99P618 

99P619 

現在の九州大学側より名島 199P620 
方面を望む 印刷物より
11-1315 

11-125 

11-55 

13.0x 18.0 1 4枚Ir博多あの頃J111-94 
25.2 x 30.3 1 2枚 1P147引 6

13.0xI8.011枚 1r写真集福岡 111・127
1100年JP401 

15.2x20.21 1枚 1r福岡あゆみJ111叩
25.4 x 30目611枚 1P12-44 

「写真集博多J
P118 

縦12.9~15.11 4枚 1r福岡のあゆ
横17.9~20.21 みJ35

f博多あの頃J
P105-219 
「ふるさと 100
年JP69
「写真集福岡
100年JP404
「写真集博多j

P36-51 

2471雪道を走るちんちん電|大正時代

車

2481筑後軌道 大正時代

2491中洲大橋を通る電車と|大正時代
県物産陳列所

2501御大典記念の花電車一|大正4年11月
土居町紙与呉服庖前

99P621 

99P622 
~625 

99P626 
~631 

99P632 

99P633 
~634 

裏べン書「大正4年11月大正 199P635 
天皇御即位御大典/土居町 1 ~638 
紙与呉服陪・隣の屋根だけ
見えるのは西茂仕出庖J
内l枚下部書「大正4年11月10
日土居町付近を走る御大典
奉祝花電車J 印刷物より
1-654 

13.0X 18.0 1 3枚 Ir博多あの頃JI表印刷「筑前名島鉄道 I 99P639 
P24-40 1 NASHIMA IRON BRIDGE AT I ~641 

CHIKUZENJ 裏書I大正十年
地蔵松原から多々良川鉄道
をはさんで名島方面をみる。
後方の山は香椎の先の立花
山」 印刷物より 11-137 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~ 時 1-t 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1252 国鉄鹿児島本線箱崎地 大正10年10月 13.0x 18.0 3枚 「博多あの頃j 表に記念切手とスタンプ押 99P642 
蔵松原走行中の列車 P39-76 印 裏書「大正十年十月の地 ~644 

蔵松原。走るのは鹿児島本
線まだ単線。日本で鉄道の
最初は明治五年の新町一横
浜閉その五十年記念スタン
プと切手。切手は一銭五厘
だが1/2SENと印刷されてい
るJ 印刷物より 11-136 

253 城南線の工事始まる 大正11年 13.0x 18.0 4枚 「博多あの頃J 11-114 99P645 
P150-318 ~648 

254 国鉄線路内ストライキ 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-134 99P649. 
カ

255 若松市営軌道カ 昭和時代 18目OX13.0 l枚 ※参考「写真 11-131 99P650 
集福岡100年」
P399 

256 中川通り商庖街を走る 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「写真集福岡 11-130 99P651 
若松市営軌道の貨物電 100年JP399
車

257 福博軌道電車開通時の 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 11-91 99P652 
電車 ~653 

258 長垂海岸を走る糸島軌 昭和元年 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃J裏書「大正時代の長垂海岸 99P654 
道 P165-352 走っているのは糸島軌道 ~655 

「博多いまむ 今川橋一加布里間」 11-123 
かしJP30

259 上の橋(現・大手門)で 昭和7年 13.0x 18.0 3枚 「博多あの頃J裏書「昭和七年上ノ橋(現在 99P656 
電車とパスの衝突 P175-367 平和台前)でパスと電車の衝 ~658 

突。当時では交通大事故j

11-84 

260 昭和8年の天神町一束 昭和8年 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J印刷物より 1-645 99P659 
邦電力、急行電車 P151-321 

261 市内電車と切符 昭和14年 13.0x 18.0 l枚 下部印刷「昔なつかしい昭和 99P660 
14年当時の福岡市内電車。
パンタグラフも救助網も今
とは違っている。(躍進西鉄
より)切符は昭和9年~17年
までのもの。 l区2銭。(梅林
新市氏提供)J 印刷物より
11-95 

262 昭和14年当時の呉服町 昭和14年 13.0x 18.0 3枚 「博多あの頃J 11同85 99P661 
電車風景 P150-319 ~663 

263 男性の職場に女性が進 昭和10年代 各18.0X13.0 一式 「博多あの頃」
出 3枚 P197-412 

(1) 女性運転手正面 l枚 11・86・1 99P664 

(2) 女性運転手アップ l枚 11-86-2 99P665 

(3) 女性運転手後ろ姿 l枚 11・86-3 99P666 

264 今川橋電停 昭和20年代 12.9X 17.9 l枚 印刷物より 11-1302 99P667 

265 寝台列車“あさかぜ" 昭和31年 13.0XI8.0 l枚 11-138 99P668 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台ヨ"" 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

266 博多町人文化連盟によ 昭和50年代 14.5X20.5 l枚 11-321 99P669 
る仮装「さよならチン
チン電車J

267 西大橋を渡る福博軌道 明治43年 13.0x 18.0 7枚 「博多あの頃J表印刷「西大橋を渡る福博電 99P670 
電車 P145-312 車J 11-93 ~676 

「写真集福岡
100年JP47

268 開適時の博多呉服町 大正時代 縦12.0~13.0 3枚 「大正の博多 11-13 99P677 
横16.5~18.0 記」第一部写ー ~679 

5 
「博多あの頃」
P164-351 

269 急行電車開適当時の天 大正時代 縦12.0~13.0 8枚 「写真集福岡 11-21 99P680 
神町 横16.5~17.9 100年JP4カラ ~687 

一写真
「博多あの頃J
P164-350 

270 福岡電鉄花電車(其五) 明治時代 13.0XI8.0 3枚 「博多あの頃J 11-78 99P688 
P41-79 ~690 
※参考「写真
集博多JP37・

54 

271 福岡市の花電車 明治43年 12.0xI6.5 l枚 印刷物より 11-88 99P691 

272 福岡と博多名所九州 昭和時代初期 13.0x 18.0 l枚 表印刷rTHEHAKATA 99P692 
本線の主要駅として貨 STATION CROWDED WITH 
客常に輔鞍せる博多駅 PASS ENGERS AND FOODS 

AS AN IMPORTANT STATION 
ON THE MAlN LINE IN 
KYUSHU，FUKUOKA AND 
HAKATA (福岡と博多名所)九
州本線の主要騨として貨客
常に頼醸せる博多騨 裏書
「昭和初期の博多駅J 昭和
初期の2代目博多駅 11-121 

273 初代博多駅々舎 明治22年 縦1 1.9~15.1 6枚 「博多いまむ 11-120 99P693 
横16.3~20.2 かしJP8 ~698 

「写真集福岡
100年JP390-
中
「博多あの頃J
P168-357 
「ふるさと 100
年JP27

274 2代目レンガ造りの博 明治40年 13.0x 18.0 l枚 「写真集博多J 11-122 99P699 
多駅 P36-52 

275 2代目レンガ造りの博 明治42年 縦 1 1.9~15.1 5枚 「博多あの頃j 表印刷「人力車全盛の頃明治 99P700 
多駅「人力車全盛の頃J 横16.3~20.2 P168-358 末期(佐々木滋寛氏提供)J ~704 

「写真集福岡 11-118 
100年JP390
「ふるさと 100
年JP59 

276 2代田博多駅 明治42年 11.9X16.3 2枚 裏書rl05明治42年に建てら 99P705 
れ、まもなく姿を消す博多 ~706 
駅j 1-423 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 "'" 仔 時 代 法量|員数 掲載誌 備品番号備 考

13.0X 18.0 1 3枚 1r博多あの頃J1内I枚下部書「開通当時の博 I99P707 
P146-315 多駅前電車風景J 11・148 1 ~709 

13.0XI8.011枚 Ir博多あの頃J1裏書「明治四十三年旧博多駅 199P710
P172-362 完成その玄関正面にあった

出札口。切符売場は六角形
で背もたれの左から入って
切符を買ひ右へ出る。この
方式だとイヤでもー列に並
ばねばならぬし財布を出す
場所は一人だけより入れぬ

ので割り込みの横着者もい
ないし銭の間違ひもない。
正面の窓口は遠距離切符。
右は九州管内左は一等二等
の切符J 11-119 

12.0XI6.411枚 1r博多あの頃J1裏鉛筆書「博多駅改札口J
P173363 1 1 -651 

13.0X 18.01 1枚 1r博多あの頃J111-117 
I P170-361 

13.0x 18.01 1枚 Ir博多あの頃J111-115 
P167-356 

13.0X 18.0 1 1枚 Ir博多あの頃JI表印刷「博多ステーションプ 199P715
P169-360 ラットホーム Hakata 

SuteweshiyonJ 裏書「明治四
十年三月博多駅上りホーム。
旧博多駅が出来たのは、明
治四十三年だが右側の三等
待合室の壁をみると大正時
代と思われる。ホームの装
飾は博覧会のためのもの。 J
11-150 

裏書「大正六年の博多駅前。
この年はじめてタクシー現
るJ 下部「タクシー現るー
大正初期一(佐々木滋寛氏提
供)J 印刷物より 11-145 

27712代目博多駅前の電車 |明治42年
「開通当時の博多駅前
電車風景J

川旧博多駅六角形の出札|明治43年
口
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281 1冬の2代目博多駅 大正時代

2821博多駅舎軒下で蛇の目|大正時代
傘をさした男性の集合

写真

2831博多ステーションプラ|大正時代
ットホーム

13.0XI8.011枚

28412代目博多駅に現れた
タクシー

大正6年 縦12.0~13目013枚
横16.5~18.0 

「博多あの頃J
P173-364 
「写真集福岡
100年JP410 
「福岡のあゆ
みJPIO-37 
「ふるさと 100
年JP85 

2851博多湾鉄道開通新博|大正13年5月23日 113.0X18.01 1枚
多駅(現千鳥橋)一和白
間開通

「博多あの頃J
P25-44※「ふ
るさと 100年J
. r福岡のあ
ゆみJには新
博多駅一和白
とある

28612代目博多駅一九州ー |近代
の乗降客を待つ博多駅

28712代目博多駅に乗車用 |昭和時代
突き出し屋根完備

11.9 X 16.3 1 1枚

11-884 

99P711 

99P712 

99P713 

99P714 

99P716 
~718 

裏書「大正十三年五月二十三 199P719
日博多湾鉄道新博多(現在千
烏橋)一和白間開通J 表書
「開通当時箱崎浜を行く博多
湾鉄道32J 印刷物より
11-144 

1-422 

13.0XI8.011枚 Ir博多あの頃J1 11・147
P174-365 

99P720 

99P721 
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 合信任，

時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

288 2代目博多駅タクシ 昭和時代 各13.0X18.0 式 ※参考「博多 11-146 
一乗客のための雨よけ 3枚 あの頃JP17 4-
突き出し屋根 365 

(1) 雨天の日 2枚 タクシーが並んでいる 100 99P722 
万人の世界名画展の頃 ~723 

(2) 晴天の日 l枚 タクシーと乗用車の聞に子 99P724 
供を連れた女性祝電気記
念日の頃

289 2代目博多駅一駅前に 昭和時代 13.0 x 18.0 l枚 I博多あの頃Jハーゲンベックサーカスの 99P725 
雨よけの突き出し屋根 P174-366 頃 H回 132

290 旧博多駅前の商!古街 昭和時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-129 99P726 
P166-353 

291 特急かもめ 昭和28年3月15日 13.0 x 18.0 l枚 ※参考「博多 11-143 99P727 
あの頃JP186-
391 「写真
集博多JP153 

292 3代目として新しい博 昭和38年12月 13.0x 18.0 l枚 「写真集博多J 11-141 99P728 
多駅ホーム P153-236 

293 大正期の天神町界隈一 大正14年頃 11.9x16.4 l枚 「福岡のあゆ 裏ぺン書「大正14年九鉄急行 99P729 
九州鉄道福岡駅・東邦 15.1 x20.2 l枚 みJ45 電車が久留米まで開通した ~730 
電力 左側の建物が福岡駅j 印刷

物より 1-555 

294 福岡と大牟田を結ぶ急 大正14年頃 縦1 1.9~12.8 3枚 印刷物より 1-554 99P731 
行電車一福岡駅 横16.4~17.2 

295 九州鉄道の福岡駅 昭和8年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J表印刷「昭和八年当時の福岡 99P734 
15.2x20.3 l枚 P164-349 駅j 11-140 ~735 

「博多いまむ
かしJP34 
「写真集福岡
100年JP403
「写真集博多J
P113-170 

296 明治の国鉄久留米駅 明治44年 12.0X 16.5 l枚 ※参考「写真 11-142 99P736 
集福岡100年J
P394 

297 井尻一雑嗣隈間官線跨 大正13年 13.0x 18.0 一式 「博多あの頃J着工大正12年2月 竣工大正
線橋 3枚 PI05-218 13年3月 11-126 

(1) 急行電車井尻の官線と 13.0XI8.0 l枚 99P737 
の立体交差ガード

(2) 完成なった井尻雑嗣 13.0x 18.0 2枚 99P738 
隈間官線跨線橋 ~739 

298 諸車停止の看板を手に 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-135 99P740 
スクラム組んでのスト
ライキヵ

299 客車に乗れない乗客機 昭和20年9月 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J下部書「列車ダイヤもメチャ 99P741 
関車の前に鈴なり P206-428 クチャ客車に乗れない客は

機関車の前に鈴なり(昭和20
年9月)J 11-139 

R
u
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n合b 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

300 f九州鉄道発祥の地J一 昭和54年12月11日 縦16.4~18.0 一式 1-840 
福岡市長進藤一馬書の 横12.0~13.0 6枚
記念碑・関係文書

(1) 記念碑正面と男性(国鉄 2枚 99P742 
九州総局関係者ヵ) ~743 

(2) 記念碑正面全体 l枚 99P744 

(3) 記念碑の裏側の説明部 3枚 99P745 
分記念碑の説明原文一 ~747 

便筆

301 二日市一太宰府聞を走 昭和5・6年 13.0x 18.0 l枚 下に「昭和5・6年当時二日市 99P748 
るパス 一太宰府聞に運行された当

時Jとあり 印刷物より
11-89 

302 東中洲電車通りを走る 昭和10年 13.0XI8.0 2枚 下に「これでも昭和10年当時 99P749 
大型パス は大型パスとして誇った。 ~750 

市内東中洲にて(躍進西鉄よ
り)Jとあり 印刷物より
11-90 

303 束中洲を走る大型パス 昭和10年代 13.0x 18.0 l枚 「博多いまむ 11-32 99P751 
かしJP180

304 津屋崎町を走る津屋崎 近代 13.0x 18.0 l枚 ※参考「写真 11-133 99P752 
軌道の客馬車 集福岡100年J

P399 

305 雪の中を走る太宰府馬 大正時代 12.0XI6.5 2枚 「博多いまむ 裏書f大正時代二日市駅から 99P753 
車鉄道 13.0x 18.0 l枚 かしJP50 太宰府神社へ通う馬車J ~755 

11-149 

306 岸壁に横づけされる興 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 下部印刷r(大分l号夕刊用)興 99P756 
安丸 安丸に集まる人たちj

11-1010 

307 大型貨客船“興安丸" 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 11-1009 99P757 

③空港関係

番号 内 ，甘ず" 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

308 九州最初の飛行機一日 近代 12.9x 17.9 l枚 「写真集博多J印刷物より 1-655 99P758 
野式・舞鶴号 P133-200 

「博多あの頃J
P106-222 

309 水上飛行機を海に入っ 不詳 13.0XI8.0 l枚 11-948 99P759 
て見守っている人々

310 日野式飛行機舞鶴号 明治45年4月 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 11・964 99P760 
P38-72 

311 郵便飛行開始 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「福岡のあゆ J-TAlL 11-958 99P761 
みJPII-40
「写真集博多J
P110-165 

円。円。



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台プ" 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

312 日本航空輸送会社の郵 大正14年 13.0XI7.8 2枚 「博多あの頃」 1-434 99P762 
便飛行 P106-223 r福 ~763 

岡のあゆみJ40

313 グライダー機製作(西日 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 11 -951 99P764 
本航空協会) ~765 

314 野原に降りるグライダ 昭和時代 13.0x 18目。 l枚 NO.313のグライダー 99P766 
一(西日本航空協会) 11-953 

315 JAL旅客機にスチュワ 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J H・952 99P767 
ーデス採用 P224-474 

316 模型飛行機を手にした 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-956 99P768 
外国人とスチュワーデ
ス

317 福岡(名島)飛行場 昭和3年 12.9xI7.9 l枚 「写真集博多J印刷物より 1-628 99P769 
P135-203 

318 福岡と博多名所一吾国 昭和5年3月 13.0x 18.0 3枚 ※参考「博多 表印刷r(福岡と博多名所)吾園 99P770 
航空輸送上の重要地点 いまむかし」 航空輸送上の重要地点たる名 ~772 

たる名島飛行場 P169 島飛行場 VIEW OF NAJlMA 
AERODROME川1EIMPORTANT 
POINTS OF OUR AERlAL 
FREIGHT SERVICE，FUKUOKA 
AND HAKATAJ 裏書I吾園航
空輸送上の重要地点たる名島
飛行場j 絵葉書ヵ 11・961

319 名島水上飛行機 昭和5年 13.0x 18.0 l枚 J-B BOO 11-954 99P773 

320 名島水上飛行場にてク 昭和5年3月 13.0x 18.0 l枚 「写真集福岡 11-955 99P774 
レーンで吊られる飛行 100年JP408
機

321 名島水上飛行場の航空 昭和5年3月 13.0X 18.0 l枚 ※参考「ふる 表書「名島水上飛行場J 99P775 
写真(福岡飛行場開設) さと 100年J 11-957 

P88 r福岡の
あゆみJP14 

322 名島飛行場(水上機用) 昭和5年頃 13.0XI8.0 2枚 「博多あの頃Jネガあり(アルバム4) 99P776 
-粕屋郡多々良村 P178-370 1-830 ~777 

「写真集博多J
P110-164 

323 福岡第一飛行場 昭和11年 17.9XI2.9 l枚 日開1303 99P778 

324 福岡第一飛行場で飛行 昭和11年 12.9X 17.9 2枚 「写真集福岡 11-1307 99P779 
機に乗り込む 100年J ~780 

325 福岡第一飛行場の複葉 昭和11年以降 12.9x 17.9 l枚 印刷物より 11-1304 99P781 
機

326 雁ノ巣飛行場の旅客機 昭和12年 12.9XI7.9 l枚 「福岡のあゆ 印刷物より 1-656 99P782 
ーダグラスDC3r柏 みJ55 
号J 「博多あの頃j

PI06-221 
「博多いまむ
かしJP38 

327 板付飛行場一わが国屈 昭和26年頃 12.9X 18.0 l枚 「福岡のあゆ 1-832 99P783 
指の国際空港として脚 みJl04
光をあびる

司
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寄脂質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

④学校関係

番号 内 n合b 時

328 九州帝国大学第一回短 近代
艇競漕

329 九州帝国大学榊博士の 明治時代
診察スナップ写真

330 九州大学開校当時の表 明治44年
門

331 九州大学開校当時の表 明治44年
門

332 九州帝国大学医学部稲 大正時代
田竜吉博士と学生たち

333 九州帝国大学医学部第 大正時代
一外科の臨床実験

334 九州帝国大学工学部 大正時代

335 九州帝国大学農学部前 大正時代
の地蔵松原

336 九州帝国大学工科大学 大正時代ヵ
正面

337 九州帝国大学工科大学 大正時代ヵ
本館

338 九州名所一九州帝国大 大正時代
学法文学部

339 福岡名所一九州帝国大 大正時代ヵ
学工科大学正門

340 九大医学部正門病院前 昭和21年9月
の町並

代

341 九州歯科医科専門学校 明治40年12月
の学生たち

342 開館した頃の修猷館と 明治18年
生徒

法量 員数

13.0X 18.0 l枚

13.0X 18.0 2枚

12.8X 17.9 l枚

12.9X 17.9 l枚

18.0X 13.0 l枚

12.8xI7.9 l枚

13.0X 18.0 l枚

13.0x 18.0 l枚

13.0x 18.0 l枚

13.0XI8.0 l枚

12.9x 17.8 l枚

13.0x 18.0 l枚

13.0X 18.0 l枚

13.0x 18.0 l枚

11.8 X 16.4 3枚

-38-

掲載誌 備 考 備品番号

11・972 99P784 

「博多あの頃j 11-997 99P785 
P73-149 -786 

「博多あの頃J 11・978 99P787 
P72-145 

f博多あの頃Jネガ(アルバム4) 1-867 99P788 
P72-145 

f博多あの頃J裏書「大正中期の九大医学部 99P789 
P73-150 教授の診察を学生たちが実

習している学生たちがヒゲ
を生やしているのが面白Lリ

11-995 

「博多あの頃J裏書『大正時代九大医学部の 99P790 
P73-148 実習」 11-993 

表印刷「九州帝国大学工学 99P791 
部J 11-197 

「博多あの頃J裏書f九大農学部前の地蔵松 99P792 
P153-326 原農学部開校は大正八年二

月まだ国道3号線はなく(海
の中)この松原を抜けるの
が、名島、香椎への道右側
に米一丸の御堂があるJ
11-991 

※参考「写真 11-177 99P793 
集福岡100年J
P25ト上段

※参考「写真 11-178 99P794 
集福岡100年J
P25ト上段

表印刷r(九州名所)九州帝国 99P795 
大学法文学部MEISHO
FUKUOKAJ 絵葉書 11-190 

※参考「写真 表印刷r(福岡名所)九州帝国 99P796 
集福岡100年j 大学工科大学正門
P251・上段 Engineering col書leg「e九a州t 

FukuokaJ 裏 帝国大
学工科大学正門J 絵葉書
H・177

『博多あの頃J裏書「昭和二十一年九大医学 99P797 
P166-354 部正門病院前の町並J

11-987 

『博多あの頃」 11-968 99P798 
P73-147 
「写真集福岡
100年JP254

「福岡のあゆ 裏鉛筆書f明治18年開館した 99P799 
みJl2 頃の修猷館J 印刷物より -801 

1-534 



寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

343 大名町時代の修猷館の 明治25年 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃」 表印刷「明治25年大名町時代 99P802 
生徒たち P70-141 の生徒帽子に{修が見える)J ~803 

「写真集福岡 11-966 
100年JP229

344 明治末の修猷館 明治時代末期 13.0x 18.0 l枚 ※参考「博多 11-984 99P804 
いまむかし」
P186 

345 西公園下にあった西南 大正5年4月 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J裏書「大正五年四月西公園下 99P805 
学院 P69-139 にあった西南学院 左の外

人は園長のチヤール先生J
H・965

346 奈良屋小学校ヵ 近代 13.0X17.9 3枚 1-857 99P806 
~808 

347 博多奈良屋小学校卒業 明治時代 縦 12.0~14.8 3枚 「博多あの頃J 1-403 99P809 
の記念写真 横 16.5~2 1.7 P68-136 ~811 

348 博多中学校 昭和時代 13.0X17.9 l枚 博多第卜第2中学校が合併 99P812 
して博多中学校となった頃
1-529 

349 尋常小学校卒業式 明治時代 12.0x 16.4 3枚 11-1225 99P813 
~815 

350 福岡医科大学第一回卒 明治40年12月12日 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J右上に「明治四十年十二月十 99P816 
業時の教官たち P72-146 二日福岡医科大学第一回卒

「写真集福岡 業式Jのスタンプあり
100年JP249 11-973 

351 卒業記念写真 明治45年3月25日 縦20.2~25.2 9枚 人物名を記した紙同封4枚 99P817 
横25.2~30.2 源一郎氏本人が写っている ~825 

裏書「明治四十五年三月二十
五日卒業J 11-1228 

352 西公園光雲神社前石段 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-979 99P826 
での卒業記念写真 Pl18~119-

250 

353 農士学校の卒業記念写 大正時代 13.0x 18目。 l枚 11-967 99P827 
真ヵ

354 福岡市男子高等小学校 大正3年3月27日 縦20.1~25.3 7枚 11-1229 99P828 
卒業記念 横25.2~30.2 ~834 

355 卒業記念写真 大正7年 16.4X21.5 l枚 裏鉛筆書「大正7年卒第一 99P835 
回J 男性11人・女性25人
1-617 

356 校舎を背景に男性8人 大正8年8月 12.0x 16.4 l枚 11-871 99P836 
の卒業記念写真

357 木造の校舎ヵ 不詳 12.0x 16.5 l枚 11-183 99P837 

358 他校との対戦試合での 明治時代ヵ 13.0X 18.0 1枚 「博多あの頃J 11-971 99P838 
応援合戦 P66-132 

359 小学校の前で、の記念撮 明治時代 25.2 x30.3 l枚 人物名記した紙付 源一郎 99P839 
影 氏本人が写っている

1-397 

nu 
qa 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 ft 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

360 光雲神社の中学生集合 明治時代 13.0X 18.0 l枚 f博多あの頃J表印刷「光雲神社が未だ小烏 99P840 
写真 P70-142 馬場にあった頃(註14)J

11・980

361 寄宿舎で火鉢を囲む中 明治34年3月 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃」 11-992 99P841 
学生 P66-133 -842 

362 明治40年頃の文芸部員 明治40年頃 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J表印刷「明治40年頃の文芸部 99P843 
P67-135 員j 11-981 

363 レンガ造りの建物の前 大正時代 13.0x 18.0 l枚 11-986 99P844 
で記念撮影

364 学校の式典教師・生 大正時代 16.5X21.5 2枚 11-882 99P845 
徒の集合写真 -846 

365 大学の運動部員 大正時代 12.0 X 16.4 l枚 九州大学ヵ 野原にて白い 99P847 
ショートパンツとシャツ姿
の男性5人の集合写真
11-872 

366 テープルを前に学生た 大正時代ヵ 13.0X 18.0 l枚 11-985 99P848 
ち

367 大正末期の女学校テニ 大正時代末期 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「大正末期の女学校テニ 99P849 
ス部の運動服 P102-P103- ス部先生の洋装は流行の最

214 先端」 11-976 

368 大正期の小学生通学時 大正時代 18.0x 13.0 2枚 「博多あの頃J裏書「大正時代の小学生通学 99P850 
の服装 PlOl-21O の服装左は尋常小学校の -851 

一年生から六年生まで右
は高等小学校で二年間の通
学 ここで始めてはかまを
つけるのが制服代用(洋服は
なし)中学生になってからツ
メ襟の洋服になるJ 11-977 

369 昭和初期の女学生 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J裏書「昭和初期の博多の娘た 99P852 
PlOl-212 ちの風俗J 11-990 

370 懐かしい英語の授業風 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-969 99P853 
景 P69-140 

371 屋台で食事する学生 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-970 99P854 
P66-131 

372 竹下駅プラットホーム 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-982 99P855 
にて男子生徒の集合写
真

373 音楽教室で女生徒の集 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 H・983 99P856 
合写真

374 学生服姿の男性8人の 昭和時代 12.0x 16.4 l枚 11-873 99P857 
集合写真

375 児童の合奏風景 昭和時代 9.0x 12.9 2枚 1-924 99P858 
-859 

376 学校教育の中に器楽演 昭和20年代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃」 H・996 99P860 
奏が加わる P222-463 
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⑤共進会・博覧会関係

寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 時 備品番号内 '*' 合 代 法量|員数 掲載誌 備 考

3771共進会出品文具一見立|近代
細工甲宵

3781博覧会場での展示物(交|明治時代カ
通の変遷のジオラマ)ヵ

3791束中洲に胎ける九州八|明治20年
県連合共進会場

3801九州沖縄八県連合共進|明治43年
会の入場門

3811第13回九州沖縄八県連|明治43年
合共進会一会場の五重
の塔

3821第13回九州沖縄八県連|明治43年
合共進会一全景

3831第13回九州沖縄八県連|明治43年頃
合共進会一大観覧車

3841第13回九州沖縄八県連|明治43年3月
合共進会一本館

3851第13回九州沖縄八県連|明治43年3月
合共進会一会場内の空
中飛行機

3861第13回九州沖縄八県連|明治問月
合共進会一正門

3871第13回九州沖縄八県連|明治43年4月
合共進会一夜景

3881旗が立っている建物一|大正時代ヵ
須崎裏の工業博覧会ヵ

16.5XI2.011枚 111-503 1 99P861 

13.0X18.011枚 111・510 1 99P862 

12.0x 16.51 2枚 1r明治の博多 |写真を複写した紙4枚入り 1 99P863 
記JP134 印刷物より H・508 1 ~864 

12.0XI6.511枚 11・639 1 99P865 
12.9XI7.911枚 1~866 

16.4x20.0 1 1枚Ir写真集博多J1 1・741 1 99P867 
P31-43 

12.0X 16.51 1枚 1r福岡のあゆ |五重搭より撮影 印刷物よ 199P868 
みJ29r写真集|り 1-546 
博多JP33 r写
真集福岡100
年JP277 rふる
さと 100年J
P60 

16.5XI2.011枚 Ir写真集博多J1 1・727
P33-47 
fふるさと 100
年JP60

99P869 

13.0XI8.012枚 1r博多あの頃J1近景と遠景 「第十三回 九 199P870 
P34-63 州沖縄八県連合共進会・福 1~871 

博絵葉書組合Jのスタンプあ
り 印刷物より 11・512

13.0x 18.01 1枚 Ir博多あの頃JI r九州沖縄八県連合共進会J199P872 
P35・67 のスタンプあり 印刷物よ

り 11-513

13.0XI8.011枚 印刷物より 11-515 99P873 
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99P874 

99P875 

3891須崎裏の工業博覧会 |大正9年3月 ~5月 112.0X 16.51 3枚 Ir大正の博多 |裏書「大正九年四月工業博覧 I99P876 
記J第一部写-21会須崎裏監獄跡J 11・502 1 ~878 

3901 須崎裏の工業博覧会夜|大正9年3月 ~5月 112.0X 16.51 2枚
景一全体

3911 ~崎裏の工業博覧会夜|大正伴3月 ~5月 112.0XI6.511枚
景一第一会場入口

裏書「大正9年工業博夜景J 1 99P879 
11・507 1 ~880 

裏書「大正9年工業博夜景J 1 99P881 
11-507 

3921 こども博覧会一入り口|大正 10年4月 ~5月 11 1.9X16.911枚 1 r写真集博多J1 11・501
遠景 I P125-189 

99P882 

3931 こども博覧会一入り口|大正 10年4月 ~5月|縦 1 1.9~12 .4 14枚 1 r写真集博多J1裏書「コドモ博覧会珍西港園 199P883 
付近 横16.9~17.91 1 P125-189 電停前杉土手大正 10年4~5 1 ~886 

月J 11・501
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 d合v 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

394 西公園下家庭博覧会場 大正11年4月 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「九州各地と下関のガス 99P887 

内に設けられた瓦斯実 P32-58 会社十社が合併して(西部ガ

験館 ス株式会社)となったのは大
正二年十二月 この写真の
展示館は大正十一年四月黒
田公コ百年祭の協賛で聞か
れた。家庭博覧会で(大濠公
園入口 西公園電停前)会場
内に設けられた物j 11-299 

395 東亜勧業博覧会一正門 昭和2年3月 13.0X 18.0 2枚 f写真集博多j 下にIにぎわう東亜勧業博覧 99P888 

(1) P84 会正門Jとあり 印刷物より -889 
11-511 

(2) 東亜勧業博覧会一全景 昭和2年3月 13.0 X 18.0 2枚 「ふるさと 100 印刷物より 11-504 99P890 
年JP84 -891 

(3) 東亜勧業博覧会一台湾 昭和2年3月 12.0x 16.5 l枚 「ふるさと 100 11-504 
館 年JP84

(4) 東亜勧業博覧会一朝鮮 昭和2年3月 12.0x 16.5 l枚 「ふるさと 100 11-504 99P893 
館 年JP84

(5) 東亜勧業博覧会一歓迎 昭和2年3月 16.5X 12.0 2枚 「大正の博多 11-505 99P894 
アーチ中洲大橋 記j第一部写ー2 -895 

(6) 東亜勧業博覧会一歓迎 昭和2年3月 13.0X 18.0 2枚 「大正の博多 印刷物より 11-506 99P896 
門 記J第一部写-2 -897 

396 昭和11年博多築港博覧 昭和11年 13.0x 18.0 i枚 下に「準戦時かに開催された 99P898 
会一国防館 築港博だけに時局にふさわ

しい国防館もあるjとあり
11-516 

⑥政治

番号 内 ，仔n.. 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

397 自由党総裁緒方竹虎結 近代 縦1O.6~16.4 8枚 「写真集博多J 表印刷「前列右より二浦観 99P899 
婚記念写真 横17.9~2 1. 6 P129-195 樹将軍頭山満翁緒方竹虎 -906 

琴子夫人後列右より3人目
古島一雄氏j 1-800 

398 中野正剛 近代 18.0x 12.8 2枚 11・879 99P907 
-908 

399 天神での選挙ポスター 近代 12.9xI7.9 l枚 「写真集福岡 天神町電停前 H・1126 99P909 
公示 100年JPI09

「博多あのこ
ろJP179-373 

400 修猷館生の中野正剛・ 明治時代 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃J 内l枚表に「修猷館三年生当 99P910 
緒方竹虎 20.2 x 25.2 l枚 P70-143 時前列左端緒方竹虎氏 -912 

前列中央緒方大象氏(五年生)
前列右端中野正剛氏(四年
生)Jとあり ネガあり(アル
パム5) 11-290 

401 オープンカーに乗った 昭和時代 7.8xI2.6 l枚 11・1226 99P913 
(1) 緒方竹虎 25.3 x 30.3 l枚 -914 

(2) オープンカーに乗った 昭和時代 縦8.1~25.3 3枚 H・1226 99P915 
緒方竹虎 横 12.0~30.3 -917 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，合τ"・ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

402 東条英機首相宮崎宮へ 昭和19年 18.0X 13.0 2枚 「博多あの頃J 11-892 99P918 
参拝のため来福 P186-387 ~919 

403 議席に並んだ婦人代議 昭和21年6月20日 13.0x 18.0 l枚 H・406 99P920 
士

404 緒方竹虎来福 昭和27年 8.1 x 11.9 3枚 11-1227 99P921 
25.3 x30.1 2枚 ~925 

405 緒方竹虎一酷福岡市栄 昭和27年2月29日 16.5x 12.0 2枚 裏書「昭和二七年二月二九 99P926 
屋旅館 日、珍福岡市栄屋旅館大森 ~927 

基道氏撮影緒方竹虎君像J
11・291

406 緒方竹虎とミス九州 昭和27年7月3日 12.0x 16.5 2枚 裏書「緒方竹虎先生と光栄の 99P928 
嶺陽子さん十九才、一九五 ~929 

二年度(ミス九州)昭和二十七
年七月三日決定珍福岡栄屋
旅館J 11-293 

⑦玄洋社関係

番号 内 n台~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

407 羽織・袴姿の玄洋社社 明治時代ヵ 13.0x 18.0 2枚 乙藤市蔵・井村定・葛主能 99P930 
員 久・高山喜六・高川徹馬・ ~931 

谷口弘道・阿部憲次・内田
良平・副島石城・寺田慎二
郎・進藤祐行・桝田儀十郎
-木下務・乙藤春雄
11-264 

408 玄洋社と3人の男性 明治時代 12.0x 16.4 l枚 「博多あの頃J l人は頭山満氏ヵ 11-287 99P932 
P47-90 

409 10人の青年士族(玄洋社 明治時代 縦 1 1. 9~12.9 3枚 「博多あの頃J 末永節氏筆ヵ 青年士族の 99P933 
社員ヵ) 横 16.3~16.8 P43-83 名前あり 11-251 ~935 

410 11人の青年士族(玄洋社 明治31年 縦 1 1. 7~12.5 3枚 前列右から2人目末永節氏、 99P936 
社員ヵ) 績15.5~17.5 前列左より2人目安永東之助 ~938 

氏後列左2人目小山雄太郎氏
その他写真の裏に11人の
青年士族の名前あり
11-256 

411 男性8人(玄洋社関係ヵ) 明治時代 13.0x 18.0 l枚 11-282 99P939 

412 来島恒喜 明治時代 16.5X 12.0 3枚 「博多あの頃」 11-272 99P940 
P48-93 ~942 

413 中野正剛卒業記念 明治37年 13.0x 18.0 l枚 I博多あの頃j 表印刷「幼き日の中野正剛 99P943 
P68-138 緒方大象(明37卒)J 青年達

の名前あり ネガあり(アル
パム5) 11-289 

414 玄洋社の杉山茂丸 大正時代 11.9x8.2 l枚 印刷物より 11-1234 99P944 

415 男子学生9人(玄洋社関 大正時代 I1.7XI5.0 l枚 末永節氏の裏書あり 11-891 99P945 
係ヵ) 12.0x 16.4 l枚 ~946 

416 玄洋社関係の男性9人 大正時代ヵ I1.7XI5.5 l枚 裏に中国人名を書いた紙(末 99P947 
12.6X 17.3 l枚 永節筆)を貼付 11-881 ~948 

417 孫文の「革命旗」 近代 13.8XI7.6 l枚 カラー 1-1263 99P949 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 "'" 台 備 考

4181孫文関係の2本の印鑑 |近代
とその印影

4191孫文歓迎会

4201安永東之助の慰霊祭

時 代 法量|員数| 掲載誌

10.7x7.8 I 2枚

大正2年3月17日 112.0X 16.51 2枚

大正2年3月18日

4211今泉で高橋不二と吉岡|大正13年
禅寺洞の手合わせ

号
一
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司
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J日以

先

七
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日
リ
同
月

番
三

裏
年

1-1262 

縦 1 1. 5~13.0 1 3枚 Ir明治の博多 |裏書「大正二年三月十八日孫 I99P954 
横 16.0~18.0 I 記JP144 氏来朝故安永東之助君年忌 1 ~956 

時抗其墓前写J 11・248

13.0X 18.01 1枚 Ir博多あの頃JI右:高橋不二左:吉岡禅 199P957 
P46-88 寺洞 11・396

4221進藤喜平太30年忌追悼|昭和30年5月11日 112.0X 16.41 3枚
祭

4231栄田麟次郎 昭和30年代

年
内

f
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(2) I宅野田夫とその作品一|昭和57年
「鶴澗菱貰節先生聖像J

(3) I宅野田夫・元兄弟 |昭和57年

(4) I扉風の前の宅野兄弟と|昭和57年
|その関係者

(5) I船上の頭山満夫妻・末|昭和20年代
永節・宅野兄弟及び玄
洋社関係者

側|頭山満夫妻と玄洋社関|昭和訂
係者一伊勢神宮鳥居に
て

川頭山満夫妻と玄洋社関|昭和訂
係者一伊勢二見浦にて

4251頭山夫妻を囲む7人(玄|明治時代
洋社関係ヵ)

4261頭山満と男性8人

4271頭山満と博多名姐連

4281頭山満

大正時代

大正時代

昭和時代初期ヵ

16.5XI2.011枚

11.9X16.311枚

16.4X11.911枚

11.9 X 16.3 1 1枚

11.9 X 16.3 1 1枚

11.9 X 16.3 1 1枚

11.9 X 16.3 1 1枚

11.9 X 16.3 1 2枚

13.0 X 18.01 1枚

11.9X16.411枚

15.5X21.0 1 6枚 Ir博多あの頃J
P58-114 
「写真集博多j

P50-76 

16.4XI2.oI1枚

裏書「昭和三十年五月十一日 199P958 
珍谷中全生庵進簸喜平太先 1 ~960 
生三十年忌追悼祭J 進藤一
馬氏 11-249 

裏書「昭和三十一年九月十七 199P961 
日没、栄田麟次郎当年八拾
才 改名義光院寿達日麟居
士J 11-275 

手紙あり便塞2枚以下(7) I 99P962 
まで昭和57年3月14日付宅野
元から石橋源一郎宛の封書
の中に入っていた 1-783 

1-784 1 99P963 

1-785 1 99P964 

両端に宅野田夫・元兄弟 1 99P965 
1-786 

1-787 1 99P966 

1・788 1 99P967 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

429 頭山満翁頒徳碑予定石 昭和時代 16.5X 12.0 l枚 頭山満翁煩徳碑予定石を前 99P979 
(1) にして男性9人の集合写真

裏書「長さー丈五尺 巾九尺
厚四尺筑紫郡安徳村地内J
11-247 

(2) 頭山満翁頒徳碑予定石 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 「頭山満翁煩徳碑予定石Jと 99P980 
書かれた板を男性が手で支
えている 11-247 

430 頭山満と蒋介石 昭和2年 縦 13.0~25.3 4枚 11-1208 99P981 
横 18.0~30.3 ~984 

431 蒋介石、犬養・頭山両 昭和4年5月 13.0x 18.0 3枚 1-383 99P985 
氏訪問 ~987 

432 頭山満、犬養毅、宮川 昭和4年6月 16.5x 12.0 2枚 裏書「宮川一貫・頭山満・犬 99P988 
一貫 養毅昭和四年六月j ~989 

11-273 

433 東京常盤松頭山邸で末 昭和18年8月 12.0x 15.5 l枚 裏書「昭和十八年八月珍東京 99P990 
永節と頭山満 常盤松方台頭山邸頭山満翁・

末永賢次・頭山泉・末永節J
11・255

434 末永節と見物人(燈寵 不詳 14.1 x 12.5 2枚 11-271 99P991 
前) ~992 

435 結婚式記念撮影一末永 近代 12.0x 16.4 2枚 1-795 99P993 
節関係ヵ ~994 

436 伊勢への旅行一末永節、 近代 11.0x15.6 l枚 11-274 99P995 
石橋美作子他2名

437 孫文と玄洋社関係者 近代 17.5xI2.5 l枚 裏ぺン書で人物説明 末永 99P996 
13，Ox 18.0 l枚 節・内田良平・宮崎泊天・ ~997 

小山雄太郎・清藤七郎
1-634 

438 旅館対陽館にて末永節 明治40年前後 13，Ox 18，0 2枚 「明治の博多 裏書「明治四十年前後頃芝愛 99P998 
と男女6人 記JP144 宕下旅館対陽館三女塚本て ~999 

る子・末永節・内田甲九・
時光主人・臼田登記子・内
田夫人淑栄子(小舟)・小河改
太郎氏霊子J 11-250 

439 ロパに乗って南京視察 明治45年2月l日 12，Ox 16，5 l枚 11・253 99P1000 
中の末永節・頭山満

440 南京滞在中の末永節・ 明治45年2月l日 12，Ox 16.5 2枚 裏書「明治四十五年二月一日 99P1001 
頭山満 南京滞在中皇凌参拝珍門前J ~1002 

11-278 

441 孫文の革命旗を揚げ末 明治45年4月14日 縦 16 ， 3~17 ， 7 10枚 右より4人目末永節氏 ほか 99P1003 
永節を囲む 横 10 ，9~12 ， 6 人物名の裏書あり 11・265 ~ 1012 

442 大連で末永節と3人の 大正時代ヵ 14，8 x 11.5 l枚 裏書「遼東軍政府大連撮影湖 99P1013 
男性 南省・・・・J人物名あり

11-254 

443 末永節と玄洋社関係の 大正時代 12，OX 16，5 2枚 「博多あの頃」 11-261 99P1014 
人たち P45-87 ~1015 

444 末永節 大正時代 16，5X9，5 l枚 11-262 99PI016 

F
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，仔*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

445 末永節と白髭の男性 大正時代 11.9X16.4 l枚 11-1211 99PIOl7 

446 料亭で記念撮影 大正時代 11.9x16.4 l枚 玄洋社関係ヵ H・874-1 99PIOl8 

(1) 

(2) 料亭での会合風景 大正時代 12.0X 16.4 l枚 11-874-2 99PIOl9 

447 末永節と中国革命当時 大正元年 12.0X 16.5 l枚 右より3番目末永節氏裏書 99PI020 
の関係者 12.5xI7.0 l枚 「大正元年砂上海六三亭敬贈 ~1021 

末永無庵先生中国革命当時
を回想複写山田純三郎 昭
和二十五年四月八日J
11-263 

448 末永節と男性4人 大正元年12月17日 12.0x 16.5 l枚 裏書「大正元年十二月十七日 99Pl022 
高山君・郵君・千輸君・末
永君J 11-260 

449 京城にて末永節ほか 大正10年6月 16.4x 12.0 2枚 l枚はもう l枚を縮小したも 99PI023 
ので表に「大正十年六月珍京 ~1024 

城甘泉亭写永村信夫氏・
永村夫人及び嬢・内田良平
氏・寺尾享氏・末永節・葛
生能久氏Jとあり 京城長谷
川町田中写真館 11・283

450 今井宅の末永節 昭和時代 縦 12.9~18.。 6枚 裏書「今井氏宅、末永翁J 99PI025 
横9.0~13.0 1-380 ~1030 

451 帽子をかぶった末永節 昭和時代 縦 12.9~18.0 6枚 内l枚表に rS.SHlKADA 99PlO31 
横9.0~13.0 FUNAKOYAとありJ 1・381 ~1036 

452 末永節 昭和時代 縦 1 1.5~14.0 4枚 11-270 99PI037 
横 12.6~15.9 ~1040 

453 末永節 昭和時代 縦 12.9~17.7 10枚 1-380 99P1041 
横9.0~12.7 ~1050 

454 末永節とその家族 昭和時代 12.0X 16.4 9枚 1-794 
~1059 

455 末永節と眼鏡をかけコ 昭和時代 12.0x 16.4 2枚 1-789 99P1060 
ート姿の男性 ~1061 

456 末永節と男女9人 昭和時代 11.9x16.4 l枚 11圃 285 99P1062 

457 末永節と男性8人 昭和時代 11.9x 16.4 l枚 11-284 99P1063 

458 末永節蔵国王印(印面) 昭和時代 8.2X 10.1 2枚 (l) ~(5)ネガ5枚と一緒カ 99P1064 
(1) フー 11-259 ~1065 

(2) 末永節蔵国王印(上か 昭和時代 8.2x10.1 3枚 11-259 99P1066 
ら) ~1068 

(3) 末永節蔵国王印の袋 昭和時代 8.2 x 10.1 l枚 11-259 99PI069 

(4) 末永節蔵万の鍔 昭和時代 8.2xlO.1 2枚 11-259 99PlO70 
~ 1071 

(5) 末永節蔵万の鍔 昭和時代 8.2xIO.1 2枚 添上郡 11・259 99PI072 
~1073 

459 消防自動車に乗ってい 昭和時代 7.9XI1.5 i枚 鬼塚勝治氏 1・1008 99PI074 
る福岡市中央消防団員
と末永節

46-



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 仔b7  時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

460 北里伝究病院での末永 昭和時代 12.0x 16.4 l枚 裏鉛筆書「北里伝究病院J 99P1075 
節と病院関係者 1・792

461 大同石仏寺にて末永節 昭和14年11月 12.0x 16.5 3枚 裏書「昭和十四年十一月大同 99P1076 
石仏寺ニテ高鍋日統師末 ~1078 
永翁田上君口口口御返
しください三角号記末
永先生J 11-268 

462 神社の境内にて椿民誼 昭和16年10月26日 16.4X 12.0 2枚 裏鉛筆書「昭和十六年十月二 99P1079 
と末永節及び関係者 十六日槽民誼氏大森基道 ~1080 I 

氏写j 1-791 

463 雁ノ巣飛行場日本航空 昭和16年10月27日 12.0x 16.5 2枚 裏ぺン書「昭和16年10月27日 99P1081 
事務所応接室横にて楕 雁ノ巣飛行場日本航空事務 ~1082 
民誼出発の時末永節と 所応接室横にて椿民誼氏出
その関係者 発の時J 1-790 

464 末永節の子孫とその関 昭和52年頃 縦8.8~11.5 一式 1-781 
係者一孫文の革命旗等 横12.8-16.041枚
に関する写真

(1) 和服姿の末永節の子孫 4枚 99P1083 
(次男賢次ヵ)を中心に ~1086 
関係者

(2) 末永節宅に入る人々 2枚 99P1087 
~1088 

(3) 末永節邸屋外で孫文の 9枚 2人の人物と旗・縦 99P1089 
革命旗と撮影 ~1097 

(4) 末永節邸の座敷にて 26枚 10人の人々が革命旗やその 99P1098 
他の旗、手紙などを見て談 ~ 1123 
合している

@戦争関係

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号|

465 出征送行ヵ 近代 12.9X 17.9 2枚 印刷物より 11-1297 
~ 1125 

466 外人海兵隊(捕虜)のパ 近代 13.0x 18.0 l枚 11-1050 99P1126 
ーァイー

467 人力車に乗って長崎の 近代 13.0xI7.5 2枚 印刷物より 11-327 99P1127 
町を見物するロシアの ~1128 

捕虜将校

468 旅順攻囲軍の攻城砲 明治時代 13.0XI7.5 l枚 11-1123 99P1129 

469 軍服姿の女性6人のど 明治時代 12.0X 16.4 l枚 H帽 945 99P1130 
んたく隊ヵ

470 日露戦役伏敵大祈願祭 明治37~38年 13.0X 18.0 2枚 裏鉛筆書「日露戦争伏敵大 99P1131 
祈願祭(宮崎宮にて)J ~ 1132 
11・680

471 日露戦争の凱旋風景一 明治38年 12.0XI6.5 l枚 「博多あの頃」 裏鉛筆書「中島橋50米 B/ 99P1133 
中島橋 P23-35 W 四ツザ~J 橋のそばに立看

板あり(アサヒビール・っち
やたび・亀や薬等) 1-662 

円

iA
T
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 '台=ー. 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

472 日露戦争の戦勝祝賀ど 明治38年6月l日 9.2 x 13.0 l枚 [写真集博多j 博多最初の西洋音楽隊麹 99Pl134 

んたくの音楽隊 P28・36r写真 屋町の文具商河原田平兵衛

集福岡100年J氏が明治20年代兄平助氏の

P266 rふてえ 援助で西洋音楽隊を作る

がってえJ37 前列左から2人目平兵衛・後

に関連記事 列右から2人目平助 1-747 

473 日露戦争日本海海戦祝 明治38年 縦9.2-15.0 3枚 井上精三著 1-724 99P1135 
勝どんたくに繰り出し 横13.0-21.5 「どんたく・ ~1137 

た奈良屋校区の人々 山笠・放生
会JP51 

474 日露戦争の招魂祭一浜 明治39年3月9日 縦14.0-14.4 4枚 「博多あの頃j 1-663 99PI138 
小路の稚児連と東郷大 横21.0-20.6 PI30-277 ~ 1141 
将凱旋途上歓迎の図・
5月節供の飾り物曳台

475 白足袋割烹着棒掛けの 大正時代 13.0X 18.0 l枚 11-1113 99P1142 
婦人達

476 日露戦争後の鎮魂祭 大正時代~昭和1013.0X 18.0 2枚 「写真集博多j 1-482 99P1143 
年代 P130・197r福 ~1144 

岡のあゆみj

477 ドイツ人捕虜 大正3.4年 13.0x 18.0 l枚 I博多あの頃j 印刷物より 11-323 99PI145 
P186-383 

478 日本で改造されたモ式 大正5年11月 13.0X 18.0 2枚 II月15日陸軍特別大演習実 99PI146 
飛行機 況 11-949 ~ 1147 

479 シベリア出兵 大正8年4月23日 12.0x 16.5 l枚 裏書「アサヒカメラ昭和43年 99P1148 
6月号写真100年日本人によ
る写真表現の歴史展から
〈戦没・出兵〉シベリア出兵
撮影藤田某大正8年4月23
日(ぺンタックスギャラリー
所蔵)J 1・433

480 入営風景 大正時代末期 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃」 裏書「大正時代末の入営風 99PI149 
P71-144 景。校区の在郷軍人たちに

送られてJ 11-335 

481 箱崎浜で行われた日本 大正時代末期 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「大正末期の箱崎浜で行 99P1150 
海海戦記念日行事 P184-382 われる。日本海開戦記念日。

毎年5月28日帝国海軍の軍艦
が必ずやってきた。写真の
見物人がL、るところは現在
の国道三号線J 11-74 

482 大万洗飛行第四連隊正 近代 13.0X 18.0 l枚 写真表「大万洗飛行第四連隊 99P1151 
門 正門」 11開 950

483 国産機舞鶴号 大正5年11月 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃J裏書f大正五年十一月陸軍特 99P1152 
P37-71 別大演習が行われ粕屋郡古
I写真集福岡 賀町付近に臨時飛行場が作
100年JP406 られたJ H・959

484 福岡市民の愛国93号機 昭和時代 9.4XI4.5 l枚 「博多あの頃J裏ぺン書「市民から献納の愛 99P1l53 
13.0x 18.0 l枚 P199-415 国福岡市号j 表印刷「福岡 ~1154 

市民の報国赤誠の結晶“愛
国93(福岡市)"号。全幅約
11メートル、全長約7.3メー
トル、全高約3.1メートル、
時速300キロ以上。(梅林新
一氏提供)J 11-963 

'---- 」ー
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n合恒 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

485 飛行機の墜落現場 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-1023 99P1155 

486 大日本国防婦人会奈良 昭和12年7月10日 離20.2~25.3 3枚 「写真集博多J 裏書「大日本国防婦人会奈良 99P1156 
屋分会第11班発会式 横25.2~30.3 P144 屋分会第十一班発会式 日 ~1158 

時昭和12年7月10日10時
会場奈良屋小学校創始者
お政こと多田ミネ氏に聯隊
区司令部より表彰状を贈呈
さる 聯隊区司令官萩原大
佐副宮鈴元少佐(当時大
尉)J 11-1105 

487 法被姿で防空訓練に参 昭和16年 縦12.0~16.5 9枚 「博多あの頃J 裏ぺン書rS16年戦時中の防 99P1159 
加する浜小路町の国防 横16.5~2 1. 5 P192-40 1 空演習の時の姿J ~ 1167 
婦人会 11-1117 

488 防毒演習 昭和16年頃 13.0XI8.0 l枚 「写真集福岡 11-1121 99P1168 
100年JP334 
※参考「博多
あの頃JP194-
402 

489 家庭防空訓練 昭和 16~18年頃 13目OX18.0 3枚 「博多あの頃J 11-1107 99P1169 
P195-404 ~ 1171 

490 営庭で銃剣術訓練を受 昭和 16~20年 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J 11・1116 99P1172 
ける初年兵 P189-392 

491 架線工事の訓練 昭和 16~20年 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃」 11-1109 99P1173 
P205-425 

492 銃剣術の訓練をしてい 昭和 16~20年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-1111 99P1174 
る男子学生 P200-417 

493 消火訓練 昭和 16~20年 18.0x 13.0 l枚 11-1037 99P1175 

494 消火作業のバケツ操作 昭和 16~20年 縦10.5~12.0 3枚 萱堂町ヵ 1-579 99P1176 
訓練 横15.7~16.5 -1178 

495 水法被にカルサン袴を 昭和 16~20年 17.0X24.2 l枚 f博多あの頃j 11・1083 99P1179 
つけた芸妓さんたちの 18.3 X24.6 l枚 P195-405 -1180 
防火訓練

496 福岡市特設救護班 昭和 16~20年 13.0x 18.0 2枚 [博多あの頃J 11-1027 99P1181 
P203-423 -1182 
「福岡のあゆ
みJP19・73

497 防空訓練 昭和16~20年 15.7X11.0 l枚 下部印刷「防空訓練電柱左横 99P1183 
の赤旗は焼夷弾落下を想定
して・・・隣組必死のパケ
ツリレーに婦人はモンペで
活躍J 印刷物より ト1036

498 防空訓練 昭和 16~20年 18.0x 13.0 l枚 11-1118 99P1184 

499 防毒マスクの装着訓練 昭和 16~20年 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 印刷物より 11-1035 99P1185 
P194-402 

500 防毒マスクをつけて野 昭和 16~20年 13.0x 18.0 l枚 11-1125 99P1186 
外での救助訓練
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番号 内 ，台*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

501 太平洋戦争末期銃を持 昭和19年10月頃 18.0X 13.0 2枚 「博多あの頃J 11-1115 99P1187 

って市中を行進する八 P189-392 ~ 1188 

幡高等女学校生徒 「写真集福岡
100年JP337 

502 B29来襲 昭和20年 18.0X 13.0 l枚 11・1013 99P1189 

503 釜屋町婦人消防隊 昭和20年 15.9X 17.3 l枚 11-1106 99P1190 
21.8x23.2 l枚 ~ 1191 

504 中学生の実弾射撃訓練 昭和時代初期 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「大正から昭和初期まで 99PI192 
P200-416 の中学生は(歩兵操典)を教科

書に毎週一回軍事教練があ
った。これは学課の中の正
課目だった。初めは挙手、
歩調整列で上級生になると
銃を持って行軍野営なども
行われた。五年生になって
小笹(長尾の実弾射車場)で実
弾を撃たせてもらった。写
真の中学生の銃は二入式と
称せられたもの。 J11-1122 

505 連隊風景(2.26事件追悼 昭和時代 10.5X 15.5 l枚 印刷物より 1-1323 99PI193 
ヵ)

506 満州事変に出征する軍 昭和12年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 表印刷I満州事変に出征する 99PI194 
人の歓送 P191-397 軍人の歓送j 11-1020 

507 出征兵士とその家族 昭和15年10月24日 18.2 X 13.0 2枚 紋付の幕を張った建物の前 99P1195 
(1) にて出征兵士(中村姓ヵ・源 ~ 1196 

一郎氏の関係者不老会の一
員ヵ)とその家族後列に源
一郎氏 1 -880-1 

(2) 出征兵士を見送る中対 昭和15年10月24日 17.8x 12.6 3枚 1-880-2 99P1197 
馬小路の人々 ~ 1199 

508 トロッコ列車に乗った 昭和 16~20年 12.9xI7.9 l枚 11-1222 99PI200 
兵士を見送る学童と教
師

509 出征兵士とその家族 昭和 16~20年 13.0xI8.0 l枚 11-1052 99PI201 

510 傷病兵の白衣募金 昭和16~20年 18.0x 13.0 1枚 「博多あの頃j 11-1070 99PI202 
P223-469 

511 戦場へ向かう兵士の行 昭和 16~20年 13.0XI8.0 l枚 11-1049 99PI203 
列

512 入院兵士の見舞い 昭和 16~20年 13.0X 18.0 l枚 11-1002 99PI204 

513 兵士の出征を見送る人 昭和16~20年 13.0x 18.0 l枚 印刷物より 11-1102 99PI205 
たち

514 兵隊に挨拶する男女 昭和 16~20年 18.0X13.0 l枚 11-1051 99PI206 

515 石橋源一郎従軍スナッ 昭和時代 16.5X 12.0 l枚 1-1322 99PI207 
プ

516 奈良屋校区大日本国防 昭和10年代 縦15.1-16.4 6枚 「大日本婦人会 国防献金 99PI208 
婦人会記念撮影 横22.0-21.6 皇軍慰問金募集奈良屋校 ~ 1213 

区Jの立看板 1-619 

n
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寄闇資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台Z全~
時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

517 皇紀一千六百年記念東 昭和15年 12.0x 16.5 2枚 住吉神社ヵ 1-578 99P1214 
中洲七丁目大日本国防 -1215 
婦人会との記念撮影

518 愛国婦人会が兵士を慰 昭和16-20年 13.0X 18.0 l枚 11・1092 99P1216 
問

519 楽器を持った大日本国 昭和16-20年 13.0x 18.0 2枚 11・1110 99P1217 
防婦人会賀子支部 -1218 

520 割烹着に喪章を付けた 昭和16-20年 縦15.4-16.5 4枚 1-764 99P1219 
婦人 横11.4-12.0 -1222 

521 神社の前で大日本国防 昭和16-20年 12.9x 18.2 4枚 1-879 99P1223 
婦人会 -1226 

522 浜小路の水法被を着た 昭和16-20年 16.4X 12.0 l枚 1-751 99P1227 
国防婦人会

523 女性たちで石炭の選別 昭和16年-20年 13.0x 18.0 l枚 11-407 99P1228 

524 街頭での千人針風景 昭和17年 13.0x 18.0 l枚 「ふるさと 100 11-1031 99P1229 
年JP98

525 戦時中街頭でよくみた 昭和17年 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃」 裏書「戦時中街頭でよくみ 99P1230 
千人針の風景 P190-393 た、千人針の風景J11-1032 -12311 

526 芸妓衆の婦人会一上か 昭和16-20年 12.0X 16.5 2枚 ※参考「写真 11-1120 99P1232 
ら 集博多JPI44・ -1233 

218 

527 芸妓衆の婦人会一正面 昭和16-20年 12.0x 16.5 2枚 「写真集博多J 11-1120 99P1234 
P144-218 -1235 

528 学童疎開 昭和19年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-1046 99PI236 
P196-409 

529 学童疎開 昭和19年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-1047 99P1237 
P196-411 

530 学童疎開の壮行会 昭和19年3月19日 13.0x 18.0 l枚 裏書「博多?小倉?昭19年学 99P1238 
童疎開J 11-1048 

531 太平洋戦争末期防空壕 昭和19年頃 17.9x 12.9 l枚 I博多あの頃j 1-470 99P1239 
にひそむ幼児一福岡市 P213-444 
姪浜横穴防空壕 f写真集福岡

100年JP340

532 女学生の入営学徒壮行 昭和16-20年 13.0x 18.0 l枚 印刷物より 11-975 99P1240 
式ヵ

533 西日本新聞社旧社屋横 昭和16-20年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-974 99P1241 
を行進中の青年学校生 P198-414 

『写真集福岡
100年JP247

534 防空ポスター 昭和16-20年 18.0x 13.0 l枚 表印刷「福岡県草庁で懸賞募集 99P1242 
したポスター中入選したも
のの一枚ですJ 11-988 

t
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寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，合ョー. 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

535 食糧難の中の芋掘り 昭和16-20年 13.0XI8.0 2枚 『写真集博多J裏書『博多 20代初め。食糧 99P1243 
P140-212 難の中の芋掘り(イモの茎、 -1244 

すいとん雑炊味付けは塩だ
け)食べられるものなら何で
も作ろうと庭の隅まで掘り
かえしたJ 11・1075

536 帝国在郷軍人会博多西 昭和時代 12.0 x 16.4 2枚 1-748 99P1245 
分会記念撮影 -1246 

537 南京陥落の祝賀風景 昭和時代 13.0X 18.0 l枚 11・998 99P1247 

538 博多西軍人会館落成記 昭和時代 11.2 x 15.2 l枚 1 -1321 99P1248 
念

539 爆弾三勇士石像に注目 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-1053 99P1249 
する軍人と女生徒

540 柳の木の下で軍服姿の 昭和時代 12.0X 16.5 2枚 1-749 99P1250 
青年一人と大日本国防 -1251 
婦人会・女子青年団の
記念撮影

541 ドイツのヒトラー・ユ 昭和13年11月 13.0x 18.0 1枚 「博多あの頃』 下部印刷fヒトラー・ユゲン 99P1252 
ーゲント一行来福 P186-385 ト(ナチスドイツ全青年団)の

一行は13年11月来福した。
ゲJレマン民族らしく、きぴ
きびした態度は当時の日本
青少年と相通ずるものがあ
った。(梅林新一氏提供)J
11-895 

542 ドイツの親善使節一行 昭和13年11月 13.0x 18.0 2枚 11-877 99P1253 
来福ヵ -1254 

543 イタリアから枢軸使節 昭和13年4月21日 12.0x 16.5 l枚 「博多あの頃J“BENVENUTO" (歓迎の意)の 99P1255 
団 P183-381 看板と日伊両国旗・福岡日

「写真集福岡 日新聞社を訪問する使節団
100年JP328 1-731 

544 大濠公園でのイタリア 昭和14年4月21日 13.0x 18.0 2枚 印刷物より 11-441 99P1256 
使節一行歓迎会 -1257 

545 供出された土居町称名 昭和16-18年 離15.7-20.。16枚 「福岡のあゆ 11-663 99P1258 
寺の大仏さま 績11.3-15.0 みJP9・31 -1273 

「続博多いま
むかしJP35
「大正の博多
記J第一部写8
「写真集博多J
P128 

546 勤労動員 昭和16-18年 13.0x 17.8 l枚 「博多あの頃J 1-469 99P1274 
P196-407 

547 勤労奉仕に出かける福 昭和16-18年 18.0x 13.0 l枚 11・1119 99P1275 
岡市青少年団

548 工場で働く女子挺身隊 昭和16-18年 18.0x 13.0 2枚 11-1112 99P1276 
と少年 -1277 

549 戦時中寺の究鐙までも 昭和16-18年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-1034 99P1278 
供出 P190-394 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 時 備品番号内
Ih  
合 代 法量|員数 掲載誌 備 考

5501 戦時中鍋釜までも供出|昭和 16~18年

551 1徴兵検査ヵ 昭和 16~18年

5521 福岡日日新聞社募集一|昭和 16~18年
皇軍慰問写真入選印画
「銃後の赤誠J

5531 木工所で働く女子工員|昭和16~18年

5541 宮崎宮へ戦勝祈願をす|昭和 16~18年
る学生たち

5551防空壕の入口ヵ

18.0XI3.011枚Jr博多あの頃J1 11・1033
P190-396 

99P1279 

12.9XI7.911枚

縦15.6~16.5 1 6枚
横9.2~12.0

印刷物より ト1301 99P1280 

神社で祈る老人の姿 印刷 199P1281 
物より 11-1199 1 ~ 1286 

13.0XI8.011枚 11-1061 99P1287 

13.0x 18.01 1枚 1r博多あの頃J1裏書「戦時中宮崎宮へ、戦勝 199P1288 
P198-413 祈願をする学生J 11・1062

昭和 16年~20年 113.0x 18.0 1 2枚 11-1146 99P1289 
~1290 

山 叩脚捌則P刊叩lロ2
~1ロ292

5561炎上するパールハーパ|昭和16年12月8日 113.0X 18.01 2枚
ーの軍施設

刷日本 軍によいルハ|昭和16年12月8日 113.0X18.0 I 2枚
一パ一軍施設攻撃
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5581太平洋戦争初期の橋畔|昭和16年頃 112.9X 17.91 4枚
風景一名勝西大橋付近

5601第一八師団凱旋で祝賀|明治時代
一色の久留米市内の人
力車

5611戦勝祈願祭 昭和時代

99P1299 

13.0x 18.01 2枚|※参考「写真 |アップと遠景 H・1145
集福岡100年J
P318 

13.0xI8.012枚 Ir博多あの頃JI裏書「大正天皇の病気の平癒 I99P1302 
P200-418 を祈願する女子学生 1~ 1303 

11-1124 

99P1300 
~1301 

5621物資不足のおり衣料品|昭和17年2月l日 113.0X 18.0 1 1枚 1r博多あの頃J1 11・1056
切符制となる 1 P201-399 

5631終戦直後の鈴なり列車|昭和20年

5641建物火災で消火作業を|昭和20年
している男性

5651 n'tけ跡一住友銀行付近|昭和20年
荷車に材木を積んで運
ぶ馬

99P1304 

13.0X 18.01 1枚

18.0 X 13.01 1枚

11-1108 

H・1003

99P1305 

99P1306 

12.0XI6.411枚 1r博多あの頃J1裏書「瓦礁の山の博多掛町通 199P1307 
21.0X16.411枚 1P209-434 り 川端福寿飯庖 1-1308 

11-1084 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台"" 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

566 焼け跡 昭和20年 13.0X 18.0 2枚 『博多あの頃J 11・1099 99P1309 
P209-433 -1310 

567 焼け跡 昭和20年 9.0X 13.0 l枚 「博多あの頃Jテレビより 11-1100 99P1311 
P209-432 
f写真集博多J
P146-221 

568 焼け跡ー焦土化した博 昭和20年 13.0X 18.0 l枚 11-1101 99P1312 
多市街

569 焼失ピJレ掛町住友銀行 昭和20年 10.0X 12.4 l枚 ※参考「博多 裏書f焼失ビル掛町の住友銀 99P1313 
時代の建物 あの頃JP209- 行博多支居時代の建物焼

434 失当時木梨商庖所有。ここ
に有政孝英氏の家財を預け
焼失現在は武田薬品工業福
岡支庖ピJレ(地上九階トナル)
改築して九階の近代ピルに
変わったJ 11-1089 

570 進駐軍を囲む日本人 昭和20年 13.0X 18.0 l枚 11・868 99P1314 

571 野外で食事する進駐軍 昭和20年 13.0x 18.0 l枚 11-1094 99P1315 

572 県下主要都市を空襲し 昭和20年 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃J 11-1014 99P1316 
た米空軍長距離爆撃機 P203-421 -1317 
829 『写真集福岡

100年JP340

573 焼け跡一天神より見た 昭和20年6月 離12.0-20.2 10枚 I博多あの頃j 11-1082 99P1318 
県庁、市役所、西日本 横16.4-25.2 P209-430 -1327 
新聞社

574 戦火の消火作業 昭和20年6月 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃j 11-1091 99P1328 
P205-426 

575 焼け跡ーガレキの中に 昭和20年6月19日 25.2 x20.2 2枚 11-1080 99P1329 
焼け残ったピル -1330 

576 焼け跡ー空き地を耕し 昭和20年6月19日 25.2x20.2 l枚 11-1081 99P1331 
田畑で食糧難解消 11.7X15.8 l枚 -1332 

577 焼け跡一天神より博多 昭和20年6月19日 離12.0-20.2 10枚 「博多あの頃J裏書「福岡空襲直後の中心街 99P1333 
方向を望む 横16.4-25.2 P209-431 (天神より博多方向を望む)J -1342 

11-1104 

578 焼け跡一天神地区より 昭和20年6月19日 離12.0-20.2 11枚 f博多あの頃J裏書「昭和20年(戦災後)極東 99P1343 
博多港方面を望む 横16.4-25.2 P210-211- 寺付近n福岡空襲直後の中 -1353 

435 心街(天神地区より博多港方
向を望む)J 11-1103 

579 福岡大空襲 昭和20年6月19日 12.7X 17.8 3枚 『博多あの頃Jネガあり(アルバム5) 99P1354 
P205-424 11・1015 -1356 
「写真集福岡
100年JP342
「写真集博多」
145-220 

580 福岡大空襲 昭和20年6月19日 18.0x 13.0 l枚 f博多あの頃」 11-1016 99P1357 
P202-420 

581 福岡大空襲で焦土と化 昭和20年6月20日 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃J 11-1018 99P1358 
した博多市内 P209-432 

「写真集博多J
P146-221 
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~プ~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

582 米軍専用パ 昭和20年8月 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃J裏書「昭和一十年八月米軍進 99P1360 
P228-484 駐米軍専用パーJ H・1095

583 香椎操車場に着いた米 昭和20年8月30日 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J裏書「香椎操車場に着いた米 99P1361 
海兵隊 P214-445 海兵隊。本陣第一陣到着は

コ十日午前。ギャラン少佐
以下、五百人が列車で香椎
操車場経由、陸軍需品廠(香
椎)貨物ホームに着いたj

11-1055 

584 焼け跡での捜し物風景 昭和20年10月 18.0x 13.0 3枚 「博多あの頃J裏書「昭和二十年十月J 99P1362 
P217-455 11-1090 ~1364 

585 焼け跡で食事を作る4 昭和20年頃 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-1028 99P1365 
人の子供たち P207-429 

586 焼け跡に残ったビル 昭和20年頃 13.0 x 18.0 l枚 H・1088 99P1366 

587 福岡税務署屋上から見 昭和20年頃 13.0x 17.8 l枚 表ぺン書f現在天神三・四丁 99P1367 
た焼け跡風景ー現天神 目方面松屋ピル現50米福
3.4丁目方面 博大通りJ 1-461 

588 焼け跡の風景一奈良屋 昭和20年頃 13.0XI8.0 l枚 左手に焼け残った奈良屋国 99P1368 
校区 民学校が見える 1-464 

589 戦災者の土管生活 昭和20年頃 12.9xI7.9 l枚 「写真集福岡 1-466 99P1369 
100年JP345

590 ヤミの買い出し風景 昭和20年頃 13.0xI7.8 l枚 「博多あの頃J 1-472 99P1370 
P217-454 

591 買い出し風景 昭和20年頃 13.0xI7.8 l枚 1-473 99P1371 

592 焼け跡での防空壕生活 昭和20年代 13.0 x 18.0 l枚 裏書「博多焼跡の防空壕の中 99P1372 
での生活J 11・1029

593 焼け跡でひらいた理髪 昭和20年代 18.0xI3.0 l枚 「博多あの頃J裏書「博多20年代初め戦後焼 99P1373 
屋さん P213-443 け跡生活の中でのトコ屋さ

んJ 11-1030 

594 焼け跡の風景 昭和20年頃 12.9X 17.9 l枚 |・463 99P1374 

595 戦災者の土管での生活 昭和20年代 13目OX18.0 l枚 11-1024 99P1375 

596 戦災者の土管生活 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-1038 99P1376 
P212.439 

597 戦災者の住居 昭和20年代 13.0x 18.0 1枚 「博多あの頃J 11-1042 99P1377 
P213-442 

598 看板製作風景商売も 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-1067 99P1378 
宣伝時代 P223-470 

599 防空壕で暮らす戦災者 昭和20年代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J裏書「戦後の防空壕生活」 99P1379 
P212-441 11-1074 

600 配給米の倉庫の中を掃 昭和20年代 18.0x 13.0 2枚 11-1021 99P1380 
除する男性 ~1381 

601 子供連れで行政に申し 昭和20年代 13.0X 18.0 l枚 11-1022 99P1382 
入れ

602 戦後の混乱をふせぐた 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-1026 99P1383 
めの緊急電報受付 P212-437 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，句プ'" 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

603 預金払い戻しの請求に 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J 11-1041 99P1384 
列を作る人たち P187-390 

604 木工作業風景 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 11-1063 99P1385 

605 終戦後天神を通るデモ 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 f博多あの頃j 裏書f終戦後天神を通るデモ 99P1386 
隊 P224-473 隊。このユーモラスな姿に

は、通行人は拍手をおくつ
た」 11-1065 

606 戦後の官庁のピラ貼り 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 f博多あの頃j 11・1066 99P1387 
風景 P212-436 

607 土手に建ち並ぶパラツ 昭和20年代 13.0xI8.0 l枚 11-1068 99P1388 
ク建ての家

608 自動車(蒸気自動車ヵ) 昭和20年代 13.0X 18.0 l枚 11・418 99P1389I 
の両端に外国人男女

609 終戦直後の奈良屋地区 昭和20年代 13.0XI7.8 l枚 1-432 99P1390 
の文化住宅

610 戦災孤児の生活 昭和20年代 18.0x 12.9 1枚 「博多あの頃J 1-475 99P1391 
P212-440 

611 終戦直後急増した飲食 昭和20年代 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃」 11-370 99P1392 
街 P227-477 -1393 

612 戦後の乗物“輪タク" 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 『博多あの頃」 11-392 99P1394 
P222-464 
『写真集博多J
P146-222 

613 配給所 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 f博多あの頃J 「本日入荷なし配給ハあり 99P1395 
P191-398 ません・配給所Jとある

1-766 

614 博多港に引き揚げてき 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-317 99P1396 
た木暮実千代 P228-479 

615 “越年資金ヨコセ"福 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J裏鉛筆書f“越年資金ヨコセ"99P1397 
岡自由労働者の陳情デ P224-472 福岡自由労働者の陳情デモ
モ行進 行進」 l・686

616 魚屋さんのデモ行進 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 『魚屋は飲も食われん、魚も 99P1398 
食われん番仁枝区Jの看板を
掲げて 11-1058 

617 全九州大学破防法粉砕 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 11-1004 99P1399 
学生デモ P224-471 

618 電気消費税反対の署名 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 『電気消費税絶対反対jの看 99P1400 
をする市民 板が立てられ、メガホンを

手に沿道の人たちに訴える
男性や、筆をもち署名をし
ている男性達 H・339

619 福岡県医師会のデモ 昭和20年代 18.0X 13.0 l枚 H・1005 99P1401 

620 ヤミ市の芋に集まる 昭和20年代 18.0X 13.0 l枚 「ふるさと 100 11-1064 99P1402 
人々 年JP107

『ふてえがつ
てえJP242
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寄間資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台ョー，
時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

621 食糧難時代の買い出し 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「博多20年代初め戦後食 99P1403 
P217-452 糧難時代の買い出しj

11-1043 

622 買い出し風景 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 H・1044 99P1404 

623 戦後のヤミ市風景 昭和20年代 9.7x 12.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「市史から バラック建 99P1405 
13.0x 18.0 l枚 P212-438 ての終戦直後のヤミ市」印刷 ~1406 

物より H・1057

624 戦後の買い出し 昭和20年代 18.0 x 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-1072 99P1407 
P216-451 

625 戦後のヤミ市風景 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 11-1073 99P1408 
P217-453 

626 戦後の密造酒取り締ま 昭和20年代 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃J 11-1019 99P1409 
り P215-450 ~1410 

627 鮮魚登録 昭和20年代 12.9xI7.9 l枚 11-1221 99P1411 

628 長浜競艇場前の福祉売 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J 看板文字「福岡市身体障害者 99P1412 
庖 P222-462 連合会福岡市未亡人会

共同売店パンはロイヤル
ベーカリー」 裏書「終戦後、
長浜競艇場近くに出来た福
祉売底J 11-1077 

629 引揚者の乗船名簿を見 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 H・1025 99P1413 
る人々

630 海外残留同胞引揚促進 昭和20年代 18.0x 13目。 l枚 11-1076 99P1414 
福岡県家族会

631 近親者の消息調べの掲 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 11-1079 99P1415 
示板を見る親子

632 在外同胞引揚促進の受 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 11・999 99P1416 
付

633 在外同胞引揚者帰還 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 11-1000 99P1417 

634 出征兵士のための帰還 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 [博多あの頃j 11-1097 99P1418 
船 P214-446 

635 戦後博多港にたどり着 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 印刷物より 11-442 99P1419 
いた引揚者と復員者

636 担ぎやから食糧を買う 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 11-1054 99P1420 
女性

637 船上での消毒作業 昭和20年代 13.0XI8.0 2枚 11-1006 99P1421 
~1422 

638 オルガンの伴奏で引き 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 裏書「博多20年代初めj 99P1423 
揚げ援護の歌「久しぶ 11圃 989
りだよJを歌う女学生
たち

639 混血児を含んだクラス 昭和20年代 13.0XI8.0 l枚 授業参観風景ヵ 下に「講和 99P1424 
風景 後の代表的な社会問題のー

つに混血児の問題がある今
年から彼等の就学問題が人
々の関心を集めたjとあり
11-340 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

640 児童施設福岡聖母愛児 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 11・1078 99P1425 
園で育つ孤児たち P222-465 

641 倉庫の中にアメリカ米 昭和20年代 18.0X 13.0 l枚 11-1093 99P1426 
の袋を積み上げている
男性

642 配給米の列ヵ 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 11-198 99P1427 

643 引揚同胞の纂をつけて 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 11-1001 99P1428 
野菜を配っている青年
たち

644 待合い室の女性に食べ 昭和20年代 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃」 11-1045 99P1429 
物をねだる男児 P212-440 

645 つぽ焼きいも 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 I博多あの頃J 11-1071 99P1430 
P230-487 

646 寄合風景ー第六四福岡 昭和20年代 7.4X 10.0 l枚 石橋源一郎氏 1-951 99P1431 
市復興土地区画整理予
定図をひろげて話し合
う人々

647 出征兵士の復員 昭和20年代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-1098 99P1432 
P214-449 

648 復員兵士を出迎える家 昭和20年代 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃J 11・1040 99P1433 
族 P215-447 

649 戦後復活したダンスホ 昭和21年 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「昭和二十一年終戦後復 99P1434 
-Jレ P109-229 活したダンスホールダンサ

ーには九大生のアルバイト
もいたJ 11-374 

650 天神町岩田屋前をもん 昭和21年頃 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 1-765 99P1435 
ぺ姿で歩く女性 P228-480 

651 満州からの引揚者を迎 昭和21年10月 18.0x 13.0 l枚 f博多あの頃J裏書「ふてえがってえ143 99P1436 
える博多港 P223-467 この子らも孤児か。満州か

らの引揚者を迎える博多港
(昭二十一年十月)J※この写
真は合成写真 11-316 

652 福岡大空襲後に建ちは 昭和21年ヵ 12.9x17.9 l枚 11-1085 99P1437 
じめた戦災住宅

653 福岡大空襲後に建ちは 昭和21年ヵ 12.9x 17.9 l枚 11-1086 99P1438 
じめた戦災住宅

654 福岡大空襲後に建ちは 昭和21年ヵ 12.9x 17.9 l枚 11・1087 99P1439 
じめた戦災住宅

655 米よこせデモ 昭和22年 18.0x 13.0 l枚 「ふるさと 100 裏書r20年代初め戦后」 99P1440 
年JPI09 11・1059

656 戦後天神岩田屋前を通 昭和22年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「戦後天神岩田屋前を通 99P1441 
る「米よこせJデモ隊 P224-472 るデモ隊j H・1060

657 初めて市中行進する響 昭和27年l月 13.0x 18.0 l枚 裏書「初めて市中行進する予 99P1442 
察予備隊福岡部隊 備隊福岡部隊昭和二十七年

一月福岡市役所前J
11-1007 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

⑨暮らし・庶民の楽しみ

番号 内 n台'" 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

658 石堂飴 日I司甘露堂 昭和時代ヵ 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 表印刷「石堂飴 石堂橋工場 99P1443 
P161-345 博多石堂橋日高甘露堂J 印

刷物より 11-492 

659 河原回復古堂平助筆の 大正時代 12.0x 16.5 2枚 11-470 99P1444 
工房ヵ ~1445 

660 上西町一奥村治七商j古 大正時代 12.0x 16.5 l枚 「博多あの頃J 1-687 99P1446 
(上西醤油) P79-161 r写真

集博多JP68-
105r福岡市案
内記J50

661 中西織場と中西販売部 大正時代 13.0XI6.5 l枚 印刷物より 11-480 99P1447 

662 二O加せんぺいの包装 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 印刷物より 11-471 99P1448 
作業 P143-305 

663 二O加せんぺい工場の 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-493 99P1449 
一部 P143-306 

664 二O加せんぺい高木東 大正時代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 下に「二O加煎餅造元高木東 99P1450 
雲堂 P75-154 雲堂福岡市博多下祇園町電

話一四六一番Jとあり 印刷
物より 11-489 

665 河原回復古堂の誓文晴 大正5年11月 12.0XI6.5 5枚 裏書「大正五年十一月河原田 99P1451 
復古堂誓文晴j 「大本営御 ~1455 

用達jの看板あり 11-482 

666 河原田復古堂の誓文晴 大正5年11月 12.0XI6.5 2枚 「博多あの頃J 11-483 99P1456 
P78-158 ~1457 

「写真集博多J
P58-89 

667 清水輿三氏の博多織工 明治時代 13.0xI8.0 l枚 ※参考「写真 裏印刷「清水輿三君工場ノー 99P1458 
場 集福岡100年J 部」 印刷物より 11-456 

P189 

668 西新町一松十醤油 昭和時代 12.0x 16.4 l枚 「大正の博多 11-447 99P1459 
記J写-11

669 西新町一高取焼亀井陶 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 11-451 99P1460 
器製造所 Pl44-30 

670 大名l丁目一旧財部米 昭和40年代 11.9X16.4 l枚 裏書f紺屋町元財部米穀庖」 99P1461 
穀盾 写真では東芝マツダ商会に

なっている 11-449 

671 福岡港町にあった和洋 明治42年 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「明治四十二年福岡港町

雑貨庖 P77-156 にあった衣料雑貨の庖。二階
を洋館風の板張りにして、デ
パートメントストアの横文字
を書いている。福岡市でデパ
一トを名乗った最初の庖で、あ
る。市内に電車で走ったのは
この翌年の明治四十三年であ
る。中央に抱カ通れた赤ん坊は
現在老齢だが、壮健でいられ
る。」 11・475

672 旧福菌醤油 昭和40年代 11.9 x 16.4 l枚 裏書「寿町福寓醤油J 写 99P1463 
真では下村歯科になってい
る 11・450
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台- 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

673 馬出曲物の作業場 大正時代 11.9x 16.4 l枚 「博多あの頃j 裏書「馬出の幽物木下分j 99P1464 
P141-300 11-461 

674 馬出の曲物工場 昭和時代 12.0X 16.4 l枚 「博多あの頃」 駅弁容器を作るところ 99P1465 
P143-308 1-690 

675 馬出の竹細工の工場 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 箕を作るところ 11-462 99P1466 
P142-303 

676 戸次呉服庖 大正時代 13.0x 18.0 2枚 表印刷『呉服商戸次掠次郎 99P1467 
君J 印刷物より 11-490 ~1468 

677 馬出曲物の宿先 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-463 99P1469 
P141-300 

678 千代町一花田薬唐 大正時代ヵ 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃」 表印刷「花田薬庖J 印刷物 99P1470 
P80-163 より 11-485 

679 箱崎縞織紺染糸染元庖 明治時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 表印刷 「光安太三郎君ト庖 99P1471 
舗 P79-159 舗J 印刷物より 11-491 

680 中島町一藤井五楽堂 明治時代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-453 99P1472 
P76-155 

681 下新川端町一河内屋洋 明治45年 13.0X 18.0 2枚 「写真集福岡 印刷物より 11・472 99P1473 
服腐の作業場 100年JP193 ~14741 

682 下新川端町一河内屋洋 大正時代 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J 印刷物より 11圃473 99P1475 
服庖庖内 P83-170 

683 綱場町一井上洋品庖 大正時代 18.0XI3.0 l枚 「写真集博多」 11-478 99P1476 
P83-126 

684 麹屋町一河原田復古堂 大正時代 11.9X16.4 6枚 11-448 99P1477 
~1482 

685 土居町電停そばの大崎 大正時代 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃J 看板あり「九州写算通信社売 99P1483 
周水堂 P83-171 庖周水堂仮営業所j

11-468 

686 博多土居町一紙与呉服 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-481 99P1484 
庖 P27-47 

687 満留屋機械盾 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J f合名会社東京玉屋高庖福岡 99P1485 
P81-166 代理眉測量機械製図機

器起床機器製図用紙
双眼鏡各種度量衡器製
作修理満留屋商庖Jの文字
の書カ通れた看板あり 11・488

688 商品陳列館にある大正 大正8年ヵ 12.0x 16.5 3枚 「博多あの頃」 裏書「大正八年?名古屋製の 99P1486 
琴販売所 P83-173 r大正 大正琴の大流行。掛町にあ ~1488 

の博多記」第 った丸平の商品陳列館J
一部写・9 H・479

689 束中洲角の生田菓子底 昭和時代 18.0XI3.0 l枚 「博多あの頃J 表印刷「生田製菓庖福岡市 99P1489 
P161-347 東中洲(電話一七三九)J

11-484 

690 束中洲電停角の明治製 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 下に「明治製菓販売部福岡市 99P1490 
菓博多売庖 P161-346 束中洲Jとあり 印刷物より

11・487

691 キリンビールの食堂 昭和時代 13.0XI8.0 l枚 11-1150 99P1491 
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

'*' 合 備品番号
番号 内 時

昭和時代6921せんぺい屋

6931明治時代の久留米市草|明治時代
野町草野銀行内部

代 政
一
枚;
 

-
n
u
u
 

量
一
回一×

+
な
一

Q
U

、

r
一7
Li
 

99P1492 

掲載誌 備 考

印刷物より ト1300

13.0X 18.01 2枚 1r写真集福岡 |発端は為替会社とあり 表 199P1493 
100年JP188 印刷「草野銀行内部J 印刷 1 ~1494 

物より 11-194 

6941岩田屋百貨庖新築開府|昭和11年10月7日 113.0XI8.011枚 1r福岡のあゆ 111・356
みJ63
「続博多いま
むかしJP158

6951大正元年松屋デパート|大正元年6月l日 113.0X 18.0 I 2枚|※参考「博多 111・357
開庖 あの頃JP162-

348 r写真集博
多JP112-169

6961カフェ・パウリスタ |大正時代

6971西洋料理中央亭 近代

6981たばこ屋 昭和時代

6991カフェーブラジレイロ|昭和9年

7001カフェーチグサ開庖風|昭和時代初期
景

7011夜の松屋デパート 昭和時代初期

7021住吉のとろろ料理一花!大正時代
月苑

川西大橋のアサヒビール|大正時代
の看板がある料理屋

7041中島橋畔より見た“す|大正時代
きやきの居八百重本
居"

7051電車通りにあるアサヒ|大正時代
ビール園

7061電車通りにあるすき焼|大正時代
きの庖新烏卯

川博多束中洲デパートメ|大正時代
ントストアー不二家

99P1495 

99P1496 
~1497 

18.0x 13.01 1枚 1r博多あの頃JI表印刷「正門ヨリ玄関ヲ望ム 199P1498 
P96-200 福岡市東J 11・413

12.0X 16.51 1枚
12.9XI7.911枚

表印刷「博多束中洲町電話 1 99P1499 
一五四二番西洋料理J 印 1 ~ 1500 
刷物より l・536

カラー 浜小路ビルの一角 199円501
ヵ 1-1260

12.7x8.9 1 1枚

18.0x 13.0 1 2枚If写真集博多J1 11・410
Plll 
「博多あの頃J
P96-201 

18.0 X 13.01 1枚 Ir博多あの頃JI表印刷「昭和初期のカフエー 199P1504 
円81-376 開庖風景約40年後の今とあ

まり変わらなしリ 印刷物よ
り 11-419

99P1502 
~1503 

13.0XI7.811枚 裏書「昭和初期橋口町の一角 199P1505 
に松屋デパートが出現し庶
民のデパートとしてエスカ
レーターを最初に取り付け
た航空灯台昭和12年頃日支
事変勃発を機に設置j 印刷
物より 1-428 

裏書「住吉のとろろ料理花月 199P1506 
苑j 印刷物より 11・424

那珂川西大橋付近にある 1 99P1507 
正面玄関脇に「仕出し中食
会席 御料理Jと書カ通れた立
看板印刷物より 1・609

表「八百重本庖福岡市橋口 199P1508 
町電話九六五番J 下「中
島橋畔より見たる八百重Jと
あり 印刷物より H・454

11・1153

12.0x 16.51 1枚

多
品

博
円
げ

苧
頃
的

参
の
は

※
あ
~

枚4
4
 

nnu 
×
 

ハH
u

n〆U
M

13.0X 18.01 1枚

12.0x 16.51 2枚 99P1509 
~15 1O 

12.0X 16.51 2枚 11-1149 99P1511 
~1512 

99P1513 
~1514 

13.0X 18.01 2枚 1r写真集博多J1印刷物より H・24
P112-168 

-A 
Q
U
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，仔*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

708 古川写真館 明治時代 12.0X 16.4 l枚 「博多あの頃j 表印刷「古川写真館筑前博 99PI515 
P81-168 多束中洲電話509番振替口

座一三四三二番同福岡二九
八番J 古川俊平が博多最初
の写真館を束中洲に建てた
印刷物より 1-608 

709 精洋亭 近代 11.9x15.3 2枚 印刷「福岡市束中洲精洋亭 99PI516 
電話一一四O番Jf庖主金子 ~1517 

謙三郎支配人金子龍一J
印刷物より 1-535 

710 常盤館 明治32年 12.0x 16.5 2枚 「写真集福岡 印刷物より 11-353 99P1518 
100年JP204 ~ 1519 

711 博多割烹清流荘 大正時代 12.0x 16.5 l枚 表印刷「博多割烹清流荘J 99PI520 
印刷物より H閉422

712 料亭掬水 大正時代 12.0xI6.5 l枚 「大正の博多 人力車印刷物より 99PI521 
記」第一部写ー 11-359 
12 

713 料亭老松 大正時代 12.0x 16.5 2枚 表印刷「新築成れる料亭老松 99P1522 
博多新地老松電話四八七五 ~1523 

番J 印刷物より H・411

714 名物館庖市一綿菓子売 昭和30年代 18.0X 13.0 2枚 「写真集博多j 裏書「戦後のヤミ市がいまで 99P1524 
り P147-224 は名物露庖市と名を変えて ~1525 

「博多あの頃J 人気J 11-376 
P135-285 

715 水道開通前の博多の水 大正時代 9目8x 15.4 l枚 「博多あの頃j 佐々木滋寛版 11・455・1 99PI526 
売車 11.9x16.4 l枚 P114-240 ~1527 

「博多いまむ
かしJP126
「大正の博多
記J第一部写-7
「写真集福岡
100年J55 
「明治の博多
記JP276

716 松原水売りの車 大正時代 縦11.9-12.9 3枚 「博多あの頃j 元写真i枚とそれを複写した 99P1528 
横16.4-17.9 PI14・240r博 もの2枚 11-455-2 ~1530 

多いまむか
しJPI26 「大
正の博多記J
第一部写-7
I写真集福岡
100年J55
「明治の博多
記JP276 r福岡
のあゆみJ39

717 下駄の歯替 昭和時代 12.9xI7.9 l枚 印刷物より 11-1293 

718 松葉売り 昭和時代 17.9x 12.9 l枚 印刷物より 11-1294 99PI532 

719 おきうと売りの少年た 昭和10年代 17.9xI2.9 l枚 印刷物より 11-1295 99PI533 
ち

720 博多名物“おきうと" 昭和10年代 18.0x 13.0 l枚 「写真集博多J 裏書「戦前?博多名物おきう 99P1534 
造り P59-90 と売りの子供達」 11-476 

一一」ーーーー

q
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 合'*' 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

721 鈴虫完り 昭和20年代 12.9xI7.9 2枚 印刷物より 11-1299 99P1535 
~1536 

722 アイスキャンデー屋さ 昭和30年代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃j 11-368 99P1537 
ん P230-486 

723 初期の人力車 明治時代 13.0XI8.0 l枚 「写真集博多J 印刷物より 11-415 99P1538 
P18-20 

724 人力車に乗った女性と 明治時代 13.0x 18.0 l枚 印刷物より 11-429 99P1539 
車屋さん

725 人力車の行列 明治時代 13.0x 18.0 l枚 西公園の坂ヵ 印刷物より 99P1540 
11-416 

726 客待ちの人力車 大正時代 13.0x 18.0 2枚 「写真集博多J 11-426 99P1541 
P19-21 ~1542 

727 人力車に乗った将校た 大正時代ヵ 13.0x 18.0 l枚 皇居前ヵ 印刷物より 99P1543 
ちヵ H・428

728 大八車(襖・畳専用) 大正時代 16.5x21.5 l枚 ※参考「博多 1 -625-1 99P1544 
あの頃jP84
175 

729 大八車(襖・畳専用) 大正時代 16.5x21.5 l枚 ※参考「博多 1-625-2 99P1545 
あの頃jP84
175 

730 荷車の休息 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-338 99P1546 

731 車力馬車 昭和時代 11.9X16.4 2枚 l・572 99P1547 
~1548 

732 博多川向島土手で休息 大正時代 12.0XI6.5 2枚 「大正の博多 11-437 99P1549 
する荷馬車 記J第一部 ~1550 

写-8

733 帽子にコート姿で自転 昭和時代 12.0 x 16.5 l枚 11-417 99P1551 
車に乗っている男性

734 自転車と優勝旗を手に 大正時代 13.0x 18目。 l枚 「優郷之浦口口君江Jと 99P1552 
した青年 旗に見える 11-397 

735 大正時代の必需品・自 大正時代 18.0X 13.0 2枚 「博多あの頃」 11-402 
転車 P36-68 ~1554 

736 手作りの竹馬で遊ぶ子 大正時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-388 99P1555 
供たち P114-241 

737 昔なつかしいカタカタ 大正時代 18.0x 13.0 2枚 「博多あの頃J 11-375 99P1556 
を押す男児 P114-242 ~1557 

738 那珂川上流で魚取りを 昭和時代 25.3 x 30目6 l枚 「博多いまむ 印刷物より 11-1232 99P1558 
する子供たち かしjP144

739 春古橋畔の河原因別荘 大正時代 16.5X 12.0 2枚 「博多あの頃j 裏鉛筆書「春吉橋畔の河原田 99P1559 
の裏河岸で子供に行水 PI08-227 別荘の裏河岸j 11-385 ~1560 

させている母親

740 川で水遊び 大正時代 16.5X 12.0 l枚 那珂川河畔ヵ キリンビア 99P1561 
ホールの看板印刷物より
11-390 

円
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 '*' 台 時 代 法量|員数| 掲載誌 備 考 備品番号

13.0 x 18.0 1 1枚 1r博多あの頃J111-386 
I P113-237 

7461まだ珍しいゴム引水泳|大正時代末期~昭 118.0X13.01 1枚 1r博多あの頃J1裏書「大正末期の海水着 子 199P1571 
帽 |和時代 IP110-232 供がかむっている髪キャツ

プが出たのは昭和になりか
けた頃J 長垂海岸ヵ
11・378

7411石堂川から見た博多柳|明治20年代
町遊郭と川で遊ぶ子供
たち

代

代

時

時
正

正

大

大
女

水
の

海

姿

の

物

性
着

女
ぶ

の

遊

代
で

ち

時

辺

た

正

海

性

大

着

η

L

n

J

 

a

a

τ

4

斗昼

間，s

勾
f

・

7441大正時代の男性の海水|大正時代
着

7451百道海水浴場 大正12年

7471海水浴 昭和時代

7481女性の髪型二種(三ツ輸|大正時代
と束髪)

7491日本髪の結い方
(1) 

昭和時代

(2) 1日本髪の結い方 昭和時代

(3) 1日本髪の結い方一桃割|昭和時代
れ(関西風)

(4) 1日本髪の結い方一桃割|昭和時代
れ(関東風)

縦13.0-16.51 4枚 1r博多あの頃JI裏書「明治20年代石堂川から I99P1562 
横18.0-21.5I I P23-36 見た博多柳町遊郭正面の 1~ 1565 

三階建は蛭子屋支庖 明治
二十八年八月五日火災で焼
失。この火災で16件焼ける。
新柳町(現清川町)に全戸移転
したのは明治四十三年春J
11-360 

12.9XI8.011枚 1 I・附 I 99P1566 

13.0x 18.01 2枚 1r博多あの頃J1裏書「大正時代の海水着ニュ 199P1567 
P95・198 ーモード。それまでは女は 1~ 1568 

腰巻きか肌着をつけて海水
浴をしていた。この写真の
モデルは花柳界の人らししリ
11-384 

18.0x川 l枚 Ir博多あの頃JIト387
P95-199 

99P1569 

99P1570 

生松原ヵ 印刷物より
11-1298 

17.9XI2.912枚 Ir聞の頃JI裏書「大正時代の博多の娘た|川73
PlOO-208 ちの外出姿同683 1 ~1574 

12.9XI7.911枚 99P1572 

25.1X29.811枚 1r博多あの頃J1稚児輪、三ツ輪、乙女島田、 199P1575 
P188 桃割れ(関東、関西)、割鹿の

子、結綿、おしどり島田(雌)
の結い型の写真を並べて撮
ったもの 11-1198-1 

25.1 X29.81 1枚 Ir博多あの頃JI銀杏返し、つぶし島田、片 199P1576 
P188 輸天神、おしどり(雄)島田、

唐人皆、丸雷、芸子島田の
髪型の写真を並べて撮った
もの 11-1198-2 

6目8x 12.2 1 1枚 1r博多あの頃J1表印刷「関西風の“桃割れ" 199P1577 
8.9x 12.9 1 1枚 1P188 で前が割れて鹿の子がみえ 1 ~1578 

ています。前が割れた“桃
割れ"を“しのぶ皆"とも
いいます。 J 11・1198-3

6.8X 12.2 1 1枚 1r博多あの頃J1表印刷「関東風の“桃割れ" 199P1579 
8.9X 12.9 1 1枚 1P188 で花柳界向きに結い上げて 1 ~1580 

ありますが、同型の髪型に
は“お初髭"があります。
15、16才から20才までの髪
型です。 J 11 ・1198-4
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(5) 日本髪の結い方一丸雷 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃」 表印刷「“丸皆"は既婚婦人 99P1581 
8.9x12.9 3枚 P188 の結い上げる髪型で年齢を問 -1584 

わず広く結われました。雷型
の大小手柄の色合いによっ
て、年頃にマッチずるように
結います。同型と赤い手柄
にすれば20才代、極大型とピ
ンク、またはエンジなどの色
にすれば'30才代、一番型に薄
色手柄を掛けると40才向。
川柳にも“結綿がまげに変わ
ればけちをつけ"とありま
す。 J 11-119ら5

(6) 日本髪の結い方一おし 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃J 表印刷「めすは“結綿"に渡 99P1585 I 
どり雌(島田) 8.9x 12.9 l枚 P188 し毛を掛けます。 J -1586 

11-1198-6 

(7) 日本髪の結い方ーおし 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃J 表印刷「島田物の“おしどり" 99P1587 
どり雄(島田) 8.9x 12.9 l枚 P188 は“高島田"に渡し毛を掛け -1588 

た物です。渡し毛の下に間布
をいれます。」 11-1198-7 

(8) 日本髪の結い方一結綿 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃J 表印刷『この髪型も“丸露" 99P1589 
8.9x 12.9 l枚 P188 “桃割れ"と共に、現代に至 -1590 

るまでに広く一般に知られ、
年齢的には17，18才から22，
23才までの娘さんが結い上
げます。鹿の子の掛かつて
いるところに昔は真綿を結
んだので“結綿"という名が
おこりました。 j 11-1198-8 

(9) 日本髪の結い方一つぶ 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 f博多あの頃J 表印刷『花柳界では代表的な 99P1591 
し島田 8.9x 12.9 l枚 P188 髪型ですJ 11-1198・9 -1592 

(10) 日本髪の結い方一芸子 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 f博多あの頃j 表印刷『“中高"よりも地味 99P1593 
鳥田 8.9x12.9 l枚 P188 な髪型です。 40才までの芸 -1594 

者衆が結い上げたもので、
“はち型島田"ともいわれま
す。 J 11-1198-10 

(11) 日本髪の結い方一唐人 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃」 表印刷「“唐人髭"は16才か 99P1595 
雷 8.9x 12.9 l枚 P188 ら18才までの娘さんの結い -1596 

上げる髪型です。輸の中間
がくぼみ、両輸が立つよう
に結い上げます。同型には
“毛巻"“花魁"“立兵庫"
“金しょうじよう"等があり
ます。」 11-1198-11 

(12) 日本髪の結い方一銀杏 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃j 表印刷『“銀杏返し"はやは 99P1597 
返し 8.9x 12.9 l枚 P188 り日本髪では代表的に知られ -1598 

ている髪型です。 15，16才 ~
60才頃までの非常に年齢層の
広い髪型で、結う人も、子守、
女中、芸者、娘さんにもとい
うように、この方でも帽の広
い髪型です。湯島天神などで、
お蔦の“銀杏返し"樋口一葉
の“銀杏返し"お芝居や小説
などでも多く出てきます。そ
れだけに結い上げ技術もやさ
しいようで、難しいのです。j

11-1198-12 

Fo no 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台Z畏~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(13) 日本髪の結い方一割り 昭和時代 6.8X 12.2 l枚 「博多あの頃j 表印刷「“割り鹿の子"は 99P1599 
鹿の子 8.9x 12.9 l枚 P188 “丸者"から変化した髪型で -1600 

皆型を抜き、左右に毛を分
けた形です。 J 11-1198-13 

(14) 日本髪の結い方一片輪 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 f博多あの頃J 表印刷「片方に、切った毛を 99P1601 
天神 8.9x 12.9 l枚 P188 付けたのが“片輸天神"で -1602 

両方に“銀杏返し"の輸が
つけば“三つ輸天神"とな
ります。 J 11-1198-14 

(15) 日本髪の結い方ーコツ 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃j 11-1198-15 99P1603 
輸 8.9x 12.9 l枚 P188 -1604 

(16) 日本髪の結い方一稚児 昭和時代 6.8xI2.2 l枚 『博多あの頃J 11-1198-16 99P1605 
輸 8.9X 12.9 l枚 P188 -1606 

(17) 日本髪の結い方一乙女 昭和時代 6.8x 12.2 l枚 「博多あの頃J 11-1198-17 99P1607 
島田 8.9x 12.9 l枚 P188 -1608 

750 風俗雑誌 昭和20年代 18.0X 13.0 l枚 裏書f戦後ワーッと出たエロ 99P1609 
雑誌j 印刷物より H・372

751 女性の洋装 昭和25年頃 18.0x 13.0 l枚 『博多あの頃J 裏書『昭和25年頃から漸く洋 99P161O 
P228-481 装の女性が町を歩いた(天

神)J 11・371

752 晴心館 明治時代 11.9X 16.4 l枚 「写真集博多j 印刷物より 1-476 99P1611 
P41 

753 博多潮湯晴心館 明治24年5月 12.0x 16.5 l枚 『明治の博多 印刷物より 11-70 99P1612 
13.0x 18.0 l枚 記JP173 -1613 

754 束中洲潮湯博栄館 大正時代 16.5XI2.0 2枚 11-23 99P1614 
-1615 

755 川丈温泉 昭和時代 17.9XI2.9 l枚 11-1223 

756 釜屋町にあった大寿楼 大正時代 16.5X 12.0 l枚 「博多あの頃」 11-354 99P1617 
P56-108 

757 大正初期の遊女たち 大正時代 13.0x 18.0 2枚 印刷物より l枚はもう一方 99P1618 
を少し拡大したもの -1619 
11-364 

758 博多旧柳町の月見楼 大正時代 離16.5-18.0 3枚 「写真集博多J 11-363 99P1620 
横12.0-13.0 P57-88 -1622 

759 旧柳町遊郭新一楽 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 f写真集福岡 全盛時代の東雲楼の庭園部 99P1623 
100年JP384 分と福岡の新一楽の門 l枚 -1624 

は記事入り 印刷物より
11-362 

760 カンカン帽とパナマ帽 大正時代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-350 99P1625 
の大流行 P104-215 

761 大正時代の粋な着こな 大正時代 18.0x 13.0 l枚 『博多あの頃J 11-347 99P1626 
し P99-207 

762 オールドスタイ Jレでプ 昭和20年代 13.0X 18.0 2枚 印刷物より H・919 99P1627 
レーするゴルファー -1628 

763 戦後の束中洲花売娘 昭和20年代 18.0x 13.0 2枚 「博多あの頃j 裏書「終戦後の東中洲 花売 99P1629 
登場 P180-375 り娘が登場したのは戦後の -1630 

風景J H・393
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 合，プ... 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

764 香椎花壇表玄関 大正時代 13.0X 18.0 l枚 11-75-1 99P1631 
(1) 

(2) 香椎花壇より汽車進行 大正時代 13.0x 18.0 l枚 絵葉書ヵ 11ー75-2 99P1632 
の遠望

(3) 香椎花壇附属浴場 大正時代 13.0x 18.0 l枚 H・75・3 99P1633 

(4) 香椎花壇生賞 大正時代 13.0x 18.0 l枚 11-75-4 99P1634 

765 囲碁をする2人 近代 12.0x 16.5 l枚 |・511 99P1635 

766 筑豊の炭住ヵ 明治時代 13.0x 18.0 l 枚 11-408 99P1636 

767 東中洲の高砂館 明治30年 縦 16.5~18.0 10枚 「博多あの頃J 裏書「明治三十年束中洲の博 99P1637 
横12.0~13.0 P20-28 多川沿に建った八階建の高 ~1646 

「写真集福岡 砂館。東京浅草に十二階建
100年JP46 てが出来たと知った博多人
「ふるさと 100 が(よしはかでも作ってみせ
年JP54 る)と八尋金山堂(利兵衛)の

呼びかけで建てたもの。八
階は展望台で博多湾が一望
のもとに見ゆると大評判」
ぺン書き「寿橋を渡った行当
たり現在の明治生命の後の
方にできた8階建て高砂館後
比処は病院となるJ 鉛筆書
「中洲5丁目(明治ビル付近)J
「八層楼の高砂館東中洲にあ
った木造の八階建て歌舞伎
-寄席・東京大相撲などに
多数が押し寄せた(短命)J 
ネガあり(アルバム4) 11-29 

768 雑貨問屋で姐憶を見て 明治時代ヵ 16.4X11.9 2枚 11-1231 99P1647 
し、る女性 ~1648 

769 箱崎水族館 明治時代ヵ 13.0x 18.0 l枚 ※参考「博多 11-189 99P1649 
L 、まむかしJ
P158 

770 アサリ貝掘り 大正時代 12.0X 16.5 l枚 「博多あの頃J 箱崎浜ヵ 11-367 99P1650 
P109-229 

771 カフェーの賑わい 大正時代 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃J 11-469 99P1651 
P96-202 ~1652 

「写真集福岡
100年JP380

772 街角に来た猿回しの大 大正時代 縦12.0~15.2 3枚 「博多あの頃J 11-344 99P1653 
道芸 横 16 目 5~20.2 P115-244 ~1655 

「大正の博多
記J第一部写8

773 洗い張り 大正時代 12.9xI7.9 l枚 印刷物より 11-1292 99P1656 

774 大濠公園の花火大会 大正時代 縦 12.0~13.0 3枚 「博多あの頃j 11-383 99P1657 
横16.5~18.0 PI07-224 ~1659 

775 大正の成金は炭鉱主一 大正時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃J 下に「鉱主(左より二人目勝 99PI660 
背振の採掘現場 P105-217 也)を中心として」とあり

鉱山看板には「金立山長尾鉱
業所jとあり 11-403 

776 唐箕を使った農作業 大正時代 18.0x 13.0 l枚 11-446 99PI661 

7
s
 

n
b
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
合，プ". 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

777 馬術を楽しむ男女 大正時代 18.0XI3.0 l枚 「博多あの頃J 11・380 99P1662 
P108-226 

778 福岡熊本対県柔道大会 大正時代 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J 11-389 99P1663 
P113-238 

779 「蒲団の洗濯j那珂川住 大正時代~昭和1012.0XI6.4 l枚 I博多あの頃j 印刷物より 11・1233 99P1664 
吉橋付近 年 25.3 x 30.6 l枚 P108-225 ~1665 

780 志賀島舟遊び 大正10年 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃j 表ぺン書「西部口口福岡口口 99P1666 
P112-234 志賀島舟遊大正十年J 裏書

「大正十年志賀島での海水
浴。まだ海水着よりもふん
どしが巾を利かせていた。」
11-379 

781 町を通った撒水車 大正時代末期 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「大正末期の町の撒水 99P1667 
P114-239 車。まだ舗装されてない町

が殆どで夏の暑さと砂ほこ
りを打ち水して廻る撒水車J
11-414 

782 花見(西公園ヵ) 大正時代 12.9X 17.9 l枚 印刷物より 11-1291 99P1668 

783 空から見た西公園での 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 印刷物より 1-570 99P1669 
花見風景

784 朝倉の三連水車 昭和時代 各13目Ox18目。 一式 「写真集福岡
3枚 100年JP208

(1) 水車の横に子供2人 l枚 11-445-1 99P1670 

(2) 水車を動かしている麦 l枚 11-445-2 99P1671 
わら帽子の男性

(3) 笠をかぶって苗かごを l枚 11-445-3 
かついだ女性と男性

785 空から見た平和台球場 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-1148 99P1673 

786 東公園動物園 昭和10年 13.0X 18.0 2枚 「福岡のあゆ 「昭和10年正面の象の鼻が迎 99P1674 
みJP14-53 えた東公園動物園jとあり ~1675 
「写真集福岡 印刷物より 11・171
100年JP57-下

787 映画「陸軍Jの撮影風景 昭和19年 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「戦時中、映画(陸軍)の 99P1676 
(橋口町内総出のラジオ P182-379 撮影に福岡の橋口町で移動
体操) 撮影をする。ラジオ体操風

景正面の洋館は松屋百貨庖J
「父Jとぺン書あり 11-391 

788 ダンサーの護身術稽古 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃」 11-373 99P1677 
風景 P228-483 

789 女性競輪選手 昭和20年代 18.0x 13.0 l枚 I博多あの頃J H・382 99P1678 I 
P223-468 

790 新天町開底時の誓文晴 昭和21年10月15日 18.0XI3.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「開庖当時の新天町昭和 99P1679 
P229-485 二十一年十月十五日J11・15

791 サンドイツチマン彦九 昭和21年頃 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 裏書「昭和二十一年頃現れた 99P1680 
郎さん P1l5-245 チンドン屋J 11-377 

792 第2回九州一周駅伝競 昭和28年 18.0X 13.0 l枚 11-365 99P1681 
走大会決勝点
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~プモ~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

793 ハイフイト煙草の宣伝 昭和40年代 7.6xl1.4 3枚 カフー 6/20 1箱70円 99P1682 
隊 1・1238 ~1684 

794 福岡電話交換局での作 明治42年頃 13.0x 18.0 2枚 「ふるさと 100 表「大正四年十一月十日大正 99P1685 
業風景 年1P52 「博 天皇即位の大礼記念Jスタン ~1686 

多いまむか プあり 印刷物より
し1P128 「博 H・165
多あの頃1P42-
80 「写真集
博多1P44
「写真集福岡
100年P42

795 博多最初の電気看板一 明治31年 縦12.2~17.9 8枚 「博多あの頃J 11-6 99P1687 
綱場町丸三呉服店 横8.5~12.9 P21-30 rふる ~1694 

さと 100年J
P52 r写真集福
岡100年1P175

796 福岡電話交換局での作 明治40年代 12.9x 17.9 l枚 「博多あの頃J 裏鉛筆書「福岡電話局事務 99P1695 
業風景 P42-80 r写真 開始明治32年当時加入者

集博多1P43開65 1971 印刷物より 1-681 
「ふるさと 100
年1P52

797 ハンフレー浴場用ガス 大正時代 18.0x 13.0 l枚 11-301 99P1696 
湯沸器宣伝写真

798 ラジオの登場 大正時代 18.0x 13.0 2枚 「博多あの頃J 11-336 99P1697 
P108-228 ~1698 

799 ガス管工事をしている 昭和時代 5.7X8.3 l枚 11-1134 99P1699 
男性2人

800 パスを利用しての買い 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 若松市営パス 11-401 99P1700 
出し

801 ピlレ建設中一鉄骨の足 昭和時代 9.0X6.5 l枚 1-935 99P1701 
場で働く人々

802 福岡放送局内{JOLK}因 昭和5年12月 13.0x 18.0 1枚 「博多あの頃J ネガあり(アルバム5) 99P1702 
幡町 P179-374 11-1130 

803 ラジオ九州JOFR開局プ 昭和26年12月1日 13.0x 18.0 l枚 印刷物より 11-1127 99P1703 
レート

⑩芸能関係

番号 内 台"'" 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

804 川上音二郎の舞台Iヴ 明治36年6月 16.5X 12.0 l枚 表印刷f明治二十六年六月東 99P1704 
ェニスの商人j 京明治座に珍ける(ヴェニス

の商人)シャイロック(川上一
左上)アントニオ(藤沢一右
下)上部は川上丈の素顔J
11-824 

805 川上音二郎の舞台 明治時代 12.0X 16.5 i枚 11-825 99P1705 

806 オッベケペー節の川上 明治時代 18.0x 13.0 l枚 印刷物より 11-525 99P1706 
音二郎

-69-



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，仔*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

807 神奈川県茅ヶ崎の自宅 明治時代 16.5X 12.0 2枚 「博多あの頃j 写真の下に「神奈川県茅ヶ崎 99P1707 
でくつろぐ川上音二郎 P86-178 川上邸に除ける音次郎丈と ~1708 

-貞奴夫妻と音二郎の その筆蹟右側は貞奴」とある

筆蹟 11-528 

808 川上音二郎 明治時代 17.8x 12.9 l枚 印刷物より 11-530 99P1709 

809 川上音二郎と帝国座 明治時代 12.0x 16.5 3枚 11-519 99P1710 
~1712 

810 川上音二郎の舞台「児 明治時代 18.0x 13.0 l枚 下に rJII上音二郎の舞台写真 99P1713 
島高徳j -児島高徳jとある 印刷物

より 11-517 

811 帝国座挿絵の複写 明治時代 17.7 x 12.6 l枚 11-523 99P1714 

812 川上音二郎 明治時代 一式 印刷物より (l) ~(3)一括

6枚 11-531 

(1) 羽織袴の川上音二郎 16.5X 12.0 2枚 下にrJII上音二郎Jとあり 99P1715 
~1716 

(2) 舞台衣装の川上音二郎 16.5X 12.0 2枚 99P1717 
~1718 

(3) 着物姿の川上音二郎 13.0x9.0 l枚 袖に手を入れている 99P1719 
16.5x 12.0 l枚 ~1720 

813 巡査時代の川上音二郎 明治19年 18.0x 13.0 2枚 「博多あの頃」 裏鉛筆書「京都警察署で巡査 99P1721 
P86-177 拝命19年博多に帰り巡査と ~1722 

「写真集福岡 なる。 J 印刷物より
100年JP268 11-529 

814 錦絵f書生の犯罪Jと111 明治25年 12.0x 16.5 l枚 上に「明治二十五年"書生の 99P1723 
上音二郎 犯罪"の錦絵(左端川上の工

藤猛夫)と工藤猛夫に扮した
る川上丈(上部)Jとあり 印
刷物より 11-526 

815 洋装の川上貞奴 明治30年頃 18.0xI3.0 2枚 「博多あの頃J裏鉛筆書r30年貞奴と結婚 99P1724 
P86-179 32年夫妻で洋行貞奴は昭和 ~1725 
「写真集福岡 21年熱海で死去J 印刷物
100年JP268 より 11-527 

816 川上音二郎の葬儀 明治44年11月11日 13.0x 18.0 l枚 裏書「明治44年大阪帝国座出 99P1726 
演中に死去48才J印刷物より
11-532 

817 川上音二郎葬儀及び埋 明治44年11月11日 縦13.0-15.8 4枚 人物名を記した複写2枚同封 99PI727 
葬 横18.0-20.6 11-533 ~1730 

818 和装コートに毛皮襟巻 近代 縦16.4-17.9 5枚 1-946 99P1731 
をした女優貞奴 横11.9-12.9 ~1735 

819 さや型地紋に家紋入り 大正時代 16目4X12.0 l枚 11-947 99P1736 
の長着を着た貞奴

820 川上音二郎銅像 大正時代 16.5xI2.0 l枚 裏書「泉岳寺川上音次郎銅 99P1737 
像j 11-518 

821 川上音二郎之墓前での 大正9年5月 縦13.0-15.6 4枚 人物名を記した紙l枚と複写 99P1738 
男女 横18.0-20.5 2枚同封 11-534 ~1741 

822 川上音二郎墓前での男 大正9年5月 18.0X 13.0 2枚 11・535 99P1742 
性5人 ~1743 

ハU
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番号 内 ，台宮与・
時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

823 川上貞奴 昭和時代 13.0X9.0 2枚 印刷物より 11-536 99P1744 
~1745 

824 7代目団十郎への申し 不詳 18.0x 13.0 l枚 印刷物より 11-1141 99P1746 
渡し書(写)

825 歌舞伎の助六 不詳 18.0x 13.0 l枚 H・1156 99P1747 

826 歌舞伎扇面 近代 11.9x16.4 l枚 1-1328 99P1748 

827 歌舞妓役者中村雁治郎 明治時代 16.5X 12.0 l枚 表印刷「中村雁治郎(林玉太 99P1749 
の幼少 郎大阪1860~1935)J

H・839

828 紅葉狩りを演じる団十 明治32年 12.9x 17.9 l枚 明治座で公演の紅葉狩(映画 99P1750 
郎と菊五郎 スチール) 印刷物より

11-1314 

829 坂東玉三郎のポスター 昭和時代 8.8x 11.4 l枚 カラー 1-697 99P1751 

830 未完成の能面 近代 16.4X11.9 l枚 l・1326 99P1752 

831 安達旭清師旭清会門人 大正時代 13.0x 18.0 2枚 「写真集福岡 裏書「大正時代は筑前琵琶の 99P1753 
中演奏会 100年JP268 全盛期。男性の若い者も稽 ~1754 

「博多あの頃J古通び、花柳界には琵琶芸
P104-216 者も現れ、端唄、流行歌ま

で琵琶の演奏で唄われた。 J
11-750 

832 筑前琵琶を演奏する被 大正時代 18.0x 13.0 l枚 ※参考「写真 四弦琵琶 11-751 99P1755 
布を着た女性 集福岡100年J

P268 「博多
あの頃JP64-
129 

833 筑前琵琶師匠高野旭嵐 大正時代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃j 五弦琵琶 11-752 99P1756 
P64-129 

834 第8回筑前琵琶保存会 昭和47年10月10日 13.0X18目。 3枚 内l枚裏書r47.10. 10 明治 99P1757 
演奏会 生命ホール筑前琵琶保存会 ~1759 

演奏会j 11-749 

835 半面をつけてのにわか 大正時代 18.0XI3.0 l枚 印刷物より 11-1158 99P1760 
芝居

836 山笠法被ににわか面を 大正時代 16.5X 12.0 l枚 11-1160 99P1761 
つけている男児4人

837 宮崎宮参道でにわか面 大正時代 13.0x 18.0 l枚 印刷物より 11-1159 99P1762 
をつけての記念撮影

838 郷土芸能博多にわか 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 ※参考「博多 11-844 99P1763 
いまむかしJ -1764 
「博多あの頃J
P94-196 

839 博多にわか 昭和53年頃 9.0XI3.0 l枚 1-902 99P1765 

840 三味線の女性2人と男 昭和時代 12.6XI7.7 l枚 11-865 99P1766 
性l人

841 正調博多節の名人おし 近代 17.9XI2.9 l枚 1-844 99P1767 
んさん一紋付着物の女
性

1
i
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台宝生， 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

842 芸妓小=さん 近代 12.0XI8.0 2枚 着物姿女性4人 1-504 99P1768 
~1769 

843 置屋に休む芸妓たち 明治時代 17.7X 12.6 2枚 同じ着物を着た2人 H圃 76599P1770 
~1771 

844 洋装203高地結いの芸 明治時代 12.9XI7.9 l枚 下に r203高地(南地芸妓右 99PI772 
妓一富田屋八千代、大 から富田屋八千代大和屋豆

和屋豆千代、お染 千代、お染)J 1-442 

845 肩を出して化粧する芸 明治時代ヵ 13.0x 18.0 l枚 11-920 99PI773 
妓

846 束ね髪着物姿の女性 明治時代ヵ 16.5X 12.0 2枚 印刷物より 11-759 99P1774 
~1775 

847 自動車に乗った3人娘 大正時代 16.5X 12.0 l枚 「博多あの頃J 自動車は写真館のセット 99PI776 
(お蝶、蝶々、〆子) P53-105 11-395 

848 髪結いさんに来ている 大正時代 18.0XI3.0 2枚 「博多あの頃J l枚は原本もう l枚はそれが 99PI777 
芸妓さん P50-99 掲載された印刷物より複写 ~1778 

裏書「大正時代、髪結ひさん
に来ている芸者さん。結ひ
賃は初期は島田15銭・末期
は50銭になった。一日平均
70人の芸者の髪を結った。
家庭のごりょんさんも馴染
みの髪結いさんがあり、年
末には三十日か三十一日に
予約して早朝六時頃から順
番を待った。 J 11-754 

849 おしんさん 大正時代 18.0XI2.9 l枚 「博多あの頃J 11-755 99PI779 
P59-120 

850 着物姿で座っている女 大正時代 17.7XI2.6 l枚 11-756 99P1780 
性 29.7x24.9 l枚 ~1781 

851 博多の名物芸妓お政姐 大正時代 縦16.5-29.8 6枚 「写真集博多J戦後、中洲検番を作る 99P1782 
さん 横12.0-24.0 P53-81 H・757 ~1787 

852 博多芸者五郎さん 大正時代 16.5X 12.0 2枚 「博多あの頃J裏書「中洲五郎さんJ 99P1788 
P59-118 11-760 ~1789 
「写真集福岡
100年JP382

853 舞踊を舞っているお政 大正時代 16.5XI2.0 l枚 11-761 99P1790 
姐さん

854 芸妓と男性 大正時代 12.0XI6.5 l枚 11-762 99P1791 

855 芸妓小千代さんを囲む 大正時代 16.5x 12.0 l枚 「写真集博多」 全体l枚と小千代さんを引き 99P1792 
男女 18.0x 13.0 2枚 P52-80 延ばしたもの2枚 11-763 ~1794 

856 稲荷神社横で虫かごを 大正時代 12.0XI6.5 l枚 11・764 99P1795 
買う芸妓と子供

857 博多芸者小八千代さん 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-766 99P1796 
-小満さん P61-124 

858 博多芸者小常さん 大正時代 16.5XI2.0 l枚 『博多あの頃J表印刷「小常j 裏書fおきん 99P1797 
P49司95 さん大柄別ぴんJ 11・767

つ臼7'
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 信合』 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

859 博多芸者節分のお化け 大正時代 12.0X 16.5 2枚 「博多あの頃J裏ぺン書「節分半線香小 99P1798 
の扮装一小千代さん、 P52-102 八千代・小満/一本蝶々(別ぴ -1799 
小満さんほか2名 f写真集福岡 ん)J H・768

100年JP382

860 博多芸者老松さん 大正時代 16.5x 12.0 l枚 I博多あの頃」 表印刷「老松J 裏書「料亭老 99P1800 
P53-104 松の若い日J 11-769 

861 二代目雲右衛門の妻博 大正時代 16.5 x 12.0 l枚 「博多あの頃J表印刷「清子」 裏書「二代目 99P1801 
多芸者清子さん P53-103 雲右衛門の妻。背高く別ぴ

んJ 11-770 

862 博多芸者若子さん 大正時代 16.5x 12.0 l枚 「博多あの頃J表印刷「若子J 裏書f若手 99P1802 
P52-101 のj 11-772 

863 博多芸者贋子さん 大正時代 16.5X 12.0 l枚 表印刷f慶子J 11・773 99P1803 

864 博多芸者綾子さん 大正時代 16.5X 12.0 l枚 表印刷f綾子J 11-773 99P18041 

865 博多芸者一子さん 大正時代 16.5x 12.0 l枚 表印刷「一子j 11-773 99P1805 

866 正調博多節の名人おし 大正時代 18.0X12.5 2枚 「博多あの頃」 正調博多節の名人おしんさ 99P1806 
んさん、若駒さん博多 P61-125 ん、若駒さん、がおひろめ -1807 
芸者御披露目 「写真集福岡 したとき写した 11-774 

100年JP382

867 舞妓姿の博多芸者 大正時代 16.5x 12.0 l枚 11・775 99P1808 

868 博多芸者小八千代さん 大正時代 12.0X 16.5 l枚 11-776 99P1809 
若子さんほか

869 浴衣姿の博多芸者 大正時代 16.5X 12.0 l枚 11-777 99P1810 

870 (1)美人競べ 大正時代 16.5x21.5 2枚 検番豆子・米子他16名 99P1811 
1-614 -1812 

(2)美人競べ 大正時代 16.5x21.5 5枚 検番小万・てる子他16名 99P1813 
1-614 -1817 

871 料亭で芸妓と男性 大正時代 12.0x16.4 l枚 11-860 99P1818 

872 料亭の金扉風前で芸妓 大正時代 12.0 x 16.4 l枚 11-861 99P1819 
と男性

873 料亭で青年と芸妓 大正時代 12.0x 16.4 l枚 11・862 99P1820 

874 横向きで着物姿の女性 大正時代 13.0x 18.0 l枚 11-887 99P1821 

875 料亭おえんの女将おえ 大正時代 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-908 99P1822 
んさん P58-115 

876 束中洲南新地芸妓置屋 大正時代 18.0x 13.0 2枚 「博多あの頃J裏書「大正時代の芸妓置屋j 99P1823 
とおきうと売りの少年 P56-107 裏鉛筆書『束中洲南新地」 -1824 

「写真集福岡 11-31 
100年JP383

877 大広間で芸妓と正装し 大正時代 15.6x21.0 l枚 11-1214 99P1825 
た男性 16.4X21.5 l枚 -1826 

878 料亭で芸妓たち6人と 大正時代 12.9X 18.0 2枚 1-736 99P1827 
男性11人 -1828 

879 料亭で芸妓と洋装の男 大正時代~昭和時 13.0x 18.0 l枚 l・737 99P1829 
女 代初期

qu 守'



寄贈賀料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 飽合』 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

880 料亭でおかみと芸妓と 大正12年 14.0x21.0 l枚 名前を書いた簿紙貼付 99P1830 
男性 11-436 

881 株式会社水茶屋券番創 昭和時代 18.0X 13.0 l枚 I博多あの頃」 裏書「戦後花柳界も復活旧水 99P1831 
立事務所 P227-478 券と相券の姐さんたちが合

同して会社組織で(水茶屋券
番)を発足。社長は奴組さ
んj 11-778 

882 芸妓達に固まれた男性 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 1-583 99P1832 

883 芸妓衆の発表会ヵ 昭和時代 13.1 x 30.4 2枚 11-1215 99P1833 
19.2x21.1 2枚 ~1836 

884 芸妓衆の発表会博多踊 昭和時代 離19.4-19.8 3枚 11-1216 99P1837 
りヵ 横24.8-29.6 ~1839 

885 博多那能津会宴会風景 昭和時代 8.1 x 11.6 10枚 石橋源一郎氏 1-779 99P1840 
~1849 

886 博多那能葎会ヵー唐津 昭和時代 9.0X 13.0 一式 1-1024 
旅行 17枚

(1) 玄海固定公園舞鶴公園 3枚 石橋源一郎夫妻・鬼塚勝治 99P1850 
多宝塔にて記念撮影 氏 ~1852 

(2) 旅館にて 14枚 石橋源一郎夫妻・鬼塚勝治 99P1853 
氏旅館「洋々闇J ~1866 

887 博多那能津会宴会風景 昭和時代 8.3x 11.7 3枚 カラー 石橋源一郎夫妻 99P1867 I 
1-893 ~1869 

888 博多那能津会の法被 昭和時代 12.0x 16.4 8枚 背に「博多jの文字入り 99P1870 
1-837 ~1877 

889 博多那能津会演奏記念 昭和時代 各12.0x16.5 一式 集合写真 1-838 
録音室にて 10枚

(1) 楽器を手に記念撮影 3枚 9人 99P1878 I 
~1880 I 

(2) 録音室にて楽器を手に 4枚 8人 99P1881 
記念撮影 ~1884 

(3) 録音室での演奏打ち合 3枚 10人 99P1885 
せ風景 ~1887 

890 博多那能津会による練 昭和時代 8.2X 11.2 12枚 カラー 1-888 99P1888 
習及び演奏風景 ~1899 

891 博多那能津会演奏風 昭和時代 12.0XI6.4 2枚 那能津会の法被を着用 集 99P1900 
景一舞台上 合写真10人(うち女性2人) ~1901 

l・839

892 博多那能津会集合写真 昭和時代 9.0x 13.0 l枚 三味線をもった那能津会の 99P1902 
(1) メンバー左端より2番目が鬼

塚勝治氏 H・229

(2) 博多那能津会集合写真 昭和時代 9.0x 13.0 l枚 那能津会の法被を着た人達 99P1903 
和楽路会の道中着を着た人
遥も見える 11・229

893 博多那能津会一鬼塚勝 昭和時代 10.1 x 16.0 l枚 裏スタンプ「西日本新聞社提 99P1904 
治の三味線伴奏に合せ 供無断転載を禁ずj

て唄う石橋源一郎 1-889 

A
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 時 備品番号内 容

8941博多那能津会一鬼塚勝|昭和52年頃
治の三味線伴奏に合せ

て唄う石橋源一郎他

8951九州劇場と石丸勝平・ |明治時代
(1) 1池見辰次郎・石橋七平

(2) 1博多座と明治座と大人|大正時代

神太郎助・竹田秋桜・
川津亀治・千葉滋殖・

野村清次

8961大博座 明治時代

8971寿館 明治時代

代 法量|員数

8.2x 10.5 1 3枚 99P1905 
~1907 

掲載誌

nu 

-
nヨ

一no--

備
一

一一一-フ一カ

考

16.5X 12.01 1枚
18.0x 13.01 1枚

(2)の写真と右左lセット 1 99P1908 
写真上に「大正五年頃の博多 1 ~1909 
座j 写真下に「明治座座員
石丸勝平・九州劇場支配人

池見辰次郎・博多座目下の
借受人石橋七平」とあり
11-830 

1枚の写真に東公園の博多 199P1910 
座、束中洲町の明治座。 5人 1 ~1911 
の男性は上より明治座持ち
主のl人県会議員大人神太郎
助氏、博多好劇家瓢瓢会幹
事、福岡日日新聞社員、竹

田秋桜氏、瓢々会員九州電
燈鉄道会社支配人川津亀治
氏、瓢々会会員千葉滋殖氏、

同野村清次氏 11-834 

パースネガあり H・840 199P1912 
~1915 

16.5X 12.01 2枚

縦1O.2~10.71 4枚
横15.6~16.5 

18.0x 13.0 1 2枚 1r博多あの頃J1表印刷「書舘J 印刷物より 199P1916 
P90-182 1 11 -851 1 ~ 191 7 

8981博多教楽社劇場上棟式|明治15年11月9日 112.0X 16.51 6枚 1r博多あの頃J1 11・854
之図 1 P91-187 

「福岡のあゆ

みJP3-6 

8991博多座 明治43年11月

9001九州劇場の舞台と客席|大正元年

9011東公園の博多座看板 |大正2年

9021束中洲世界館(活動写真|大正2年6月
常設館)

9031東中洲世界館(活動写 |大正2年8月14日
真常設館)お盆興行一尾
上松之助主演「弁慶一
代記J館前大入り風景

9041九州劇場の町回り宣伝|大正9年頃
隊

99P1918 
~1923 

18.0x 13.01 1枚 Ir博多いまむ 111・857
かしJP88-89 
※参考「写真
集博多JP 132-
198 

99P1924 

13.0x 18.01 1枚 11-832 99P1925 

99P1926 
~1927 

12.0XI6.511枚 1r写真集博多J111-858 
12.8x 18.01 1枚 1P132-199 

13.0xI8.013枚 Ir博多あの頃JI元写真l枚とそれを掲載した I99P1928 
P91-188 印刷物の写真2枚元写真も 1 ~1930 

何かを複写したもの 写真
表印刷「世界舘J 11-827 

12.0x 16.41 1枚
13.0x 18.0 1 1枚

表印刷「常設活動寓員 世界 199P1931
館 潟県のいいのと館の設 1 ~1932 
備の完全はたしかに博多に
珍ける娯楽場としての華j

印刷物より |・672

「博多あの頃J
P91-189 
Iふるさと 100
年JP68
f写真集福岡

100年JP271 

15.5X 19.81 3枚 Ir博多あの頃J111・855
P92-191 

99P1933 
~1935 

9051九州劇場の町回り宣伝|大正10年4月4日 113.0xI8.011枚 1r博多あの頃J1裏書「九州座が落成したのは 199P1936
隊 1 P88-181 大正元年十二月。この写真

は大正十年四月四日町廻り
風景J 11・856

に
d
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，官"'" 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

906 束中洲パッテン館(洋 大正11年9月24日 縦 16.4~20.3 3枚 [福岡のあゆ 裏書「洋画専門館として出現 99P1937 
画専門館)開館当時風景 横 1 1.9~15.2 みJPI0-36 したパツテン館(大正11年 ~1939 

「博多あの頃J頃)J 印刷物より ¥1-835 
P90-183 

907 梓供養 大正時代 15.6x2¥.0 l枚 舞台で芸妓が整列して座り、 99P1940 
16.4x2¥.5 l枚 客席に向かつて口上を述べ ~1941 

ている男性福岡橋口町勝
野総本庖 ¥1-823 

908 九州劇場での供養風景 大正時代 14.3X20.7 l枚 ¥1-831 99P1942 
カ

909 九州劇場 大正時代 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃J表印刷「九州劇場J ¥1-833 99P1943 
P90-185 

910 川丈座見物席 大正時代 12.0x 16.5 3枚 ¥1-852 99P1944 
-1946 

911 大博劇場開場当時大椴 大正時代 10.7X 16.5 2枚 「写真集博多j パース「大正の博多記j第一 99P1947 
帳 P132-199 部写6 ネガあり ¥1-859 -1948 

912 明治座 大正時代 18.0XI3.0 l枚 「続博多いま 表印刷「明治座j ¥1-841 99P1949 
むかしJP38

913 ストリップ劇場の川丈 昭和時代 18.0XI3.0 l枚 「博多あの頃j ¥1-853 99P1950 
P226-476 

914 九州劇場の搬帳 昭和時代 11.8 x 15.5 l枚 ¥1-829 99P1951 

915 中洲寿座 昭和時代 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃J表印刷「当時封切られたレマ 99P1952 
P93-193 ルク原作の映画〔西部戦線異

常なし〕中洲寿座j 印刷物
より 1-611 

916 川丈座軽演劇出演の岸 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J裏書「昭和時代川文庫を常打 99P1953 
田一夫と伏見良子 P94-194 ち小屋とした軽演劇ピエル

ボーイズの舞台J ¥1-837 

917 東中洲映画館東亜倶楽 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 裏鉛筆書「中洲東亜倶楽部 99P1954 
部 開館/阪東侠客陣・セレナ -1955 

ーデ落花の辻などの看板が
みえるJf昭和初期、束中洲
電停角にあった映函館東亜
倶楽部(開館当時は喜楽館と
L、った)J ¥1-849 

918 川丈座初代長尾丈七追 昭和5年 12.0x 16.5 3枚 「ふるさと 100 天中軒雲月・酒井雲の立看 99P1956 
善興行 年JPI04 板「二日目読物 一、刑部 -1958 

「博多あの頃J と三成酒井雲一、銅像を
P94-194 「博 涙で洗う女杉野兵曹長の妻
多いまむか 天中軒雲月J
しJP90~91 ¥1-836 

919 博多座 昭和13年5月 16.5x 12.0 3枚 「博多あの頃J裏書「東公園に久しく荒廃せ 99P1959 
P90-186 る博多座(昭和13年5月)明治 ~1961 

45年7月若き左団次が忠臣蔵
と修善寺物語とをもって初
めて九州へ下り (7)は博多座
なり。夜文王の悲痛なる科
白は幼き想生の中、熔きつ
けられてあり。(佐々木氏の
想生記)J ¥1-838 

円。
円
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
--. 
台 時 代 法量|員数| 掲載誌 備 考

9201大博劇場正面 昭和40年5月30日 1 12.5x20.2 1 2枚 n
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9211大博劇場解体 昭和47年4月28日 1 12.7X20.2 1 1枚
14.5x21.31 1枚
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9231東京相撲 大正13-14年

9241鳥打帽に川丈座の法被|近代
を着た人たち

離16.4-17.7I 7枚
横12.0-12.7

ω×バ l枚

13.0xI8.011枚

17.9x 12.91 4枚 1-454 

1-863 99P1970 
-1976 

椴 4人男姿l人 1-730I馴 9779251日本舞踊

9261博多曲独楽の番付

9271黒田節の一節

近代

近代

昭和時代

9281千家古儀流中牟田支部|昭和時代
秋風会

11.9x 16.41 1枚
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⑪祭り関係

番号 内 容 時 f-t 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

929 宮崎八幡宮の“玉せせ 昭和時代 12.7x 17.8 l枚 11-1205 99P1984 
り" 24.9x29.7 l枚 -1985 

930 十日恵比須一芸妓かち 昭和時代 18.0xI3.0 l枚 「写真集博多」 11-821 99P1986 
まL、り P152-234 

931 十日恵比須一博多芸者 昭和時代 30.3x25.2 l枚 1-396 99P1987 
宝恵篭参り

932 十日恵比須ー宝恵竃に 昭和時代 12.7X 17.8 l枚 No.931とセット写真 99P1988 
のる芸者 24.9x29.7 l枚 11-1207 -1989 

-77-
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寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n合』 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

933 節分風景一御弊や豆入 近代 13.0x 18.0 l枚 ツナパ町商庖街 1-757-1 99P1990 
(1) り桝を持った神宮達と

鬼に扮した人が綱場町
商庖街を行く

(2) 節分風景一御弊や豆入 近代 13.0x 18.0 l枚 場所不明宮崎印房の看板 99P1991 
り桝を持った神宮達と 1 -757-2 
鬼に扮した人が通りを
行く

934 お化け参り一櫛田神社 昭和時代 7.0x 10.0 l枚 カラー 女性が頭に三角巾 99P1992 
(1) を被り白い着物黒袴、手に

念珠姿 1-1284・1

(2) 節分ー櫛田神社 昭和時代 7.0XI0.0 3枚 カラー豆まきに福を授か 99P1993 
るよう押し寄せた善男善女 -1995 
1-1284-2 

935 節分風景一花柳界の姐 大正時代 縦12.6-25.。3枚 「博多あの頃J 11-1206 99P1996 
さんたちの仮装 横17.7-29目6 P123-260 -1998 

936 通りに飾られた冨田漢 近代 18.0x 13.0 2枚 表印刷「漢仙が描いた傘鉾の 99P1999 
仙筆傘鉾 絵」 印刷物より 11-822 -2000 

937 博多どんたくー料亭で 近代 12.0XI6.4 l枚 「博多あの頃J 裏ペン書『どんたく」 鉛筆 99P2001 
芸者逮とE那衆 P61-126 書「立石文七・犬塚二郎・倉

成」 1-659 

938 博多どんたく一三味線 大正時代 16.5XI2.0 2枚 11-791 99P2002 
の道磯子ヵ -2003 

939 大正期のどんたく風景 大正14年5月l日 離12.0-13.0 8枚 『博多あの頃j 内l枚に「大正十四年五月一 99P2004 
一萱堂町にて博多どん 横16.4-18.0 P126-268 日ドンタク半面会の途中萱 -2011 
たく半面会 堂にて浅島君写Jと記されて

いる 1-484 

940 どんたく舞台を取り巻 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11-818 99P2012 
く市民

941 博多どんたくに出る奈 昭和時代 10.8x 16.4 l枚 11-808 99P2013 
良屋地区の人々 12.9x 17.9 1枚 -2014 

942 博多どんたく港まつり 昭和時代 1O.0x 12.4 4枚 1-923 99P2015 
港本舞台舞踊風景 -2018 

943 博多どんたく一松嘱子 昭和10年4月30日 縦16.4-18.。4枚 『博多あの頃j 裏書「松嘱子に珍ける高砂連 99P2019 
に参加した高砂連 横12.0-13.。 P128-270 の曳物の背部嚇子(肥後磯子) -2022 

「写真集博多」 昭和10年4月30日J 裏鉛筆
P88-132 書f博多ドンタク高砂連j

11-804 

944 博多どんたく一顔を白 昭和15年 13.0x 18.0 l枚 『博多あの頃J 11-816 99P2023 
塗りにした人々 P127-269 

945 昭和40年のどんたく隊 昭和40年 13.0x 18.0 1枚 「写真集博多J 11-820 99P2024 
P152-233 

946 博多どんたく松嘱子護 昭和41年 12.9X 17.9 4枚 「写真集博多J 内l枚表印刷「側護国神社に 99P2025 
国神社に参向 P139-209 参向(昭和41年)J 11-807 -2028 

947 那能津会どんたく隊 昭和41年5月4日 8.9x 12.7 4枚 カラー 1-1283 99P2029 
-2032 

948 どんたく隊の様子 昭和41年5月 8.9X 12.5 l枚 カラー l・1282 99P2033 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n合b 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

949 博多どんたく 昭和52年 各8.2Xl1.7 一式 カラー 11-814 
5枚

(1) 三味線をひく女性たち l枚 99P2034 

(2) お曜子の男性たち l枚 シンバル、しゃもじ、二味 99P2035 
線の男性達

(3) 太鼓通りもん l枚 99P2036 

(4) お嚇子連鬼塚氏 l枚 太鼓の人と同じ法被の人が 99P2037 
鬼塚氏

(5) お曜子連 l枚 渡辺写真館有料駐車場の 99P2038 
看板が見える

950 どんたく隊の一行に酒 昭和53年頃 8.2X 11.8 2枚 カラー l枚は赤い頭巾を被 99P2039 
を振舞う石橋源一郎 った帯谷瑛之介氏 1-901 -2040 

951 松曜子一藩主邸に入る 近世 13.0X 17.8 l枚 1-439 99P2041 

952 松曜子の宴会風景 近代 16.4X 12.0 2枚 l・756 99P2042 
-2043 

953 松曜子記念撮影ー父と 昭和時代 16.5X 12.0 2枚 「博多あの頃J 子供は大黒天の装束 ※ネ 99P2044 
子 P124-262 ガあり恥d855 l・577 -2045 

954 松磯子三福神 近代 12.8XI7.7 一式 カラー
21枚

(1) 大黒面の表と裏 離9.0-13.0 6枚 正面2枚横顔2枚 裏 面2枚 99P2046 
横12.6-17.8 1-1041 -2051 

(2) 大黒面の表と裏 明治13年製作 13.0XI7.8 6枚 正面2枚横顔2枚裏面2枚 99P2052 
ト1042 面の裏にf明治十 -2057 
三年辰六日新作上対馬小
路Jとあり

(3) 女恵比須面 12.8x 17.7 3枚 表l裏2 裏面f石堂流十一 99P2058 
町之内中間町嘗番造之福岡 -2060 
東名崎町住作者佐田慶徳
宝暦十二壬午年正月J
1-1043 

(4) 男恵比須の面の表と裏 離9.0-12.8 6枚 右斜めから撮影正面から 99P2061 
横12.6-17.8 撮影面の裏に「石堂流十一 -2066 

町之内中間町/嘗番浩之/福岡
東名嶋町住/作者/佐田慶徳J
と朱書あり 1-1044 

955 松嚇子の衣装を着た若 大正時代 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃J 11-819 99P2067 
手4人 P124-261 

956 松磯子一稚児と謡の 明治時代 縦14.0-16.5 3枚 「博多あの頃J 1-668 99P2068 
人々 横20.8-21.5 P130-276 -2070 

957 福岡城本丸に練り込む 明治時代 15.1 x20.2 l枚 f博多あの頃j 印刷物より 1-667 99P2071 
松幌子行列 P125-265 

958 石橋源一郎宅を訪問す 昭和時代 8.2 X 11.9 l枚 カラー 石橋源一郎夫妻 99P2072 
る松嚇子連 1-774 

959 山笠(表)r今昔流行の各 近代 12.0X 16.5 l枚 11-566 99P2073 
歌J一土居流浜小路
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寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

960 飾り山の前に揃った若 近代 12.0 x 16.4 l枚 1-752 99P2074 
手衆一土居流浜小路

961 山笠当番法被を着た若 近代 12.0x 16.4 4枚 f警固二丁目奥村善行氏所有 99P2075 
手4人一上呉服町 上呉服町」 ※ネガありNo. -2078 

1853 1-1070 

962 取締と衛生一土居流浜 近代 12.0 x 16.4 2枚 浜小路の法被と締め込みを 99P2079 
小路 着用・取締の手拭 1-753 -2080 

963 大黒流妙楽寺新町の山 近代 縦16.4-17.6 5枚 1-1065 99P2081 
笠当番法被を着た若手 横12.0-12.6 -2085 

964 中呉服町第一区東組(旧 近代 18.0x 13.0 5枚 奉献 中呉服町第一区東組 99P2086 
下東町)の人々 旧町名下東町 11-564 -2090 

965 山笠櫛田神社清道にて 明治時代 25.3x30.2 5枚 11-1189 99P2091 
-2095 

966 映画館の前で中洲流の 大正時代 18.9X24.0 l枚 11-1195 99P2096I 
男性

967 山笠当番法被を着た男 大正時代 12.0x 16.5 I枚 11-569 99P2097 
性と女性3人

968 山笠法被を着た若手一 大正時代 13.5x20.8 l枚 11-546 99P2098 
土居涜浜小路

969 大正時代の山昇き姿 大正時代 13.0x 18.0 l枚 『博多あの頃J 11-582 99P2099 
P132-279 

970 博多祇園山笠大黒流下 大正~昭和時代 離17.2-21.55枚 1-1063 99P2100 
鰯町 横11.0-16.5 -2104 

971 山笠当番浜小路 大正10年 離11.9-13.0 3枚 裏書f大正十年浜小路当番の 99P2105 
横16.4-17.5 時J 11-631 -2107 

972 山笠土居流浜小路関係 大正10年7月 9.0x 12.9 一式 l枚の白紙に写真3枚を貼付、
者 3枚 人物名がある 11-547 

(1) 山笠の子供たち l枚 99P2108 

(2) 山笠終了後の役員と子 l枚 山笠終了後の願解き 99P2109 
供たち

(3) 山笠役員 l枚 吉積・磯崎・柴藤・木村・ 99P211O 
石田

973 山笠前にて年寄と役員 昭和時代 14.4 x 11.0 l枚 1-1318 99P2111 
-土居流浜小路

974 榊山の前で法被姿の年 昭和時代 11.0x 15.6 l枚 1-1319 99P2112 
寄と赤手拭-1番山笠
土居流浜小路

975 山笠当番法被を着た親 昭和時代 16.4X 12.0 6枚 l・1208 99P2113 
子一下呉服町 -2118 

976 山笠法被着用の水野父 昭和時代 13.0x9.0 6枚 1-930 99P2119 
(1) 子一土居流浜小路 -2124 

(2) 桜の木を背景に水野雄 昭和時代 13.0X9.0 l枚 l・930 99P2125 
之ー土居流浜小路
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

977 土居流浜小路の手拭 昭和時代 12.0X8.2 l枚 カラー浜千鳥柄と青海波 99P2126 
模様 1-803 

978 当番法被を着た波多江 昭和時代 12.7XI7.7 l枚 l・952 99P2127 
五兵衛ヵ一恵比須琉横
町

979 土居流各町内の山笠当 昭和10年 16.5X21.5 5枚 土居流(上土居・上新川端・ 99P2128 
番法被を着た人々 大乗寺前町・浜小路・中土 -2132 

居-川口町・下土居町・片
土居・西方前町) 裏鉛筆書
「昭和10年J 1-666 

980 山笠当番法被を着た老 昭和15年7月30日 12.9x 18.2 l枚 1-874 99P2133 
人一大黒流中対馬小路

981 山笠水法被を着た男性 昭和時代 12.9x8.9 2枚 f上竪H蓮若Jr中立H下立J 99P2134 
一恵比須流上竪町 等の水法被 1-928 -2135 

982 山笠水法被姿の石橋清 昭和時代 9.0x 13.0 l枚 1-931 99P2136 
助一土居流浜小路

983 清道旗の柱 昭和51年 18.0x 13.0 3枚 「奉献 中呉服町第一区東組 99P2137 
(1) 旧町名下東町jと柱に墨書 -2139 

11-574 

(2) 清道旗の柱 昭和51年 18.0X 13.0 4枚 11-574 99P2叫
-2143 

(3) 清道旗の柱 昭和51年 18.0x 13.0 6枚 嘉永元年(一八四八年)下東町 99P2144 
清道旗を奉納す。之より山 -2149 
笠櫛田入りの際清道旗を廻
る。大正十=年甲子七月補
修 昭和五十一年丙辰七月
新調大正十三年甲子七月
補修 11・575

984 山笠法被に締め込み姿 昭和52年 11.7x8.2 l枚 カラー 11-543 99P2150 
の子供2人

985 大黒読・中対馬小路の 大正時代 18.2X 13.0 l枚 『総代岩崎元次郎副総代川 99P2151 
飾り山と大正8年7月20 上岩吉Jとあり 中対馬小路
日の山笠支出計算表 のものヵ 1-1209 

986 山笠のお礼参りヵ 近代 離13.7-16.5 4枚 福神流西門・中小路・恵比 99P2152 
横20.1-21.4 須流蓮池町・大黒流下対馬 -2155 

小路大下の当番法被姿・神
社参詣登山姿の老若男女・
写真右上に供物を供えた神
前の写真を合成追山笠終
了後のお礼参りヵ 1-623 

987 山笠風景一御供所町妙 近代 17.0x 12.5 l枚 東流御供所町当番法被と水 99P2156 
楽禅寺で打ち合せ 法被を着た人々 1-769 

988 山笠風景一土居涜浜小 近代 各9.0XI2.6 一式 1-770 
路 8枚

(1) 柳の木の下で浜小路の 2枚 99P2157 
法被姿男性3人と締め -2158 
込み姿の男児

(2) 浜小路の法被姿で新聞 3枚 99P2159 
を読んでいる老人と婦 -2161 
人たち
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I (3) 法被姿の青年たち 2枚 99P2162 
-2163 

(4) 法被姿の老人と婦人た l枚 うち老人2人は末永節・頭山 99P2164 
ち 満ヵ

989 山笠流界きー土居流 近代 15.5Xl1.3 4枚 11-576 99P2165 
-2168 

990 山笠流界き一土居流 明治25年 7.5Xl1.0 l枚 11-632 99P2169 

991 博多祇園山笠ー櫛田入 明治25年 21.5X 16.4 2枚 「写真集福岡 鼻山の高さ 15メートル 99P2170 
り 100年JP285 1-808 -2171 

992 前崎友次郎宅へ山笠上 大正10年7月 12.9X 18.2 l枚 l枚の白紙に写真2枚を貼付 99P2172 
(1) 出来の祝いに出発する 12.0x 16.5 l枚 紙表書「大正十年七月浜小路 -2173 

浜小路役員と若手 にて山笠棟梁東公園の前崎
友次郎氏方へ山笠上出来の
祝いとして白米五俵酒肴を
車に積み役員若手一同が山
笠前を出発するところ(祝い
目出度を唄ったら景気よ
く)J 11-552 

(2) 大正10年7月建設山笠 大正10年7月 18.4X 12.9 l枚 11-552 99P2174 
(2香山笠当番浜小路)

993 雨の中追い山ならしを 昭和時代 18.0x 12.9 2枚 1-854 99P2175I 
待つ山笠一土居流浜小 -2176 
路

994 櫛田神社山笠櫛田入り 昭和時代 離13.3-21.53枚 「博多あの頃J土居流ヵ 11・560
横10.8-16.5 P133-282 -2179 

995 山笠櫛田入りー西流 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 11・565 99P2180 

996 山笠櫛田入り一千代流 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 11・583 99P2181 

997 山笠櫛田入り一当番東 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 11-585 99P2182 
町流 -2183 

998 山笠流界き 昭和時代 11.1 x 14.4 l枚 11-572 99P2184I 

999 山笠流界き一土居流 昭和時代 13.0X 18.0 2枚 11-584 99P2185 
-2186 

1000 山笠流界きー土居流 昭和時代 7.5Xl1.0 2枚 11-632 99P2187 

-21881 

1001 山笠流界きー土居流 昭和時代 7.5X 11.0 l枚 11-632 99P2189 

1002 山笠流昇き一土居流 昭和時代 12.9X9.0 9枚 山笠標題「神鈴響四海」 浜 99P2190 
小路・西方寺前町・上新川 -2198 
端町・片土居町の法被
1-929 

1003 山笠流算きー土居流行 昭和時代 12.9X 17.8 7枚 山笠標題「神徳輝四海j 99P2199 
町 1 -1231 -2205 

1004 山笠流鼻き一東涜 昭和時代 13.0x9.0 l枚 水法被・旧鏡町の法被が見 99P2206 
える 1-926 

1005 集団山見せ風景ー土居 昭和時代 17.9xI2.9 4枚 石橋清助氏父子(浜小路) 拡 99P2207 
流 大2枚上川端町 1-873 -2210 

-82-



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)
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1006 集団山見せ風景一土居 昭和時代 17.9XI2.9 4枚 勢い水が飛ぶ上新川端町 99P2211 
流 1-873 -2214 

1007 飾り山棒締めの風景一 昭和時代 15.7X11.5 5枚 11-568 
土居流浜小路当番 -2219 

1008 朝山昇き一土居流 昭和時代 12.9X 17.9 l枚 重富印刷所・清水硝子庖の 99P2220 
看板が見える 山は榊山
1-696 

1009 朝山昇き一土居流行町 昭和時代 12.9XI7.8 5枚 山笠標題『神徳輝四海J 99P2221 
1 -1231 -2225 

1010 追い山ならしの14番山 昭和時代 7.9X 11.4 l枚 カラー 1-1036 
笠

1011 追善山一大黒流橋口町 昭和時代 艦12.7~12.9 5枚 1-192 99P2227 I 
横16.5~17.9 -2231 

1012 追い山一呉服町流の山 昭和10年代 11.0X 14.5 2枚 11・1181 99P2232 
笠 -2233 

1013 飾り山台御一土居流浜 昭和20年代 16.4X 12.0 2枚 11-1182 99P2234 
小路当番 -2235 

1014 子供山一大黒流寿通 昭和20年代 縦7.7-9.6 7枚 11-1186 99P2236 
横10.3~12.3 -2242 

1015 追い山で市街を走る大 昭和20年代 12.9xI7.9 3枚 1-1233 99P2243 
黒流の山笠 -2245 

1016 集団山見せ(旧市歴史資 昭和30年 12.1X18.l l枚 11-1170 99P2246 
料館前)-6番山土居流
行町

1017 集団山見せ(豊商事前) 昭和30年 12.1x18.l l枚 11・1167 99P2247 
-6番山土居流行町(見
送り)

1018 集団山見せ-6香山土 昭和30年 12.1X18.l l枚 11・1168 99P2248 
居流行町

1019 集団山見せー6番山土 昭和30年 12.2x 18.2 l枚 11-1169 99P2249 
居流行町

1020 集団山見せ-6番山土 昭和30年 12.1X18.l l枚 11-1171 99P2250 
居流行町

1021 山笠櫛田入り一中洲流 昭和30年代 12.9x 17.9 l枚 11-1175 99P2251 

1022 山笠櫛田入りー呉服町 昭和30年代ヵ 12.9xI7.9 l枚 11・1176 99P2252 
流

1023 山笠櫛田入り一大黒流 昭和30年代ヵ 12.9X 17.9 l枚 11・1177 99P2253 

1024 追い山一大黒流 昭和30年代ヵ 12.9x 17.9 l枚 11-1178 99P2254 

1025 昭和46年山笠集団山見 昭和46年7月 各8.2x11.4 一式 カラー ※ネガありNo.1850
せ 9枚 1-1039 

(1) l香山笠恵比須流(表) 2枚 99P2255 
-2256 

(2) 2番山笠土居流(表) 2枚 99P2257 
-2258 
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(3) 3番山笠大黒涜 l枚 99P2259 

(制 4番山笠東流 l枚 99P2260 

(5) 5番山笠中洲涜 l枚 99P2261 

(6) 6番山笠西流 l枚 99P2262 

(7) 7香山笠千代流 l枚 99P2263 

1026 麦藁すぐり一土居流浜 昭和50年7月 8.2X 11.5 10枚 ※ネガありNo.1851 1-1034 99P2264 
小路・西方寺前町の水 -2273 
法被を着た若手

1027 宮崎浜までお汐井取り 昭和50年7月9日 8.8 x 11.5 6枚 カラー ※ネガありNo.1852 99P~~I11 
-5香山笠土居流 1-1035 -2279 

1028 5番山笠土居流一組み 昭和時代 9.0x 13.0 13枚 浜小路・西方寺前町・片土 99P2280 
台作り・棒締め・素山 居町・中土居町・行町の法 -2292 
界き 被を着用の人々の中に鬼塚

勝治氏 1-925 

1029 全国郷土祭会場をl周 昭和53年10月22 12.9X 17.9 l枚 印刷物より 11-538 99P2293 
(1) した界き山 日

(2) 全国郷土祭会場を走る 昭和53年10月22 12.0X 17.7 5枚 内l枚印刷物より 11-539 99P2294I 
界き山 日 -2298 

(3) 全国郷土祭“天覧興行" 昭和53年10月22 8.0X 11.5 l枚 カラー H・540 99P2299 
の準備中 日

(4) 全国郷土祭“天覧興行" 昭和53年10月22 18.0X 13.0 2枚 表印刷『陛下フンドシ姿をお 99P2300 I 
の右往左往 日 許しください 全国郷土祭 -2301 

“天覧奥行"の右往左往J
11-545 

(5) 全国郷土祭江戸の祭り 昭和53年10月22 13.0X 18.0 l枚 昭和天皇の姿もある 印刷 99P2302 
(東京)よさこい鳴子お 日 物より 11・541
どり(高知)

(6) 全国郷土祭の会場に飾 昭和53年10月22 17.9x 12.9 l枚 印刷物より 11-542 99P2303 
られた博多山笠(飾り 日
山)

1030 流界き(浜小路の石橋源 昭和時代 13.0x9.0 4枚 1-927 99P23041 
一郎)一土居琉 -23071 

1031 櫛田神社飾り山前の山 昭和20年代 12.9X 17.9 l枚 後列左より5番目源一郎氏 99P2308 
笠役員 11・1278

1032 博多祇園山笠無形文化 昭和29年7月13日 12.9x 17.9 l枚 後列左より2番目源一郎氏 99P23091 
財選定時の山笠役員(櫛 11-1279 
田神社拝殿前)

1033 集団山見せの日一石橋 昭和46年7月13日 11.4x8.2 1枚 カラー裏書r46.7.l3集団 99P2310 I 
源一郎と男性l人 山見せの日50米道路中洲パ

ス停近く 下対渡辺氏撮影J
11-537 

1034 土居流浜小路山笠の打 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 取締石橋源一郎氏 l・123499P2311 
ち上げで芸妓と

1035 山笠の台組模型6種 昭和時代 12.9X 18.0 41枚 1-853 99P2312 
-2352 
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1036 山笠(表・見送り) 近代 17.5X 13.0 l枚 11-580 99P2353 

1037 山笠(表・見送り)一橋 明治時代 16.5x 12.0 l枚 11-550 99P2354 
弁慶 18.0x 13.0 5枚 -2362 

21.5x 16.4 3枚

1038 明治23年l番山笠福神 明治23年 17.9x 12.9 2枚 1 -1150 99P2363 
流当番町古小路(表) -2364 

1039 明治25年l番山笠土居 明治25年 離16.5-20.8 4枚 原本裏ぺン書「明治二十五 99P2365 
流当番浜小路(表) 横12.0-14.6 年一番山笠(表)当番浜小路 -2368 

(土居流)神仙押龍遊古川写
真館写 1-1049 

1040 明治25年2番山笠大黒 明治25年 離16.5-17.9 5枚 原本と複写裏ぺン書「明治 99P2369 
流当番中対馬小路(見送 横12.0-12.7 二十五年二番山笠(見送り)当 -2373 
り) 番中対馬小路小路現大黒流

少年文化宝之山」 古川写真
館 l・1050

1041 明治25年4番山笠呉服 明治25年 離16.5-17.9 3枚 原本と複写裏べン書『明治 99P2374 
町流当番下市小路町 横12.0-12.7 二十五年四番山笠(表)当番下 -2376 
(表) 市小路(呉服町流)睡眠見紅

白J 1 -1051 

1042 明治25年6番山笠石堂 明治25年 17.9x 12.9 4枚 原本裏説明『明治25年6番 99P2377 
流当番横町(表・見送 山笠(表)・当番横町(石堂流) -2380 
り) 現恵比須流」 古川写真館

1-1052 

1043 明治26年2香山笠土居 明治26年 離16.5-17.9 6枚 原本裏ぺン書「明治二十六 99P2381 
流当番土居町流(表・見 横12.0-12.9 年二番山笠(見送り)当番浜小 -2386 
送り) 路(土居流)流山J表2枚見送

り4枚 1-1053 

1044 明治26年3番山笠呉服 明治26年 離16.4-2Q.4 3枚 原本 裏書f明治二十六年三 99P2387 
町流当番査堂町(表) 横12.0-15.0 番山笠(表)当番査堂町(呉服 -2389 

町流)英雄季世勲古川写真
館j 1-1054 

1045 明治26年4番山笠魚町 明治26年 16.5X 12.0 l枚 原本裏ぺン書「明治二十六 99P2390 
流(現福神流)当番上魚 17.9X 12.9 l枚 年四番山笠(表)当番上魚町 -2391 
町(表) (魚町流)現福神流瑞池道楽

祭J 1・1055

1046 明治26年5番山笠石堂 明治26年 縦16.1-17目93枚 原本と複写裏ぺン書f明治 99P2392 
流(恵比須流)当番中石 横11.3-12.9 二十六年五番山笠(表)当番中 -2394 
堂町(表) 石堂町(石堂流)現恵比須流海

神釣誉J 1-1056 

1047 明治26年6香山笠西町 明治26年 縦16.4-18.0 3枚 原本と複写裏書「明治二十 99P2395 
流当番竹若町(表) 横12.0-13.0 六年六番山笠(表)当番竹若町 -2397 

(西町流)J前列の法被に「寓
若Jと見える 1-1057 

1048 明治26年3番山笠呉服 明治26年 18.0X 13.0 l枚 11-571 99P2398 
町流当番萱堂町

1049 明治27年6香山笠下土 明治20年代 18.0x 13.0 l枚 11-571 99P2399 
居町一土居流

1050 明治27年6番山笠土居 明治27年 16.5X 12.0 l枚 原本と複写裏書『明治二十 99P2400 
流当番下土居町(表) 17.9X 12.9 l枚 七年六番山笠(表)間違いか当 -2401 

番下土居町(土居流)片土居
町J 1-1058 
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1051 博多祇園山笠組立ノ写 明治28年 16.5X 12.0 l枚 内l枚裏書「明治28年下呉服 99P2402 
一明治28年l番山笠呉 18.0xI3.0 l枚 町J 11・551 ~2406 

服町流下呉服町 21.5X 16.4 3枚

1052 明治28年l番山笠呉服 明治28年 縦18.0~2 1. 5 10枚 内l枚裏書「上部両手上げタ 99P2407 
町流当番下呉服町の素 横 12.8~16.4 ルモノ升田八造」 11-548 ~2416 

山に登って記念撮影

1053 明治28年l番山笠呉服 明治28年 18.0x 13.0 l枚 表印刷「博多束中洲/古川写 99P2417 
町流当番下呉服町 S.FurukawaJ 1-767 

1054 明治28年l番山笠呉服 明治28年 縦 16.5~2 1. 5 10枚 表標題「義経腰越帖」 裏書 99P?4!~ I 
(1) 町流当番下呉服町(表) 横12.0~16.4 「義経腰越帖表明治二十 ~2427 

八年下呉服町建設山笠台上
り 東田八造石松久七
吉田久造J 11-553 

(2) 明治28年l香山笠呉服 明治28年 21.5X 16.4 7枚 裏書「義経腰越帖見送り」 99P2428 
町流当番下呉服町(見送 11-553 ~2434 

り)

1055 明治28年l番山笠呉服 明治28年 18.0XI3.0 l枚 H・571 99P2435 I 
町流当番下呉服町

1056 明治28年l番山笠呉服 明治28年 17.9XI2.9 3枚 原本と複写 裏書「明治二十 99P2436 
町流当番下呉服町(表) 八年一番山笠(表)当番下呉服 ~2438 

町(呉服町流)義経腰越帖j

古川写真館 1-1059 

1057 明治28年4番山笠西町 明治28年 16.5X 12.0 l枚 「写真集博多J裏ぺン書r14 明治二十八年 99P2439 
(1) 流当番蔵本町(表) P90-135 四番山笠(表)当番蔵本町(西

町流)菅聖報国勲天拝山J
1-1060 

(2) 明治28年4番山笠西町 明治28年 16.5X 12.0 l枚 「写真集博多j 裏ペン書r15 明治二十八年 99P2440 
流当番蔵本町(見送り) 18.0X 13.0 l枚 P90-135 四番山笠(見送り)当番蔵本町 ~2441 I 

(西町流)J 1-1060 

1058 明治28年5番山笠土居 明治28年 16.5XI2.0 l枚 裏書r16 明治二十八年五番 99P2442 
(1) 流当番上新川端町(表) 山笠(表)当番新川端町(土居

流)(源家鎮琉球)J 台幕の拡
大l枚含 1 -1061 

(2) 明治28年5番山笠土居 明治28年 16.5X 12.0 2枚 裏書r17 明治二十八年五番 99P2443 
流当番上新川端町(見送 山笠(見送り)当番新川端町 ~2444 
り) (土居流)見送り」 1 -1061 

1059 明治28年下呉服町山笠 明治28年 縦 12.0~16.5 9枚 「博多あの頃J裏書「明治二十八年下呉服町 99P2445 
当番の人々 横 16.5~2 1. 5 P133-280 山笠当番の時J 1 -1071 ~2453 

1060 山笠福神流古小路(表・ 明治30年代 13.0XI7.5 3枚 部分拡大I枚 11-579 99P2454 
見送り) ~2456 

1061 明治36年4番山笠福神 明治36年 18.0x 13.0 3枚 拡大l裏書「古小路、総型 99P2457 
流当番町古小路(見送 のはつぴj 1 -1148 ~2459 
り)

1062 大黒流・中対馬小路の 大正時代 18.2xI3.0 l枚 1-1209 99P2460 
飾り山

1063 山笠台幕一土居流浜小 大正10年 12.0 x 16.4 l枚 1-1230 99P2461 
路町
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1064 大正10年2番山笠土居 大正10年7月 縦20.3~2 1. 5 4枚 絵葉書より 裏書「橋供養?を 99P2462 I 
流当番浜小路町(表・見 横 12.8~13.4 字文覚」 部分拡大l枚 ~2465 

送り) 右:表左:見送り
|・1066

1065 山笠西流下市小路前に 大正8年頃ヵ 12.0x 16.4 3枚 裏書「大正八年頃ヵ」

て 1 -1194 ~2468 

1066 6番山笠東流上東町(表 大正時代ヵ 21.5X 13.5 l枚 1-1210 99P2469 
-見送り)

1067 櫛田神社宝物殿蔵山笠 昭和時代 一式 1-778 
の幡さし物 9枚

(1) 「祇園宮」編額 12.6x9.2 l枚 99P2470 

(2) 御祈祷札 12.6 x 9.2 l枚 r>奉<真読大般若経六百巻 99P2471 
高松名山承天禅寺一善神守
護寓民和楽五穀豊穣
疾病退散J

(3) 束ね製斗 9.2XI2.6 l枚 99P2472 

(4) 唐団扇(北斗) 12.6x9.2 2枚 99P2473 
~2474 

(5) 日の扇 9.2 x 12.6 2枚 99P2475 
~2476 

(6) 宝珠 12.6x9.2 2枚 99P2477 
~2478 

1068 素山の図 昭和時代 各17.9xI2.9一式
7枚

(1) 「追懐松山遺事J掲載分 4枚 明治43年6月30日発行「追懐 99P2479 
松山遣事Jp31一高サ台ヨリ ~2482 
矢切ノ上ニテ凡四丈六七尺
4枚 |・852-1

(2) 「博多祇園山笠今昔物 l枚 高さ地上より矢切り上で約 99P2483 
語J掲載分 五十三尺 1 -852-3 

(3) 「博多祇園山笠史談J掲 l枚 明治五年までは高さ地上よ 99P2484 
載分 り矢切り上にて凡そ五十三

四尺 1-852-2 

(4) 小島与一作素山模型 l枚 1 -852-4 

1069 昭和2年大黒流2番山笠 昭和2年7月14日 10.0x25.2 6枚 裏書「昭和二年祇園祭大黒流 99P2486 
(1) 飾り山(表) 二番山笠当番下須崎町七月 ~2491 

十四日記念撮影/写真向テ
右ヨリ二人目鈴木藤兵衛三
十四才」標題「智光輝四海J
|同289

(2) 昭和2年大黒流2番山笠 昭和2年7月14日 10.0X25.2 4枚 標題「武名轟千吉J 人物は 99P2492 
飾り山(見送り) 当時の赤手拭 当番法被 ~2495 

鯨縞の法被(絹製ヵ)着用
1-289 

1070 昭和9年l番山笠土居流 昭和9年 16.3x 12.0 4枚 裏書「昭和9年一番山表今 99P2496 
浜小路(表) 昔流行名歌(御所の御庭) 見 ~2499 

送人住誉四勇士浜小路」
|・1217
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台2と，

時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1071 昭和10年3香山笠西流 昭和10年 12.0XI6.4 2枚 裏書「昭和十年下市小路ニ 99P2500 
下市小路前にて 番豊公初陣勲(武勇振三韓)J ~2501 

1 -1195 

1072 飾り山前の女性 昭和10年代 15.2x 11.2 l枚 11・1184 99P2502 

1073 飾り山前記念撮影一当 昭和20年代 離 1 1. 5~16.4 5枚 集合写真とそれを拡大した 99P2503 
番土居流浜小路 横 1 1. 9~15.9 もの 11-1183 ~2507 

1074 山笠台胡瓜界き一大黒 昭和39年7月 11.2XI6.0 l枚 1-1232 99P2508 
流

1075 山笠台胡瓜界き部分 昭和50年7月 9.6X 12.2 2枚 11-1179 99P2509 
~2510 

1076 昭和39年5番山笠土居 昭和39年7月9日 15.8x21.0 l枚 1-1064 99P2511 
流当番浜小路記念撮影

1077 走る飾り山一8番山f頼 昭和42年 9.0X 12.9 l枚 11-1161 99P2512 
朝猫忌襲義経」

1078 山笠水法被一大黒流下 昭和時代 13.0x9.0 9枚 前4枚一「下洲J 封筒(i日本 99P2513 
須崎町 海海戦記念大会事務局jより ~2521 

石橋源一郎宛)に在中 スタ
ンプ印i57年82ふ3J ※ネガ
あり恥1848 後ろ5枚「すJ
1-193 

1079 山笠水法被一大黒流鰯 昭和時代 16.4X 12.0 l枚 カラー 1-695 99P2522 
町

1080 山笠水法被一大黒流下 昭和52年6月 縦8.3~12.0 4枚 1 -1192 99P2523 
鰯町「三種J 横12.0~16.4 ~2526 

1081 山笠水法被一旧呉服町 昭和52年6月 縦8.3~12.0 3枚 1 -1152 99P2527 
流 横12.0~16.4 ~2529 

1082 山笠水法被一呉服町流 昭和52年6月 12.0XI6.5 2枚 1・1077 99P2530 
下呉服町 ~2531 

1083 山笠水法被一西流萱堂 昭和52年6月 16.4 x 12.0 3枚 1-1164 99P2532 
町 ~2534 

1084 山笠水法被一西流中市 昭和52年6月 縦8.3~12.0 5枚 前3枚後ろ2枚 1-1174 99P2535 
小路 横12.0~16目5 ~2539 

1085 山笠水法被一土居流上 昭和52年6月 12.0x 16.5 2枚 前と後ろ 1 -1179 99P2540 
土居町 ~2541 

1086 山笠水法被一東流北船 昭和52年6月 12.0X 16.5 6枚 前3枚後ろ3枚デザイン 99P2542 
町 画入り 1 -1158 ~2547 

1087 山笠当番法被一呉服町 昭和52年6月 離12.0~12.7 4枚 裏書f呉服町流下呉服町J 99P2548 
流下呉服町 横16.5~17.7 1-1072 ~2551 

1088 山笠当番法被一呉服町 昭和52年6月 縦12.0~12.7 6枚 裏鉛筆書(下市小路、呉服町) 99P2552 
涜下市小路 横 16.5~17.7 裏書「呉服町流下市小路J ~2557 

1-1073 

1089 山笠当番法被一呉服町 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 6枚 裏書「呉服町流小山町j 99P2558 
流上下小山町 横 16.5~17.7 1-1074 ~2563 

1090 山笠当番法被ー呉服町 昭和52年6月 縦12.0~12.7 9枚 裏書「呉服町流中市小路J 99P2564 
流中市小路 横16.5~17.7 1-1075 ~2572 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 d台』 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1091 山笠当番法被一呉服町 昭和52年6月 離12.0-12.7 6枚 裏書「呉服町流萱堂j 99P2573 
流萱堂町 横16.5-17.7 1-1076 ~2578 

1092 山笠当番法被一浜流大 昭和52年6月 12.0X 16.5 3枚 1-1078 99P2579 
浜3丁目千代 ~2581 

1093 山笠当番法被一櫛田流 昭和52年6月 12.0x 16.5 2枚 |輔1079 99P2582 
櫛田神社関係 ~2583 

1094 山笠当番法被一千代流 昭和52年6月 12.0x 16.5 4枚 1-1080 99P2584 
~2587 

1095 山笠当番法被一中洲流 昭和52年6月 12.0x 16.5 2枚 1-1082 99P2588 
~2589 

1096 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0X 16.5 4枚 1-1083 99P2590 
川口町 ~2593 

1097 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 縦12.0-12.7 5枚 1-1084 99P2594 
下土居町 横16.5-17.7 ~2598 

1098 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0x 16.5 2枚 1-1085 99P2599 
上土居町 ~2600 

1099 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0XI6.5 5枚 1-1086 99P2601 
大乗寺前町 ~2605 

1100 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0x 16.5 3枚 1-1087 99P2606 
上新川端町 ~2608 

1101 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0 X 16.5 3枚 1-1088 99P2609 
片土居町 ~2611 

1102 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 縦12.0-12.7 5枚 1-1089 99P2612 
浜小路町 横16.5-17.7 ~2616 

1103 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0X 16.5 5枚 1-1090 99P2617 
西方寺前町 ~2621 

1104 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 縦12.0-12.7 4枚 1 -1091 99P2622 
行町 横16.5-1 7.7 ~2625 

1105 山笠当番法被一土居流 昭和52年6月 12.0XI6.5 3枚 |圃1092 99P2626 
中土居町 ~2628 

1106 山笠当番法被(染め文 昭和52年6月 縦8.0-16目4 12枚 内カラー2枚法被の背に 99P2629 
様)一大黒流下鰯町 横12.0-11.7 r~ リの染め抜きあり ※ネ ~2640 

ガありNo.l849 1-1094 

1107 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0X 16.4 3枚 1-1095 99P2641 
対馬小路大下 ~2643 

1108 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0XI6.4 3枚 1-1096 99P2644 
上鰯町 ~2646 

1109 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0X 16.4 2枚 1-1097 99P2647 
下須崎町 ~2648 

1110 山笠当番法被大黒流 昭和52年6月 縦12.0-12.7 6枚 1-1098 99P2649 
古門戸町 横16.4-1 7.7 ~2654 

1111 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0 X 16.4 6枚 1-1099 99P2655 
麹屋喬 ~2660 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，仔"" 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1112 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0XI6.4 4枚 1 -1100 99P2661 
下対馬小路大下 ~2664 

1113 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0xI6.4 l枚 1 -1101 99P2665 
上須崎町

1114 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0XI6.4 l枚 1 -1102 99P2666 
川端町

1115 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0x 16.4 l枚 1 -1103 99P2667 
下対馬小路

1116 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0x 16.4 2枚 1 -1104 99P2668 
中対馬小路 ~2669 

1117 山笠当番法被大黒流 昭和52年6月 12.0XI6.4 l枚 1 -1105 99P2670 
下新川端町 12.7X 17.7 l枚 ~2671 

1118 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 雛12.0~12.7 3枚 1 -1106 99P2672 
寿通 横 16.4~17.7 ~2674 

1119 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0X 16.4 l枚 1 -1107 99P2675 
掛町 12.7XI7.7 l枚 ~2676 

1120 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0x 16.4 l枚 1 -1108 99P2677 
上対馬小路

1121 山笠当番法被大黒流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 3枚 1 -1109 99P2678 
倉所町 横 16.4~17.7 ~2680 

1122 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0XI6.4 2枚 |・1110 99P2681 
妙楽寺町 ~2682 

1123 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0x 16.4 l枚 1-1111 99P2683 
川端中央街

1124 山笠当番法被一大黒流 昭和52年6月 12.0X 16.4 5枚 1 -1187 99P2684 
下鰯町 ~2688 

1125 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 6枚 裏書「西町流竹若町J 99P2689 
竹若町 横16.4~17.7 1-1113 ~2694 

1126 山笠当番法被西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 7枚 裏書「西町流万行寺前町J 99P2695 
万行寺前町 横 16.4~17.7 1-1114 ~2701 

1127 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 6枚 裏書「西釜屋町J 1-1115 99P2702 
釜屋町 横 16.4~17.7 ~2707 

1128 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 6枚 裏書「東町流芥屋町J 99P2708 
古渓町・芥屋町 横 16.4~17.7 1-1116 ~2713 

1129 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 6枚 裏書「西町流上西町J 99P2714 
上西町 横 16.4~17.7 1-1117 ~2719 

1130 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 5枚 裏書I西町流下西町J 99P2720 
下西町 横 16.4~17.7 1-1118 ~2724 

1131 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 8枚 裏書「西町流蔵本町」 99P2725 
蔵本町 横 16.4~17.7 1-1119 ~2732 

1132 山笠当番法被ー西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 7枚 裏書「西奈良屋町j 1-1120 99P2733 
奈良屋町 横16.4~17.7 ~2739 

1133 山笠当番法被一西町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 7枚 裏書「西町流箔屋町J 99P2740 
箔屋町 横 16.4~17.7 1 -1121 ~2746 
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寄贈貿料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台*" 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1134 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 5枚 裏書「東町流上東町」 99P2747 
上東町 横 16 .4~17.7 |・1122 ~2751 

1135 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 3枚 裏書「東町流芥屋町J 99P2752 
芥屋町 横 16 .4~17.7 1 -1123 ~2754 

1136 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 3枚 裏書「東町流上浜口j 99P2755 
上浜口町 横 16.4~17.7 1-1124 ~2757 

1137 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 3枚 裏書「東町流中浜口J 99P2758 
中浜口町 横16.4~17.7 1・1125 ~2760 

1138 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 3枚 裏書「東町流下浜口J 99P2761 
下浜口町 横 16.4~17.7 1 -1126 ~2763 

1139 山笠年寄維子一東町流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 7枚 裏書「上東町J 1-1127 99P2764 
東町 横 16.4~17.7 ~2770 

1140 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 3枚 裏書「東町流北舟j 1-1128 99P2771 
北船町 横 16.4~17.7 ~2773 

1141 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「東町流金屋小路J 99P2774 
金屋小路 横16.4~17.7 1 -1129 ~2777 

1142 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 離12.0~12.7 4枚 1 -1130 99P2778 
鏡町 横 16.4~17.7 ~2781 

1143 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 3枚 裏書「東町流御供所町」 99P2782 
御供所町 横16.4~17 .7 1-1131 ~2784 

1144 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 12.0XI6.5 7枚 1 -1081 99P2785 
上普賢堂 ~2791 

1145 山笠当番法被一東町流 昭和52年6月 12.0x 16.5 l枚 1-1093 99P2792 
上浜口町

1146 山笠当番法被(縞文様) 昭和52年6月 12.7XI7.7 3枚 裏書「東町流上浜口町j 99P2793 
一東町流上浜口町 1-1207 ~2795 

1147 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流上堅町」 99P2796 
上堅町 横 16.4~17.7 1 -1132 ~2799 

1148 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 5枚 裏書「石堂流中堅町j 99P2800 
中堅町 横16.4~17.7 1 -1133 ~2804 

1149 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流下竪町J 99P2805 
下堅町 横16.4~17.7 I -1134 ~2808 

1150 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 離12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流上金屋町J 99P2809 
上金屋町 横16.4~17.7 1 -1135 ~2812 

1151 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流下金屋町J 99P2813 
下金屋町 横 16 .4~17.7 l圃 1136 ~2816 

1152 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流宮内町J 99P2817 
宮内町 横 16.4~17.7 I -1137 ~2820 

1153 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流蓮池町J 99P2821 
蓮池町 横16.4~1 7.7 I -1138 ~2824 

1154 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流中間町J 99P2825 
中間町 横 16.4~17.7 I -1139 ~2828 

1155 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流中石堂J 99P2829 
中石堂町 横16.4~17 .7 l・1140 ~2832 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~ョー~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1156 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 7枚 裏書「石堂流横町J 1-1141 99P2833 
横町 横 16.4~17.7 ~2839 

1157 山笠当番法被一石堂流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 4枚 裏書「石堂流綱場町」 99P2840 
綱場町 横 16.4~17.7 1 -1142 ~2843 

1158 山笠当番法被一福神流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 12枚 裏書f福神流上魚町J 99P2844 
上魚町 横 16.4~17.7 1 -1143 ~2855 

1159 山笠当番法被一福神流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 5枚 裏書「福神流中魚町j 99P2856 
中魚町 横 16.5~17.7 1-1144 ~2860 

1160 山笠当番法被一福神流 昭和52年6月 縦 12.0~12.7 4枚 裏書f福神流庖屋町J 99P2861 
庖屋町 横 16.5~17.7 1 -1145 ~2864 

1161 山笠当番法被一福神流 昭和52年6月 離 12.0~12.7 4枚 裏書I福神流西門中小路j 99P2865 
西門・中小路町 横16.5~17.7 1-1146 ~2868 

1162 山笠当番法被一福神流 昭和52年6月 縦12.0~12.7 13枚 裏書f福神流古小路J 99P2869 
古小路町 横 16 目 5~17 目 7 1 -1147 ~2881 

1163 復興祭一どんたく(松ば 昭和21年5月25日 縦 1 1. 9~13.0 6枚 ※参考「写真 裏ぺン書rS21年復興のドン 99P2882 
(1) やし傘鉾遠景締 め 横 16.4~18目。 集博多JP150・ タク山笠奈良屋復興祭を催 ~2887 

太鼓を先頭に歩くどん 230 した(第l回)J 1-491-1 
たく隊)

(2) 復興祭一どんたく(松ば 昭和21年5月25日 13.0X 18.0 l枚 ※参考「写真 1-491-2 99P2888 
やし傘鉾市役所前) 集博多JP150-

230 

(3) 復興祭ーどんたく(松ば 昭和21年5月25日 13.0XI8.0 5枚 ※参考「写真 1-491-3 99P2889 
やし傘鉾締め太鼓を 集博多JP150・ ~2893 
先頭に石橋源一郎 230 

(4) 復興祭一どんたく(松ば 昭和21年5月25日 13.0XI8.0 2枚 ※参考「写真 1 -491-4 99P2894I 
やし傘鉾大黒流) 集博多JP 150- ~2895 

230 

1164 復興祭一どんたく(松ば 昭和21年5月25日 13.0X 18.0 2枚 「写真集博多j 福岡市役所前 1-492 99P2896 
(1) やし男恵比須) P139-209 ~2897 

※参考f博多
あの頃JP125-
264 

(2) 復興祭ーどんたく(松ば 昭和21年5月25日 13.0X 18.0 2枚 「写真集博多J福岡市役所前 1-492 99P2898 
やし福神) P139・209 ~2899 

※参考「博多
あの頃JP 125-
264 

(3) 復興祭一どんたく(松ば 昭和21年5月25日 12.9x 17.9 l枚 1-492 99P2900 
やし福神笠鉾)

1165 復興祭一どんたく(曳台 昭和21年5月 13.0x 17.9 2枚 1-494 99P2901 
と人波) ~2902 

1166 復興祭一どんたく(風 昭和21年5月 13.0XI7.9 l枚 ※参考「博多 1-495 99P2903 
景) あの頃JP127-

269 

1167 復興祭一どんたく(路上 昭和21年5月 13.0X18目O l枚 「博多あの頃J 1-660 99P2904 
での芸) P129-273 
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番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1168 復興祭一どんたく(パラ 昭和21年5月25日 11.9 x 16.4 2枚 11-788 99P2905 
ック商庖街が建ちはじ -2仇
める)

1169 復興祭ーどんたく(三昧 昭和21年5月25日 離17.7-18.0 6枚 K.YASUMOTOのサインあり 99P2907 
線・鳥追い姿の女性た 検12.6-13.。 11-789 -2912 
ち)

1170 復興祭一どんたく(傘鉾 昭和21年5月25日 12.0 x 16.4 2枚 11・779 99P2913 I 
と通りもん) -2914 

1171 復興祭一どんたく(稚子 昭和21年5月 13.0x 18.0 4枚 内l枚〔裏書)(遷宮祭に関す 99P2915 
演芸風景) るメモヵ)r第四十四回 明 -2918 

治三十三年五月十四日下遷
宮 明治三十四年六月三日
上遷宮第四十五回遷宮
大正十三年四月二十日下遷
宮大正十四年四月十二日
上遷宮第四十六回遷宮
昭和二十七年十一月二日下
遷宮昭和二十八年四月十
二日上遷宮第四十七回遷
宮 昭和四十九年十月二十
コ日下遷宮 昭和五十年四
月 上遷宮j 舞台で踊って
L、る4人の子供達 11-781 

1172 復興祭一どんたく(女性 昭和21年5月25日 11.5X 16.1 l枚 11-795 99P2919 
3人と男性l人) 12.0xI6.4 l枚 -2920 

1173 復興祭一どんたく(焼け 昭和21年5月25日 12.0x 16.4 2枚 11-558 99P2921 
跡を練り歩くどんたく -2922 
隊)

1174 復興祭一どんたく(博多 昭和21年5月25日 12.9x 17.9 2枚 「博多あの頃J 11-792 99P2923 
にわか源月会) P220-459 -2924 

1175 復興祭一どんたく(復興 昭和21年5月25日 16.4 x 11.9 2枚 11-784 99P2925 
祭の前掛をした女性6 -2926 
人)

1176 復興祭一どんたく(米俵 昭和21年5月25日 11.2x15.1 l枚 11田 787 99P2927 
を積んだ馬を引くどん
たく隊の男性2人)

1177 復興祭一どんたく(芸妓 昭和21年 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 裏書「終戦直後の綱場町J
組合の踊り行列) P128-271 11-783 

1178 復興祭一どんたく(演舞 昭和21年 一式 夕刊フクニチ新聞社仮設演
場風景) 9枚 舞場にて

(1) 棒踊り 13.0X 18.0 l枚 1-487-1 99P2929 

(2) 綱場町踊り 13.0X 18.0 4枚 1-487・2 99P2930 
-2933 

(3) 佐賀面浮立 13.0x 18.0 l枚 1-487-3 99P2934 

(4) 着物を着て独演する女 13.0X 18.0 2枚 l・487・4 99P2935 
性 -2936 

(5) 綱場町出演者たち 12.0X 16.5 l枚 法被を着た男性5人と背後に 99P2937 
曳台おたふく屋の付近
1-487-5 
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番号 内 ，官*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1179 復興祭ーどんたく 昭和21年5月 13.0x 18.0 一式 ※参考『博多 1-488 
20枚 あの頃JP220・

458 
「写真集博多J
P151-231 

(1) 芸妓衆相生券番のどん 観11.2-21.59枚 99P2938 
たく隊 横15.7-18.0 -2946 

(2) 芸妓衆相生券番通りも 縦11.5-13.0 6枚 99P2947 
んとアヤメ模様着物姿 横16.1-18.0 -2952 
の芸妓

(3) 芸妓衆太鼓台と三味線 18.0x 13.0 3枚 99P2953 
-2955 

(4) 煉瓦塀の通りの道を行 11.3X15.7 l枚 99P2956 
く相生券番通りもんと 13.0x 18.0 l枚 -2957 
芸妓

1180 復興祭一どんたく(アヤ 昭和21年5月25日 11.2X 15.7 2枚 11-780 99P2958 
メ模様の着物を着た芸 -2959 
妓衆と歩く男性l人を
含むどんたく隊)

1181 復興祭一どんたく(松ば 昭和21年5月 13.0X 18.0 一式 「写真集博多J 1-492 
やし) 6枚 P139-209 

※参考『博多

あの頃JP125-
264 

(1) 大黒馬の鼻面 l枚 99P2960 

(2) 女恵比須 2枚 福岡市役所前 99P2961 
-2962 

(3) 大黒 3枚 福岡市役所前 99P2963 
-2965 

1182 復興祭一どんたく(石橋 昭和21年5月25日 離16.1-16.4 3枚 傘鉾 11-782 99P2966 
源一郎と男性3人) 横11.5-11.9 -2968 

1183 復興祭一どんたく(奈良 昭和21年5月25日 11.9X16.4 l枚 11-796 99P2969 
屋小学校校庭の舞台で
踊る女児)

1184 復興祭一どんたく(奈良 昭和21年5月25日 11.2x15.9 l枚 11-785 99P2970 
屋小学校校庭内でのど 12.0XI6.4 l枚 -2971 
んたく隊)

1185 復興祭一どんたく(奈良 昭和21年5月25日 12.9x 17.9 8枚 11-803 99P2972 I 
屋小学校校庭内の演舞 -2979 
場)

1186 復興祭一どんたく(奈良 昭和21年5月25日 11.9X16.4 3枚 11-801 99P2980 
屋小学校校門を出てい -2982 
くどんたく隊)

1187 復興奈一奈良屋校区子 昭和21年5月25日 12.0X 16.5 l枚 ※参考「博多 11-559 99P2983 
供山笠 あの頃JP218-

456 
『写真集博多」
P149-227 
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番号 内
，台Z全~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1188 博多祇園山笠復活一奈 昭和21年5月25日 巌11.9-21.5 4枚 ※参考「博多 子供山笠の中に源一郎氏 99P2984 
良屋校区子供山笠 横16.4-16.5 あの頃JP218- 11・557 "'2987 

456 
「写真集博多J
P149司227

1189 復興祭一子供山笠 昭和21年5月25日 11.9x 16.4 l枚 「写真集博多J 11-793 99P2988 
P149-227 

1190 復興祭一子供山笠 昭和21年5月25日 縦12.0-13.0 5枚 「博多あの頃J ※ネガあり(アルバム5) 99P2989 
横16.4-18.0 P218-456 11-805 "'2993 

1191 博多おくんち一花魁道 昭和時代 艇16.4-17.9 3枚 印刷物より 1-576 99P2994 
中 横12.0-13.9 "'2996 

1192 博多おくんちー神輿を 昭和時代 12.0X 16.5 l枚 大浜地区の人たちの後ろ姿 99P2997 
(1) 担いでいる大浜地区の 11-815 

女性たち(遠景)

(2) 博多おくんち一神輿を 昭和時代 12.0XI6.5 l枚 大浜と書いてある法被を着 99P2998 
担いでいる大浜地区の て頭には手拭姿の女性たち
女性たち(近景) が神輿を担ぎながら町中を

練り歩いている 11-815 

1193 博多おくんち一武者行 昭和時代 7.1X10.2 27枚 カラー ※ネガありNo.1854 99P2999 
列・花魁道中・ミス博 1-1032 "'3025 
多パレードほか

1194 櫛田神社の御遷宮行列 大正時代 縦14.4-16.4 6枚 f博多あの頃J 1-664 99P3026 
に参加する博多浜小路 横20.6-21.5 P130-275 "'3031 
連中

1195 櫛田神社四十五回遷宮 大正13~14年 12.0X 16.5 3枚 裏書「大正十三年四月二十日 99P3032 
祭記念下市小路 下遷宮 大正十四年四月二 "'3034 

十日上遷宮J 1 -1196 

1196 櫛田神社御遷宮祭ー奈 昭和時代 12.0x 16.5 3枚 西原KK附近・浜小路の紋入 99P3035 
良屋町法被を着た人達 り垂れ幕 1-600 "'3037 
と飾りを載せた曳台

1197 櫛田神社御遷宮祭ヵー 昭和時代 12.0XI6.5 2枚 大神宮5番奈良屋町の木札 99P3038 
豊国神社前にて奈良屋 -狛犬一対 .35人の集合写 "'3039 
町記念撮影 真・藤野写真館の看板

1-586 

1198 櫛田神社御遷宮祭一紋 昭和15年10月11 18.2 x 13.0 3枚 1 -869-1 99P3040 
(1) 付羽織袴に帽子を被つ ~12 日 "'3042 

た男性

(2) 櫛田神社御遷宮祭一献 昭和15年10月11 13.0X 18.2 4枚 稚児行列・献燈の曳台 99P3043 
灯の曳台と行列 ~12 日 1・869-2 "'3046 

1199 櫛田神社御遷宮祭ータ 昭和27~28年 16.4X11.9 5枚 裏書「昭和二十七年下遷宮 99P3047 
パコ屋の前にて祖母と 二十八年上遷宮j 下遷宮は "'3051 
孫 昭和27年11月2日 11-810 

1200 櫛田神社御遷宮祭ータ 昭和27~28年 11.9x16.4 3枚 割烹着を着た女性が写って 99P3052 
パコ屋前の母娘 いる 11・811 "'3054 

1201 櫛聞神社御遷宮祭ータ 昭和27~28年 16.5X 11.9 l枚 11-812 99P3055 
パコ屋前の親子

1202 櫛田神社御遷宮祭一 昭和27~28年 12.9x 17.9 l枚 11-1280 99P3056 
「奈組」嚇子方

民
d

Q
M
 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台*' 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1203 櫛田神社御遷宮祭一消 昭和27-28年 12.9X 17.9 l枚 前から4番目、豆絞りの手拭 99P3057 
防組「奈組Jの曜子屋台 いを頭に巻いて顔だけ見え

る男性は鬼塚氏 11-1281 

1204 櫛田神社御選宮祭一 昭和27-28年 12.9X 17.9 l枚 11-1282 99P3058 
「奈組」磯子行列

1205 櫛田神社御遷宮祭一 昭和27-28年 13.0x 17.9 l枚 11-1283 99P3059 
「奈組j組頭ヵ

1206 櫛田神社御遷宮祭一市 昭和27-28年 12.9x 17.9 l枚 11-1284 99P3060 
役所前の「奈組J嘱子屋
台

1207 櫛田神社御遷宮祭ー 昭和27-28年 12.9X 17.9 l枚 前から3番目、三味線を弾く、 99P3061 
f奈組J嘱子屋台と行列 左つま先を上げている男性

は鬼塚氏 11-1285 

1208 櫛田神社御遷宮祭一一 昭和27-28年 12.0 x 16.4 l枚 11-1252 99P3062 
の鳥居付近

1209 櫛田神社御遷宮祭一宮 昭和27-28年 12.0XI6.4 l枚 11-1253 99P3063 
司

1210 櫛田神社御遷宮祭ー御 昭和27-28年 29.6x24.7 l枚 裏押印「石橋製麺所石橋利三 99P3064 
神体町中を巡行 郎福岡市瓦町三十二番地電

話東③一一七五番次J
11・1267

1211 櫛田神社御遷宮祭一神 昭和27-28年 11.9x 16.4 4枚 奈良屋校区・御供所校区・ 99P3065 
社境内にて各校区の行 大浜校区 1-588 -3068 
列集合風景

1212 櫛田神社御遷宮祭一櫛 昭和27-28年 11.9 x 16.4 2枚 「更生車J(りんたく)が見える 99P3069 
目前町を通る行列 1-589 -3070 

1213 櫛田神社御遷宮祭一神 昭和27-28年 11.9x16.4 2枚 うちl人は落石栄吉氏 99P3071 
社境内大銀杏・絵馬堂 l・590 -3072 
の前にて役員4人

1214 櫛田神社御遷宮祭一鶴 昭和27-28年 11.9 x 16.4 l枚 1-591 99P3073 
の子本舗石村高盛堂の
前を通る御供所校区の
行列

1215 櫛田神社御遷宮祭一行 昭和27-28年 11.9XI6.4 4枚 堤灯に「上呉服町J・旗に「清 99P3074 
列日通ピル前を通る 道jと書かれている 獅子舞 -3077 

の後姿 1-592 

1216 櫛田神社御遷宮祭一獅 昭和27年11月 12.0x 16.5 5枚 神興行列2景l枚には見物す 99P3078 
子舞と御神体呉服町 る外国人家族の姿 l・593 -3082 
建設途中の博多大丸付
近

1217 櫛聞神社御遷宮祭一神 昭和27-28年 12.0x 16.5 2枚 理容丸善・三和繊維株式会 99P3083 
輿・饗銭箱 社・大阪メリヤス株式会社 -3084 

等の看板 1-594 

1218 櫛田神社御遷宮祭一奈 昭和27-28年 12.0x 16.5 3枚 1-595 99P3085 
良屋町を通る神輿 -3087 

1219 櫛田神社御遷宮祭一第 昭和27-28年 12.0x 16.5 2枚 1-596 99P3088 
一銀行と富士銀行の間 -3089 
を通る神輿

R
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1220 櫛田神社御遷宮祭一浜 昭和27-28年 12.0x 16.5 4枚 渡辺写真館・浜小路の紋入 99P3090 
小路を通る神輿 り垂れ幕・式年遷宮奉賛会 -3093 

副会長木札 1-597 

1221 櫛田神社御遷宮祭ー浜 昭和27-28年 12.0x 16.5 3枚 西原K.K.付近 1-598 99P3094 
小路を通る馬に乗った -3096 
神官

1222 櫛田神社御遷宮祭一消 昭和27-28年 12.0XI6.4 l枚 理容丸善・化粧品小間物卸 99P3097 
防団奈良屋分団と子支 問屋株式会社近藤商底付近
の飾り物を載せた曳台 1-599 

1223 櫛田神社御遷宮祭ー稚 昭和27-28年 12.0X 16.4 l枚 11-1259 99P3098 
児行列武者

1224 櫛田神社御遷宮祭一娘 昭和27-28年 12.0x 16.4 l枚 11-809 99P3099 
を抱いた母

1225 櫛田神社御遷宮祭一神 昭和27-28年 11.9 x 16.4 2枚 1-601 99P3100 
社境内で弓を持つ稚児 -3101 

1226 櫛田神社御遷宮祭一呉 昭和27-28年 12.0x 16.5 4枚 記念写真と行列風景 1-60299P3102 
服町建設中の博多大丸 -3105 
付近での稚児行列

1227 櫛田神社御遷宮祭一石 昭和27-28年 12.0X 16.5 4枚 1-603 99P3106 
村高盛堂の付近を通る -3109 
奈良屋校区の稚児行列

1228 櫛田神社御遷宮祭ー浜 昭和27-28年 12.0x 16.4 2枚 西原K.K.付近 1-604 99P31 10 
小路を通る稚児行列と -3111 
灯篭を載せた曳台

1229 大浜の流れ潅頂 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 「福岡のあゆ 享保の大飢鍾で餓死した人、 99P3112 
15.1 x 20.2 l枚 みJP68 海難で遭難した人々の霊を -3113 

慰めるため大施我鬼が行わ
れていた。町々には武者絵
を極彩色で描いた大灯篭が
つくられた。写真中の絵は
「岩見重太郎武雄伝J 印刷
物より 1-571 

1230 万四郎神社の夏祭り 明治時代 13.0x 18.0 2枚 「写真集博多j 印刷物より 11-679 99P3114 
P92-139 -3115 

1231 萱堂町魚腹地蔵の祭り 昭和時代 12.0XI6.5 l枚 ※参考『博多 裏書f千燈明査堂町魚腹地 99P3116 
あの頃JP135・ 蔵」 11-652 
285・286

1232 査堂町魚腹地蔵夏祭り 大正時代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃」 裏書「萱堂町魚腹地蔵夏祭 99P3117 
P135-286 り。対馬小路(石城町)J

11-653 

1233 武者衣装を付けた男子 近代 12.0X 16.5 4枚 1-506 99P3118 
6人と記念撮影 -3121 

1234 西公園光雲神社神前で 大正4年4月 13.0x 18.0 l枚 『博多あの頃j 光雲神社神前に揃った鎧武 99P3122 
武者行列風景 P138-294 者 11-646 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1235 宮崎宮放生会参詣記念 明治39年 離10.9-14.2 4枚 『博多あの頃J裏ぺン書f明治二十九年箱崎 99P3123 
撮影一中対馬小路町竹 横15.7-20.5 P136-289 放生会参詣記念写/中対馬 -3126 
田屋一家 小路町竹田屋一家石橋源兵

衛・石橋カメ・石橋タミ・
石橋源六・石橋ナカ・石橋
半兵衛・石橋エツ・石橋ト
モエ(西村ツル)・麹屋久さん
外唐員j 人物名を書いた紙
を貼付 11-634 

1236 放生会一幕出し風景 明治時代末期ヵ 離11.9-15.1 3枚 「博多あの頃j 裏書「明治末から昭和の始め 99P3127 
横16.4-20.2 P137-292 r福 まで九月十五日宮崎放生会 -3129 

岡のあゆみ」 での幕出し風景J印刷物より
67r写真集福 11-635 
岡100年JP290

1237 放生会一参道の賑わい 大正時代 離11.9-15.1 4枚 「写真集博多J印刷物より 11-642 99P3130 
横16.4-20.2 P95-144 -3133 

『福岡のあゆ
みJ66

1238 放生会一幕出し風景 大正時代 9.0x 12.9 l枚 「博多あの頃」 1-738 99P3134 
P137-293 

1239 放生会一露庖 大正時代 13.0x 18.0 l枚 f博多あの頃J 11-637 99P3135 
P140-299 

1240 放生会一地獄極楽のノ 大正時代 13.0x 18.0 2枚 f博多あの頃」 11-638 99P3136 
ゾキ P140-297 -3137 

1241 放生会一真海博多織工 大正時代ヵ 13.0x 18.0 l枚 11・886 99P3138 
場の法被を着た若者10
人の幕出しヵ

1242 放生会一見世物小屋 大正時代後期 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「箱崎放生会の見せ物小 99P3139 
P140-296 屋(大正後期)J 11-636 
f写真集博多j

P95-145 
f写真集福岡
100年JP290

1243 志賀海神社の神幸祭 昭和時代 縦12.3-16目。 3枚 カントリ型を着た末永節氏 99P3140 
横11.5-17.6 H・267 -3142 

1244 志賀海神社の神幸祭一 昭和時代 14.0X 12.5 l枚 末永節氏 11-257 99P3143 
どんたくヵ

1245 志賀海神社の神幸祭.神 昭和時代 14.0x 12.5 l枚 H・700 99P3144 
社にて祭典

1246 志賀海神社の神幸祭一 昭和時代 14.0x 12.0 l枚 11-701 99P3145 
抱え大筒奉納

1247 志賀海神社の神幸祭一 昭和時代 12.0x 17.7 l枚 末永節氏 11-702 99P3146 
踊り 14.0X 12.5 l枚 -3147 

1248 志賀海神社の神幸祭一 昭和時代 12.lX17.7 l枚 神社石段前に末永節氏和 99P3148 
行列 14.0X 12.5 l枚 楽路会奉納行事ヵ 11-703 -3149 

1249 主基斎田田植祭の8人 昭和3年6月5日 12.0XI6.4 l枚 裏ぺン書「糸島主基斎田j 99P3150 
の舞姫 l・740
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番号 内 ，台-- 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1250 主基斎田田植祭奉耕 昭和3年6月5日 13.0X 18.0 l枚 11-1142 99P3151 
者式服・作業着姿と早
乙女作業着姿の集合写
真

1251 多賀神社秋祭りの人出 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 直方市内 印刷物より 99P3152 
1-580 

1252 太宰府天満宮の菅公デ 大正時代 12.0x 16.5 2枚 11-654 
一 -3154 

1253 奇習“嫁の尻たたき" 昭和時代 16.5X 12.0 3枚 印刷物より 1-575 99P3155 
一春日町 -3157 

⑫人生儀礼

番号 内 '台=ー， 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1254 結婚披露宴 大正時代 13.0x 18.0 2枚 「写真集博多J 女性のみの集合写真姑と 99P3158 
P97-148 嫁が前列にいる 11-394 -3159 

1255 角かくし打掛姿の花嫁 昭和時代 16.1xl1.6 l枚 カラー石橋家関係者ヵ 99P3160 
1-1275 

1256 櫛田神社で結婚式を挙 昭和時代 7.0x 10.0 3枚 カラー花嫁2人 99P3161 
げた花嫁 1-1284-3 -3163 

1257 博多結納品 昭和時代 各9.0x12.8 一式 カラー 1-1274 
7枚

(1) 水引細工一式揃 4枚 ダイヤ指輪一個あり 99P3164 
-3167 

(2) 鳳風作り扇菊と銀の壷 l枚 99P3168 
-松竹鶴亀翁と金の壷

(3) 掛け鯛腹合わせ水引細 2枚 99P3169 
工 -3170 

1258 七五=の晴着姿女児記 近代 17.9X 12.9 l枚 1-846 99P3171 
念撮影

1259 七五三の男児 昭和40年代 離8.7-10.1 一式 正装の石橋哲夫氏
横12.4-12.8 8枚 1 -1276-1 

(1) 自宅前にて 4枚 99P3172 
-3175 

(2) 櫛田神社にて 4枚 99P3176 
-3179 

1260 櫛田神社七五三参り 昭和40年代 各9.0x12.5 一式 カラー 1-1281 
3枚

(1) 櫛田神社前の露盾にて l枚 99P3180 
お面を買う母子

(2) 境内で記念写真を撮る l枚 99P3181 
親子

(3) 境内の待合所でお被い l枚 99P3182 
の順番を待つ晴れ着姿
の親子

nu 
nu 



寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 H官』 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1261 男児の初節供 近代 11.9XI6.4 3枚 1-406 99P3183 
-3185 

1262 雛道具陳列 昭和時代 各11.4X8.2 一式 カラー 1-1280 
4枚

(1) 雛道具三段飾り 2枚 99P3186 
-3187 

(2) 離道具一段飾り 2枚 99P3188 
-3189 

1263 初正月を迎える男児に 昭和時代 29.8x22.8 l枚 「博多あの頃j 1-392 99P3190 
破鹿弓 30.3x25.2 l枚 P120-255 -3191 

1264 八朔の祝い 昭和時代 18.0x 13.0 l枚 『博多あの頃」 11-345 99P3192 
P120-256 

1265 神社にて42歳の厄落と 近代 16.5x21.5 2枚 「博多あの頃J 綱敷天神ヵ 写真中『厄落 99P3193 
し行事記念撮影 P82-169 郡島喜兵衛君波多江五兵衛 -3194 

君jと書カ通れた貼紙あり
1-620 

1266 姪浜万正寺報恩講参詣 大正6年12月5日 離11.7-15.4 6枚 全体写真3枚それを部分拡大 99P3195 
紀念 横16.1-21.1 したもの2種3枚裏書「大正 -3200 

六年十二月五日姪の浜万正
寺報恩講参詣紀念布教村上
継成師」 写っている人の名
前あり 11-883 

1267 カントリ型の着物を着 昭和時代 17.6x 12.5 3枚 カラーネガありNo.1862 99P3201 
た還暦賀の老人 1-802 -3203 

1268 無量寿石塔の前にて法 大正~昭和時代 12.0x 16.5 l枚 l・585 99P3204 
事記念撮影ヵ 初期

1269 荒神様の餅花飾り 大正時代 18.0X 13.0 1枚 「博多あの頃J 11-458 99P3205 
P120-254 

1270 博多町家の歳徳神棚 大正時代 13.0X 18.0 1枚 「博多あの頃J 写真の横に『博多町家の歳徳 99P3206 
P120-253 神棚Jとある 博多市小路木

村コンニャク屋 11-346 

1271 石橋家の餅こね風景 昭和時代 12.8x 17.9 2枚 「写真集博多j 石橋美佐子氏ほか 11-381 99P3207 
P48-73 -3208 

1272 年末の餅っき屋さん 昭和23年12月 縦12.0-25.2 7枚 『大正の博多 臼で餅をこねている人は鬼 99P3209 
横16.5-30.3 記」第l部写9 塚氏 11-366 -3215 

f博多あの頃j

P109-230 

1273 博多のお盆 大正時代 11.9 x 16.4 l枚 「写真集博多j 小写真裏書『姪浜J 11-97 99P3216 
13.0x 18.0 l枚 P93-141 -3217 

1274 西新町川上邸盆の門提 昭和時代 16.4xl1.9 2枚 裏書「西新町j 11-101 99P3218 
灯 -3219 

1275 お盆の頃の川端通り 昭和時代 11.9xI6.4 l枚 『博多あの頃J 裏書r}JI端ぜんざLリ 99P3220 
(1) P122-259 11-460-1 

(2) 川端ぜんざいの盆提灯 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 『博多あの頃j 裏書r}JI端ぜんざLリ 99P3221 
P122-259 H・460・2

1276 鳥羽屋の盆堤灯ヵ 昭和時代 8.8X 11.4 2枚 カラー 1-697 99P3222 
-3223 
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番号 内
，台プモ・ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1277 木下緩吉邸盆の門灯龍 昭和時代 16.4X11.9 2枚 裏書f木下膝吉氏邸J 99P3224 
11・102 ~3225 

1278 他家へ嫁いだ娘たちが 大正時代 18.0X 13.0 2枚 「博多あの頃J 11-337 99P3226 
孫をつれて里帰り P117-248 ~3227 

1279 奈良屋町子供組道具一 近世 離9.1~12.6 4枚 野外撮影2枚室内撮影2枚 99P3228 
長持の蓋裏書 横 13.0~17.7 |・411 ~3231 

1280 奈良屋町若者組道具一 近代 8.2 X 12.0 9枚 カラー ※ネガありNo.1861 99P3232 
金魚山笠台幕 1-1228 ~3240 

1281 奈良屋町若者組道具一 昭和時代 9.1 X 13.0 2枚 太鼓の側面に「奈良屋町若者 99P3241 
触れ太鼓 中」とある 11-1269 ~3242 

1282 奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.1 X 13.0 l枚 H圃 1270 99P3243 
銭箱など

1283 奈良屋町若者組道具一 昭和時代 13.0X9.1 l枚 11・1272 99P3244 
水橋

1284 奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.1XI3.0 l枚 11-1273 99P3245 
銭箱と銅壷

1285 奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.0X 13.0 l枚 11-1274 99P3246 
水橋・栄重・銅壷

1286 奈良屋町若者組道具一 昭和時代 9目1X 13.0 l枚 11-1275 99P3247 
銭箱と卓械台

1287 奈良屋町若者組道具一 昭和時代 9.0x 13.0 2枚 11-1276 99P3248 
銭箱・銅壷・こね鉢 ~3249 

1288 奈良屋町若者組道具一 昭和時代 12.6xI7.7 l枚 |・410 99P3250 
長持

1289 奈良屋町若者組道具 昭和時代 13.0X 17.8 l枚 1-413 99P3251 
銅壷

1290 (1)奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.0X 13.0 i枚 11-1286 99P3252 
-筑紫豊文化財調査風
景

(2)奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.1 X 13.0 l枚 台幕を見る 11-1287 99P3253 
一筑紫豊文化財調査風
景

(3)奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.0X 13.0 l枚 台幕を前にして 11-1288 99P3254 
一筑紫豊文化財調査風
景

(4)奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.1 X 13.0 l枚 道具一式を見る 11-1289 99P3255 
-筑紫豊文化財調査風
景

(5)奈良屋町若者組道具 昭和時代 9.0X 13.0 l枚 11幽 1290 99P3256 
一筑紫豊文化財調査風
景

1291 奈良屋町子供組道具一 昭和時代 8.9XI2.8 l枚 カラー 11-1310 99P3257 
山笠台幕

1292 奈良屋町子供組道具一 昭和時代 12.6XI7.7 l枚 1-409 99P3258 
長持

'--
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1293 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 12.7xI7.8 l枚 白紙に「那珂公民館収蔵資 99P3259 
料Jとある 11-734 

1294 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-704 99P3260 
手箕

1295 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8XI2.7 2枚 11-705 99P3261 
雲助 ~3262 

1296 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 3枚 11-706 99P3263 
雲助の集合 ~3265 

1297 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 17.8X 12.7 2枚 11-707 99P3266 
雲助 ~3267 

1298 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 17.8xI2.7 3枚 11-708 99P3268 
流粕雲助 ~3270 

1299 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8xI2.7 2枚 11-709 99P3271 
雲助 ~3272 

1300 郡珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-710 99P3273 
雲助の集合

1301 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-711 99P3274 
雲助と聾の集合

1302 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-712 99P3275 
雲助の集合

1303 那岡公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7X 17.8 l枚 11-713 99P3276 
雲助と聾

1304 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-714 99P3277 
雲助集合

1305 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8xI2.7 2枚 11-715 99P3278 
雲助 ~3279 

1306 那岡公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8x 12.7 2枚 11-716 
雲助 ~3281 

1307 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8X 12.7 2枚 11-717 99P3282 
雲助 ~3283 

1308 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8xI2.7 l枚 11-718 99P3284 
徳利・雲助の集合

1309 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7X 17.8 l枚 11-719 99P3285 
徳利・雲助の集合

1310 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-720 99P3286 
雲助の集合

1311 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8xI2.7 l枚 11-721 99P3287 
費

1312 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7X 17.8 l枚 11-722 99P3288 
雲助の集合

1313 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-723 99P3289 
徳利・酒樽・聾の集合

1314 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-724 99P3290 
通い徳利の集合
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1315 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-725 99P3291 
徳利の集合

1316 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7x 17.8 l枚 H・726 99P3292 
徳利の集合

1317 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 17.8xI2.7 2枚 11-727 99P3293 
櫛田町安武酒庖通い徳 ~3294 
利

1318 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 17.8xI2.7 3枚 H・728 99P3295 
山家屋酒庖袖の梅通い ~3297 

徳利

1319 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8x 12.7 3枚 11-729 99P3298 
山田中嶋醤油徳利 ~3300 

1320 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-730 99P3301 
清酒本山酒唐家徳利と

木箱

1321 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8x 12.7 i枚 紐付木箱御所乃升 11・731 99P3302 
家徳利の木箱

1322 那珂公民館収蔵資料一 昭和時代 17.8xI2.7 2枚 組無し木箱 福岡市外竹下 99P3303 
家徳利の木箱 員子酒庖電話三一番御所 ~3304 

乃升 11-731 

1323 那珂公民館収蔵資料 昭和時代 17.8x 12.7 3枚 11-732 99P3305 
草花紋徳利 ~3307 

1324 那岡公民館収蔵資料一 昭和時代 12.7XI7.8 l枚 11-733 99P3308 
家徳利と木箱(御所乃

升)

1325 森の中の木造茅葺きの 不詳 13.0X18目。 2枚 11-181 99P3309 
小嗣 ~3310 

1326 町屋の棟上げ 明治時代初期 18.0x 13目。 l枚 「博多あの頃J H・159 99P3311 
P12-17 

1327 篠栗新四国へ巡礼めぐ 大正時代 13.0XI8.0 2枚 「博多あの頃J 裏書「大正時代新四国(笹栗) 99P3312 
り P116-247 への巡礼J 11-645 ~3313 

1328 屋敷神正一位白菊稲荷 昭和時代 11.3x7.6 10枚 カラー I -1260-1 99P3314 
大明神の鎮座祭 ~3323 

1329 石橋家の仏墳 昭和時代 1O.5X7.3 2枚 カラー 金箔の仏壇 99P3324 
|・1286・1 ~3325 

1330 下鰯町子供組 昭和10年代 20.2 x25.2 2枚 恵比須神社前にて記念撮影 99P3326 
11-1230 ~3327 

⑬人物

番号 内 ，台*' 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考

1331 シーボルトとその長男 近代 18.0XI3.0 2枚 印刷物より 11-918 99P3328 
~3329 

1332 文具商河原田平兵衛 近代 18.0 x 13.0 l枚 印刷物より 11-916 99P3330 

1333 集合写真中の河原田平 近代 16.4 x 12.0 4枚 集合2枚 拡 大2枚 99P3331 
(1) 兵衛 1・402-1 ~3334 
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寄贈貿料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，仔*' 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(2) 集合写真中の河原田平 近代 16.4X 12.0 5枚 1-402-2 99P3335 
兵衛(全身) ~3339 

(3) 集合写真中の河原田平 近代 16.4X 12.0 6枚 集合3枚 拡 大3枚 99P3340 
兵衛(横) 1-402-3 ~3345 

1334 順正寺に墓参りに来た 近代 13.0X 18.0 l枚 「博多あの頃j 11-944 
尾上松之助 P87-180 

1335 茂岡太郎 近代 離15.1~ 16.5 8枚 裏鉛筆書fー到館茂岡太郎 99P3347 
横 1 1.7~12.0 小野派一万流J印刷物より ~3354 

1-500 

1336 朝倉文雄 不詳 12.0 x 16.4 2枚 印刷物より 11-876 99P3355 
~3356 

1337 2代目修猷館長尾崎議 明治時代 18.0x 13.0 3枚 「博多あの頃J 11-897 99P3357 
の若き日の姿 P6-2 ~3359 

1338 渡辺与八郎 明治時代 縦16.4~20.2 7枚 1-401 99P3360 
横 1 1.9~15.1 ~3366 

1339 福本日南 明治時代 16.4Xl1.9 l枚 裏書「福本日南先生J表 99P3367 
rJMATSUDAIRA USHIGOME 
TOKYO JAPANJの印あり
11・888

1340 竹固定簡 明治時代 18.0X 13.0 l枚 「博多あの頃j 表印刷「珍しい竹固定簡の写 99P3368 
P7-7 真j 印刷物より 11-912 

1341 福岡日日新聞社長征矢 明治時代 18.0xI3.0 l枚 ※参考「写真 表印刷「前福岡日日新聞社長 99P3369 
野半粥 集福岡100年j 故征矢野半禰君J 11-913 

年表

1342 黒田長i噂 明治時代 16.5X 12.0 l枚 「博多あの頃j H・902 99P3370 
18.0x 13目O l枚 P7-6 ~3371 

1343 福岡藩士林斧助 明治2年 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J裏書「明治二年の福岡藩士中 99P3372 
P6-3 央は若き日の林斧助氏(のち

博多瓦斯ー現西部ガスの創
始者)J 11-900 

1344 束髪の柳原白蓮 明治45年頃 17.9X 12.8 2枚 ※参考「写真 下印刷「写真は明治45年ごろ 99P3373 
集福岡100年j の束髪(人物は柳原白蓮)J. ~3374 
P323 印「波多江j 印刷物より
「博多いまむ H・520
カミしJP84
「博多あの頃J
P50-98 
「写真集博多J
P124-187 

1345 柳原白蓮 大正時代 18目OX13.0 1枚 「写真集博多J 11-522 99P3375 
P124-187 

1346 箱崎の酒造業中村屋の 大正時代 13.0xI8.0 l枚 「博多あの頃」 表に「酒造業素封家中村松次 99P3376 
中村松次郎 P79-160 郎君jとあり 写真右上に中

村松次郎氏の顔写真
11-223 

1347 28才の伊藤野枝 大正時代 18.0x 13.0 l枚 「大正の博多 11・914 99P3377 
記J第2部P66

1348 伊藤野枝 大正時代 12.0X8.2 l枚 「大正の博多 印刷物より 11-914 99P3378 
記J第2部P66
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 仔'*' 時 f~ 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1349 初のウエールズ、杯勝者 大正11年 18.0x 13.0 l枚 「写真集福岡 11-940 99P3379 
納戸徳重 100年JP444

1350 ゴール寸前の納戸徳重 大正11年 18.0x 13目。 l枚 11-941 99P3380 
選手

1351 納戸徳重選手と男性 大正11年 18.0XI3.0 l枚 11-942 99P3381 

1352 10代福岡市長立花小一 大正13年8月就任 18.0x 13.0 l枚 「写真集博多J印刷物より 11-937 99P3382 
良E P124-188 

「続博多いま
むかしJP201 

1353 博多のごりょんさん一 昭和時代 17.8x 12.6 l枚 新聞記事より H・1144 99P3383 
料亭「魚よしJの啓子さ
ん

1354 小野寺博士を含む集合 昭和時代 縦 12.0~16.5 7枚 集合写真2枚部分拡大大 99P3384 
写真 横 10.1~16.5 l枚小4枚 1-508 -3390 

1355 大衆食堂で食事をする 昭和4年 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃j 11-904 99P3391 
松本福岡県知事 P181-378 -3392 

1356 大正天皇 昭和43年6月 16.5XI2.0 l枚 裏書「アサヒカメラ 昭43、 99P3393 
6月号、写真100年j 料治熊
太所蔵 |・444

1357 中国にて大谷光鏑 昭和時代ヵ 16.5x 12.0 2枚 遼東口口楼上 11-924 99P3394 
-3395 

1358 石橋源一郎の父ともん 近代 21.5X 16.4 7枚 1-624 99P3396 
ぺ姿の女性 -3402 

1359 石橋源次郎ヵ 明治34年頃 縦13.0~17.7 3枚 1-829 99P3403 
横9.0~12.7 -3405 

1360 帽子、マフラーをつけ 大正時代ヵ 16.5X 12.0 2枚 11-925 99P3406 
た石橋源一郎ヵ -3407 

1361 生帽、制服で腕組みを 大正時代ヵ 16.5X 12.0 l枚 11-926 99P3408 
する石橋源一郎ヵ

1362 学生帽に着物姿の石橋 大正時代ヵ 16.5 x 12.0 l枚 11-927 99P3409 
源一郎ヵ

1363 中折帽をかぶり、手に 大正時代ヵ 16.5X 12.0 l枚 H・928 99P3410 
コートを抱える石橋源
一郎ヵ

1364 帽子に三つ揃いの洋服、 大正時代ヵ 16.5XI2.0 l枚 11-930 99P3411 
杖を持って立つ石橋糠
一郎ヵ

1365 宮崎宮前の男女 不詳 12.0X 16.5 l枚 裏書「本町の若竹佐藤醸造 99P3412 
場J 11-210 

1366 ポロシャツを着た少年 昭和時代 8.1 x5.2 2枚 証明書用写真ヵ 石橋哲夫 99P3413 
氏ヵ H・890 -3414 

1367 少年 昭和時代 8.8X 11.4 l枚 カラー 石橋哲夫氏ヵ 99P3415 
1-697 

1368 土居流・浜小路の法被 各12.4x9.0 一式 カラー 1 -1277 
を着た少年他 3枚
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~ マ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(1) 手拭、黄色い腹巻きに 昭和38年 l枚 後ろに女性2人裏にスタン 99P3416 
浜小路法被、赤い締め プ1963JULとある
込み姿の少年

(2) 浜小路の法被に帯姿の 昭和39年 l枚 裏にスタンプ1964SEPとあ 99P3417 
少年 り

(3) 庭で赤シャツと吊りズ 昭和38年ヵ l枚 裏にスタンプあり 石橋哲 99P3418 
ボン姿の少年 夫氏ヵ

1369 西鉄パスを背景に石橋 昭和時代 8.9X 12.7 l枚 カラー 1-1272 99P3419 
(1) 源一郎家族

(2) 櫛回大銀杏前で石橋源 昭和時代 8.9x 12.7 l枚 カラー 1-1272 99P3420 
一郎家族

1370 能楽堂にて石橋源一郎 昭和時代 11.0 x 15.6 l枚 1-1306 99P3421 
ほか

1371 旅館玄関先にて石橋源 昭和時代 l1.5X15.9 l枚 カラー 1-1291 99P3422 
一郎ほか

1372 三味線伴奏で唄う石橋 昭和時代 8.7x 13.0 l枚 1-1017 99P3423 
源一郎

1373 石橋哲夫 昭和40年代 l1.4X8.2 l枚 カラー 玄関で奈良屋校l年 99P3424 
l組の名札を胸にカバンを背
負い上履き入れをもった石
橋哲夫氏 1-1279 

1374 石橋源一郎 昭和時代 8.2 x 11.3 l枚 11-863 99P3425 

1375 石橋源一郎と男性2人 昭和時代 8.2 x 11.3 l枚 H圃 863 99P3426 

1376 石橋源一郎を含む明生 昭和時代 13目8x19.5 l枚 11-1212 99P3427 
会の人たち

1377 石橋源一郎を含む明生 昭和時代 14.9x21.5 l枚 11-1213 99P3428 
会の人たち

1378 長春駅にて写真を撮る 昭和時代 16.4X 12.0 3枚 裏鉛筆書「長春駅J 1-793 99P3429 
石橋源一郎 ~3431 

1379 金の仏像を背にして演 昭和時代 7.7X11.2 2枚 1-947 99P3432 
壇に立つ石橋源一郎 ~3433 

1380 博多町人文化連盟集会 昭和時代 8.2 x 11.4 7枚 カラー石橋源一郎氏 99P3434 
風景 1-948 ~3440 

1381 石橋源一郎と家族 昭和時代 16.4X21.5 2枚 11-207 99P3441 
~3442 

1382 宮崎宮にて石橋源一郎 昭和時代 16.4X 11.9 l枚 11-208 99P3443 
と男女

1383 石橋美作子 昭和時代 4.9x7.3 l枚 1-1292 99P3444 

1384 自宅でくつろぐ石橋夫 昭和時代 6.2x9.4 2枚 カラー 1-1293 99P3445 
妻 ~3446 

1385 舞鶴公園にて花見一石 昭和51年頃 8.3X 11.4 4枚 カラー 1-950 99P3447 
橋源一郎と波多江五兵 ~3450 
衛

1386 屋内の石橋源一郎 昭和36年2月 7.5x8.6 l枚 カラー 1-1294 99P3451 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~告T・ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1387 石橋家玄関先で石橋美 昭和38年5月 7.5x8.6 2枚 カラー 1-1294 99P3452 
作子 -3453 

1388 老笑会宴会での石橋源 昭和42年9月 9.0x 12.5 9枚 カラー 1-1289 99P3454I 
一郎 -34621 

1389 寺の前にて石橋源一郎 昭和43年11月17 10.7x7.7 l枚 カラー 1-1250 99P3463 
夫妻ほか 日

1390 第2回博多明生会出席 昭和45年11月29 13.0x 19.1 l枚 人物名あり 石橋源一郎氏 99P34641 
者 日 「昭和45年11月29日珍龍鳳J

11-866 

1391 石橋家家族 昭和47年5月3日 11.4X 8.2 2枚 カラー ※ネガありNo.1863 99P3465 
カ 1-1040 -3466 

1392 石橋源一郎の孫たちヵ 昭和52年 8.2x11.7 3枚 カラー 11-205 99P3467 

f懐かしの博多写真展J 昭和53年頃 8.2 x 11.9 3枚 カラー 富士銀行で開催さ1393 99P~~~21 
風景 れたものヵ 1-896 -3472 

1394 アイヌの民族衣装を着 昭和53年5月27日 12.6x17.7 2枚 石橋源一郎氏の孫ヵ 99P3473 
た幼児 1-875 -3474 

1395 不老会一宮崎宮前にて 大正時代ヵ 10.5X15.4 2枚 l・1302 99P3475 
記念撮影 -3476 

1396 不老会一記念写真 近代 10.9x 14.9 2枚 1-1303 99P3477 
-3478 

1397 不老会一料亭新三浦に 昭和時代 11.2X 15.6 2枚 1-1307 99P3479 
て記念撮影 -3480 

1398 不老会一旅行スナップ 昭和時代 10.8x 15.6 2枚 1 -1310 99P3481 
建物の縁側にて -3482 

1399 不老会一旅行宴会風景 昭和時代 10.5x 15.4 l枚 石橋源一郎氏 1 -1311 99P3483 

1400 不老会一旅行記念 昭和時代 1O.5X 15.2 3枚 中庭にて浴衣姿の男女集合 99P3484 
写真 1-1312 -3486 

1401 不老会一旅行宿の庭に 昭和時代 縦10.5-15.5 5枚 1-1313 99P3487 
て 横15.3-11.0 -3491 

1402 不老会一庭園の菖蒲池 昭和時代 1O.5X 15.3 l枚 男性3人と女性l人のスナッ 99P3492 
にて 12.0X 16.4 1枚 プと同じ物の縦横を切断し -3493 

た物 1-1314 

1403 不老会一旅行スナップ 昭和時代 離10.5-12.0一式 1-1315 
横15.3-16.4 17枚

(1) バナナの木の前で(洋服 3枚 99P3494 
姿) -3496 

(2) バナナの木の前で(浴衣 9枚 99P3497 
姿) -3505 

(3) 茅葺き屋根の建物の窓 2枚 99P3506 
辺で -3507 

付) 旅館内 3枚 99P3508 
-3510 
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番号 内 ，台*' 時 代 法最 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1404 不老会一冬の旅行スナ 昭和時代 離10.1-11.08枚 1-1317 99P3511 
ップ 横15.2-15.6 -3518 

1405 山の斜面で子供3人 昭和時代 16.5X 12.0 l枚 11圃 929 99P3519 

1406 少女たち 近代 12.0x 15.5 3枚 l・513 99P3520 
-3522 

1407 本を持つ着物姿と洋装 近代 18.0X 13.0 l枚 1-729 99P3523 
の少女

1408 着物姿の子供2人 明治時代 12.0x 16.5 l枚 手に飴を持っている 11・921 99P3524 

1409 階段で休憩する子供た 大正時代 12.0X16.5 l枚 「博多あの頃J 1-691 99P3525 
ち一志賀海神社への遠 P117-249 
足風景カ

1410 晴着姿の姉妹 昭和時代 12.9x8.9 4枚 1-780 99P3526 
-3529 

1411 男児と乳幼児 昭和時代 16.5X 12.0 l枚 1-763 99P3530 

1412 吊りズボン姿で三輪車 昭和30年代 12.8x8.9 1枚 カラー 1-1278 99P3531 
に乗っている男児

1413 路上でウルトラマンの 昭和30年代 12.0 x 16.4 2枚 1-859 99P3532 
まねをする兄弟 -3533 

1414 生後まもない乳児と鯉 昭和36年5月 一式 カラー 1-1276-2 
のぽり 2枚

(1) 産着の乳児 10.1 x 12.8 l枚 1961.5 99P3534 

(2) 屋上にたてられた緋鯉 8.7X12.4 l枚 1961 99P3535 
と真鯉の鯉のぼり

1415 女の子 昭和53年頃 9.0x 13.0 4枚 l・902-3 99P3536 
-3539 

1416 振り袖姿の女性と子供 近代 18.0x 13.0 2枚 11-905 99P3540 
-3541 

1417 結髪着物姿の娘 近代 18.0x 13.0 l枚 1-877 99P3542 

1418 女性像 近代 16.5X 12.0 2枚 1-514 99P3543 
-3544 

1419 髪を束ねた宮廷姿の女 近代 16.5X 12.0 1枚 印刷物より l・501 99P3545 
性

1420 桃割れに結った女性 近代 離17.7-30.3 6枚 1-398 99P3546 
横12.6-25.2 -3551 

1421 読書する三ツ輪ヵに結 近代 17.9x 12.9 l枚 格子柄の着物・刺繍の半襟 99P3552 
った着物姿の女性 l・845

1422 振り袖姿の娘10人 近代 12.0x 18.0 2枚 1-505 99P3553 
-3554 

1423 着物姿の女性3人 近代 12.0x 16.5 9枚 全体写真l枚とそれの部分拡 99P3555 
大8枚 11・931 -3563 

1424 着物姿の女性 明治時代 16.5X 12.0 l枚 スタジオ撮影桜の木のセ 99P3564 
ットを後方にカツラをつけ
て座っている 11-922 
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番号 内 台n全， 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1425 座敷にて老女5人と女 明治時代 12.0x 16.5 l枚 11-915 99P3565 
性3人

1426 着物姿の女性後ろ姿 大正時代 16.5x 12.0 l枚 11-771 99P3566 

1427 様々な髪型をした女性 大正時代~昭和 17.9XI2.9 l枚 慰霊祭ヵ・胸にリボンを付け 99P3567 
たち 時代初期 ている 束髪・モガ風等い

ずれも着物姿 1-847 

1428 座禅する女性 昭和時代 12.8x 17.9 2枚 『写真集博多j 11-331 99P3568 
P49-75 -3569 

1429 訪問着の女性ほか 昭和時代 8.9x 12.5 6枚 カラー 内l枚に石橋美作子 99P3570 
氏 1-1273 -3575 

1430 着物姿の年輩の女性2 昭和時代 12.0x 16.5 2枚 11-880 99P3576 
人 -3577 

1431 短髪で白髪まじりの袴 不詳 16.5x 12.0 1枚 11・935 99P3578 
姿の男性

1432 着物姿の男性 不詳 16.5X 12.0 l枚 印刷物より 11-910 99P3579 

1433 軍服の男性を囲んだ紋 近代 15.2x22.0 l枚 1-796 99P3580 
付袴姿の男性たち

1434 明治の青年士族たち 明治時代 12.0X 16.4 l枚 「博多あの頃」 頭山満、箱田六輔、平岡浩 99P3581 
P43-83 太郎、進藤喜平太、来島恒

喜、杉山茂丸ほか 11・889

1435 脚半に草靴履きの男性 明治時代 18.0x 13.0 l枚 印刷物より 11-400 99P3582 

1436 正装でテーブルにつく 明治時代 11.9X16.4 2枚 テーブル上の熊の置物は博 99P3583 
青年 多人形ヵ 1-1325 -3584 

1437 覗看堂肖像写真 明治時代ヵ 17.9x 12.9 l枚 裏書「水水亦二郎覗看堂 99P3585 
写J 11-1236 

1438 椅子に腰掛けて読書す 明治時代 17.8X 12.7 l枚 11-864 99P3586 
る武士

1439 明治の幕開け福岡の士 明治時代 11.7x8.2 l枚 カラー裏書「慶応が明治と 99P3587 
族たち 改められ、武士の地位が中

途半端になったものの、志
賀島沖に黒船が通ったとい
うので博多の町は大騒ぎ、
やはり警備は武士に、とい
うので洲崎海岸から西公園
下まで黒田藩士は大砲を並
べて陣をしいた。顔に墨を
塗った人はのちに切腹した
からJ 11-544 

1440 明治初年における福岡 明治4年5月 13.0x 18.0 5枚 f博多あの頃J 『明治初年における福岡志士
志士の面々 P6-3・4 の面々。右から建部小四郎、 -3592 

「写真集福岡 村上彦十、穂渡半太郎、山
100年JP302 中立木、尾崎議J印刷物より

11・899

1441 着物姿で読書する横向 大正時代 16.4X 12.0 l枚 11-869 99P3593 
きの男性

1442 縁側にて着物姿の男性 大正時代 12.0XI6.4 l枚 11-870 99P3594 
7人
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番号 内 ，官dヒ， 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1443 大正時代に流行った帽 大正時代 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃j 11・399 99P3595 
子と金鎖の懐中時計を P101-209 
つけた男性3人の肖像

1444 建築中の足場に立つ男 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 1-584 99P3596 
性

1445 合掌する僧侶 昭和時代 6.4Xl1.7 2枚 1・1324 99P3597 
-3598 

1446 仏壇の前で正座し合掌 昭和時代 20.7x 15.4 l枚 1-882 99P3599 
する僧侶

1447 鉄屑を拾う帽子をかぶ 昭和30年頃 17.9xI2.9 l枚 l・474 99P3600 
った男性

1448 寺の境内で僧侶・老婆 近代 16.4X21.5 5枚 l枚写真表印刷「古川震次郎 99P3601 
-子供 写博多束中洲」 1-801 -3605 

1449 常盤館での宴 近代 12.0x 16.5 l枚 正木九大総長、九大工学部 99P3606 
倉田教授、平岡夫人を含め
て芸妓と一緒の集合写真
写真上に人物名あり
11-355 

1450 座敷にて記念撮影 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 「秋厳大社J掛け軸あり 手 99P3607 
に扇雀の団扇を持った女性
あり 11-878 

1451 建物の縁側にて男女 昭和時代 縦10.9-12.0 3枚 1 -1316 99P3608 
横15.6-16.4 -3610 

1452 神事と直会 昭和時代 8.3x 11.3 7枚 カラー 1-1287 99P3611 
-3617 

1453 竹林での記念撮影 昭和時代 12.6x 17.7 2枚 l・953 99P3618 
-3619 

1454 桜の木の下で子供7人 昭和時代初期 12.0x 16.5 l枚 11-923 99P3620 
と女性4人

1455 一族三世代の記念撮影 大正時代~昭和 16.5x21.5 6枚 11-943 99P3621 
時代初期 -3626 

1456 神社前にて一族の集合 大正時代 13.0x 18.0 l枚 H・398 99P3627 
写真

1457 滝を背にした男女 大正時代 16.5XI2.0 l枚 11-933 99P3628I 

1458 着物姿の男女記念撮影 昭和時代 13.0x 18.0 4枚 11-936 
-3632 

1459 墓石の建立を祝う男女 明治時代~大正 11.9x16.4 l枚 11・875 99P3633 
時代

1460 福岡日日新聞社前に集 明治13年4月 12.6X 17.7 l枚 『博多あの頃J 裏書『明治十三年四月筑紫新 99P3634 
う社員 13.0X 18.0 l枚 P44-85 報が福岡日日新聞となる。 -3635 

(現西日本新聞)社長諏訪楯
本。記者というより論客と
L 、った人たちが記事を書い
た。 J 11・155

1461 料亭での宴会風景 近代 15.6X20.7 4枚 1-621 99P3636 
相 3639
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番号 内
，台Z告ヲ

時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1462 料亭か遊廓での記念撮 昭和時代 12.7X 17.7 4枚 1-881 99P3640 
影 ~3643 

1463 宴会 昭和時代 12.5XI7.4 3枚 カラー 源一郎氏ほか 99P3644 
1-1047 ~3646 

1464 小宴会 昭和時代 8.9X 12.7 9枚 カラー 石橋美作子氏を含 99P3647 
む6人の女性 1-1290 ~3655 

1465 鳥羽屋会宴会 昭和時代 8.4X 12.3 17枚 1-1304 99P3656 
~3672 

1466 鳥羽屋会宴会 昭和46年ヵ 8.3X 11.4 19枚 カラー 1-1288 99P3673 
-3691 

1467 金子堅太郎、団琢磨、 明治時代 18.0X 13.0 1枚 「博多あの頃J 11・898 99P3692 
田中、吉川、諸氏 P68-137 

「写真集福岡
100年JP108

1468 庭にて鬼塚勝治ほか 昭和時代 12.0XI6.4 l枚 l・1305 99P3693 

1469 カフェー高級酒房f不 昭和時代初期 13.0X 18.0 3枚 f博多あの頃J表印刷写真説明・高級酒 99P3694 
二」の女給さんたち P181-377 房「不二J巌近の新鮮サーピ ~3696 

ス陣裏書「昭和に入ってカ
フェ一風景。大正時代の女
給さんのエプロン姿から漸
く衣装の美しさを見せはじ
めた。 J 11-420 

1470 座敷で膳を囲んで会食 大正時代 13.0X 18.0 l枚 新=浦ヵ 11-361 99P3697 
する男女

1471 スタジオでの家族写真 昭和時代 12.0x 16.5 4枚 1-510 99P3698 
-3701 

1472 家の中にて母と子供2 昭和時代 9.0XI3.0 l枚 1-1024 99P3702 
人

1473 孫をおぶったお婆さん 昭和15年11月4日 縦17.7-13.0 3枚 1-876 99P3703 
横12.7-18.2 -3705 

1474 山本元帥に続け、海の 昭和16-20年 18.0x 13.0 2枚 「写真集博多J l枚は原本、もう l枚は印刷 99P3706 
子供常会 P145-219 物より 11-938 -3707 

「博多あの頃j

P201-419 

1475 箪服の高木氏と水色の 昭和52年5月15日 11.8x8.2 i枚 カラー 茶封筒表ぺン書「高 99P3708 
着物を着た奥さん 木さん写真J 1-891 

(掬その他

番号 内 ，台'"ョ， 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1476 女性博多人形師による 昭和時代 12.8xI7.9 5枚 「写真集博多J l枚は拡大 11-906 99P3709 
人形づくり P49-74 -3713 

1477 白水六三郎と原田嘉平 明治時代 11.2 x 16.0 l枚 「博多あの頃J 1-405 99P3714 
ほか門下生 12.0 x 16.4 l枚 P143-307 ~3715 

1478 博多人形普賢菩薩像 昭和時代 10.5X7.3 l枚 カラー 白い象に運座の鞍 99P3716 
に釈迦原田嘉平作ヵ
1-1286 
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番号 内 ，合*' 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1479 美智子妃殿下に博多人 昭和時代 16.4X21.5 2枚 1-627 99P3717 
形の説明をする原田嘉 ~3718 
平

1480 昭和天皇・皇后両陛下 昭和33年4月l日 16.4X21.5 l枚 ※参考「写真 1-626 99P3719 
巡幸一博多人形の説明 ~18日 集福岡100年j

をする原因嘉平 P95 

1481 放生会幕出し行列博多 昭和時代 縦12.5~13.。3枚 11-1137 99P3720 
人形 横 17 目 7~18.。 ~3722 

1482 末永節所有宗七焼人形 昭和時代 18.0XI3.0 3枚 ※ネガ6枚と一緒 11-258 99P3723 
~3725 

1483 博多人形師小島与一 不詳 離16.5~2 1.6 3枚 1-404 99P3726 
横13.0~16.4 ~3728 

1484 博多人形制作中の小島 昭和時代 18.0X 13.0 5枚 「博多あの頃J 11-753 99P3729 
与一 P64-129 r写真 ~3733 

集博多JP58-
90 ※参考
「写真集福岡
100年JP265

1485 旅行の出発風景 昭和時代 12.3x8.5 2枚 カラー 宮崎行きの列車 99P3734 
石橋源一郎氏 1-1237 ~3735 

1486 旅行ー佐世保、西海橋、 昭和時代 8.9x 12.4 15枚 カラー 石橋美作子氏と女 99P3736 
嬉野 性ばかり 大阪屋 1-1239 ~3750 

1487 京都近江旅行12景 昭和時代 各9.0X12.5 一式 カラー 1-1240 
16枚

(1) 寺祉の屋根 l枚 99P3751 

(2) 多宝塔 1枚 99P3752 

(3) 京都東寺五重塔ヵ 2枚 99P3753 
~3754 

(4) 清水寺 2枚 99P3755 
~3756 

(5) 清水寺にて女性l人と l枚 99P3757 
小学生

(6) 清水寺・三重の塔 2枚 99P3758 
~3759 

(7) 東山から遠景 l枚 99P3760 

(8) 石橋美作子と女性l人 l枚 99P3761 

(9) 近江八景堅田の浮御堂 l枚 99P3762 
にて石橋美作子と女性
l人

(10) 近江八景堅固の浮御堂 l枚 99P3763 

(11) 満福寺ヵ 2枚 99P3764 
~3765 

(12) 琵琶湖大橋 l枚 99P3766 
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寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，官プ..，. 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1488 尽都博物館・奈良『正 昭和時代 7.2xI0.4 4枚 カラー 1-1241 99P3767 
倉院宝物展J見学 -3770 

1489 大和路旅行6景 昭和時代 8.3X 11.5 9枚 内l枚カラー 1・1242 99P3771 
-3779 

1490 太宰府大石茶屋にて会 昭和時代 7.7Xl1.5 l枚 カラー 裏書『おいし茶屋仲 99P3780 
食 良く食べる焼き餅のかず 4 

月21日内海J 1-1244 

1491 五十鈴温泉旅行 昭和時代 各8.9X12.8 一式 カラー 1-1245 
5枚

(1) 五十鈴温泉五十鈴旅館 l枚 99P3781 
の看板をパックに3人

(2) 木調の前で2人 l枚 99P3782 

(3) 太宰府天満宮大石茶屋 2枚 99P3783 
にて4人 -3784 

(4) 太宰府天満宮にてお参 l枚 99P3785 
り

1492 旅行一姫路城・醍醐寺 昭和時代 8.3 x 11.4 22枚 カラー 1-1248 99P3786 
本堂と五重塔・段々畑 -3807 
など

1493 仙台旅行 昭和時代 8.3x 11.4 16枚 カラー 石橋美作子氏ほか 99P3808 
仙台城烏敵国、弁慶の墓と -3823 
その周辺、金色堂旧堂
1-1249 

1494 若戸大橋旅行 昭和時代 8.8XI2.7 8枚 カラー 石橋美作子氏ほか 99P3824 
1 -1251 -3831 

1495 出雲旅行 昭和時代 12.5X8.9 5枚 カラー 石橋美作子氏ほか 99P3832 
1-1253 -3836 

1496 紅葉見学旅行 昭和時代 10.7x7.7 5枚 カラー 石橋美作子氏ほか 99P3837 
l・1258 -3841 

1497 西海道旅行風景 昭和時代 各8.8x12.4 一式 カラー 1・898
8枚

(1) 長崎平和公園にて l枚 99P3842 

(2) 九十九島巡り(船上に l枚 99P3843 
て)

(3) 名護屋城跡 l枚 99P3844 

(制 旅館宴会風景旧昇館そ 5枚 99P3845 
の他) -3849 

1498 旅行スナップ 昭和時代 8.1 x 12.2 3枚 石橋美作子氏ほか 1-1308 99P3850 
-3852 

1499 太宰府天満宮参拝 昭和時代 12.0X 16.5 6枚 石橋源一郎氏ほか 1-1309 99P3853 
-3858 

1500 第7回「旅と温泉展J演 昭和時代 12.9x 18.2 l枚 主催門司鉄道管理局・日本 99P3859 
芸会風景 交通公社西部支社・西日本

新聞社デパート或いはピ
ルの屋上ヵ 1-758
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番号 内 容 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1501 旅行一雲仙にて女性2 昭和30年代 12.0x 16.5 2枚 ネガあり 11-934 99P3860 
人 -3861 

1502 祐徳院参拝 昭和44年3月16日 11.3X8.3 9枚 カラー 1-1252 99P3862 
-3870 

1503 旅行スナップー柿狩り 昭和53年 8.1 x 11.7 l枚 カラー石橋源一郎氏 99P3871 
(1) 11-218-1 

(2) 旅行スナップ一鏡神社 昭和53年 8.1 x 11.7 1枚 カラー石橋源一郎氏 99P3872 
にて 11・218・2

1504 鳥羽屋会一太宰府天満 昭和44年3月2日 各8.3X11.4 一式 カラー 1-1243 
宮参拝 5枚

(1) 飛梅の前で記念撮影 2枚 99P3873 
-3874 

(2) 神殿回廊にて 2枚 99P3875 
-3876 

(3) 醸酒用瓶の横に立つ男 l枚 99P3877 
性

1505 博多を語る会一糸島旅 昭和時代 各8.9X12.6 一式 カラー 1-1246 
fi 34枚

(1) 龍国禅寺の門 l枚 99P3878 

(2) 龍国禅寺所有の硯・水 2枚 99P3879 
差・硯箱(左右に置き換 -3880 
え各l枚)

(3) 龍国禅寺庭の置物(鬼 l枚 99P3881 
瓦)

何) 龍国禅寺庭苔の上に落 4枚 99P3882 
ちた花片4枚 -3885 

(5) 龍国禅寺庭一隅の建物 l枚 後ろ姿は石橋美作子氏 99P3886 
に休息する男性3人と
女性3人

(6) 龍国禅寺所有の蓋付器 l枚 99P3887 

(7) 龍国禅寺所有の絹織物 3枚 奈良時代の女性を織りだし 99P3888 
ている -3890 

(8) 高祖神社石門 2枚 99P3891 
-3892 

(9) 高祖神社建物 4枚 99P3893 
-3896 

(10) ソテツと建物 4枚 龍国禅寺ヵ 99P3897 
-3900 

(11) 庭園の池と花 4枚 龍国禅寺付近ヵ 99P3901 
-3904 

(12) 庭園池の中に石仏像 2枚 龍国禅寺付近ヵ 99P3905 
-3906 

(13) 石仏と石塔 5枚 龍国禅寺付近ヵ 99P3907 
-3911 
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1506 博多を語る会調査一久 昭和時代 8.2X11.2 5枚 カフー石橋源一郎氏 99P3912 
山町伊野皇大神宮ほか |同897 ~3916 

1507 博多町人文化連盟一白 昭和時代 8.2 x 11.3 4枚 カラー 石橋源一郎氏・長 99P3917 
衛隊駐屯地見学風景 尾トリ氏他 1-899 ~3920 

1508 博多町人文化連盟調査 昭和53年頃 8.2 x 11.8 10枚 カラー 石橋源一郎氏・波 99P3921 
旅行一大分宮崎 多江五兵衛氏・長尾トリ氏 ~3930 

f自 1・900

1509 良久生会別府旅行 1965年2月 縦5.8-7.536枚 カラー 宇佐神宮、高崎山、 99P3931 
横8.5-11.5 海地獄、血の池地誠、竜巻 ~3966 

地獄、城島高原ほか
1-1254 

1510 和楽路会旅行 昭和時代 12.0XI6.5 l枚 11-227 99P3967 
13.0XI8.0 l枚 ~3968 

1511 和楽路会旅行 昭和時代 12.7x20.3 l枚 H・230 99P3969 

1512 和楽路会旅行 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 草鮭・鰻頭笠山道を行く後 99P3970 
ろ姿の男性2人 11-231 

1513 和楽路会旅行 昭和時代 9.0X 13.0 l枚 11-242 99P3971 

1514 和楽路会旅行 昭和時代 12.0XI6.5 l枚 11-246 99P3972 

1515 和楽路会旅行 昭和時代 8.2 x 11.4 l枚 カラー 西海道本部和楽路 99P3973 
会と書かれた笠を持ってい
る。茶封筒表ベン書「中村
様」 石橋美佐子氏 1-895 

1516 和楽路会旅行一宮島 昭和時代 縦12.0-13.0 5枚 H・245 99P3974 
横16.5-18.0 ~3978 

1517 和楽路会旅行一境内階 昭和時代 12.0X 16.5 l枚 11-232 99P3979 
段前 13.0x 18.2 l枚 ~3980 

1518 和楽路会旅行一三重県 昭和時代 12.0X 19.7 l枚 国民宿舎「賢島ロッジ」前で 99P3981 
賢島 12.5x20.3 l枚 写したもの 11-240 ~3982 

1519 和楽路会旅行一神社境 昭和時代 11.4x8.2 l枚 カラー どんたく関係ヵ茶 99P3983 
内のベンチで休む浴衣 封筒表ぺン書「阿部様J.石
と脚鮮を着用の石橋夫 橋美作子氏と阿部氏
妻と婦人 1-892 

1520 和楽路会旅行一春期大 昭和時代 8.2 X 11.5 6枚 カラー 明宝院での記念撮 99P3984 
dz合zh 影・宴芸風景・道中その他 ~3989 

石橋源一郎氏和楽路会事
務所よりの文書付 |・894

1521 和楽路会旅行一末永節 昭和時代 11.1 X 15.7 l枚 石橋美作子氏、末永節氏ほ 99P3990 
と男女集 カ通 11-235 

1522 和楽路会旅行一頭山満 昭和10年代 11目9X 16.4 4枚 H同237 99P3991 
との旅行 ~3994 

1523 和楽路会旅行一鹿児島 昭和44年10月9日 8.4X 11.4 l枚 カラー 石橋源一郎氏ほか 99P3995 
城山展望所 10.2 X 15.6 l枚 1-1046 ~3996 

1524 和楽路会旅行 昭和49年6月4日 11.6X8.1 l枚 カラー裏ベン書rS49.6.4 99P3997 
直方市殿町奥野医院奥野ヒ
ロ子様写」 石橋美作子氏
l・941
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，合τた， 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1525 和楽路会忘年会 昭和49年12月24 7.7x11.2 20枚 遠賀郡三村威より阿部経宛 99P3998 
日 封筒に入っていた 演芸風 ~4017 

景-石橋源一郎夫妻・鬼塚
勝治氏・長尾トリ氏他)(日高
宛)(長尾宛)(新原宛) 1-936 

1526 和楽路会旅行一那智の 昭和50年4月17日 16.4x21.5 4枚 石橋源一郎氏 11-206 99P4018 
滝 ~4021 

1527 アインシュタイン博士 大正11年 13.0XI8.0 l枚 「博多あの頃」 ネガあり(アルバム5) 99P4022 
九大を訪問 P186-384 11 -901 

1528 博多束中洲大火 大正12年l月17日 12.9XI7.9 2枚 「写真集博多j 1-855 99P4023 
P129-196 ~4024 

1529 関東大震災の惨状 大正12年9月 12.9x 17.9 5枚 表ぺン書「大正12年9月午 99P4025 
前11時58分関東大震災J ア ~4029 
レビ出演資料ヵ 1-460 

1530 炭鉱の事故 昭和時代 13.0x 18.0 l枚 写真の横に飯塚筑豊版f遺体 99P4030 
で搬出される尾畑さんJとあ
り 三井山野 11-409 

1531 名島水上飛行場に着い 昭和6年9月 13.0XI8.0 2枚 下部印刷「名島水上飛行場に 99P4031 
たリンデ一夫妻 着いたリンデ一夫妻(機上の ~4032 

2人)J 11 -917 

1532 名島飛行場にリンドパ 昭和6年9月 18.0x 13.0 3枚 「ふるさと 100 11-962 99P4033 
ーグ夫妻が飛来 年JP89 ~4035 

「博多あの頃j

P187-389 

1533 背振山に遭難のアンド 昭和12年 18.0 x 13.0 2枚 「博多あの領J 11欄 903 99P4036 
レ・ジャピー退院 P187-388 ~4037 

1534 へレンケラ一女史来福 昭和 12年5月 26~ 13目Ox18.0 l枚 ※参考「写真 11-894 99P4038 
27日 集博多JP61 

1535 へレンケラ一女史来福 昭和12年5月 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃Jネガあり(アルバム4) 99P4039 
一日の丸と星条旗をふ P186-386 11-896 
って歓迎する子供たち

1536 増水で折れた小森野橋 昭和28年6月26日 13.0x 18.0 l枚 「写真集福岡 印刷物より 11 -1128 99P4040 
100年JP362

1537 腕用ポンプヵ 明治時代 13.0XI8.0 l枚 ※参考「写真 印刷物より 11 -1131 99P4041 
集福岡100年J
P83 

1538 映画館前で福岡市各消 昭和時代 16.0 x 11.6 2枚 I東j・「奈j・「浜J. r古J 99P4042 
防団の纏 1-1004 ~4043 

1539 消防訓練 昭和時代 I1.7XI6.1 3枚 梯訓練 1-1020 99P4044 
~4046 

1540 日本消防協会集会 昭和時代 11.9X16.4 6枚 1-1022 99P4047 
~4052 

1541 福岡市消防団東組関係 昭和時代 13.5X 19.0 5枚 東組の纏が写っている。 99P4053 
者の葬儀一聖福寺 J.Hazama Fukuoka 1-973 ~4057 

1542 電車通り沿いの火災消 近代 21.0x 16.0 2枚 口沢写真館の炎上屋根上 99P4058 
火作業 で纏を振る北組消防組員 ~4059 

1-976 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~佳~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1543 防火ポスター各種貼っ 昭和時代 12.0X 16.5 l枚 r1寸の油断から(大阪フジオ 99P4060 
である看板 商会)Hみんな防火手にほり

茶寮)H出すな火事(タカラ
ヤ)H油断は火事をひき起こ
すH注意一つで火事はない
…(八百治本唐)H後始末を忘
れないで用心Jr皆で守ろう
火の用心J等のポスター
1・573

1544 ジープで行進する福岡 昭和時代 縦7.9-11.7 4枚 団長石橋源一郎氏ほか 99P4061 
市中央消防団 横11.7-16.1 1-1005 -4064 

1545 車の前での記念撮影一 昭和時代 12.7x8.8 l枚 1-1006 99P4065 
団長石橋源一郎・副団
長ほか2人

1546 座敷での福岡市中央消 昭和時代 8.8x12.7 3枚 1 -1016 99P4066 
防団員一団長石橋源一 -4068 
Ss 

1547 奈良屋消防団の纏 昭和時代 30.3x25.3 l枚 11-1217 99P4069 

1548 福岡市警防団第9分団 昭和時代 11.9x16.5 6枚 1-750 99P4070 
-4075 

1549 福岡市奈良屋中央商唐 昭和時代 16.1 x 11.4 3枚 1-988 99P4076 
街一福岡市警防団奈良 -4078 
屋分団の纏

1550 福岡市警防団第9分団 昭和8年 13.2X 18.9 l枚 大きな梁のある屋内にて 99P4079 
一軍服の石橋源一郎 消防法被姿と制服姿の団員

第九分団の纏(福岡市のマー
クを型取った中に九の字)・
福岡県知事の表彰旗
1-968 

1551 櫛田神社境内にて修放 昭和時代 11.5 x 16.0 12枚 1 -1010 99P4080 
をうける奈組福岡市警 -4091 
防団奈良屋分団員達

1552 奈組福岡市警防団奈良 昭和時代 縦11.5-13.9 16枚 神社境内 「奈組jの纏と堤 99P4092 
屋分団一分団長石橋源 横16.0-19.1 灯 1-964 -4107 
一郎

1553 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 11.6x16.1 9枚 フレーパー(高砂化学工業株 99P4108 
回戦後初の消防出初め 式会社)という看板のある建 -4ll6 
式ヵー福岡市奈良屋中 物の前に奈組の纏を飾って

央商唐街・「奈組」の纏 いる 1-989 
と福岡市警防団奈良屋
分団員逮

1554 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 艦11.6-13.0 5枚 縄手と鐘手の姿が見える 99P4ll7 
回戦後初の消防出初め 横16.1'" 18.0 石橋源一郎氏の写真あり -4121 
式ヵ一焼け残ったピル 1-990 
(奈良屋中央商庖街)付
近

1555 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 12.0X 16.4 l枚 道は舗装されている 纏を 99P4122 
回戦後初の消防出初め 持った班長と鐙を持った班

式ヵー焼け残ったピル 長の姿が見える 1-992 
(奈良屋中央商唐街)付
近

-117ー



寄脂質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，甘*' 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1556 福岡市響防団奈良屋分 昭和20年代 11.1 x 16.0 l枚 瓦磯と木造仮庖舗・石橋源 99P4123 
回戦後初の消防出初め 一郎氏 1・993
式ヵ一荒巻電気機商庖
(奈良屋中央商庖街)付
近

1557 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 13.0X 18.0 3枚 木造仮庖舗の並び(三和商 99P4124 
回戦後初の消防出初め 庖・製肉の千日屋・岩本自 -4126 
式ヵー奈良屋中央商庖 転車庖) 1-994 
街付近ヵ

1558 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 12.0X 16.4 5枚 1-995 99P4127 
回戦後初の消防出初め -4131 
式3景カー奈良屋町「魚
よしj前

1559 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 16.0 X 11.5 l枚 木造仮唐舗と焼け残った家 99P4132 
回戦後初の消防出初め 1-996 
式ヵ

1560 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 16.5x 11.9 2枚 1-997 99P4133 
回戦後初の消防出初め -4134 
式ヵー纏を持った班長

1561 福岡市響防団奈良屋分 昭和20年代 16.5X 12.0 l枚 奈組の纏と提灯記念撮影 99P4135 
回戦後初の消防出初め 1-998 
式ヵー副団長・部長ほ
か2人

1562 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 16.5x 12.0 2枚 木造仮住居の中 記念撮影 99P4136 
回戦後初の消防出初め 1-999 -4137 
式ヵ

1563 福岡市響防団奈良屋分 昭和20年代 11.5xI6.1 l枚 1-1000 99P4138 
回戦後初の消防出初め
式ヵ一住宅地にて

1564 福岡市響防団奈良屋分 昭和20年代 11.5XI6.1 l枚 1 -1001 99P4139 
回戦後初の消防出初め
式ヵ

1565 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 11.5X16.l 2枚 1-1002 99P4140 
回戦後初の消防出初め -4141 
式ヵー建築中の建物付
近

1566 福岡市警防団奈良屋分 昭和20年代 11.5XI6.1 l枚 第百生命保険会社建物前 99P4142 
回戦後初の消防出初め 1-1003 
式ヵー第百生命徴兵保
険株式会社付近の電車
通り

1567 奈組福岡市中央区消防 昭和時代 14.5x 19.8 7枚 「奈組Jの纏・消防梯車 99P4143 
団奈良屋分団一櫛田神 1-965 -4149 
社境内にて副団長石橋
源一郎

1568 奈組福岡市中央区消防 昭和時代 15.2xI9.9 l枚 消防梯車を背景・消防梯車 99P4150 
団奈良屋分団一櫛田神 運転席が分団副部長鬼塚勝
社境内にて副団長石橋 治氏裏陰刻「高島写真館
源一郎 博多J 記念撮影 1-966 

1569 「九分団」の纏と福岡市 昭和時代 18.0x 12.9 l枚 l・967 99P4151 
消防組第9・第4分団の 20.9x 14.1 l枚 -4152 
記念撮影
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 H甘』 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1570 福岡市消防組第4部の 昭和時代 12.9x 18.0 l枚 消防法被と軍服の人々 99P4153 
神社参拝 15.4x20.9 l枚 1-969 -4154 

1571 福岡市消防組第4部記 昭和時代 縦12.9-15.4 11枚 消防法被(小頭4人)・背広(2 99P4155 
念撮影 横18.0-20.9 人)・制服(1人) 表印刷「岩 -4165 

田屋マーク」 1-970 

1572 福岡市消防組第4部一 昭和時代 12.9x 18.0 l枚 第4分団纏(福岡市マークを 99P4166 
部長・小頭・消防手記 15.4x20.9 l枚 型取ったものに四の字)と旗 -4167 
念撮影 手に鳶口や小旗を持った人

部長・小頭・消防手記念
撮影 1-971 

1573 宴会での福岡市消防団 昭和時代 13.5x20.0 l枚 福岡市中央消防団団長・副 99P4168 
関係者と石橋源一郎の 団長の法被を着用4人・制服
記念撮影 姿・背広姿 |・975

1574 福岡市消防組第4部一 昭和時代 12.9X 18.0 l枚 路上に炎上物・軍人と消防 99P4169 
商庖街の消火訓練ヵ 15.4x20.9 l枚 法被を着て雑納を肩に掛け -4170 

た消防団員 1-977 

1575 福岡市中央消防図式典 昭和時代 8.0x 11.7 l枚 1 -1018 99P4171 
風景ヵ一団長石橋源一
fls 

1576 福岡市中央消防団関係 昭和時代 8.0x 11β l枚 1 -1019 99P4172 
一副団長他l人一消防
署内にて

1577 福岡市中央消防団本部 昭和時代 15.5X 11.3 7枚 団長石橋源一郎氏 1 -1021 99P4173 
特別後援会発会式 -4179 

1578 福岡市中央消防団太宰 昭和29年7月3日 11.1 x 14.9 l枚 1-1023 99P4180 
府天満宮参拝記念撮影
一副団長石橋源一郎

1579 福岡市中央消防団後援 昭和30年11月8日 13.4X 18.9 4枚 l・974 99P4181 
会発会式珍情園ホテル -4184 
一団長石橋源一郎

1580 奈組福岡市中央消防団 昭和40年代 8.9xI2.8 一式 1-1009 
奈良屋分団関係 3枚

(1) 分団長と副分団長3人 l枚 99P4185 

(2) 武田食品株式会社福岡 l枚 背に「奈組Jの法被と「福岡」 99P4186 
営業所脇の路地にて の消防法被奈良屋中央商

庖街

(3) 振舞を受けている団員 l枚 99P4187 
達

1581 北消防組小頭 昭和時代 16.5x 12.0 2枚 小頭と書カ通れた小旗 99P4188 
1・978 -4189 

1582 博多北消防組の纏 昭和時代 16.4X 11.7 l枚 1-957 99P4190 

1583 北消防組の組頭と小頭 昭和時代 縦21.1-21.516枚 梅の木の側にて 3人程北消 99P4191 
一太宰府天満宮境内カ 横16.2-16.6 防組の小旗を手にしている -4206 

1-959 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台Z生， 時 代 法 量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1584 北消防組消防手一博覧 昭和時代 縦12.9-16.5 6枚 『北組Jの纏・優勝旗ヵ・摂 99P4207 
会会場「朝鮮Jの建物の 績18.0-21.5 鉢巻をした消防手達と中央 -4212 
前にて に蝶ネクタイの男性と着物

姿の小学生記念撮影
1-961 

1585 北消防組小頭と消防手 昭和時代 16.5x21.5 2枚 「北組Jの纏と旗腕用ポン 脚 42131
プ車2基小頭が小旗を持つ -4214 
ている 堤灯『北消防組理
事J記念撮影 1-962 

1586 北消防組組頭と小頭 昭和時代 縦13.0-16.010枚 前列は小旗を手にしている 99P4215 
横18.0-20.5 全体とアップ記念撮影 -4224 

1-963 

1587 関門及び北九州防空演 昭和8年7月15日 離12.9-16.5 4枚 別枠写真(r御沙汰H奉筈jの 99P4225 
習時の博多北消防組の 付 横18.0-21.5 文書一関門及び北九州防空 -4228 
記念撮影 演習に関するもの・高射

砲・サーチライト)/ 北組
の纏/組頭・小頭・消防手
の集合写真・何人かは手に
鳶口を持っている 1-958 

1588 戦前の北消防組消防手 昭和10年代 13.0X 18.0 l枚 裏鉛筆書『戦前の博多北消防 99P4229 
記念撮影一正月注連飾 15.0X20.9 l枚 組の纏と消防手のみなさ -4230 
りを付けた建物の前に ん。 J北組の纏・手に鳶口
て を持っている 1-960 

1589 三輪オートパイを装備 昭和10年頃 13.0x 18.0 2枚 『写真集福岡 裏書f冷泉消防団J 11-1132 99P4231 
した冷泉消防団 100年JP83 -4232 

1590 ダットサン乗用車の戦 昭和20年代 13.0X 18.0 2枚 印刷物より 11-1096 99P4233 
後第一号 -4234 

1591 博多で市販された最初 大正時代 13.0x 18.0 2枚 『博多あの頃」 裏書「博多で市販された最初 99P4235 
の小型自動車 P37-70 の小型自動車。手で動かす -4236 

棒状のハンドルがおもしろ
Lリ 西公園上り口にて
11-405 

1592 国産車第一号(アロー 明治45年 12.0x 16.5 2枚 『博多あの頃J裏書『明治四十五年村上茂登 99P4237 
号) P31-56 子・山崎静江・小型自動車 -4238 

改作完成記念」 1-512 

1593 和船(三丁檎) 近代 17.9X 12.9 l枚 印刷物より 11-1306 99P4239 

1594 久留米藩最大の軍艦 元治元年(1864) 13.0x 18.0 2枚 「写真集福岡 印刷物より H・443 99P4240 
『千歳丸J 100年JP299 -4241 

1595 シーボルトと鳴滝塾舎 近代 12.9x 17.9 l枚 印刷物より 11-1316 99P4242 

1596 室見橋と愛宕山 明治時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11・113 99P4243 
25.0x29.8 l枚 P22-33 -4244 

『博多いまむ
カミしJP146

1597 愛宕神社全景 昭和時代初期 13.0x 18.0 l枚 裏書『昭和のはじめの愛宕神 99P4245 
社全景愛宕神社が出来た
のは福岡藩の二代藩主黒田
忠之公の時に昭和の始め麓
から参拝客のためにロープ
ウェイが出来た。写真はそ
の頃のものと思われるJ
H・112
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1598 官幣中社宮崎宮 大正時代ヵ 13.0XI8.0 l枚 表印刷「官幣中社宮崎宮J 99P4246 
11-662 

1599 京都清水寺 昭和時代 12.0x 16.4 3枚 |・1027 99P4247 
~4249 

1600 京都知思院 昭和時代 12.0 x 16.4 3枚 1-1028 99P4250 
~4252 

1601 京都平安神宮 昭和時代 12.0x 16.4 4枚 1 -1031 99P4253 
~4256 

1602 櫛田神社の風神 昭和時代 縦12.0~15.5 3枚 1-694 99P4257 
(1) 横16.4~20.8 ~4259 

(2) 櫛田神社の雷神 昭和時代 縦12.0~15.5 4枚 1-694 99P4260 
横 16.4~20.8 ~4263 

1603 櫛田神社奉納の方位盤 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書「櫛田神社奉納の方位 99P4264 
盤J奉納社浜流 11-675 

1604 福岡県天然記念物一櫛 昭和時代 18.0x 13.0 7枚 1-755 99P4265 
回の銀杏 ~4271 

1605 郷田神社正面と境内 昭和時代 12.2X 16.5 2枚 1-1235 99P4272 
~4273 

1606 元冠防塁の発掘 昭和時代 12.8X 17.9 3枚 「写真集博多j 11-333 99P4274 
P148-225 ~4276 

1607 掘り出された元冠防塁 昭和時代 12.8XI7.9 3枚 「写真集博多j 11-334 99P4277 
P148-226 ~4279 

1608 発掘現場風景 昭和時代 13.0X 18.0 2枚 11-324 99P4280 
~4281 

1609 元冠防塁ヵ 近代 16.5X 12.0 2枚 11-318 99P4282 
~4283 

1610 社(黒田家関係の神社御 近代 13.0x 18.0 l枚 竹がこいに黒田巴紋門提灯 99P4284 
旅所ヵ) あり 11-682 

1620 東長寺黒田家一門墓所 昭和時代 各11.9X16.4 一式
15枚

(1) 黒田5代6代の墓 l枚 裏書「黒田五代六代の墓j 99P4285 
11-685 

(2) 8代治高の墓 l枚 裏書「八代治高公の墓J 99P4286 
11-686 

(3) 3代光之の墓 l枚 裏書「三代光之公の墓j 99P4287 
11-687 

(4) 10代斉清、 7代治之、 5 l枚 裏書「十代斉清公七代治之 99P4288 
代宣政、 4代綱政、 6代 公五 代 宣 政 公 四 代 綱 政
継高、 9代斉隆、 6人の 公六 代 継 高 公 九 代 斉 隆

墓 公六人の墓J 6人の戒名
が刻まれている 11-688 

(5) 黒田家合葬墓 l枚 裏書「黒田家の墓J 6人の戒 99P4289 
名が刻まれている 11-689 

(6) 高政の墓 l枚 裏書「高政公の墓J H・690 99P4290 
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(7) 2代忠之の墓 l枚 裏書「東長寺黒田家一代忠之 99P4291 
公の墓j 11-691 

(8) 長政の墓 l枚 裏書「長政公の墓J 11-692 99P4292 

(9) 墓所一全景 l枚 裏書I黒田家一門J 11-693 99P4293 

(10) 墓所一遠景 l枚 裏書「黒田家一門j 11-694 99P4294 

(11) 知水の墓遠景 l枚 裏書「中央の黒い墓は知水 99P4295 
公J 11-695 

(12) 知水の墓近景 l枚 裏書「如水公の墓j 11-696 99P4296 

(13) 如水、長政の墓遠景 l枚 裏書「右の黒いのが如水公 99P4297 
左の白いのが長政公j

11-697 

(14) 長政ほか藩主6人の墓 l枚 裏書f右は初代長政公の墓 99P4298 
左は藩主六人の墓」 11-698 

(15) 女性、子供達多人数の l枚 裏書「右は女子供達多人数の 99P4299 
墓・高政の墓 墓左高政公之墓J

11-699 

1621 太宰府景勝 昭和時代 12.9x 18.0 l枚 書冊より 1-438 99P4300 

1622 太宰府天満宮一境内の 昭和時代 13.0X 17.9 2枚 1-582 99P4301 
麟麟と鷺の像 "'4302 

1623 太宰府天満宮一太鼓橋 昭和時代 13.0X 17.9 7枚 l・497 99P4303 
風景 "'4309 

1624 冬の太宰府光明寺風景 昭和時代 8.3x 11.4 3枚 カラー 1-1256 
"'4312 

1625 東公園に日蓮上人銅像 明治時代 12.0x 16.5 2枚 11・71 99P4313 
建立 "'4314 

1626 東公園に亀山上皇銅像 明治37年 13.0x 18.0 l枚 ※参考「明治 11-65 99P4315 
建立 の博多記J

P254 
「ふるさと100
年JP56

1627 東公園に亀山上皇銅像 明治37年 13.0X 18.0 l枚 11-67 99P4316 
建立

1628 殉難志士と東公園墓地 明治時代ヵ 13.0x 18.0 2枚 表印刷「右より武部小四郎・ 99P4317 
越智彦四郎・村上彦十・久 "'4318 
光忍太郎・舌間慎吾J 印刷
物より 11・69

1629 東公園 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「千代松原が東公園とな 99P4319 
P152-324 ったのは明治20年鳥居と御

堂は十日恵比須神社。開園
当時は現在の野球場は草競
馬場でその中心に恵比寿神
社があった。この写真は大
正になってからのもの。 j

印刷物より 11-63 
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1630 東公園亀山銅像横のひ 昭和20年代 13.0x 18.0 l枚 博多あの頃 裏書f戦後の東公園亀山銅像 99P4320 
ょうたん池 P152-325 横のひょうたん池。銅像の

土盛りにコンクリートの柱
が建ててあるので終戦後の
風景ではないだろうか。(東
公園が出来たのは明治20
年)j 表印刷r(筑紫名所)福
岡東公園」 絵葉書 11-76 

1631 福岡城一月見櫓・花見 不詳 11.9X 16.4 3枚 内l枚裏書『舞鶴城の月見 99P4321 
櫓 櫓花見櫓」 内2枚裏書「月 -4323 

見櫓花見櫓J 11-746 

1632 福岡城祉一外濠から城 不詳 13.0X 18.0 l枚 表印刷「福岡城祉」 11・735 99P4324 
壁を眺む

1633 福岡械ヵ 不詳 13.0X 18.0 l枚 11-737 99P4325 

1634 福岡城一上ノ橋御門 明治時代 縦13.0-15.2 4枚 「博多あの頃J 印刷物より 11・739 99P4326 
横18.0-20.2 PlO-9 -4329 

「写真集福岡
100年jP38

1635 福岡城ー西の関所黒門 明治時代 13.0X 18.0 2枚 「博多あの頃」 11-740 99P4330 
P8-9-8 -4331 

1636 福岡城一追廻し切出櫓 明治時代 縦12.0-13.0 3枚 「博多あの頃J 11-741 99P4332 
横16.5-18.。 PII-12 -4334 

「写真集福岡
100年jP38

1637 福岡城一三の丸 明治時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃」 11-742 99P4335 
P12-16 

1638 福岡械一下り松表門 明治時代 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃J 内1枚は印刷物より 裏書 99P4336 
P12-15 「廃藩置県は明治4年7月14日 -4337 
「写真集福岡 (新暦8月29日)同年9月福岡
100年jP38 城内に県庁が設けられた。 j

11-744 

1639 福岡城一外郭桝形門と 明治時代 縦12.0-13.。6枚 「写真集福岡 印刷物より 11-747 99P4338 
西中島橋 横16.5-18.0 100年jP39 -4343 

「福岡のあゆ
みjP2-3
『写真集博多j
P6-2 

1640 福岡城一本丸表御門 明治時代 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃」 11-748 99P4344 
Pll-14 -4345 

1641 福岡城一松の木坂御門 明治時代 15.2x20.2 l枚 「博多あの頃J 印刷物より 1-723 99P4346 
P 1 0-11 

1642 明治初年の旧福岡城 明治時代初期 15.2x20.2 l枚 「博多あの頃J 右は東門櫓・左上は炭櫓・ 99P4347 
PI0-10 前景は家老屋敷・中央は長
f写真集福岡 屋門印刷物より 1-633 
100年jP39

1643 福岡城一本丸 近代 11.9X16.4 l枚 ※参考『写真 印刷物より 1-564 99P4348 
集福岡100年J
P39 (本丸玄
関・本丸広間)
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11644 福岡城一上ノ橋 大正時代 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃j 裏書「大正時代の福岡城上ノ 99P4349 
P22-32 橋城垣の右に平和台球場

左に裁判所が建つJ 11-743 

1645 福岡城一域内で行われ 大正時代 13.0x 18.0 l枚 [博多あの頃」 裏書f大正時代域内で行われ 99P4350 
た杖術 P46-89 た杖術j 11-736 

1646 福岡城一上ノ橋付近 大正時代末期 15.1 x20.2 l枚 f福岡のあゆ 裏ぺン書『大正末期の舞鶴城 99P4351 
みJ41 跡、上の橋付近J印刷物より

1-722 

1647 重要文化財福岡城ー南 昭和時代 12.9x 17.9 21枚 建物の風景と看板 1-1048 99P4352 
丸多聞櫓 -43721 

1648 (1)大隈言道翁旧居と石 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書f大隈言道翁旧居 ささ 99P4373 
碑 のやJ薬院1丁目 11-103 

(2)大隈言道翁旧居と石 昭和時代 16.4Xl1.9 l枚 裏書「中庄町(1日宅の一隅)梅 99P4374 
碑 津只園の碑薬院l丁目J

11-103 

1649 油山観音一石門裏側 昭和時代 11.9xI6.4 l枚 裏書『油山石門裏側j 99P4375 
11-649 

1650 油山観音一正面石段 昭和時代 16.4xl1.9 l枚 裏書「油山観音正面石段j 99P4376 
H・650

1651 油山観音一(正覚寺)本 昭和16年以後 11.9 x 16.4 3枚 裏書「油山観音本堂Jl枚裏 99P4377 
堂 書「油山J2枚 11-651 -4379 

1652 一朝軒道場一看板 不詳 18.0x 13.0 4枚 11-176 99P4380 
-4383 

1653 一朝軒道場一庭園 不詳 13.0x 18.0 2枚 11-180 99P4384 
-4385 

1654 重要文化財旧織田屋形 不詳 9.8x 12.4 l枚 『重要文化財 旧織田屋形 99P4386 
の説明立札 (橿原神社文筆殿)もと柳本

織田藩の表向御殿と玄関で
天保年間の建築であり武家
住宅の貴重な遭在例である
奈良県教育委員会橿原市
教育委員会」 H・244

1655 聖福寺の博多塀 不詳 13.0x 18.0 3枚 11-322 99P4387 
-4389 

1656 香椎宮 不詳 13.0X 18.0 l枚 11-672 99P4390 

1657 水師営首見所の石碑 近代 12.0x 16.5 3枚 1-499 99P4391 
-4393 

1658 県庁前に陳座する水鏡 近代 12.0x 16.5 l枚 印刷物より l・556 99P4394 
天満宮

1659 宮崎宮宮松の参道 明治時代 13.0X 18.0 l枚 11-670 99P4395 

1660 藩祖を記る西公園の光 明治時代 16.5x 12.0 l枚 印刷物より l・569 99P4396 
雲神社 17.5X 12.8 l枚 -4397 
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1661 平野国臣遺愛の松 明治時代 16.5X 12.0 l枚 「写真集博多J裏書「市内電車が今川橋まで 99P4398 
18.0x 13.0 l枚 P38-55 延長したのは明治44年。と -4399 

「大正の博多 ころが、地行の路線工事を
記」 始めたらこの松が邪魔にな

る。伐るか、植え代えよう
としたら、土族たちからこ
れは黒田藩勤王の志士、平
野国臣遺愛の松である。伐
るも移転も罷りならぬと抗
議。会社では困って路線を
曲げて開通させた。 j

11-332 

1662 名島の城門 明治時代 12.9x 17.8 6枚 「写真集博多J 11-738 99P4400 
P15晴 15 -4405 
「福岡のあゆ
みJP13・50

1663 幕府明け渡し後の江戸 明治4年 12.0x 16.5 2枚 裏書「アサヒカメラ昭和43年 99P4406 
城 6月号写真100年日本人によ -4407 

る写真表現の歴史展から
〈第一の開幕期〉幕府明け渡
し後の江戸城・撮影・横山
松三郎明治4年(国立博物
館所蔵)J 1-446 

1664 大正天皇御参拝の宮崎 明治33年5月28日 18.0x 13.0 l枚 ※参考f明治 H・668 99P4408 
宮の宮松 の博多記J

P225 

1665 西公園旧荒津山公園 大正時代 13.0x 18.0 l枚 ※参考「博多 11-66 99P4409 
いまむかしJ
P160 

1666 赤坂三丁目武家屋敷跡 大正時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書『桜ヶ峯J 11-96 99P4410 

1667 筑前官幣大社宮崎宮浜 大正時代 離12.0"'13.0 3枚 『写真集博多 表印刷r(筑前)官幣大社箱崎 99P44 11 
の御鳥居 横16.5"'18.。 100年JP51 宮潰の御鳥居Hakozakishrine -4413 

『写真集博多j chikuzenJ 裏書「官幣大社箱
P20-22 崎宮潰の御鳥居J絵葉書ヵ

11-673 

1668 金印発見地の発掘 大正2年7月27日 16.4 x 11.9 2枚 表記「大正2年7月27日 中心 99P4414 
部軍帽竹内少佐洋傘かぎ -4415 
せるは池田譲氏(筑紫郡長)そ
の後ろ橋詰j l・507

1669 寺院境内にて酒樽神輿 昭和時代 12.0 x 16.4 l枚 京都ヵ 1-1030 99P4416 
を担ぐ人々

1670 大乗寺跡勅願石 昭和時代 13.0xI8.0 4枚 大乗寺(旧博多七観音の一つ)99P4417 
l・754 -4420 

1671 松尾神社鳥居奉納 昭和時代 12.7X8.9 4枚 カラー 石の鳥居に松尾宮 99P4421 
(大正十四年二九娘石橋糠 -4424 
二郎・金盃加野宗五郎/丑
一月建之袖の梅柴田忠次
郎・初音野石蔵利蔵) 裏に
スタンプ『石蔵酒造株式会
社j l・775

1672 本座町容見天神 昭和時代 11.9 x 16.4 l枚 裏書『本庄町に在る(天神通 99P4425 
り) 容見天神{水鏡天神)の
祉」 11・676
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1673 奈多築堤記念碑一記念 昭和34年 17.9xI2.9 3枚 「昭和34年勤労感謝の日/ 99P4426 
(1) 碑全体 和白阿建之J 1-833 ~4428 

(2) 奈多築堤記念碑一記念 昭和34年 17.9xI2.9 2枚 「下和白沖ノ畑より奈多宝塚 99P4429 
碑説明文 に連る二、五粁の築堤に博 ~4430 

多の侠商大山忠平・菊野屋
貞次とともに鳥羽屋七蔵も
御用達として関与した。嘉
永六年四月に着工、安政五
年の末に完成n昭和34年勤
労感謝の日/和白町建之j

1-833 

1674 テレビ番組一メガネを 不詳 13.0x9.0 l枚 11-911 99P4431 
かけて本を見る男性

1675 テレビ番組一大正時代 大正時代 縦9.0-13目。 6枚 「写真集博多」 11-18 99P4432 
の天神交差点 横13.0-18.0 P120-181 ~4437 

「大正の博多
記J第1部写5

1676 テレビ番組一博多人形 昭和時代 8.9x 11.9 7枚 西頭哲三郎作博多人形「静 99P4438 
-博多二O加・豊田神 寂j・豊国神社・博多二O加 ~4444 

宇土 1-777 

1677 テレビ番組一「福岡今 昭和時代 10.0X 12.4 8枚 波多江五兵衛氏も出演 99P4445 
昔j出演の立石伊平 1-914 ~4452 

1678 テレビ番組ーニュース 昭和時代 1O.OXI2.4 4枚 佐藤首相・「包丁をみせる金 99P4453 
嬉老」ほか 1-920 ~4456 

1679 テレビ番組一時代劇よ 昭和時代 10.0x 12.4 6枚 高橋英樹・差川哲朗・露口 99P4457 
り 茂ほか 1-921 ~4462 

1680 テレビ番組ーアポロ15 昭和時代 8.2 x 11.4 13枚 カラー 1-1296 99P4463 
号月面発進宇宙遊泳 ~4475 

1681 テレビ番組ーロケット 昭和時代 8.3X 11.3 14枚 カラー 1-1297 99P4476 
発射時 ~4489 

1682 テレビ番組一歌謡ショ 昭和時代 8.3X 11.3 3枚 カラー 北島三郎、伊藤ゆ 99P4490 
一 かり 1-1300 ~4492 

1683 テレビ番組一大河ドラ 昭和時代 8.3 x 11.3 9枚 カラー有馬稲子、高松ひ 99P4493 
マ でお他 1 -1301 ~4501 

1684 テレビ番組一杉良太郎 昭和時代 13.0xI8.0 3枚 頭巾姿と綜姿 11-939 99P4502 
~4504 

1685 テレビ番組出演の博多 昭和時代 縦8.2-8.9 8枚 田村克喜氏・田中ヒサ氏・ 99P4505 
を語る会石橋源一郎・ 横11.0-12.9 博多巻番久千代さん・摩子 ~4512 
波多江五兵衛・長尾ト さん 1-915 
リ・田村克喜・櫛田神
社宮司他

1686 テレビ番組一博多とか 昭和時代 8.2 x 11.4 l枚 カラー 博多かまぼこ旬干 99P4513 
まぼこ (飾り蒲鉾)1 : 05 |・1279

1687 テレビ番組一民謡お国 昭和46年 8.2 x 11.4 2枚 カラー 中央に宮田輝氏 99P4514 
自慢大会 l・1299 ~4515 
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1688 テレビ番組-KBcr奥さ 昭和時代 8.8xI2.9 15枚 博多人形師一置鮎琢磨氏(大 99P4516 
んほっとスタジオ一山 黒流寿通の当喬法被着用) ~4530 
笠戦後史J 博多人形師一中野親夫氏(大

黒流川端中央街の当番法被
着用) 博多人形師一原因嘉
平氏(土居流大乗寺前町の当
番法被着用) 博多山笠振興
会樋口武之助(大黒流川端
町当番法被着用) 西流奈良
屋町の当番法被を着用の男
性博多民謡教室の人々
那能津会(1人は鬼塚勝治氏)
明日の予告 秋本善次郎氏
1-910 

1689 テレビ番組-KBcrおは 昭和時代 9.0xI3.0 33枚 博多区古門戸の石橋源一郎 99P4531 
ょうプラザjに出演の 氏宅にて録画博多古謡の保 ~4563 
博多古謡保存会石橋源 存会「那能津会J会長石橋源
一郎 一郎氏(78)博多町人文化勲

章を受ける。聞手柳猛直・
那能津会鬼塚勝治(68)7: 35 
放送 1-886 

1690 テレビ番組-NHKr歌は 昭和時代 8.8x 12.9 42枚 こどもの国合唱団・水沢ア 99P4564 
ともだち」 キ-ラングラーズ・ダーク ~4605 

ダックス放送時間6:OO~ 
1-918 

1691 テレビ番組-NHKr連想 昭和時代 10.0XI2.5 5枚 笑福亭仁鶴氏 1-919 99P4606 
ゲームjその他 ~46 1O 

1692 テレビ番組-NHKrこ 昭和51年 10.OX 12.5 39枚 佐々木滋寛氏の次女佐々木 99P4611 
んばんわ九州一和尚の 若子氏・波多江五兵衛氏・ ~4649 

愛した博多のまち故 石橋源一郎氏.51年度ミス

佐々木滋寛さんのコレ 福岡市民田中美知子氏・博

クションからJ 多駅で駅弁を作っている原
正木氏ほか 1-885 

1693 テレビ番組-NHKr歴史 昭和時代 9.0XI2.9 47枚 鈴木健二アナウンサー・早 99P4650 
への招待川上一座海を 稲田大学教授(演劇史)河竹登 ~4696 

渡る~女優貞奴~J 志夫、作家杉本苑子、(語
り)和田篤アナウンサー
1-378 

1694 テレビ番組一川上音二 昭和時代 各8.2X11.5 一式 カラー 11・524 (l) ~(6)一

郎が扮したる役柄の錦 6枚 括

絵

(1) 座布団に座り扇子を片 l枚 99P4697 
手に熱弁

(2) パリ公演のポスター l枚 99P4698 

(3) 川上書生演劇 l枚 99P4699 

(4) 新聞記者比良団鉄哉 l枚 99P4700 

(5) 佐賀暴動記 l枚 99P4701 

(6) はちまきをした顔 l枚 99P4702 

1695 テレビ番組一大相撲中 昭和時代 各8.3x11.4 一式 カラー 1-1298 (1)、 (2)ー
継 9枚 括
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(1) 相戸土俵入り 4枚 99P4703 
~4706 

(2) 柏戸取組の風景 5枚 99P4707 
~4711 

1696 テレビ番組一太宰府天 昭和時代ヵ 各12.5X17.8 一式 ※参考「写真 NHKテレビ番組「ふるさとの

満宮鬼すべ・うそ替 7枚 集博多JP87- 歌祭まつり jを撮影したもの
130 「福岡 カ

100年JP294

(1) 鬼ふすべ l枚 11-655 99P4712 

(2) 鬼の面 l枚 11-656 99P4713 

(3) 松明 l枚 H・657 99P4714 

(4) 関係者 l枚 11-658 99P4715 

(5) 宮田輝と関係者 1枚 11-659 99P4716 

(6) 顔に墨を付けた青年 l枚 11-660 99P4717 

(7) 壮年 l枚 11-661 99P4718 

1697 テレビ番組-NHKr話題 昭和時代 8.7x 12.5 22枚 山笠振興会役員後藤久義氏 99P4719 
の窓いらっしゃい博 (西流・奈良屋町法被着用)・ ~4740 
多山笠j 恵比須流綱場町の法被着用

の人々・恵比須流中竪町の
法被を着用の人々・土居流
浜小路の法被を着用の石橋
源一郎氏と清助氏・美作子
氏-浜小路の法被を着用の
男児・梅沢アナウンサー
※ネガありNu1869 1-772 

1698 テレビ番組-NHKr話題 昭和時代 9.9xI2.9 62枚 放送時間7:20-35 l・911 99P4741 
の窓一放生会と私J出 ~4802 
演の石橋源一郎・長尾
トリ・西頭哲三郎

1699 NHKテレビ番組収録風 昭和時代 9.0x 13.0 3枚 1-922 99P4803 
景一「幕出しJを演じる ~4805 
那能津会他

1700 テレビ番組-NHKr参議 昭和時代 9.0XI2.9 29枚 参議院第一委員会室にて 99P4806 
院予算委員会J 内閣総理大臣福岡越夫・自 ~4834 

治大臣加藤武徳・大蔵大臣
村山達雄・外務大臣薗田
直・総理府長官稲村左近四
郎・農林水産大臣中川一
郎・経済企画庁長官宮沢喜
一・行政管理庁長官荒船清
十郎自民党宮田輝 1-887 

1701 テレビ番組-NHKrこ 昭和48年4月12日 13.0X 18.0 l枚 下印刷「“こんばんわ九州" 99P4835 
んばんわ九州 48・4・12(木)NHK総合テレ

ビ午後7:30出演記念」 手
紙付 11-209 
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1702 テレビ番組-RKBr吉例 昭和時代 8.9x 12.9 40枚 博多那能津会(お磯子l/花柳 99P4836 
博多うたはじめJ 相輔社中(踊り) 林幹雄氏 -4875 

太田清之助氏(博多大丸会長)
小林作五郎氏(小林酒造本庖
社長)中島国彦氏(マツダオ
ート福岡専務)田代美代子氏
(歌手)帯谷瑛之介(博多町人
文化連盟) 博多子守唄・博
多祝い唄 1-912 

1703 テレビ番組一TNcr奥さ 昭和50年頃 9.0 x 13.0 38枚 カラー 石橋美作子氏・河 99P4876 
ん!ほっとスタジオー 野氏・磯崎氏・岩崎氏・吉 -4913 
福岡大空襲から30年~ 積氏他数名 内カラー3枚
映画『陸軍』にみる被 河野氏宛、木村氏宛lセット
災前』に出演した浜小 ずつあり 1-883 
路町内会の婦人たち

1704 テレビ番組一博多女子 昭和時代 9.0x 13.0 l枚 『写真集博多j 11-994 99P4914 
専門学校 P148-72 

1705 テレビ番組一貝原益軒 昭和時代 12.0x 16.5 l枚 1-861 99P4915 
像

1706 テレビ番組収録風景一 昭和30年代 18.0X 13.0 2枚 「写真集博多」 テレビスタジオに出演の男 99P4916 
大正時代のおきうと売 P59-91 性を撮影 11-477 -4917 
り再現

1707 テレビ番組-r博多祇 昭和時代 9.0x 12.9 3枚 東流鏡町当番法被を着用し 99P4918 
園山笠追い山ならしJ た市丸氏・井鍋アナウンサ -4920 

一 1-851 

1708 テレビ番組出演の石橋 昭和時代 離8.7"'9.0 19枚 山笠期間中 1-773 99P4921 
清助父娘 横12.6"'12.9 -4939 

1709 テレビ番組-r博多祇 昭和52年頃 9.0X 12.9 17枚 6月22日(火)・福岡女学院短 99P4940 
園山笠法被今昔J 大講師徳山怜子さん出演 -4956 

山笠法被の紹介にのほど見
つかった幻の山笠法被の紹
介一束流中浜口町の法被)
l・771

1710 テレビ番組一放生会 昭和時代 9.0 x 13.0 l枚 「写真集博多J明治時代の写真を放映 99P4957 
P94-143 11-639 

1711 テレビ番組ー放生会に 昭和時代 12.7X 17.8 l枚 「写真集博多J大正時代の写真を放映 99P4958 
長持ちを運ぶ町内の若 13.0x 18.0 l枚 P94-142 11-640 -4959 
者

1712 テレビ番組一放生会幕 昭和時代 9.0x 13.0 l枚 「写真集博多J恥 1711の拡大大正時代の 99P4960 
出しに使う長持ちを運 P94-142 写真を放映 11-641 
ぶ町内の若者

1713 テレビ番組-r福岡今 昭和時代 8.3x 11.4 11枚 カラー 1-1295 99P4961 
昔jに出演の石橋源一郎 -4971 

1714 テレビ番組一博多の結 昭和時代 13.0X 18.0 l枚 「写真集博多J 11-320 99P4972 
納・慰斗踏み P98-149 

1715 テレビ番組一戦勝祈願 昭和時代 9.0 x 13.0 l枚 「写真集博多j 11-64 99P4973 
東公園亀山上皇像に祈 P142-214 
る母と子 「ふるさと 100

年JPI05
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1716 テレビ番組一東公園を 昭和時代 9.0x 13.0 l枚 『大正の博多 大正時代の写真を放映 99P4974 
走る自家用車 記J第l部写12 11-68 

「写真集博多J
P117-176 

1717 新聞記事一那珂川「寒 近代 艇12.0-13.0 6枚 表印刷gr寒中水泳の“絵の傘

中水泳の“絵の傘行 横16.5-18.0 行進"(本社主催)J 那珂川 -4980 
進"J 西中島橋付近印刷物より

1-562 

1718 新聞記事『近く埋めら 昭和時代 13.0x 18.0 3枚 11-351 99P4981 
れる元料亭・常盤館の -4983 
池J

1719 福岡日日新聞記事一博 明治30年10月29 18.0x 13.0 2枚 「写真集博多J 11-297 99P4984 
多電灯の開業広告 日 P27-35 -4985 

1720 新聞記事「福博婦人百 大正時代末~昭 18.0x 13.0 l枚 11-348 99P4986 
態j 和時代

1721 西日本新聞記事「宇佐 昭和時代 13.0x 18.0 2枚 11-684 99P4987 
神宮発行の富くじj -4988 

1722 新聞記事「大正の記録 昭和時代 18.0x 13.0 2枚 福岡市南区中尾 1丁目 99P4989 
集め一波多江五兵衛博 『大正の博多記』第三版をか -4990 
多を語る会会員j さねた。博多を語る会は今

年で30年を迎えた。
1-835 

1723 新聞記事一志賀島と金 昭和時代 13.0X8.9 4枚 カラー ※新聞記事ありNo. 99P4991 
印 2207 1-1261 -4994 

1724 新聞記事「写真でみる 昭和6年頃 18.0X 13.0 3枚 「福岡のあゆ 1・725 99P4995 
博多あの時続ー水上公 みJ64 -4997 
固と中洲昭和初年
“三弦の音絶えず"J 

1725 新聞CM記事サッポロ 昭和時代 20.9x 14.7 3枚 東流鏡町法被着用 3人の全 99P4998 
「びん生j一博多山笠ー 身写真と記事の複写あり -5000 
番山東流会長市丸三 1-841 
郎さん・同相談役百岳
研治さん・松井喜久雄
さん

1726 朝日新聞朝刊にのった 昭和41年7月13日 12.0x 16.5 3枚 表書「昭和四十一年七月十三 99P5001 
追い山ならし 日(水曜日)朝日新聞朝刊」 -5003 

11-570 

1727 福岡田日新聞記事ー犬 昭和7年 12.9X 17.9 l枚 11・521 99P5004 
養首相暗殺の記事

1728 新聞記事一福岡271号 大正時代 13.0x 18.0 l枚 11-423 99P5005 
自動車

1729 新聞記事一戦捷祝賀写 昭和12年 18.0x 13.0 l枚 11-1008 99P5006 
真祝南京陥落

1730 新聞記事一和楽路会東 昭和時代 I1.7XI4.3 l枚 芝増上寺の豆まき 末永節 99P5007 
京タワーの屋上にて 氏 11-234 

1731 新聞記事一和楽路会 昭和時代 12.0X 16.5 l枚 和楽路会の集合写真とメン
パーの名前が載っている
11-241 
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17321静岡版新聞記事「関春 |昭和12年4月20日 111.7x 16.3 1 1枚
の街道を往く わらじ
曾に頭山さんもj

※複写ありNo.2132 11-238 199P5009 

17331筑前回宮崎八幡宮正月|近世
三日玉せせり祭之図

縦 1 2.7~24.3 1 22枚
横 17.8~29.8

一得斎高清画一江戸時代の 199P5010 
風景締め込み・ザンパラ髪 1~5031 
の男衆と指揮する3人の武士
11-1218 

17341 r順正寺縁起J 不詳 9.0x 13.0 1 2枚 11-644 99P5032 
~5033 

99P5034 17351役者と太刀持の版画の|不詳
複写

17.5xI2.711枚 11-325 

17361 r万覚帳Jp23の写真 寛政3年 13.0xI8.011枚 f高覚帳J(寛政三年/間宗寛 199P5035 
著)p23(精麦袋の事) ※複写
本ありNo.2027 1 -137 

②は末永茂世氏が①の文書 199P5036 
を解説したもの 1 -954 1 ~5039 

17371筑前守種直より祝部宮|①嘉永4年3月23日113.0x18.0 1 3枚
内太夫宛文書とその解|②明治41年9月l日113目OX18.011枚
説文

17381巻子 |近世 12.6xI7.712枚 11-1129 

17391書「前大徳江月岐宗玩 |近世
書子大仙枯花殿裏J

l口7刊740刊 崎0

16.4xl1.911枚 1-456 

99P5040 
~5041 

99P5042 

17411 r旧稀集j全 近世

12.6xI7.711枚

8.9x 12.7 1 1組
36枚

11-1203 99P5043 

(2) I r大神拝承遺言J大二 |近代

カラー 3頁~54頁 ※複写 199P5044 
本ありNo.2030 ネガありNo.1 ~5079 
1888 11-1318 

裏書「大ーJ 大-4~24 21199P5080 
種x2枚 ※ネガありNo. 1 ~5121 
1877(1) 1・167

裏書I大二J 大二32，33 ※ I 99P5122 
ネガありNo.I877(3) 1・168 1 ~5123 

裏書「大三J 大三4，19，31 199P5124 
※ネガありNo.l877(4) 1 ~5126 
1-169 

裏書「大四」表示大四4，12 199P5127 
※複写ありNo.2075(24) ネ 1 ~5128 
ガありNo.l877(5) 1・170

13.0x 18.01 4枚 Ir写真集博多JI欄外に:明治十二年一月九|開P5129
P156 日御届 同年四月十一日出 1~5132 

版印刷物より 11-1151 

17421 r大神拝承遺言」大ー |近代

(1) 
12.9X 16.51 2組

42枚

12.1xI6.511組
2枚

(3) I r大神拝承遺言」大三 |近代 12.1xI6.511組
3枚

(4) I r大神拝承遺言J大四 |近代 12.1xI6.511組
2枚

17431紀元節博福祝評判 |明治12年

17441博多娘番付(娘別品競) 1明治23年 18.0x 13.0 1 3枚 1r写真集博多J1※複写ありNo.2170 11・343 199P5133 
P156-付録2 1 ~5135 

17451博多高砂連老人番付 |明治26年3月

17461第一回博多商業会議所|明、冶29年
事務報告

17.9XI2.911枚 ※複写ありNo.217111・1143199P5136 

18.0x 13.0 1 1枚 1r写真集博多JI印刷物より H・457
P25-29 

99P5137 

17471肥前五島福江村小島和|明治41年l月21日 112.0X18.0 I 4枚
五郎宛送金覚之

1-503 99P5138 
~5141 
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閑院宮・同妃両殿下が福岡¥99P5142 
支部に御召になった際に博 1~5149 
多二輪加を以て御座興申し
上げた事に対して 1-806 

明治44年11月肥筑ノ野にて¥99P5150 
特別大演習挙行の際に、福 1~5165 
岡市に護諜輪腕車の設備が
ないことを官民遺憾に，思っ
ていたが、率先して長尾氏
が巨費を投じたことにより
これを求める事ができた。
1-805 

1-281 

99P5168 
~5169 

99P5170 
~5172 

99P5173 
~5175 

裏書「徳川慶善(外人がかい I 99P5176 
たもの 使節の一員がスケ
ッチしたもの)J 1・447

17481御礼状一日本赤十字社|明治43年4月23日|縦12.6-16.5I 8枚
福岡支部長寺原長輝よ|付 |横17.7-21.5
り長尾丈七宛
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1750¥共同給水組加入者心得|昭和時代 18.0x 13目0¥2枚

1751¥神屋宗湛像と日記(茶会|中世
記)の一部

1752¥軸筆救小屋の施米|近世
(1) I r荒歳流民図J

但)I拳山筆救小屋の入口|近世
「荒歳流民救他国j部分

13.0x 18.0 ¥ 2枚 1-450 

13.0xI8.013枚 印刷物より 11-1152-1 

13.0x 18.0 ¥ 3枚 印刷物より 11-1152-2 

17531徳川慶善スケッチ 近世 16.4xl1.9 1 1枚

17541母里太兵衛像 近世 13.0xI8.012枚 1-448 199P5177 
~5178 

※複写ありNo.2111 1 -312 1 99P5185 
1 ~5189 

カラー 爾賛I天降甘露地出 I99P5190 
口硬ヵ泉J ※複写あり恥 I ~5192 
2113 1-933 

17551掛軸一木曽義仲の愛せ|近世
られし巴へ姫猿曳きの
図

17.7x8.6 1 1枚 桑原鳳井画賛は仙産
1-1069 

1756¥六歌仙図 近世 8.2xI0.l ¥ 1枚

I1.7X8.2 1 3枚

カラー祇園 |・1270

カラー 1-1267 17571安藤広重画・浮世絵 |近代
「美人画J

17581亀井道載像 近代 25.0x 17.21 1枚

18.0x 12.81 5枚

ほうき星 1-1329 

17591掛軸一宅野田夫画 中|近代
国人物図

17601掛軸一富田渓山風神図|昭和47年 11.3 x8.2 1 3枚

17611掛軸一知景像 不詳 16.9Xl1.914枚 萱堂山光西禅寺開基
1-455 

17621明治20年頃の松磯子通|明治時代
り物の絵巻一福禄寿と
傘鉾

17631倭人物画譜一山口素絢|近代
筆京は祇園の二軒茶
屋

17641従者をつれ白馬に乗り|近代
横笛を吹く烏帽子・狩
衣姿の男性

11.9x 16.41 4枚

99P5166 
~5167 

99P5179 

99P5180 

99P5181 
~5183 

99P5184 

99P5193 
~5196 

奥村次右衛門筆 l・759・2 I 99P5197 
~5200 

13.0x 18.01 2枚 印刷物より 11・358 I 99P5201 
~5202 

12.0xI6.511枚 祝部至善の絵ヵ 1 -860 1 99P5203 
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寄脂質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，旬Z長，・ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1765 祝部至善画「むかしの 昭和時代 各9.0x13.0 一式 l・932
博多いまのはかた」 14枚

(1) 放生会詣り l枚 99P5204 

(2) 役者の顔見せ l枚 99P5205 

(3) けいこ帰りの娘(相合い
傘)・猿まわし

l枚 99P5206 

(4) 演歌師・放生会の名物 l枚 99P5207 

(5) 羽子板売りほか 2枚 99P5208 
-5209 

(6) 玉せせりでにぎあう宮 l枚 99P52 10 
崎八幡宮伏敵門風景

(7) 武徳殿が出来た頃の東 3枚 99P5211 
公園雪景 -5213 

(8) 大濠公園の秋色遠景 2枚 99P5214 
-5215 

(9) 桜・松春風景 2枚 99P5216 
-5217 

1766 祝部至善博多風俗画オ 昭和時代 離18.0"'20.2 7枚 ※参考「写真 「オ一二の薬売 オッチニの 99P5218 
一二の薬売 横13.0'"13.4 集博多JP61 薬はようきくねがチニ学理を -5224 

実地ニ応用し抑チニ本家は
摂津の大阪市所は難波の三
売地j 11-893 

1767 京都東山三十六景絵図 不詳 16.5X2・1.5 l枚 1-820 99P5225 

1768 漂夫孫七の図・ちょん 近世 13.0X8.9 l枚 カラー 1-1264 99P5226 
まげに着物姿

1769 「嘗今、五十八才漂夫 近世 16.4 x 11.9 4枚 写真中に「嘗今五十八歳漂 99P5227 
孫七J図 夫孫七Jとあり l・451 -5230 

1770 鶴屋南北の有名な半四 近世 13.0x 18.0 l枚 表印刷「鶴屋南北(一七五五 99P5231 
郎楽屋図 一一八四一)~、わゆる有名な

半四郎楽屋図である。中央
は南北。彼は江戸末期のケ
レン物を代表する作家。残
忍なf殺し場」でも、江戸下
町気分を生かして世相を写
したJ H・1155

1771 聖福寺古図 永禄亥年 カラー 2枚 白黒はカラーの部分拡大 99P5232 
9.0x 12.7 1-453 -5236 
白黒 3枚
12.5X21.7 

1772 三奈木黒田家所蔵f福 近世 8.9x 12.8 12枚 カラー撮影昭和28年5月 99P5237 
岡博多古図J 1-1265 -5248 

1773 「太宰府管廟古図J 正暦年間前後 8.2 x 11.5 3枚 カラー版本 1-745 99P5249 
-5251 

1774 『太宰府菅廟古図J 正暦年間前後 16.4 x 11.9 2枚 太宰府天満宮の全景絵図 99P5252 
11-677 -5253 

1775 山笠下絵(2基) 近世 16.5X 12.0 l枚 l・1219 99P5254 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1776 山笠下絵(2基) 近世 16.4Xl1.7 l枚 1-1224 99P5255 

1777 山笠下絵一表 近世 16.5XI2.0 l枚 1-1220 99P5256 

1778 山笠下絵一見送り 近代 16.5X 12.0 l枚 明治以降の山笠 1-1222 99P5257 

1779 山笠巡行図扉風「三浦 各16.5X12.0 一式

北条軍J 5枚

(1) 博物館収蔵分 近世 3枚 1-1218-1 99P5258 
-5260 

(2) 櫛田神社所蔵分 近代 2枚 印刷物より 1-1218-2 99P5261 
-5262 

1780 山笠下絵一慶応元年の 慶応元年 12.5x8.5 5枚 11-1277 99P5263 
四番山御供所町(表・見 -5267 
送り)

1781 石田氏所有山笠絵図ー 文政10年 16.1 x 11.7 l枚 カラー メモ入り「石田氏所 99P5268 
文政10年5番山笠「神護 有山笠の絵文政十年五番
射敵功J当番浜小路 山笠神護射的功浜小路j

1-1037 

1782 山笠下絵ー「吉野山本 近世 17.9x8.8 l枚 1-1223 99P5269 
伐賜j

1783 三苫英之図山笠下絵一 近世 16.4X 11.7 2枚 1-1225 99P5270 
表(2基) -5271 

1784 三苫英之筆山笠下絵一 近世 17.9x8.8 l枚 l・1221 99P5272 
f朝鮮水箪誉J

1785 三苫主清図山笠絵図扉 享和4年 各17.9X12.9 一式 5番山笠川口町享和4年表と
風-5番山笠川口町 7枚 見送りの拡大計3枚と賛3枚

と全体図l枚

(1) 全体 l枚 1 -1226-1 99P5273 

(2) 画賛 3枚 1-1226-2 99P5274 
-5276 

(3) 部分(表) 2枚 1-1226・3 99P5277 
-5278 

(4) 部分(見送り) l枚 1-1226-4 99P5279 

1786 =苫主清図山笠下絵 近世 11.5 x8.3 2枚 カラー 1-1266 99P5280 
「満仲口口口三苫主清 -5281 
画J

1787 凌雲閣錦絵双六浅草公 大正時代 18.0X 13.0 l枚 印刷物 11-319 99P5282 
園凌閤登覧蕎語六(ー蕎
国政画)

1788 江戸名所図双六 不詳 18.0X 13.0 l枚 江戸の名所・寺社・山など 99P5283 
が書かれた双六 「芝神明前
和泉屋市兵衛柊」とあり
11-1138-1 

1789 美人画双六 不詳 13.0x 18.0 l枚 11-1138-2 99P5284 

1790 奥村玉蘭筆筑前名所 文化4年 一式
図絵 17枚
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n仔b 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(1) 荒津山 13.0X 18.0 6枚 H・647 99P5285 
~5290 

(2) 松磯子・通物図 12.9X 17.9 l枚 11-1196 99P5291 

(3) 松曜子・=福神 13.0x 18.0 3枚 1-480 99P5292 
~5294 

(4) 松磯子・通物の図 13.0x 18.0 2枚 l・480 99P5295 
~5296 

(5) 中島橋東西の橋 20.2 X25.1 l枚 11-1187 99P5297 

(6) 松嚇子客の図 18.0x 13.0 l枚 酔客の図 l・761 99P5298 

(7) 松畷子其二 16.5X22.5 l枚 松曜子連中のおどけぶり・ 99P5299 
三福神 .33羽の鶴 l・742

(8) 竹の芸 18.0XI3.0 2枚 1-760 99P5300 
~5301 

1791 筑後川鉄橋を渡る九州 明治23年3月 12.0x 16.5 l枚 「写真集福岡 印刷物より 11-128 99P5302 
初の陸(おか)蒸気 13.0x 18.0 l枚 100年JP386 ~5303 

「写真集博多J
P35.50 

1792 九州鉄道会社博多ステ 明治時代 12.9XI7.9 2枚 f写真集博多J 1-419 99P5304 
ーションの図 P34.48 ~5305 

1793 歩兵第12旅団小倉営所 明治19年12月13 13.0XI7.8 3枚 |・418 99P5306 
之図 日 ~5308 

1794 博多古図一部分拡大 近代 各17.8XI2.8一式
8枚

(1) 鵜来嶋 l枚 1 -97-1 99P5309 

(2) 荒津山 l枚 1-97-2 99P5310 

(3) 袖ノ湊聖福寺付近 l枚 1-97・3 99P5311 

(4) 大友家探題館付近 l枚 1-97-4 99P5312 

(5) 箱崎八幡宮 l枚 1-97-5 99P5313 

(6) 冷泉津 l枚 1-97・6 99P5314 

(7) 沖浜 2枚 1-97-7 99P5315 
~5316 

1795 安藤康重画ー東海道五十 近世 各8.9x12.8 一式 カラー 1-1268 
三次・江戸名所 10枚

(1) 東海道五十三次の内 l枚 99P5317 
日本橋

(2) 東海道五十三次の内 l枚 99P5318 
箱根

(3) 東海道五十三次の内 l枚 99P5319 
草津

(4) 東海道五十三次の内 l枚 99P5320 
小田原
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ~τ~ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(5) 東海道五十三次の内 l枚 99P5321 
大尾・京師

(6) 東海道五十三次の内 l枚 99P5322 
圧野

(7) 江戸名所隅田川堤白 l枚 99P5323 
の図

(8) 江戸名所両国橋花火 l枚 99P5324 
の図

(9) 江戸名所両国橋ヵ橋 l枚 99P5325 
を往来する駕龍と人・
船

(10) 江戸名所川岸の家並 l枚 99P5326 
と舟

1796 伊丹東里画「名島城の 近世 13.0x 17.8 l枚 1-440 99P5327 
図J

1797 太宰府景勝一北四王 近世 12.9X 18.0 l枚 書冊の写し 1-438-1 99P5328 
(1) 寺・都府楼西天 拝

山-榎寺

(2) 太宰府景勝一北太宰 近世 12.9xI8.0 l枚 書冊の写し 1-438-2 99P5329 
府天満宮

1798 博多湾名島図 近世 12.9XI7.9 4枚 1-436 99P5330 
~5333 

1799 博多湾の景 近代 12.9X 17.9 4枚 1-435 99P5334 
~5337 

1800 版画京都名勝 近代 各8.1x 12.0 一式 カラー |ー1269
7枚

(1) 祇園花見小路 l枚 99P5338 

(2) 修学院中の茶屋 l枚 99P5339 

(3) 清水寺 l枚 99P5340 

付) 平安神宮 l枚 99P5341 

(5) 京都御所 l枚 99P5342 

(6) 八坂の塔と祇園 l枚 99P5343 

(7) 祇園 l枚 99P5344 

1801 洛陽北野聖廟 近代 12.9X 18.0 1枚 書冊の写し 1-437 99P5345 

1802 一得斎高清画錦絵 明治20年 各12.0x16.5 一式 「福岡のあゆ 印刷物より 1-547 
2枚 みJlO

「ふるさと 100
年JP45

(1) 九州沖縄連合第5回福 l枚 右は共進館博多で西洋料理 99P5346 
岡共進会場之図 を初めて食べさせた所・左

は福岡社交クラブ
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台*'・ 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(2) 福博中心部 l枚 束中洲の共進会場・福岡社 99P5347 
交クラブ・福岡県庁・国立
第十七銀行等

1803 明治20年頃の松曜子通 明治20年代 離8.9-12.4 6枚 カラー 1 -759-1 99P5348 
り物の絵巻一恵比須と 横12.6-17.9 -5353 
傘鉾

1804 県立(区立)福岡病院本 明治23年 12.5XI7.5 2枚 ※複写あり恥2093 1・858 99P5354 
館全体図 -5355 

1805 福博繁栄之図 明治43年3月 13.0x 17.8 l枚 『写真集博多j 東中島橋と共進会共進会 99P5356 
P30-42 開催中の博多中島の図 川

岸の松は「京やの松J
1-452 

1806 博多豪商案内記一三苫 近世 11.9 x 16.5 l枚 写真中に「博多下新川端早新 99P5357 
一覚堂 道諸費薬大取次ー覚

堂貰捌所三苫啓治郎j

1-449 

1807 筑紫名所豪商案内記 明治18年 一式
5枚

(1) 銃焔弾薬火薬免許商 13.0x 18.0 3枚 『筑紫名所豪 ※複写本ありNo.2038 99P5358 
猟銃製造所福岡区橋口 商案内記JPI2 1-379 -5360 
町西村庄平

(2) 博多教楽社 15.0x20.2 l枚 11-845 99P5361 

(3) 明治廿年頃の県庁前 16.4X21.5 l枚 1-735 99P5362 

1808 博多なぞ関係 近世 各12.0x16.5 一式 1-101 
4枚

(1) 博多謎作者の墓碑 l枚 「写真集博多」 99P5363 
P96-146 

(2) 博多八丁兵衛墓碑 l枚 「写真集博多」 裏ぺン書「死んでから千部万 99P5364 
P96-147 歩のお経より生きとる内に

一歩くれきしリ

(3) 墓地 2枚 99P5365 
-5366 

1809 福岡史考 昭和11年4月3日 一式 福岡市教育委員会編
発行 14枚 ※ネガありNo.1885

(1) 表紙 21.5x 16.5 l枚 1-713 99P5367 

(2) 博多古図 21.5X 16.5 2枚 宮崎宮・千代松原・袖の湊 99P5368 
-冷泉ノ津・草香江等の海 -5369 
岸線の図 1-714 

(3) 博多大津 21.5x 16.5 3枚 1-715 99P5370 
-5372 

(4) 太宰府古図(イ)正殿(叫都 21.5x 16.5 l枚 1-716 99P5373 
府楼

(5) 東光院国宝例像(r上J本 21.5x 16.5 l枚 1-717 99P5374 
尊薬師傍「下J日光菩薩)

(6) 豊国神社 21.5x16.5 l枚 1-718 99P5375 

一一
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容 時 ft 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(7) 福岡城外郭桝形門と中 離12.7-21.53枚 裏書「福岡と博多を結ぶ中島 99P5376 
島橋 横16.5-30.4 橋(明治初期)左側(福岡市)の -5378 

桝形門は明治8年にとりこわ
されたj 1-719 

(8) 益軒先生旧住地(荒戸東 21.5X 16.5 l枚 1-720 99P5379 
浜の邸)

(9) 奈多築堤手形 21.5X 16.5 l枚 1-721 99P5380 

1810 福岡市案内記 大正元年6月 一式
47枚

(1) 博多掛町篠原呉服庖 13.0X 18.0 l枚 「写真集博多」 11-466 99P5381 
P73-113 「福
岡市案内記J7

(2) 磯野本底鉄造所 15.2x20.2 l枚 「写真集博多」 表印刷「牛馬耕鋤先O鍋釜製 99P5382 
P80-81-139 造業n磯野本庖鉄造所/博
『福岡市案内 多上土居町四十五番地」
記J9 1-708 

(3) 木下洋服部支庖 16.5XI2.0 2枚 「大正の博多 (博多西町綱場角) 11-467 99P5383 
記j第l部写10 -5384 
f福岡市案内
記J17

(4) 萎の家 15.2X20.2 l枚 f福岡市案内 表印刷「博多束中洲n御料 99P5385 
記J20 理n萎の家j 1-710 

(5) 抱洋閤 離12.9-16.4 7枚 「博多あの頃J表印刷「福岡市外箱崎宮海岸 99P5386 
横17.8-21.5 P30-54 (電話七十五番)抱洋闇」 説 -5叫

「写真集福岡 明文あり:(様式潮湯特等・
100年JP204 上等・並等砂温室カ1レス
「福岡市案内 温泉清潔設置)河川鮮魚料理
記J25 旅館庭園内海魚遊放養池
※637参照 墜道案内水族館砂湯等の珍

設あり 博多駅より十六丁
吉塚駅より八丁箱崎駅よ
り三丁 福岡市外宮崎宮海
岸(電話75番) 裏ぺン書『奥
村次八郎氏の父武氏の祖父
日本生命をまねて造る/設
計辰野金吾(唐津出身)/建
築清水組/石屋を大阪から
招く先代利助下洲崎の岩崎
安平に相談日本生命より二
ヵ月おくれて着工煉瓦屋は
浜口の深川友次氏、延七百
余坪二階建抱洋閣は水野氏
が名前をつける/昔は塩田
があった、利助さんの経営
/支配人安増法太郎氏/洋
式便所の出来たのが初めて
/後中国の学生の宿舎J
1-709 

(6) 束中洲末康 15.1 X20.2 l枚 「福岡市案内 表印刷「うなぎ・御料理n福 99P5393 
記J32 岡市東中洲末贋n電話五百
「博多あの頃j 二十番J l・641
P57-112 
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番号 内 広官三。 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

(7) 釜屋町の料亭満月 12.0x 16.5 i枚 「福岡市案内 11-425 99P5394 
記J35
「博多あの頃J
P57-111 

(8) 吉塚うなぎや 13.0x 18.0 l枚 「福岡市案内 表印刷f鰻御料理Jf筑前博多 99P5395 
15.1 X20.2 l枚 記J45 吉塚うなぎやJf徳安善助電 ~5396 

「博多あの頃J 話七百番J 裏ぺン書「妙見
P57-113 踏切右側、うしろ汽車」

1-640 

(9) 福岡市掛町とり惣 縦16.5-20目2 3枚 『福岡市案内 表印刷f福岡市掛町とり惣電 99P5397 
横11.9-15.1 記J60 話七百O五番Jf精牛肉、カミ ~5399 

「博多あの頃J しわ御料理Jf弊館は博多の
P56-109 中央にして寓客の御好に叶
「大正の博多 ひ御昼食等には至極御便利
記J写10 に専ら清鮮に調進致候J

1-551 

(10) 束中洲共進亭 15.1 x 20.2 l枚 I福岡市案内 この建物は明治20年第5回九 99P5400 
記J62 州沖縄八県連合共進会の時
f写真集博多J 建てられ、大正12年l月17日
P41-61 の中洲大火で消失した。
f写真集福岡 表印刷『西洋料理福岡市東中
100年JP40 洲共進亭電話二百八十番」

1-643 

(11) 中島町井筒 15.1 x20.2 l枚 「福岡市案内 表印刷『中島町井筒Jf東京 99P5401 
記J94 生そば・親子井・茶碗むし
『博多あの頃j -其外御好みに応ずJf那岡
P57-11O 川の清涜に臨み遠く博多湾

を望み脚下に中島橋を見渡
し風景の絶佳ること市中第
ーなりJf電話六百六十四番J
1-642 

(12) 博多下東町長野嘉平 12.0X 16.5 l枚 「福岡市案内 11・465 99P5402 
商庖 記Jl02

「写真集博多J
P71-109 

(13) 呉服問屋伊藤商庖 12.0X 16.5 l枚 『福岡市案内 11-464 99P5403 
記Jl06
「大正の博多
記J写11

(14) 中島町ぎすけ煮本舗 18.0x 13.0 2枚 「福岡市案内 裏書「大正時代博多名物の儀 99P5404 
記Jl27 助煮博多湾でとれる小魚 ~5405 

「博多あの頃J をカラッと煮上げたもの
P79-164 主人の宮野儀助さんは能狂
f写真集福岡 言の名手儀助煮の元祖宮
100年JP193 野{義助本庖J 表に印刷あり

i福岡市中島町宮野儀助元
祖儀助煮電話三十番} 印
刷物より 11-474 

(15) 活洲 15.2X20.2 l枚 「福岡市案内 表印刷「海川魚御料理/福岡 99P5406 
記Jl36 市東中洲/活洲Jf電話四百

四十一番J 1・711

(16) 掬水 15.2x20.2 l枚 「福岡市案内 表印刷「御料理Jf博多倉所 99P5407 
記Jl46 町/燈明台筋上ル掬水j

「電話三百二十四番j

1-712 
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(17) 友仙とモスリンの唐入 12.0X 16.5 l枚 『福岡市案内 11-452 99P5408 
江商庖 記Jl51

「大正の博多
記J写11

(18) 岩田屋呉服唐本家 12.0X 16.5 2枚 「写真集福岡 明治43年頃大工町(福岡市中 99P5409 
100年JP200 央区大手門)にあった岩田屋 -5410 
「写真集博多」 呉服店本家 11-341 
P72-112 

(19) 光雲神社・西公園之桜 15.2x20.2 l枚 1-698 99P5411 

(20) 亀山上皇之御銅像・日 15.2X20.2 l枚 1-700 99P5412 
蓮上人之銅像

(21) 西中島橋之今昔 15.2x20.2 l枚 「写真集博多j 上部写真:明治時代 99P5413 
P72 下部写真:大正~昭和時代

1-701 

(22) 共進会本館・福岡市役 15.2x20.2 l枚 1-702 99P5414 
所

(23) 千代の松原・医科大学 15.2X20.2 l枚 1-703 99P5415 
の正門

(24) 博多商業会議所・物産 15.2x20.2 l枚 1-704 99P5416 
陳列所

(25) 東公園之雪景 15.2x20.2 l枚 1-705 99P5417 

(26) 博多停車場・博多港の 15.2X20.2 2枚 1-706 99P5418 
遠望 -5419 

(27) 荒戸之藤・西公園之遠 15.2x20.2 l枚 1-707 99P5420 
望

(28) 中西茂兵衛 12.9x 18.0 2枚 ※参考「福岡 盆栽各種 1-478 99P5421 
市案内記Jl25 -5422 

(29) 宮崎宮之楼門・櫛田神 15.2x20.2 1枚 1-699 99P5423 
社

(30) 束中洲のうなぎ屋末 13.0x 18.0 l枚 「博多あの頃J 11-421 99P5424 
広 P57-112 

(31) 称名寺の博多大仏 縦16.4-20.1 3枚 「福岡のあゆ 11-664 99P5425 
横12.0-15.1 みJP9・31 -5427 

『博多いまむ
かしJ明治編
PI04 
『写真集福岡
100年JP275

1811 点灯開始の頃の博多川 明治30年 13.0x 18.0 2枚 「博多あの頃j 表記念スタンプ「福岡電灯株 99P5428 
上流 P26-46 式会社福岡天真社J 印刷物 -5429 

より 11・295

1812 旧東中洲発電所 明治30年 18.0x 13.0 l枚 「博多あの頃J 印刷物より 11-298 99P5430 
P33司61
「福岡のあゆ
みJP6・21
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番号 内 容 時 代 法量 員数 掲載誌 備 考 備品番号

1813 九州(博多)電灯株式会 明治30年11月l日 13.0X 18.0 2枚 f写真集博多j 裏書「博多川の東中洲側に出 99P5431 
社 P27-33 来た福岡最初の電灯会社の -5432 

『博多あの頃j 発電所明治二十年十一月一
P32-59 日開業j 印刷物より
『ふるさと 100 11-302 
年JP51下

1814 博多電燈株式会社の全 明治30年11月 13.0XI8.0 2枚 『大正の博多 当時の会長と取締役の名前 99P5433 
最 記J写11r写 あり 印刷物より 11-303 -5434 

真集博多JP51 

1815 小倉瓦斯側のガス器具 大正時代 13.0x 18.0 l枚 『写真集福岡 11-296 99P5435 
宣伝車 100年JP177

1816 束中測の西部合同瓦斯 大正2年 12.0x 16.5 5枚 『博多あの頃J元写真l枚とそれが掲載され 99P5436 
株式会社博多営業所瓦 P33-60 た新聞記事を複写したもの4 -5440 
斯器具陳列所 『写真集福岡 枚 f西部ガスの博多営業所

100年JP176 (束中洲の電車通りにあった)
左の2人はガス灯点灯夫大
正十二年一月の束中洲の大
火で焼失」とあり 11・294

1817 束中測の西部合同瓦斯 大正2年 13.0X 18.0 l枚 ※参考「写真 11-300 99P5441 
株式会社博多営業所に 集福岡100年J
つくられたガス器具陳 P176 
列所のショーウインド 『博多あの頃j

一 P84-174 

1818 鬼瓦 不詳 9.0x 13.0 l枚 11-643 99P5442 

1819 警官帽子ヵ 不詳 12.0X 16.5 2枚 11-329 99P5443 
-5444 

1820 箱に納められている公 不詳 18.0X 13.0 l枚 11・1139 99P5445 
用金一博多銀盤

1821 明治初期混乱時代の異 明治時代初期 13.0x 17.3 2枚 1-443 99P5446 
態風俗 -5447 

1822 第17国立銀行旧券2円 明治6年 13.0x 17.8 2枚 米国ニューヨークで製造 99P5448 
札紙幣(80mmx 189mm) 裏表 l・441 -5449 

1823 通い徳利 昭和時代 18.0X 13.0 2枚 11-404 99P5450 
-5451 

1824 パラの花 昭和時代 13.0X 18.0 l枚 11-439 99P5452 

1825 あじさいの花 昭和時代 13.0X 18.0 l枚 11・440 99P5453 

1826 しいたけの成長過程 昭和時代 13.0x9.0 18枚 1-945 99P5454 
-5471 

1827 陶器の陳列 昭和時代 9.0XI2.7 l枚 カラー 1 -1271 99P5472 

1828 手水鉢ヵ 昭和時代 8.6X 12.7 l枚 11-1313 99P5473 

1829 神社奉納物 昭和時代 12.9X 17.9 2枚 銅製『献鋼口j・奉納者氏名 99P5474 
(世話人)の中に鳥羽屋七蔵・ -5475 
奥村源助の名がある
l・797

1830 生け花 昭和時代 8.8x 11.4 2枚 カラー 1-697 99P5476 
-5477 
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1831 生け花 昭和時代 12.7x8.9 l枚 カラー 赤い花瓶に入った 99P5478 
百合の生け花 1-1260 

1832 川柳短冊「身の程をか 昭和時代 21.5X 16.5 3枚 1-804 99P5479 
へり三津の海老の子が -5481 
腰をかがめて願ふハヒ
イキj

1833 大黒像横向き 昭和時代 9.0x 12.9 2枚 1 -141 99P5482 
(1) -5483 

(2) 大泉像正面 昭和時代 17.7X12.6 l枚 1-141 99P5484 

1834 猪野一川を流れるイチ 昭和時代 9.0x 12.7 2枚 カラー 1-1285 99P5485 
ョウの葉 -5486 

1835 会社のロゴマーク 昭和時代 8.2X 11.4 l枚 カラー 白地に紺抜きの石 99P5487 
の上に黄色で「工」と書いた
図案清助氏の会社ロゴカ
1-1279 

1836 鷺草 昭和52年6月 12.0x 16.5 4枚 1 -1199 99P5488 
-5491 

1837 石塀のひび割れ 昭和53年7月10日 9.0X 13.0 l枚 1-902 99P5492 

1838 平岡家庭園風景 昭和53年頃 8.2X 11.9 5枚 カラー 「石橋源一郎様平 99P5493 
同家庭園jと書いた封筒入り -5497 
1-896 

2 フィルム

番号 内
，台Z全~ 品質・形状 時代 法 量 員数 備 考 備品番号

1839 大博劇場完成予想図 35mmカラ 昭和時代 3.5x23.0 l枚6コマ ※紙焼ありNo.920 外景・内景 99P5498 
(1) ーネガ 11-843-1 

(2) 大博劇場 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 l枚4コマ ※紙焼ありNo.920 11・843・2 99P5499 
ネガ

(3) 大博劇場 6版白黒ネ 昭和時代 6.0X4.5 l枚6コマ ※紙焼ありNo.921 11-843-3 99P5500 
ガ

(4) 大博劇場 6版白黒ネ 昭和時代 6.0X7.0 8コマ ※紙焼ありNo.921 11-843-4 99P5501 
ガ

1840 三味線譜ほか(正札他) 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 6枚17コマ 太鼓譜ー桃太郎宝の山入り 11コマ・ 99P5502 
(1) ネガ 三味線譜一越後獅子2コマ・正木附4 -5507 

コマ l・203-1

(2) 三味線譜ほか(博多町人 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 7枚31コマ 二上りヒンヒラヒン4コマ・ドンガ 99P5508 
文化連盟) ネガ ラガンlコマ・太鼓譜一桃太郎宝の -5514 

山入り3コマ・不明の三味線譜8コマ
-ぽんち可愛い、春富士(日本勝つ
た) 15コマ 1-203-2 
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(3) 二味線譜ほか(博多の四 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 7枚32コマ 博多の四季本唄「浪花の四季J7コ 99P5515 
季、博多カッチリ) ネガ マ・博多の四季8コマ・博多の四季 ~5521 

=昧線譜2コマ・博多カッチリ三味
線譜3コマ・正さいさんの思ひっき2
コマ・向かふた節三味線譜2コマ・
ドンガラガン、びよぴよ三味線譜l
コマ・大阪天満lコマ・豆腐屋も味
噌屋も=味線譜lコマ・平作「沼津
よりj 十日恵比須lコマ・木魚ばや
しlコマ・博多ばやし、高砂ばやしl
コマ・ドンガラガン、聖天lコマ・
早大拍子正札lコマ 1-203-3 

(4) 三味線譜ほか(桃太郎・ 35mm白黒 昭和時代 3.5X 23.0 6枚28コマ 端歌集表紙3コマ・三味線「夕暮れ 99P5522 
千鳥・正札) ネガ 他J15コマ・千鳥の合方7コマ・正 ~5527 

札附3コマ 1-203-4 

(5) コ味線譜ほか(十二月手 35mm白黒 昭和時代 3.5X 23.0 6枚23コマ ギッチョンチョン三味線譜5コマ・ 99P5528 
盤唄・名古屋他) ネガ 桃太郎三味線譜3コマ・さいこどん ~5533 

どん二味線譜3コマ・四丁目6コマ・
名古屋3コマ・十二月手盤唄3コマ
1-203-5 

(6) 三味線譜ほか(洋行はや 35mm白黒 昭和時代 3.5 x 23.0 7枚38コマ 洋行はやりもの6コマ・越後獅子か 99P5534 
りもの) ネガ えうた6コマ・東海道五十三次の唄6 ~5540 

コマ・ギッチョンチョン8コマ・博
多四季2コマ・とことんのカッチリ
カッチリ2コマ・生済さんの思いつ
き2コマ・そろばん踊り3コマ・塩屋
の娘3コマ |聞203-6

(7) コ味線譜ほか(ぴよぴよ 35mm白黒 昭和時代 3.5 x 23.0 7枚34コマ 神楽相方「宮ばやし」二味線譜16コ 99P5541 
他) ネガ マ・キンライライ節2コマ・ぴよぴ ~5547 

よ2コマ・島田金谷湾2コマ・さいこ
どんどん2コマ・ギッチョンチョン2
コマ・博多御所2コマ・山寺の2コマ
-生済さんの思いつきlコマ・とこ
とんのカッチリカッチリ2コマ・向
ふに節lコマ 1-203-7 

(8) 三味線譜ほか(さいこど 35mm白黒 昭和時代 3.5X 23.0 7枚34コマ いざやゆきましょう2コマ・博多名 99P5548 I 
んどん) ネガ 所3コマ・博多ことば3コマ・博多の ~5554 

四季2コマ・博多の四季を十日恵比
須で唄うときは次の通り lコマ・博
多の四季で昔歌っていた歌調lコマ
-洋行はやりもの6コマ・ギッチョ
ンチョン5コマ・伊勢音頭2コマまち
がい節が元唄大極上lコマ・今のド
ンガラガンlコマ・鉄のできたとき
の歌「うさぎさんへJ1コマ・博多
こしょ lコマ・サイコどんどんlコマ
-まてというなら2コマ・うさぎさ
ん元嵯峨節2コマ 1-203-8 

(9) 三味線譜ほか(箱崎八 35mm白黒 昭和時代 3.5 x 23.0 7枚25コマ おばばどこいきやる2コマ・東海道 99P5555 
幡) ネガ 五十三次の歌12コマ・十二月「上方 ~5561 

うたJ3コマ・まつくろけ節lコマ・
測量節lコマ・梅ヶ枝の手水ばちlコ
マ・えんかいなlコマ・下に色lコマ
-よりを戻してlコマ・島田金谷湾l
コマ・ぴよぴよlコマ 1-203-9 
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(10) ニ味線譜ほか(千鳥の 35mm白黒 昭和時代 3.5 x 23.0 2枚7コマ 魚山数え歌lコマ・博多の四季本歌 99P5562 
曲) ネガ (浪花の歌) 1コマ・博多の四季lコ ~5563 

マ・はかたのどどいつり、おりでし、
海老はもとより、博多の四季を十日
えびすで歌うときは次のとおり lコ
マ・博多の四季で昔歌っていた歌詞
lコマ・唐傘lコマ・羽織きせかけl
コマ・島田金谷下女lコマ・おりて
いく、有明節lコマ・千鳥の曲7コマ
-すてとけほっとけlコマ・まちが
い節lコマ・汽車は上等で梅は咲い
たかlコマ・深川11コマ・ごしよう戸
lコマ・チリップチャラップlコマ
1-203-10 

(11) 三味線譜ほか(カッポレ 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 7枚36コマ かっぽれ楽譜6コマ・粋か(とうふ 99P5564 
他) ネガ や)コ味線譜、大阪天満3コマ・膳 ~5570 

のっとめ相方三味線譜3コマ・十二
月手鞠歌、堀江盆踊り歌2コマ・い
よ節、大津絵2コマ・しょがいな、
立山節2コマ・万歳十二月2コマ・十
二月、十二月手鞠歌2コマ・十二月3
コマ・しょがいな、大津絵lコマ・
まんざし、lコマ・手鞠歌十二ヶ月9コ
マ 1 -203-11 

(12) 三味線譜ほか(カッポ 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 7枚30コマ 姉さんの待ち待ち節lコマ・ダイナ 99P5571 
レ) ネガ マイトドンlコマ・六段くずしlコマ ~5577 

-義太夫くずしlコマ・さのさくず
しlコマ・草津くずし2コマ・かっぽ
れ2コマ・長持うた「放生夜J1コマ
-都々免見くずし2コマ・福来くず
し2コマ・新木槍遣くずしlコマ・二
上り新内くずし2コマ・五段がえし2
コマ・深IIIくずし2コマ・文弥くず
しlコマ・木遣くずしlコマ・青柳1
コマ・浅くとも、よりをもどしてl
コマ・へらへら節2コマ・お伊勢詣
りlコマ・夜桜、春風がそよそよ2コ
マ 1-203-12 

(13) 三味線譜ほか(へらへら 35mm白黒 昭和時代 3.5X23.0 12枚48コ エントコエン、よほほL、節lコマ・ 99P5578 
節) ネガ マ こんくわし、6コマ・へらへら節3コマ ~5589 

-梅ヶ枝のちょうずばち2コマ・オ
イデナサイマッセ2コマ・かぞえう
たにあわせて13コマ・ハイカラソン
グ4コマ・聞がいいソング4コマ・ま
つくろけ節lコマ・ぎっちょんちょ
ん(博多の四季)3コマ・どうぞか
なえて3コマ・ねこじゃねこじゃ3コ
マ・ねこじゃねこじゃ三味線譜3コ
マ 1-203-13 

1841 歌詞一五段返しほか 35mm白黒 昭和時代 3.5x23.0 6枚26コマ 五段返し3コマ・飲ませばどろどろ 99P5590 
ネガ 怪し3コマ・浪花の四季2コマ・茄子 ~5595 

と南瓜6コマ・しりとり子供唄12コ
マ 計26コマ 1-200 

1842 民話より見た原色の博 35mm白黒 昭和時代 3.7 l巻40コマ 1-240 99P5596 
多 ネガ

1843 明治43年開業式当時の 35mm白黒 明治43年 3.5X23.0 5枚13コマ 1-199 99P5597 
花電車 ネガ ~5601 
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寄贈資料 1.石橋糠一郎資料(追加分)

番号 内 品 質 ・ 形 状 | 時 代|法量|員数

35mm白黒|明治44年 13.5X 23.0 14枚19コマ
ネガ 1-大正11

年

考 備品番号'*' 台 備

①富田渓仙が描いた笠鉾図②明治 1 99P5602 
44年11月11日川上音二郎葬儀(珍承 1 ~5605 
天寺)関係・大正9年5月早川雪洲夫
人青木つゆ子21年ぶり帰朝記念一承
天寺川上音次郎墓前にて③大正11年
浜小路当番 l ・216

18451大正14年飾り山笠(奈良 135mm白黒|大正14年 13.5X23.017枚40コマ|水茶屋おしんさん関係12コマ、頼山 199P5606 
屋町)、山崎、水茶屋の|ネガ 陽の書4コマ、飾り山(大正十年四番 1~5612 
おしんさん 、 頼 山 陽 書 奈 良屋町「四国攻・北条三鱗J)関係

24コマ ※複写ありNo.l966 1 -222 

18441川上音二郎関係ほか

18461川上貞奴・井上友八郎 135mm白黒|大正時代 13.5X23.011枚18コマ|貞奴6コマ・井上6コマ・木下同窓会 199P5613 
-木下同窓会 |ネガ 1-昭和時 16コマ 1-201 

1~ 

1847135年節分祭 35mm白黒|昭和時代 13.5X 23.0 14枚19コマ 11・215
ネガ

99P5614 
~5617 

18481大黒流須崎町水法被ほ 135mm白黒|昭和時代 13.5X 23.0 13枚12コマ 1r大黒流須崎町山笠水法被J(※紙焼 1 99P5618 
か |ネガ ありNo.l078)6コマ・「カントリ型J3 1 ~5620 

コマ・「福岡， 82博思い出通りJ3コ
マ(雑誌掲載分) 1・194

18491鳥羽屋提灯、鰯町山笠 116mm白黒|昭和時代 11.6X13.113枚10コマ|※紙焼ありNo.l106 1・1342 1 99P5621 
法被ほか |不ガ I ~5623 

18501山笠集団山見せ 35mmカラ|昭和46年 13.5X15.2 17枚22コマ|※紙焼ありNo.1025 1・1347
ーネガ 17月

99P5624 
~5630 

18511麦藁すぐり一土居流浜 135mmカラ|昭和50年 13.5X15.014枚10コマ|町代表建設委員の山笠手拭に浜小路 199P5631 
小路・西方前町の水法|ーネガ 17月 水法被姿の鬼塚勝治氏の姿が見える 1~5634 
被を着た若手 ※紙焼ありNo.1026 1 -1345 

18521箱崎浜までお汐井取 1 35mmカラ|昭和50年 13.5X13目913枚12コマ|宮崎八幡宮鳥居/五番山笠土居流 1 99P5635 
り一五番山笠土居流 |ーネガ 17月9日 1 r神鈴響四海J/行町・浜小路・中土 1~5637 

居-西方寺前町 ※紙焼あり恥1027
1-1346 

18531上呉服町の山笠当番法 135mm白黒|近代
被を着た若手4人 |ネガ

3.5X7.5 11枚2コマ|※紙焼ありNo.961 1・1349

18541博多おくんち風景 35mmカラ|昭和時代 13.5X 18.8 18枚36コマ|※紙焼ありNo.1193 1 ・1344
ーネガ

99P5638 

99P5639 
~5646 
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18561九州鉄道旅客便覧1.2 135mm白黒|昭和時代 13.5
(1) 1 ネガ

ω|九州鉄道旅客便覧3 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
ネガ

18571末永所有茶人の掛軸ほ 135mm白黒|昭和時代 13.5X 23.0 17枚39コマ|※複写ありNo.2099，No.2100，323，
か |ネガ 恥 1967，No.1969 ，No.l970 1 -217 

l巻45コマ 11 -241-1 

l巻33コマ 11-241-2 

6枚21コマ 111・25818581末永節所蔵宗七焼人形 135mm白黒|昭和時代 13.5
ネガ

l馴末永節蔵国王印及び万 16版カラー|昭和時代 16.0川 15枚10コマ|※紙焼き10枚と一緒 山 9
の鍔 |ネガ

99P5654 

99P5655 

99P5656 
~5662 

99P5663 
~5668 

99P5669 
~5673 

-145-



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号
，耳、，
s' 考品質・形状|時代|法量|員数内 備

18601支那革命 35mm白黒|昭和時代 13.5X23.01I枚6コマ |一場面6コマ |・218
ネガ

35mm;7J'7 I昭和時代 13.5X15.0 12枚7コマ |※紙焼あり恥1280 1・1350
ーネガ

18611奈良屋町金魚幕
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※紙焼ありNo.l267 1ー1343

備品番号

99P5674 

99P5675 
~5676 

99P5677 

99P5678 
-5680 

18641孫文井天紅旗 1 35mmカラ|昭和時代 13.5X23.01I枚8コマ 111・252 1 99P5681 
|ーネガ

18651田夫画伯作品頒布会 1 35mmネガ|大正13年 13.5X23.0112枚64コ |大正13年 宅野田夫作品r(イン.7/)口 199P5682 
マ l口漫筆J(※複写ありNo21 72)・「田夫 1 ~5693 

画伯作品頒布会J一各界名士からの
称賛の言葉を紹介(大家名士の宅野
田夫評一高村光太郎「宅野田夫を珍
重すJ.末永節・頭山満・川合玉堂
・岡田三郎助他) 1・206

l巻32コマ 11・24618661田夫画伯作品頒布会 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
ネガ

99P5694 

18671宅野田夫頒布会 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
ネガ

18681 NHKテレビ番組「生活の 135mm白黒|昭和時代 13.5X23.017枚42コマ|明治大学講師山泉進 直方市郷土研 199P5696 
中の日本史ー農民騒動|ネガ 究会長紫村一重 42コマ 1 ~5702 
記筑前竹槍ー撲 11-195 

l巻47コマ 11-247 99P5695 

18691 NHKテレビ番組九、らっ 135mm白黒|昭和時代 13.5X23.01II枚59コ INHK話題の窓7:30~ ※紙焼あり 1 99P5703 
しゃい博多山笠ネガ マ |恥1697 1-221 1 -5713 

18701 NHKテレビ番組「こんば 135mmカラ|昭和50年 13.8XI5.214枚目コマ|寿通子供山、土居流浜小路法被姿の 199P5714 
ん わ九州ーネガ |代 父子、子供たち、母子 1-1038 1 ~5717 

18711筑紫名所豪商案内記の 135mm白黒|明治18年 13.5X 23.0 17枚39コマ 11・213
内 |ネガ

18721徳川家康より黒田甲斐 135mm白黒|近世
の守への感状 |ネガ

3.5X23.0 1I枚6コマ 1 1-242 

①

②

 

帳

帳
限

限

分

分
岡

田
黒

黒

内
《
Uウー、

I

、!

日
U
H
い

川
V
H

35mm白黒|近世
ネガ

35mmB黒|近世
ネガ

35mm白黒|近世
ネガ | 

35mm白黒|近世
ネガ

3.5 l巻36コマ 11-228・1

3.5 l巻37コマ 11-228-2 

(3) 1黒田分限帳③ 3.5 l巻41コマ 11・228-3

(4) 1黒田分限帳④ 3.5 l巻42コマ 11-228-4 

(5) 1黒田分限帳阿部氏蔵① 135mm白黒|近世
|ネガ

(6) 1黒田分限帳阿部氏蔵② 135mm白黒|近世
|ネガ

(7)1黒田分限帳阿部氏蔵③ 135mm白黒|近世
ネガ

3.5 l巻30コマ 11-228-5 

3.5 l巻37コマ 11・228-6

3.5 l巻37コマ 11-228-7 99P5732 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，台t生ヲ 品質・形状 時代 法量 員数 備 考 備品番号

(8) 黒田分限帳阿部氏蔵④ 35mm白黒 近世 3.5 l巻44コマ 文書の後に能面10コマあり 99P5733 
ネガ 1-228圃8

(9) 黒田分限帳万延年① 35mm白黒 万延元年 3.5 l巻22コマ ※複写本ありNO.2025 1-228-9 99P5734 
ネガ

(10) 黒田分限帳万延年② 35mm白黒 万延元年 3.5 i巻37コマ ※複写本ありNO.2025 1・228-10 99P5735 
ネガ

(11) 黒田分限帳万延年③ 35mm白黒 万延元年 3.5 l巻28コマ ※複写本ありNo.2025 l・228-11 99P5736I 
ネガ

1874 筑前旧史略上巻① 35mm白黒 明治20年 3.5 l巻37コマ ※複写本ありNO.2039 1-230-1 99P5737 
(1) ネガ

(2) 筑前旧史略上巻② 35mm白黒 明治20年 3.5 l巻35コマ ※複写本ありNo.2039 1-230-2 99P5738 
ネガ

(3) 筑前旧史略下巻① 35mm白黒 明治20年 3.5 l巻37コマ ※複写本ありNO.2039 1-230-3 99P5739 
ネガ

(4) 筑前旧史略下巻②・③ 35mm白黒 明治20年 3.5 l巻53コマ ※複写本ありNo.2039 1-230-4 99P5740 
ネガ

1875 筑紫名所豪商案内記① 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻35コマ ※複写本ありNo.2038 1-236-1 99P5741 
(1) 西頭 ネガ

(2) 筑紫名所豪商案内記② 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻35コマ ※複写本ありNo.2038 1-236-2 99P5742 
西頭 ネガ

(3) 筑紫名所豪商案内記③ 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻35コマ ※複写本ありNO.2038 1-236-3 99P5743 
西頭 ネガ

(4) 筑紫名所豪商案内記④ 35mm白黒 明治18年 3.5 i巻26コマ ※複写本ありNo.2038 1・236-4 99P5744 
西頭 ネガ

(5) 筑紫名所豪商案内記① 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻37コマ ※複写本ありNO.2038 1 -237-1 99P5745 
三苫 ネガ

(6) 筑紫名所豪商案内記② 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻37コマ ※複写本ありNO.2038 1-237-2 99P5746 
三苫 ネガ

(7) 筑紫名所豪商案内記③ 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻36コマ ※複写本ありNo.2038 l・237・3 99P5747 
三苫 ネガ

(8) 筑紫名所豪商案内記④ 35mm白黒 明治18年 3.5 l巻32コマ ※複写本ありNo.2038 1-237-4 99P5748 
三苫 ネガ

1876 筑前名家人物志① 35mm白黒 明治40年 3.5 1巻43コマ ※複写本ありNo.2044 1-238-1 99P5749 
(1) ネガ

(2) 筑前名家人物志② 35mm白黒 明治40年 3.5 l巻45コマ ※複写本ありNo.2044 1-238-2 99P5750 
ネガ

(3) 筑前名家人物志③ 35mm白黒 明治40年 3.5 l巻40コマ ※複写本ありNO.2044 |・238-3 99P5751 
ネガ

1877 大神拝承遺言(小畑上人 35mm白黒 近代 3.5 I巻43コマ ※一部紙焼ありNo.l742(1) 99P5752 
(1) 1) ネガ 1-172-1 

(2) 大神拝承遺言(小畑上人 35mm白黒 近代 3.5 l巻22コマ 1-172-2 99P5753 
ネガ

(3) 大神拝承遺言(小畑上人 35mm白黒 近代 3目5 l巻22コマ ※一部紙焼ありNo.I742(2) 99P5754 
ネガ 1 -172-3 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 台，τ" 品質・形状 時代 法量 員 数 備 考 備品番号

(4) 大神拝承遺言(小畑上人 35mm白黒 近代 3.5 l巻22コマ ※一部紙焼ありNo.I742(3) 99P5755 I 
4) ネガ 1・172・4

(5) 大神拝承遺言(小畑上人 35mm白黒 近代 3.5 l巻44コマ ※一部紙焼ありNo.l742(4) ※複写 99P5756 
5，6) ネガ ありN0.2075(24) 1-172-5 

1878 明治涜行歌史 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻16コマ ※(1)~(8) まで複写本あり No.2073 99P5757 
(1) ネガ 1-174 

(2) 明治流行歌史l 35mm白黒 昭和時代 3目5 l巻40コマ |幽175 99P5758 
ネガ

(3) 明治流行歌史2 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻34コマ l・176 99P5759 
ネガ

(4) 明治流行歌史① 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻38コマ 1-177-1 99P5760 
ネガ

(5) 明治流行歌史② 35mm白黒 昭和時代 3目5 l巻36コマ 1-177-2 99P5761 
ネガ

(6) 明治流行歌史③ 35mm白黒 昭和時代 3目5 l巻37コマ |聞177-3 99P5762 
ネガ

(7) 明治流行歌史④ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻36コマ 1-177-4 99P5763 
ネガ

(8) 明治流行歌史⑤ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻52コマ 1-177-5 99P5764 
ネガ

1879 筑前名所図絵西公園東 35mm白黒 近世 3.5X22.6 3枚18コマ 1-198 99P5765 
照宮 ネガ ~5767 

1880 大正の博多記 35mm白黒 昭和49年 3.5x22.6 27枚148コ 1-207 99P5768 
ネガ マ ~5794 

1881 石城遺聞上巻① 35mm白黒 明治23年 3.5 1巻37コマ 1-229-1 
(1) ネガ

(2) 石城遺聞上巻② 35mm白黒 明治23年 3.5 l巻36コマ 1-229-2 99P5796 
ネガ

(3) 石城遺間下巻① 35mm白黒 明治23年 3.5 l巻37コマ l・229-3 99P5797 
ネガ

(4) 石械遺聞下巻② 35mm白黒 明治23年 3.5 l巻32コマ l・229-4 99P5798 
ネガ

(5) 石城遺聞培補の分、乾 35mm白黒 明治23年 3.5 l巻14コマ 1-229-5 99P5799 
ネガ

1882 天満宮故実 35mm白黒 近代 3.5 l巻49コマ l・231 99P5800 
ネガ

1883 追懐松山遺事② 35mm白黒 明治時代 3.5 l巻12コマ 1-239 99P5801 
ネガ

1884 明治風俗史より 35mm白黒 昭和44年 3.5 l巻20コマ 1 -173-1 99P5802 
(1) ネガ

(2) 明治風俗史より 35mm白黒 昭和44年 3.5 l巻47コマ 1-173-2 99P5803 
ネガ

1885 福岡史考① 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻42コマ 永島芳郎箸 1-227-1 99P5804 
(1) ネガ

」
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 H台』 品質・形状 時代 法量 員数 備 考 備品番号

(2) 福岡史考② 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻50コマ 永島芳郎著 1-227-2 99P5805 
ネガ

(3) 福岡史考③ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻42コマ 永島芳郎著 1-227-3 99P5806 
ネガ

付) 福岡史考④ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻46コマ 永島芳郎著 1-227-4 99P5807 
ネガ

(5) 福岡史考⑤ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻47コマ 永島芳郎著 1-227-5 99P5808 
ネガ

(6) 福岡史考⑥ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻53コマ 永島芳郎著 1-227-6 99P5809 
ネガ

(7) 福岡史考⑦ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻44コマ 永島芳郎著 1-227-7 99P5810 
ネガ

(8) 福岡史考@ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻55コマ 永島芳郎著 1-227-8 99P58 11 
ネガ

(9) 福岡史考⑨ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻28コマ 永島芳郎著挿絵のみ 1-227-9 99P5812 
ネガ

(10) 福岡史考⑩ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻40コマ 永島芳郎著 l・227・10 99P5813 
ネガ

1886 博多風土記① 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻40コマ 1・232・1 99P5814 
(1) ネガ

(2) 博多風土記② 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-2 99P5815 
ネガ

(3) 博多風土記③ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ l・232-3 99P5816 
ネガ

(4) 博多風土記④ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-4 99P5817 
ネガ

(5) 博多風土記⑤ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-5 99P58181 
ネガ

(6) 博多風土記⑥ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-6 99P5819 
ネガ

(7) 博多風土記⑦ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-7 99P5820 
ネガ

(8) 博多風土記③ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-8 99P5821 
ネガ

(9) 博多風土記⑨ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-9 99P5822 
ネガ

(10) 博多風土記⑩ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-232-10 99P5823 
ネガ

(11) 博多風土記⑪ 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻26コマ 1・232・11 99P5824 
ネガ

1887 珍奇集絵l 35mm白黒 大正10年 3.5 l巻38コマ l・233-1 99P5825 
(1) ネガ

(2) 珍奇集絵2 35mm白黒 大正10年 3.5 l巻39コマ 1-233-2 99P5826 
ネガ
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寄脂質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 回台』 品質・形状 時代 法量 員数 備 考 備品番号

(3) 珍奇集絵3 35mm白黒 大正10年 3.5 l巻36コマ 1-233-3 99P5827 
ネガ

(引 珍奇集字l 35mm白黒 大正10年 3.5 l巻38コマ 1・233-4 99P5828 
ネガ

(5) 珍奇集字2 35mm白黒 大正10年 3.5 l巻45コマ 1-233-5 99P5829 
ネガ

(6) 珍奇集字3 35mm白黒 大正10年 3.5 l巻36コマ 1-233・6 99P5830 
ネガ

1888 旧稀集全l 35mm白黒 近世 3.5 l巻37コマ 1-234-1 99P5831 
(1) ネガ

(2) 旧稀集全2 35mm白黒 近世 3.5 l巻21コマ 1-234-2 99P5832 
ネガ

1889 神字日文伝1 35mm白黒 近代 3.5 l巻35コマ ※複写本あり恥2065 1-235-1 99P5833 
(1) ネガ

(2) 神字日文伝2 35mm白黒 近代 3.5 l巻40コマ ※複写本あり恥2066(1) 1-235-2 99P5834 
ネガ

(3) 神字日文伝3 35mm白黒 近代 3.5 l巻41コマ ※複写本あり恥2066(2) l・235-3 99P5835 
ネガ

1890 闇房必携懐妊避妊自由 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻37コマ 1-243-1 99P5836 
(1) 自在全台名男女児 ネガ

勝手自在産得法 l 

(2) 闇房必携懐妊避妊自由 35mm白黒 昭和時代 3.5 l巻30コマ 1-243-2 99P5837 
自在全台名男女児 ネガ
勝手自在産得法 2 

1891 石城志① 35mm白黒 明和2年 3.5 l巻37コマ ※(l)~(5) まで複写本あり恥2072 99P5838 
(1) ネガ 1-244-1 

(2) 石城志② 35mm白黒 明和2年 3.5 l巻38コマ 1-244-2 99P5839 
ネガ

(3) 石城志③ 35mm白黒 明和2年 3.5 l巻37コマ 1-244-3 99P5840 
ネガ

(4) 石城志④ 35mm白黒 明和2年 3.5 l巻38コマ l・244-4 99P5841 
ネガ

(5) 石城志⑤ 35mm白黒 明和2年 3.5 l巻28コマ 1-244-5 99P5842 
ネガ

1892 教楽社(豪商案内記) 6版白黒ネ 明治18年 6.0X22.0 l枚4コマ 紙焼あり 11・847・1 99P5843 
(1) ガ

(2) 教楽社 35mm白黒 明治時代 3.5x23.0 l枚3コマ 紙焼あり 11-847-2 99P5844 
ネガ

1893 朝日新聞記事『佐賀市 35mm白黒 昭和57年 3.5x23.0 7枚29コマ 『古墳、丸ごと引っ越し中佐賀市の 99P5845 
丸山遺跡引っ越しJ ネガ 4月15・21 丸山遺跡自動車道に眠り破られJ "'5851 

日 fひと一日本初の遺跡引っ越しに取
り組む佐賀県文化課長補佐高島忠
平j ※複写あり恥2162 1・197
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寄贈資料 l石橋源一郎資料(追加分)

番号 考内 -台 品 質 ・ 形 状 | 時 代|法量|員数 備

18941朝日新聞記事(法被物語 135mm白黒|昭和時代 13.5X23.017枚37コマ
-山笠ハッピのルーツ|ネガ
解明)ほか

福岡女学院短大講師徳山怜子氏関
係一朝日新聞記事「山笠オッショイ
“法被物語" 19コマn“山笠ハッピ
のルーツ解明"3コマJ ※複写あり
No.2163 原資料ありNo.2219テレビ
より「博多祇園山笠“法被今昔" 15 
コマ1 1-205 

18印飢9目5叩日本新聞夕刊記事 1 35mm白黒|昭和時代 13.5X 23.0 11枚6コマ 11・208
「元気な声で聞いてく | ネガ
だざLリ(赤坂小梅)

18961新聞記事「意外史・黒 1 35mm白黒|昭和時代 13.5X23.013枚13コマ
岡三百年J・「竹田屋新|ネガ
宅j

備品番号

99P5852 
~5858 

99P5859 

新聞掲載記事「意外史・黒田三百年 199P5860 
中央市民センター市民大学講座 1 ~5862 
「名産、博多の塩と芋J博多を語る会
代表波多江五兵衛16コマ/竹田屋
新宅7コマ |・211

18971金印 35mmカラ|昭和41年 13.5X23目o12枚10コマ 11・1045
ーネガ 15月

18981朝日新聞記事「博多二 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
(1) 1 千年史11~34 ネガ

ω|朝日新聞記事「博多三 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史11~62 ネガ

同|朝日新聞記事「博多二 I 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史163~100 ネガ

同|朝日新聞記事「博多二 I 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史1101~144 ネガ

同|朝日新聞記事「博多二 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史1145~188 ネガ

附|朝日新聞記事「博多二 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史1189~203 ・「博|ネガ
多二千年史を終わっ
て11~5及び持絵「博多
変容11

(7) 1朝日新聞記事「博多二 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史挿絵ネガ

l巻18コマ 11 -226-1 

l巻38コマ 11-226-2 

l巻20コマ 11-226-3 

l巻23コマ 11-226-4 

l巻27コマ 11-226-5 

99P5863 
~5864 

99P5865 

99P5866 

99P5867 

99P5868 

99P5869 

l巻39コマ 1i博多二千年史終わりまで及び挿絵11 99P5870 
記事14コマ、残りは挿絵
1-226・6

l巻48コマ|黒田如水像、墓、福岡城門、筑前名 199P5871 
所図絵博多織、貝原謁益件、黒田藩
偽札事件の藩札 1-226・7

l巻39コマ|金印の記事あり 銅鉾、聾棺、勾玉、 19附 2
他考古資料 1・226-8

l巻3山|水鏡天満宮の渡唐天神像、墨書土器、|蜘m
観世音寺の鐘と仏像
1-226-9 

l巻25コマ|日蓮銅像、蒙古襲来絵調、博多袖の|州問
港他元冠関係資料 1-226-10 

l巻38コマ|蒙古襲来絵詞 遺明船、筑前名所図 199P5875 
絵、嶋井宗室、神屋宗湛像他
1 -226-11 

(8) 1朝日新聞記事「博多二 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
千年史挿絵」① |ネガ

問|朝日新聞記事「博多二 1 35mm白黒 l昭和時代 13.5
千年史挿絵j② |ネガ
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18991円通禅師遺墨(仙産和 1 35mm白黒|昭和時代 13.5
尚 ネガ

l巻46コマ 11・245

19001妙徳寺 6版白黒ネ|昭和時代 16.0X4.5 12枚4コマ 111・683
ガ

99P5876 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 容

1901 出ぞめの日

1902 消防関係

1903 『残興のアルバム複写
(1) -橋詰先生J

(2) 「橋詰先生依頼の写真J

(3) 『橋詰先生依頼の手紙
複写J

(4) 「乃木将軍書j

(5) 「乃木将軍書j

1904 吉川さん写真

1905 香力大原の写真より複
写・香力大原家解体前
の家・アルバム複写

1906 挽田植木市

1907 椿民誼氏来博の節

1908 ふくおか'82博関係・福
岡市街全図その他

1909 常盤館・明治40年代の
修猷館と制帽の変遷・
初代正木宗七人形・烏
羽屋酒とっくり

1910 ティタラ飴

3 アルバム

①写真アルバム

番号 名 称

品質・形状

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

35mm白黒
ネガ

時

時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

近代

近代

昭和時代

昭和43年
6月23日

昭和時代

昭和時代

昭和57年

明治・昭
和時代

昭和時代

代

1911 写真アルバムf福岡今昔NHK昭和42年4月28日
昭和42年4月28日録画 5月
2日放送J

1912 写真アルバムrNHKふるさと 昭和45年2月26日
の歌まつり(リハーサル)昭
和45年2月26日j

法量 員数 備 考 備品番号

3.5X23.0 2枚12コマ 1-220 99P5879I 
-5880 

3.5X23.0 3枚12コマ 1-223 99P5881 
-5883 

3.5x23.0 7枚34コマ (1)-似)までシート5枚綴 ※複写あ 99P5884 
りNo.1975.1976. 1977. 1978. 1979. 1980. -5890 
198 l.l 982.1 983 1-196 

3.5x23.0 4枚18コマ 99P5891 

-58941 

3.5x23.0 7枚31コマ 99P5895I 
-5901 

3.5x23.0 7枚36コマ 99P5902 
-5908 

3.5X23.0 4枚22コマ 99P59091 
-5912 

3.5x23.0 l枚48コマ 1-202 99P5913 

3.5x23.0 14枚66コ 香力大原の写真より複写27コマ・解 99P5914 
マ 体前の家13コマ・アルバム複写22コ -5927 

マその他4コマ 1-204 

3.5x23.0 2枚9コマ 1-209 蜘 9ふ
3.5X23.0 l枚3コマ 1-210 99P5930 

3.5x23.0 7枚28コマ 感謝状(福岡警察署長より長尾磯吉 99P5931 
宛)6コマ/r福岡'82博関係J思い出 -5937 
通り他6コマ/福岡市全国(※複写あ
り恥2080)3コマ/その他13コマ
1-212 

3.5x23.0 4枚23コマ 常盤館6コマ/修猷館(制帽の変遷)6 99P5938I 
コマ/初代正木宗七人形6コマ/烏 -5941 
羽屋家徳利一本5コマ※5の家徳利ヵ
1-214 

3.5x23.0 2枚9コマ l・224 99P5942 
-5943 

晶質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

アルバム 32.4x28.0 l冊 72枚 99P5944 
白黒写真

アルバム 32.4x28.0 1冊 35枚(内3枚はカラー) 99P5945 
白黒・カラ
一写真
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1913 写真アルバム附HKふるさと 昭和45年2月26日 アルバム 32.4x28.0 l冊 49枚テレピ画面を撮影し 99P5946 
の歌まつり(福岡)1.昭和45年 カラー写真 たもの
2月26日放送 28日再j

1914 写真アルバムrNHKふるさと 昭和45年2月26日 アルバム 32.4x28.0 l冊 52枚テレビ画面を撮影し 99P5947 
の歌まつり(福岡)2.昭和45年 カラー写真 たもの
2月26日放送 28日再J

1915 写真アルバムrNHKふるさと 昭和45年7月16日 アルバム 32.4x28.0 l冊 96枚テレビ画面を撮影し 99P5948 
の歌まつり『博多祇園山笠』 カラー写真 たもの 画面表示「博多祇園
昭和45年7月16日放送NoU 山笠 8: OOJ 

1916 写真アルバムrNHKふるさと 昭和45年7月16日 アルバム 32.4x28.0 l冊 57枚テレビ画面を撮影し 99P5949 
の歌まつり『博多祇園山笠』 カラー写真 たもの
昭和45年7月16日放送No2J

1917 写真アルバム「昭和四十五 昭和45年7月 アルバム 32.4x28.0 l冊 65枚テレビ画面を撮影し 99P5950 
年七月 山笠放送の分j 白黒写真 たもの 画面表示「パンチャ

ングFUKUOKAJ

1918 写真アルバム『相生会住吉 昭和45年4月6日 アルバム 32.4X28.0 l冊 69枚集合写真この写真 99P5951 
会館に診てj 白黒写真 を拡大して切り張りし、芸

妓衆の名前・住所・電話番
号等を記載した手帳あり恥
2291 

1919 写真アルバム『相生会第3 昭和47年6月4日 アルバム 32.4x28.0 l冊 48枚 99P5952 
回J 白黒写真

1920 写真アルバム「相生会第4 昭和48年5月27日 アルバム 32.4x28.0 l冊 57枚 99P5953 
回J 白黒写真

1921 写真アルバム「相生会第5 昭和49年5月14日 アルバム 32.4X28.0 l冊 47枚 99P5954 
回j 白黒写真

1922 写真アルバムf相生会第6回 昭和50年5月11日 アルパム 32.4x28.0 l冊 41枚 99P5955 
11 白黒写真

1923 写真アルバムf相生会第6回 昭和50年5月11日 アルバム 32.4x28.0 l冊 43枚 99P5956 
2J 白黒写真

1924 写真アルバム「同窓会」 昭和時代 アルバム 32.4X28.0 l冊 61枚大浜尋常小学校第一 99P5957 
白黒写真 回卒業記念写真写真上に

数名の名前を記した薄紙添
付

1925 写真アルバムr}ll上音二郎 昭和56年9月ほか アルバム 32.4x28.0 l冊 19枚 99P5958 
の墓j 白黒写真

1926 写真アルバム(老笑会) 昭和時代 アルバム 32.4x28.0 l冊 40枚宴会での男女集合写 99P5959 
カラー写真 真

1927 写真アルバム(老笑会・和楽 昭和時代 アルバム 32.4x28.0 l冊 25枚宴会での男女集合写 99P5960 
路会) 白黒写真 真

1928 写真アルバム(テレビ出演の 昭和44年 アルバム 32.4x28.0 l冊 34枚 (内6枚白黒) 写真表 99P5961 
石橋源一郎他) カラー・白 書rTNCナイトパーティー福

黒写真 岡夜の招待席出演記念昭和
44年12月2日夜10.45-
11.00J 

1929 写真アルバム(末永節) 昭和時代 アルバム 24.5x21.0 l冊 26枚 99P5962 
35mm白黒
写真
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

②ネガアルバム

番号 名 称、 時 代

1930 ネガアルバム(新聞記事) 昭和49・55年

(1)井上弥一郎朝日新聞朝 昭和55年11月9日
刊

(2)石橋勝義

(司波多江五兵衛西日本新
聞夕刊

(引追い山に夏の熱気

府)ふるさとの民謡正調博 昭和55年7月8日
多節

何)玄洋社発掘西日本新聞 昭和55年6月6日

。)竹槍ー撲

但)漢字の重さをもっと知ろ 昭和49年9月29日
う 西日本新聞

(9)さざなみ三奈木黒田
フクニチ新聞

(10)ふてえがってえ西日 昭和54年11月8日
本新聞

(11)ふるさと民謡博多ど 昭和55年8月5日
んたく 毎日新聞夕刊

(12)走りつづけて85年

(13)ょうおいでなざした 昭和49年11月22
西日本新聞 日

(14)繊維分もっと食べよう 昭和49年10月28
朝日新聞 日

(15)ワイキキの博多山笠
山笠ハワイ日記

(16)博多なぞ ソ連から帰 昭和45年10月27
って 日

(17)波多江さん石橋勝義さ
ん

(18)古門戸町1・2・3

(19)古門戸町町名物語・
ルーツ・わが町 フクニチ
新聞

1931 ネガアルバム(玄洋社関係) 昭和40年代

(I)末永節

但)末永節と奈良屋消防

品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

アルバム 32.0X29.0 l冊 ネガアルバムNo1 計122 99P5963 
35mm白黒 コマ
ネガ

5コマ

3コマ

3コマ

9コマ

6コマ

3コマ

3コマ

6コマ

3コマ

2コマ

3コマ

3コマ

3コマ

3コマ

10コマ

5コマ

6コマ

4コマ

42コマ

アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアルバムNo2 計327 99P5964 
35mm白黒 コマ
ネガ

5コ・マ

6コマ
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(3)末永写真複写(末永節、頭 7コマ
山満)

(4)末永先生十年祭箱崎参 昭和44年9月27日 28コマ
集殿にて

(5)末永茂世 8コマ

(6)和楽路会大井川 8コマ

(7)末永節の書 7コマ

(8)末永写真複写 昭和40年10月 29コマ

(9)末永節の書 33コマ

(10)末永集合写真 5コマ

(11)末永節所有の印章 17コマ

(12)末永写真人物名 9コマ

(13)中国革命文書 昭和40年10月 18コマ

(14)孫文長男孫科末永賢 昭和40年10月23 20コマ
次宅訪問せられし時 日

(15)末永、大熊先生 4コマ

(16)末永節先生 17コマ

(17)末永節集合写真 39コマ

(18)宅野田夫書、明治天皇 4コマ
御像

(19)博多古図 19コマ

(20)頭山満関係のもの 35コマ

(21)高原氏所有分 5コマ

(22)徳富蘇峯先生 4コマ

1932 ネガアルバム(佐々木滋寛ア 昭和時代 アルバム 32.0X29.0 l冊 ネカ守アルバムNo3 計254 99P5965 
yレパム) 35mm白黒 コマ

ネガ

(1)佐々 木滋寛アルバムl 39コマ

(2)佐々木滋寛アルバム2 24コマ

(3)佐々木滋寛アルバム3 37コマ

(4)佐々木滋寛慶応3年相撲 37コマ
番付・元冠記念碑図面その
他

(5)佐々木滋寛依頼の写真複 33コマ
写

(6)佐々木滋寛明治22年娘 38コマ
番付・明治26年高砂番付

一一
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(7)佐々木滋寛広告双六・水 34コマ
谷八重子・川上音次郎生誕
地中対馬小路訪問

担)十七銀行・東中島橋 12コマ

1933 ネガアルバム(r博多あの頃』 昭和51年 アJレパム 32.0X29.0 l冊 ネガアルバムNo4 388コ 99P5966 
関係1) 35mm白黒 マ葦書房用 51.12.1

ネガ 複写1-10

1934 ネガアルバム(~博多あの頃』 昭和51年 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアルバムNo5 309コ 99P5967 
関係2) 35mm白黒 マ葦書房用 51.12.1

ネガ 複写11-17 玉屋で展覧
会用にネガを撮る

1935 ネガアルバム(地図・絵図) 昭和時代 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアJレパムNo6 計88コ 99P5968 
35mm白黒 マ
ネガ

(1)古地図 19コマ

但)博多古地図博多風土記よ 18コマ
り

β)博多を語る会用福岡城 12コマ
地図

(4)波多江氏依頼の地図複写 39コマ

1936 ネガアルバム(明治時代の山 昭和38年2月11日 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアルバムNo7 明治2599P5969 
笠) 35mm白黒 35コマ 年-28年迄の山笠写真

ネガ

1937 ネガアルバム(昭和時代のど 昭和時代 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアルバムNo8 計129 99P5970 
んたく) 35mm白黒 コマ

ネガ

(1)23年頃どんたく 昭和23年 27コマ

(2)専売公社どんたく 13コマ

(3問団ラジオ開設の頃昭 昭和27年 6コマ
和27年頃

同呼吸もピタリ・楽しい仲 昭和27年 9コマ
間昭和27年6月4日(水)
毎日新聞

同どんたく熊本行 34コマ

(町な組どんたく 12コマ

(7)速水さんの写真護国神 昭和41年 16コマ
社参向 41.5 

(紛どんたく百年ふくおか特 昭和49年 12コマ
集朝日新聞 49.5.4

1938 ネガアルバム(井上精三所有 昭和時代 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアJレパムNo9 計269 99P5971 
写真) 35mm白黒 コマ

ネガ

(1)日本地理大系より 井上 昭和49年 35コマ
精三
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

(2)博多のはな1 40コマ

(3)博多のはな2 41コマ

何)博多のはな3 27コマ

(5)たちばな4 41コマ

(6)たちばなの写真l井上 42コマ
精三

(7)水茶屋たちばなの写真2 34コマ
井上精三

(8)井上精三所有教楽舎のち 9コマ
らし・共進会の画

1939 ネガアルバム(民俗資料、古 昭和時代 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアルバムNoI0 計 99P5972 
文書関係) 35mm白黒 223コマ

ネガ

(1)那珂公民館資料 47コマ ※紙:焼きあり No.l 293~
1324 

(2)市立歴史館用 45コマ

(3)速水奈良屋町 16コマ

似)竪町堀所有鬼瓦 18コマ

(5)竪町堀所有寺証他 38コマ

(6)松井光太郎所有町人格式 14コマ

(7)吉凶杏村資料 45コマ

1940 ネガアルバム「小畑上人遺 昭和時代 アルバム 32.0 x 29.0 l冊 ネガアルバムNoll 計 99P5973 
墨1J 35mm白黒 388コマ

ネガ

1941 ネガアルバム「小畑上人遺 昭和時代 アルバム 32.0x29.0 l冊 ネガアルバムNo12 計 99P5974 
墨2J 35mm白黒 320コマ

ネガ

1942 ネガアルバム「小畑上人遺 昭和時代 アルバム 32.0 x 29.0 l冊 ネガアルバムNo13 計 99P5975 
墨3J 35mm白黒 306コ・マ

ネガ

1943 ネガアルバム「小畑上人遺 昭和時代 アルバム 32.0 x 29.0 l冊 ネガアルバムNo14 明輿 99P5976 
墨4J 35mm白黒 大師施病御湯気帳計219

ネガ コマ

1944 ネガアルバム(J11上音二郎葬 昭和時代 アルバム 32.0 x 29.0 l冊 ネガアルバムNo15 計95 99P5977 I 
儀他) 6版白黒ネ コマ

ガ

(1)桂離宮複写 昭和46年6月11日 6.0X7 6コマ

(2)橋詰先生依頼の写真複写 昭和48年3月26日 6.0X7.0 12コマ
(槍持つ少年集合)

。)NHKこんばんわ九州出演 昭和48年4月12日 6.0X7.0 2コマ <参考>場所向田町
記念 NHK総合TV午後7:30 

何)消防纏祭り綱場町 昭和20年代 6.0x6.0 11コマ
ーーーー」ーーーー
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寄贈資料 l石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(5)博多古地図 近世作成昭和 6.0X4.5 15コマ
52年12月写 6.0x7.0 9コマ

(6)士居通り、渡辺写真館 昭和時代 6X7版 8コマ 土居通り・喫茶しあん・
選挙ポスター

(7)末永節の書 昭和時代 6X7版 4コマ

(8)土居通り 昭和40年代 6x7版 6コマ 土居通り・松田酒陪・越
原商会九州出張所

(9)掛軸 昭和時代 6X7版 7コマ

(10)芸妓集合 昭和時代 6X7版 5コマ

(11)頭山満と博多名姐連 昭和40年代 6X7版 2コマ ※紙焼ありNO.427 「博多
あの頃JP58-114に掲載

(12)新聞記事(ぼくたちわ 昭和40年代 6X7版 lコマ
たしたち)

(13)石橋哲夫 昭和40年代 6x7版 2コマ

(14)博多駅周辺の航空写真 昭和40年代 6X7版 lコマ 印刷物より

(15)博多娘番付 明治22年 6X7版 2コマ

(16)治承天寺(川上音二郎 昭和44年11月11 6X7版 2コマ
関係) 日

③ポジアルバム

番号 名 称、 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1945 ポジファイ lレ(太宰府旅行、 昭和時代 パインダー 各 l冊 ポジファイルA 77枚
消防関係他) 35mmカラ 28.8X26.0 

ーポジ

(1) 日光東照宮発行カラーポジ 40枚 99P5978 
フィルム ~6017 

(2) 太宰府、都府楼、観世音寺 15枚 99P6018 
~6032 

(3) 那能津会の芸屋台 4枚 99P6033 
~6036 

(4) 消防関係 10枚 99P6037 
~6046 

(5) 山笠関係 2枚 99P6047 
~6048 

(6) 石橋家屋内 6枚 99P6049 
~6054 

1946 ポジファイル旅行スナッ 昭和35年頃 パインダー 28.8x26.0 l冊 ポジファイルB 64枚
プ(京都、名古屋、鎌倉、日 35mmカラ
光ほか) ーポジ

(1) 伏見稲荷 l枚 99P6055 

(2) 南禅寺 2枚 99P6056 
~6057 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(3) 平安神宮 4枚 99P6058 
~6061 

(4) 知恩院 昭和35年11月5日 8枚 99P6062 
~6069 

(5) 名古屋熱田神宮 昭和35年11月6日 l枚 99P6070 

(6) 名護屋城 4枚 99P6071 
~6074 

(7) 身延山関係 14枚 内l枚人物「猪俣日秀先生J99P6075 
とあり ~6088 

(8) 十国峠 昭和35年11月9日 4枚 99P6089 
~6092 

(9) 箱根 3枚 99P6093 
~6095 

(10) 鎌倉 4枚 99P6096 
~6099 

(11) 江ノ島 6枚 99P6100 
~6105 

(12) 日光 13枚 99P6106 I 

1947 ポジファイル旅行スナッ 昭和35年頃 アルバム 28.8 x 26.0 l冊 ポジファイルC 108枚
プ(京都、西大谷、東京雷門 15mmカラ
他) ーポジ

(1) 伏見稲荷 27枚 99P6119 
~6145 

(2) 西大谷 10枚 99P6146 I 
~61551 

(3) 清水 l枚 99P6156 

(4) 祇園 l枚 99P6157 

(5) 噴水 9枚 99P6158 
~6166 

(6) 皇居(天皇参詣、皇居お堀ほ 16枚 99P6167 
か) ~6182 

(7) 仏像 7枚 99P6183 
~6189 

(8) 東京浅草雷門他 5枚 99P6190 
~6194 

(9) 花火 8枚 99P6195 
~6202 

(10) 石橋哲夫初節供の鯉のぼり 5枚 99P6203 
~6207 

(11) 人物 10枚 「ひき子、みち、よし、君 99P6208 
代さん、たか子さんJとあ ~6217 

り
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寄贈資料 1.石橋糠一郎資料(追加分)

喬号 名 称 時 ft 晶質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(12) 博多人形ほか 9枚 99P6218 
-6226 

1948 ポジファイル旅行スナッ 昭和36年 ボックス 各 l箱 ポジファイルD 133枚
プ(長崎・太宰府ほか) 35mmカラ 29.7x25.0 

ーポジ

(1) 祐徳院 10枚 99P6227 
-6236 

(2) 長崎旅行大(平浦和天記主念堂像ほ、グラ 20枚 99P6237 
パー邸、 州 -6256 

(3) 佐世保旅行(西海橋ほか) 12枚 99P6257 
-6268 

但) 福岡市西区長垂海岸・垂鴻 4枚 99P6269 
園 -6272 

(5) 山笠 l枚 99P6273 

(6) 太宰府他 38枚 99P6274 
-6311 

(7) 節分 20枚 99P6312 
-6331 

(8) 初正月 9枚 99P6332 
-6340 

(9) 男児初節供鎧飾り 4枚 99P6341 
-6344 

(10) 人物 15枚 99P6345 
-6359 

1949 ポジファイル京都旅行他 昭和36年-41年 ボックス 29.7X25.0 l箱 ポジファイルE 日本生命
35mmカラ ピル、大同生命ピル他
ーポジ 94枚

(1) 京都旅行(東寺、伏見) 昭和37年11月11 19枚 99P6360 
日 -6378 

(2) 京都旅行(西本願寺、伏見、 昭和36年10月21 16枚 99P6379 
時代祭) -22日 -6394 

(3) 福岡市中央区天神周辺(大 昭和41年6月6日 28枚 99P6395 
同生命ピJレ・日本生命ピ1レ -6422 
tまカ9

(心 今津湾(今津浜、松林) 4枚 99P6423 
-6426 

(5) 個人宅庭にて人物とパラの 2枚 99P6427 
花 -6428 

(6) 美保の松原富士山 l枚 MADE IN JAPANの印字あり 99P6429 

(7) 末永先生記念碑地鎮祭 昭和36年 4枚 99P6430 
-6433 

(8) 篠栗南蔵院 昭和37年8月 10枚 99P6434 
-6443 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時 1-1;; 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(9) 庭園 昭和36年8月 5枚 99P6444 
~6448 

1950 ポジファイル旅行スナッ 昭和時代 ボックス 29.7x25.0 l箱 ポジファイ lレF 和楽路会 99P6449 
プ(京都、東京他) 35mmカラ 旅行ほか 174枚 ~6622 

ーポジ

1951 ポジファイルr1964年第18 昭和39年 パインダー 各 一式 編集発行(株)SKスライド
回オリンピック東京大会j 4枚 35mm28.3X24.1 鮫島宗明編集兼発行 そ

カラーポジ れぞれ箱付 40枚

(l)Voll競技施設(国立競技 10枚 99P6623 
場・選手村・武道館その他) ~6632 

(2)VoI2.開会式 10枚 99P6633 
~6642 

(3)VoI3.競技 10枚 99P6643 
~6652 

(4)VoI4.開会式 10枚

1952 ポジファイ lレ「昭和39年7月 昭和39年7月 パインダー 28.3 X24.1 一式 40枚
12 日 ~13日山笠・施餓鬼棚 35mmカラ
落成他J ーポジ

(1) 施餓鬼棚落成式 昭和39年7月12日 28.3X24.1 6枚 ポジNo.1，2，4，6，8，9 内1. 99P6663 
にr39.7.12施餓鬼棚落成 ~6668 

式Jとあり

(2) 上新川端飾山櫛田入り 昭和39年7月12日 28.3x24.1 5枚 ポジNo.10，11，12，13，14 99P6669 
内10.に「上新川端飾山櫛 ~6673 

回入りJとあり

(3) 大黒流、中つ山の胡瓜界き 昭和39年7月13日 28.3 X24.1 2枚 ポジNo.15，16 内15.に 99P6674 
r39.7.13大黒流、中つ山の ~6675 
胡瓜がきJとあり

(4) 集団山見せ一番山台上り 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNO.17 f集団山見せ 99P6676 
一番山台上りJとあり

(5) 集団山見せ四番山台上り 昭和39年7月13日 28.3x24.1 2枚 ポジNo.18，19 「集団山見 99P6677 
せ四番山台上りJとあり ~6678 

(6) 集団山見せ六番山台上り 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNO.20 「集団山見せ 99P6679 
六番山台上りJとあり

(7) 集団山見せ二番山台上り 昭和39年7月13日 28.3 X24.1 l枚 ポジNO.21 「集団山見せ 99P6680 
二番山台上り jとあり

(8) 十五番山笠博多駅前 昭和39年7月13日 28.3x24.1 2枚 ポジNo.1，2 『十五番山笠 99P6681 
博多駅前Jとあり ~6682 

(8) 九番山笠南流(表) 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNO.3 f九番山笠南流 99P6683 
表Jとあり

(9) 九番山笠南流(見送り) 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNo.4 r九番山笠南流 99P6684 
見送りJとあり

(10) 十番山笠(表)唐人町 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNO.5 「十番山笠表唐 99P6685 
人町Jとあり

(11) 十番山笠(見送り)唐人町 昭和39年7月13日 28.3X24.1 l枚 ポジNO.6 f十番山笠見送 99P6686 
り唐人町」とあり
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(12) 十一番山笠(見送り)新天町 昭和39年7月13日 28.3 X24.1 l枚 ポジNO.7 「十二番山笠見 99P6687 
送り新天町Jとあり

(13) 十二番山笠(表)新天町 昭和39年7月13日 28.3X24.1 l枚 ポジNo.8 「十二番山笠表 99P6688 
新天町」とあり

(14) 六番山笠束中洲(表)千日前 昭和39年7月13日 28.3 x 24.1 l枚 ポジNo.9 「六番山笠表東 99P6689 
中洲千日前Jとあり

(15) 六番山笠中洲流(見送り)千 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNo.lO r六番山笠見送 99P6690 
日前 り中洲流れ千日前Jとあり

(16) 十三番山笠(表)川端町 昭和39年7月13日 28.3X24目l i枚 ポジNo.l1 f十三山笠表 99P6691 
川端町Jとあり

(17) 十三番山笠(見送り)川端町 昭和39年7月13日 28.3X24.1 2枚 ポジNo.12，13 「十三山笠 99P6692 
見送り川端町Jとあり -6693 

(18) 十一番山笠(見送り)寿通り 昭和39年7月13日 28.3X24.1 l枚 ポジNo.l4 「十一番山笠 99P6694 
見送り寿通りJとあり

(19) 十一番山笠(表)寿通り 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNO.15 「十一番山笠 99P6695 
表寿通りJとあり

(20) 十四番山笠(見送り)上新川 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNo.16 I十四番山笠 99P6696 
端町 見送り上新川端町jとあり

(21) 十四番山笠(表)上新川端町 昭和39年7月13日 28.3 x 24.1 l枚 ポジNO.17 「十四番山笠 99P6697 
表上新川端町Jとあり

(22) 櫛田神社内日立奉納山笠 昭和39年7月13日 28.3 X24.1 l枚 ポジNo.l8 「櫛田神社内 99P6698 
(表) 日立奉納山笠表Jとあり

(23) 櫛田神社内日立奉納山笠(見 昭和39年7月13日 28.3x24.1 l枚 ポジNo.19 「櫛田神社内 99P6699 
送り) 日立奉納山見送りjとあり

(24) 施餓鬼棚 昭和39年7月13日 28.3X24.l 2枚 ポジNo.21，22 「施餓鬼
棚Jとあり -6701 

(25) 母と乳児 28.3 X24.1 l枚 99P6702 

1953 ポジファイル(山笠扉風他) 昭和時代 パインダー 各 一式 21枚
2枚 35mm28.3 x 24.1 
カラーポジ

(1) 扉風 8枚 99P6703 
-3710 

(2) 壷その他 12枚 99P6711 
-6722 

(3) ミニカー l枚 99P6723 

1954 ポジファイル「黒田家・山 江戸時代 パインダー 各 一式 それぞれのポジに番号及
笠の絵」 2枚 35mm28.3x 24.1 び表題がついている 31 

カラーポジ 枚

(1) 安政元年一、聖徳金龍瑞 安政元年 l枚 99P6724 
麹屋番

(2) 安政元年二、清賞盛楼詠 安政元年 l枚 99P6725 
中小路町西川町

(3) 安政元年三、管絃謀政績 安政元年 l枚 99P6726 
芥屋町
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(4) 安政冗年四、西宮潜口謀 安政珂年 l枚 99P6727 
大乗路寺前町

(5) 安政元年五、豊浦宮上古 安政元年 1枚 99P6728 
浜口町上

(6) 安政元年六、東儲降誕因 安政元年 l枚 99P6729I 
市小路町下

(7) 安政二年一、鞍馬天狗 安政2年 l枚 99P6730 
古小路町

(8) 安政二年二、安宅臣義功 安政2年 l枚
万行寺前町

(9) 安政二年三、貌宮口操謀 安政2年 l枚 99P6732 
土居町下

(10) 安政二年四、良将登庸初 安政2年 l枚 99P6733 
宮内町

(11) 安政二年五、両雄奮撃誉 安政2年 l枚 99P6734 
萱堂町

(12) 安政二年六、錦嚢三計誉 安政2年 l枚 99P6735I 
須崎町中

(13) 文久元年一、宇治争雄勲 文久元年 l枚 99P6736I 
鰯町下

(14) 文久元年二、娯松山神箭 文久元年 l枚 99P6737I 
呉服町上

(15) 退潮務刈神異竹若番 文久元年ヵ l枚 99P6738 

(16) 文久元年 四、英雄降誕瑞 文久元年 l枚 99P6739 
魚町中

(17) 文久元年五、一矢覆般誉 文久元年 l枚
金屋小路町

(18) 文久元年六、神剣護国始 文久元年 l枚 99P6741 I 
片土居町

(19) 文久=年一、競捷飛将勇 文久3年 l枚 99P6742 
蔵本町

(20) 文久三年二、鐙碕黒披始 文久3年 l枚 99P6743 
魚町上

(21) 文久三年三、遥望征艦態 文久3年 l枚 99P6744 
綱場町

(22) 文久三年四、春雪再栄萌 文久3年 l枚 99P6745 
土居町下

(23) 文久=年五、稽妃和歌徳 文久3年 l枚 99P6746 
鰯町上

(24) 文久三年六、漢業興起導 文久3年 l枚 99P6747 
浜口町上

(25) 元治元年一、女箪調練捷 元治元年 l枚 99P6748 
中小路町西門町
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(26) 元治冗年二、行軍妙訣侍 冗治元年 l枚 99P6749 
竪町中同上蓮池町

(27) 元治元年三、難波津梅 元治元年 l枚 99P6750 
行町

(28) 元治元年四、豊公遣糠策 元治元年 2枚 99P6751 
古門戸町 -6752 

(29) 元治元年五、猿鳥 元治元年 l枚 99P6753 
東町上

(30) 元治元年六、三韓退治 元治元年 l枚 99P6754 
市小路町下

4 複写

①文書等の複写

番号 内 ，台*' 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1955 杉興長安堵状 永正12年9月17日 複写 21.0x29.6 l部 1-1340 99P6755 

1956 杉興運安堵状 天文4年9月13日 複写 21.0X29.6 l部 1-1337 99P6756 

1957 飯田輿秀書状 天文7年6月25日 複写 21.0x29.5 l部 1 -1331 99P6757 

1958 弘中隆兼小早川興景連 天文7年6月24日 複写 21.0x29.6 l部 1-1332 99P6758 
署奉書

1959 後奈良天皇大府宣 天文7年6月24日 複写 21.0X29.6 l部 1-1333 99P6759 

1960 飯田興秀書状 天文7年8月13日 複写 21.0x29.6 l部 1-1338 99P6760 

1961 飯田輿秀書状 天文7年6月25日 複写 21.0X29.6 l部 1-1339 99P6761 

1962 諸軍勢止宿禁止、制状 近世 複写 21.0x29.6 l部 l・1334 99P6762 

1963 安国寺恵理書状 近世 複写 21.0X29.6 l枚 1-1335 99P6763 

1964 三浦房兼書状 近世 複写 21.0X29.6 l部 1-1336 99P6764 

1965 御土御門天皇御論旨 近世 複写 21.0X29.6 l枚 1 -1341 99P6765 

1966 墨蹟三行詩「播山過冬J 近世 複写 29.5X 10.4 l枚 ※ネガありNo.1845r頼山陽 99P6766 
書j 1-322 

1967 書状一茶器についての問い 近世 複写 21.0X29.5 l枚 ※ネガあり恥1857r末永所有 99P6767 
あわせ 茶人の掛軸外J 1-325 

1968 書簡一毛利兵衛より新免弾 近世 6月16日 複写 14.8x39目6 l枚 「惟ニ入念到来悦思含候通 99P6768 
正守宛 毛利兵衛可申候也六月十

六日(印) 新免弾正助との
へj 1 -181 

1969 松平信網書状 近世 9月6日 複写 21.0X29.5 l枚 進物の礼状 ※ネガありNo. 99P6769 
1857 「末永所有茶人の掛軸
外J 1-326 

1970 書状一八幡宮御越につき 近世 11月6日 複写 21.0x29.5 1枚 ※ネガありNo.1857r末永所有 99P6770 
茶人の掛軸外」 1-327 

1971 感状文「関ケ原の戦いの功J 慶長5年9月19日 複写 21.0x29.5 l枚 1-328 99P6771 
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番号| 内
，耳、ア
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99P6772 19721 f節目神社の由来 寛文12年壬子正|複写 121.Ox14.81一式 110枚 H・1354
月

19731筑前博多中島浜新地にて輿|慶応3年10月
業の大相撲番付

19741色紙に書かれた和歌六首|近代

19751河原田平助宛書状 近代

19761河原田平助宛書状 近代

19771河原田平助宛書状 近代

19781河原田平助宛書状 近代

19791復古堂老主人宛書状 近代

19801河原田夫人宛書状 近代

19811河原田平助宛書状 近代

19821河原田平助宛書状 近代

19831神崎憲一宛書状 近代

19841人形細工筑後福島町 近代

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写

41.6X29.51 1枚 Ir慶応三年十月筑前博多中島 199P6773 
浜新地ニテ興業の大相撲生
固に御国とあるのは筑前の
ことJ 11・1361

20.8 x 29.5 1 1枚|※ネガありNo.I857r末永所有 199附 4
茶人の掛軸外J 1 -323 

山川|一式 12枚※ネガありNo・19吋 199附 5
詰先生依頼の手紙複写J
1・329

山川一式 110枚※ネガあり恥l卿橋199P6776 
詰先生依頼の手紙複写J
l・330

山川一式 15枚※ネガありNo.I903r橋 199附 7
詰先生依頼、の手紙複写J
1-332 

山川|一式 14枚※ネガありNo.I卿橋 I99P6778 
詰先生依頼の手紙複写J
1-333 

29.5x21.0 1 1枚|※ネガありNo.I903r橋詰先生 I99P6779 
依頼の手紙複写・334

山川一式 12枚※ネガあり恥1卿橋 I99P6780 
詰先生依頼の手紙複写J
1-335 

山川|一式 12枚※ネガあり削
詰先生依頼の手紙複写」
l・336

山川| 一式 16枚 ※ネガ肋加あ制り州州州川N恥刷削α叫川l叩9吋 |凶9卯側9伊例附P問附6肝7
詰先生依頼の手紙複写j

1-337 

山川|一式 15枚※ネガありNo.I卿橋 199附 3
詰先生依頼の手紙複写j

1 -331 

20.8 x 29.4 1 1枚 I r筑後福島町八幡宮燈篭人形 |同附仰帆附9ω卿附附9即鵬附P問附6訂7
寛政五年頃五十年前西矢原
町の屋台図Jとあり 11-1356 

19851日本地昔、略第三 明治7年8月改正|複写ステ 120.9xI4.711部|西海道十一国筑前国 99P6785 
プラー綴 1 1・277

19861地券:筑前国那珂郡下小山|明治10年8月l日 |ー紙複写 114.8x20.811枚 11・457
町白水茂兵

99P6786 

19871出京願/受書/出京証明 |明治18年7月23日|複写

19881福岡県内豪家一覧表 明治20年10月出 |複写
版

19891福岡県一円明治三十三年度|明治33年
所得金高等級表と富豪家の

複写

名前
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20.7xI4.811部 11-280 99P6787 

70.2x55.711枚|長者番付筑前国15郡・筑 199P6788 
後国10郡・豊前国6郡の1274
名を記載 1-287 

26.0x即|一式|福岡市内富豪家名を等級別|同9ω附9即鵬P問6肝7
.町名別に記載 4枚
11-1317 
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1990 珍奇集 it 大正10年5月 複写 21.0x29.5 l組 歴史資料珍奇集 25枚 ※ 99P6790 
ネガありNo.1887 1-254 

1991 『御料理やま利」領収書ー西 大正15年7月11日 一紙複写 14.7x20.8 l枚 山笠関係の宴会博多中対 99P6791 
町流宛 馬小路町「やま利J会席51人

前 1-823 

1992 表f櫛田宮絵巻j祭杷・歴史 昭和時代 複写 21.0x54.5 2枚 (上部)祭杷 (下部)歴史 99P6792 
1-96 -6793 

1993 碧巌録解釈谷口雅春 昭和時代 複写 21.0x21.4 一式 第一回第一則聖諦第一義 99P6794 
(1) 6枚 l・276

(2) 碧巌録解釈谷口雅春 昭和時代 複写 21.0X21.4 一式 第二回第二則趨州至道無難 99P6795 
6枚 1-276 

1994 博多の歴史に関すること 昭和時代 複写 14.7X20.9 一式 182枚 1-385 99P6796 

1995 末島恒喜の手紙 昭和時代 複写 14.7x20.8 l枚 11-1338 99P6797 

1996 東海道五十三次の歌 昭和時代 複写切貼 15.3x20.4 一式 4枚 11-1337 99P6798 
り

1997 旧制高校寮歌 昭和時代 複写 24.6x36.4 l部 歌題名「ああ玉林に花うけて 99P6799 
-春鯛漫の花の色・天は東
北山紫に水清き・紅もゆる
正の花・琵琶湖周航の歌・
武夫原頭に草萌えて・新潮
走る紅の・白菊の歌・人を
恋うる歌・北の都に秋たけ
て・南下軍の歌・北辰斜め
に伊吹おろし・都ぞ弥生・
旅順高等学校寮歌・旅順工
科大学予科J

1998 こんくわL、(狐会) 昭和時代 複写 14.6x20.8 一式 2枚 11・1351 99P6800 

1999 赤ゲット五段がえし(流行は 昭和時代 複写 14.7x20.8 一式 3枚 11-1352 99P6801 
やりもの)歌詞

2000 俗謡歌詞(部分) 昭和時代 複写 14.7x20.8 l枚 11-1353 99P6802 

2001 レコードの歌詞カード 昭和時代 複写 14.7x21.0 一式 上方唄ーさのや・十二月・三 99P6803 
社・鳥追/地唄ー黒髪・東山
/端唄一げこすべらし/有T
ち一花づくし/その他都お
どり百年を記念して作られた
レコードより 7枚 ※ネガ
ありNo.l840 1-279 

2002 歌調ー十二月ほか 昭和時代 複写 14.7x20.9 一式 十二月・万歳・しょがいな 99P6804 
-大津絵 ※ネガありNo.
1840 4枚 1-955 

2003 博多の四季三下り(歌詞楽 昭和時代 複写 29.6x20.8 l枚 懐メロ唱歌 11-1347 99P6805 
譜)

2004 寮歌他 昭和時代 複写 25.6x36.3 一式 大楠公・水師営の会見・委を 99P6806 
めとらば・元冠・建設の歌・
都々逸・どどいつ・ぎちょん
ちょん・満州行進曲・勇敢な
る水兵・婦人従軍歌・波澗懐
古 3枚目・1348
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番号 内 容 時 代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備晶番号

2005 櫛田祇園及び山笠に関する 昭和時代 複写 縦10.1~ 16.3 一式 櫛田祇園行事に関係の参考文 99P6807 
参考文献と取り決め表 横20.9~2 1.4 献神土産祇園宮汐井取・

手一本・解体(参考文醐山
笠に関する行事、取り決め
奉納山笠組織階様・山笠製
作・行事日程産子博多津中
5枚 l・1067

2006 古文書に見る松ばやし 昭和時代 複写 36.3x25.7 l枚 「博多を語る会J資料 1-294 99P6808 

2007 宮崎宮玉取祭 昭和時代 複写 14.8x26.5 l枚 1-274 99P6809 

2008 文書等の解説 昭和時代 複写 21.0X29.5 3枚 l、幕府時代の奉公人受謹 99P6810 
寺請謹文一札他 2、横川省 ~6812 
三最後の書簡他 3、横川勘
平の書簡他 l・257

2009 各町総代宅にて祝意を表す 昭和12年7月11日 複写 20.8x29.5 l枚 「一、十一日他流界壱番山 99P6813 
ことについての急告 笠中市小路熊谷吉次郎殿

三番山笠横町速藤治助殿
六番山笠上東町中村材木庖
殿一、十三日他流鼻四
番山笠釜屋町鍛冶菓子盾殿
五番山笠川口町内田良平
殿/各町総代宅に山笠を向
けて祝意を表すことを告げ
た文書 1-288 

2010 追山笠出発時開発表 昭和12年7月 複写 20.8x29.5 l枚 「一番山笠(中市小路)、二番 99P6814 
山笠(下対馬小路大下)、四番
山笠(釜屋町)、五番山笠(川
口町)、六番山笠(上東町)
右」 15日櫛田神社出発
1-293 

2011 二番山笠界回り順路 昭和12年7月 複写 14.7X45.5 一式 大黒流各町を5組に分け、 1299P6815 
日の追山ならしと 15日の追
山の台上りを定め、詳しい
順路を成文化したもの 2枚
1-290 

2012 山笠決算報告書(十二月現 昭和14年12月 複写 14.2 x36.5 l枚 収入之部・支出之部 99P6816 
在) 1-291 

2013 博多那能津会 昭和27年6月4日 複写 20.8x 14.7 l枚 11-1332 99P6817 

2014 和楽路会のこと THE 昭和27年10月8日 複写 14.8x21.0 l枚 11-239 99P6818 
KYUSHU KAGYO SH別BUN

2015 博多山笠年表 昭和29年以降 複写 20.4X 15.2 l枚 寛元元年より昭和29年まで 99P6819 
の山笠に関する年表
11-549 

2016 博多ことば 昭和45年5月 複写 21 x 14.8 一式 原資料:114買を132枚に複 99P6820 
写 1-390 

2017 和楽路会の決算報告書 昭和41年 複写 25.2x 18.0 一式 決算報告書と決算報告書に 99P6821 
関する書簡 2枚 H・226

2018 神紋 不詳 複写 12.0x 16.5 l枚 櫛田宮(右側) 祇園宮(左側) 99P6822 
の神紋 11-666 

2019 山笠当番表 近世 複写 21.0x 14.8 一式 2枚 11-1434 99P6823 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 a官" 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2020 神拝詞ほか 近代 複写ー紙 20.8x7.3 一式 八折2枚 ①『大級詞』②『融 99P6824 
八折 詞Jr略放詞H神社拝詞H神

棚拝調H祖霊拝調H略拝詞」
1-267 

2021 小堀氏略系 近世 複写 21.0x 14.8 一式 小堀氏略系野見宿称後口 99P6825 
京都四保之住木偶師小堀善
左衛門正直 9枚 11-1355 

2022 櫛田宮太神宮祇園宮年表原 昭和 複写に白黒 16.5~8.2 一式 5枚 1-1068 99P6826 
稿 写真貼付 x21.5 

2023 筑前国那珂県山田巴伏見四 近代 複写巻子 14.7x20.9 l綴 1-825 99P6827 
座大明神宮御縁起上巻・下 装

巻

②複写本

番号 内 容 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2024 後の世のこと 寛永17年3月 複写書冊 21.2X 15.0 l冊 奥書『武州東海寺沢庵口宗蕗 99P6828 
装紐綴 寛永十七年=月中旬日 肥

州之大守忠利公J 1-118 

2025 万延元年黒田藩分限帳 万延元年 複写書冊 16.6X 12.0 l冊 「慶長五年関ケ原に家康よ 99P6829 
装紐綴 り黒田氏に渡した感状高延

年黒田藩分限帳 内田小六
丸氏の好意で写すJとあり
※ネガありNo.1873 88枚
1-119 

2026 分限帳大組馬廻壱之壱/中 安政4年 複写製本 16.2x21.5 l冊 安政4年丁己閏八月写之/安 99P6830 
家分限帳無足城代家業二 政五年戊午三月写之約120

頁 1-120 

2027 寓覚帳 寛政3年1月 複写書冊 大 3冊 解説(博多を語る会) r万覚帳 99P6831 
装紐綴 17.1 X21.0 正月吉聖日改J寛政3年1月 -6833 

中 “博多を語る会"の印版あり
15.2X21.0 一志摩郡今津村の|郎、造り酒

屋であり浦庄屋でもあった間
I1.7X 15.2 (狭間)家九代の当主間宗寛

が亡父清寛の行実を基本とし
て書遺した自家用歳事記或い
は過去帳/r筑前今津の浦大
庄屋J(披粋) 1・136

2028 祇園山笠・松嘱子筑前国博 天保年間 複写書冊 15.0x21.4 1冊 原本下津徹氏所蔵 18枚 99P6834I 
多津行町宝永録 装紐綴 1-131 

2029 比売嶋日記全 文久元年 複写書冊 21.2x 15.1 l冊 野村望東尼作 47枚 99P6835 
装紐綴 11-1319 

2030 旧稀集全 近世 複写書冊 15.0x21.0 l冊 ※カラー紙焼ありNo.1741 99P6836 
装紐綴 ※ネガありNo.1888 H・1320

2031 山笠寄銭井家賃控帳 嘉永7年 複写書冊 21.0X 15.0 l冊 原資料形状小横帳ヵ 全17 99P6837 
装紐綴 頁 11-1322 

2032 享保19年土居流片土居町記 事保19年 複写書冊 21.0X 15.0 l冊 原資料形状書冊 55枚 99P6838 
録 装紐綴 11-1326 

2033 「松嚇子之事H山笠之事Jほ 近代 複写書冊 15.1 X21.2 l冊 77頁 l・262 99P6839 
カヨ 装紐綴
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番号 内 H官』 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2034 言葉謹覚草 近代 複写書冊 21.1X15.1 l冊 168頁 11-1328 99P6840 
装紐綴

2035 宗湛日記全 近世初期 複写書冊 21.0x29.5 l冊 末永文庫の複写 194枚 99P6841 
装紐綴 1-105 

2036 福岡市案内記 近代 複写書冊 15.4X21.2 l冊 福岡の名勝写真を巻頭に、 99P6842 
装紐綴 市内各商盾の盾頭写真・広

告等、住所・電話番号・振
替口座等を記載 10頁・ 152
頁 1-139 

2037 (イロハ名簿)第三集 明治時代 複写書冊 21.4X 14.4 l冊 松浦俊道とメモあり 16枚 99P6843 
装紐綴 11-1324 

2038 筑紫名所豪商案内記 明治18年6月30日 複写書冊 15.2x20.7 3冊 128枚 ※ネガありNo.1875 99P6844 
出版 装紐綴 1-100 -6846 

2039 筑前旧史略上 明治20年l月 複写書冊 15.2x21.4 l冊 「長野誠閲末永茂世編輯 99P6847 
(1) 装紐綴 橋長水口口蔵版J 69枚

115(2)と一括※ネガありNo.
1874 1-260 

(2) 筑前旧史略下 明治20年5月 複写書冊 15.2x21.4 l冊 87枚 ※ネガありNo.1874 99P6848 
装紐綴 1-260 

2040 九州鉄道旅客便覧完 明治26年8月29日 複写書冊 21.2X 15.0 l冊 計141枚 138枚と3枚の地図 99P6849 
装紐綴 でl冊 メ モl枚入り 1-264

2041 国通禅師遺墨 明治27年2月20日 複写表 21.4X 15.0 l冊 41枚 1-387 99P6850 
紙・紐綴

2042 川上音二郎貞奴漫遊記全 明治34年4月25日 複写書冊 21.3x 15.1 l冊 『博多対馬小路二七 川上 99P6851 
装紐繍 豊新有J 87夏 1-123 

2043 戦時連名簿 明治37年5月20日 複写書冊 21.1 x 15.1 l冊 16枚 11-1325 99P6852 
装紐綴

2044 「筑前名家人物志j上編 明治40年口月28 複写書冊 15.2x21.0 l冊 55頁 ※ネガあり恥1876 99P6853 
(1) 日発行 装紐綴 1-121 

(2) 「筑前名家人物志J下編 明治40年 複写書冊 15.2x21.0 l冊 60頁 ※ネガありNo.1876 99P6854 
装紐綴 1-122 

2045 福岡市案内 明治43年3月11日 複写書冊 15.3x21.0 l冊 106頁 1-124 99P6855 
装組綴

2046 博多物語附博多情史(未定 大正9年4月30日 複写書冊 20.8x 14.7 l冊 244頁 1-479 99P6856 
稿) 発行 装紐綴

2047 面巻 大正11年 複写書冊 15.2x21.2 l冊 博多一流滑稽新謎々面ふ会 99P6857 
装紐綴 第14回集句の内より抜粋

40頁 1-104 

2048 無遊帳 大正14年6月 複写書冊 15.0X21.0 l冊 「利久n至善」の名が見える 99P6858 
装組綴 「大正十四年六月なかば荘

泉萱画(印)祝部至善J
40頁 1-102 

2049 仙産和尚年譜 昭和時代 複写書冊 15.3x21.4 1冊 16枚 1-106 99P6859 
装紐綴

2050 箱崎釜破放拾遺 昭和時代 複写書冊 21.2X15.0 l冊 77枚 1-126 99P6860 
装紐綴
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番号 内 容 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2051 雑誌f太陽」掲載“博多今 昭和時代 複写書冊 21.5XI5.2 l冊 9枚 1-129 99P6861 
普" 装紐綴

2052 松嘱子稚児記録 昭和時代 複写書冊 21.3 x 15.1 l冊 105枚 l・130 99P6862 
装紐綴

2053 博多の歴史と行事について 昭和時代 複写書冊 30.0X21.2 l部 1-286 99P6863 
装ステプ
ラー綴

2054 陀羅尼品第二十六 昭和時代 複写書冊 21.3X 15.2 l冊 経典解説 98枚 1 -115 99P6864 
装紐綴

2055 博多二O加経歴並各組人名 明治初年~昭和 複写書冊 21.2x 15.0 l冊 137頁 1-116 99P6865 
簿 13年 装紐綴

2056 謎々廼壱 昭和初期 複写書冊 15.0x21.3 l冊 筑前風流新謎々集 29枚 99P6866 
装紐綴 1-142 

2057 仙厘和尚の展示目録 昭和時代(6月23 複写書冊 30.0x21.3 l冊 38枚 1-107 99P6867 
日) 装紐綴

2058 石の包丁 昭和2年3月 複写書冊 15.6X21.2 l冊 昭和2年3月下院平田馬楽 99P6868 
装紐綴 居士が博多新謎々題「石の包

丁jに寄せて百有余集の内三
十五章抜粋 f利久H煙龍」
40頁 1-103 

2059 田夫書伯作品領布会 昭和4年 複写書冊 21.1 x 15.0 l冊 19頁 ※ネガありNo.1866. 99P6869 
装紐綴 1867 1-388 

2060 数聖之真理 昭和9年6月9日発 複写書冊 21.1 x 15.0 l冊 49頁 l・259 99P6870 
行 装紐綴

2061 福岡市縦横詳地図 昭和9年12月11日 複写書冊 28.0X20.4 l冊 福岡市縦横詳地図区別表25 99P6871 
第6版発行 装 面 1-92 

2062 『福岡史考J福岡市教育会編 昭和11年4月3日 複写書冊 20.8x 14.6 2冊 ※ネガありNo.1885 1冊は未 99P6872 
装紐綴 21.1 x 14.2 製本で330枚 1-389 -6873 

2063 南無明興大法師施病御湯気 昭和12年11月 複写書冊 21.5X 15.0 2間 I昭和十二年十一月写之原徳 99P6874 
帳 装紐綴 平H竹若町原ゆき蔵書Jl68 -6875 

枚.182頁 1-127 

2064 博多謎々国際港之巻 昭和15年 複写書冊 15.2x21.2 l冊 40頁 1-143 99P6876 
装組綴

2065 疑字篇神字日文伝付録 近代 複写書冊 21.2x29.6 l冊 昭和22年10月7日東京にて末 99P6877 
装紐綴 永節氏購入 25枚 ※ネガ

ありNo.1889(l) 11-1329 

2066 『神字日文伝J上 近代 複写書冊 21.5x29.8 l冊 48頁 昭 和22年10月7日東京 99P6878 
(1) 装紐綴 にて末永節氏購入 ※ネガ

ありNo.I889(2) 11-1330 

(2) 「神字日文伝J下 近代 複写書冊 21.2X29.8 l冊 38頁昭和22年10月7日東京 99P6879 
装紐綴 にて末永節氏購入 ※ネガ

ありNo.I889(3) 11-1331 

2067 福岡のあゆみ 昭和34年11月3日 複写書冊 21.4x 15.0 l冊 福岡市制70周年博多港開港 99P6880 
発行 装紐綴 60周年記念写真集一福岡市

長奥村茂敏 58枚 l・128

2068 『墨美JNo.110一特集細川護 昭和36年8月l日 複写書冊 29.8X21.3 l冊 ※恥2182の複写本 88枚 99P6881 
立氏蔵仙産 発行 装紐綴 1-108 
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番号 内
，去歩

合 時

昭和43年

代 |品質・形状| 法量|員数 備 考 備品番号

20691尊号と年号の呼び方 複写 書冊 121.3X15.0 1 1冊|日本放送協会総合放送文化 199P6882 
装 研究所編博多を語る会

H・1367

20701 rなつかしの鉄道唱歌J付録|昭和44年10月161複写 折本 121.0X15.011冊
講談社復刻「地理教育鉄道|日復刻 |装
唱歌第一集J

20711見聞午時之手枕巻二三 近代

明治33年5月10日発行「地理教 199P6883 
育鉄道唱歌第 l集J新橋~神
戸までを66番に作詞音楽師
範学校講師上真行、大阪師範
学校教諭多梅稚、作詞大和田
建樹、印刷者野村宗十郎 33 
頁|・180

複写書冊115.0X21.311冊|挿絵4枚①「七隈」②「雨岡山 199P6884 
装紐綴 之図Jf不動が瀧従雷山下

之道J③「鬼が鼻絶壁之図J
(佐賀県多久市)④加也山・大
戸等の名が見える 表紙は
「見聞午時之手枕三、四J
73枚 l・113

明和2年 16.5X 11.91一式|書冊の複写 35枚 ※ネガ 199P6885 
ありNO.1891 ト1327

複写書冊 121.5X15.511冊|昭和3年12月8日午前3時メ 199P6886 
装欠 頁 あ モ 書 き4枚、挿絵欠番を記す
り 1529頁 ※ネガありNo.1878

1-179 

20721 r石城志J 上中下 複写

20731明治流行歌史 昭和時代

20751大神拝承遺言一
(1) 

近代

複写 書冊 114.8X10.41 1冊|未刊行の東海道関係の刊行物 199P6887 
装紐綴 13点記載 「東海道仲仙道恋

の道中大津給ぶしn東海道五
十三次 しんぐぶしn冥途の
旅、穴の都路J 別摺「諸国遊
所見立直段附J解説林美一
22頁 H・435

複写書冊 115.0X21.211冊 1r大神拝承遺書小畑上人並源 199P6888 
装組綴 壱冊目 J ※(l) ~(23) までネガ

ありNo.l877 50頁 1-144 

複写書冊 115.0X21.211冊 1r大神拝承遺書小畑上人並源 199P6889 
装紐綴 弐冊目J 16頁 1-145 

複写書冊 115.0X21.211冊 1r大神拝承遺書小畑上人並源 199P6890 
装紐綴 参冊目J 16頁 1-146 

複写書冊 115.0X21.211冊 1r大神拝承遺書小畑上人並源 199P6891 
装紐綴 四冊目J 49頁 |ー147

複写書冊 115.0X21.211冊 1r大神拝承遺書小畑上人並源 199P6892 
装紐綴 五冊目J 44頁 1-148 

20741瓦版・東海道五十三次 不詳

(2) 1大神拝承遺言二 近代

(3) 1大神拝承遺言三 近代

(4) 1大神拝承遺言四 近代

(5) 1大神拝承遺言五 近代

(6) 1大神拝承遺言六 近代 頁

頁

頁

訪

日

印

枚

F
h
u
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(7)1大神拝承遺言八 近代 99P6894 

(8) 1大神拝承遺書九 近代 99P6895 

(9) 1大神拝承遺言十 近代 99P6896 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，官宮内， 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(10) 大神拝承遺言十一 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r11号j 37枚 99P6897 
あり 1-153 

(11) 大神拝承遺言十二 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r12号j 48枚 99P6898 
あり |・154

(12) 大神拝承遺言十三 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r13号J 32枚 99P6899 
あり 1-155 

(13) 大神拝承遺言十四 近代 複写帯封 15.0x21.2 l組 帯封に r14号J 40枚 99P6900 
あり 1-156 

(14) 大神拝承遺言十五 近代 複写帯封 15.0x21.2 l組 帯封に r15号J 44枚 99P6901 
あり 1-157 

(15) 大神拝承遺言十六 近代 複写帯封 15.0x21.2 l組 帯封に r16号j 38枚 99P6902 
あり 1-158 

(16) 大神拝承遺言十七 近代 複写帯封 15.0x21.2 l組 帯封に r17号j 47枚 99P6903 
あり 1-159 

(17) 大神拝承遺言十八号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r18号J 63枚 99P6904 
あり 1-160 

(18) 大神拝承遺言十九号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r19号j 70枚 99P6905 
あり 1 -161 

(19) 大神拝承遺言二十号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r20号J 6枚 1-162 99P6906 
あり

(20) 大神拝承遺言二十一号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r21号j 23枚 99P6907 
あり 1-163 

(21) 大神拝承遺言二十二号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r22号J 13枚 99P6908 
あり 1-164 

(22) 大神拝承遺言二十三号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r23号J 63枚 99P6909 
あり 1-165 

(23) 大神拝承遺言二十四号 近代 複写帯封 15.0X21.2 l組 帯封に r24号j 62枚 99P6910 
あり |・166

(24) 大神拝承遺言大四 近代 複写 15.0X21.2 UIl 20枚 ※ネガありNo.日77の 99P6911 
小畑上人5，6 1 -171 

③地図・絵図の複写

番号 内
，官Z弓， 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2076 中島町北裏側図 近代 複写一部 縦29.6~4 1. 9 一式 天保5年のお仕組み(白水要 99P6912 
色鉛筆着色 横20.9~9.6 貞の時代)の頃の北の新地(後

世の浜新地)を基本にした明
治期の中島町北裏側図(r橋
詰誌jによる) 9枚 1-85 

2077 博多国 近代 複写一部 大 一式 櫛田氏子・宮崎氏子境界線入 99P6913 
サインペン 41.0x29.5 り 黒田藩初期=明治複写
-色鉛筆着 線魚向屋(移動)街 2枚
色 29.6x20.9 1-87 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 仔.. 竺， 時 代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

2078 福岡城内図 近代 複写 21.0x29.5 l枚 福岡黒田筑則ノ守長政御城 99P6914 
内御高五拾二万二千五石天
文二年上ノ橋御門建替寛保
二年四月扇坂門建替明和五
年下橋御門建替 同六年花見
櫓建替安永六年四月扉風櫓
建替寛政七年花見櫓御建替
同十一年四月潮見繕御建替
天保二年御本丸三階櫓鉄物櫓
も十一月同仕直し 1 -91 

2079 福岡城周辺図 明治42年11月6日 複写 21.0x29.7 一式 福岡城概要説明及周辺図櫓 99P6915 
名-防備等記す天守閣の意
義・天守十徳一l城内を見る、
2城外をも見る、 3途方も見る、
4城内の武者配り自由、 5城内
の気を見る、 6守り防御、下
知自由、 7寄せ手の左石を見
る、 8飛び物掛り自由、 9非常
当面の改変化、 10城の飾り同
時に最上の指令塔 6枚
1-90 

2080 福岡市全国博多一明治24年 明治14年10月15 複写 29.5 x 21.5 一式 ※ネガありNo.l908 5枚 99P6916 
発行の福岡市全図から 日出版 1-89 

2081 博多全図、明治十五年 明治15年 複写 20.8 x 29.5 l枚 1-1330 99P6917 

2082 福岡県庁を中心とする福岡 昭和時代 複写 各14.6x20.8一式 巻子の複写 「明治三十七八
市の一部 年頃(至善時年二十三四才)

三十七年二月六日日露戦争赤
紙召集二月二十八日仁川上
陸歴戦三十八年十二日凱施
福岡県庁を中心トセル福岡市
ノ一部祝部至善記憧絵 8
枚

(1) 陳列場・公会堂・水上公園 l枚 11-1339 99P6918 

(2) 上の橋 l枚 11-1340 99P6919 

(3) 岩田屋天神 l枚 11-1341 99P6920 

(4) 月見小路昭和十年頃 l枚 11-1342 99P6921 

(5) 男子寮・図書館 l枚 11-1343 99P6922 

(6) 知事官舎・公会堂 l枚 11-1344 99P6923 

(7) 簡保局・大濠公園 l枚 11-1345 99P6924 

(8) 水上公園・西大橋・ブラジ l枚 11-1346 99P6925 
レイロ

2083 最新実測福岡市街大地図 明治44年11月20 複写 40.5X57.4 l枚 1/9500縮尺久留米市街・門 99P6926 
日発行 司市街・福岡県管内里程図

1/540000 (比例尺) 1-88 

2084 三十三年前の天神町一想い 昭和6年12月発行 複写 27.0X41.0 l枚 昭和6年9月調査昭和6年5月 99P6927 
出の天神町 中旬調査 「本図は昭和六年

十二月本書第一版発行当時の
天神町界隈。昭和二十年六月
十九日の爆撃に依り全区域は
焼失。本書第一版より抜粋j

とあり 1-93 
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，合Z示p

2085 三十四年前の博多商庖街一
想い出の博多の街

2086 福岡大空襲前の博多中心街
図ー「二十五年前の博多中
d心街J

2087 博多築港記念博覧会場建物
配置図

2088 特殊潜航艇の図面

2089 束中洲一住宅図

2090 熊本城

2091 福岡城配置図

2092 名島城祉略図

2093 明治23年県立福岡病院時代
の中島町・岡新地(東中洲)
の地図(奥村次八郎作
図)p598/昭和53年現在の中
洲の地図 p599

④絵画の複写

内 '*' 仔

時 代

昭和6年12月発行

昭和6年12月

昭和11年3月

昭和12年4月20日

昭和38年10月 5~
7日調査

昭和41年8月

昭和41年8月

昭和41年8月

明治23年・昭和

53年

時

近世

代

品質・形状

複写

複写

複写

複写

複写

複写

複写赤・
緑サインペ
ン書

複写

複写

-174-

法量 員数

27.5X41.2 l枚

20.8 x 29.5 l枚

20.9x29.6 l枚

14.6X20.8 I枚

27.5X41.1 l枚

21.0x 14.7 l枚

56.7X78.0 l枚

21.0X 14.7 l枚

21目ox 29.5 l枚

備 考

昭和6年9月20~25日調査見取
図 「この地図は昭和六年十
二月本書第一版発行の当時の
博多中心街の盛況でした。そ
の後、昭和二十年六月十九日
夜、十一時頃より二十日午前
二、=時まで米機の爆撃に依
り焼失しました。本書第一版
より抜粋(著者踏査)Jとあり

1-94 

一部解説あり「本図は昭和六
年十二月本書第一版発行当時
の博多中心部の現状でした。
その後二十年六月十九日夜半
より二十日の午前にかけて爆
撃され、本図面全域は爆失し

ました。 Jとあり 1-282 

青焼図面の縮小複写 1/1500 
1-283 

「要目排水量46トン速力
水中19ノット 全長23.9メー
トル航続力6ノット80マイ
lレ 19ノット16マイル全殻
直径1.85メートル兵装魚雷
発射管2門魚雷2本電動機馬
力600馬力乗客2名J
11-233 

縮尺lβ000 束中洲二F
l圃 95

未定稿熊本城一熊本城の
(本丸・数寄屋丸・飯田丸・
栄獄ノ丸・竹ノ丸)(大天守・

宇土櫓) 1-86 

「福岡城一(参考図)箪学者香西
家蔵城之図・延宝八年黒田光

之ヨリ幕府へ提出図・金子堅
太郎著黒田序水伝付図・福岡
県史資料第十輯付図福岡城図
(参考著書)吉川重春日本城郭
考他(参考)熊本城j 1-86 

名島城枇略図一名島城I本丸J
f二ノ丸Jf三ノ丸Jf天守Jr腰
曲輸Jf曲輸弁天社j 1-86 

「九州大学医学部前史J598~ 
899頁の複写 ※紙焼ありNo.
1804 1-858 

備 考

掛軸 「昨夜野口門外竹之花
不口口貧家 1-313

備品番号

99P6928 

99P6929 

99P6930 

99P6931 

99P6932 

99P6933 

99P6934 

99P6935 

99P6936 



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台*' 時 代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

2095 「孝徳、感天J/鉄・釜図 近世 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 1-314 99P6938 

2096 鍬を持った人物図・画賛 近世 複写 29.5 x 20.8 l枚 「六日大師八とこの人天草 99P6939 
の人J 仙厘爾 1-315 

2097 七福神図・画賛 近世 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 「七福を口福にして大 99P6940 
福茶J仙産画 1-316 

2098 浅草歳の市俳優往来ノ図 江戸時代 複写 21.9x29.5 l枚 版画の複写 1-285 99P6941 

2099 墨蹟「風吹枯木晴元雨J 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 ※ネガありNo.l857r末 99P6942 
永所有茶人の掛軸外J 1-320 

2100 墨蹟「牧童寒箇筒牛吹J 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 ※ネガありNo.l85H末 99P6943 
永所有茶人の掛軸外J 1-321 

2101 福禄寿図 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 1-296 99P6944 

2102 大黒図 近代 複写 29.5x20.8 l枚 掛軸 1-297 99P6945 

2103 白衣観音像図 近代 複写 29.5 x20.8 l枚 掛軸右向図 「田夫敬写J 99P6946 
(1) 1-298 

(2) 白衣観音像図 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸左向図 「田夫敬写J 99P6947 
1 -299 

2104 唐子園 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 1-300 99P6948 

2105 山水図 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 1-301 99P6949 

2106 達磨図 近代 複写 29.5x20.8 l枚 掛軸 1-302 99P6950 

2107 「楓橋夜泊図J.画賛 近代 複写 20.8 x 29.5 l枚 掛軸漢詩「楓橋夜泊J/r比 99P6951 
図蘇舟楓橋 田夫J 1・303

2108 中国人物図 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 1-305 99P6952 

2109 山水図・画賛 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 「江月思松風吹口口口 99P6953 
口j 1-306 

2110 大黒図 近代 複写 29.5x20.8 l枚 掛軸 1-307 99P6954 

2111 中国人物図 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸宅野田夫爾 ※紙焼 99P6955 
ありNo.l759 1 -311 

2112 大黒図 近代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 1-317 99P6956 

2113 富田渓山風神図・画賛 近代 複写 20.8X 14.7 l枚 掛軸 「天降甘露地出口硬ヵ 99P6957 
泉j ※紙焼ありNO.1760
1-318 

2114 風景図 近代 複写 20.8XI4.7 l枚 掛軸 1-319 99P6958 

2115 人物図・画賛 大正時代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 「口風吹口松近聴声口 99P6959 
好大正丙寅清明日道J
1-308 

2116 人物図・画賛 大正時代 複写 29.5 x 20.8 l枚 掛軸 「泣露千般草吹風口様 99P6960 
松大正丙寅首夏口道口口J
「エンロアン口主人J l幽 309
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 廿，プ" 時 代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2117 梅図・画賛 大正11年3月 複写 29.5x20.8 l枚 掛軸『石門僧画梅吾友丁敬身 99P6961 
蔵一軸密専繁技孤詣独絶腫
後塵者越城王郎予雪中街其
意尚不至子望塵不及耳Jf是
金冬心先生記所過日子及部
尉観梅垂興作也大正壬成三
月田夫j 1-304 

2118 地蔵図 昭和時代 複写 21.0x 14.7 1枚 掛軸宅野田夫画 1-822 99P6962 

2119 上棟式飾り物の絵一祝部至 昭和時代 複写 14.6x20.9 l枚 『博多風俗薗jの一部 「上棟 99P6963 
善画 式の祝は飾りもののいろい

ろ/棟上げ祝ひの帰り路縁
起の赤手拭」 1-817 

⑤新聞記事の複写

番号 内 宵"'" 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2120 新聞記事「宮田輝氏J 昭和時代 湿式複写 20.8X 14.7 l枚 11-909 99P6964 

2121 新聞記事「弔のことば一末永節j 昭和時代 複写 14.8X21.0 l枚 『九州菓業新聞」カ 11-269 99P6965 

2122 新聞夕刊記事『シスコのどんたく隊j 昭和時代 複写 21.0x 14.8 l枚 どんたく隊のサンフランシス 99P6966 
大成功-r行ってよかった!~ コ行進に関して準備から本番

までを役員の側からの感慨記
事 1-125 

2123 朝日新聞記事f博多二千年史j持絵 昭和時代 複写 12.0X 16.5 l組 同白黒写真2枚・メモ入り 99P6967 
146枚 ※ネガありNo.1989(6)
1-225 

2124 朝日新聞記事「博多二千年史J 昭和時代 複写 各 一式 4枚 (1)-伸一括 ※ネガあ
21.0x29.5 りNo.1989 1-252 

(1) (15司盛衰五十二万石太平の裏表 複写 l枚 99P6968 
(一)

(2) (15国盛衰五十二万石太平の裏表 複写 l枚 99P6969 
(コ博多にわか

(3) (173)盛衰五十二万石太平の裏表什 複写 l枚 99P6970 
七)博多織東上

(4) (174)盛衰五十二万石太平の裏表什 複写 l枚 99P6971 
J¥)両学問所

2125 新聞記事「ふくおか探検J 昭和時代 複写 一式 5枚 (1)-同一括 1-339 

(1) 博多どんたく(8)年賀ばやし 複写 20.7x 14.6 l枚 99P6972 

(2) 博多どんたく(33)住民総ぐるみカー 複写 20.7x29.5 l枚 99P6973 
ニパル次第に増える地域の参加者

(3) 山笠のまち(13)ひたすら大闇様のた 複写 20.7X 14.6 l枚 99P6974 
めに)

(心 山笠のまち(23)早く走らにや。漁民 複写 20.7X 14.6 l枚 99P6975 
も助っ人

(5) 山笠のまち(24)古い人が寄り集い語 複写 20.7X 14.6 l枚 99P6976 
る
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寄贈資料 l石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
r.告，

旬・ 備品番号時代|品質・形状|法量|員数 備 考

21261新聞記事「ごりょんさんJ博多山笠土|昭和時代|複写
居流・石橋源一郎顧問夫人美作子さ
ん(74)

21川聞記事「常盤館の『ちい闇刊た |昭和時代|複写
つなく残おつね婆さん飾り気ない
生地で天下の巨頭連と心易J

21281朝日新聞記事「 天 声 人 語 昭 和 時 代 | 複 写

21291新聞記事r80歳、意気盛ん/唐木職 |昭和時代|複写
中央区今泉l丁目石橋勝蔵さん(80)J

21301西日本新聞夕刊記事「古歌でつづる |昭和時代|複写
博多の文化史j

21淵同日日新聞掲載記事旬開犬養|昭和6年91複写
さん昔馴染の女将連と常盤館で束 |月10日
の聞の閑談J

21321静岡版新聞記事「闘春の街道を往く |昭和12年|複写
わらじ曾に頭山さんも一枚 14月20日

21331新聞記事「海外トピックスー空飛ぶ |昭和40年|複写
円盤に招待?アルゼンチンの少年の|代
話/月一番乗りは妊婦?米国の星占
L 、師が予言J

21.0X14.811枚|山笠のエピソード 1 -352 1 99P6977 

21.0X14.811枚|常盤館の「ちい閣下Jと呼ばれ 199P6978 
た筑紫つねさん(75才没)のエ
ピソード 頭山満氏・犬養毅
氏の思い出話 |・356

川 x14.81 1枚|医師免許を返上して話題をま 199P6979 
いた塩月正雄氏の事。医薬分
業への提案 |・366

20.9XI4.811枚|優秀技能者に選ばれる 昭和|側980
37年に呉服町聖福寺仏堂の灯
ろうを製作 1-834 

14.7XI7.511枚 111・1349 99P6981 

21.0X14.811枚|政友会総裁犬養毅が福岡市水 199P6982 
茶屋常盤館を訪れ、昔馴染の
女将筑紫つね女、高橋たき女、
可楽の女将棲井さと女、常盤
の女将柴藤たか女の面々と閑
談した記事 1-355 

29.5X21.0 1 1枚|※紙焼ありNo.l732 問 8 199附 3

21.0X14.811枚 11・799 99P6984 

20.9XI4.711枚 11・79821341西日本新聞夕刊記事「博多にわかを |昭和42年|複写
振興一生田徳兵衛さんをいたむ 11月28日
佐々木滋寛J

21351フクニチ新聞記事「博多変容戦後 |昭和42年|複写 書冊 120.0XI5.011綴|福岡市古門戸町、料亭経営落 199P6986 
博多復興史から(I)~(20)J 13月13日 |装紐綴 合栄吉氏が自費出版する「戦

後博多復興史Jに関連した記
事 21枚 ※N02212を複写製
本 1・377

21361西日本新聞広告(サントリーレッド) 1昭和43年|複写
-rレッドをかこんで集ろう!レツ 16月30日
ド・パーティー・シリーズ29おっし
よい、おっしょい、博多山笠、勢い
水はレッドに決めた!博多祇園山笠
土居流の皆さんのレッド・パーティ

21畑日本新聞記事「福岡と佐賀その |昭和44年|複写
昔講談もどき肥前堀の協力福博の 13月13日
発展に大きな貢献博多を語る会3月
例会J

21381新聞記事「はなしの十字路切り絵ど |昭和50年|複写
ん た く 人 目をひく代ヵ

21391新聞記事『ひと』博多町人文化勲章|昭和問|複写
を受章した鬼塚勝治さん(67)J 頃

99P6985 

29.8x21.011枚 15番山笠土居流21名と井野耕 199P6987 
八郎氏(ばんぢろの主人)・春
日宏氏(JI旧屋染工庖)
1-248 

21.0X29.51 1枚|語り手橋詰武生・波多江五 1 99P6988 
兵衛・西頭三太郎・竹若哲次
郎・石橋源一郎・清水はな・
小戸野ゆき・長尾とり
1-249 

20.7XI4.711枚 111・1335 99P6989 

14.8x21.0 1 1枚 11-353 99P6990 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 台-- 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2140 新聞記事 rrひと』鉄斎美術館を建 昭和51年 複写 2LOX14.8 l枚 “日本のゴ、ツホ"といわれる 99P6991 
てた坂本光聡」 3月31日 文人画家富岡鉄斎の作品約千

点の収蔵と研究で知られる坂
本光聡氏に関する記事
1-354 

2141 朝日新聞記事「芸者博士」 昭和51年 複写 21.0x 14.8 l枚 米国スタンフォード大学の大 99P6992 
8月2日 学院生ライザ・クリフィード

氏の京都・博多・東京での
「芸者制度Jの文化人類学研究
についての記事 1-362 

2142 朝日新聞記事rr博多量陀羅百人衆』 昭和51年 複写 21.0X 14.8 l枚 (1) . (2)一括 1-344 99P6993 
(1) たいしょう 8J 5月8日

(2) 朝日新聞記事rw博多量陀羅百人衆j 昭和51年 複写 21.0x 14.8 l枚 99P6994 
たいしょう 10J 5月22日

2143 朝日新聞記事「博多量陀羅百人衆J 昭和51年 複写 各21.0x14.8 一式 (l) ~(6)一括 6枚 1-344 

(1) ハカタのぼせ3 月日不詳 複写 l枚 99P6995 

(2) ハカタのぼせ5 11月3日 複写 l枚 99P6996 

(3) ノ、カタのぼせ6 11月20日 複写 l枚 99P6997 

(4) ハカタのぼせ7 11月27日 複写 l枚 99P6998 

(5) ハカタのぼせ8 12月4日 複写 l枚 99P6999 

(6) ノ、カタのぼせ9 12月11日 複写 l枚 99P7000 

2144 毎日新聞記事「昔なつかし“当番ハ 昭和52年 複写 21.0x 14.8 l枚 1-363 99P7001 
ッピ"一博多山笠消えた68種写真 3月24日
集に郷土史家の石橋さん探し歩いて
復元j

2145 朝日新聞記事「三味の音流れ博多も 昭和52年 複写 21.0x 14.8 l枚 1-360 99P7002 
ちつき櫛田神社で復活J 3月28日

2146 西日本新聞記事「“博多モチっき" 昭和52年 複写 21.0x 14.8 l枚 |・361 99P7003 
おはやしに乗って 30年ぶりに復 3月28日
活j

2147 朝日新聞記事rr思い出の博多』を 昭和52年 複写 21.0X 14.8 l枚 1-359 99P7004 
後世に一戊辰戦争から戦災復興まで 4月12日
写真500枚収めアル}'¥ム出版J

2148 西日本夕刊記事「革命旗を発見福岡 昭和52年 複写 21.0X 14.8 l枚 1-358 99P70051 
市孫文が残す」 5月11日

2149 西日本新聞記事「幻の山笠ハッピは 昭和52年 複写 21.0X 14.8 l枚 |・364 99P7006 
どこ?古小路など五町分が不明たず 6月28日
ね歩く石橋さんj

2150 夕刊フクニチ新聞記事九、きでモダ 昭和52年 複写 21.0X 14.8 l枚 1-365 99P7007 
ンな博多山笠ハッピ久留米がすりを 7月8日
多用-4年がかりで町内別66種を収
集古門戸町の石橋源一郎さんj

2151 西日本新聞記事「新宮の森に飾り山 昭和53年 複写 20.7x 14.7 l枚 11・1336 99P7008 
笠J 10月20日

2152 フクニチ新聞記事「お江戸でオッシ 昭和53年 複写 20.7X 14.7 l枚 11-1333 99P7009 
ョイJ 10月23日
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2153 西日本スポーツ新聞記事「全国郷土 昭和53年 複写 14.7X20.6 2枚 11-1334 99P7010 
祭り競演会J 10月23日 ~7011 

2154 西日本新聞夕刊記事「博多べつぴん 昭和54年 複写 20.8 x 29.5 l枚 記事中写真「大正時代博多旧 99P7012 
どこへ/ふっくらうりざね情もろ 4月17日 家のお嬢さんJ(石橋源一郎氏
く/ピル街に素顔も消えるj 提供)f写真集博多J凶5-67

1-812 

2155 西日本新聞記事「博多見すえた“町 昭和54年 複写 20.7X 14.7 l枚 1-815 99P7013 I 
の学者"一故橋詰武生さんを悼む」 11月20日

2156 西日本新聞記事「ふてえがってえ 昭和54年 複写 各20.8XI4.7 一式 184枚 1-826 
明治・大正・昭和J 3月6日~

11月27日

(1) (1)福岡市誕生議員殿は無報酬 3月6日 複写 l枚 (l)~(1 8)一括 1 -826-1 99P7014 

(2) (2)揺れる福岡藩勤皇派、根こそぎ 3月7日 複写 l枚 99P7015 

(3) (3)暗い夜明け驚き佐幕派追放 3月8日 複写 2枚
~7017 

(4) (4)ニセ札づくり西郷どん助け船 3月9日 複写 l枚 99P7018 

(5) (5)年行司消える松ばやしも禁止 3月10日 複写 l枚 99P7019 

(6) (6)さむらいエレジー無念、武士の 3月13日 複写 l枚 99P7020 
商法

(7) (7)西南戦争おこる町はにわか景気 3月15日 複写 l枚 99P7021 

(8) (8)壮絶・福岡の乱歴史のいけにえ 3月16日 複写 l枚 99P7022 

(9) (9)へンな博多っ子新聞とコーヒー 3月17日 複写 !枚 99P7023 

(10) (]O)松ばやし復活『どんたく』だあ 3月18日 複写 l枚 99P7024 

(11) (]])アイデア利兵衛誓文晴れ始まる 3月20日 複写 l枚 99P7025 

(12) (]2)商法会議所できることしで百周 3月21日 複写 l枚 99P7026 
年

(13) (]3)私設博多灯台入港料で大揺れ 3月23日 複写 l枚 99P7027 

(14) (]4)泥ん軒卯平飲んべえ狂歌師 3月24日 複写 l枚 99P7028 

(15) (]5)スワレーはようし福岡くらぶ 3月27日 複写 l枚 99P7029 
発足

(16) (]6)東中洲開花タヌキも逃げる 3月28日 複写 l枚 99P7030 I 

(17) (]7)ドンの鳴るころ 『七度半』を返 3月30日 複写 l枚 99P7031 
上

(18) (]8)くたばれ桝形門両岸は犬猿の仲 3月31日 複写 l枚 99P7032 

(19) (]9)べつぴん比べ人気男が品定め 4月3日 複写 l枚 (l 9)~(36)一括 1-826-2 99P7033 

(20) (20)汽笛一声ピーツと陸蒸気 4月4日 複写 l枚 99P7034 

(21) (2])小左衛門に続け荒尾精が貿易論 4月5日 複写 l枚 99P7035 

(22) (22)市名騒ぎ一票差で「福岡j 4月6日 複写 l枚 99P7036 

(23) (23)銃に飛ぶ小石毅然たり修猷館 4月7日 複写 l枚 99P7037 
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番号 内 容 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(24) (24)虎箪恐るべし黄旗は絶望の色 4月11日 複写 l枚 99P7038 

(25) (25)不思議な主筆見事なリリーフ4 4月12日 複写 l枚 99P7039 

(26) (26)ホープ登場商人市長の磯野 4月14日 複写 l枚 99P7040 

(27) (27)オツベケ音二郎故郷愛の快男児 4月15日 複写 l枚 99P7041 

(28) (28)ひょうたん市長奥山ひょっこり 4月17日 複写 l枚 99P7042 

(29) (29)商議所大会全国の注目呼ぶ 4月18日 複写 l枚 99P7043 

(30) (30)記者・堺枯川福岡すべて愉快 4月19日 複写 l枚 99P7044 

(31) (31)おとうちゃんうろんあれが博多 4月20日 複写 l枚 99P7045 
の昧

(32) (32)電気灯パッと最初は気絶続き 4月22日 複写 l枚 99P7046 

(33) (33)博多山笠sos古島一雄が擁護 4月25日 複写 l枚 99P7047 

(34) (34)岡倉天心を招く博渉会が勧進元 4月26日 複写 l枚 99P7048 

(35) (35)松原水うらみの風物詩 4月28日 複写 l枚 99P7049 

(36) (36)もしもし豆千代夜遊び、は電話で 4月29日 複写 l枚 99P7050 

(37) (37)ぽんちかわいや平兵衛の苦心作 5月2日 複写 l枚 (37)~(60)一括 1・826-3 99P7051 

(38) (38)洋行先駆者世界を見た松下 5月3日 複写 l枚
99P7… 

(39) (39)芸者ストライキ水茶屋に大移動 5月5日 複写 l枚

(40) (40)高いぞ高砂館なんの浅草12階 5月8日 複写 l枚 99P7054I 

(41) (41)私立福岡図書館緒方少年も通う 5月9日 複写 l枚 99P7055 

(42) (42)大学誘致合戦背水の陣で勝つ 5月10日 複写 l枚 99P7056 

(43) (43)若き広田弘毅大陸を決死踏査 5月11日 複写 l枚 99P7057I 

(44) (44)東公園の銅像献身のシンボル 5月12日 複写 l枚 99P7058 

(45) (45)脱サラ・満州義軍馬賊集めゲリ 5月13日 複写 l枚 99P7059 
フ

(46) (46)霞ハプニング太鼓とカン違い 5月15日 複写 l枚 99P7060 I 

(47) (47)ロシアの捕虜ハラショー博多 5月16日 複写 l枚 99P7061 

(48) (48)あたきゃ馬賊財布ゃんしゃい 5月17日 複写 l枚 99P7062 

(49) (49)ガス灯慕情夜空に詩情淡く 5月18日 複写 l枚 99P7063 

(50) (50)洋楽の調べ榊教授が草わけ 5月19日 複写 l枚 99P7064 

(51) (51)子供の四季『ガッパが出るぞ』 5月20日 複写 l枚 99P7065 

(52) (52)五足の靴博多の宿は川丈 5月22日 複写 l枚 99P7066 

(53) (53)人力車が行く鉄輪でガラガラ 5月23日 複写 l枚 99P7067 

(54) (54)ご免遊ばせ勇敢なる女学生 5月24日 複写 l枚 99P7068 

(55) (55)築港競争両方とも大赤字 5月25日 複写 l枚 99P7069 

180一



寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 何f・~ 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(56) (56)十間道路走る沸き立つ建設譜 5月26日 複写 l枚 99P7070 

(57) (57)赤レンガ建設譜装いも九州ーに 5月27日 複写 l枚 99P7071 

(58) (58)ちんちん電車・切符も赤と青 5月28日 複写 l枚 99P7072 

(59) (59)共進会新装大躍進の晴れ姿 5月30日 複写 l枚 99P7073 

(60) (60)博多大仏女の手鏡集めて味 5月31日 複写 l枚 99P7074 

(61) (61)舞鶴号飛揚せず残念!土煙だけ 6月l日 複写 l枚 (61)~(85)一括 l・826・4 99P7075 

(62) (62)国産車第一号矢野少年が発奮 6月2日 複写 l枚 99P7076 

(63) (63)WELL お荷物どっさり 6月3日 複写 l枚 99P7077 

(64) (64)鳳号飛ぶ見とれる大観衆 6月5日 複写 l枚 99P7078 

(65) (65)史跡調査の朝防塁掘り出す 6月6日 複写 l枚 99P7079 

(66) (66)ドイツの捕虜眠れイルマ夫妻 6月7日 複写 l枚 99P7080 

(67) (67)元冠記念碑ドイツ兵も協力 6月8日 複写 l枚 99P7081 

(68) (68)元冠大論争撃滅地はどこだ 6月9日 複写 l枚 99P7082 

(69) (69)福中スタート清新の校風築く 6月10日 複写 l枚 99P7083 

(70) (70)博多湾のニジホラ丸が夢描く 6月13日 複写 l枚 99P7084 

(71) (71)記念館の歩み大ホール超満員 6月14日 複写 l枚 99P7085 

(72) (72)アートスミス大空ひらひら 6月15日 複写 l枚 99P7086 

(73) (73)抜天運動場草分ケ期の栄光 6月16日 複写 l枚 99P7087 

(74) (74)海水浴場開く男女共泳はダメ 6月17日 複写 l枚 99P7088 

(75) (75)市域拡張久世が機関車役 6月19日 複写 l枚 99P7089 

(76) (76)公設市場若妻らニコニコ 6月20日 複写 l枚 99P7090 

(77) (77)コドモ博覧会赤ん坊も品評 6月21日 複写 l枚 99P7091 

(78) (78)花の福岡女専名流婦人が募金 6月22日 複写 l枚 99P7092 

(79) (79)筑紫の女王泣くな伝右衛門 6月23日 複写 l枚 99P7093 

(80) (80)アインシュタイン愛する日本よ 6月24日 複写 l枚 99P7094 

(81) (81)セーラー服おや福岡女学院 6月26日 複写 l枚 99P7095 

(82) (82)中洲大火53戸が炎のウズ 6月27日 複写 1枚 99P7096 

(83) (83)映画館花盛り束中洲はメッカ 6月28日 複写 l枚 99P7097 

(84) (84)上水道ようやく市長三代の悲願 6月29日 複写 l枚 99P7098 

(85) (85)ピカピカ市庁舎大奮発の晴れ姿 6月30日 複写 l枚 99P7099 

(86) (86)敗れた将軍市長市会が集中砲火 7月l日 複写 l枚 (86)~(91)一括 1-826・5 99P7100 

(87) (87)デパート出現玉屋が初名乗り 7月3日 複写 l枚 99P7101 

(88) (88)まぼろし市長第一候補がパー 7月4日 複写 l枚 99P7102 
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(89) (89)博多財産区会ポンと櫛田会館 7月5日 複写 l枚 99P7103 

(90) (90)市街南進・ハネ上がる宅地 7月6日 複写 l枚 99P7104 

(91) (91)さらば郡長さん町村は一人立ち 7月7日 複写 l枚 99P7105 

(92) (92)再開の弁南都は花の装い 8月l日 複写 l枚 但2)-(11周一括 l・826-6 99P7106 

(93) (93)東亜勧業博安かった大赤字 8月2日 複写 l枚 99P7107 

(94) (94)西南耕地整理問畑を化粧直し 8月3日 複写 l枚 99P7108 

(95) (95)重要港湾指定初めて国費獲得 8月4日 複写 l枚 99P7109 

(96) (96)幕出しフィナーレ箱崎松原枯れ 8月7日 複写 l枚 99P711O 
る

(97) (97)主基斎田米づくり大絵巻 8月8日 複写 l枚 99P71 11 

(98) (98)ラジオ登場美声の阿南さん 8月9日 複写 l枚 99P7112 

(99) (99)駅伝始まる敢闘の鉄脚絵巻 8月10日 複写 l枚 99P7113 

(100) OOO}赤い灯・青い灯カフェ一花盛 8月11日 複写 l枚 99P7114 
り

(101) 001}ついに防空演習奇妙な暗黒の 8月12日 複写 l枚 99P7115 
夜

(102) 002}市歌決まる全市民の愛唱歌 8月14日 複写 l枚 99P7116 

(103) 003}水道ピンチ拡張に大わらわ 8月15日 複写 l枚 99P7117 

(104) 004}青い目の人形やはり福岡にも 8月16日 複写 l枚 99P7118 

(105) 005}リンデーの翼日中両国を飛ぶ 8月17日 複写 l枚 99P7119 

(106) 006}菊竹六鼓のぺン敢然と軍部痛 8月18日 複写 l枚 99P7120 
撃

(107) 007}ハーゲンベック夢の大サーカ 8月19日 複写 l枚 99P7121 
ス

(108) 008}ある座談会洋装に悩みあり 8月21日 複写 l枚 99P7122 

(109) 009}徳島漁業団誘致“海の幸"ドッ 8月22日 複写 l枚 99P7123 
と

(110) 01O}日米陸上春日原に熱戦譜 8月23日 複写 l枚 99P7124 

(111) omプラジレイロ青春のときめき 8月24日 複写 l枚 99P7125 

(112) 012}ベーブルース目の前で本塁打 8月25日 複写 l枚 99P7126 

(113) 013}学校給食さすが奈良屋校 8月26日 複写 l枚 99P7127 

(114) 014}京城・台北どんたく陽気に友 8月28日 複写 l枚 99P7128 
情の輸

(115) 015}広間内閣成るしのび寄る悲劇 8月29日 複写 l枚 99P7129 

(116) 016}築港記念博完成した近代港 8月31日 複写 l枚 99P7130 

(117) 0l7}空の十字路雁の巣羽ばたく 9月l日 複写 l枚 (11η-(138)一括 1-826-7 99P7131 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内
，官t民~ 時代 晶質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(118) (18)デパート合戦両横綱ガップリ 9月2日 複写 l枚 99P7132 

(119) (19)ジャピー遭難背振山から救出 9月4日 複写 l枚 99P7133 

(120) (20)日米水上水シブキにわく 9月5日 複写 l枚 99P7134 

(120 (21)枢軸使節団歓迎のぼせすぎ 9月6日 複写 l枚 99P7135 

(122) (22)歓迎の舞台裏燃えた中野正剛 9月7日 複写 l枚 99P7136 

(123) (23)市会大揺れ河内市長アウト 9月8日 複写 l枚 99P7137 

(124) (24)大陸どんたく隊郷土部長を慰 9月11日 複写 l枚 99P7138 
問

(125) (25)大陸診療隊戦禍に仁愛の灯 9月12日 複写 l枚 99P7139 

(126) (26)箱崎党の父合併に信念貫く 9月13日 複写 l枚 99P7140 

(127) (27)花の常盤館ついに休業宣言 9月14日 複写 l枚 99P7141 

(128) (28)馬賊ちりぢり中洲の灯消える 9月15日 複写 l枚 99P7142 

(129) (29)第二期築港国策の波に浮揚 9月19日 複写 l枚 99P7143 

(130) (30)警防団発足防空に総ぐるみ 9月20日 複写 l枚 99P7144 

(130 (31)憂国の果て中野正剛が割腹 9月21日 複写 l枚 99P7145 

(132) (32)戦局暗転燃え尽きる銃後 9月22日 複写 l枚 99P7146 

(133) (33)学徒出陣ベンを銃に替え 9月23日 複写 l枚 99P7147 

(134) (34)福商廃校指令女子部で継続策 9月26日 複写 l枚 99P7148 

(135) (35)席田飛行場反撃の望みかけ 9月27日 複写 l枚 99P7149 

(136) (36)悲しい銃声さよなら動物園 9月28日 複写 l枚 99P7150 

(137) (37)映画「陸箪J胸うつ出征場面 9月29日 複写 l枚 99P7151 

(138) (38)福岡大空襲地識の火あぶり 9月30日 複写 l枚 99P7152 

(139) (39)空の十字路雁の巣羽ばたく 10月2日 複写 1枚 (139)-(162)一括 1-826-8 99P7153 

(140) (40)祖国敗戦襲う絶望と虚脱 10月3日 複写 l枚 99P7154 

(140 (41)かくて戦後待ちかねた平和 10月4日 複写 l枚 99P7155 

(142) (42)米軍進駐乗り込む戦闘 10月5日 複写 l枚 99P7156 

(143) (43)引揚援護同胞たどり着く 10月6日 複写 l枚 99P7157 

(144) (44)焼け跡市長弥六お父ちゃん 10月7日 複写 l枚 99P7158 

(145) (45)食糧危機イモヅルも配給 10月10日 複写 l枚 99P7159 

(146) (46)ヤミ市天国統制どこ吹く風 10月12日 複写 l枚 99P7160 

(147) (47)竜兵団帰る刻む栄光と悲惨 10月13日 複写 l枚 99P7161 

(148) (48)実説マー姉ちゃんサザエさん 10月14日 複写 l枚 99P7162 
登場

(149) (49)校舎不足寺小屋に逆戻り 10月16日 複写 l枚 99P7163 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 n宵'" 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

(150) (50)どんたく復活奈良屋の心意気 10月17日 複写 l枚 99P7164 

(151) (51)束中洲復興映函館は超満員 10月18日 複写 l枚 99P7165 

(152) (52)商庖街再建焼け跡から奮起 10月19日 複写 l枚 99P7166 

(153) (53)ミューズの微笑腹ぺコで展覧 10月20日 複写 l枚 99P7167 
~ 

(154) (54)福岡国体聞く晴れやか平和台 10月21日 複写 l枚 99P7168 

(155) (55)ょうこそ人間天皇戦災地をご 10月23日 複写 1枚 99P7169 
激励

(156) (56)開港安全宣言「貿易船や-~リ 10月24日 複写 l枚 99P7170 

(157) (57)隣国の戦火早めた日本独立 10月25日 複写 l枚 99P7171 

(158) (58)日の丸一番機大空よみがえる 10月26日 複写 l枚 99P7172 

(159) (59)戦災復興の道災い越え近代化 10月27日 複写 l枚 99P7173 

(160) (60)苦心の動物園よい子に贈り物 10月28日 複写 l枚 99P7174 

(161) (61)モンローの蜜月花束と投げキ 10月30日 複写 l枚 99P7175 
ス

(162) (62)緒方竹虎死す目前に宰相の座 10月31日 複写 l枚 99P7176 

(163) (63)無敵ライオンズゃったぞ3連覇 11月l日 複写 l枚 (163)-(183)一括 l・826-9 99P7177 

(164) (64)テレビ出現茶の間の支配者へ 11月2日 複写 l枚 99P7178 

(165) (65)好好爺市長発展の基盤築く 11月3日 複写 l枚 99P7179 I 

(166) (66)皇后きまとカッパ与一“わる 11月6日 複写 l枚 99P7180 
そう"

(167) (67)山笠ワンダフルシカゴ見本市 11月7日 複写 l枚 99P7181 
J¥ 

(168) (68)天神変容高層化つぎつぎ 11月8日 複写 l枚 99P7182 

(169) (69)博多駅新装早くこい新幹線 11月9日 複写 l枚 99P7183 

(170) (70)姉妹都市縁結びオークランド 11月10日 複写 l枚 99P7184 
と

(171) (71)町名町界変更歴史はバラバラ 11月11日 複写 l枚 99P7185 

(172) (72)博多べい復元郷土愛の記念碑 11月13日 複写 l枚 99P7186 

(173) (73)政令指定都市よか“べんべん" 11月14日 複写 l枚 99P7187 

(174) (74)素顔の進藤市長ゅうゅう自然 11月15日 複写 l枚 99P7188 
体

(175) (75)友好の船出どこも熱烈歓迎 11月16日 複写 l枚 99P7189 

(176) (76)K 2征服二重登頂に成功 11月17日 複写 l枚 99P7190 

(177) (77)シスコどんたく手弁当の使節 11月18日 複写 l枚 99P7191 
団

(178) (78)縄文大先輩足跡み一つけた 11月20日 複写 l枚 99P7192 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台ョー， 時代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

(179) (79)福岡サパクめざせ節水都市 11月21日 複写 l枚 99P7193 

(180) (80)広州友好都市早くこいパンダ 11月22日 複写 l枚 99P7194 

(181) (81)美術館完成聞かれたサロン 11月23日 複写 l枚 99P7195 

(182) (82)市長空想対談『進め一馬どん』 11月25日 複写 l枚 99P7196 

(183) (83)愛読多謝人間中心の町へ 11月27日 複写 l枚 99P7197 

2157 毎日新聞記事「ふるさとの民謡一博 昭和55年 複写 14.7X20.7 l枚 昭和55年8月5日 記事中写真 99P7198 
多どんたく日露戦争に生まれ伝統 7月8日・ f大正時代のどんたく記念写
の祭りと握手/正調博多節粋な歌詞 8月5日 真=大正14年5月l日H博多あ
と節まわし黒田節に対抗して生ま の頃Jp126・268 昭和55年7月
れたJ 8日 記事中写真「終戦直後の

どんたく。芸者衆は疎開させ
た紋付を出して参加したとい
うJ(写真提供石橋源一郎氏)
「写真集博多Jp151・231
1-813 

2158 西日本新聞記事「山笠ハワイ日記J 昭和55年 複写 各14.7x20.8 一式 (1)-(4)一括 4枚 1-809 
9月

(1) l ホノルルにて入道雲に“常夏" 複写 l枚 99P7199 
実感

(2) 2 ホノルルにて華やかに合同懇 複写 l枚 99P7200 
親会

(3) 3 ホノルルにてオー・ナンバー 複写 l枚 99P7201 
ワン

(4) 4 ホノルルにてフラダンス楽し 複写 l枚 99P7202 
む

2159 西日本新聞記事『博多山笠ハワイ 昭和田年 複写 20.7X 14.7 l枚 1-810 99P7203 
走るアロハ祭参加J 9月

2160 新聞記事「ワイキキの博多山笠ーウ 昭和55年 複写 20.2x 14.7 l枚 1 -811 99P7204 
ケた男祭りの心意気J 9月

2161 朝日新聞記事f彫刻文字看板ひとす 昭和55年 複写 21.0x 14.7 l枚 博多区奈良屋町在住の彫刻文 99P7205 
じ58年腕認められて一喜びひとし 11月19日 字師井上弥一郎氏の昭和55年
おの井上さんJ 度技能功労者受賞記事

1-816 

2162 朝日新聞夕刊記事「佐賀市丸山遺跡 昭和57年 複写 20.9x29.3 l枚 「にゅうす・らうんじ一古墳 99P7206 I 
(1) 引っ越しJ 4月15日 丸ごと引っ越し中佐賀市の

丸山遺跡自動車道に眠り破
られj ※ネガあり恥1893
1・821

(2) 朝日新聞夕刊記事『佐賀市丸山遺跡 昭和57年 複写 14.8x20.9 l枚 「ひと一高島忠平日本初の遺 99P7207 
引っ越しJ 4月21日 跡引っ越しに取り組む佐賀県

文化課課長補佐J(薬師寺克行
記者) ※ネガありNo.1893
l・821

2163 朝日新聞掲載記事f山笠ハッピの 昭和57年 複写 21.2 x 29.4 l枚 ※ネガありNo.1894 1-190 99P7208 
ルーツ解明“庶民の布"箱崎嫡福 5月29日
岡女学院短大講師徳山さん実証j
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

内
信』

合

21641信濃毎日新聞記事『木曽路にこれは
ピッタリ 博多から道中姿の一行
一和楽路会j

@その他

番号 内
，台唱告，

時 代

2165 拓本 近代

(1) 

(2) 拓本 近代

2166 謹賀新年福岡市内商庖訪問 近代
双六

2167 広告両面芝居金銭 明治時代
(I) 

(2) 広告市川右団治 明治時代

2168 高砂館但階)からのぞむ那岡 明治時代
川河口

2169 元冠記念碑建設義損金募集 明治21年
広告{蒙古首塚紀念碑改
称l

2170 博多娘番付(娘別品競) 明治22年

2171 博多高砂連老人番付 明治26年3月

品質・形状 法量

複写 20.8X29.5 

複写 20.8x29.5 

複写 29.5X41.6 

複写 14.6X21.0 

複写 14.6x21.0 

複写 14.7x29.0 

複写 41.6x29.5 

複写 36.2x25.6 

複写 35.3x24.2 
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備 考

11-243 

員数 備 考 備品番号

l枚 「一造口母皆かしこみで日 99P7211 
廼み子に捧げ口し千代の井

之水J ※ネガありNo.1855
f末永所有茶人の掛軸外J
1-324 

l枚 「整理員石橋養之輔長谷 99P7212 
川峰三郎野田一造J ※ネ
ガありNo.1855r末永所有茶人
の掛軸外」 1-324 

l枚 ふりだし波多江製菓の黒田 99P7213 
おこし、途中鳥羽屋、銘酒
二十九娘上り松竹映画の
有楽館佐々木滋寛版
11-1362 

l枚 教楽社が印刷した広告 99P7214 
11-846 

l枚 教楽社が印刷した広告 99P7215 
11-846 

l枚 1-384 99P7216 

l枚 伏見貞愛親王ほか 11-1360 99P7217 

l枚 f明治二十二年に箱崎の大神 99P7218 
常吉(通称つんちゃん)が編録
した博多及び近在の結婚適齢
期の娘さん達の番付。娘の特
技や性分などを附記して品定
めをしている。今はほとんど
現存者はなLリ筆白垣孫治郎
『写真集博多JP156付録2 ※ 
紙焼ありNo.1744 11・1357

l枚 『博多高砂連(今の高砂会)結 99P7219 
成記念に作られた明治二十
六年の博多老人番付。六十
歳以上九十四歳まで娘番付
と同じく白垣孫治郎筆J ※ 
紙焼ありNo.1745 11-1358 



寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 内 ，台ョー.

2172 宅野田夫作品r(1;t・m口口
漫筆J

2173 f神万流正義派剣舞術第参
回奨励会番組Jチラシ及招
待券

2174 勘亭流習字

2175 カントリ型文様

2176 航空写真「事業施工後区域内
全景ー(博多駅周辺)J

2177 ふくおか‘82博多思い出通
り風景3景

5 その他

①書籍

時 代 品質・形状 法量

大正13年7月 複写 20.8X29.5 

大正4年2月20・ 複写 20.0X29.4 
21日

昭和時代 複写 21.0x 14.8 

昭和時代 複写 14.7x21.0 

昭和45年2月15日 複写 14.7x20.8 
撮影

昭和58年 複写 14.6X21.0 

員数 備 考

一式 絵画水墨画一表紙・「雲無
心以出岨大正丙寅夏七月エ
ン口アン口主人J・人物図・舟
図・人物図・へちま図・福
禄寿図・木石図・竹図・山
水図(白楽天一五言絶句「湖
光朝察後竹気晩涼時楼閣宜
佳客江山入好詩J)・人物図
(賛「自酌鰭以引壷盈尊有
酒J) ・瓢箪図「呉昌顧先生
画」 ・達磨図・兎図・帆掛
け舟図 ※ネガありNo.1865
「田夫画伯作品頒布会j 14 
枚と表紙l枚 1-295 

l枚 その他 (会場)J 11丈座開会
1-183 

一式 江戸堺町で御家流の書道指
南をしていた岡崎屋勘六が
考案し、以後歌舞伎界に用
L 、られた書体 8枚 1 -114 

l枚 ※紙焼No.1267の老人着用の
着物の柄と同じ ネガあり
No.1862 1-824 

l枚 1-284 

一式 3枚 l・819

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考

2178 大増補大全早引節用集 元、冶元年再 板元象牙 書冊木版 12.0X9.5 l冊 墨書 「福岡県菊池所有物J
版 屋治郎兵衛 「明治拾六年荒牧源右衛門

ほか発行 仕入J574葉ト1425
須原屋茂兵
衛ほか

2179 冊子「新年大会謎々集」 大正14年l 面白会 書冊印刷 23.6x 16.1 l冊 53頁ト1393
月 組綴

2180 書籍f太宰府小史J 昭和27年4 編集兼発行 書冊印刷 21.3X15.2 l冊 正誤表付 276頁 1・133
月25日発行 人太宰府

天満宮

2181 冊子「博多湾人伊藤小 昭和31年11 発行者薦 書冊・印刷 18.0x 13.0 l冊 18頁昭和14年12月22日博

左衛門と万四郎神社J 月20日 四郎神社再 多商工会議所で行われた座
建奉賛会 談会「福岡県2600年史Jを活

字化したもの 11-1394 

2182 雑誌「墨美JNo.110 昭和36年8 発行所墨 書冊印刷 30.0x21.0 l冊 月刊 60頁 ※複写本あり

八・九合併号一特集 月l日発行 美社 N0.2068 |・109
細川護立氏蔵仙犀
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備品番号
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99P7221 
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99P7225 

備品番号
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

2183 月刊雑誌『墨美JNo.l14 昭和37年l 発行所墨 書冊印刷 30.0x21.0 l冊 月刊 50頁 1-110 99P7231 
一月号一特集幻住庵 月l日発行 美社
蔵仙産

2184 リーフレット 昭和38年 PETTY&SO リーフレツ 9.8x 12.8 l冊 ミニカーカタログ 1963 99P7232 
「“h仏.TCHBOX"SE悶ES NS LIMTED ト色刷・ 2d POCKET-MONEY TOYS BY 
-INTERNATIONAL 印刷 LESNEY 22頁 1-909 
POCKET CATALOGUEJ 

2185 書籍「松磯子どんたく 昭和45年10著者波多 書冊印刷 18.2X 10.3 l冊 110頁松曜子どんたく考 99P7233 
考」 月 江五兵衛 追補や8) l・132

発行者博
多を語る会

2186 書籍「天松坊遺訓|心の 昭和46年10著者浜地 書冊印刷 18.2 x 12.7 l冊 102頁 1-908 99P7234 
光J 月5日発行 八郎発行

所神奈川
県鎌倉市
無我相山
黙仙寺内
金剛道会

2187 書籍「博多松ばやしJ 昭和47年3 発行者博 書冊・印刷 21.0x 14.7 l冊 11-1435 99P7235 
月31日発行 多松ばやし

保存会

2188 リーフレット「はかた 昭和48年10発行所社 リーフレツ 19.0x 12.9 l部 橋詰武生「はかた談義音 99P7236 
だより9号爽秋 月l日発行 団法人福岡 ト 印刷 調、品位も日本一筑紫観
1973J 市観光協会 世音寺の鐘Jその他 8頁

1-907 

2189 冊子「銀座百点 51974 昭和49年5 発行銀座 書冊印刷 12.7X 18.2 l冊 78頁目次銀座おきなな 99P7237 
NO.234J 月l日発行 百庖会 じみ・新版銀座巷談・銀座

ひとりあるき・きものにく
つろいで・銀座サロン
11-326 

2190 雑誌『大美和j第51号 昭和51年7 発行者奈 書冊印刷 26.2 x 18.7 l冊 40頁 1-265 99P7238 
月l日発行 良県桜井市

三輪町三輪
明神大神神
社

2191 書籍「昭和五十二年ひ 昭和51年7 奈良県桜井 書冊印刷 18.5X 13.0 l冊 (表紙装蹟)=輸晃久画伯 99P7239 
のとみ大三輪暦J 月l日発行 市三輪町三 (内容指導)神田壱雄先生

輸明神大神 40頁 1-266 
神社社務所

2192 雑誌「東京と福岡J6月 昭和52年6 発行人大 書冊印刷 25.7X 17.7 l冊 12頁ト1369 99P7240 
号 月10日発行 神善次郎

2193 書籍「はだかにわかj 昭和59年11 著者御田 書冊印刷 17.5X 10.8 l冊 贈呈状っき 174頁 99P7241 
月l日発行 義清 11-1366 

2194 リーフレット「岡県神 昭和時代 愛知県小牧 リーフレツ 17.9x25.4 l部 11-1380 99P7242 
社参拝の菜j 市大字久保 ト 印刷

一色

2195 リーフレット「姫宮参 昭和時代 尾張二宮大 リーフレツ 18.0X25.0 l部 11-1382 99P7243 
拝の菜j 県神社境内 ト 印刷

社大山市楽
回大県神
社社務所発
H 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称、 時代 作者ほか 形状 法 量 員数 備 考 備品番号

2196 リーフレット「博多う 昭和時代 編集限B毎 リーフレツ 43.7 x 58.0 l部 (収録曲)筑前今様黒田節 99P7244 
たごよみJ 日放送 ト 印刷 -博多ぶし・正調博多ぶし

-博多どんたくはやし・博
多カッチリ節・博多子守唄
-博多の四季・博多長持唄
-猪野参りの歌・しょうさ
L 、さんの思いつき・ドンガ
ラガン・大極上・大乗寺芝
居・向こうに節・十日恵比
須・うらのせとや・米が十
銭すりや・九州鉄道開通の
ころ・博多名所と博多言葉
-オツペケベ一節・博多祝
L 、唄・元窟・よか博多に来
んしゃいね・博多夜船・博
多投げ節・博多ワルツ・博
多流し・博多エレジー・玄
海エレジー・博多の女・博
多の夜・玄海ブルース・博
多ブルース・中州ブルース
-縁に狂ふ繁明の・膨済と
して新しき・水色の風船・
明日にむかつて・陽のあた
る街・しあわせは青い空か
ら・エントコエン
11-1368 

2197 リーフレット「博多郷 昭和44年4 主催ー福岡 リーフレツ 53.7 x24.9 l部 曲名 筑紫流飛梅梅うぐい 99P7245 
土芸能の会J 月 市-福岡市 ト 印刷 す・正調博多節・博多子守

観光協会 唄・菅公・博多の四季・博
多カッチリ節・オッベケペ
節・博多一口二和加・古民
話・筑前今様「黒田節J.博
多どんたく・祝いめでた
(博多祝歌)1969.4 4月15日
14時日本橋、三越劇場 4 
月16日12時.14時 17日12
時日本橋・三越屋上ステー

ジ 11-1372

2198 リーフレット「福岡県 昭和44年8 主催福岡 リーフレツ 18.2x 12.9 l部 12頁会場福岡市電気ホー 99P7246 
郷土芸能大会とミス万 月2日 県観光連盟 ト 印刷 ル 11-1373
国博福岡県代表発表 -福岡県万

会J 国博推進協
議会

2199 鞍手町長谷寺参拝のし 昭和時代 発行者長 リーフレツ 17.1x38.0 l部 11-1428 99P7247 
おり 谷寺 ト 印刷

②絵葉書

番号 名 称、 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

2200 絵葉書(仙屋書画) 昭和時代 仙産二昧会 葉書印刷 各 l組 各国に所蔵者名印刷 (1) 
岩瀬謹治郎 15.0x 10.3 ~(1 7)一括 17枚 I -111 

(1) 第三十四図狗子謹賀 昭和時代 l枚 99P7248 
新年きゃん〉

(2) 第三十七図大黒天 昭和時代 l枚 99P7249 

(3) 第三十八図万歳 昭和時代 l枚 99P7250 

(4) 第三十九図海老 昭和時代 l枚 99P7251 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

(5) 第四十図松嘱 昭和時代 l枚 99P7252 

(6) 第四十二図鳳嵐図 昭和時代 l枚 99P7253 

(7) 第四十三図寿老 昭和時代 l枚 99P7254 

(8) 第五十八図拾得 昭和時代 l枚 裏ぺン書「静岡市幸町九十 99P7255 I 
五(電二=一五四)医師辻山

義光右姉浦アサj

(9) 第五十九図黄初平文 昭和時代 l枚 99P7256 
化八年年六十二

(10) 第六十図松嚇 昭和時代 l枚 99P7257 

(11) 第六十二図瀧見観音 昭和時代 l枚 99P7258 
文政十年年七十八

(12) 第六十三国花見 昭和時代 l枚 99P7259 

(13) 第六十五図山伏峯入 昭和時代 l枚 99P7260 

(14) 第六十六図利休像 昭和時代 l枚 99P7261 

(15) 第八十因子供水鉄焔 昭和時代 l枚 99P7262 

(16) 第八十二図関羽 昭和時代 1枚 99P7263 

(17) 第八十三図鐘埴 昭和時代 l枚 99P7264 

2201 絵葉書(出光美術館蔵 昭和時代 出光美術館 葉書印刷 各 l組 (I)~(I 7)一括 17枚
仙崖書画) 発行 15.0x 10.3 1-112 

(1) Oム口扶桑最初禅窟 昭和時代 l枚 99P7265 

(2) 無事 昭和時代 l枚 99P7266 

(3) 蛙 昭和時代 l枚 99P7267 

(4) 富士 昭和時代 l枚 99P7268 

(5) 柳 昭和時代 l枚 99P7269 

(6) 日本橋望富岳 昭和時代 l枚 99P7270 

(7) 大相撲 昭和時代 l枚 99P7271 

(8) 天地和合(部分) 昭和時代 l枚 99P7272 

(9) 農夫 昭和時代 l枚 99P7273 

(10) 達磨 昭和時代 l枚 99P7274 

(11) 寒山拾得 昭和時代 l枚 99P7275 

(12) 墓 昭和時代 l枚 99P7276 

(13) 般若 昭和時代 l枚 99P7277 

(14) 三福神 昭和時代 l枚 99P7278 

(15) L 、なつをま 昭和時代 l枚 99P7279 

(16) 箱崎 昭和時代 l枚 99P7280 
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称、 時代 作者ほか 形状 法 量 員数 備 考 備品番号

(17) 老人六歌仙 昭和時代 l枚 99P7281 

2202 絵葉書「霧島国立公園 昭和時代 不詳 葉書色刷 各 l組 (l) ~(6)一括 6枚 1-278 
えびの高原J 1O.5X 13.7 

(1) 満開のミヤマキリシマ 昭和時代 l枚 99P7282 
ツツジと韓国岳

(2) 新湯展望より新燃岳を 昭和時代 l枚 99P7283 
望む

(3) えびの地獄のl噴気を通 昭和時代 l枚 99P7284 
して、韓国岳を見る

(4) からくに岳と白紫池 昭和時代 l枚 99P7285 

(5) 秋色の大浪池背後に 昭和時代 l枚 99P7286 
見えるのは韓国岳

(6) 白雪に輝く秀峰高千穂 昭和時代 l枚 99P7287 
峰

2203 絵葉書「観光くろきJ 昭和時代 黒木町観光 葉書色刷 各 一式 (l) ~(6)一括 6枚 11-1426 
協会 10.4X 14.8 

(1) 黒木の大藤 昭和時代 l枚 99P7288 

(2) 日向神 昭和時代 l枚 99P7289 

(3) 日向神渓谷と日向神ダ 昭和時代 l枚 99P7290 
ム

(4) 霊巌寺の奇岩(珍宝岩) 昭和時代 l枚 99P7291 
(西側より見る)

(5) 霊巌寺の奇岩(珍宝岩) 昭和時代 l枚 99P7292 
(境内より見る)

(6) 黒木城跡 昭和時代 l枚 99P7293 

2204 絵葉書(二番山笠浜小 近代 不詳 葉書印刷 14.1 x9.1 l枚 11-1200 99P7294 
路町)

2205 絵葉書(六番山笠上東 近代 不詳 葉書印刷 14.1x9.0 l枚 11-1201 99P7295 
町)

③新聞記事

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法 量 員数 備 考 備品番号

2206 新聞折込広告「きょう4昭和時代 福岡相互銀 印刷(表)カ 42.3 x 29.8 l枚 裏面「縁起のよい大きくひ 99P7296 
月14日(月)奥の堂電停 fr ラ(裏)白 ろがる数の単位J表あり

前にホーム銀行福岡相 黒一紙二 1-258 
互銀行呉服町支庖誕 折

生!J 

2207 新聞記事(金印・金印 昭和時代 不詳 色刷切抜 18.2XI9.8 l組 金印(鉦，印面，印影)のカ 99P7297 
公園から海の中道を望 き 31.7X 13.6 2枚 ラ写真金印公園から見 ~7298 

む) た写真 1-376 

2208 フクニチ新聞記事(大 昭和時代 フクニチ新 印刷切抜 9.1 x 13.5 l枚 11-1202 99P7299 
正初年の博多呉服町) 聞社 き
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

2209 東尽朝日新聞静岡版記 昭和12年4 東尽朝日新 印刷切抜 54.5x80.2 l枚 静岡版三面赤ベンマークあ 99P7300 
事『闇春の海道を往く 月20日 聞社 き り 東京和楽路会の一行
一わらじ会に頭山さん (頭山満翁・末永海軍中将
もl枚J も参加)沼津~平地地蔵~

(名勝旧跡見学)~千本松原
~吉原 1-375 

2210 朝日新聞記事ーはかた 昭和40年10朝日新聞社 印刷切抜 13.6X21.2 l枚 11・1415 99P7301 
散歩 月29日 き 台 紙 貼

り

2211 朝日新聞連載記事 昭和41年5 朝日新聞社 印刷切抜 各

月3日~昭 き 10.5x30.0 
和42年

『博多二千年史(1)~ 一式 l・367 (1)~(33)一括
(35)奴の園発掘J 35枚

(1) 序にかえて l枚 99P7302 

(2) 金印のナゾ(1)百姓甚兵 l枚 99P7303 
衛

(3) 金印のナゾ(2)南冥先生 l枚 99P7304 
登場

(4) 金印のナゾβ)鋳つぶし l枚 99P7305 
の危機

(5) 金印のナゾ(必ニセ物説 l枚 99P7306 

(6) 金印のナゾ(5)その解読 l枚 99P7307 

(7) 金印のナゾ(6)“奴国の l枚 99P7308 
落日"

(8) 金印のナゾ(η銅剣の鋳 l枚 99P7309 
型

(9) 金印のナゾ(8)安曇の磯 1枚 99P7310 
良

(10) 金印のナゾ(9)海人のう l枚 99P7311 
た

(11) 金印のナゾ(10)倭国連 l枚 99P7312 
4E』Z 

(12) 両河地帯(l)ナウマン象 l枚 99P7313 

(13) 両河地帯(2)黒曜石 l枚 99P7314 

(14) 両河地得。)弥生のあけ l枚 99P7315 
ぽの

(15) 両河地帯(4)稲と鉄 l枚 99P7316 

(16) 両河地帯但)カメとツボ l枚 99P7317 

(17) 両河地帯侭)井戸、倉庫、 e l枚 99P7318 
かまど

(18) 両河地帯(7)石斧製造所 l枚 99P7319 

(19) 両河地帯担)弥生の工人 l枚 99P7320 
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寄贈資料 l.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称、 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

(20) 両河地構(9)ガフスの来 l枚 99P7321 
た道

(21) 両河地帯(10)大石の下 l枚 99P7322 
の遺跡

(22) 両河地帯(11)弥生銀座 1枚 99P7323 

(23) 両河地帯(12)“筑紫鉾" l枚 99P7324 

(24) 両河地帯(13)r女王の l枚 99P7325 
国々 J

(25) 神話と伝説(1)ツツノヲ l枚 99P7326 
の神

(26) 神話と伝説(2)宗像三神 l枚 99P7327 

(27) 神話と伝説(3)仲哀天皇 l枚 99P7328 

(28) 神話と伝説(4)神功皇后 l枚 99P7329 

(29) 神話と伝説(5)歴史への l枚 99P7330 
接点

(30) 神話と伝説(6)竹内宿祢 l枚

(31) 神話と伝説(7)三角縁獣 l枚 99P7332 
鏡

(32) 神話と伝説(8)天の岩戸 l枚 99P7333 

(33) 神話と伝説(9)土偶と馬 l枚 99P7334 
具

(34) 神話と伝説(10)船と古 l枚 99P7335 
墳

(35) 神話と伝説(11)穴観音 l枚 99P7336 

「博多二千年史(36)~ 昭和41年6 一式 (36)~(62)一括 27枚
(62)防人の歌J 月 14日 ~7 1-368 

月14日

(36) 那の大津(1)朝鮮経営 l枚 99P7337 

(37) 那の大津(2)磐井の乱 l枚 99P7338 

(38) 那の大津(3)筑紫の官家 l枚 99P7339 

(39) 那の大津(4)暗殺 l枚 99P7340 

(40) 那の大津(5)随の使者 l枚 99P7341 

(41) 那の大津(6)親征 l枚 99P7342 

(42) 那の大津(7)朝倉山の鬼 l枚 99P7343 

(43) 那の大津侭)敗戦 l枚 99P7344 

(44) 那の大津(9)生還 l枚 99P7345 

(45) 那の大津(10)三宅廃寺 l枚 99P7346 

(46) 筑紫路(1)栗隈王 l枚 99P7347 
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

(47) 筑紫路(2)海の歌枕 l枚 99P7348 

(48) 筑紫路(3)筑紫館考 1枚 99P7349 

(49) 筑紫路(4)博多地名考 l枚 99P7350 

(50) 筑紫路(5)条里と大路 I枚 99P7351 

(51) 筑紫路(6)遊行女婦 l枚 99P7352 

(52) 筑紫路(7)塩と銅 l枚 99P7353 

(53) 筑紫路(助貧窮問答 l枚 99P7354 

(54) 筑紫路側綿の調 1枚 99P7355 

(55) 筑紫路(10)天然痘上陸 1枚 99P7356 
す

(56) 筑紫路(11)香椎宮 l枚 99P7357 

(57) 筑紫路(12)悲歌 l枚 99P7358 

(58) 筑紫路(13)恰土城 l枚 99P7359 

(59) 古代散歩(1)志賀島と香 l枚 99P7360 
椎宮

(60) 古代散歩(2)奴国街道・ l枚 99P7361 
那珂川に沿って

(61) 古代散歩(3)松原を追っ l枚 99P7362 
て

(62) 古代散歩附也良崎・恰 l枚 99P7363 
土城

f博多二千年史(63)- 昭和41年 一式 結3)-(100)一括 38枚
(100)唐船往来J 1-369 

(63) ょっのふね(1)両大師 l枚 99P7364 

(64) ょっのふね(2)仏縁 l枚 99P7365 

(65) ょっのふね(3)盲僧ピワ l枚 99P7366 

(66) ょっのふね似)西道謡 l枚 99P7367 

(67) ょっのふね(5)円仁 l枚 99P7368 

(68) ょっのふね伯)海賊来襲 l枚 99P7369 

(69) ょっのふね(7)博多警固 l枚 99P7370 
所

(70) ょっのふね(8)遣唐使の l枚 99P7371 
廃止

(71) ょっのふね(9)道真の左 l枚 99P7372 
遷

(72) ょっのふね(10)配所に l枚 99P7373 
死す
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(73) ょっのふね(11)渡唐天 l枚 99P7374 
神

(74) 海商(1)尋問 l枚 99P7375 

(75) 海商(2)火ネズミの皮衣 l枚 99P7376 

(76) 海商(3)藤原惟憲 l枚 99P7377 

(77) 海荷(4)腰引禅師 l枚 99P7378 

(78) 海商(5)八幡大菩薩 l枚 99P7379 

(79) 海商侭)真珠と宗人 l枚 99P7380 

(80) 海商(7)箱崎強襲 l枚 99P7381 

(81) 諸行無常(1)都府楼炎上 l枚 99P7382 

(82) 諸行無常(2)万伊の賊 l枚 99P7383 

(83) 諸行無常(3)ツメ跡を残 l枚 99P7384 
して

(84) 諸行無常帥捕虜 l枚 99P7385 

(85) 諸行無常(日“功臣の子 l枚 99P7386 
孫"

(86) 諸行無常(6)“度羅の l枚 99P7387 
鬼"

(87) 諸行無常(7)悪僧 l枚 99P7388 

(88) 諸行無常的鎮西八郎 l枚 99P7389 

(89) 諸行無常(9)袖の湊 l枚 99P7390 

(90) 諸行無常(10)父と子 l枚 99P7391 

(91) 諸行無常(11)岩門少卿 l枚 99P7392 

(92) 諸行無常(12)太宰府落 l枚 99P7393 
ち

(93) 諸行無常(13)栄西 l枚 99P7394 

(94) 禅流行(1)聖福寺 l枚 99P7395 

(95) 禅流行(2)幕府と太宰府 l枚 99P7396 

(96) 禅流行。)港の殺人事件 l枚 99P7397 

(97) 禅流行(4)謝太郎国明 l枚 99P7398 

(98) 禅流行問弁円 l枚 99P7399 

(99) 禅流行(6)博多織の始祖 l枚 99P7400 

(100) 禅流行(7)しのびよる影 l枚 99P7401 

I博多二千年史(101)- 昭和41年 一式 (101)-(110)一括 10枚
(11叫蒙古襲来J l・370

(101) 蒙古襲来(1)rムクリ」 l枚 99P7402 
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(102) 蒙古襲来(2)神国 l枚 99P7403 

(103) 蒙古襲来(3)趨良弼 l枚 99P7404 

(104) 蒙古襲来(4)鏑矢とてつ l枚 99P7405 
ぽう

(105) 蒙古襲来(司落首 l枚 99P7406 

(106) 蒙古襲来(6)神風論争 l枚 99P7407 

(107) 蒙古襲来(7)要害石築地 l枚 99P7408 

(108) 家古襲来(8)竹崎李長 l枚 99P7409 

(109) 蒙古襲来但)夜討ち l枚 99P74 10 

(110) 蒙古襲来(10)壊滅 l枚 99P7411 

「博多二千年史(111)- 昭和41年 一式 (111)-(144)一括 34枚
(144)戦固有情j 1-371 

(111) 南北朝の動乱(1) l枚 99P7412 

(112) 南北朝の動乱(2)菊池武 l枚 99P7413 
時

(113) 南北朝の動乱(3)人情反 l枚 99P7414 
覆坊主

(114) 南北朝の動乱(4)多々良 l枚 99P7415 
浜

(115) 南北朝の動乱(司少弐頼 l枚 99P7416 
尚

(116) 南北朝の動乱(6)長者原 l枚 99P7417 

(117) 南北朝の動乱(7)今川了 l枚 99P7418 
俊

(118) 南北朝の動乱(8)名万 l枚 99P7419 
『左文字J

(119) 南北朝の動乱(め倭冠 l枚 99P7420 

(120) 南北朝の動乱(10)大内 l枚 99P7421 
義弘

(121) 勘合貿易のころ(1)明と l枚 99P7422 
朝鮮

(122) 勘合貿易のころ(2)応永 l枚 99P7423 
の外冠

(123) 勘合貿易のころ(3)石城 l枚 99P7424 
商倭宗金

(124) 勘合貿易のころ(4)遺明 l枚 99P7425 
船再開

(125) 勘合貿易のころ(5)海東 l枚 99P7426 
諸国記
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(126) 勘合貿易のころ(6)寧波 l枚 99P7427 
の乱

(127) 勘合貿易のころ(η油座 l枚 99P7428 
商人

(128) 勘合貿易のころ(8)筑紫 l枚 99P7429 
路の宗祇

(129) 勘合貿易のころ(9)山笠 l枚 99P7430 
と松ばやし

(130) 勘合貿易のころ(10)聖 l枚 99P7431 
福寺の借屋牒

(131) 勘合貿易のころ(11)朝 l枚 99P7432 
鮮鍾

(132) 「筑紫の坊主J(1)最初の l枚 99P7433 
教会堂

(133) 「筑紫の坊主J(2)“異教 l枚 99P7434 
徒の市"

(134) 「筑紫の坊主J(3)房州掘 l枚 99P7435 

(135) 「筑紫の坊主J(4)傾城の l枚 99P7436 
妻

(136) 「筑紫の坊主J(司試練 l枚 99P7437 

(137) 「筑紫の坊主J(6)宗室と l枚 99P7438 
本能寺の変

(138) 「筑紫の坊主J(7)得度 l枚 99P7439 

(139) f筑紫の坊主J(8)大阪城 l枚 99P7440 
で

(140) f筑紫の幼主J(9) r武士 l枚 99P7441 
はイヤj

(141) 「筑紫の坊主J(10)町割 l枚 99P7442 
り

(142) f筑紫の坊主J(1 1)パテ l枚 99P7443 
レン追放

(143) 「筑紫の坊主J(12)商人 l枚 99P7444 
天国

(144) 「筑紫の坊主J(13)ゆめ l枚 99P7445 
のまたゆめ

「博多二千年史(145)- 昭和42年 一式 (145)-(20羽一括 59枚
(203) 盛衰五十二万 l・372
石J

(145) 福岡の誕生(1)目薬大名 l枚 99P7446 

(146) 福岡の誕生(2)桝形門 l枚 99P7447 
有様

(147) 福岡の誕生(3)黒田武士 l枚 99P7448 
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(148) 福岡の誕生(4)宗室の遺 l枚 99P7449 
言

(149) 福岡の誕生担)年行司 l枚 99P7450 

(150) 福岡の誕生伯)切支丹退 l枚 99P7451 
治霊場

(151) 福岡の誕生(η糸割符 l枚 99P7452 

(152) 福岡の誕生(町長崎博多 l枚 99P7453 
町

(153) 福岡の誕生(9)r筑紫巷 l枚 99P7454 
談浪白縫j

(154) 福岡の誕生(10)栗山大 l枚 99P7455 
膳

(155) 福岡の誕生(11)鎖国と l枚 99P7456 
福岡藩

(156) 福岡の誕生(12)密貿易 l枚 99P7457 

(157) 太平の裏表(1)祭再興 l枚 99P7458 

(158) 太平の裏表(2)博多にわ l枚 99P7459 
カ通

(159) 太平の裏表(3)博多柳町 l枚 99P7460 

(160) 太平の裏表附獄中記 l枚 99P7461 

(161) 太平の裏表(5)益軒登場 l枚 99P7462 

(162) 太平の裏表(6)体重をは l枚 99P7463 
かる

(163) 太平の裏表(7)ミイラ l枚 99P7464 

(164) 太平の裏表的箱崎相撲 l枚 99P7465 

(165) 太平の裏表(9)火の車 l枚 99P7466 

(166) 太平の裏表(1叫享保の l枚 99P7467 
ききん

(167) 太平の裏表(11)目安箱 l枚 99P7468 

(168) 太平の裏表(12)孫太郎 l枚 99P7469 
漂流記

(169) 太平の裏表(13)“入超" l枚 99P7470 

(170) 太平の裏表(14)夜光之 l枚 99P7471 
珠

(171) 太平の裏表(15)燃える l枚 99P7472 
石

(172) 太平の裏表(16)博多人 l枚 99P7473 
形

(173) 太平の裏表(17)博多織 l枚 99P7474 
東上
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(174) 太平の裏表(18)両学問 l枚 99P7475 
pJT 

(175) 太平の裏表(1叫炎に死 l枚 99P7476 
す

(176) 太平の裏表 (20)櫛田文 l枚 99P7477 
庫

(177) 太平の裏表但1)山陽来 l枚 99P7478 
遊

(178) 太平の裏表(22)洋学事 l枚 99P7479 
始め

(179) 太平の裏表(23)仙屋さ l枚 99P7480 
ん

(180) 中洲に花咲く(1)目医者 l枚 99P7481 
の処方

(181) 中洲に花咲く (2)富くじ l枚 99P7482 

(182) 中洲に花咲く (3)浮世の l枚 99P7483 
有様

(183) 中洲に花咲く (4)洋学と l枚 99P7484 
おみくじ

(184) 中測に花咲く (5)精練所 l枚 99P7485 

(185) 中洲に花咲く(め西洋ぎ l枚 99P7486 
らL、

(186) 中洲に花咲く (7)長崎の l枚 99P7487 
夜

(187) 志士と殿様(1)桜田門外 l枚 99P7488 
の変

(188) 志士と殿様(2)Uターン l枚 99P7489 

(189) 志士と殿様(3)うぐいす l枚 99P7490 
の死

(190) 志士と殿様(4)五卿来る l枚 99P7491 

(191) 志士と殿様(司天諒 l枚 99P7492 

(192) 志士と殿様(6)大獄 l枚 99P7493 

(193) 志士と殿様(7)柔弱の国 l枚 99P7494 

(194) 志士と殿様(司姫島脱出 l枚 99P7495 

(195) 志士と殿様(功石蔵卯平 l枚 99P7496 

(196) 新時代へ(1)ニセ札 l枚 99P7497 

(197) 新時代へ(2)宮さま知事 l枚 99P7498 

(198) 新時代へ(3)文明開化 l枚 99P7499 

(199) 新時代へ似)福岡の変 l枚 99P7500 
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(200) 新時代へ(5)明治の志士 l枚 99P7501 

(201) 新時代へ(6)明治のよそ l枚 99P7502 
おい

(202) 新時代へ(7)築港難航 l枚 99P7503 

(203) 新時代へ(助博多か福岡 l枚 99P7504 
カ=

「博多二千年史を終わ 昭和42年 一式 (204)-(208)一括 5枚
って(1)-(5)J 1-373 

(204) (1)ある執念 l枚 99P7505 

(205) (2)郷土愛のこと l枚 99P7506 

(206) (3)子孫たち l枚 99P7507 

(207) (4)宗人街余話 l枚 99P7508 

(208) (5)板付周辺で l枚 99P7509 

2212 フクニチ新聞連載記事 昭和42年3 フクニチ新 印刷切抜 各 一式 (1)-(20)一括 20枚
福岡告知版「博多変容 月13日-4 聞社 き 22.5x31.0 1-374 
一戦後博多復興史から 月7日
(1)-(2叫J)

(1) (1)終戦前夜上一歓楽 3月13日 l枚 99P7510 
街ひっそり高級料亭
に廃業命令

(2) (2)終戦前夜中一むな 3月14日 l枚 99P7511 
しい地響きl万5000戸
を強制疎開

(3) (3)終戦前夜下一運命 3月15日 l枚 99P7512 
の日 .6月19日遺体あ
ふれる奈良屋校

(4) 似)学校再開一出席生徒 3月16日 l枚 99P7513 
たった8人奈良屋校の2
学期校長、感激の始
業式

(5) (5)住宅再建(上)一自力 3月17日 l枚 99P7514 
更正への一番手奈良
屋校区営団から60戸
獲得

(6) 何)住宅再建(中)-1軒 3月18日 l枚 記事中写真紙焼あり 99P7515 
の総工費3600円廃虚
の町に“家泥棒"

(7) (7)住宅再建(下)ー建た 3月19-20 l枚 99P7516 
ぬ300戸のお年玉イン 日
フレと深刻な資材不足

(8) 制娯楽施設花盛り一連 3月21日 l枚 99P7517 
日超満員の映画館芸
者組合も“赤い気炎"

(9) (9)電灯ともる一一年ぶ 3月22日 l枚 99P7518 
り街灯ともるワイロ
片手に電柱集め
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(10) (10)人口異変一“電停 3月23日 l枚 99P7519 
廃止"にカンカンど
っと引き揚げ者拍車
かかる食糧難

(11) (11)復興祭一空腹も忘 3月24日 l枚 99P7520 
れて大浮かれ同時に
“どんたく"と“山笠"

(12) (12)福博大通り誕生一 3月25-28 l枚 99P7521 
名付け親に賞金300円 日
クワ入れ由緒の地、
市小路で

(13) (13)博多商人の再起上 3月25-28 l枚 99P7522 
ーはびこったヤミ市場 日
まず綱場町が“対抗"

(14) (14)博多商人の再起中 3月25-28 l枚 99P7523 
-焼け野原でジカ談判 日
気迫でついに商盾街

(15) (15)博多商人の再起下 3月29日 l枚 99P7524 
一博多五町に“飾り
山" “場末"にでき
た新天町

(16) (16)区画整理上一近代 3月30日-4 l枚 99P7525 
都市へビジョンだが 月2日
町内の半分が公園に・..

(17) (17)区画整理中一鳥居 3月30日-4 l枚 99P7526 
や民家は後退へ櫛田 月2日
神社あとは切られぬ
ご神木

(18) (18)区画整理下一緑地 4月3日 1枚 99P7527 
計画を押し切る中洲
守り抜いた博多の名所

(19) (19) r山笠』復活上一 4月5日-4 l枚 99P7528 
清道l周でへトへト腹 月6日
ベコでもこの心意気

(20) (20) r山笠』復活下一 4月7日 l枚 99P7529 
執念で“新しい伝統"
f流れ再編成J混乱乗
越えて・・・

2213 長崎新聞夕刊記事「長 昭和50年10長崎新聞社 印刷 54.6x41.0 l部 1 .4・5面に関連記事 99P7530 
崎くんち開幕J 月8日 1-273 

2214 西日本新聞夕刊記事 昭和51年8 西日本新聞 印刷 54.4x41.2 l枚 米作り(波多江講師) 元冠 99P7531 
fふるさとの心を求め 月3日 社 防塁(石田講師) 博多の伝

て一郷土史家とパスハ 説・神功皇后伝説(江頭講

イクJ 師) 博多商人・製塩所(石
橋講師) 福岡城と博多商
人(帯谷講師) 1-269 

2215 西日本新聞別刷全面広 昭和51年9 西日本新聞 印刷色刷 54.4X41.2 i部 全面広告 1・270 99P7532 
告「西日本新聞広告特 月10日 社 4面
集一天神地下街・完成
記念特集天神のコミ
ュニティプラザをめざ
して...J 
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2216 西日本新聞夕刊記事 昭和51年8 西日本新聞 印刷 各 一式 付r7/3O博多駅一自殺防止
「巷説博多事始め帯 月6日-12 社 54.4X41.2 に吉塚駅造る」は複写欠
谷瑛之介」 月24日 分は複写あり (1)-(20)一

括 20枚 1-268 

(1) 教育庁(迎賓館)一近代 昭和51年8 l枚 99P7533 
都市化のシンボル 月6日

(2) 鰻頭一奈良の浄因より 昭和51年8 1枚 99P7534 
百年早い 月13日

(3) おきうと一風物詩とな 昭和51年8 l枚 99P7535 
った“朝売り"商家 月20日
の子たちのしつけにも

(4) ろうそくー宗湛が製法 昭和51年9 l枚 99P7536 
を輸入大濠の周辺で 月3日
ハゼ試植

(5) 練酒一足利時代、すで 昭和51年9 l枚 99P7537 
に名物 月10日

(6) 銭湯一古来の主流は蒸 昭和51年9 l枚 99P7538 
し風呂 月17日

(7) そうめんー将軍への献 昭和51年9 l枚 99P7539 
上品にも 月24日

(8) 渡辺通上一感動的な 昭和51年10 l枚 99P7540 
電車敷設渡辺与八郎 月l日
忍耐と執念のたまもの

(9) 渡辺通下一名誉を固 昭和51年10 l枚 99P7541 
辞した与八郎 月8日

(10) 消防一江戸より45年早 昭和51年10 l枚 99P7542I 
く民間組織 月15日

(11) 電話一芸者と声のデー 昭和51年10 l枚
トに人気 月22日

(12) 医者免許第一号一蘭館 昭和51年10 l枚 99P7544 
医師の証明書筑前藩 月29日
の原三信外科のすべ
てを修業

(13) ガス上一公開の燃焼 昭和51年11 l枚 99P7545 
実験、見事に失敗 月4日

(14) ガス下一停電続きで利 昭和51年11 l枚 99P7546 
用者が増える 月12日

(15) 誓文晴一新しい時代を 昭和51年11 l枚 99P7547 I 
創った企画 月19日

(16) 茶-ーに聖福寺、二に 昭和51年11 l枚 99P7548 
背振、三に宇治 月26日

(17) 図書館(櫛田文庫)一権 昭和51年12 l枚 99P7549 
力争いでつぶされる 月3日

(18) 活動写真一笑い厳禁で 昭和51年12 l枚 99P7550 
日露戦争映画 月10日
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法 量 員数 備 考 備品番号

(19) 新聞-ー部が米二升の 昭和51年12 l枚 99P7551 
値段 月17日

(20) 運そば一承天寺で厄払 昭和51年12 l枚 99P7551 
L 、 月24日

2217 西日本夕刊記事「博多 昭和田年l 西日本新聞 印刷 54.4X41.2 l枚 提唱者帯谷瑛之介氏/講 99P7552 
にや博多の歌い方乱れ 月11日 社 習会の模様一博多古謡保存
ている『祝めでた』 そ 会『那能津会』の鬼塚勝治

こで決定版?!必ず 氏の三味線、那能津会会長
三番まで要は皮膚感覚 石橋源一郎氏の『祝いめで
コブシのつけ過ぎダ た』披露 1-272 
メ一博多町人文化連盟
が講習会J

2218 朝日新聞第2部「創刊号 昭和53年l 朝日新聞社 色刷 p8 54.4X41.2 l部 明治12年l月25日付の第一 99P7553 
を再現一創刊百年記念 月25日 号紙面を再現/r現代のル
特集j ーツ ひた走る明治Jと題

して交通網(駅)(港)・町並
み・西欧化・機械化・戦火
を写真入りで解説。/探り
続けた日本の近代化・手刷
りで誕生いま100年一略年
譜 1-271 

2219 朝日新聞掲載記事「山 昭和57年6 朝日新聞社 印刷切抜 各 一式 ※ネガありNo.1894r徳山先
笠オッショイ法被物 月l日-15 き 16.0Xl1.6 生J (1)-(10)-括 10枚
語J(1)-(10) 日 1-191 

(1) (1)箱崎縞素朴なたて 6月l日 l枚 (写真)現存する最古の箱崎 99P7554 
縞模様 縞、中対馬小路(大黒涜)の

法被。大正中期に作られた。

(2) (2)千鳥足幾何学文様 6月2日 l枚 (写真)明治から現在まで続 99P7555 
の傑作 く浜小路(土居涜)の法被。

デザイン的にも傑作のー
つ。

(3) (3)道真公伝統と誇り 6月3日 l枚 (写真)菅原道真の座ぶとん 99P7556 
の文様 代わりに使われた船のロー

プを型取ってデザインされ
た綱場町の法被。

(引 (4)団結の輸当番の女 6月4日 l枚 (写真)つなぎ輸文様の代表、 99P7557 
性が縫う 下呉服町(西流)の法被。遠

目によく映える。

(5) (5)てん書体高度な技 6月6日 l枚 (写真)十八種ある文字文様 99P7558 
術を必要 の代表格、唐屋町(西流)の

法被。てん書体の模様が美
しい。

(6) (6)本家数少ない具象 6月8日 l枚 (写真)芸術的な風格をただ 99P7559 
文様 よわせる櫛田神社の法被。

織りあげるには複雑な工程
がし、る。

(7) (7)追跡大敵は町名の 6月9日 l枚 (写真)~、まは見られない中 99P7560 
改正 浜口町の法被。最近やっと

現物が見つかった。

(8) (8)新調戦後ずっと続 6月10日 l枚 (写真)十二年ぶりに作りか 99P7561 
く柄 えた寿通商庖街の法被。文

字と縞の組み合わせ。他に
四十二種ある。
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

(9) (9)酒ニ合花火で祭り 6月13日 l枚 (写真)山笠讃合会の法被。 99P7562 
に参加 博多区部以外の山笠法被と

しては唯一のもの。

(10) (10)広がる輸終戦境 6月15日 l枚 (写真)戦後できた中洲流の 99P7563 
に福岡部へ 統一法被。一目でわかる文

字を織り込んでいる。

④文書ほか

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

2220 書簡原稿「四月のナ 昭和時代 花田久次郎 便筆2枚 23.0x 17.7 l通 封筒入り 2枚 1-188 99P7564 
ゾJ より石橋源 ベン書

一郎宛

2221 書簡白魚資料 昭和時代 波多江五兵 原稿用紙 17.5x24.9 l通 3枚目-1378 99P7565 
衛より石橋 ボールペン
源一郎宛 書

2222 書簡問い合わせ 昭和時代 波多江五兵 原稿用紙 18.2x25.6 l通 餅っき曜子を再現したいと 99P7566 
衛より石橋 ポールペン 帯谷さんより電話。歌詞に
源一郎宛 書 間違いがないかの問いあわ

せ封筒入り 3枚目-1429

2223 書簡友人住所の知ら 昭和21年l 古川可壮よ 葉書ベン 14.0x9.0 l枚 昭和20年代ヵ 11-1386 99P7567 
せ 月31日 り石橋源一 書

郎宛

2224 書簡戦災見舞い 昭和21年5 尾川博より 葉書ベン 13.9x9.0 l枚 11-1383 99P7568 
月21日 石橋源一郎 書

宛

2225 書簡暑中見舞い 昭和21年7 吉田榊より 葉書ぺン 14.0 X8.9 l枚 11-1385 99P7569 
月5日 石橋源一郎 書

宛

2226 書簡挨拶状 昭和21年9 井本完治よ 葉書ぺン 13.9 x 9.0 l枚 11-1384 99P7570 
月9日 り石橋源一 書

郎宛

2227 書簡博多謎々につい 昭和42年5 森部善七 便筆ぺン 25.0x 18.0 l通 博多謎々についてあいさつ 99P7571 
て 月5日消印 (沖字洞)よ 書 状と原稿封筒入り 3枚

り石橋源一 1-187 
郎宛

2228 書簡 昭和52年12波多江五兵 葉書ぺン 14.8X 10.0 l枚 博多津要録第2巻の第14巻 99P7572 
月 衛より石橋 書 の35、36に先祖鳥羽屋半七

源一郎宛 掲載の件

2229 博多町人文化連盟昭 昭和51年 博多町人文 84用紙 25.7x36.l l枚 収入・寄付金内訳・雑収入 99P7573 
和50年度決算書 化連盟 印刷 -未収入金/支出・備品費

-事業支払い・雑費
1-905 

2230 博多町人文化連盟昭 昭和51年 博多町人文 84用紙 25.7X36.l l枚 一.茶祖栄西碑旧本最初茶 99P7574 
和51年度事業計画案 化連盟 印刷 樹栽植之碑)建立二.鰻頭

碑建立三.飢人地蔵(中洲)
祭りへの協力 四.聖福寺
夏祭りへの協力五.幕出
し六.第三田町人文化勲
章七.櫛田神社と博多祇
園山笠展八.例会予定
1-906 
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寄贈賀料 1.石橋源一郎資料(追加分)

作者ほか| 形状

博多町人文 1B5両面印刷
化連盟 |ステプラー

綴

22321博多町人文化連盟名簿|昭和52年3 1博多町人文|冊子 印刷 125.0X17.81 1冊 111・1370
月31日 |化連盟

考 備品番号番号 名 時代 法量|員数 備称

22311博多町人文化連盟名簿|昭和51年4
月30日

24.5XI7.711綴 13枚6頁 125名の住所・電 199P7575 
話番号・仕事等 |・903

①連合総会(行楽)開催ご案 199P7577 
内4枚 ②お香典かえし拝
受・各位にお願い ③「博
多区老人クラブ演芸大会J
一豊田会婦人部の敢闘賞受
賞報告・健康への御招待
④昭和50年決算報告書(第
一博多そうたん会) 1・904

22341輯光和尚の「博多三筆JI昭和22年 |筑紫豊筆記|ー紙孔版 125.7X36.11一式 12枚 11-1379 
談義

22331奈良屋校区老人クラブ|昭和51年8
連合会の連合総会(行 |月2日
楽)開催ご案内状・昭
和50年度の第一そうた
ん会の決算報告書その
他連絡事項

奈良屋校区 1B5用紙6枚 118.1X26.11 1綴
老人クラブ 1. A4用紙l
連合会 |枚 印刷

ステプラー
綴

99P7576 

99P7578 

22351送り状「冊子博多湾人J1昭和31年111寓四郎神社|ー紙・孔版 125.7X18.11 1枚 111・1414
月 |再建奉賛会

会長河内卯
兵衛福岡
市博多上演
口町町総代
斎藤禄郎

22361寓四郎神社再建のよぴ|昭和31年カ|蔦四郎神社|和紙 印刷 119.6X54.611枚 111-1420
かけ(雛形再建奉賛会

会長河内卯
兵衛福岡
市博多上演
口町町総代
斎藤禄郎ヵ

22371和楽路会の会費・制服|昭和時代 |和楽路会 |西洋紙 印 125.7X36.31一式|道中着・干草股引・脚幹・ 199P7581 
の件 刷 手甲の申込書付 11-224 

22381和楽路会入会申込書 l昭和時代 |和楽路会 |西洋紙ヵ 118.2X 13.01 2枚 111・225
印刷

99P7579 

99P7580 

99P7582 
~7583 

14.8X21.011枚|原本趣意書綱領(和楽路 1 99P7584 
会)精神五則尊皇・敬神
崇租・愛国報恩・積善和
平・質実剛健 11-228 

22401 r軍旗奉納趣旨と経緯J1昭和51年6 1博多祇園山|印刷 朱印 125.8X36.511枚|昭和四十八年度六番山笠恵 199P7585 
月l日 |笠恵比須流|封筒入り 比須流の飾り人形は日露戦

争の故大久保友次郎の武功
を再現した。その台上の旗
は歩兵第二十四連隊副官陸
軍大尉田中亨が終戦当時
外地より持帰った軍旗の一
部を飾りとして使った。そ
の後軍旗は佐賀県伊万里市
大川町淀姫神社に三年間寄
託奉納の後、昭和51年7月
27日に島根県美保関の美保
神社に永久奉納すること決
定 1-292

22391和楽路会趣意書網領他|昭和時代 |和楽路会 |印刷

22411書「愛婿ある博多なま |昭和時代 |不詳
りや宴夜長J

和紙・継紙 179.9X19.21 1枚|朱印あり H・1433
墨書

99P7586 
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寄贈質料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

2242 訴諭資料 昭和38年 石橋源一郎 便筆・べン 22.9XI7.7 一式 2枚 11-1405 99P7587 
書・鉛筆書

2243 原稿午後のロータリ 昭和時代 石橋源一郎 ベン書紐 14.9x21.0 l冊 出演内容のメモあり、午後 99P7588 
一・随想博多にわか 綴 のロ タリー(一時五分~

一時五十八分) 5/24・25・
26の一時三十分すぎ5~6分
博多にわかのおこり・明治
時代のにわか・にわかの面
白さ・一口にわかと博多な
ぞ |・117

2244 原稿博多謎々 楚能 昭和時代 石橋源一郎 和紙墨書 25.0X 16.2 l綴 21枚 1-184 99P7589 
ばかりヵ巻 ステプラー

綴

2245 原稿昭和四十二年四 昭和時代 石橋源一郎 原稿用紙 25.2x 18.0 i綴 9枚 1-185 99P7590 
月出題博多謎々 集 ぺン書ス
句壱百五章不老会 テプラー綴

(題字)皇室
書

2246 原稿(富貞月亭作博多 昭和時代 石橋源一郎 原稿用紙・ 21.0x29.7 l綴 3枚 1-186 99P7591 
謎々) ぺン書

2247 原稿(釣狐(狂言)鷺流で 昭和時代 石橋源一郎 便塞・ぺン 26.7X 19.0 一式 2枚 |・956 99P7592 
は今悔) 書

2248 原稿「千鳥の曲j 昭和時代 石橋源一郎 使筆・ボー 17.7x25.0 l枚 11-1363 99P7593 
ルペン書

2249 原稿「東海道五十三次 昭和時代 石橋源一郎 便筆・ボー 17.7x25.0 一式 上りの歌3枚下りの歌3枚 99P7594 
のうたJ ルペン書 11-1364 

2250 メモ「博多俗謡」 昭和時代 石橋源一郎 広告紙ボ 25.6x 18.2 l枚 11-1365 99P7595 
ールペン書

2251 原稿「せつほんかいなj 昭和時代 石橋源一郎 便筆・ボー 17.7x25.0 l枚 11-1374 99P7596 
ルペン書

2252 原稿「越後獅子替え唄j 昭和時代 石橋源一郎 便筆・ボー 17.7X25.0 一式 7枚目-1375 99P7597 
ルベン書

2253 原稿「博多のドン」 昭和時代 石橋源一郎 原稿用紙 21.7X31.2 一式 2枚 11-1377 99P7598 
ボールペン
書

2254 原稿「ぽんちかわいやJ昭和時代 石橋源一郎 メモ用紙・ 12.5X 17目4一式 2枚 11-1389 99P7599 
ペン書

2255 原稿「手まり唄十二ヶ 昭和時代 石橋源一郎 NHK番組資 15.2x21.5 一式 3枚 11-1390 99P7600 
月J 料用紙ぺ

ン書

2256 文句原稿f犬忘かるたJ昭和時代 石橋源一郎 一紙・ボー 25.0XI7.7 一式 2枚 11・1388 99P7601 
ルペン書
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寄贈賀料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法量 員数 備 考 備品番号

2257 大正の博多記第一部原 昭和時代 波多江五兵 原稿用紙 21.0x29.8 一式 名所24頁博多を語る会4 99P7602 
稿 衛 ベン書 頁初めに4頁追い山笠3

頁街の年表7頁あとが
き2頁共進会と博覧会16
頁上水道完成29頁国勢
調5頁見立細工6頁商庖
の売出し21頁夏祭りの郷
愁11頁カフェーブラジル
4頁 松 嚇 子9頁博多子守
唄4頁川丈繁日記11頁
伸びる電車13頁博多近郊
13頁飛行機とんだ17頁
成金時代8頁ブンカ5頁
集散場21頁ある行商の実
態17頁映画ジゴマ上映歴
3頁廻状4頁博物館と記
念館11頁商家の大晦日8
頁子供の遊び9頁ラヂ
オ時代8頁博多の街は火
事だらけ11頁博多六丁筋
に12頁御大典奉祝6頁
庖の仕着せと7頁 は じ め
て食べる7頁九州日報社
の夏2頁一円時代2頁メ
モ2枚 11-1424 

2258 電報原稿 昭和20年代 石橋源二郎 電報用紙 15.2x22.5 l枚 福岡県山門郡柳河町新船津 99P7603 
より石橋源 ベン書 中村元内石橋源二郎カワ
一郎宛 リナキヤコチラブジイシ

京城竜山町第二将校合同宿
舎朝鮮第二二三部隊 メモ
帳同相石橋源一郎
11・1381

2259 「両大賀家古文書のー 昭和38年頃 石橋源一郎 一紙墨書 65.2x46.8 l枚 寛保2年の文書が張り付け 99P7604 
部J 写真貼付 られたふすまの写真黒田

藩に提供された上大賀家、
大賀要貞、養子養女縁組願
書 11-1419

2260 (大賀家家系検証図)下 昭和38年頃 石橋源一郎 一紙(1日巻 38.3x26.1 2枚 裏面鍵盤の広告 99P7605 
書き2種 番芸妓名表 11・1397 -7606 

の裏書)

2261 草稿「大賀家年譜表j 昭和38年 石橋源一郎 罫紙・ぺン 25.1 x35.9 一式 2枚 H・1398 99P7607 
書き

2262 (大賀宗九旧宅地図下 昭和38年 石橋源一郎 印画紙裏面 12.1XI6.4 l枚 11-1410 99P7608 
書き) -鉛筆書

2263 両大賀由緒書読み下し 昭和38年 石橋源一郎 原稿用紙・ 17.7X48.2 l枚 11-1411 99P7609 
稿 ぺン書

2264 筑前国博多津大賀家々 昭和38年 石橋源一郎 和紙・墨書 65.4x25.8 l枚 11-1413 99P76 10 
系略譜

2265 (大賀宗九家家系図原 昭和38年 橋詰武生ヵ 原稿用紙ぺ 17.1x24.8 l枚 H・1416 99P7611 
稿) ン書

2266 (大賀家家系図原稿)筆 昭和38年11 橋詰武生作 グラフ用紙 21.0X50.8 l枚 11・1399 99P7612 
写稿 月15日写 -石橋源ー

郎写
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称、 時代 作者ほか 形状 法 量 員数 備 考 備品番号

2267 「大賀九郎左衛門」筆写 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ぺン 22.9xI7.7 一式 川島冗次郎著巧人社大正1099P7613 
稿 写 書 年9月15日初版発行「朱印船

貿易史Jより 20枚
11-1404 

2268 「大賀宗九碑J(文政12 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ぺン 22.9XI7.7 一式 昭和4年3月刊・福岡県碑誌 99P7614 
年の文)筆写稿 写 書 (筑前の部) 6枚 11・1406

2269 「大賀宗九父子」筆写稿 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ぺン 22.9x 17.7 一式 永野民次郎著大福岡発展研 99P7615 
写 書 究会昭和28年6月8日発行

「大福岡今昔人物誌Jより
18枚 11-1407

2270 「大賀宗{白碑J(文化11 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ベン 22.9xI7.7 一式 昭和4年3月刊・福岡県碑誌 99P7616 
年の文)筆写稿 写 書 (筑前之部)より 7枚

11-1403 

2271 商人亀鑑博多二傑伝 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ペン 22.9xI7.7 一式 江島茂逸・大熊浅次郎編纂 99P7617 
(頭書)筆写稿 写 書 明治25年2月11日発行より

6枚 11-1401

2272 「福岡J(歴史編「国史上 昭和38年頃 石橋源一郎 便筆・ぺン 22.9xI7.7 一式 発行人=好弥六執筆者九 99P7618 
の福岡jの内)筆写稿 写 写 書 大教授文学博士森克己明治

25年3月発行より 2枚
11-1402 

2273 「博多の=傑J筆写稿 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ぺン 22.9XI7.7 一式 執筆者代表竹内理三文画堂 99P7619 
写 書 発行昭和31年11月12日初版

発行 f福岡県の歴史j より
6枚 11-1408

2274 家督をつぐの相違点 昭和38年写 石橋源一郎 便塞・ぺン 22.9XI7.7 一式 観光表示板記載文集の大賀 99P7620 
(抜粋)筆写稿 写 書 宗伯墓所他 7枚 11-1409 

2275 「日本のシャイロック 昭和38年写 石橋源一郎 便筆・ぺン 22.9XI7.7 一式 中村均著、文画堂発行昭和 99P7621 
たち一生きて来た博多 写 書 33年10月13日発行より 11 
商人一J筆写稿 枚 11-1412

2276 「長政公御入国より二 昭和38年写 石橋源一郎 原稿用紙貼 25.0 x 72.9 l枚 11-1418 99P7622 
百年福岡博多町家由緒 写 付・ぺン書
記j筆写稿

2277 御挨拶(大賀宗九顕彰 昭和38年10阿部暢太郎 一紙・印刷 19.4X54.4 2枚 初代賛助員代表阿部暢太 99P7623 
碑建立の件) 月 郎事務局一同 11-1395 ~7624 

2278 大賀家略系 昭和38年11 橋詰武生 和紙一紙・ 28.3 x 92.8 l枚 11-1417 99P7625 
月5日 墨書

2279 和楽路会旅行計画 昭和50年代 石橋源一郎 広告紙ぺ 25.7X36.3 l枚 新聞の折り込みチラシの裏 99P7626 
ン書 に旅行計画の経路と地図が

書いてある 11-1430 

2280 メモ(午砲ドンに関す 昭和時代 石橋源一郎 広告紙ぺ 18.2X25.7 l組 明治19年7月午砲に関する 99P7627 
る) ン書 勅令公布私立号砲会社設

立(賀子町江藤正澄・橋口
町古賀)とドンガラガン節
の発生歌詞あり(明治36
年) 2枚 1-134 

2281 メモ(紀元節について) 昭和時代 石橋源一郎 二菱銀行メ 17.5X 12.3 l組 旧暦廃止により、 12月3日 99P7628 
モ用紙ぺ を明治6年l月元B'こ定めた
ン書 件松磯子の日時変更につ

いて 2枚 1・135
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寄贈資料 1.石橋源一郎資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者ほか 形状 法 量 員数 備 考 備品番号

2282 メモ(rはかた言葉J送 昭和時代 石橋源一郎 紙・ぺン書 14.8X10.6 l組 2枚 1-140 99P7629 
り先)

2283 俗謡歌調メモ他 昭和時代 石橋源一郎 メモ用紙・ 縦9 目 0~25.6 一式 12枚 H・1421 99P7630 
広告紙ほか 横8.4~36.0
ぺン書

2284 メモ(中対馬小路付近 昭和時代 石橋源一郎 複写紙ボ 14.7x20.9 l枚 戦前の住居配置ヵ 99P7631 
住居図) ールペン書 11-1422 

2285 メモ大賀宗九の件 昭和38年頃 石橋源一郎 メモ紙・鉛 26.4X 18.7 一式 時刻表の裏にメモ書き 石 99P7632 
(大賀宗九調査日程記 10月 ~11月 筆書 碑建立の件について 3枚
録) 11-1400 

2286 ノート(明輿大法師之 不詳 石橋源一郎 B5ノート 25.2 x 17.9 l冊 11-1376 99P7633 
伝一小畑上人一代記) -ぺン書

2287 ノート(福柳の事博多 昭和時代 石橋源一郎 B5ノート 25.2 x 17.8 l冊 11-1391 99P7634 
の民俗等)

2288 ノート(写真現像・明 昭和時代 石橋源一郎 B5ノート 24.8xI7.6 l冊 写真現像の英語説明書っき 99P7635 
輿大法師之伝等) 11-1392 

2289 メモ帳 昭和20年代 石橋源一郎 ノート 20.7X 14.4 l冊 俗語・民謡・昭和20年代の 99P7636 
軍隊関係の日記あり

11-1387 

2290 手帳((博五多謎撰者・博 昭和43年頃 石橋源一郎 手帳 ビニ 16.1xlO.5 l冊 長寿法に関する十二章、新 99P7637 
多弁 十音11同他) ール表紙・ 聞記事「福岡県の採石場」

パインダー 名調1枚 11-1371 

2291 手帳(芸妓人名録) 昭和47年ヵ 石橋源一郎 手帳 ビニ 21.2X16.0 l冊 芸妓の顔写真と住所、電話 99P7638 
ール表 番号、生年月日記載

11-1431 

2292 福岡市全図 明治24年10福岡市役所 印刷 37.0x60.4 l枚 1-391 99P7639 
月15日出版

2293 改正京町絵図細見大成 天保2年 文叢堂竹原 木版色刷 144.0X l枚 11-1423 99P7640 
洛中洛外町々小名全 好兵衛 178.4 

2294 名刺「古森秀渓J 昭和38年10不詳 名刺墨書 9.1 X5.5 l枚 「大賀宗九建碑の件 S38. 99P7641 
月 1O.12Jとあり 11-1396-1 

2295 名刺「大賀静子J 昭和38年10不詳 名刺印刷 9.1 X5.5 2枚 建碑の件ヵ 11-1396-2 99P7642 
月15日 ~7643 

2296 雲助ヵ 近代 不詳 陶製 径20.2 l点 戦争の火災によって表面紬 99P7644 
高20.6 部分変色上部角らしき形

状紬は本来朱と思われる

11-1432 
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寄贈資料 2.飯野隆義資料

2.飯野隆義資料

〈資料内訳)1 近代資料 ①軍事関係書類………....・ H ・. 55件 55点

②雑誌『暮しの手帖~ ....・H ・.119件119点

③その他の書籍………・・………・122件122点

④絵はがき・写真・ノート等… 49件 49点

〈計)345件345点

2 民俗資料 ①生活の用具...・ H ・-… H ・H ・-… 16件 18点 ⑤信仰・年中行事の用具…・・ 9件 9点

②生産の用具・・・ 6件 19点 @芸能・娯楽の用具… 9件 9点

③交通・交易の用具… 3件 3点 ⑦人の一生の用具・・. l件 l点

④社会生活の用具・・.

1 近代資料

①軍事関係書類

番号 名 称

第五十六軍司令部隊留守
名簿

2 留守名簿

3 留守名簿

4 留守名簿

5 戦車第四十六連隊留守名
簿

6 第六砲兵司令部宗第二八
四0一部隊留守名簿

7 特設警備第二五回大隊宗
第二七四一部隊留守名簿

8 特設警備第二五六大隊宗
第二七四三部隊留守名簿

9 特設警備第二五五大隊宗
二七四二部隊留守名簿

10 第二百一特設警備工兵隊
宗第二七六一部隊留守名
簿

11 第二百二特設警備工兵隊
宗第二七六二部隊留守名
簿

12 特設警備第二五七大隊宗
第二七四四部隊留守名簿

13 特設警備第二五三大隊睦
第九七六四部隊留守名簿

時代

昭和20年5月
l日調製

昭和20年9月
l日調製

昭和20年7月
15日

昭和20年5月
25日ヵ

7月10日ヵ

昭和20年6月
18日

昭和20年6月
l日調製

昭和20年6月
7日調製

昭和20年6月
5日調製

昭和20年6月
8日

昭和20年6月
8日

昭和20年6月
8日

昭和20年5月
l日

l件 l点 〈計〉 45件 60点

〈総計)390件405点

※備考欄の数字(例:177)は整理番号を示す

作 者 形状 法量 員数 備 考 備品番号

第五十六軍司令 ガリ刷・ぺン 25.6 x 17.6 l冊 綴じ紐欠落 99P7645 
部隊 書書冊 56枚 177

独立混成第百二 墨・鉛筆・ぺ 25.0x 19.1 l冊 336名分の名簿 99P7646 
十二旅団司令部 ン書・印刷 163 

書冊

第四高射砲隊司 ガリ刷・ぺン 25.9XI8.4 l冊 183 99P7647 
ぷ寸』3立日s 書書冊

野戦重砲兵第十 墨・ぺン・印 26.0 x 19.0 l冊 2103名分の名 99P7648 
三連隊 刷書冊 簿 153

宗第一一一五四 墨・ぺン・印 25.6X 18.5 l冊 519名分の名簿 99P7649 
六部隊 刷書綴 164 

西部軍管区砲兵 墨・ぺン・タ 26.2 x 18.4 l冊 165 99P7650 
隊司令部 イプ・青焼

書綴

特設警備第二五 墨・ぺン・カ 27.2xI9.5 l冊 12名分の名簿 99P7651 
四大隊 ーボン・謄写 166 

書綴

特設警備第二五 ぺン・カーボ 27.2xI9.5 l冊 9名分の名簿 99P7652 
六大隊 ン・墨・謄写 167 

書綴

特設警備第二五 墨・カーボン 27.1XI9.9 l冊 12名分の名簿 99P7653 
五大隊 -ぺン・謄写 168 

書綴

第二百一特設警 墨・ベン・印 27.1XI9.9 l冊 14名分の名簿 99P7654 
備工兵隊 刷書綴 169 

第二百二特設警 墨・ぺン・カ 27.2x20.1 i冊 11名分の名簿 99P7655 
備工兵隊 ーボン書綴 170 

特設警備第二五 ぺン・墨書 27.1 x 19.6 l冊 10名分の名簿 99P7656 
七大隊 綴 171 

特設二五=大隊 ガリ刷・ぺン 26.3X 19.0 l冊 172 99P7657 
書書冊
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寄贈資料 2.飯野隆義資料

番号 名 称、 時代 作者 形 状 法量 員数 備 考 備品番号

14 野戦重砲兵第二十九連隊 昭和20年7月 野戦重砲兵第二 ガリ刷・ぺン 26.1 x 18.5 l冊 173 99P7658I 
宗一三五O五部隊留守名 4日調製 十九連隊 書書冊
簿

15 第二百七特設警備工兵隊 昭和20年6月 第二百七特設響 ガリ刷・ペン 27.2XI9.7 l冊 174 99P7659 
宗第二七八六部隊留守名 !日調製 備工兵隊 書書綴
簿

16 第二百四特設警備工兵隊 昭和20年6月 第二百四特設響 ガリ刷・ぺン 27.2XI9.5 l冊 175 99P7660 
宗第二七六四部隊留守名 8日 備工兵隊 書書綴
簿

17 独立機関砲第二十八中隊 昭和20年7月 独立機関砲第二 ガリ刷・カー 26.6X 18.8 l冊 182 99P7661 
留守名簿 10日 十八中隊 ボン書冊

18 電信第四十四連隊宗第一 昭和20年6月 電信第四十四連 墨・ぺン・印 25.9XI8.4 l冊 149 99P7662 
三五五七部隊留守名簿 6日調製 隊 刷書綴

19 第三百二特設警備工兵隊 昭和20年6月 第二百三特設警 ガリ刷・ぺン 27.2XI9.5 l冊 176 99P7663 
宗第二七六三部隊留守名 6日 備工兵隊 書書綴
簿

20 独立戦車第六旅団整備隊 昭和20年7月 独立戦車第六旅 墨・ぺン・印 25.7X 19.5 l冊 203名分の名簿
闘第一二五七五部隊留守 l日調 団整備隊 刷書綴 151 
名簿

21 戦車第=十七連隊闘第一 昭和20年7月 戦車第三十七連 ぺン・謄写・ 26.4X 20.5 l冊 1292名分の名 99P7665 
二五七七部隊留守名簿 l日調 隊 印 刷 書 綴 簿 162

22 独立戦車第六旅団轍重隊 昭和20年7月 独立戦車第六旅 墨・ぺン・謄 25.7x20.0 l冊 375名分の名簿 99P7666 
闘第一二五七八部隊留守 l日 団輸重隊 写・印刷書 150 
名簿 綴

23 第三十二野戦勤務隊鋒第 昭和20年5月 第三十二野戦勤 ぺン・謄写・ 26.0X 19.0 l冊 17名分の名簿 99P7667 
一三五四八部隊留守名簿 25日調製 務隊 印 刷 書 綴 160 

24 第一四四中隊鋒一三五四 昭和20年6月 第一四四中隊ヵ 謄写・ぺン 25.1 x20.6 l冊 505名分の名簿 99P7668 
九部隊留守名簿 25日調製 書冊 154 

25 陸上勤務第一五O中隊鋒 昭和20年5月 陸上勤務一五O ガ リ 刷 書 冊 26.1xI8.4 l冊 181 99P7669 
第一三五五部隊留守名簿 25日調製 中隊

26 第三二野戦勤務隊陸上勤 昭和20年7月 第三二野戦勤務 墨・ペン・印 25.8x 18.6 l冊 505名ほどの人
務第一四八中隊鋒第一三 5日 隊-陸上勤務第 刷書綴 の名簿 146 
五五三部隊留守名簿 一四八中隊

27 陸上勤務第一四九中隊鋒 昭和20年5月 陸上勤務第一四 墨・ぺン・謄 25.4X 19.7 l冊 505名分の名簿 99P7671 
第一三五五四部隊留守名 25日 九中隊 写書綴 156 
簿

28 電信第四十一連隊鋒第一 昭和20年5月 電信第二連隊補 ベン・印刷 26.0X 19.3 l冊 161 99P7672 
三五五六部隊留守名簿 21日 充隊 書綴

29 独立重砲兵第四十大隊鋒 昭和20年5月 独立重砲兵第四 ペン・謄写・ 26.5 x 19.0 l冊 334名分の名簿 99P7673 
第一三五六一部隊留守名 25日調製 十大隊 印 刷 書 綴 157 
簿

30 第五十七軍司令部鋒第一 昭和20年7月 第五十七軍司令 墨・ぺン・印 26.9x 19.0 l冊 405名分の名簿 99P7674 
コ五九O部隊留守名簿 l日 部 刷書綴 155 

31 戦車第十八連隊躍第一二 昭和20年7月 戦車第十八連隊 墨・ぺン・印 26.9x 18.9 l冊 1214名分の名 99P7675 
五三二部隊留守名簿 5日 刷書綴 簿 148

32 戦車第四十三連隊躍第一 昭和20年7月 戦車第四十三連 墨・ぺン・印 26.6x 18.9 l冊 568名分の名簿
二五四九部隊留守名簿 l日調製 隊 刷書綴 147 
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番号 名 称 時代 作 者 形 状 法量 員数 備 考 備品番号

33 独立戦車第五旅団司令部 昭和20年7月 独立戦車第五旅 墨・ぺン・印 25.6X 18.7 l冊 209名分の名簿 99P7677 
躍第一二五八O部隊留守 l日調製 団司令部 刷書綴 152 
名簿

34 独立機関砲第三十中隊靖 昭和20年5月 独立機関砲第三 印刷・カーボ 26.6X 18.7 l冊 190 99P7678 
第八0二O部隊留守名簿 19日 十中隊 ン書冊

35 独立機関砲第二十九中隊 昭和20年6月 独立機関砲第二 印刷・カーボ 26.1 x 18.9 l冊 191 99P7679 
靖第八0四九部隊留守名 3日 十九中隊 ン書冊
簿

36 独立機関砲第三十三中隊 昭和20年7月 独立機関砲第三 ベン・墨・印 26.2x 18.5 l冊 146名分の名簿 99P7680 
奪第八O九三部隊留守名 10日 十三中隊 刷書綴 158 
簿

37 高射砲第百三十六連隊善 昭和20年7月 高射砲第百三十 ガリ刷・ぺン 26.5x 18.3 l冊 200 99P7681 
第/¥00-部隊留守名簿 10日 六連隊 書・カーボン

書冊

38 独立機関砲第十一中隊著 昭和20年6月 独立機関砲第十 ガリ刷・カー 26.1 x 18.1 l冊 195 99P7682 
第八0-0部隊留守名簿 10日調製 一中隊 ボン書冊

39 独立機関砲第二十六中隊 昭和20年7月 独立機関砲第二 ガリ刷・カー 25.7X 18.4 l冊 193 99P7683 
雪第八0一九部隊留守名 10日調製 十六中隊 ボン書冊
簿

40 独立高射砲第五十五中隊 昭和20年7月 独立高射砲第五 ガリ刷・カー 26.2x 18.4 l冊 186 
琴第八O四五部隊留守名 10日調製 十五中隊 ボン書冊
簿

41 独立高射砲第五十六中隊 昭和20年7月 独立高射砲第五 ガリ刷・カー 24目6x 17.9 l冊 187 99P7685 
雪第八O四六部隊留守名 l日調製 十六中隊 ボ ン 書 冊
簿

42 独立機関砲第二十七中隊 昭和20年7月 独立機関砲第二 墨・ぺン・謄 25.8X 18.4 l冊 139名分の名簿 99P7ば
琴第八O四七部隊留守名 10日調製 十七中隊 写書綴 159 
簿

43 高射砲第四師団司令部葺 昭和20年7月 高射砲第四師団 ガリ刷・ぺン 26.8X 18.3 l冊 180 99P7687 
第八0六O部隊留守名簿 10日 司令部 書書冊

44 高射砲第百三十一連隊琴 昭和20年7月 高射砲第百三十 ガリ刷・ぺン 26.3x 18.9 l冊 179 99P7688 
第八0六一部隊留守名簿 10日調製 一連隊 書書綴

45 高射砲第百三十二連隊響 昭和20年6月 高射砲第百三十 ガ リ 刷 書 冊 25.6X 18.0 l冊 178 99P7689 
第八0六二部隊留守名簿 l日調製 二連隊

46 高射砲第百三十三連隊琴 昭和20年7月 高射砲第百三十 ガリ刷・カー 26.3x 19.0 l冊 192 99P7690 
第八0六三部隊留守名簿 10日調製 三連隊 ボン書冊

47 高射砲第百三十四連隊琴 昭和20年7月 高射砲第百三十 印刷・カーボ 25.9x 19.0 l冊 199 99P7691 
第八0六四部隊 10日 四連隊 ン 書 冊

48 第二十一要地気球隊琴第 昭和20年6月 第二十一要地気 ガリ刷・カー 26.0X 18.5 l冊 197 99P7692 
八O六九部隊留守名簿 l日調製 球隊 ボン書冊

49 独立高射砲第二十コ大隊 昭和20年7月 独立高射砲第二 ガリ刷・カー 27.1XI9.6 l冊 184 99P7693 
琴第八0七五部隊留守名 10日 十三大隊 ボン書冊
簿

50 留守名簿 昭和20年6月 独立高射砲第二 ガリ刷・カー 26.7X 18.5 1冊 185 99P7694 
l日 十一大隊蓉第八 ボン・ぺン書

0七六部隊 書冊
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51 独立高射砲第一十四大隊 昭和20年7月 独立両射砲第一 ガリ刷カー 26.5X 19.1 1冊 188 99P7695 
善第八0七八部隊 10日調製 十四大隊 ボ ン 書 冊

52 独立照空第二十一大隊慧 昭和20年7月 独立照空第二十 印刷・カーボ 26.2 x 18.8 l冊 198 99P7696 
第八0七九部隊留守名簿 10日調製 一大隊 ン 書 冊

53 機関砲第二十一大隊馨第 昭和20年7月 機関砲第二十一 印刷・カーポ 26.6X 18.3 l冊 196 99P7697 
J¥OJ¥八部隊留守名簿 l日調製 大隊 ン 書 冊

54 独立機関砲第三十一中隊 昭和20年6月 独立機関砲第三 印刷・カーポ 26.8x 18.5 l冊 189 99P7698 
奪第八0九一部隊留守名 14日 十一中隊 ン書冊
簿

55 高射第四師団司令部茸八 昭和20年7月 独立機関砲第三 ガリ刷・カー 26.3X 18.4 l冊 194 99P7699 
0九二部隊留守名簿 10日 十二中隊 ボン書冊

②雑誌『暮しの手帖』

番号 名 称 時 代 作者 形状 法量 員数 備考 備品番号

56 暮しの手帖 11 昭和26年2月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7700 

57 美しい暮しの手帖 17 昭和27年9月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7701 

58 美しい暮しの手帖 18 昭和27年12月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7702 

59 美しい暮しの手帖 20 昭和28年6月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 簡 18.2x25.9 l冊 99P7703 

60 美しい暮しの手帖 21 昭和28年9月1日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7704 

61 美しい暮しの手帖 22 昭和28年12月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7705 

62 美しい暮しの手帖 23 昭和29年3月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2X25.9 l冊 99P7706 

63 美しい暮しの手帖 24 昭和29年6月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7707 

64 美しい暮しの手帖 25 昭和29年9月1日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7708 

65 暮しの手帖項目別索引 昭和29年9月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 21.8x 14.7 l冊 25号の附録 99P7709 

66 美しい暮しの手帖 26 昭和29年12月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7710 

67 暮しの手帖 27 昭和29年12月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7711 

68 暮しの手帖 28 昭和30年2月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7712 

69 暮しの手帖 29 昭和30年5月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2X25.9 l冊 99P7713 

70 暮しの手帖 30 昭和30年7月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7714 

71 暮しの手帖 31 昭和30年9月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7715 

72 暮しの手帖 32 昭和30年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 i冊 99P7716 

73 暮しの手帖 33 昭和31年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x 25.9 l冊 99P7717 

74 暮しの手帖 34 昭和31年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7718 

75 暮しの手帖 35 昭和31年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 X25.9 l冊 99P7719 

76 暮しの手帖 36 昭和31年9月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7720 

77 暮しの手帖 37 昭和31年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7721 
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78 暮しの手帖 38 昭和32年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7722 

79 暮しの手帖 39 昭和32年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7723 

80 暮しの手帖 40 昭和32年7月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7724 

81 暮しの手帖 41 昭和32年9月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7725 

82 暮しの手帖 42 昭和32年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7726 

83 暮しの手帖 43 昭和33年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x25.9 l冊 99P7727 

84 暮しの手帖 44 昭和33年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x25.9 l冊 99P7728 

85 暮しの手帖 45 昭和33年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 1冊 99P7729 

86 暮しの手帖 46 昭和33年9月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7730 

87 暮しの手帖 47 昭和33年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7731 

88 暮しの手帖 48 昭和34年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7732 

89 暮しの手帖 49 昭和34年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7733 

90 暮しの手帖 50 昭和34年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x 25.9 l冊 99P7734 

91 暮しの手帖 51 昭和34年9月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 X25.9 l冊 99P7735 

92 暮しの手帖 52 昭和34年12月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x 25.9 l冊 99P7736 

93 暮しの手帖 53 昭和35年2月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 X25.9 l冊 99P7737 

94 暮しの手帖 54 昭和35年5月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 X25.9 l冊 99P7738 

95 暮しの手帖 55 昭和35年7月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7739 

96 暮しの手帖 58 昭和36年2月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7740 

97 暮しの手帖 59 昭和36年5月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7741 

98 暮しの手帖 60 昭和36年7月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7742 

99 暮しの手帖 61 昭和36年9月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7743 

100 暮しの手帖 62 昭和36年12月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2X25.9 l冊 99P7744 

101 暮しの手帖 63 昭和37年2月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7745 

102 暮しの手帖 64 昭和37年5月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7746 

103 暮しの手帖 65 昭和37年7月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7747 

104 暮しの手帖 66 昭和37年9月5日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2 x25.9 l冊 99P7748 

105 暮しの手帖 67 昭和37年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x25.9 l冊 99P7749 

106 暮しの手帖 68 昭和38年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x 25.9 l冊 99P7750 

107 暮しの手帖 69 昭和38年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7751 

108 暮しの手帖 70 昭和38年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7752 

109 暮しの手帖 71 昭和38年9月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7753 

110 暮しの手帖 72 昭和38年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7754 
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111 暮しの手帖 73 昭和39年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 X25.9 l冊 99P7755 

112 暮しの手帖 74 昭和39年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 X25.9 l冊 99P7756 

113 暮しの手帖 75 昭和39年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x25.9 l冊 99P7757 

114 暮しの手帖 76 昭和39年9月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x25.9 l冊 99P7758 

115 暮しの手帖 77 昭和39年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7759 

116 暮しの手帖 79 昭和40年5月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2 x 25.9 l冊 99P7760 

117 暮しの手帖 80 昭和40年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7761 

118 暮しの手帖 81 昭和40年9月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7762 

119 暮しの手帖 82 昭和40年12月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7763 

120 暮しの手帖 83 昭和41年2月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2x25.9 l冊 99P7764 

121 暮しの手帖 85 昭和41年7月5日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 18.2X25.9 l冊 99P7765 

122 暮しの手帖 97 昭和43年10月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 18.2x25.9 l冊 99P7766 

123 暮しの手帖 9 昭和45年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7767 

124 暮しの手帖 10 昭和46年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7768 

125 暮しの手帖 15 昭和46年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7769 

126 暮しの手帖 20 昭和47年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7770 

127 暮しの手帖 25 昭和48年8月1日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 28.0X21.0 l冊 99P7771 

128 暮しの手帖 29 昭和49年4月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7772 

129 暮しの手帖 31 昭和49年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7773 

130 暮しの手帖 32 昭和49年10月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7774 

131 暮しの手帖 33 昭和49年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7775 

132 暮しの手帖 37 昭和50年8月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 28.0x21.0 l冊 99P7776 

133 暮しの手帖 38 昭和50年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7777 

134 暮しの手帖 39 昭和50年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7778 

135 暮しの手帖 40 昭和51年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7779 

136 暮しの手帖 41 昭和51年4月l日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 28.0x21.0 l冊 99P7780 

137 暮しの手帖 42 昭和51年6月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7781 

138 暮しの手帖 43 昭和51年8月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7782 

139 暮しの手帖 44 昭和51年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 I冊 99P7783 

140 暮しの手帖 45 昭和51年12月1日発行 暮しの手帖社 印 刷 書 冊 28.0x21.0 l冊 99P7784 

141 暮しの手帖 47 昭和52年4月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7785 

142 暮しの手帖 48 昭和52年6月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7786 

143 暮しの手帖 49 昭和52年8月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7787 
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144 暮しの手帖 50 昭和52年10月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7788 

145 暮しの手帖 51 昭和52年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7789 

146 暮しの手帖 52 昭和53年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7790 

147 暮しの手帖 53 昭和53年4月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7791 

148 暮しの手帖 54 昭和53年6月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7792 

149 暮しの手帖 55 昭和53年8月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7793 

150 暮しの手帖 56 昭和53年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7794 

151 暮しの手帖 57 昭和53年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7795 

152 暮しの手帖 58 昭和54年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7796 

153 暮しの手帖 59 昭和54年4月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7797 

154 暮しの手帖 60 昭和54年6月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7798 

155 暮しの手帖 61 昭和54年8月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7799 

156 暮しの手帖 62 昭和54年10月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7800 

157 暮しの手帖 63 昭和54年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7801 

158 暮しの手帖 64 昭和55年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7802 

159 暮しの手帖 65 昭和55年4月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7803 

160 暮しの手帖 66 昭和55年6月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7804 

161 暮しの手帖 67 昭和55年8月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7805 

162 暮しの手帖 68 昭和55年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7806 

163 暮しの手帖 69 昭和55年12月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 1冊 99P7807 

164 暮しの手帖 70 昭和56年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7808 

165 暮しの手帖 71 昭和田年4月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7809 

166 暮しの手帖 72 昭和56年6月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P781O 

167 暮しの手帖 73 昭和56年8月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7811 

168 暮しの手帖 74 昭和56年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7812 

169 暮しの手帖 75 昭和56年12月1日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7813 

170 暮しの手帖 76 昭和57年2月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7814 

171 暮しの手帖 78 昭和57年6月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7815 

172 暮しの手帖 86 昭和58年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0x21.0 l冊 99P7816 

173 暮しの手帖 4 昭和61年10月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7817 

174 暮しの手帖 5 昭和61年12月l日発行 暮しの手帖社 印刷書冊 28.0X21.0 l冊 99P7818 
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175 新編商業習字帖巻下 大正12年12月 森富治郎松尾 印刷書冊 21.9x7.5 l冊 62 99P7819 
23日発行 三松堂

176 最新商業要項上巻 大正15年12月 国松豊・深見義 印刷書冊 22.4X 15.4 l冊 207 99P7820 I 
15日発行 一東京実文館

177 OUTLINES OF ECONOMICS 1926年 RICHARD. T. ELY 印刷書冊 20.4x 14.1 l冊 209 99P7821 
ほか THE 
MACMILLAN 
COMPANY 

178 体操競指針 昭和2年4月15 手嶋儀太郎日 印刷書冊 18.9x 12.5 l冊 2 99P7822 
日16版発行 本体育研究会

179 新訂商業簿記上巻 昭和2年12月l 茂木英雄松邑 印刷書冊 22.6x 15.4 l冊 飯野幸一蔵書 99P7823 
日発行 三松堂 203 

180 新訂商業簿記例題 昭和2年12月 茂木英雄松邑 印刷書冊 22.6x 15.6 l冊 飯野幸一蔵書 99P7824 
28日発行 三松堂 202 

181 最新商業要項下巻 昭和4年l月5 国松豊・深見義 印刷書冊 22.2x 16.1 l冊 飯野幸一蔵書 99P7825 
日発行 一実文館 206 

182 最新商業算術解方の整理 昭和4年2月28 山本恭次郎盛 印刷書冊 20.6x 13.0 l冊 飯野幸一蔵書 99P7826 
日発行 義堂書庖 208 

183 通俗中根式速記法 昭和5年l月10 白根正世中根 印刷書冊 19.0X 13.7 l冊 「飯野jの印あり 99P7827 
日10版発行 速記学院 3 

184 実践銀行簿記 昭和7年l月10 大谷額太郎巌 印刷書冊 22.5X 15.3 l冊 飯野幸一蔵書 99P7828 
日7版発行 松堂書庖 204 

185 学校教練必携後編 昭和8年11月 陸軍省徴募課 印刷書冊 22.5x 14.6 l冊 飯野幸一蔵書 99P7829 
20日発行 飯野幸ーの幹部

候補生採用願・
幹部候補生志願
者学歴一覧表各
l枚挿入あり
205 

186 外国貿易実践提要 昭和9年4月25 米谷彦次郎丸 印刷書冊 26.5X 16.0 l冊 飯野幸一蔵書 99P7830 
日発行 善株式会社 箱っき 201 

187 読売新聞社長正力松太郎 昭和10年11月 天草平八郎森 印刷書冊 18.5X 12.6 l冊 本文52p 145 99P7831 
と東電・宝塚・阪急小林 2日発行 田書房

一一一

188 娘と妻と母の衛生読本 昭和12年8月1八代登主婦之 印刷書冊 18.7X 12.6 l冊 本文348p 121 99P7832 
日発行 友社

189 結婚読本 昭和15年3月 永井潜春秋社 印刷書冊 19.3X 13.7 1冊 本文382p 1.8円 99P7833 
10日発行 95 

190 家庭で学べる洋裁の実際 昭和15年8月l 町田菊之助大 印刷書冊 15.9X 18.8 l冊 婦人倶楽部8月 99P7834 
独習書 日発行 日本雄弁会講談 号附録 48p 

社 103 

191 秋の毛糸編物と古毛糸更 昭和15年9月l茂木茂大日本 印刷書冊 26.0 x 18.8 l冊 婦人倶楽部9月 99P7835 
生法 日発行 雄弁会講談社 号附録 20p 

109 

192 防寒編物と防寒裁縫集 昭和15年12月 茂木茂大日本 印刷書冊 25.9 x 18.8 l冊 婦人倶楽部12月 99P7836 
l日発行 雄弁会講談社 号附録 6p 

102 
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193 人妻の教養 昭和15年12月 式場隆二郎鱒 印刷書冊 18.7x 12.7 l冊 本文231p 1.1円 99P7837 
15日49版発行 書房 120 

194 夫婦の医学 昭和16年2月 高田義一郎鱒 印刷書冊 18.0XI2.5 l冊 本文159p 1.1円 99P7838 
15日28版発行 書房 122 

195 昭和臣道実践読本 昭和16年2月 本多正信三崎 印刷書冊 17.2x9.8 l冊 本文310p 1円 99P7839 
15日発行 書房 127 

196 空地利用野菜の家庭栽培 昭和16年3月 稲泉智主婦之 印刷書冊 18.0x 12.9 l冊 本文142p 106 99P7840 
法 29日発行 友社

197 実物大型紙っき男子用下 昭和16年4月 主婦之友社 印刷パン 14.8X 10目6 l部 18紙p 107 型紙 99P7841 
着と下穿の作方 18日11版発行 フレット 用 ・ケースあり

198 実物大型紙っき婦人用・ 昭和16年4月 主婦之友社 印刷パン 14.8x 10.5 l部 本文15p 108 99P7842 
男子用もんペの作方三種 18日14版発行 フレット 型紙用紙・ケース

あり

199 空地利用野菜の作り方 昭和16年5月 石井勇義誠文 印刷書冊 18.1 x 12.8 l冊 本文350p 1.6円 99P7843 
25日発行 堂新光社 123 

200 国民貯蓄組合規約例 昭和16年6月 株式会社野村銀 印刷書冊 20.6x 15.5 l冊 本文35p 117 99P7844 
行

201 食品材料の見分け方と使 昭和16年7月l 倉林恒助大日 印刷書冊 14.3x 10.2 l冊 料理の友7月号
ひ方 日発行 本料理研究会料 附録本文126p

理の友社 128 

202 国民貯蓄組合法解説 昭和16年7月 野村銀行調査課 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 本文56p 97 99P7846 

203 不時に役立つ家庭保存食 昭和16年8月l 倉林恒助料理 印刷書冊 14.7X 10.3 l冊 料理の友8月号 99P7847 
日発行 の友社 附録 128p 

124 

204 料理の友 8月号 昭和16年8月l 倉林恒助料理 印刷書冊 21.0X 14.6 l冊 本文159p 70銭 99P7848 
日発行 の友社 118 

205 四季野菜料理 昭和16年9月l 倉林恒助料理 印刷書冊 14.8X 10.3 l冊 料理の友9月号 99P7849 
日発行 の友社 附録 128p 

131 

206 海藻料理百種 昭和16年10月 倉林恒助料理 印刷書冊 14.8x 10.3 l冊 料理の友10月号 99P7850 
l日発行 の友社 附録 128p 

130 

207 料理の友 10月号 昭和16年10月 倉林恒助料理 印刷書冊 21.1XI4.8 l冊 160p 70銭 99P7851 
l日発行 の友社 137 

208 回復を早める美味病人料 昭和16年11月 倉林恒助料理 印刷書冊 14.7X 10.2 l冊 料理の友11月号 99P7852 
理 l日発行 の友社 附録本文127p

129 

209 料理の友 11月号 昭和16年11月 倉林恒助料理 印刷書冊 21.1XI4.8 l冊 160p 70銭 99P7853 
l日発行 の友社 136 

210 私の生活技術 昭和16年12月 モーロア著内 印刷書冊 18.5X 13.0 l冊 本文295p 110 99P7854 
27日発行 藤濯訳白水社

211 肉食代用魚介栄養料理 昭和17年2月l 倉林恒助料理 印刷書冊 14.6x 10.5 l冊 料理の友2月号 99P7855 
日発行 の友社 附録 116p 

125 

212 配給機構の理論 昭和17年3月 村本福松千倉 印刷書冊 18.6X 13.5 l冊 本文333p 1.2円 99P7856 
25日7版発行 書房 134 
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213 くらしの工夫 昭和17年6月 今回謹吾生活 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 本文232p 132 99P7857 
20日発行 社

214 結婚診断 昭和17年7月 赤須文男昭和 印刷書冊 18.0X 13.0 l冊 本文354p 1.8円 99P7858 
30日発行 書房 94 

215 安産のしるべ 昭和17年10月 岩崎直子主婦 印刷書冊 18.7X 13.5 l冊 本文436p 133 99P7859 
18日29版発行 之友社

216 同窓会誌開校20周年東 昭和18年l月 大神和好大分 印刷書冊 21.0X 15.5 l冊 第36号非売品 99P7860 
亜科完成記念誌 15日発行 高等商業学校同 本文216p 105 

窓会

217 大分高等商業学校同窓 昭和18年l月 大神和好 印刷書冊 17.8xI0.3 l冊 本文152p 非売 99P7861 
会々員名簿 20日発行 品 115

218 最新製パンと製薬 昭和18年6月 和気伸二文晃 印刷書冊 19.7X 13.1 l冊 本文203p 1.55 99P7862 
20日再版 書院 円 96

219 新女性文化家庭編 昭和18年7月 中田秀夫国民 印刷書冊 25.4X 18.4 l冊 274p 104 99P7863 
30日発行 社

220 乳幼児の保育 昭和19年7月 三木安正柴山 印刷書冊 18.4X 13.5 l冊 本文318p 135 99P7864 
20日発行 教育出版社

221 新青年 2月号 昭和21年2月l 大橋進一博文 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 64p 2円 140 99P7865 
日発行 館

222 家庭大医典 昭和25年3月l 荒木三作大日 印刷書冊 18.0x 10.2 l冊 本文368p 126 99P7866 
日発行 本雄弁会講談社

223 新制大学入試一般数学共 昭和25年8月 高見清旺文社 印刷書冊 18.0X 12.5 l冊 本文270p 16 99P7867 
通問題の傾向と対策 20日発行

224 生物入試問題集 昭和26年5月l 久世源太郎数 印刷書冊 18.1XI2.6 l冊 本文118p 別冊 99P7868 
日発行 学研究社 解答編あり 17 

225 中学生国語(文法)の新研 昭和29年5月l 田中文治文英 印刷書冊 18.0X 12.9 l冊 本文220p 15 99P7869 
究 日再版発行 堂

226 月刊栄養と料理 7月号 昭和29年7月l 香川綾編集女 印刷書冊 20.8x 15.0 l冊 5 99P7870 
日発行 子栄養短期大学

出版部

227 月刊栄養と料理 11月号 昭和29年11月 香川綾編集女 印刷書冊 20.8X 15.0 l冊 6 99P7871 
l日発行 子栄養短期大学

出版部

228 小学6年生第11巻第5号 昭和30年7月i 浅野次郎小学 印刷書冊 20.7X 14.8 l冊 4 99P7872 
日発行 館

229 人文地理の要点 32年版 昭和31年10月 旺文社 印刷書冊 18.1 X 10.3 l冊 10 99P7873 
25日発行

230 高校入試の準備と対策ア 昭和33年5月 文英堂 印刷書冊 21.1xI5.0 l冊 本文333p 定価 99P7874 
チーブメントテスト5000 15日3版発行 180円 別 冊 正
題 解答集あり 68 

231 英語発音文法図表 昭和34年l月 市河三喜研究 印刷書冊 17.3x 18.2 l冊 3720 p 非売品 99P7875 
20日発行 社辞書部

232 精解中学国語事典 昭和34年4月l 岩淵庄一郎小 印刷書冊 16.2X8.8 l冊 中学生の友l年4 99P7876 
日発行 学館 月号附録本文

424p 63 
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233 標準日本史地図 昭和34年4月5 児玉幸多吉川 色刷書冊 18.0 x 25.6 l冊 本文48p 66 99P7877 
日第2増訂5版 弘文館

234 知っておくべき暮らしの 昭和34年5月4 宗宮信次育英 印刷書冊 18.4X 13.0 l冊 本文250p 116 99P7878 
法律知識 日再版発行 社

235 標準世界史地図 昭和35年5月 亀井高孝・三上 色刷書冊 18.0x25.6 l冊 本文56p 65 99P7879 
10日新増訂7 次男吉川弘文
版発行 館

236 指数・対数・三角函数の 昭和35年12月 吉田かお子学 印刷書冊 18.0x 12.6 l冊 高校コース12月 99P7880 
完全理解 l日発行 習研究社 号附録 160p 

49 

237 中学理科の総まとめ 昭和36年3月 堀一男向上社 印刷書冊 20.9x 15.0 l冊 本文166p 130 99P7881 
20日8訂289版 円 85

238 高等学校数学 I問題集 昭和36年3月 田島一郎・中村 印刷書冊 18.0XI2.8 l冊 本文126p 19 99P7882 
代数編 20日発行 勝彦・=原喜久

男・吉中外喜
好学社

239 日本史研究ノート 1961 昭和36年4月l鹿児島・宮崎・ 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 本文112p 別冊 99P7883 
日発行 大分・佐賀・福 解答編あり 34 

岡県高等学校社
会科歴史部会
博洋社

240 中学英語の完全征服 昭和36年6月l新聞謹一小学 印刷書冊 18.3x 12.3 l冊 高校進学6月号 99P7884 
日発行 館 附録 112p 84 

241 中学数学の完全征服 昭和36年7月l新聞謹一小学 印刷書冊 17.9X 12.8 l冊 高校進学7月号 99P7885 
日発行 館 附録 144p 83 

242 中学理科の完全征服 昭和36年9月l新聞謹一小学 印刷書冊 18.2x 12.7 l冊 高校進学9月号 99P7886 
日発行 館 附録 112p 78 

243 改訂高等国語総合一 昭和37年l月 西下経ー・熊沢 印刷書冊 21.3x 15.5 l冊 本文60p 21 99P7887 
15日3版発行 龍・篠田融・河

盛好蔵明治書
院

244 明解世界史精図 昭和37年l月 守屋美都雄帝 色刷書冊 25.9X 18.6 l冊 定価120円 64 99P7888 
15日発行 国書院

245 FIVE WELL-KNOWN 昭和37年2月l森山俊雄・植月 印刷書冊 18.2X 12.7 l冊 BAMBI SERIESの899P7889 
STORIES 日発行 徹美誠 社 11 

246 書取問題集基礎編 昭和37年2月 福岡市塩原・筑 印刷書冊 21.2x 15.2 l冊 118p 非売品 99P7890 I 
20日新訂版発 紫丘高等学校内 47 
行 福岡県高等学校

国漢部会

247 高等学校数学 I問題集 昭和37年3月l 田島一郎・中村 印刷書冊 18.0x 12.7 l冊 本文126p 33 99P7891 
幾何編 日8版発行 勝彦・三原喜久

男・吉中外喜
好学社

248 生物研究ノート 1962 昭和37年4月l宮崎県高等学校 印刷書冊 21.1 x 15.2 l冊 篇は4あp 別冊解答 99P7892 
日刊行 理科研究会博 り 46

洋社

249 英語の基礎徹底的研究 昭和37年5月l 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.7 l冊 高校時代5月号 99P7893 
日発行 附録 288p 67 
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250 日本史重要事項暗記法 昭和37年5月l 旺文社 印刷書冊 1O.3x 14.7 l冊 高校時代5月号 99P7894 
日発行 附録 96p 75 

251 英・数・国基礎 l日l問 昭和37年8月l 旺文社 印刷書冊 18.2XI2.7 l冊 高校時代8月号 99P7895 
日発行 附録 224p 35 

252 世界の焦点 昭和37年8月l 旺文社 印刷書冊 18.1 x 10.6 l冊 高校時代8月号 99P7896 
日発行 附録 128p 32 

253 あなたも秀才になれる新 昭和37年9月l 旺文社 印刷書冊 18.0x 10.3 l冊 高校時代9月号 99P7897 
しい勉強法 8原則 日発行 附録 160p 41 

254 徹底的研究方程式・不等 昭和37年9月l 旺文社 印刷書冊 18.2x 12.7 l冊 高校時代9月号 99P7898 
式の基礎 日発行 附録 160p 45 

255 英文法のエッセンス 昭和37年10月 旺文社 印刷書冊 18.1xI2.7 l冊 高校時代10月号 99P7899 
l日発行 附録 224p 28 

256 数学実戦公式集 昭和37年11月 旺文社 印刷書冊 18.1 x 12.7 l冊 高校時代11月号 99P7900 
l日発行 附録 224p 30 

257 英語実力養成問題100選 昭和37年12月 旺文社 印刷書冊 18.0X 12.6 l冊 高校時代12月号 99P7901 
l日発行 192p 52 

258 高校生の常識 昭和37年12月 旺文社 印刷書冊 18.0x 10.2 l冊 高校時代12月号 99P7902 
1日発行 附録 160p 77 

259 役に立つ英会話 昭和38年1月l 旺文社 印刷書冊 17.8xI0.4 l冊 高校時代l月号 99P7903 
日発行 附録 224p 42 

260 思春期のからだ 昭和38年2月l 旺文社 印刷書冊 17.9xI0.4 l冊 高校時代2月号 99P7904 
日発行 附録 160p 48 

261 対数・=角の征服 昭和38年2月l 旺文社 印刷書冊 18.IXI2.8 1冊 高校時代2月号 99P7905 
日発行 附録 192p 37 

262 ことばの教室故事・熟 昭和38年3月l 旺文社 印刷書冊 17.8x 10.6 l冊 高校時代3月号 99P7906 
語・成句集 日発行 附録 160p 38 

263 重要イディオム精選1000 昭和38年3月l 旺文社 印刷書冊 18.0XI2.2 l冊 51 99P7907 
題 日発行

264 文法問題集上級編 昭和38年3月 福岡県高等学校 印刷書冊 18.0X 12.7 i冊 本文118あp 別冊 99P7908 
20日発行 国漢部会秀巧 解答編り 31

社印刷株式会社

265 高等学校数学11問題集 昭和38年4月l 田島一郎・中村 印刷書冊 18.0X 12.8 l冊 128あp 別冊解答 99P7909 
日6版発行 勝彦・三原喜久 編り 14

男・吉中外喜
好学社

266 全科能率学習ガイドプッ 昭和38年4月l 旺文社 印刷書冊 18.0X 12.9 l冊 高校時代4月号 99P791O 
ク 日発行 附録 192p 44 

267 短期演習文の転換問題選 昭和38年10月 高校英語研究会 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 BLUSH-UP 99P7911 
15日発行 山口書庖 SE悶ESの5 本

文32p 26 

268 短期演習文型中心初級英 昭和38年10月 高校英語研究会 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 BRUSH-UP 99P7912 
作文練習 15日発行 山口書庖 SE悶ESの4 32p 

13 
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

269 短期演習精選綜合英語問 昭和38年10月 高校英語研究会 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 挿入紙(1枚)あり 99P7913 
題[基礎編] 20日発行 山口書庖 BRUSH-UP 

SE町ESの732p 
12 

270 38年版志望校選択ガイド 昭和38年7月 旺文社 印刷書冊 18.0x 13.7 i冊 錘雪時代7月号 99P7914 
ブック 附録本文192p

39 

271 昭和38年版学部・学科選 昭和38年6月 旺文社 印刷書冊 18.0X 13.7 l冊 鐙雪時代6月号 99P7915 
択ガイドブック 附録 92p 40 

272 新選古典文学下 昭和39年l月 西下経ー・今泉 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 本文102p69 99P7916 
10日8版発行 忠義明治書院

273 高校数学問題集[数学 昭和39年3月 長谷川長五郎・ 印刷書冊 18.0x 12.8 l冊 本文146p 18 99P7917 
1 ] 10日発行 佐藤忠・三和一

雄-土屋正夫・
木村勇三培風
館

274 精選英語総合問題集上 昭和39年4月l河合茂逢左書 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 本文88p 25 99P7918 
級用 日発行 房

275 最新国語融合問題 昭和39年4月 藤田英夫中央 印刷書冊 20.9x 15.0 l冊 本文100p 100 99P7919 
10日3版発行 図書出版社 円 81

276 生物入試問題集 昭和39年5月 久世源太郎数 印刷書冊 18.2 x 12.8 l冊 本文編102あp 別冊 99P7920 
15日発行 研出版株式会社 回答 り 29

277 大学入試対策シリーズ6 昭和39年7月l清宮俊雄旺文 印刷書冊 18.0x 13.0 l冊 本文310p 27 99P7921 
B型数学の傾向と対策 日発行 社

278 読解国語総合問題 昭和39年9月 三沢英治・鳴尾 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 本文78p 82 99P7922 
20日8版発行 栄次・小谷政三

中央図書出版社

279 福岡市総合計画書1966- 昭和41年8月 福岡市市長公室 印刷書冊 30.3x21.3 l冊 本文237p 98 99P7923 
基本計画一 20日発行 企画部企画課

280 にっぽん再発見北九州・ 昭和44年5月 大隈秀夫学習 印刷書冊 17.4XI0.4 l冊 本文318p 390 99P7924 
福岡・佐賀・長崎・大分 12日発行 研究社 円 101

281 良縁読本結婚調査の秘訣 昭和14年7月5 高田止文夫帝 印刷書冊 18.6x 13.0 l冊 本文508p 1.5円 99P7925 
日7版発行 国秘密探偵社 119 

282 テスト式全科の盲点征服 昭和39年l月 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.7 l冊 鐙雪時代l月号 99P7926 
の附録 20 

283 数学の基礎徹底的研究 昭和37年6月l 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.7 l冊 272p 23 99P7927 
日発行

284 英・数・国実力聾成ゼミ 昭和38年8月 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.7 l冊 盤雪時代8月号 99P7928 
ナール の間録 256p 

36 

285 進路決定ガイドブック 昭和38年5月 旺文社 印刷書冊 18.1 x 12.9 l冊 鐙雪時代5月号 99P7929 
附録 192p 43 

286 受験対策ガイドブック 昭和39年l月 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.6 l冊 鐙雪時代l月号 99P7930 
附録 96p 50 

287 対数・三角・微積の征服 昭和38年12月 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.6 l冊 鐙雪時代12月号 99P7931 
附録 192p 53 
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288 活用自在重要イディオム 昭和38年9月 旺文社 印刷書冊 8.9X 12.7 l冊 盤雪時代9月号 99P7932 
の征服 附録 160p 74 

289 能率暗記重要英単語の征 昭和38年7月 旺文社 印刷書冊 10.IXI4.7 l冊 鑑雪時代7月号
月日 間録 224p 76 

290 国語学習要覧別冊国文学 昭和時代 福岡県高等学校 印刷書冊 21.2x 15.0 l冊 32p 79 99P7934 
史年表 国語研究会

291 国語(解答編) 昭和時代 不詳 印刷書冊 17.9xI2.6 l冊 16p 80 99P7935 

292 大学学科別難易ランキン 昭和38年9月 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.6 l冊 盤雪時代9月号 99P7936 
グ 附録 64p 86 

293 方程式とグラフ問題の解 昭和38年9月 旺文社 印刷書冊 18.0x 12.6 l冊 錘雪時代9月号 99P7937 
法 附録 160p 87 

294 志望校決定ガイドブック 昭和38年11月 旺文社 印刷書冊 18.1XI2.6 l冊 鐙雪時代11月号 99P7938 
附録 192p 88 

295 西日本国宝展 昭和時代 不詳 印刷パン 20.7X 15.2 l部 7 99P7939 
フレット

296 FAMILY'S COLOR 昭和時代 中央カメラヵ アルバム 28.0X 13.7 l冊 アルバムだが写

PHOTOALBUM 真は入つてない
「暮しの手帖J
(飯野隆義資料
56)の聞に挟まっ
ていた 8 

④絵はがき・写真・ノート等

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

297 絵はがき(博多一楽) 昭和10年代 一楽 印刷葉書 9.0x 14.1 5枚 白黒写真 111 99P7941 
袋付 入り

l組

298 絵はがき f博多人形(人形 昭和時代前期 大崎周水堂 印刷葉書 13.8X8.9 8枚 白黒写真 112 99P7942 
唄入)J 袋付 入り

l組

299 絵はがき「矢崎千代ニ氏 昭和時代前期 杉乃井館 印刷葉書 14.1 x8.9 3枚 「鉄道省・ツー 99P7943 
筆別府名勝観音寺温 袋付 入り リストビュウロ
泉j l組 一指定杉乃井

館Jとあり 113 

300 南禅寺績葉書 昭和時代 南禅寺 色刷葉書 8.8x 13.9 4枚 襖絵のカラー写 99P7944 
袋付 入り 真 114 昭和

l組 40年お年玉切手
シートl枚挿入
あり

301 ガラス写真原板(左義松他 明治24年3月4光玉館服部撮影 ガラス板 1O.5X6.8 l点 木箱(I0.7X8.1x 99P7945 
男性3人) 日 1.2)入り 138 

302 ガラス写真原板(左祐松他 明治24年8月 光玉館服部撮影 ガラス板 1O.5X 13.6 l点 木箱(I5.4x12.4 99P7946 
男性8人) 17日 x 1.7)入り 139 

303 ガラス板写真(音次郎) 明治26年8月 不詳 ガラス板 9.7X6.6 l点 木箱(Il.ox8.1x 99P7947 
1.4)入り 100 

304 ガラス写真原板(左モン他 不詳 不詳 ガラス板 7.1 X9.2 l点 木箱(8.8X10.2x 99P7948 
女性五人) 1.4)入り 99
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305 ノート「英語j 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 20.1 x 15.8 l冊 試験問題用紙12 99P7949 
ノート 枚あり 216 

306 ノート「海運片山教授j 昭和時代初期 飯野幸一 ペン書 20.7X 16.7 l冊 219 99P7950 
ノート

307 ノート f海外経済事情 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.8x 16.6 l冊 214 99P7951 
藤野教授J ノート

308 ノート「海上保険j 昭和時代初期 飯野陵石 ペン書 20.3X 16.0 l冊 225 挿入紙あ 99P7952 
ノート り

309 ノート「経済地理J 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.7X 16.7 l冊 221 99P7953 
ノート

310 ノート「憲法河村教官」 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 20.7X 16.6 l冊 212 99P7954 
ノート

311 ノート『商業政策片山 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.7X 16.6 l冊 224 99P7955 
教授J ノート

312 ノート「商工心理末永 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 20.9X 16.6 l冊 218 99P7956 
教授J ノート

313 ノート f商品藤野教授J 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.7X 16.5 l冊 217 99P7957 
ノート

314 ノート「信託諭山下教 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.5X 16.5 l冊 223 99P7958 
授J ノート

315 ノート f倉庫諭湖上教 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 20.9x 16.5 l冊 227 入紙あり 99P7959 
授j ノート

316 ノート「哲学概論中村 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.3x 16.3 l冊 226 99P7960 
助教授」 ノート

317 ノート『売買及配給論J 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 21.0X 16.2 l冊 215 99P7961 
ノート

318 ノート f保健総論碓氷 昭和時代初期 飯野幸一 ペン書 20.7X 16.6 l冊 213 99P7962 
教授J ノート

319 ノート f民法(続講) 草場 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 20.7X 16.5 l冊 222 99P7963 
教授J ノート

320 ノート『民法総則舟橋 昭和時代初期 飯野幸一 ペン書 20.7X 16.7 l冊 211 99P7964 
教官j ノート

321 ノート「民法続講」 昭和時代初期 飯野幸一 ぺン書 20.0x 15.7 l冊 210 99P7965 
ノート

322 ノート「陸運田中教授J 昭和時代初期 飯野幸一 ベン書 20.7X 16.6 l冊 220 99P7966 
ノート

323 ノート(英語、体育) 昭和30年代後 飯野隆義ヵ ノート 20.8X 14.9 l冊 54 99P7967 
半

324 ノート(地学、英語、数 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 20.7X 14.7 l冊 57 99P7968 
学) 半

325 ノート rT英he語waEy to Living 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 21.0X 14.7 l冊 60 99P7969 
English ?Alm rn J 半

326 ノート『国語甲J 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 20.8X 15.7 l冊 24 99P7970 
半
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327 ノート「国語・新進古典 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 20.8x 15.7 l冊 55 99P7971 
文学中・下J 半

328 ノート「好学社代数編J 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 20.8x 15.7 l冊 22 99P7972 
半

329 ノート「数学 1. II問題 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 25.2 x 17.9 l冊 58 
集J 半

330 ノート「英会話J 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 20.7XI4.9 l冊 56 99P7974 
半

331 雑誌記事綴(料理) 昭和10年代 不詳 書綴 21.0X 14.7 i冊 141 

332 雑誌記事綴(出産・育児) 昭和10年代 不詳 書綴 21.1X14.8 l冊 142 99P7976 

333 雑誌記事綴(家庭医学) 昭和10年代 不詳 書綴 21.1X14.8 l冊 143 99P7977 

334 雑誌記事綴(衣服) 昭和10年代 不詳 書綴 21.1X14.8 l冊 144 99P7978 

335 ノート「英語J 昭和30年代後 飯野隆義 ノート 21.0X14.7 l冊 59 99P7979 
半

336 メモ(社会部住所録ほか) 昭和時代 ペン書 25.2 x 17.8 7枚 71 99P7980 
l組

337 事務用筆 昭和時代 MRC 印刷 25.2 x 17.6 4枚 未記入 72 99P7981 

338 卒業生住所書上 昭和時代 ベン書 25.1 x 17.2 2枚 73 木下宏靖他 99P7982 
10名分コクヨ
事務用筆使用

339 ノート中の紙片 昭和時代 不詳 印刷 25.0 x 24.4 l枚 無記入 61 99P7983 

340 賞金牌(第4回福岡物産品 明治33年5月 神社仏閣用具卸 銅製 径4.4 l点 木箱(5.9x5.8X 99P7984 
評会) 商山鯨元兵衛製 厚0.5 1.4)入り 89 

341 弐等賞銅牌(府県連合共進 明治39年 農商務省 銅製 径6.5 l点 塗箱(9.3X9.4x 99P7985 
厚0.4 2.0)入り 93 

342 弐等賞銀牌(府県連合共進 明治43年 農商務省 銀製 径6.3 l点 塗箱(9.3X9.4x 99P7986 
会) 厚0.4 2.0)入り 92 

343 賞牌(福岡県製産品々評 明治44年 福岡市工芸団体 銅製 径5.5 l点 箱(8.7x8.7x1.9) 99P7987 
連合会主催 厚0.5 入り 91 

344 賞牌(九州沖縄勧業共進 大正4年 福岡市主催 銀製 径5.4 l点 箱(8.4x 8.4 x 1.8) 99P7988 
会) 厚0.4 入り 90 

345 厚紙 昭和時代 不詳 紙製 22.0X 14.7 l枚 「暮しの手帖j飯 99P7989 
野隆義資料lの
聞に挟まってい
た表記なし 9

2 民俗資料

①生活の用具

番号 名 称 時代 使用地 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

346 子供用草花文振袖 昭和時代 博多北船町 絹・木綿製 丈97.0桁53.0 l点 椅は木綿、袖・衿は 99P7990 
普段着 (現博多区上呉服町) 袖丈64.0 絹、前椅に組付

に

uつ臼
円
ノ
臼
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347 普段着(羽織) 昭和時代 博多北船町 木綿製提 丈110.0有j68.0 l点 紐4本女性用 99P7991 
(現博多区上呉服町) 灯袖

348 草花文地模様半橋 昭和時代 博多北船町 絹-フラン 丈44.5桁53.0 l点 背中に紐付 99P7992 
枠 (現博多区上呉服町) ネル製 袖丈47.0

349 掛衿 昭和時代 博多北船町 絹・木綿製 長130.0幅10.0 l点 99P7993 
(現博多区上呉服町)

350 掛衿 昭和時代 博多北船町 絹・木綿製 長120.0幅10.5 l点 衿麻薬模様 99P7994 
(現博多区上呉服町)

351 鼓文裾除 昭和時代 博多北船町 絹・木綿製 長70.0幅96.0 l点 紐木綿製 99P7995 
(現博多区上呉服町)

352 赤地裾除 昭和時代 博多北船町 絹・木綿製 長86目O幅105.0 l点 99P7996 
(現博多区上呉服町) 晒し

353 前掛 昭和時代 博多北船町 絹・モスリ 縦50.0横31.5 l点 組はモス赤地 99P7997 
(現博多区上呉服町) ン製 紐長190.0

354 黒共帯 昭和時代 博多北船町 絹製・嬬子 長348.0幅15.5 l点 女性用 99P7998 
(現博多区上呉服町) 半幅

355 麻薬揚羽蝶文角帯 昭和時代 博多北船町 絹製・縞子 長372.0幅23.0 1 J点 (表)麻葉模様・揚羽 99P7999 
(現博多区上呉服町) 蝶・黒編子の縁取り

(裏)黒縞子女性用

356 下駄 昭和時代 博多北船町 木製・桐材 縦22.5 横8.5 l点 女性用 99P8000 
(現博多区上呉服町) 鼻緒ビロー 高5.0

ド製ゴム
底付

357 盟 昭和時代 博多北船町 竹製・杉材 径47.5 高23.0 l点 99P8001 
(現博多区上呉服町) 結桶鐙4

本針金

358 飯ジョウケ 昭和時代 博多北船町 竹 製 京 日 径39目O高15.5 l点 足付蓋無し足部 99P8002 
(現博多区上呉服町) 編 にビニール組付

359 煙管 昭和時代 博多北船町 竹・真鍬製 長18.5 径1.0 l点 蕨文装飾付 99P8003 
(現博多区上呉服町)

360 家紋付油箪 近代 博多北船町 絹・木線製 長180.0幅70.0 l点 (表)絹家紋入(左男紋 99P8004 
(現博多区上呉服町) -右女紋) (裏)木綿

361 家提灯[左仁J 近代 博多北船町 紙・竹・鉄 径21.0高36.0 3点 提灯に(家紋)・「左 99P8005 
(現博多区上呉服町) -杉製 仁J -8007 

②生産の用具

番号 名 称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

362 焼印(軍配形) 昭和時代 博多北船町 鉄木製・ 長20.5径1.7 l点 99P8008 
(現博多区上呉服町) 桐材 柄長10.0

363 金・銀紙幣函 昭和時代 博多北船町 木製・桐材 縦22.2横11.0 1 J点 墨書「金・銀紙幣函j 99P8009 
(現博多区上呉服町) 高6.7 「益=屋J

364 包丁の柄 昭和時代 博多北船町 木製桐・杉 長12.9~11.7 7点 99P8010 
(現博多区上呉服町) 材口金真 -8016 

鍬製
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番号 名 称

365 刃物の柄

366 刃先の柄

367 刃先の柄

③交通・交易の用具

番号 名 称

368 商標f筑前左文字J

369 液用一升桝

370 看板「額J

④社会生活の用具

名 称

371 I龍吐水(放水筒の
み)

⑤信仰・年中行事の用具

番号 名 称

372 十日恵比須大杯

373 切子灯篭

374 登山用杖

375 登山用杖

376 山笠招き板「六番
山笠東流J

時代 使用地 品質・形状

昭和時代 博多北船町 木製桐・杉
(現博多区上呉服町) 材

昭和時代 博多北船町 木製桐・杉
(現博多区上呉服町) 材 口金

鉄製

昭和時代 博多北船町 木製桐・桐
(現博多区上呉服町) 材

時代 使用地 品質・形状

昭和時代 博多北船町 紙製印刷
(現博多区上呉服町)

昭和時代 博多北船町 木製・桧材
(現博多区上呉服町) 漆塗

昭和時代 博多北船町 木製・杉材
(現博多区上呉服町)

時代 使用地 品質・形状

昭和時代 博多北船町 ユリア樹脂
(現博多区上呉服町) 製ウレタ

ン・アミノ
アルキド塗
装朱塗

近代 博多北船町 木製・杉材
(現博多区上呉服町) 和紙張付

昭和時代 博多北船町 木製・杉材
(現博多区上呉服町)

昭和2年8博多北船町 木製・杉材
月7日 (現博多区上呉服町)

昭和時代 博多北船町 木製・杉材
(現博多区上呉服町)
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寄贈賀料 2.飯野隆義資料

法量 員数 備 考 備品番号

長13.0-12.6 5点 99P8017 
-8021 

長13.0-11.2 3点 99P8022 
-8024 

長10.2-9.0 2点 99P8025 
-8026 

法量 員数 備 考 備品番号

縦5.0横3.4 l点 商標「農具打刃物製造 99P8027 
所・筑前左文字・博
多北船町・本家・左
仁三郎J 刃物の柄に
同梱

縦17.1 横17.1 l点 刻印「フクオカn福 99P8028 
高9.5 岡徳永製n徳永製J

f液用一升桝」

縦30.5横9.0 l点 看板に墨書「額特 99P8029 
殊寸法御注文承りま
すJ裏に焼印『福岡響
察署j

法量 備考

法量 員数 備 考 備品番号

径24.2 高9.5 l点 山中漆器製大杯の 99P8031 
裏に「十日恵比須神
社J

全高 59.7 巾 l点 盆に使用する灯篭 99P8032 
23.0 

長144.2 径2.8 l点 焼印f霧島登山記念J 99P8033 

長127.0 径2.5 l点 墨書『昭和二年八月七 99P8034 
日富岳登山午前八時
頂上j頂上まで各合目
の焼印あり

縦140.5横18.5 l点 片面のみ墨書「六番山 99P8035 
笠東流J



寄贈資料 2.飯野隆義資料

番号 名 称

377 山笠用提灯「東流J

378 山笠汐井桝

379 撞木

380 山笠飾りもの(槍)

@芸能・娯楽の用具

番号 名 称

381 紋付肩衣「北船町J

382 紋付肩衣「北船町」

383 紋付草花紋地模様
肩衣「北船町J

384 紋付草花紋地模様
肩衣「北船町j

385 紋付肩衣「東町」

386 カルサン袴股引

387 草花鳥紋地模様松
磯子稚児衣装(上
衣)

388 虫取り網ヵ

389 魚突き(ヤス)

⑦人の一生の用具

名 称

390 I札「故松崎健一之
神霊五十年祭J

時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

昭和時代

使用地 品質・形状

博多北船町 竹紙鉄製
(現博多区上呉服町)

博多北船町 木製紐は
(現博多区上呉服町) 麦藁製

博多北船町 木製・杉材

(現博多区上呉服町)

博多北船町 木製黒漆
(現博多区上呉服町) 塗

使用地 品質・形状

博多北船町 木綿竹製

(現博多区上呉服町)

博多北船町 木綿竹製

(現博多区上呉服町)

博多北船町 木綿竹
(現博多区上呉服町) 紙製

博多北船町 木綿竹
(現博多区上呉服町) 紙製

博多北船町 絹製・嬬子
(現博多区上呉服町) 竹紙製

博多北船町 木綿製・縞
(現博多区上呉服町) 藍染

博多北船町 絹製

(現博多区上呉服町)

博多北船町 竹木針
(現博多区上呉服町) 金木綿製

博多北船町 竹鉄製
(現博多区上呉服町)
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法量

径23.0高34.0

縦17.3横17.3
高7.5紐長39.0

長13.6径3.4
柄長86.7

全長134.0
刃長21.5

法量

丈54.5
肩l煽19.5

丈65.0
肩幅26.0

丈61.0
肩幅22.5

丈70.0
肩幅27.5

丈61.5
肩*百22.0

丈85.0幅65.0

丈72.0袖丈
63.0袖幅30.5

長111.0径19.0

長167.3
刃長12.2

法量

縦25.6横6.0

員数

l点

1)点

l点

l点

員数

l点

1)点

l点

l点

l点

l点

l点

l点

l点

備 考 備品番号

墨書「東流n北船町 99P8036 I 
自治会J 破損

山笠の底部に吊す桝 99P8037 

山笠巡行時、電線な 99P8038I 
どの障害物を押し上
げるのに使用

山笠人形飾りの一部 99P8039 
カ

備 考 備品番号

松磯子衣装北船町 99P8040 I 
紋は白染抜背紋は
北を崩した意匠

松磯子衣装北船町 99P8041 
紋は白染抜背紋は
北を崩した意匠

松嚇子衣装北船町
紋は紙張付

松嘱子衣装北船町 99P8043 
紋は紙張付

松磯子衣装束町紋 99P8044 
は紙張付

松嚇子衣装 99P8045 

99P8046 

網の部分は山笠手拭 99P8047 
L 、を使用

99P8048 

備考



3.鯉田博資料

〈資料内訳)1 絵葉書…・…ー………….....・H ・234件235点

1 絵葉書

番号 名 称 時代 作 者

絵葉書(釜山大正公園) 大正~昭和時代 釜山呉竹堂発行横
前期 山より旅順鯉田あて

2 絵葉書(朝鮮風俗上流 昭和2年8月 福島大航より長春鰹
朝鮮人結婚式) 回謙次あて

3 絵葉書(朝鮮総督府) 大正~昭和時代 安田より旅順鯉田・
前期 安藤あて

4 絵葉書(朝鮮名所朝鮮 (大正)14年10月9 大航より長春鯉田謙
総督府病院) 日 二あて

5 絵葉書(京城最も繁草 大正~昭和時代 Taisho(日本)発行
なる元町l丁目) 前期

6 絵葉書(京城朝鮮銀行 大正~昭和時代 Taisho(日本)発行
前の大広場) 前期

7 絵葉書(京城整然たる 大正~昭和時代 Taisho(日本)発行
市街太平通) 前期

8 絵葉書(京城汽笛の響 大正~昭和時代 Taisho(日本)発行
き耐えざる京城駅) 前期

9 絵葉書(京城新装なれ 大正~昭和時代 Taisho(日本)発行
る京城府庁舎) 前期

10 絵葉書(京城朝鮮総督 大正~昭和時代 Taisho(日本)発行
府逓信局) 前期

11 絵葉書(朝鮮名所京城 大正~昭和時代 日之出発行
龍山漢江人道橋) 前期

12 絵葉書(樺太豊原市街 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発
NO.4豊原町大通) 前期 行

13 絵葉書(樺太豊原市街 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発

No.7豊原停車場) 前期 行

14 絵葉書(樺太豊原市街 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発

No.8西一保通) 前期 1']' 

15 絵葉書(樺太豊原市街 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発
NO.9樺太鉄道局) 前期 行

16 絵葉書(樺太豊原市街 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発
NO.14王子パルプ工場) 前期 fヲ

17 絵葉書(様太名物冬の 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発
大泊港に除ける氷上の 前期 fJ 
荷役)

18 絵葉書(樺太名物鉄板 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発
の知き氷海を破り大泊 前期 行
港に入港せる千歳丸の
氷上荷役)
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寄贈資料 3.鯉田博資料

2 写真・・……… ・・………・・・・…・・・・・・ 3件 3点

〈総計)237件238点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

色刷薬害 9.1 x 14.1 l通 99P8050 

印刷薬害 9.2xI4.1 l通 暑中見舞 99P8051 

印刷葉書 9.1XI4.2 l通 99P8052 

色刷葉書 9.0x 14.2 l通 99P8053 

印刷葉書 9.0x 14.0 l枚 99P8054 

印刷葉書 9.0x 13.8 l枚 99P8055 

印刷葉書 8.9XI4.0 l枚 99P8056 

印刷葉書 8.9x13目8 l枚 99P8057 

印刷葉書 8.9 x 13.8 l枚 99P8058 

印刷葉書 9.0XI3.8 l枚 99P8059 

印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8060 

色刷葉書 8.9x 13.9 l枚 99P8061 

色刷葉書 8.9X 13.8 l枚 99P8062 

色刷葉書 8.9x 13.9 l枚 99P8063 

色刷葉書 8.9XI3.9 l枚 99P8064 

色刷葉書 8.9X 13.9 l枚 99P8065 

色刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8066 

色刷葉書 8.9XI4.1 l枚 99P8067 



寄贈資料 3.鯉田博資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 絵葉書(樺太名物堅塁 大正~昭和時代 HOKUSHINDO(樺太)発 色刷葉書 8.9 x 14.0 l枚 99P8068 
の如き氷海を突進入港 前期 fJ 
の亜庭丸)

20 絵葉書(天津高所より望 大正~昭和時代 天津福島街日乃出商 色刷葉書 8.9x 14.1 l枚 99P8069 
む日本租界) 前期 業発行

21 絵葉書(天津停車場) 大正~昭和時代 天津福島街日乃出商 色刷葉書 8.9x 14.0 l枚 99P8070 
前期 業発行

22 絵葉書(天津日本租界旭 大正~昭和時代 天津福島街日乃出商 色刷葉書 8.9X 14.0 l枚 99P8071 
街) 前期 業発行

23 絵葉書(上海印度人交 大正~昭和時代 TOKYO DESIGN 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 99P8072 
通巡査) 前期 PR別T別G発行

24 絵葉書(上海東亜同文 大正~昭和時代 TOKYO DESIGN 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8073 
書院) 前期 P剛 TING発行

25 絵葉書(上海日本人倶 大正~昭和時代 TOKYO DESIGN 印刷業書 9.0X 14.1 l枚 99P8074 
楽部) 前期 PR別T別G発行

26 絵葉書(上海日本小学 大正~昭和時代 TOKYO DESIGN 印刷葉書 9.0xI4.1 l枚 99P8075 
校) 前期 P悶NT附G発行

27 絵葉書(道士勤行) 大正~昭和時代 南満州鉄道株式会社 色刷葉書 9.0x 14.1 l枚 99P8076 
前期 発行

28 絵葉書(満鉄15周年記念 1921年 南満州鉄道株式会社 色刷葉書 9.2 x 14.0 l枚 99P8077 
搬順炭鉱・鞍山製鉄) 発行

29 絵葉書(満鉄15周年記念 1921年 南満州鉄道株式会社 色刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 99P8078 
唐行列車) 発行

30 絵葉書(Stacksof S.M..R. 大正~昭和時代 南満州鉄道株式会社 色刷葉書 9.0X 13.9 l通 99P8079 
Co， Library) 前期 発行旅順鯉田謙次

あて

31 絵葉書(鴨緑江採木公 (大正ヵ)4年10月 官原写真館発行伊 印刷業書 9.1XI4.1 l適 99P8080 
司) l日 東譲より旅順鯉田謙

次あて

32 絵葉書(9，HasringsStreet， 1909年12月14日 Edward Bros(ドイツ) 色刷葉書 8.9x 13.8 l通 年賀状 5種 99P8081 
Vancouver，B.C) 発行 K.Ohnoより旅 類の消印あ

順鰹田謙次あて り

33 絵葉書(ロシア軍人図) (大正ヵ)5年4月 友成より旅)1医K.Koida 色刷葉書 14.0x9.0 l通 99P8082 
16日 あて

34 絵葉書(太宰府神社心 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷業書 8.9x 13.8 l枚 99P8083 
字池) 前期

35 絵葉書(太宰府神社本 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷葉書 8.9 x 13.8 l枚 99P8084 
殿) 前期

36 絵葉書(太宰府神社楼 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8085 
門) 前期

37 絵葉書(太宰府神社飛 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷業書 8.9X 13.8 l枚 99P8086 
梅) 前期

38 絵葉書(太宰府神社北 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷業書 8.9x 13.8 l枚 99P8087 
公園) 前期
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

39 絵葉書(太宰府神社天 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8088 
拝山) 前期

40 絵葉書(太宰府神社都 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8089 
府楼世) 前期

41 絵葉書(太宰府神社榎 大正~昭和時代 絵画研究会発行 印刷業書 8.9x 13.8 l枚 99P8090 
社) 前期

42 絵葉書(佐世保服部海 大正~昭和時代 静好堂発行 印刷葉書 14.2 x 9.0 l枚 99P8091 
筆中佐銅像) 前期

43 絵葉書(佐世保名勝エ 大正~昭和時代 静好堂発行 印刷葉書 14.2x9.1 l枚 99P8092 
ピス神社一本鳥居) 前期

44 絵葉書(佐世保名勝眼 大正~昭和時代 静好堂発行 印刷葉書 14.3 x 9.1 l枚 99P8093 
鏡岩) 前期

45 歌謡絵はがき(沖縄風景 大正~昭和時代 坂元商庖発行 印刷葉書 14.1 X9.0 l枚 99P8094 
中山門) 前期

46 絵葉書(大島節) 大正~昭和時代 新興音楽出版社(東 色刷葉書 9.0X 14.0 l枚 99P8095 
前期 京)印行

47 絵葉書(大島古仁屋港 大正~昭和時代 大島古仁屋港実写真 印刷業書 9.1X14.1 l枚 99P8096 
十景其二) 前期 館発行

48 絵葉書(高田金谷山大 大正~昭和時代 不詳 印刷業書 9.1 x 14.0 l枚 99P8097 
日本スキー人会大競技 前期
会女子の滑走)

49 絵葉書(善光寺経堂) 大正~昭和時代 善光寺保存会 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 参拝記念ス 99P8098 
前期 タンプあり

50 絵葉書(富士五湖河口 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8099 
湖の富士) 前期

51 絵葉書(富士五湖山中 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8100 
湖の逆富士) 前期

52 絵葉書(京都清水寺舞 大正~昭和時代 京都南風堂発行 色刷葉書 9.0X 14.0 l枚
台) 前期

53 絵葉書(神戸水道布引水 大正~昭和時代 神戸栄屋商庖発行 印刷葉書 9.0x 14.0 l枚 99P8102 
源地) 前期

54 絵葉書(神戸市水道浄水 大正~昭和時代 栄屋発行 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 99P8103 
池) 前期

55 絵葉書(播州姫路名勝 大正~昭和時代 KOBE AKAN1SHI 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 99P8104 
姫山公園入口桜のトン 前期
ネJ吋

56 絵葉書(播州姫路名勝 大正~昭和時代 KOBE AKANISHI 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 99P8105 
白鷺城天守閣より市内 前期

の遠望)

57 絵葉書(厳島粥山本堂) 大正~昭和時代 広島口O堂発行 印刷業書 9.1 X 14.2 l枚 参拝記念ス 99P8106 
前期 タンプあり

58 絵葉書(伊藤侯爵筆厳 大正~昭和時代 広島口O堂発行 印刷葉書 14.2x9.1 l枚 参拝記念ス 99P8107 
島粥山大聖院行在所跡 前期 タンプあり

記)

L-
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59 絵葉書(厳島晴山護摩谷 大正~昭和時代 広島口O堂発行 印刷葉書 14.0x9.1 l枚 参拝記念ス 99P8108 
より絵馬岩を望む) 前期 タンプあり

60 絵葉書(吉野山吉野朝 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8109 
宮世) 前期

61 絵葉書(吉野山架空ケ 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.2 x 14.2 l枚 99P81 10 
ープルカー) 前期

62 絵葉書(吉野山上千本よ 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8111 
り吉野町全景) 前期

63 絵葉書(大和吉野山銅 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8112 
の鳥居) 前期

64 絵葉書(吉野山村上善 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8113 
光の墓) 前期

65 絵葉書(大和吉野山後 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8114 
醍醐天皇御陵) 前期

66 絵葉書(吉野山勝手神 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8115 
社義経鎧掛け名勝) 前期

67 絵葉書(吉野山竹林院) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8116 
前期

68 絵葉書(大和吉野山官 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1x14.1 l枚 99P8117 
幣大社吉野神宮) 前期

69 絵葉書(大和吉野山吉 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8118 
水神社) 前期

70 絵葉書(吉野山下千本 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8119 
全景) 前期

71 絵葉書(吉野山水分神 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8120 
社子守明神) 前期

72 絵葉書(大和吉野山知 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8121 
意輪寺) 前期

73 絵葉書(吉野山蔵王堂 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 99P8122 
山門) 前期

74 絵葉書(夜の高野山高 大正~昭和時代 大正 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8123 
野山大門) 前期

75 絵葉書(若草山) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1X14.1 l枚 奈良遊覧記 99P8124 
前期 念スタンプ

あり

76 絵葉書(大仏殿) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 奈良遊覧記 99P8125 
前期 念スタンプ

あり

77 絵葉書(春日本社) 大正~昭和時代 不詳 印刷業書 9.1 x 14.0 l枚 奈良遊覧記 99P8126 
前期 念スタンプ

あり

78 絵葉書(猿沢池) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 奈良遊覧記 99P8127 
前期 念スタンプ

あり

-232-



寄贈資料 3.鯉田博資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

79 絵葉書(南円堂) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 奈良遊覧記 99P8128 
前期 念スタンプ

あり

80 絵葉書(春日神鹿) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1XI4.0 l枚 奈良遊覧記 99P8129 
前期 念スタンプ

あり

81 絵葉書(二月堂) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1XI4.0 l枚 奈良遊覧記 99P8130 
前期 念スタンプ

あり

82 絵葉書(二月堂) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.4 l枚 99P8131 
前期

83 絵葉書(春日大鳥居) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.1 l枚 99P8132 
前期

84 絵葉書(春日二の鳥居) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5xI3.1 l枚 99P8133 
前期

85 絵葉書(大仏鐘楼) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.1 l枚 99P8134 
前期

86 絵葉書(手向山八幡宮) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5x 13.4 l枚 99P8135 
前期

87 絵葉書(若草山) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.3 l枚 99P8136 
前期

88 絵葉書(三月堂) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.4 l枚 99P8137 
前期

89 絵葉書(春日本社) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.6x 13.5 l枚 99P8138 
前期

90 絵葉書(南円堂) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.4X 13.3 l枚 99P8139 
前期

91 絵葉書(春日神鹿) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.5 l枚 99P8140 
前期

92 絵葉書(春日神鹿角伐 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5XI3.2 l枚 99P8141 
り) 前期

93 絵葉書(帝室奈良博物 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.3 l枚 99P8142 
館) 前期

94 絵葉書(五重塔) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.2 l枚 99P8143 
前期

95 絵葉書(大仏尊像) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.4 l枚 99P8144 
前期

96 絵葉書(猿沢池) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5x 13.3 l枚 99P8145 
前期

97 絵葉書(大仏殿) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X13.3 l枚 99P8146 
前期

98 絵葉書(正倉院) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 8.5X 13.4 l枚 99P8147 
前期

99 絵葉書(大阪名所大阪 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8148 
城内千畳敷) 前期
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100 絵葉書(大阪名所田蓑 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9目1x 14.4 l枚 99P8149 
橋より電信局及大学病 前期
院)

101 絵葉書(大阪名所堂島 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.4 l枚 99P8150 
川のダム) 前期

102 絵葉書(大阪名所天王 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 14.4x9.1 l枚 99P8151 
寺境内普賢菩藤) 前期

103 絵葉書(大阪名所官幣 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1XI4.4 l枚 99P8152 
大社住吉神社) 前期

104 絵葉書(大阪名所毛間 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.3 l枚 99P8153 
問門) 前期

105 絵葉書(大阪名所天王 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0xI4.2 l枚 99P8154 
寺公園旧住友邸) 前期

106 絵葉書(大阪名所天王 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.3 l枚 99P8155 
寺公園動物園) 前期

107 絵葉書(大阪名所大阪 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0 x 14.2 l枚 99P8156 
城) 前期

108 絵薬害(大阪名所築港 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8157 
大桟橋) 前期

109 絵葉書(大阪名所中ノ 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8158 
島公園中央公会堂) 前期

110 絵葉書(大阪名所道頓 大正~昭和時代 不詳 印刷業書 9.0XI4.3 l枚 99P8159 
堀) 前期

111 絵葉書(大阪名所大阪 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8160 
市庁舎) 前期

112 絵葉書(大阪名所梅田 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.2 l枚 99P8161 
大阪駅) 前期

113 絵葉書(大阪名所新世 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0XI4.3 l枚 99P8162 
界高塔) 前期

114 絵葉書(大阪名所楽天 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1XI4.2 l枚 99P8163 
地) 前期

115 絵葉書(大阪名所造幣 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.IXI4.3 l枚 99P8164 
局) 前期

116 絵葉書(大阪名所戎橋) 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1xI4.3 l枚 99P8165 
前期

117 絵葉書(大阪名所心斎 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.1XI4.2 l枚 99P8166 
橋) 前期

118 絵葉書(大阪名所大阪 大正~昭和時代 不詳 印刷業書 9.1 x 14.2 l枚 99P8167 
瓦斯会社) 前期

119 絵葉書(大阪名所上六 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9目1x 14.4 l枚 99P8168 
奈良行電車停留所) 前期

120 絵葉書(大阪名所天満 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 99P8169 
天神社) 前期
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121 絵葉書(大阪名所大阪 大正~昭和時代 不詳 印刷葉書 9.0X 14.4 l枚 99P8170 
府庁舎) 前期

122 絵葉書(大阪築港大桟 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8171 
橋) 前期

123 絵葉書(大阪道頓堀) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8172 
前期

124 絵葉書(大阪市庁舎) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.2x 14.3 l枚 99P8173 
前期

125 絵葉書(大阪新世界) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8174 
前期

126 絵葉書(大阪造幣局) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.2X 14.2 l枚 99P8175 
前期

127 絵葉書(大阪名所上よ 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.0x 14.0 l枚 99P8176 
り見たる安治川口一園) 前期

128 絵葉書(大阪名所上よ 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.2X 14.0 l枚 99P8177 
り見たる難波橋付近) 前期

129 絵葉書(大阪名所上よ 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.2x 14.1 l枚 99P8178 
り見たる造幣局ー園) 前期

130 絵葉書(大阪名所上よ 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.2x 14.3 l枚 99P8179 
り見たる控訴院及大江 前期

橋付近)

131 絵葉書(大阪四ツ橋交差 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.2 x 14.1 l枚 99P8180 
点) 前期

132 絵葉書(大阪控訴院) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.0X 14.2 l枚 99P8181 
前期

133 絵葉書(大阪梅田停留 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8182 
場) 前期

134 絵葉書(大阪歌舞伎座) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8183 
前期

135 絵葉書(大阪商船東京支 大正6年ヵ 大阪商船株式会社 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8184 
唐営業開始広告)

136 絵葉書(明治神宮外苑平 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 14.2x9.2 l枚 99P8185 
面図) 前期

137 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8186 
聖徳記念絵画館画室) 前期 発行

138 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 99P8187 
聖徳記念絵画館大広間) 前期 発行

139 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 99P8188 
聖徳記念絵画館内休憩 前期 発行
室及廊下)

140 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 99P8189 
競技場貴賓観覧席) 前期 発行

141 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0x 14.1 l枚 99P8190 
憲法記念館背面) 前期 発行

L 
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142 絵薬害(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0XI4.1 l枚 99P8191 
野球場正面) 前期 発行

143 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0XI4.0 l枚 99P8192 
競技場商面) 前期 発行

144 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0x 14目l l枚 99P8193 
競技場スタンド及時計 前期 発行

塔)

145 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0XI4.0 l枚 99P8194 
競技場全景) 前期 発行

146 絵葉書(明治神宮外苑 大正~昭和時代 明治神宮外苑管理署 印刷葉書 9.0x 14.0 l枚 99P8195 
相撲場全景) 前期 発行

147 絵葉書(明治神宮明治 大正~昭和時代 不詳 単色刷葉 9.1XI4.1 l枚 99P8196 
神宮全景) 前期 書

148 絵葉書(明治神宮内院 大正~昭和時代 不詳 単色刷葉 9.1X14目l l枚 99P8197 
(左)御廻廊) 前期 書

149 絵葉書(明治神宮内院 大正~昭和時代 不詳 単色刷葉 9.0X 14.1 l枚 99P8198 
(右)御廻廊) 前期 書

150 絵葉書旧向油津堀川 大正~昭和時代 柴田商会発行森口 印刷葉書 9.1xI4.0 l通 99P8199 
橋) 前期 口より長春鯉田あて

151 絵葉書(安岐宮島そり 大正~昭和時代 旅順鯉田謙次あて 印刷葉書 9.1 x 14.0 l通 99P8200 
橋) 前期

152 絵葉書(本栖湖の富士) 大正~昭和時代 旅順鯉田登より松田 色刷葉書 9.1 x 14.0 l通 未投函 99P8201 
前期 喬平あて

153 絵葉書(東京桜名所上 (大正ヵ)7年4月 白井より旅順鯉田夫 印刷葉書 8.9XI3.8 l通 99P8202 
野公園の桜) 30日 妻あて

154 絵葉書(東京名所帝国 (大正ヵ)2年4月 末光源蔵より旅順鯉 印刷葉書 9.1XI4.0 l通 99P8203 
大学正門) 田謙次あて

155 絵葉書(新吉原) (大正ヵ)11年l月 清水寅雄より旅順鯉 色刷葉書 8.8x 13.7 l通 99P8204 
8日 回謙次あて

156 絵葉書(土浦名勝土浦 (年不詳)7月30日 寺田書J苫発行沼田 印刷葉書 9.0x 14.0 l通 99P8205 
川口の水門) 笠峰より旅順鰹田あ

て

157 絵葉書(京都永観堂) (年不詳)11月7日 京都朝日堂発行中 色刷葉書 14.2X9.0 l通 99P8206 
山源次郎より旅順療
病院御一同様あて

158 絵葉書(大阪名所生国 12年5月8日 中山源次郎より長春 色刷葉書 9.0XI4.0 l通 99P8207 
霊神社) 鯉田謙次あて

159 絵葉書(日光名所中禅 (年不詳)11月5日 鈴木金太郎より旅順 色刷葉書 9.1 x 14.0 l通 99P8208 
寺湖大尻) 鯉回謙次あて

160 絵葉書(帝国美術院第二 (年不詳)11月18 家坂口三郎より新市 色刷葉書 9.1 x 14.1 l通 99P8209 
回展覧会出品木烏柳鴎 日 街鯉田謙次あて
筆根岸の里)

161 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 9.0xI4.2 l枚 99P8210 
の実況衣冠束帯の行 日撮影
列)
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162 絵葉書(明治天皇御大喪 大正7c年9月13 不詳 印刷葉書 9.0x 14.0 l枚 99P8211 
の実況軍隊の行進) 日撮影

163 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 99P8212 
の実況軍服姿の行列) 日撮影

164 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷業書 9.1X14.2 l枚 99P8213 
の実況軍服姿の行列) 日撮影

165 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8214 
の実況楽隊の行列) 日撮影

166 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8215 
の実況太鼓の行列) 日撮影

167 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 9.0x 14.1 l枚 99P8216 
の実況牛車と衣冠束帯 日撮影

の人)

168 絵葉書(明治天皇御大喪 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 9.0X 14.1 l枚 99P8217 
の実況衣冠束帯の行 日撮影

列)

169 絵葉書(宮城前で御平癒 明治45年ヵ 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 99P8218 
を祈る僧侶の読経)

170 絵葉書(宮城前で御平癒 明治45年ヵ 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 99P8219 
を祈る小国民兄妹の熱
誠)

171 絵葉書(殉死の号外と乃 大正元年9月13 不詳 印刷葉書 14.1 X9.2 l枚 99P8220 
木将軍) 日

172 絵葉書(乃木大将少年時 大正2年4月30日 東京中央乃木会発行 色刷葉書 9.0X14.2 l枚 乃木将軍邸 99P8221 
代家庭之光景) 公開 参拝記念ス

タンプあり

173 絵葉書(御大礼紀念東京 昭和3年11月 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.3 l枚 御大典紀念 99P8222 
市内奉祝の光景銀座大 のスタンプ

街) あり

174 絵葉書(御大礼紀念東京 昭和3年11月 不詳 色刷葉書 9.1X 14.3 l枚 御大典紀念 99P8223 
市内奉祝の光景海軍軍 のスタンプ
人奉送) あり

175 絵葉書(御大礼紀念東京 昭和3年11月 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.3 l枚 御大典紀念 99P8224 
市内奉祝の光景京橋) のスタンプ

あり

176 絵葉書(奉祝門御通御) 昭和3年11月 不詳 印刷葉書 9.1x14.4 l枚 御大典紀念 99P8225 
のスタンプ
あり

177 絵葉書(空界のスミス君 1917年 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 米国飛行家 99P8226 
の妙技低空飛行) アートスミ

ス日本来遊
紀念のスタ
ンプあり

178 絵葉書(空界のスミス君 1917年 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 米国飛行家 99P8227 
の妙技愛機カーチス アートスミ

式) ス日本来遊
紀念のスタ
ンプあり
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179 絵葉書(空界のスミス君 1917年 不詳 印刷葉書 14.0x9.1 l枚 米国飛行家 99P8228I 
の妙技宙返り飛行) アートスミ

ス日本来遊
紀念のスタ
ンプあり

180 絵葉書(空界のスミス君 1917年 不詳 印刷葉書 14.1 X9.0 l枚 米国飛行家 99P8229 
の妙技機上のス氏と母 アートスミ

堂) ス日本来遊
紀念のスタ
ンプあり

181 絵葉書(空界のスミス君 1917年 不詳 印刷葉書 14.0X9.1 l枚 米国飛行家 99P8230 I 
の妙技ス氏と母堂) アートスミ

ス日本来遊
紀念のスタ
ンプあり

182 絵葉書(コールマン嶋沖 明治45年l月5日 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 99P8231 
通過の際紀念撮影)

183 絵葉書旧本南極探検隊 明治45年l月14 不詳 印刷葉書 9.1XI4.0 l枚 99P8232 
海豹捕獲の為め出猟光 日
景)

184 絵葉書(南緯78度31分に 明治45年1月16 不詳 印刷葉書 9.0x 14.0 l枚 99P8233 
1(;ける大氷堤) 日

185 絵葉書(第一根拠地の気 明治45年2月2日 不詳 印刷葉書 9.1xI4.0 l枚 99P8234 
象観測)

186 絵葉書(南極にて捕獲さ 明治45年ヵ 不詳 印刷葉書 9.0XI4.0 l枚 99P8235 
れたペンギン烏)

187 絵葉書(戦役紀念篤志 明治37or38年ヵ 逓信省発行 色刷葉書 13.9x9.0 l枚 軍事郵便用 99P8236 
看護婦人会総裁閑院宮 葉書日露戦
妃智恵子殿下) 争記念ヵ

188 絵葉書(第一艦隊伊勢大 大正3年度 不詳 印刷葉書 9.2 x 14.2 l枚 第一艦隊伊 99P8237 
廟参拝実写記念) 勢参拝記念

の印あり

189 絵葉書(通信教育) 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷業書 8.9x 13.9 l枚 99P8238 
印刷

190 絵葉書(空中写真) 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 9.1 x 13.8 l枚 99P8239 
印刷

191 絵葉書(武装工手教育) 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 9.0XI3.8 l枚 99P8240 
印刷

192 絵葉書(飛来する機群の 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷薬害 9.0X 13.9 l枚 99P8241 
状況を直ちに情報団へ 印刷
蒐る)

193 絵葉書(機関工術基本作 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 9.1XI3.8 l枚 99P8242 
業) 印刷

194 絵葉書(飛行場勤務) 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 13.8X9.0 l枚 99P8243 
印刷

195 絵葉書(気象観測) 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 14.0x9.0 l枚 99P8244 
印刷

一
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196 絵葉書(雲:隙を急降下す 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 13.9x9.2 l枚 99P8245 
る戦闘機) 印刷

197 絵葉書(飛行機の無線誘 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 13.8x9.0 l枚 99P8246 
導) 印刷

198 絵葉書(峻峰を殿下して 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 8.9x 13.8 l枚 99P8247 
飛期する重爆編隊) 印刷

199 絵葉書(爆弾懸吊) 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 8.9xI3.8 l枚 99P8248 
印刷

200 絵葉書(堂々空を圧する 昭和時代前期 大日本印刷株式会社 色刷葉書 9.0XI3.9 l枚 99P8249 
軽爆機) 印刷

201 絵葉書(堂々南方の空を 昭和時代前期 東京尚美堂 印刷葉書 8.9x 13.8 2枚 99P8250 
制圧する陸軍新鋭軽爆 -8251 
撃機)

202 絵葉書(基地の空は明る 昭和時代前期 東京尚美堂 印刷葉書 8.8x 13.9 l枚 99P8252 
く張り切る勇士と重爆
撃機)

203 絵葉書(報国第58号機 昭和時代前期 不詳 印刷葉書 8.7x 13.8 l枚 99P8253 
遁号))

204 絵葉書(巨艦陸奥・長 昭和時代前期 不詳 色刷業書 14.2x9.1 l枚 99P8254 
門)

205 絵葉書(巨艦長門より山 昭和時代前期 不詳 色刷業書 9.1 x 14.2 l枚 99P8255 
城及飛行煙幕を望む)

206 絵葉書惇L姉妹其ー飾 大正~昭和時代 TORlI SHOTEN(東京) 色刷葉書 14.1 X9.1 l枚 99P8256 
摩の里) 前期 発行

207 絵葉書停L姉妹其二約 大正~昭和時代 TORlI SHOTEN(東京) 色刷業書 9.1 x 14.0 l枚 99P8257 
束の指環) 前期 発行

208 絵葉書(乳姉妹其三お 大正~昭和時代 TORlI SHOTEN(東京) 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 99P8258 
演の臨終) 前期 発行

209 絵葉書(乳姉妹其五カ 大正~昭和時代 TORlI SHOTEN(東京) 色刷葉書 14.0 x 9.1 l枚 99P8259 
ンパスの婦人) 前期 発行

210 絵葉書(大連勧業博覧会 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.0X 13.7 l枚 99P8260 
記念大連勧業博覧会会 前期
場全景)

211 絵葉書(大連勧業博覧会 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.0x 13.9 l枚 99P8261 
記念正門) 前期

212 絵葉書(大連勧業博覧会 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.0X 13.9 l枚 99P8262 
記念水族館及演芸館) 前期

213 絵葉書(東京勧業博覧会 明治41年8月25 東京勧業博覧会葉報 色刷葉書 9.1X 14.1 l通 軍事郵便 99P8263 
協賛会々長千家尊福外 日 社発行浜本宗三郎 東京勧業博

2名) より旅順関東陸軍々 覧会記念の
楽隊鯉田謙次あて 印あり

214 絵葉書(平和記念東京博 11年6月24日 家坂口=郎より鯉回 色刷葉書 9.0X 14.2 l通 99P8264 
覧会樺太館) 謙次あて

215 絵葉書(東京電車案内 大正11年ヵ 不詳 色刷葉書 8.9x 14.2 l枚 99P8265 
図)
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216 絵葉書(鉄嶺商品陳列 明治41年10月17 東京印刷株式会社印 印刷薬害 9.0x 14.0 l枚 移転式記念 99P8266 
館) 日移転 行 スタンプあ

り

217 絵薬害(開業大連支社紀 明治42年5月30 大阪改進堂印刷 色刷薬害 9.1XI3.9 l枚 開業紀念ス 99P8267 
念小野セメント製造株 日開業 タンプあり
式会社全景)

218 絵葉書(関東庁始政15周 大正10年9月l日 不詳 色刷薬害 9.1XI4.3 l枚 関東庁始政 99P8268 I 
年記念) 15周年記念

のスタンプ
あり

219 絵葉書(伏見宮殿下御染 明治42年11月28 東京印刷株式会社印 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 旅順表忠塔 99P8269I 
筆) 日 行 竣工式記念

スタンプ・
立太号礼紀
念スタンプ
あり

220 絵葉書(函簿京都皇宮に 大正5年11月3日 大阪朝日新聞社発行 色刷葉書 9.1XI4.0 l枚 立太子礼紀 99P8270 
向ふの図) 念スタンプ

あり

221 絵葉書(京都御所全図) 大正5年11月3日 大阪朝日新聞社発行 色刷葉書 9.1XI4.1 l枚 立太子礼紀 99P8271 
念スタンプ
あり

222 絵葉書(今・昔) 大正5年11月3日 不詳 色刷葉書 14.2x9.0 l枚 立太子礼紀 99P8272 
念スタンプ
-陸軍紀念
スタンプあ
り

223 絵葉書(天壌無窮) 大正5年11月3日 青雲堂 色刷葉書 9.2 x 14.2 l枚 立太子礼紀 99P8273 
念スタンプ
あり

224 絵葉書(小山のイラスト 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.1XI4.3 l枚 建物の写真 99P8274 
と建物の外観の写真) 前期 225と同じ

225 絵葉書(小山と舟のイラ 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9.0x 14.3 l枚 病院ヵ建 99P8275 
ストと建物の外観・室 前期 物が224と同
内の写真) じ

226 絵葉書(筏のイラストと 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 9目ox 14.2 l枚 99P8276 
室内の写真) 前期

227 絵葉書(アルプスの花 大正~昭和時代 講談社発行 色刷薬害 14.0x9.1 l枚 少年倶楽部 99P8277 
園) 前期 絵はがき

228 絵葉書(第二巡洋艦川 大正~昭和時代 博文館発行 印刷葉書 8.7x 13.9 l枚 少年世界付 99P8278 
内) 前期 録

229 絵葉書(吉野丸乗船記 大正~昭和時代 近海郵船株式会社 色刷葉書 9.1XI4.4 l枚 99P8279 
念) 前期

230 絵葉書(自転車小僧) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 99P8280 
前期

231 絵葉書(なきべそ) 大正~昭和時代 不詳 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 99P8281 
前期

232 絵葉書(台中丸) 大正~昭和時代 大阪商船株式会社 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 99P8282 
前期
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233 絵葉書(春日局肖像) 明治40年 l品、原中村工場印刷 色刷葉書 14.0x9.0 l枚 春日局265年 99P8283 
記念スタン
プあり

234 絵葉書(馬) 大正~昭和時代 逓信省発行 色刷葉書 8.7X13.8 l枚 99P8284 
前期

2 写真

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

235 民族衣装を着た少女 大正~昭和時代 不詳 写真印刷 7.8 x 13.8 l枚 99P8285 
前期

236 写真例車事故) 昭和3年ヵ 不詳 白黒写真 7.3x9.6 l枚 236・237同 99P8286 
じ列車事故
橋から l両が
転落

237 写真例車事故) 昭和3年ヵ 不詳 白黒写真 11.2 x 15.4 l枚 236の反対側 99P8287 
から写され
たもの
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4.小川峰登資料

〈資料内訳)1 古文書類………・……....・ H ・....・ H ・.. 11件 13点

2 手本書・往来物類……....・ H ・....……108件109点

3 手習・書画類…………...・ H ・H ・H ・.... 25件 26点

1 古文書類

番号 名 称、 時代・年月日 作成・宛所 品質・形状

書付 江戸時代 福岡藩より小J11岩助 墨書一紙
あて

2 就弓馬之儀大略 元禄6年2月吉日 寺田弥六(印)(花押)よ 墨書書冊
之聞書 り小JII弥太夫あて

3 弓矢之儀条々事 元禄6年2月吉田 寺田弥六(印)(花押)よ 墨書継紙
書 り小川弥太夫あて (2枚)

4 弓矢之儀条々 江戸時代 不詳 墨書一紙

5 矢代之次第 元禄6年2月吉日 寺田町、六(印)(花押)よ 墨書継紙
り小J11弥大夫あて (2枚)

6 砲術免状 天明9己酉3月 有国幾大夫惟口 墨書一紙
(印)(花押)より小JII弥
大夫あて

7 諸国国名・筑前 嘉永7年5月今日 原田種廉書之 墨書継紙
国十五郡群名書 66番 (10枚)
上

8 筑前回絵図 時代不詳 不詳 彩色一紙

9 文化年間博多古 昭和時代(戦後) 九州大学名誉教授檎 印刷一紙
図 垣元吉校閲

10 記(米代金) 近代 不詳 墨書一紙

11 記(米代金) 近代 不詳 墨書ー紙

2 手本書・往来物類

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状

12 庭訓往来 明和2年乙酉5月 溝口千谷書江戸書 木版書冊
吉日刊 林須原屋茂兵衛梓

(東都書舗千鐘房梓)

13 (往来物) 寛政11己未歳3 市川口口書牽工東 木版書冊
月 書堂・好又堂東都

書林冨谷徳、右衛門

14 花鳥往来 文化元年甲子年 市川梢谷書彫工瀬 木版書冊
6月刻成 戸村佐兵衛
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4 衣類・布切類…....・ H ・..……・・ 3件 3点

5 近世写本・版本類...・H ・..…… 26件110点

6 近代書籍……………………… 26件 51点

〈総計)199件312点

※備考欄の数字(例:49)は整理番号を示す

法 量 員数 備 考 備品番号

15.6X28.4 l通 祐筆加役に任じらオし 99P8288 
筆墨代として年々米
壱俵ずつ与えられた
もの 49 

24.3x 19.0 2冊 「寛政五十一月日多賀 99P8289 
豊後守高忠J以来相伝 ~8290 

のもの綴じはずれ
79 

18.8x 163.5 l点 前欠元禄必手正月 99P8291 
吉日に吉田雪荷以下
5名連署で記された
もの 80 

18.8x93.6 l点 後欠破損甚大 81 99P8292 

18.8XI71.0 l点 I矢代之次第Jと端裏 99P8293 
書あり 82 

18.1 X82.0 1点 前欠破れあり 83 99P8294 

36.0X478.0 l点 破損あり 75 99P8295 

94.0x 111.5 l点 「小J11蔵書Jの印あり 99P8296 
破損あり 71 

35.8x25.0 2点 59 99P8297 
~8298 

15.8X20.5 l点 60 99P8299 

15.5X 16.0 l点 61 99P8300 

法 量 員数 備 考 備品番号

27.0X 18.5 l冊 背に「文政二年卯春、 99P8301 
砂江府求、小川林兵
衛分Jと墨書あり 表
紙欠 32 

26.8X 18.0 l冊 25 99P8302 

27.5X 18目l l冊 41 99P8303 



寄脂質料 4.小川峰登資料

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

15 今川了俊対思息 江戸時代版 伝今川了俊(書騨・ 木版書冊 21.5x 15.3 l冊 裏裁氏にf文化八年未 99P8304 
仲秋制詞条々 大坂・天満屋安兵衛 閏二月、田中岩助Jと
(手習) 板)、問中岩助(写) 墨書あり また表紙

裏に「五冊之内、五冊
之内問、田中氏小川
岩助Jともあり 51 

16 (手習) 江戸時代 市川松台書 木版書冊 36.0x 14.4 l冊 裏表紙に「文政二卯年 99P8305 
春、小j山とあり七
言絶句・和歌など
52 

17 (往来物) 江戸時代 不詳 木版ー紙 29.2x37.5 l点 150~153号は一連の 99P8306 
もの 1印

18 (往来物) 江戸時代 不詳 木版一紙 30.0x38.5 i点 150~153号は一連の 99P8307 
もの 151 

19 (往来物) 江戸時代 不詳 木版一紙 30.0x38.2 l点 150~153号は一連の 99P8308 
もの 152 

20 (往来物) 江戸時代 不詳 木版一紙 30.0X38.0 l点 150~153号は一連の 99P8309 
もの 153 

21 緑竹冬青詩(習 享和3笑亥霜降 竹田氏(朱印) 弘文 墨書書冊 27.5x20.5 l冊 奥書に「天保十四笑卯 99P8310 
字手習) 月 蔵(朱印) 春ヲカハ」とある 46

22 都往来 嘉永5年壬子春 小JII岩助 墨書書冊 27.5X20.0 l冊 表紙に「十才、小111岩 99P8311 
助は:)Jとあり また
表紙裏に習書の跡あ
り 53

23 (手習) (嘉永5年)子元E 小川岩助書 墨書書綴 27.5x20.2 l冊 詩歌 129 99P8312 
(元折本)

24 庭訓往来 嘉永6年美丑秋 伝玄恵、原田種麿書 墨書書冊 39.7x26.0 l冊 奥にf嘉永六年笑丑秋 99P8313 
(1) (写) 六十五史種麿(ヵ)家

姪弥八郎江書与畢Jと
墨書あり 50・1

(2) 庭訓往来下 嘉永6年発丑秋 伝玄恵、原田書ヵ 墨書書冊 39.5x26.3 l冊 50-2 99P8314 
(写)

25 弁慶状(手習) 安政2乙卯年正 不詳 墨書書綴 27.5X20.7 l冊 56 99P8315 
月29日

26 (往来物) 江戸時代ヵ 不詳 墨書書綴 27.5x21.3 l冊 57 99P8316 

27 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書書綴 28.0x20.7 l冊 58 99P8317 

28 (源氏物語解題) 江戸時代 不詳 墨書継紙 33.0x343.5 l点 前欠朱筆あり嘉 99P8318 
(7枚) 禎2年以来代々写さ

れた年付・署判あり
破損あり 184 

29 (往来物) (弘化元年)甲辰 原田種麿書 墨書継紙 35.5x 141.2 l通 前欠書状 125 99P8319 
季春 (3枚)

30 (往来物) (弘化元年)甲辰 (原因)種麿書 墨書継紙 31.2x87.2 l通 前欠書状 136 99P8320 
知月14日書 (2枚)

31 (往来物) (弘化元年)甲辰 (原田)種麿書 墨書継紙 36.0x278.0 l通 武家教訓 120 99P8321 
卯月書 (7枚)
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番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

32 (往来物) 弘化4丁未58月 原田種麿 墨書継紙 36.0X96.0 l通 前 欠 書 状 134 99P8322 
揮牽 (2枚)

33 (往来物) 嘉永己酉5月書 (原田)種麿書 墨書継紙 44.0x 170.0 l通 書状 124 99P8323 
(3枚)

34 (往来物) 江戸時代 (原田種麿) 墨書一紙 35.7X48.2 l点 前 欠 書 状 126 99P8324 

35 (手習) 江戸時代 「大神氏謹書之J 墨書一紙 30.7x42.0 l点 詩歌破損甚大 14999P8325 
(元折本)

36 (法帖) 江戸時代 はとりののりひろ書 墨書継紙 35.8X431.0 l点 127 99P8326 
(9枚)

37 (手習) 江戸時代 太田宇三郎書 墨書一紙 35.0X47.0 l点 破損あり 端裏に『太 99P8327 
(元折本) 田字三口(悶」と墨書

あり漢詩 93

38 (括りひも) 江戸時代~現代 不詳 細縄 長さ約21.0 l点 1叩-110を一括りに 99P8328 
していたもの 108 

39 (往来物) 江戸時代 小川姓 墨書折本 39.0x9.5 l冊 裏輔氏に「市川口口J 99P8329 
「主小JlIJと上書あり
破損あり 110とー
括 109

40 (往来物断簡) 江戸時代 市川先生筆主小川 墨書一紙 38.0x35.5 l点 「市川先生筆H主小11199P8330 
此面 (元折本) 此面Jとのみ記す

1ωと一括 110 

41 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 39.0X51.2 l点 端裏にf享和三笑亥閏 99P8331 
(元折本) 正月廿八日夕習之jと

墨書あり 143 

42 4往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.4X55.5 l点 端裏にI子ノ九月廿三 99P8332 
(元折本) 日夕習之Jと墨書あり

146 

43 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.2X55.5 1点 奥書に「子ノ九月十四 99P8333 
(元折本) 日習之jと墨書あり

174 

44 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 33.0x45.0 l点 160の後で162に続く 99P8334 
(元折本) 源義経書状端裏に

『享和二年壬成四月三

日夕習之Jと墨書あり
161 

45 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 33.0X44.0 l点 161に続く 源義経書 99P8335 
(元折本) 状端裏に「四月十四

日夕習之Jと墨書あり
162 

46 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 31.2x44.5 l点 164に続く 源義経書 99P8336 
(元折本) 状端裏に『四月廿二

日夕習之Jと墨書あり
1臼

47 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 31.4x44.5 l点 1臼に続く 掠義経書 99P8337 
(元折本) 状端裏に「五月四1

日夕習之Jとあり
1倒
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番号 名 称、 時代・年月日 作 成 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

48 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 31.8X44.0 l点 前後欠ヵ 源義経書 99P8338 
(元折本) 状 155~164は一連

のもの 155 

49 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 32.2x44.0 1)点 前後欠ヵ 源義経書 99P8339 
(元折本) 状 156

50 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 32.0X 15.6 l点 前後欠ヵ 源義経書 99P8340 
(元折本) 状端裏に「享和元年

酉十一月廿八目安習
之jと墨書あり 157 

51 (住来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 32.4X47.6 l点 前後欠ヵ 源義経書 99P8341 
(元折本) 状 158

52 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 32.2x28目O 1)点 前後欠ヵ 源義経書 99P8342 
(元折本) 状 159

53 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 32.9x44.5 l点 前欠ヵ 源義経書状 99P8343 
(元折本) 端裏に「享和二壬成三

月七日夕習之Jと墨書

あり 160 

54 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 40.2x53.3 l点 138~142は同筆 99P8344 
(元折本) 138 

55 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 39.0x55.3 l点 端裏に「二月廿八日夕 99P8345 
(元折本) 習之七本目Jと墨書あ

り 139

56 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 39.3X51.6 l点 端裏に「享和三奨亥三 99P8346 
(元折本) 月廿六日夕習之、八

本目jと墨書あり

140 

57 (往来物) 江戸時代 原田ヵ 墨書一紙 39.4X51.4 l点 端裏に「文化元甲子四 99P8347 
(元折本) 月朔日夕習之、原田

分jと墨書あり 141 

58 (往来物) 江戸時代 原田ヵ 墨書ー紙 39.3X50.4 l点 端裏に「文化元卯月一 99P8348 
(元折本) 日夕習之、原因分Jと

墨書あり 142 

59 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 39.2x51.4 l点 端裏に「四月十二日ヨ 99P8349 
(元折本) リ習之Jと墨書あり

144 

60 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 39.0 x 51.1 i点 端裏に「霜降月廿六日 99P8350 
(元折本) タ習之、四本目Jと墨

書あり 144と同筆ヵ

145 

61 (往来物) (江戸時代)子ノ8不詳 墨書一紙 40.3x55.8 l点 端裏に「子ノ八月十九 99P8351 
月19より習文 (元折本) 日夕習之Jと墨書あり

後欠衣服注文につ
いての書状l通分

90 

62 弁慶状五本目 (江戸時代)閏正 不詳 墨書一紙 39.3X51.6 l点 前後欠端裏に「弁慶 99P8352 
十日ヨリ習之 (元折本) 状五本目Jr閏正十日

ヨリ習之Jと墨書あり
119 
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|番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

63 (往来物) 安政四年丁巴12小川岩太口吉 墨書一紙 32.2X44.3 l点 後欠端に「安政四年 99P8353 
月4日より習之 (元折本) 丁巳十二月四日より

習之者也H小川岩太
口吉Jと墨書あり 詩
歌含む 92

64 庭訓 江戸時代 小JlI 墨書一紙 41.5X55.5 l点 「庭司IIJと上書あり 99P8354 
(元折本) 奥書に川、JlI氏Jと墨

書あり 武具事等に
ついて後欠 95と
関連ヵ 94 

65 (往来物) (江戸時代，)8月9 不詳 墨書一紙 41.5X55.5 l点 端裏に『八月九日jと 99P8355 
日 (元折本) 墨書あり 前後欠

94と一連ヵ装束・
武具について教訓
95 

66 (往来物) 江戸時代 小川 墨書一紙 41.7X56.2 l点 前後欠開作之地・ 99P8356 
(元折本) 勧農について端裏

に「主小JIIJと墨書あ
り 99

67 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 36.0x96.5 l点 前後欠書状一通分 99P8357 
(2枚) 77 

68 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.5x55.9 l点 前欠 3月13日付の左 99P8358 
(元折本) 衛門忠播より玄蕃允

殿宛害状 78

69 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 17.0x227.0 l点 前後欠番状5通分 99P8359 
(4枚) 84 

70 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 20.5x254.0 l点 後欠破損書状5通 99P8360 
(5枚) 分 85

71 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 20.3x 162.5 l点 前後欠神無月10日 99P8361 
(3枚) .9月17日付の書状2

通分 86

72 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 19.6x314.0 l点 前後欠書状7通分 99P8362 
(6枚) 87 

73 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 20.0x268.5 l点 前後欠 6月18日・ 7 99P8363 
(5枚) 月5日付他の書状4通

分 88

74 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 39.7X73.5 l点 前欠後破損書状 99P8364 
(2枚) l通分 91

75 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.5X56.0 l点 奥書にfちJと墨書あ 99P8365 
(元折本) り前後欠職人名

書上 96 

76 (往来物) (江戸時代，)10月 不詳 墨書ー紙 41.5x56.0 l点 端裏にf十月廿六日J 99P8366 
26日 (元折本) と墨書あり 前後欠

御領入部・勧農等に
ついて 97 

77 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.5X56.0 l点 奥書に「ほJと墨書あ 99P8367 
(元折本) り 前 後 欠 人 民 支

配の教訓について

98 

-246-



寄贈資料 4.小川峰登資料

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

78 括りひも (江戸時代~現 不詳 朱色の糸の 長さ約34.0 l点 1∞~107を一括りに 99P8368 
代) 束 していたもの 1∞ 

79 (往来物) (江戸時代)11月 不詳 墨書一紙 36.3x50.4 l点 前後欠端裏に「十一 99P8369 
習 (元折本) 月タ習之同月二仕

也Jと墨書あり 4月
20日付他の書状2通分
101 

80 (往来物) (江戸時代)9月26不詳 墨書ー紙 35.7X47.6 l点 端裏に「年九月廿六 99P8370 
日または2月13 (元折本) 日Jf中田清口口口
日 口j、奥書に「二月十

三日Jと墨書あり 書
状l通分 102 

81 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 36.4X50.2 l点 前後欠 l通分初 99P8371 
(元折本) 瀬寺参寵のことなど

3月の書状 103 

82 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.5X56.0 l点 前後欠武具装束に 99P8372 
(元折本) ついて教訓 104 

83 (手習) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.5X48.5 l点 破損あり 端裏書あ 99P8373 
(元折本) るが破損奥書に見

消あり 漢詩・和歌
105 

84 (手習) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 34.5x45.5 l点 「柏桂堂」の朱印あり 99P8374 
(元折本) 前後欠詩歌 106

85 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 34目OX138.2 l点 前後欠書状3通分 99P8375 
(3枚)(元折 紙背文書あり 107 
本)

86 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 39.5X52.0 i点 前後欠 111 99P8376 

87 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 35.8x48.4 l点 前後欠若殿様御元 99P8377 
服について 112 

88 手本 江戸時代 不詳 墨書折本 19.7x6.9 l冊 後欠表紙に「手本」 99P8378 
と上書あり 118とー
連ヵ 117 

89 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 19.5X 161.5 l点 前後欠 117と一連ヵ 99P8379 
(3枚)(元折 118 
本)

90 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 31.0x87.6 l通 前後欠書状 122 99P8380 
(2枚)

91 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 31.4X44.0 1Jm 前後欠書状 123 99P8381 
(I枚)

92 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書折本 35.5x6.7 l冊 前後欠番状 128 99P8382 

93 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 36.0X50.0 i点 前後欠書状 131と 99P8383 
(元折本) 同筆 132 

94 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.8x49.7 l点 前後欠書状 131と 99P8384 
(元折本) 同筆 133 

95 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書折本 35.9X7.5 l冊 書状前欠 131 99P8385 

96 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書巻子 783.0X38.8 l点 前欠番状 135 99P8386 
本(元折本)
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97 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 36.0X95.5 l通 前後欠書状 137 99P8387 
(2枚)

98 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 35.6X91.0 l点 前後欠書状破損 99P8388 
(元折本) 甚大 147 

99 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.6X47.5 l点 前後欠書状 148 99P8389 
(元折本)

100 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.0x24.4 l点 前後欠 154 99P8390 
(折り目あ
り)

101 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.0X56.0 l点 165~1臼は一連のも 99P8391 
(元折本) の破損甚大にして

開閉不可の箇所あり
165 

102 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 41.3X56.0 l点 166 99P8392 
(元折本)

103 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.4x55.5 1 )点 167 99P8393 
(元折本)

104 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 41.4X56.0 l点 168 99P8394 
(元折本)

105 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 38.3x84.0 l点 前後欠書状破損 99P8395 
(元折本) 甚大にして開閉不可

171と一連のもの
170 

106 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 38.3x84.0 l点 前後欠ヵ書状破 99P8396 
(元折本) 損甚大にして開閉不

可 171

107 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 31.0X44.7 l点 前後欠書状 172 99P8397 

108 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 37.9x40.0 i点 前後欠 173 99P8398 
(元折本)

109 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.0X45.5 l点 前後欠武家規則 99P8399 
(元折本刻 175 

110 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 19.6x53.3 l点 後欠書状 176 99P8400 
(元折本)

111 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書ー紙 31.0x44.7 l点 前後欠武家衣服注 99P8401 
文の件 177 

112 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.8x48.2 l点 前後欠書状 178 99P8402 

113 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書継紙 27.5X 142.0 l点 後欠律令官職書上 99P8403 
(2枚) 破損甚大 179 

114 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 39.6X56.0 l点 前後欠破損甚大 99P8404 
(元折本) 180 

115 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書折本 34.5X6.7 l点 表紙欠紐にて括る 99P8405 
185 

116 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.5X42.5 l点 前後欠破損あり 99P8406 
書状 191 

117 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.5X47.5 1)点 後欠 192 99P8407 
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118 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 32.7X45.0 l点 後欠 193 99P8408 
(元折本)

119 (往来物) 江戸時代 不詳 墨書一紙 35.8X48.0 l点 前後欠破損あり 99P8409 
195 

3 手習・書画類

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

120 (手習) (江戸時代)12月8不詳 墨書一紙 32.0X46.0 l点 端裏に「五日J、奥書 99P84 10 
日 (元折本) に「常藤J、端に「十二

月八日Jと墨書あり
194 

121 (手習) 江戸時代 不詳 墨書一紙 19.5X51.6 l点 詩歌 130 99P8411 

122 (手習) 江戸時代 不詳 墨書一紙 31.0X43.5 l点 和歌 121 99P8412 

123 (手習) 江戸時代 不詳 墨書継紙 38.0x 190.0 l点 前後欠和歌侃貫之 99P8413 
倒 182・183は一連
のもの 181 

124 (手習) 江戸時代 不詳 墨書一紙 38.2X95.7 l点 和歌(僧正遍昭他) 99P8414 
182 

125 (手習) 江戸時代 不詳 墨書一紙 38.0x36.0 l点 後欠和歌(柿本人丸 99P8415 
同) 183 

126 (表紙) 時代不詳 不詳 一紙 32.0X42.0 l点 白紙の表紙のみ破 99P8416 
損大 66

127 (白紙) 時代不詳 不詳 一紙 28.2x23.3 l枚 64 99P8417 

128 (表制 時代不詳 不詳 一紙 27.0x20.0 l点 表紙のみ破損大 99P8418 
紙背文書あり 67 

129 (書) 庚子菊月下絃日 徳康書 墨書一紙 30.0X78.5 l点 前破損漢詩 186 99P8419 

130 (書〔時和気潤)) 奨卯夏 八十一翁桂燥老人 墨 書 メ ク 34.2X 135.0 l点 破損あり 他に朱印 99P8420 
(朱印) リ 2ヶあり 196 

131 (書) 江戸時代 源主川 墨書色紙 32.5x35.8 l点 189 99P8421 
(本紙:29.7 
X33.5) 

132 (書)r紅萎白旗 (江戸時代以降) 種生書 墨 書 メ ク 129.0x29.3 l枚 朱印3ヶあり地に 99P8422 
洲J リ 「十四歳J、天裏に[十

四竿筆Jと墨書あり
113 

133 (書) (江戸時代以降) 不詳 墨 書 メ ク 112.5x32.0 l枚 漢詩 114 99P8423 
リ

134 (書) (江戸時代以降) 不詳 墨 書 メ ク 112.5x32.0 l枚 漢詩 115 99P8424 
リ

135 (書) (江戸時代以降) 不詳 墨 書 メ ク 112.5x32.0 2枚 漢詩 l枚には朱印 99P8425 
リ あり 116 -8426 

136 (書) (明治時代ヵ) 雨村江雲生(朱印)(朱 墨書メク 112.7x32.2 l点 破損あり 漢詩 99P8427 
印) リ 187 
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番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

137 (書〔百折不揖)) 大正(13年)甲子 陸軍中将白水淡 墨書一紙 34.5X 115.0 1点 169 99P8428 
春日

138 (和歌)七十史ー 近代 不詳 墨書 33.5x43.5 l点 31 99P8429 
畝

139 (和歌) 近代 不詳 墨書折紙 24.0X30.5 l点 62 99P8430 

140 (画) 江戸時代 「田晋H桐山」の朱印 水墨画色 34.1 x34.1 l点 190 99P8431 
あり 紙

141 (画及ぴ讃) 明治十有六年 口題画 墨書水墨 116.0x32.0 l点 188 99P8432 
画メクリ (本紙:112.0

x31.2) 

142 (画詩) 時代不詳 ー水口(印) 墨書一紙 37.5x28.2 l点 63 99P8433 

143 (水辺に烏の図) 時代不詳 大観生(印) 紙本着色 93.0x35.3 l点 破損あり 69 99P8434 

144 (猫図) 時代不詳 噺風(印) 紙本墨画 188.0X43.3 l点 上端裏に「噺風之猫J 99P8435 
掛幅装 (本紙:119.0 と墨書あり 70 

X31.2) 

4 衣類・布切類

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

145 肩衣 江戸時代 不詳 絹布 l点 白地に青色の紋が入 99P8436 
った着物 74 

146 布切帳 明治32年8月改 小111/小川孫三郎・ 布切書冊 22.2x 16.0 l冊 罫紙の裏に多種の布
製/昭和63年6月 石蔵タキ・橋本友美 厚:4.5 切を貼付し、合綴し
調 たもの罫紙表面に

文書あり 72 

147 織布 時代不詳 不詳 織布 74.5X64.5 l点 龍の文様 73 

5 近世写本・版本類

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

148 太宰府故実記 貞享乙丑春2月 貝原篤信記洛陽村 木版書冊 22.5X 16.0 l冊 奥に『主小111姓Jf小川 99P8439 
全 辛丑日序、貞享 上平楽寺離刻 氏Jと墨書あり 20 

元年甲子仲秋下
涜

149 一張一弛説 正徳甲午書文 八十色翁益軒書後 木版(黒地 31.0X52.0 l点 破損あり 89 99P8440 
化10年正月 学源相近拝観 に白文字)

一紙

150 椿説弓張月 文化4年丁卯春 曲亭馬琴作葛飾北 木版書冊 22.7x 16.0 24冊 前編巻1-6、続編巻l99P8441 I 
正月発行 斎画 -6、後編巻1-6、残 -8464 

編1-63，4，5，6 

151 歴代題画詩類絶 文化壬申秋9月 蘭渓先生抄選腐幌 木版書冊 16.0x 11.2 l冊 15 99P8465 
句抄巻ー 序文化壬申開 先生校字江戸書房

離 宝翰堂梓

152 (校正)国史略 文政9年以降 岩垣松苗編次 (孫) 木版書冊 18.6X 13.0 3冊 12 99P8466 
巻之二~四 杉苗改訂 -8468 
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番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

153 南総里見八犬伝 天保5年長月之 蓑笠漁隠(馬琴印) 印刷書籍 19.5X 13.3 l冊 奥に「明治廿三年季秋 99P8469 
第9輯(巻之二~ 吉自叙 求之、共有、結城清
十二) 志-臼杵辰次郎・小

川弥太郎・結城清次
郎Jと墨書あり 23 

154 (武家教養書) 天保15年甲辰秋 九日口素英編輯 木版書冊 25.0X 17.7 l冊 奥に「小111蔵本Jと墨 99P8470 
四刻 書あり 裁民欠 43

155 近江八景詩歌 (天保期明 柳田松直女書 木版書冊 24.5X 17.7 l冊 奥に「天保十一年子 99P8471 
冬、砂芝神明前求之、
主小JlI氏Jと墨書あり
裏表紙に「天保八年丁
酉之年五月八日調之、

口口口(塑Jと墨書あ
り 24

156 (改点)孝経大義 江戸時代 不詳、小111(写) 木版書冊 25.7X 18.5 l冊 「安政四年巳五月改 99P8472 
之、小111氏Jの奥書
(墨書)あり 37 

157 一休はなし巻 江戸時代 不詳 木版書冊 27.0X 17.3 l冊 前後欠 44 99P8473 
之四(第一~十
五)

158 (句集) 江戸時代 不詳、小川(写) 木版書冊 22.5X 16.0 1冊 芭蕉門下の内藤丈 99P8474 
草・榎木其角等の句
を収む裏表紙の裏
に「文久二年改之、小

IIIJとある 42 

159 伊勢物語上巻 江戸時代 不詳 木版書冊 26.0x 18.0 l冊 26 99P8475 
読曲

160 筑前国続風土記 元禄16年以降 貝原益軒編著 墨書書冊 27.4x20.0 18冊 巻之第(ヵ)ー・提要 99P8476 
(1) 上、巻第二・提要下、 -8493 

巻第三・福岡、巻第
四・博多、巻第五・
那珂郡、巻第六・那
珂郡下・席田郡、巻
第七・御笠郡上、巻
之九・御笠郡下、巻
第十・夜須郡、巻之
十一・上座・下座郡、
巻之十二・嘉摩郡・
穂波郡、巻之十四・
遠賀郡上、巻之十
六・宗像郡、巻之十
八・粕屋郡、巻之十
九-粕屋郡裏、巻之
二十・早良郡上、巻
之二十二・恰土郡、
巻之二十三・志摩郡、
巻之二十四・古城古
戦場一、古戦場二・
三、巻之廿七・古戦
場四・粕屋郡表、巻
之二十八・古城古戦
場五・早良郡、巻之
二十九・土産考上、
巻之三十・土産考下、
破損、 1-1-18

160 (題塞)筑前回続 (元禄16年以降) (貝原益軒編著) 墨書 17.0x4.5 8点 題筆のみ小川-1に 99P8494 
(2) 風土記 関連 68 -8501 
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161 黒田御年譜 (江戸時代) 能勢頼実扶輯 墨書書冊 26.5X 19.2 15冊 巻一~十一、十五~ 99P8502 
十八 ~8516 

162 浪華攻伐記 元文丁巳孟秋序 竹田定直撰(原田種 墨書書附 26.5X 19.0 18冊 巻一・年月通考上、 99P8517 
(弘化2年乙巴5 廉(写)) 巻二・年月通考下、 ~8534 

月2日写) 巻三・大仏再興附供
養御停止、口相大野
関東下向、巻四-口
相石川大坂退去、高
屋守時薩州下向、大
野執政附中島ー授、
巻五・秀頼公守域会
議、大坂将士分配附
城中不和、巻六・大
御所駿府御出陣大
将江戸御出陣巻
七・諸将攻口分配、
両御所京伏見御進発、
巻八・志貴野合戦、
今福合戦木村重成戦
功、巻九博労測井般
場攻略蜂須賀・石川
高名、巻ー0・真田
丸攻守真因幸村武功
間豊志谷口攻祷、巻
十一-御和睦内議、
城兵夜襲、御和睦附
塁濠破却、巻十二・
大御所御上洛附御参
内、両御所御帰陣、
巻十三青木伊東帰城
城中評定、巻十四・
両御所京伏見御出馬、
巻十五・若江合戦木
村重成戦死附山田合
戦、巻十六・越前少
将出張附両御所御出
張大坂勢出張、巻十
七-両御所御旗本合
戦、巻十八・大坂落
城秀頼公自尽、両御
所駿附江戸還御
9-1-18 

163 関東始末記 弘化2年乙巳5月 原因種廉(写) 墨書書冊 26.5X 19.0 l冊 10 99P8535 
7日写

164 (黒田家)老士物 江戸時代 不詳 墨書書綴 29.5x22.0 l冊 後欠写本 36 99P8536 
語

165 黒田記略上、 嘉永5壬子年正 小J11姓(写) 墨書書冊 28.0X 19.7 2冊 7 99P8537 
下 月吉日 ~8538 

166 白川根笹雪全 江戸時代 高木紅々 (写) 墨書書冊 23.2X 16.5 l冊 表紙欠、奥書に朱書 99P8539 
で「安永七戊成九月上
旬、行年六拾七歳ん
高木紅々写之Jとあり
38 

167 敵討武蔵野夜話 天保11年子(写) 小lil(写) 墨書書冊 20.0X 12.9 l冊 「天保十一年子江府ニ 99P8540 
(1) 第壱之巻 おゐて写之、小lil氏J

との奥書あり 35-1 
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番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

167 敵討武蔵野夜話 天保11年子(写) 小川(写) 墨書書冊 20.0x 12.9 l冊 「天保十一年子砂江府 99P8541 
(2) 中第弐之巻 ニ写之、小111氏」の奥

書あり 35-2 

168 石井明道士 安政4年丁巴神 望月高信著小JII岩 墨書書冊 23.7X 15.8 2冊 34 99P8542 
上、下 無月(写) 太重実(写) -8543 

169 大岡仁政録上 文久2年壬成首 小川(写) 墨書書冊 23.2XI5.0 l冊 奥書に「文久二年壬成 99P8544 
(巻之ー~十四) 夏(写) 首夏写之者也、小川

姓」とあり 39 

170 武門要覚巻全 江戸時代 小1I1(写) 墨書書冊 16.8X 12.3 l冊 『一、三ヶ条御法令之 99P8545 
事J他、奥に「小川岩
太分Jとあり 48 

171 桜井書 寛文元年以降 伝楠木正成 墨書書冊 23.7X 18.5 l冊 寛文元年以降の写本 99P8546 
40 

172 竹園抄 江戸時代 不詳 墨書書冊 24.5x 17.2 l冊 「一、歌可嫌病之事、 99P8547 
二、可対詞之事J他
45 

173 朱子家訓 文久3年 不詳 墨書書綴 28.0x21.0 l綴 76 99P8548 

6 近代書籍

番号 名 称、 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

174 増補日本政記 明治9年6月例 頼久太郎(頼裏子成) 木版書冊 21.7X 14.8 8冊 一(巻之ー・二)、ニ 99P8549 
言(明治23年3月 著頼氏蔵板 (巻之三・四)、五(巻 -8556 
3刻出版) 之五・六)、七(巻之

七・八)、(巻之九・
十)、(巻之十一・十
二)、(巻之十三・十
四)、八(巻之十五・
十六:) 8・1-8

175 (表紙)明治新刻 (明治9年IO月24 石村貞一編輯 一紙 24.5X 17.5 l点 表紙のみ題せんあ 99P8557 
国史略 日版権免許) り 11-6(明治新刻国

史略巻之六)に関連
65 

176 明治新刻国史 明治9年10月24 石村貞一編輯 木版書冊 26.1 x 18.5 7冊 11 99P8558 
略 巻之ー~七 日版権免許 -8564 

(高津武人先生 明治IO有8年11 小川 墨書書冊 26.8x20.0 l冊 裏表紙に「福岡中学校 99P8565 177 
自筆御手本) 月 生徒小川弥太郎jとあ

り 55

178 貼註続文章規範 (明治13年5月5 宮脇通赫補輯(山中 木版書冊 25.2x 17.5 3冊 林松山序、明治十三 99P8566 
日出版) 市兵衛出版) 年歳次庚辰三月仲潜 -8568 

鴻斎石川英序、巻ー

~七 14-1-3

179 増補日本外史 明治14年3月出 増補者板主頼又二 木版書冊 18.3x 12.5 12冊 巻之ー~二十二 99P8569 
版 郎(頼氏蔵版) 13-1-12 -8580 

180 近古史談巻之 明治15年9月発 大槻盤渓著中西嘉 木版書冊 18.5X 12.8 l冊 奥付部分に「小川弥太 99P8581 
三-四 免 助翻刻出版 良町と墨書あり 16 

181 小学習字本 明治15年IO月出 渡遁ー翁滞書舷木 木版書冊 23.0X 15.0 l冊 33 99P8582 
版 弥七編輯兼出版的

野漸出版集文堂・
松寿堂合梓

つd
に
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寄贈質料 4.小川峰登資料

番号 名 称 時代・年月日 作 成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号l

182 漢和記事論説文 明治15年11月刻 藤井翠圃編輯潰本 木版書冊 17.5X 12.2 l冊 裏表紙に「岩戸村西隅 99P8583 
例巻野下 成納本 伊三郎出版 小JII弥太郎Jと朱書あ

り 22

183 官版語集別記 明治18年9月出 文部省刊行石丸弘 木版書冊 17.0x 11.8 l冊 奥付部分に「小JII弥太 99P8584 
7士1; 版 人翻刻出版大阪明 郎所有Jと朱書あり

玉堂蔵版 17 

184 (高津延章先生 明治19年4月 小JlIヵ 墨書書綴 27.5X 19.9 l冊 54 99P8585 
筆草書習字本)

185 後野口野取図 明治19年 小JlIヵ 墨書朱入 19.3x 13.2 l冊 47 99P8586 
書冊

186 稿 本国 史眼 (明治21-25年 文科大学教授重野安 印刷書冊 23.5x 16.0 l冊 表紙に『前原尋常書学 99P8587 
巻之五 頃) 縛・久米邦武・星野 校J製のラベルあり

恒同纂帝国大学蔵 久米邦武は明治21-
版 25に帝国大学教授

19 

187 謡曲評縛第二 明治40年12月15大和田建樹著博文 印剛書冊 22.5X 15.0 l冊 30 99P8588 
輯(第三巻) 日再版発行 館蔵版

188 (謡曲)高砂 明治41年2月11 観世清廉訂正檎常 印刷書冊 22.5X 16.0 l冊 28-1 99P8589 
日別製本御届 之助印刷・発行

189 (謡曲)松弁慶 明治41年2月11 観世清廉訂正檎常 印刷書冊 22.5X 16.0 l冊 28-2 99P8590 
日別製本御届 之助印刷・発行

190 (謡曲)竹生島 明治41年2月11 観世清廉訂正檎常 印刷書冊 22.5X 16.0 l冊 28・3 99P8591 
日別製本御届 之助印刷・発行

191 (謡曲)一 明治44年10月15観世清廉訂正櫓常 印刷書冊 18.5X 12.6 l冊 「淡路H放下僧H吉野 99P8592 
日別製本御届 之助印刷・発行 静H龍太鼓H錦戸J

27-1 

192 (謡曲)二 明治叫年10月15観世清廉訂正檎常 印刷書冊 18.5x 12.6 l冊 「室君H碇潜Jr身延J 99P8593 
日別製本御届 之助印刷・発行 「枕慈童Jr飛雲j

27・2

194 (謡曲)四 明治44年3月15 観世清廉訂正檎常 印刷書冊 18.5X 12.6 l冊 f白楽天H実盛H楊貴 99P8594 
日別製本御届 之助印刷・発行 妃H玉葛H融J27・3

195 (謡曲)十二 明治叫年8月15 観世清廉訂正檎常 印刷書冊 18.5X 12.6 l冊 「海士H鞍馬天狗H定 99P8595 
日別製本御届 之助印刷・発行 家H成陽宮H東岸居

士J 27-4 

196 清朝史略巻四 明治時代ヵ 佐藤楚材編輯佐藤 木版書冊 22.8x 15.5 l冊 18 99P8596 
上 雲詔・太田遵同校

197 和歌呉竹集中 明治時代ヵ 不詳 木版書冊 17.5x 12.0 l冊 『小弥J{!Jリ11弥太聞の 99P8597 
(巻五~八) 印あり 21 

198 (謡曲)海士内 大正15年l月20 観世元滋訂正著作 印刷書冊 22.5x 16.0 l冊 29 99P8598 
十二巻ノー 日第八版発行 槍常之助発行・印刷

199 踊差 江戸時代 守国派 鉄製 長55.0 l振 99P8599 
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5.新原顕一資料(追加分)

〈資料内訳〉文書 1 和歌 ①近世…...・ H ・..…...・ H ・...・ H ・.12件29点

②歴史・勤王事蹟……H ・H ・... 7件12点

③近代・.............................40件52点

2 漢詩・…....・ H ・....・ H ・...・ H ・....…...・ H ・.8件14点

3 漢学...・ H ・..……………………...・ H ・..3件 3点

4 政治…・...・ H ・H ・H ・-… H ・H ・...・ H ・-… 3件 6点

5 歴史・勤王(幕末)・…...・ H ・......・H ・...14件15点

6 歴史… H ・H ・..… H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・-…11件13点

1 和歌

①近世

寄贈資料 5.新原顕一資料(追加分)

7 紀行・時事・…… H ・H ・..... 6件 6点

8 教育....・ H ・-…...・ H ・-… 9件 12点

9 文学………...・ H ・...・ H ・.... 3件 3点

10 美術....・ H ・-…...・ H ・...・ H ・. 4件 5点

11 宗教…...・ H ・..……...・H ・.. 3件 3点

12 法帖....・H ・……...・H ・-….. 5件 5点

13 拓本・・ H ・H ・...・ H ・-…...・ H ・. 13件 53点

〈総計) 141件231点

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

六帖詠草春 文化元年神無月 小沢藍庵著 木版書冊 25.5X 18.3 6冊 歌集、春、夏、秋、 99P8600 
序 冬、恋、雑上、雑下 -8605 

1-1-7 

2 類題草野集春 文化14年6月 木村定良編 木版書冊 23.1 x 15.7 8冊 歌集、春上(巻ー)、 99P8606 
上(巻ー) 夏(巻三)、秋上(巻 -8613 

四)、秋下(巻五)、恋
上(巻七)、恋中(巻
八) 恋下(巻九)、雑
中(巻十一) 11・1-8

3 閑田詠草上・ 文政元年刊 伴蕎蹟(資芳)著 木版書冊 22.4X 15.7 3冊 和歌 12 99P8614 
中-下 -8616 

4 桂園一枝雪 (文政13年庚辰 香川景樹著 木版書冊 25.6X 18.5 3冊 歌集、雪、月、花 99P8617 
春発行) 10-1-3 -8619 

5 秋二百六十番歌 弘化3年丙午2月 判者萩原広道 木版書冊 17.8X11.6 l冊 2冊のうちの下巻の 99P8620 
d口企.. 発免 み 77

6 六帖詠草拾遺 (嘉永2己酉冬発 小沢蓋庵詠小川洋 木版書問 26.0x 18.4 2冊 歌集 2-1，2 99P8621 
上、下 行) 流編 -8622 

7 行自余集 慶応3年丁卯春 葎屋主人(物集高世) 木版書冊 18.6X 12.6 l冊 裏表紙に「戊辰秋珍 99P8623 
刊 編 京師求之、川島塞

沸~J と墨書・朱書あ
り 和歌 33 

8 調鶴集(冬之 慶応3年刊 井上文雄箸 木版書冊 25.7X 17.9 l冊 和歌 68 99P8624 
歌・恋之歌)

9 都洲集完 江戸時代 八田知紀編 木版書冊 17.6xl1.6 l冊 「柴田氏蔵書印Jの朱 99P8625 
印あり 和歌集 30

10 興風集 江戸時代 久坂秋湖(通武j等 木版書冊 18.1 x 12.8 l冊 和歌・漢詩文 18 99P8626 

11 興風後集単 明治2己巳晩秋 城兼文編 木版書冊 18.1 x 12.6 l冊 近世名土遺草 75 99P8627 
新離

12 四季のながめ 江戸時代 一荷堂半水編 木版書冊 7.8X 17.2 l冊 歌謡 「豊後日田隅 99P8628 
口口 町塩屋jの朱印あり

69 
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寄贈資料 5.新原顕一資料(追加分)

②歴史・勤王事蹟

番号 名 称 時 代

13 松陰先生遺日金 明治冗年版

単

14 歎沸和歌集初 慶応4戊辰年孟
編・二編 春

15 四英獄窓唱和 慶臆戊辰6月日
集(骨董集)上、 序

下

16 近世殉国一人 明治2年己巳初
一首伝元(巻 冬

之一)

17 皇朝歴代歌全 明治甲成l月官
許

18 葉桜日記 明治25年11月
25日印刷井出
版

19 望東尼和歌文集 明治44年9月・
(向陵集問贈従 10月序周年
五位野村望東尼 11月6日緒言同
停) 日発行

③近代

番号 名 称、 時 代

20 明治好音集全 明治8年3月序・
政同月新刊

21 明治現存三十 明治10年6月28
六歌撰完 日出板('7、)

22 明治現存続三 明治18年4月出
十六 歌撰 完 版

23 東洋文義全書第 明治23年12月28
拾編千代田歌 日出版
集第或編

24 東洋文醤全書第 明治26年7月15
廿二編千代田 日印刷発行明
歌 集第 =編 治28年6月25日

再版発行

25 香川景樹大人判 明治25年2月19
六十四番歌結 日醜刻出版
全

26 歌のしをり 全 明治25年3月緒
言同年4月2日
出版

27 和歌ふるの山ふ 明治25年4月5日
み 出版明治26年

6月8日四版

作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

吉田松陰著 木版折本 17.2x6.3 l冊 後欠縛吾集・涙松 99P8629 
集を収む 44 

(土佐)宮地維宣蔵 木版書冊 18.2xI2.7 2冊 4 99P8630 
~8631 

蕉蔭古松淵臣撰(京 木版書冊 17.8xI2.3 2冊 21-1，2 99P8632 
都書林升屋勘兵衛 ~8633 

版)

城兼文編 木版書冊 18.3xI2.8 4冊 元(巻之ー)亨(巻之 99P8634 
二)、利(巻之=)、貞 ~8637 

(巻之四) 8-1-4 

草場廉著頼復校序 木版書冊 23.5 x 15.5 l冊 58 99P8638 
耕讃棲蔵版

山県有朋 木版書冊 22.5XI3.6 l冊 (非売品) 65 99P8639 

佐佐木信網・長谷場 印刷書冊 18.7X 12.5 l冊 破損あり 96 99P8640 
致堂序南涯大久保
高明緒言東京堂書
庖・博文社書庖発売

作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

省軒逸士・門思明序 木版書冊 22.4X 15.5 l冊 55 99P8641 
扉山柴山序佐田白
芽蹴阿部啓五郎輯
玉巌堂発免

山田謙益編竹本石 木版書冊 22.3x 14.9 l冊 13 99P8642 
亭画

豊島有常編源好画 木版書冊 22.4X 15.0 l冊 14 99P8643 

近衛忠照題佐々木 印刷書冊 19.0x 13.0 l冊 103-1 99P8644 
信綱撰博文館蔵版

東久世通稽・千家尊 印刷書冊 19.0x 13.0 l冊 103-2 99P8645 
福題詠佐々木信綱
撰博文館蔵版

故香川景樹著遠山 印刷書冊 18.8 x 12.3 l冊 63 99P8646 
英一翻刻

佐々木信網著博文 印刷書冊 19.0x 13.5 l冊 とじはずれあり 表 99P8647 
館蔵版 紙等欠結城其通の

原籍・現住所等の墨
書あり 124 

曙屋主人(城戸千楯) 印刷書冊 18.7X 13.0 l冊 115 99P8648 
輯弘業館発免
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寄贈資料 5.新原顕一資料(追加分)

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

28 新撰歌典 明治24年10月28落合直文編博文館 印刷書冊 18.8x 12.8 2冊 93，1 99P8649 
日緒言同年11 発行 19.5X 14.0 -8650 
月15日 発 行 大
正6年7月l日二
十版発行

29 新撰歌典 明治24年10月28落合直文編博文館 印刷書冊 19.5X 14.0 l冊 表紙・裏表紙に詠作 99P8651 
日緒言 蔵版 あり 101 

30 扶桑拾葉集中 (明治31年9月30 源朝臣光園編集石 印刷書冊 21.5x 14.5 l冊 中巻(巻之二)、下巻 99P8652 
巻(巻之二) 日発行) 塚猪男蔵他発行 (巻之三) 107・1，2

31 歌まなび 明治34年春自序 大和田建樹編博文 印刷書冊 19.0X 14.0 l冊 破損あり 122 99P8653 
大正15年9月10 館発行
日刑版発行

32 さくら山集全 明治35年4月序 高木盛之助編纂隅 印刷書冊 23.4X 16.0 l冊 52 99P8654 
同年9月16日発 山居土谷干城序
行

33 明治才媛歌集 明治36年1月3日 下回歌子編康文堂 印刷書冊 22.5X 15.2 l冊 51 99P8655 
全附今様 発行 書底発行

34 コ十六歌仙集評 明治36年11月3 佐々木信網校閲千 印刷書冊 14.8x 10.5 l冊 108 99P8656 
鰐 日発行 勝義重評縛大撃館

発免

35 改訂歌集おも 明治36年10月序 森林太郎序佐佐木 印刷書冊 19.0X 13.5 l冊 105 99P8657 
ひ草 大正8年5月l日 信網著博文館発行

自序大正13年
6月25日8版発行

36 松の葉(袖珍 明治39年11月校 著者不詳上岡高年 印刷書冊 15.0x 10.2 l冊 元来の践は元禄十六 99P8658 
名著文庫第廿 訂者解題明治 校訂冨山房発免 笑未年六月吉日付井

七編) 40年1月12日発 筒屋圧兵衛・高木治

行 兵衛板行 111 

37 園民歌集 明治42年紀元節 佐佐木信綱編民友 印刷書冊 19.0X 13.5 l冊 98 99P8659 
のあした自序 社出版部発行

同年3月12日発
行

38 歌之手引(家庭 明治己酉の年地 大和田建樹著博文 印刷書冊 22.5X 15.0 l冊 116 99P8660 
百科全書第二十 久節の又の又の 館発免

二編) 日 自 序 明 治42
年11月13日発行

39 和歌の作り方 明治'42年12月30武島羽衣校閲島崎 印刷書冊 18.7x 12.8 l冊 99 99P8661 
日発行 末平著文成社蔵版

40 (准勅撰)新葉和 明治'44年10月25大日本歌道奨励会出 印刷書冊 22.6x 15.0 l冊 1381年成立の和歌集 99P8662 
歌集 全 日発行 版部編輯 (宗良親王撰) 16 

41 歌ものがたり 明治'45年5月10 高崎正風述遠山稲 印刷書冊 22.5X 15.5 l冊 120 99P8663 
日発行 子編柳原愛子・小

池道子序東京社発
行

42 佐渡名所歌集 明治時代 磯部最信編輯鈴木 木版書冊 22.7X 15.0 l冊 56 99P8664 
全 重嶺・堀口松庵序

高橋以一蔵版

43 明治名家家集 明治時代以降 博文館蔵版 印刷書冊 18.5X 12.8 l冊 前欠 I梨のかた枝J99P8665 
下巻 他10編 113
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寄贈資料 5.新原顕一資料(追加分)

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

44 歌学提要 大正3年6月15日 大日本国風曾編輯・ 印刷書冊 18.8x 12.6 l冊 104 99P8666 
発行 発行

45 歌に入る道 大正4年秋来る 金子薫園著盛文館 印刷書冊 19.0x 13.0 l冊 87 99P8667 
日自序同年9 書庖発行
月25日発行

46 国民の歌全 大正5年5月自序 武笠三編田所美治 印刷書冊 19.3x 13.5 l冊 鉛筆による書込み多 99P8668 
同年10月序同 序有朋堂書庖発行 数あり 119 
年11月17日発行

47 鴎 大正10年3月自 石樽千亦著佐佐木 印刷書冊 19.0x 12.0 l冊 114 99P8669 
序同年4月10 信網編・発行東京
日発行 堂発売

48 歴代和歌抄完 大正11年11月15 鴻巣盛贋・次回潤・ 印刷書冊 19.2x 13.5 l冊 97 99P8670 
日発行 栗原武一郎編纂裳

華房発行

49 校註古今和歌 大正11年12月緒 金子元臣著明治書 印刷書冊 19.2x 13.3 l冊 100 99P8671 
集 言大正12年2 院発行

月4日発行大
正14年4月7日7
版発行

50 校註橘曙覧歌 昭和2年10月8日 藤井乙男編輯・解説 印刷書冊 19.0X 13.5 l冊 f藁屋詠草Jf花廼佐 99P8672 
集全(歌謡俳書 発行 文献書院発行 久等jを付す 121 
選集五)

51 菅原道真公詩歌 昭和3年l月序 三松荘一訳編西高 印刷書冊 16.2 x 11.8 l冊 千二十五年祭記念出 99P8673 
集 同年2月28日発 辻春子序歌吉嗣鼓 版 83

fr 山序金文堂書庖・
博文社書庖発行

52 現代和歌全集第 昭和5年2月20日 落合直文・佐佐木信 印刷書冊 19.5X 14.0 l冊 90 99P8674 
三巻落合直文 発行 綱著改造社発行
集佐佐木信網
集

53 短歌講座第一巻 昭和6年10月10 山本三生編輯・発行 印刷書冊 22.5x 16.0 12冊 第一巻歌史歌瞳篇 99P8675 
歌史歌髄篇 日-7年9月21日 改造社発行 第、二巻作法書式 "'8686 

発行 篇第、三巻名歌鑑
賞篇第、四巻概論
解説篇第、五巻撰
集講義篇第、六巻
家集講話篇、七巻
歌人評停篇第、八巻
女流歌人篇、九巻
修欝文法篇第、十巻
特殊研究篇(上)、第
十一巻特殊研究篇
(下)、第十二巻現
代結社篇 125・1-
12 

54 虚心園家集 昭和8年6月10日 (東京都)遠山英一著 印刷書冊 23.4X 16.0 l冊 和歌集 49 99P8687 
発行

55 国歌世々の員 昭和8年首夏序 下村岡路編聞幽曾 印刷書冊 22.2X 15.3 l冊 57 99P8688 
玉 同年7月10日発 発行

fラ
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番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

56 明治大正歌書年 昭和12年5月自 小泉喜三著立命館 印刷書冊 11.5XI6.0 l冊 カバーケース入 85 99P8689 
表 序同年10月l 出版部発行

日増補再版発行
(昭和10年12月
12日初版発行)

57 勅題の歴史 昭和12年以降 長谷川小信氏画山 印刷(貼付) 27.0x20.0 i冊 勅題の図と天皇の歌 99P8690 
下翠松製作 書冊 を貼付し保存したも

の 80

58 現代短歌叢書 昭和15年7月30 代表者佐佐木信網 印刷書冊 17.5X 10.8 l冊 佐佐木信網他4名の 99P8691 
第一巻 日発行 弘文堂書房発行 短歌を所収 84 

59 評鐸日本歌集 昭和16年7月23 川田順著朝日新聞 印刷書冊 18.5x 13.2 l冊 112 99P8692 
日 自 序 同 年11 社発行
月20日発行

2 漢詩

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

60 安政三十二家絶 安政4年丁巳6月 擁万堂額田正編 木版書冊 22.3X 15.1 3冊 漢詩 9-1-3 99P8693 
句上、中、下 -8695 

61 正気歌俗解全 慶応丁卯β年)仲 藤田東湖著 木版書冊 22.5X 15.4 l冊 32 99P8696 
秋鱗

62 東湖先生遺文 慶応第4新鱗(水 藤田東湖 木版書冊 18.9x 12.7 l冊 l頁に「第三十号jと 99P8697 
単 藩磁部蔵梓) 朱書あり 裏表紙裏

に「森正次郎蔵之Jと
墨書あり 41 

63 東湖詩妙乾・ 慶応4戊辰夏新 藤田東湖著 木版書冊 18.3x 12.1 2冊 漢詩 42 99P8698 
坤 刻(湾屋蔵梓) -8699 

64 東湖遺嘘完 江戸時代 藤田東湖著 木版書冊 17.0X7.4 2帖 漢詩・和歌 45・1，299P8700 
-8701 

65 調居詩存上、 江戸時代 藤田東湖著門生等 木版書冊 22.2x 13.7 2冊 31-1，2 99P8702 
下 校 -8703 

66 八頭山集 明治8年 井上逸史輯 活版(序は 16.2 x 11.2 l冊 詩歌他 79 99P8704 
木版) 書

冊

67 烈士詩伝第一 明治17年10月序 (水戸)綿引泰編纂 木版書冊 23.3.X 15.5 2冊 66，17 99P8705 
編巻之上、下 (清万閤蔵梓)~ (東京)溝口恒景校訂 -8706 

11月

3 漢学

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

68 読本十八史略 江戸時代(鹿児 後学臨川陳股音釈 木版書冊 25.9x 18.1 l冊 72 99P8707 
巻之三 島藩蔵版) 日本鹿児島平田宗城

補訂

69 新刻改正孟子 明治時代 朱票集註 木版書冊 21.8x 15.2 l冊 38 99P8708 
後藤点ー(巻之
一・巻之二)

70 論語巻三(巻 明治時代 朱蕪集註 木版書冊 21.8 x 15.2 l冊 37 99P8709 
之六・巻之七)
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4 政治

番号 名 称、 時 代

71 宣好弁全 文化11年以降
(玉巌書堂刊)

72 改 正常 陸帯 慶応4年戊辰初

一~四 夏改正

73 =策完 (明治元年幼(長
門・松下村塾蔵
版)

5 歴史・勤王(幕末)

番号 名 称 時 代

74 殉難前草全 戊辰初夏序慶
応戊辰夏発

75 殉 難後 草全 慶応戊辰初夏新
刻(青雲閣蔵版)

76 殉難拾遺 明治己巳初春新
刻(馬場文英蔵
版)

77 殉難 続草 完 明治2己巳年6月
官許

78 志士 小伝 単 明治2己巳年初
春新鱗明治3
庚午春官許(皇
京書購・文求堂
梓)

79 高山 操志 上 明治2年己巳冬
10月後序

80 有節録初篇 明治己巳夏6月
全 序

81 今世義魂集 明治9年丙子8
上、下 月序

82 筑前志士伝巻 明治14年8月出
之ー 版

83 幕府 始末 全 明治27年10月
明治28年3月14
日発行

84 太陽第三巻第 明治30年2月20
四号 日発行

85 太陽臨時増刊 大正元年9月10
明治聖天子第 日発行
拾八巻第拾参号

86 物語叢書萱幕 昭和11年l月15
末偉人物語 日発行

作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

会沢正志斎著 木版書冊 25.7XI7.9 l冊 『常陸正志斎会沢先 99P8710 
生著述目録Jを附す
71 

藤田東湖著 木版書冊 18.4x 12.6 4冊 徳川斉昭事蹟 99P871l 
3-1-4 -8714 

(館林)狩野深蔵稿 木版書冊 18.1 x 12.4 l冊 政治 43 99P8715 
(長門後学)大東洋居
士批閲

作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

青雲閣兼文序皇都 木版書冊 19.0x 13..2 l冊 29 99P8716 
書舗文正堂梓

馬場文英輯 木版書冊 18.1 x 12.6 l冊 5 99P8717 

馬場文英輯 木版書冊 18.2x 12.7 l冊 6 99P8718 

青雲閣城兼文輯 木版書冊 18.9 x 13.1 l冊 7 99P8719 

青雲閣城兼文輯 木版書冊 18.3x 12.3 l冊 74 99P8720 

金井之恭編纂 木版書冊 22.4X 15.3 l冊 高山彦九郎の事蹟 99P8721 
36 

城兼文編・藤井文正 木版書冊 18.8x 13.1 l冊 46 99P8722 
堂梓

竹内壮三郎輯東京 木版書冊 18.7X 12.7 2冊 題簸欠 22・1，2 99P8723 
書林高笈闇殺免 -8724 

福岡県士族長野誠編 木版書冊 21.9x 15.0 l冊 平野国臣の事績 3599P8725 
輯

勝安芳(海舟)著 印刷書冊 22.8x 15.0 l冊 54 99P8726 
鴨北散人宮本小一序
門下生富田鍋之助践
園光社発行・印刷

博文館発行 印刷書冊 22.5X 15.0 l冊 孝明天皇御式年祭・ 99P8727 
英照皇太后御大葬記
事 102

浅田彦一編・発行 印刷書冊 26.0X 18.0 l冊 破損あり 118 99P8728 
博文館発行

西国直二郎・吉川元 印刷書冊 19.0x 13.0 l冊 91 99P8729 
光・栗栖越夫序安
藤徳器著言海書房

発行
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番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

87 孝明天皇和歌御 昭和12年12月19 渓水堅(金子堅太郎) 印刷書冊 22.3X 15.0 l冊 50 99P8730 
会記及御年譜 日発行 題徳富猪一郎(蘇

峰)序丹潔著兼発
行博文書房発行

6 歴史

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

88 国史論賛評貼 明治10年4月25 竹院長川先生著勉 木版書冊 18.1 x 12.1 2冊 l頁上部に「天野J朱 99P8731 
初篇上、下 日版権免許、明 晴機蔵版男新吾訂 印あり 20-1，2 ~8732 

治10年5月新鱗

89 近世先哲叢談 明治13年10月25備中・阪谷郎塵校閲 木版書冊 18.5X 12.6 2冊 76 
正編(巻下) 日出版 北越・松村操編述 ~8734 

90 近史偶論 明治14年10月彫 中村正直校聞大野 木版書冊 18.4X 12.6 l冊 乾、坤 47・1，2 99P8735 
刻(羅浮閤蔵版) 太衛著

91 国のすがた 明治20年3月間 大蔵大臣従二位勲一 木版書冊 22.0X 14.6 l冊 表紙裏に「十一堂書 99P8736 
板(東京書騨十 等伯爵松方正義序 鋪印」の朱印あり
一堂発免) 警視総監従三位勲三 64 

等三島通庸著

92 白河楽翁公と徳、 明治24年9月自 三上参次著吉川半 印刷書冊 22.0X 15.0 l冊 95 99P8737 
川時代 序 同月19日出 七発行

版

93 況翁閑話附況 明治34年10月緒 況翁石黒忠員述坪 印刷書冊 22.8x 15.5 l冊 59 99P8738 
翁談片 百E三コr 谷善四郎緒言東京

博文館蔵版

94 駿壷雑話全 寛延庚午12月冬 東都直学士藤原明遠 印刷書冊 22.0X 14.5 l冊 62 99P8739 
至日序享保壬 序室鳩巣著大阪
子のとし9月中 積善館発免
旬自序明治40
年7月15日第14
版発行

95 御即位躍画報 大正3年3月20日 箕輪四郎発行・編輯 印刷書冊 25.0X 19.0 l冊 117 99P8740 
第三巻 発行 御即位記念協会発免

96 藤橘鈴芳全 大正10年5丹念5来城宮崎繁序鬼木 印刷書冊 19.0X 12.0 l冊 28 99P8741 
(付諸家姓氏録) 日序 忠造輯

97 藷堂叢話思ひ 昭和4年5月自序 小笠原長生著 印刷書冊 18.5XI2.5 l冊 92 99P8742 
出を語る 同月27日発行

同年6月15日3版

98 亀山天皇御事蹟 昭和壬午歳春序 山田無文著立命館 印刷書冊 21.3x 15.5 l冊 朕入り 元冠六百六 99P8743 
昭和16年10月朔 総長那珂川小十郎序 十年記念出版物 60
自 表 昭 和17年 立命館出版部発行
3月20日発行

7 紀行・時事

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

99 梅桜日記 文久冗年 近藤芳樹著 木版書冊 17.0X 11.3 l冊 「豊原蔵書」の朱印あ 99P8744 
り 紀行 34 

100 大和日 記完 文久3年 松本謙三郎(歪堂) 活版書冊 18.2x 12.5 l冊 19 99P8745 
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番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

101 東尽土産全 辛未初夏序明 大史冗田直著亀谷 木版書冊 17.8X 11.8 l冊 26 99P8746 
治4年辛未7月発 行序文苑閤製本
免 東京書騨鈴木喜右衛

門発免

102 若菜寵 (明治31年12月 (大橋)乙羽生著 (博 印刷書冊 15.0X 11.0 l冊 表紙欠乙羽著「累 99P8747 
発行) 文館発免) 卵之東洋」について

の諸批評を付す
109 

103 欧米小観 明治担年7月14 大橋乙羽生著博文 印刷書冊 15.0X 11.0 l冊 岸上操「大橋乙羽翻IJ 99P8748 
日発行 館発免 「柳風鴎雨集」を付す

110 

104 奥の手風俗 昭和5年2月10日 菅江真澄著 印刷書冊 20.5X 15.1 l冊 紀行真澄遊覧記刊 99P8749 
復刻発行 行会(代表者柳田国

男)刊 73

8 教育

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

105 書学制誇式目 寛政13酉2月吉 木村則親写 墨書書冊 26.8X 18.3 l冊 裏表紙裏に「木村則 99P8750 
祥日 親、拾四歳写之Jと

墨書あり 70 

106 教 の小 槌下 寛政2庚成正月 脇坂義堂著下河辺 木版書冊 22.4X 15.9 l冊 教育 15 99P8751 
刊 拾水画

107 幼学綱要上巻 明治14年辛巳六 一等侍講正五位臣元 印刷書冊 22.5x 15.2 3冊 上巻(巻之ー~三)、 99P8752 
(巻之ー~三) 月序 田永字謹撰井書宮 中巻(巻之四~五)、 -8754 

内省蔵版 下巻(巻之六~七)
23-1-3 

108 幼学綱要漢文解 明治時代 (宮内省蔵版) 印刷書冊 22.5X 15.2 l冊 24 99P8755 
全

109 婦 女鑑 上巻 明治20年6月序 皇太后宮大夫兼内蔵 印刷書冊 22.5X 15.2 1冊 上巻(巻ー~二)、中 99P8756 
(巻ー~二) (大正4年3月15 頭従三位勲二等子爵 巻(巻三~四)、下巻

日5版発行) 杉孫七郎撰宮内省 (巻五~六) 25・1-3
蔵版(吉川半七発行
兼印刷)

110 老姐物語 明治24年自序 西村時彦著鹿児島 印刷書冊 19.0x 13.2 l冊 88 99P8757 
昭和9月l月25日 県熊毛郡教育会発行
発行

111 高等読本六 明治26年6月5日 山県悌三郎編纂 印刷書冊 22.2x 14.2 l冊 裏表紙に「第四学年 99P8758 
発行 生、井上いのJと墨

書あり 39 

112 は、のっとめ 明治31年2月20 医学士三島適良著 印刷書冊 22.6x 14.9 l冊 「福岡県福岡高等女 99P8759 
子の巻 日発行第10版 学校jの朱印、表紙

にあり 48 

113 梅花無尽蔵(第 大正13年12月l 長野県小松帯万編輯 印刷書冊 23.1 X 16.1 2冊 医学書(第一章~第 99P8760 
一章~第十七 日3版発行 十七章、第十八章~ -8761 
章) 第四十五章)、『梅花

無尽蔵別録続篇Jを
附す 40-1，2 
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9 文学

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

114 参考標注土佐 明治18年8月21 久米幹文序鈴木弘 木版書冊 23.3X 15.7 l冊 53 99P8762 
日記読本全 日序 同 年9月8恭標注柳河氏蔵版

日版権免許

115 今様歌標鰐全 明治31年序・政 千家尊福・本居豊款 印刷書冊 20.3x 14.5 l冊 94 99P8763 
明治32年10月10 序平田盛胤政江
日発行 刺恒久著渡辺書庖

116 梁塵秘抄 明治45年7月凡 後白河法皇撰和田 印刷書冊 19.0X 13.5 l冊 106 
例大正元年8 英松・常磐大定序説
月28日発行 佐佐木信綱解説並校

明治書院発行

10 美術

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

117 橋呼私排 己巳立春自序 富岡猷輔(百練、鉄 木版書冊 18.2 x 12.4 l冊 27 99P8765 
元治2年巳8月刻 斎) 平安弘文堂・
成 博文堂梓

118 心の華叢書伎 大正7年l月序・ 竹柏園主人・桑木厳 印刷書冊 18.5X 12.0 l冊 89 99P8766 
童書天 践 -自践同年 翼序武林無想庵肢

3月5日発行 川田順著竹柏曾出
版部発行

119 鐙美帖巻一、 (明治35年2月22 (志村政則編輯兼発 印刷書冊 24.0x 16.0 2冊 61-1，2 99P8767 
日発行) 行 日本美術協会発 ~8768 

行)

120 先費者岡倉天 昭和17年2月自 清見陸郎著アトリ 印刷書冊 18目8x13.5 l冊 86 99P8769 
dし、 序同月20日発 エ社発行

行

11 宗教

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

121 心学道歌集前 天保4年刊 大島有隣 木版書冊 23.0x 15.9 l冊 心学 67 99P8770 
編

122 明治思考ー 明治時代 不詳 墨書書冊 16.0 x 11.5 l冊 豊前・筑前・肥前の 99P8771 
各寺々で説教をした
ときの記録他 78 

123 類纂高祖遺文録 大正3年10月吉 田中巴之助監修・発 印刷書冊 19.3x 14.5 l冊 123 99P8772 
旧蓮聖人御書 莫叙同年11月 行長瀧泰昇・山川

全集) 発行大正5年5侍之助纂訂師子王

月12日第5版発 文庫発行部発行

行

12 法帖

番号 名 称、 時 代 作者・作成 品質・形状 法 量 員数 イ鵡 考 備品番号

124 昭漂名門法帖 江戸時代 不詳 拓本折本 30.5X 13.7 l冊 明周九姻先生書他 99P8773 
81-1 

125 昭津名門法帖 江戸時代 不詳 拓本折本 30.5X 13.7 l冊 李端友先生書他 99P8774 
81-2 

」 」
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寄贈賀料 5.新原顕一資料(追加分)

番号 名 称 時 f~ 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

126 昭湾名門法帖 江戸時代 不詳 拓本折本 30.5X 13.7 1冊 陳装槍洲先生書他 99P8775 
後欠 81-3 

127 昭湾名門法帖 江戸時代 不詳 拓本折本 30.5X 13.7 l冊 羅碧泉先生書他

81-4 

128 (法帖) 明治時代ヵ19年 不詳 拓本書冊 32.0x 19.5 l冊 表紙破損あり 82 
l月16日

13 拓本

番号 名 称 時 代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

129 (包紙) 江戸時代ヵ 不詳 一紙 32.5X48.3 l枚 上書あり 新原-12799P8778 
を包む 126 

130 (包紙) 江戸時代ヵ 不詳 一紙 32.0x46.0 l枚 上書f花山院御筆J 99P8779 
新原128-133を包む
127 

131 島田氏タ預三十 江戸時代ヵ 不詳 墨書継紙 17.0x109.0 l通 128 99P8780 
五幅目録一宮 (3枚)

132 (書付) 江戸時代ヵ 不詳 墨書端紙 17.2X7.2 l枚 「口之切西三条右 99P8781 
大臣公園公jと墨書
129 

133 (和歌) 江戸時代ヵ 不詳 墨書短冊 36.0X5.6 l枚 裏に「花山院定誠Jと 99P8782 
墨書あり 130 

134 (書状) 江戸時代ヵ8月 口口より榊人へ御口 墨書一紙 16.3x30.2 l通 131 99P8783 
所

135 (書状) 江戸時代ヵ 蓮蓋院大僧都より榊 墨書継紙 16.0x31.6 l通 後欠 132 99P8784 
次太夫様宛 (2枚)

136 (和歌) 江戸時代ヵ 不詳 墨書ー紙 16.1X17.0 l枚 天地に朱線あり 前 99P8785 
後欠ヵ 133 

137 (墨蹟) 明治時代ヵ (内田)良平(朱印) 墨書メク 42.0x 150.8 1枚 他に2種朱印あり 99P8786 
リ 134 

138 前出師表 明治時代ヵ 岳飛書 拓本メク 56.5x63.5 40枚 漢詩岳飛は南宋の 99P8787 
リ 武将 135・1.2 -8826 

139 壷忠報国 明治時代ヵ 岳飛書 拓本メク 31.8x 112.5 l枚 墨蹟 136 99P8827 
リ

140 (拓本) 明治時代ヵ 康有為書 拓本メク 112.0x64.0 2枚 漢文康有為は清の 99P8828 
リ 人 137 -8829 

141 (拓本) 明治時代ヵ 不詳 拓本メク 111.0x l枚 漢文 138 99P8830 
リ 111.0 
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寄間資料 6.南蔵院資料

6.南蔵院資料

〈資料内訳)1 経典………………………...・H ・..2件96点

2 仏塔…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・..4件 6点

3 仏像… H ・H ・.....… H ・H ・-… H ・H ・...12件12点

4 量奈羅...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..・・ H ・H ・.2+牛 2点

5 仏画………...・H ・..…...・H ・..……20件20点

6 荘厳呉……...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..23件82点
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1 経典

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

経典(ド) 現代 紙木布 50.2X9.0X 12.5 16巻 99P8831 
-8846 

2 経典(ド) 現代 紙木布 46.7 X 8.5 X 10.6 80巻 99P8847 
-8926 

2 仏塔

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

3 仏塔(チューテン) 現代 鋼銀メッキ 37.0X 18.1 X 18.1 l基 99P8927 

4 仏塔(チューテン) 現代 真鰍 21.5X 10.6x 10.6 2基 99P8928 
-8929 

5 仏塔(チューテン) 現代 真鍬 9.9X4.6X4.6 2基 99P8930 
-8931 

6 仏塔(チューテン) 現代 真鍋 19.6X 10.8X 10.6 l基 飾り付き 99P8932 

3 仏像

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

7 導師パドマサンパヴァ(グル・パドマジュンネ 現代 銅金メッキ 129.8x90.0X73.1 l躯 本尊 99P8933 
着色

8 空行母マンダーラヴァ(カンド・マンダーラヴ 現代 銅金メッキ 68.4X25.5X 19.0 l躯 7の脇侍 99P8934 
ア) 着色

9 空行母イェシェー・ツォギエJレ(カンド・イェ 現代 銅金メッキ 68.5X26.4X 18.7 l躯 7の脇侍 99P8935 
シェー・ツォギェル) 着色

10 無量寿仏(ツェパーメー) 現代 銅金メッキ 47.2X30.5X 19.8 l躯 99P8936 
着色

11 ダーキニー(カンド・デチェン・ギェルモ) 現代 鋼金メッキ 95.0X40.0x22.3 l躯 99P8937 
着色

12 導師パドマサンパヴァ(グル・パドマジュンネ 現代 鋼銀メッキ 35.3X23.5X 16.1 l躯 99P8938 
着色

13 空行母マンダーラヴァ(カンド・マンダーラヴ 現代 銅銀メッキ 29.7X 17.6X 15.6 l躯 12の脇侍 99P8939 
ア) 着色

14 空行母イェシェー・ツォギェル(カンド・イェ 現代 銅銀メッキ 22.7X 15.7X 12.3 l躯 12の脇侍 99P8940 
シェー・ツォギェ1レ) 着色
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寄閤資料 6.南蔵院資料

番号 名 称

15 釈迦牟尼(シャーキャ・トゥパ)

16 財宝神(ジャムパラ)

17 釈迦牟尼(シャーキャ・トゥパ)

18 導師パドマサンパヴァ(グル・パドマジュンネ

4 量莱羅

名 称

立体マンダラ(Jレーラン・キンコル)

20 I法要用量奈羅

5 仏画

番号 名 称

21 八教令輸身法最勝へールカ(チェチョク・へ
-Jレカ)

22 八教令輸身法文殊身(ジャムペー・ク)

23 八教令輪身法蓮華語(パドマ・スン)

24 八教令輸身法真実心(ヤンタク・トゥク)

25 八教令輸身法甘露功徳(ドゥーツィ・ユンテ
ン)

26 八教令輸身法械事業(プJレパ)

27 八教令輸身法鬼母召遣(マモ・ブートン)

28 八教令輸身法世間供養礼賛(ジクテン・チュ
ートゥー)

29 八教令輸身法 呪誼憤怒児(ムーパ・タクカク)

30 ゾクチェンの祖師法身普賢(クントゥ・サン
ポ)

31 ゾクチェンの祖師 金剛薩燈(ドルジェ・セム

32 ゾクチェンの祖師 プラハ1レシャヴアジュラ

33 ゾクチェンの祖師 シュリー・シンハ

34 ゾクチェンの祖師 グイマラミトラ

時代

現代

現代

現代

現代

時代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

現代

品質・形状

銅金箔

真鎗着色

銅

銅金箔

品質・形状

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装

綿本着色/掛
幅装
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法 量

36.0x23.0X 16.5 

23.6x 18.0x 14.6 

20.6x 13.5x 10.0 

34.8x23.4x 17.8 

法量

99.2 x 168.5X 168.7 

80.3x80.7 

法 量

81.7X64.2 

81.5x63.9 

81.8x64.0 

80.9X64.2 

81.3x64.5 

81.5x64.1 

81.7x64.0 

81.3 x 64.1 

80.9x63.8 

76.2x50.8 

75.6X49.7 

76.6X51.2 

76.1 X50.6 

76.2x50.5 

員数 備考 備品番号

l躯 99P8941 

l躯 99P8942 

1躯 99P8943 

l躯 99P8944 

員数 備考 備品番号

l幅 99P8947 

l幅 99P8948 

l幅 99P8949 

l幅 99P8950 

l幅 99P8951 I 

l幅 99P8952 

l幅 99P8953 

l幅 99P8954 

l幅

l幅 99P8956 

1幅 99P8957 

l幅 99P8958 

l!隔 99P8959 

l幅 99P8960 



寄贈資料 6.南蔵院資料

番号 名 称、 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

35 穏やかな四十尊(シウェイ・ハツォク) 現代 綿本着色/掛 115.2x85.6 l幅 99P8961 
幅装

36 怒れる六十尊(トウー・ハツォク) 現代 綿本着色/掛 105.3x74.5 l幅 35と対幅 99P8962 
幅装

37 穏やかな四十尊(シウェイ・ハツォク) 現代 綿本着色/掛 101.7 x 75.4 l幅 99P8963I 
幅装

38 怒れる六十尊(トウー・ハツォク) 現代 綿本着色/掛 101.6x75.9 l幅 37と対幅 99P8964 
幅装

39 六道輪廻(スィーパ・コルロ) 現代 綿本着色/掛 149.8x 115.5 l幅 99P8965 I 
幅装

40 須弥山と四州と天界の配置(リリン・ラネー 現代 綿本着色/掛 149.6x 115.4 l幅 99P8966 
キ・クーパ) 幅装

6 荘厳具

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

41 仏閣(チューショム) 現代 木着色 305.5X540.5X 150.0 l基 99P8967 

42 柱 現代 木着色 190.5x40.0X40.0 8本 99P8968 
~8975 

43 マニ車(マニコルロ) 現代 銅 155.3 x 100.5 l点 99P8976 

44 マニ車(マニコルロ) 現代 銅 40.5x30.2 16点 99P8977 
-8992 

45 供物壇(ト 1レ・ドム) 現代 木着色 290.8X 192.5X65.0 l式 99P8993 

46 供物檀敷布 現代 布 280.0X 180.5 l点 99P8994 

47 柱飾り 現代 木布 53.5 x 53.5 x 31.0 8点 柱上に取り 99P8995 
付けるため -9002 
のもの

48 天蓋(ラテー) 現代 布 256.3 x 142.1 l点 99P9003 

49 天蓋(ラテー) 現代 布 125.3x 103.4 l点 99P9004 

50 天蓋(ラテー) 現代 布 115.8X 113.5 2点 99P9005 
~9006 

51 幡(カギェン) 現代 布 260.7x60.5 5点 99P9007 
-9011 

52 l陸(ドゥク) 現代 布 219.7X71.6 2点 99P9012 
~9013 

53 I陸(ドゥク) 現代 布 208.6X65.7 2点 99P9014 
~9015 

54 導師座(シュクティ) 現代 木着色 226.5X82.1 X89.0 2点 折り畳み式 99P9016 
~9017 

55 導師座経机 現代 木着色 167.3X82.5X35.2 2点 折り畳み式 99P9018 
-9019 

56 導師座脇飾り 現代 布 80.8X 105.4 2点 99P9020 
-9021 
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寄贈資料 6.南蔵院資料

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

57 導師座打敷 現代 布 82.0X81.6 2点 99P9022 
-9023 

58 導師座背飾り 現代 布 78.4X75.7 2点 99P9024 
-9025 

59 僧座 現代 木着色 11O.5x60.0X 15.0 6点 99P9026 
-9031 

60 僧座 現代 木着色 90.0x60.0x 15.0 4点 99P9032 
-9035 

61 経机(ティチョク) 現代 木着色 60.5 x 80.0 x 38.5 3点 折り畳み式 99P9036 
-9038 

62 経机(テプチョク) 現代 木着色 37.5x79.0x37.0 4点 折り畳み式 99P9039 
-9042 

63 長机(チョクツェ・リンボ) 現代 木着色 48.5X 119.5X30.8 6点 折り畳み式 99P9043 
-9048 

7 供葺具

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

64 香炉(プーポル) 現代 真鍬 22.5x 13.8 2点 鎖付き 99P9049 
-9050 

65 火舎(プーション) 現代 木着色 59.3x 13.5X 14.5 2点 99P9051 
-9052 

66 杯(プーポル・パプション) 現代 真鍬 12.5X 12.0 l点 杯、受け皿 99P9053 

67 供養用マンダラ(チューペー・マンダラ) 現代 銀 26.5x 15.3 l点 99P9054 

68 供養用マンダラ(チューペー・マンダラ) 現代 銅 26.2x 15.0 l点 99P9055 

69 燈明具(チューコン) 現代 銀 14.5X 10.3 2点 匙、漏斗付 99P9056 
-9057 

70 燈明具(チューコン) 現代 鋼 9.8x6.7 l点 99P9058 

71 供養マニ車(チューコル) 現代 銅紙 15.5X 16.5 4点 99P9059 
-90621 

72 瓶(プムベ 現代 銀 孔 雀 の 羽 16.2X 11.3x9.2 2点 99P9063 
-90641 

73 電飾燈明皿 現代 真鍬 2組 本尊壇に付 99P9065 
属 -9066 

74 灯明皿 現代 真鎗 12.3x7.5 12点 99P9067 
-9078 

75 鏑 現代 真鎗 9.6x8.7 13点 99P9079 
-9091 

76 瓶 現代 真 鍬 孔 雀 の 24.5X 10.6 5点 五色の布を 99P9092 
羽 巻く -9096 

77 供物(トルマ) 現代 線香灰着色 44点 99P9097 
-9140 
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名 称

8 鷲音具

番号 名 称 時代 品質・形状

79 大筒(トゥンチェン) 現代 鋼

80 大太鼓(ガドム) 現代 木皮

81 柄太鼓(ラクガ) 現代 木 皮 彩 色

82 振鼓(チャンテウ) 現代 骨皮布

83 振鼓(ダマ1レ) 現代 木皮布

84 縦鍛(Jレーモ) 現代 銅

85 横銭(シJレニェン) 現代 銅布

86 銅錨(カJレガ) 現代 銅

87 小銅銭(テインシャク) 現代 真鍬革

88 法螺(トウンカル) 現代 貝銀

89 法螺(トウンカ1レ) 現代 貝

90 哨E内(ギャリン) 現代 木銀真鎌

91 骨箇(カンリン) 現代 骨銀

92 骨箇(カンリン) 現代 骨 銀彩 色

9 個具

番号 名 称 時代 品質・形状

93 座布団 現代 布

94 座布団 現代 布

95 経典立て(ベティ) 現代 木着色

96 茶をたてる道具(チャドン) 現代 木真織

97 木皿(ツォクポJレ) 現代 木銀

98 お茶入れ(スーテイル) 現代 銅銀
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法量

9.0X5.2 

法 量

241.3x 19.2 

155.0x38.5 

116.5X53.0x 17.1 

13.2x 11.0x8.2 

22.9x 10.1 

38.5X8.6 

38.3x 11.3 

36.6x6.2 

6.9X2.4 

22.4X 1O.0X8.5 

18.5Xl1.0X9.8 

62.7X 15.0 

32.0X7.0 

32.3X6.6 

法 量

108.5X63.2 

92.0x62.5 

42.7x26.3x28.l 

97.3X 15.8 

11.2x4.5 

47.4X39.3X20.8 

寄贈資料 6.南蔵院資料

員数 備考 備品番号

2点 架台付き 99P9148 
-9149 

2点 99P9150 
-9151 

2点 箱、扱付き 99P9152 
-9153 

3点 99P9154 
-9156 

4点 袋付き 99P9157 
-9160 

l組 布台付き 99P9161 

l組 布台付き 99P9162 

l点 擁付き 99P9163 

l組 99P9164 

l点 99P9165 

l点 表面に文様 99P9166 
を刻む

2点 99P9167 
-9168 

l点 99P9169 

l点 袋付き 99P9170 

員数 備考 備品番号

3枚 99P9171 
-9173 

2枚 99P9174 
-9175 

2点 経典付き 99P9176 
-9177 

l点 99P9178 

2点 99P9179 
-9180 

1点 99P9181 



寄贈資料 6.南蔵院資料

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

99 茶碗(タキャー) 現代 磁器銀 20.2X 13.2 2点 茶托、茶碗、 99P9182 
蓋 ~9183 

100 供物を作る鍋(トルション) 現代 銅銀 54.0 x 51.2 x 11.0 1点 99P9184 

101 傘 現代 木紙 82.3x 16.9 l点 99P9185 

10 密教法異

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

102 金剛鈴(テイルブ) 現代 真鍛鉄 18.0X8.7 3点 99P9186 
~9188 

103 金剛杵(ドルジェ) 現代 真鎗 11.3x4.0 l点 99P9189 

104 鏡(メロン) 現代 真 鍬 着 色 1O.OX9.0 i点 99P9190 

105 三角形の法具 現代 真鎌 7.5x6.5X2.9 l点 99P9191 

106 概(プlレブ) 現代 真織 22.0X3.6 l点 99P9192 

107 概(プlレブ) 現代 真鍬 28.7 x 5.1 l点 99P9193 

108 剣 現代 鉄着色 27.8x4.1 l点 99P9194 

109 内供養調態杯(ナンチュー・カリ) 現代 骨銀 22.2xI9.6XI4.8 2点 三角形の台 99P9195 
付き ~9196 

110 内供養閥懐杯(ナンチュー・カリ) 現代 主艮 13.5x8.8 2点 99P9197 
~9198 

111 鰯楼杯(トゥーパ) 現代 骨 17.5X 13.2x6.5 2点 l点は内側 99P9199 
を朱色に塗 ~9200 

る

112 穀物器(ネーセ) 現代 真総 1O.9x8.3 3点 99P9201 
~9203 

113 降伏具(デルチェー) 現代 鉄 22.5X20.0X8.0 l組 箱内に9点 99P9204 
の法具を納
める

114 降伏具(デルチェー) 現代 鉄着色 14.8x 15.5X7.6 l組 99P9205 

115 護摩杓(ガンサlレ・ガンルク) 現代 真鍬鉄 54.5X6.3 5点 99P9206 
~9210 

116 金剛鈎 現代 真鍛鉄 40.5X9.5 2点 99P92 1 1 
~9212 

117 祈祷用具 現代 毛 織 草 木 56.5X60.7 l点 闘醸の付い 99P9213 
た帽子状の
もの

11 法衣

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

118 前掛(トシェル) 現代 布 100.5x67.5 2点 99P9214 
~9215 
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寄贈資料 6.南蔵院資料

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

119 肩掛(トゥーレ) 現代 布 75.5X75.0 2点 l点は本尊 99P9216 
に付属 -9217 

120 帽子 現代 布 35.4x22.5 l点 99P9218 

121 ギャリン奏者の肩掛(タクサJレ) 現代 布 240.3x55.6 l点 99P9219 

122 ギャリン奏者の帽子(シャ) 現代 布 60.5X27.9 2点 99P9220 
-9221 

123 靴(チャクラム) 現代 布革 45.8x27.7x9.6 3足 99P9222 
-9224 

124 密教行者の衣装(チャクムー) 現代 布 127.5x 168.0 l点 99P9225 

125 五部族の冠(リクケー・ツェテン) 現代 布着色 7.8x34.3 l点 99P9226 

126 袈裟 現代 布 230.5X87.4 l点 99P9227 

127 袈裟 現代 布 78.4X80.2 l点 99P9228 

128 打敷 現代 布 150.0X87.5 5点 99P9229 
-9233 

129 腰掛け 現代 布 64.0X58.9 l点 本尊に付属 99P9234 

130 膝掛け 現代 布 82.4X35.0 l点 本尊に付属 99P9235 

131 法衣 現代 布 150.5x55.0 3点 99P9236 
-9238 

12 その他

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

132 マニ石 現代 石に彫刻 25.9x31.5x9.8 7点 99P9239 
-9245 

133 版木 現代 木 42.5X43.7 l点 刷り棒付き 99P9246 

134 版木 現代 木 39.5x38.5 l点 99P9247 

135 経文旗(タyレチョー) 現代 布 2組 99P9248 
-9249 

136 繊笹 現代 毛織 124.5X58.4 3点 99P9250 
-9252 

137 花瓶 現代 磁器 37.6 x 11.3 2点 梅の模様 99P9253 
-9254 

138 花瓶 現代 磁器 28.9x8.6 2点 孔雀の絵 99P9255 
-9256 

139 皿 現代 磁器 29.5x2.1 17点 99P9257 
-9273 

140 茶碗 現代 磁器 8.3x5.8 12点
-9285 

141 写真パネル 現代 木 150.0X90.5 21点 99P9286 
-9306 
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5 薙万...・ H ・..…...・ H ・..……...・ H ・..… 3件 3点

6 槍・…....・ H ・......・ H ・...・ H ・-……….4件 4点

〈総計)60件60点

番号 名称 時 代 銘 品質・形状 法 量 目釘穴 国名 備品番号

万 鎌倉時代末期~ (無銘) 鏑造庵棟細直刃 刃長70.4反り2.013 山城 99P9307 
南北朝時代

2 万 室町時代初期(応 信園(折返銘) 鏑造庵棟細直刃 刃長75.8 反り1.63内瓢箪l山城 99P9308 
永)

3 万 室町時代 源盛重 鏑造 庵棟細直刃 刃長72.6 反り2.912 筑前 99P9309 

4 万 室町時代 (無銘) 鏑造 庵棟細直刃 刃長69.5 反り2.012 筑前 99P9310 

5 万 室町時代 (無銘) 鏑造 庵棟細直刃 刃長63.2 反り2.012 豊前 99P9311 

6 万 室町時代 (無銘) 鏑造 庵棟細直刃 刃長65.6 反り2.013 不詳 99P9312 

7 万 戦国時代 盛次 鏑造庵棟直刃 刃長66.8 反り2.211 筑前 99P9313 

8 万 戦国時代 盛高 鏑 造庵棟細直刃 刃長64.4反り2.111 筑前 99P9314 

9 万 戦国時代 金剛兵衛盛高作 鏑造 庵棟直刃調 刃長61.5反り1.611 筑前 99P9315 
に丁字交じり

10 万 戦国時代 信園/文明十九年(以 鏑造庵棟直刃 刃長62.7 反り1.813 山城・豊前 99P9316 
下欠)

11 万 戦国時代 信園吉包作/天文九 鏑造庵棟直刃 刃長61.9反り2.03内瓢箪l豊前 99P9317 
年十月日

12 万 戦国時代 信園 鏑造庵棟直刃 刃長63.7 反り2.212 豊前 99P9318 

13 万 戦国時代 (無銘) 鏑造庵棟直刃 刃長64.0 反り2.011 不詳 99P9319 

14 万 戦国時代 (無銘) 鏑造庵棟直刃 刃長67.6 反り1.012 不詳 99P9320 

15 万 戦国時代 (無銘) 鏑造 庵棟細直刃 刃長68.8 反り1.212 不詳 99P9321 

16 万 江戸時代 筑前住源信国吉政 鏑造庵棟直刃調 刃長71.2反り1.512 筑前 99P9322 
Eの目交じり

17 万 江戸時代 筑前住源信国吉政 鏑 造庵棟丁字に 刃長71.6反り1.411 筑前 99P9323 
Eの目交じり

18 刀 江戸時代 筑州住源信圏重包 鏑造庵棟互の目 刃長69.9 反り 1.911 筑前 99P9324 

19 万 江戸時代 筑前住源信園吉包 鏑造 庵棟直刃調 刃長63.0 反り 1.212 筑前 99P9325 
Eの目交じり

20 万 江戸時代 筑前住源信圃 鏑 造庵棟互の目 刃長66.8 反り 1.312 筑前 99P9326 

21 万 江戸時代 筑州住信園源重載 鏑 造庵棟小のた 刃長84.4反り 1.012 筑前 99P9327 
れに互の目

22 万 江戸時代 筑前住下坂兼先 鏑造庵棟直刃調 刃長70.8 反り2.311 筑前 99P9328 
互の目交じり

23 万 江戸時代 筑前住下坂作兵衛 鏑造庵棟直刃 刃長72.1 反り 1.611 筑前 99P9329 
尉辰仲
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寄贈資料 7.赤羽万

番号 名称 時 代 銘 品質・形状 法 量 目釘穴 国名 備品番号

24 万 江戸時代 筑前園福岡住守次 鏑造庵棟丁字刃 刃長69.4反り2.011 筑前 99P9330 

25 脇指 南北朝時代中期 信園 平造三ツ棟細直 刃長32.5 反り0.412 山城 99P9331 
刃

26 脇指 室町時代初期 信闘 平造庵棟細直刃 刃長32.9 反り0.412 山城 99P9332 

27 脇指 室町時代初期 (無銘) 平造庵棟直刃 刃長46.4反り1.53内瓢箪l山城 99P9333 

28 脇指 室町時代 信園(折返銘) 鵜首造庵棟細直 刃長46.6 反り1.012 山城・豊前 99P9334 
刃

29 脇指 室町時代 {言園 平造庵棟直刃 刃長36.6 反り0.711 山城・豊前 99P9335 

30 脇指 室町時代 信園(額銘) 鏑造コツ棟細直 刃長57.7反り 1.912 豊前 99P9336 
刃

31 脇指 室町時代 (無銘) 鏑造庵棟細直刃 刃長50.4反り1.313 不詳 99P9337 

32 脇指 戦国時代 筑後住藤原家永/明 平造庵棟細直刃 刃長36.2 反り0.511 筑後 99P9338 
応九年二月日

33 脇指 戦国時代 筑後図久留米住重 鏑造庵棟直刃 刃長46.2 反り0.711 筑後 99P9339 
永

34 脇指 戦国時代 金剛兵衛盛高作 鏑造庵棟直刃 刃長52.9 反り 1.312 筑前 99P9340 

35 脇指 戦国時代 金剛兵衛盛高 鏑造庵棟細直刃 刃長51.8反り 1.912 筑前 99P9341 

36 脇指 戦国時代 信園吉定作/八月日 鵜首造 庵棟 Eの 刃長36.3 反り1.011 豊前 99P9342 
目

37 脇指 戦国時代 信園 平造 庵棟直刃 刃長38.0 反り0.611 豊前 99P9343 

38 脇指 江戸時代 源信国平四郎 鏑造庵棟のたれ 刃長54.8 反り1.611 筑前 99P9344 

39 脇指 江戸時代 筑前住信国平四郎 鏑造庵棟直刃 刃長53.8 反り1.711 筑前 99P9345 
吉政作

40 脇指 江戸時代 源信園吉政作 鏑造庵棟直刃小 刃長44.8 反り 1.412 筑前 99P9346 
乱れ

41 脇指 江戸時代 筑前住源信国吉政 鵜首 造庵棟濡澗 刃長58.1 反り 1.612 筑前 99P9347 
刃

42 脇指 江戸時代 筑十トl住源信園吉包 鏑造庵棟互の目 刃長54.0 反り1.011 筑前 99P9348 
乱れ

43 脇指 江戸時代 筑州住源、信園育包 鏑造庵棟直刃 刃長52.9 反り1.111 筑前 99P9349 

44 脇指 江戸時代 筑州住源、信闘吉包 鏑造庵棟互の目 刃長51.8反り1.011 筑前 99P9350 
乱れ

45 脇指 江戸時代 筑前住源信園 鏑造庵棟直刃 刃長58.6 反り 1.212 筑前 99P9351 

46 脇指 江戸時代末期 筑前園住人信園源 平造三ツ棟直刃 刃長31.3反り0.011 筑前 99P9352 
行園以本州鍛造/安
政五年二月日

47 脇指 江戸時代 筑前園福岡住是次 鏑造庵棟丁字刃 刃長54.9 反り1.012 筑前 99P9353 

48 脇指 江戸時代 筑前園福岡住利次 鏑造三 ツ棟 Eの 刃長54.7 反り1.011 筑前 99P9354 
目乱れ
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寄贈資料 7.赤羽万

番号 名称 時 代 銘 品質・形状 法 量 目釘穴 国名 備品番号

49 脇指 江戸時代 筑前園福岡住守次/ 鏑造庵棟丁字刃 刃長53.3 反り1.22内埋l 筑前 99P9355 
以南蛮鉄造之

50 脇指 江戸時代 筑後国柳川住下坂 鏑造庵棟直刃 刃長59.8 反り0.611 筑後 99P9356 
忠親

51 脇指 江戸時代 (無銘) 平造三ツ棟互の 刃長33.3 反り0.33 99P9357 
目乱れ

52 短万 戦国時代 信園 平造庵棟 刃長27.4反り0.011 豊前 99P9358 

53 実。 江戸時代 奉寄進御剣野北 剣直刃 刃長63.1 2 筑前 99P9359 
浦久家惣右衛門神
職菊池左近橘朝臣
友重代/筑前住源信
園作左右門尉作之
貞享三年寅八月日

54 薙万 江戸時代 筑前住源信国重宗 鵜首造庵棟直刃 刃長40.2 反り2.82 筑前 99P9360 

55 薙万 江戸時代 筑前住源信国平四 鵜首造三ツ棟互 刃長45.3 反り2.84 筑前 99P9361 
郎吉政作 の目

56 薙万 江戸時代 信園 鵜首造三ツ棟の 刃長46.1 反り2.62 筑前 99P9362 
たれ

57 槍 江戸時代 筑前園源信園義直 十文字鎗両鏑造 刃長19.2 筑前 99P9363 

58 槍 江戸時代 源信園吉貞 十文字鎗両鏑造 刃長19.2 筑前 99P9364 

59 槍 江戸時代 筑前住源信国口口 十文字鎗両鏑造 刃長19.6 筑前 99P9365 

60 槍 江戸時代 大和守藤原宣定/豊 直鎗平=角造の 刃長34.0 肥後・豊前 99P9366 
州小倉住 たれ
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寄贈資料 8.石賀信子資料(追加分)

8.石賀信子資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料…...・H ・..…...・ H ・..……56件57点

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

選挙公報(麻生久) 昭和14年4月25日 東示府知事 印刷 26.2x38.5 l枚 99P9367 

2 選挙公報(伊藤千代蔵) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2 x38.5 l枚 99P9368 

3 選挙公報(大橋清太郎) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2 x38.5 l枚 99P9369 

4 選挙公報伽藤勘十) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2 X38.5 l枚 99P9370 

5 選挙公報(鏑木忠正) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2x38.5 l枚 99P9371 

6 選挙公報(菊池義郎) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2 x38.5 l枚 99P9372 

7 選挙公報(斯波貞吉) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2x38.5 l枚 99P9373 

8 選挙公報(庄司彦男) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2X38.5 l枚 99P9374 

9 選挙公報(牧野賎男) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2x38.5 l枚 99P9375 

10 選挙広報(三上英雄) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2x38.5 l枚 99P9376 

11 選挙公報(三輪寿荘) 昭和14年4月25日 東京府知事 印刷 26.2x38.5 l枚 99P9377 

12 国民精神総動員銃後生活刷新実 昭和14年9月 禰岡市連合婦人 印刷 l枚 99P9378 
行 dz合zh 

13 銃後後援実践事項 昭和14年10月 福岡県 印刷 19.3x26.7 l枚 99P9379 

14 昭和16年度第二次防空訓練 昭和16年10月12日 ~ 福岡県 印刷 26.4x37.2 l枚 99P9380 
21日

15 動脈出血の応急止血法 昭和時代前期 福岡市 印刷 35.9x26.0 l枚 99P9381 

16 婦人之友第36巻第l号 昭和17年l月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9382 

17 婦 人之 友第36巻第2号 昭和17年2月1日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9383 

18 婦人之友第36巻第3号 昭和17年3月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9384 

19 婦人之友第36巻第4号 昭和17年4月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9385 

20 婦 人之 友第36巻第5号 昭和17年5月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9386 

21 婦人之友第36巻第6号 昭和17年6月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9387 

22 婦人之友第36巻第7号 昭和17年7月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9388 

23 婦人之友第36巻第8号 昭和17年8月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9389 

24 婦人之友第36巻第9号 昭和17年9月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9390 

25 婦人之友第36巻第10号 昭和17年10月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20目9x14.9 l冊 99P9391 

26 婦人之友第36巻第II号 昭和17年11月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9392 

27 婦人之友第36巻第12号 昭和17年12月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9393 

28 婦人之友第37巻第l号 昭和18年l月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9394 

29 婦人之友第37巻第2号 昭和18年2月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9395 

30 婦 人之 友第37巻第3号 昭和18年3月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9396 I 

に
-
U
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寄贈資料 8.石賀信子資料(追加分)

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

31 婦人之友第37巻第4号 昭和18年4月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9397 

32 婦 人之 友第37巻第9号 昭和18年9月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9398 

33 婦 人之 友第37巻第10号 昭和18年10月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9XI4.9 l冊 99P9399 

34 婦人之友第37巻第11号 昭和18年11月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9400 

35 婦人之友第37巻第12号 昭和18年12月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9401 

36 婦人之友第38巻第l号 昭和19年l月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9402 

37 婦人之友第38巻第2号 昭和19年2月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9403 

38 婦人之友第38巻第3号 昭和19年3月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 1冊 99P9404 

39 婦人之友第38巻第4号 昭和19年4月1日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9405 

40 婦人之友第38巻第5号 昭和19年5月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 2冊 99P9406 
~9407 

41 婦人之友第38巻第6号 昭和19年6月1日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9408 

42 婦人之友第38巻第7号 昭和19年7月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9 x 14.9 l冊 99P9409 

43 婦人之友第38巻第8号 昭和19年8月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9410 

44 婦人之友第38巻第10号 昭和19年10月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9411 

45 婦人之友第38巻第11号 昭和19年11月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9xI4.9 l冊 99P9412 

46 婦 人之 友第38巻第12号 昭和19年12月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9413 

47 婦人之友第39巻第l号 昭和20年l月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9414 

48 婦人之友第39巻第2号 昭和20年2月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9415 

49 婦人之友第39巻第3号 昭和20年3月l日発行 婦人之友社発行 印刷書綴 20.9x 14.9 l綴 99P9416 

50 婦 人之 友第39巻第4号 昭和20年4月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 99P9417 

51 婦人之友第39巻第5号 昭和20年5月l日発行 婦人之友社発行 印刷書綴 20.9x 14.9 l綴 99P9418 

52 婦 人之 友第39巻第6・7合併号 昭和20年7月l日発行 婦人之友社発行 印刷書綴 20.9x 14.9 l綴 99P9419 

53 婦人之友第39巻第8・9合併号 昭和20年9月l日発行 婦人之友社発行 印刷書綴 20.9X 14.9 l冊 99P9420 

54 婦人之友第39巻第10号 昭和20年10月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9421 

55 婦人 之友 第39巻第11. 12合併 昭和20年l月l日発行 婦人之友社発行 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 99P9422 
下Eコ王

56 ブロンズ像(少年の頭部) 不詳 不詳 ブロンズ製 高18.0 l点 99P9423 
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寄贈資料 9.小林茂春資料(追加分)

9.小林茂春資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 l 生活の用具…・………………19件19点

2 社会生活の用具一・…・……・…10件12点

3 信仰・年中行事の用具…・・… 1件 l点

4 芸能・娯楽の用具…………… 8件 8点

5 人の一生の用具・……・・・……ー 4件 7点

6 民俗知識関連の用具…....・ H ・.13件13点

〈総計)55件60点

1 生活の用具

番号 名 称 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

子供用長着 昭和時代 博多北船町 木綿製・縞 丈95.0 l点 裏「六ノー小林雅 99P9424 
(現博多区上呉服町) 肩上 桁49.0 子j

2 赤裾除 昭和時代 博多北船町 木綿製 長47.0 l点 99P9425 
(現博多区上呉服町) 幅114.0

3 前掛 昭和時代 博多北船町 毛織物 縦65.0 l点 自作洋服地を再利 99P9426 
(現博多区上呉服町) 横72.0 用したもの

4 草花文名古屋帯 昭和時代 博多北船町 絹製・紬 長106.0 l点 99P9427 
(現博多区上呉服町) 幅30.0

5 花文半幅帯 昭和時代 博多北船町 絹製・椴子 長312.0 l点 99P9428 
(現博多区上呉服町) 織 幅16.5

6 子供用フード付コ 昭和時代 博多北船町 フランネル 丈48目5 l点 99P9429 
ート (現博多区上呉服町) 製 幅47.0

7 外套トンビ 昭和時代 博多北船町 羊毛製 丈127.5 l点 内側「小林」ネーム入 99P9430 
(現博多区上呉服町) り

8 学生服上衣ヵ 昭和10年代 博多北船町 木綿製 丈48.5 l点 小学生用五つボタ 99P9431 
(現博多区上呉服町) 袖丈51.5 ン

9 学生服 昭和10年代 博多北船町 羊毛製 丈62.5 i点 内側「小林jネーム入 99P9432 
(現博多区上呉服町) 袖丈68.0 り 血液型・九州帝

国大学法文学部・本

籍福岡市北船町・
住所同右・氏名
小林栄三郎 37 

10 博多七輪 昭和時代 博多北船町 陶製・素焼 径27.0 l点 99P9433 
(現博多区上呉服町) 高24.7

11 七輸 昭和時代 博多北船町 陶製・素焼 径28.0 l点 99P9434 
(現博多区上呉服町) 高24.5

12 西洋クド 近代 博多北船町 陶製・素焼 径16.5 l点 99P9435 
(現博多区上呉服町) 高13.3

13 パン焼き機 昭和10年代 博多北船町 アルマイト 縦22.0 l点 七輪にのせて使用 99P9436 
(現博多区上呉服町) 製 横22.3 アルミ皿2枚付

高23.2

14 湖付 近代 博多北船町 陶製 縦10.0 l点 99P9437 
(現博多区上呉服町) 横18.0

高11.5

15 鳳鳳・桐・雷文 近代 博多北船町 磁器製・緑 縦21.7 l点 99P9438 
「長寿J陶枕 (現博多区上呉服町) 紬 横11.5

高10.3

7
'
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寄贈資料 9.小林茂春資料(追加分)

番号 名 称 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

16 透かし窓付陶枕 近代 博多北船町 磁器製 縦21.0 l点 99P9439 
(現博多区上呉服町) 横10.5

高11.0

17 湯たんぽ 近代 博多北船町 陶製・施紬 縦26.0 l点 校なし 99P9440 
(現博多区上呉服町) 横15.2

高12.8

18 櫓矩』膳「行火J 近代 博多北船町 陶製・素焼 縦22.0 l点 刻印 「さJrぬj 99P9441 
(現博多区上呉服町) 横22.0

高14.5

19 櫓矩』腫「火入れ」 近代 博多北船町 陶製・素焼 長19.7 l点 炭火を入れて使用 99P9442 
(現博多区上呉服町) 幅15.2

深6.5

2 社会生活の用具

番号 名 称 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

20 婦人標準服和服式 昭和17年 博多北船町 木 綿 製 平 丈60.3 l点 女性用戦時下の 99P9443 
二部式上衣 (現博多区上呉服町) 袖ゴム入り 桁64.0 服、標準服は昭和17

年に制定

21 夏用国民服ヵ 昭和18年 博多北船町 木綿製・帆 丈61.5 l点 夏用五号昭和1899P9444 
(現博多区上呉服町) 布 袖丈66.5 年製大支検定

22 陸軍用上衣 昭和10年代 博多北船町 木 綿 詰 襟 丈58.5 l点 背中虫食記章「一 99P9445I 
(現博多区上呉服町) 袖丈51.0 等兵J

23 陸軍用上衣 昭和10年代 博多北船町 木綿開襟 丈63.0 l点 99P9446 
(現博多区上呉服町) 袖丈50.0

24 陸軍用下衣 昭和10年代 博多北船町 木綿 丈93.0 l点 ズボン裾紐付 99P9447 
(現博多区上呉服町 胴幅40.0

25 陸軍防寒外套 昭和10年代 博多北船町 木綿 丈103.0 l点 99P9448 
(現博多区上呉服町) 袖丈55.0

26 陸軍用帽子 昭和10年代 博多北船町 木綿・ネル 長26.5 l点 名前「北船町小林栄 99P9449 
(現博多区上呉服町) -革製 高9.0 三郎j

27 陸軍用ベルト 昭和10年代 博多北船町 牛皮製 長105.0 l点 99P9450 
(現博多区上呉服町) 幅4.3

28 陸軍用ゲートル 昭和10年代 博多北船町 木綿製 長188.0 l組 99P9451 
(現博多区上呉服町) 幅8.0 ~9452 I 

29 陸軍用ゲートル 昭和10年代 博多北船町 木綿製 長188.0 1組
(現博多区上呉服町) 幅8.2 ~9454 

3 信何・年中行事の用具

名称 時代 | 使用地・その他 備考

昭和時代 |博多北船町
(現博多区上呉服町)
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寄贈資料 9.小林茂春資料(追加分)

4 芸能・娯楽の用具

番号 名 称 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

31 紋付肩衣「北船町J 昭和時代 博多北船町 木綿・竹・ 丈53.2 l点 松嚇子衣装背紋は 99P9456 
(現博多区上呉服町) 紙製染抜 肩幅27.0 北を崩した意匠

き

32 紋付肩衣I北船町J 昭和時代 博多北船町 木綿・竹・ 丈64.0 l点 松磯子衣装背紋は 99P9457 
(現博多区上呉服町) 紙製染抜 肩幅35.0 北を崩した意匠

き

33 白拍子泥絵羽子板 昭和26年 博多北船町 木製・桜材 長35.6 l点 烏帽子をかぶり、鼓 99P9458 
f鼓J (現博多区上呉服町) 帽10.3 を持つ少女裏

「松・笹J

34 女児泥絵羽子板 昭和20年代 博多北船町 木製・杉材 長36.3 l点 頭にリボン、手に正 99P9459 
(現博多区上呉服町) 幅10.2 月と書いた本を持つ

少女裏に笹の葉

35 兎・女児泥絵羽子 昭和20年代 博多北船町 木製・杉材 長36.1 l点 頭にリボン兎を抱い 99P9460 
板 (現博多区上呉服町) 幅10.3 ている少女裏に花

龍

36 女児泥絵羽子板 昭和20年代 博多北船町 木製・杉材 長36.2 l点 頭にリボン、胸に黄 99P9461 
(現博多区上呉服町) 幅10.4 緑色のリボン、黄色

の洋服を着てる少女
裏に笹

37 藤娘泥絵羽子板 昭和20年代 博多北船町 木製・桧材 長33.5 l点 笠をかぶり着物をき 99P9462 
(現博多区上呉服町) 幅10.0 た女性裏に梅・竹

38 松竹梅泥絵羽子板 昭和20年代 博多北船町 木製・桐材 長39.5 l点 99P9463 
(現博多区上呉服町) 幅13.0

5 人の一生の用具

番号 名 称 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

39 鴛鷲文刺繍夏帯 昭和時代 博多北船町 絹製・紹 長86.0 l点 婚礼用、名古屋帯に 99P9464 
(現博多区上呉服町) 幅34.0 仕立てる前

40 婚礼用表付草履 昭和20年代 博多北船町 合成樹脂に 長22.0 l組 紅白の鼻緒底に 99P9465 
(現博多区上呉服町) ゴム張り・ 幅9.0 rMADE IN TOKYOJの -9466 

L 、草鼻緒 高5.3 文字あり
布製

41 箱枕 近代 博多北船町 (箱)木製・ 縦20.5 l組 婚礼用ヵ 99P9467 
(現博多区上呉服町) 漆塗 (枕) 横8.4 -9468 

木製・そば 高15.7
がら

42 箱枕 近代 博多北船町 (箱)木製・ 縦19.7 l組 婚礼用ヵ 99P9469 
(現博多区上呉服町) 漆塗 (枕) 横9.0 -9470 

木製・そば 高15.5
がら

6 民俗知識関連の用具

番号 名 称、 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

43 尋常小学新定画帖 大正8年 文部省東尽書籍株 書 冊 印 刷 15.0x22.2 l点 23頁明治43年3月 99P9471 
第五学年男児用 式会社発行 31日翻刻発行

44 尋常小学修身書 大正8年 文部省 日本書籍株 書 冊 印 刷 15.0X22.2 l点 55頁大正2年11月 99P9472 
巻五児 童用 式会社調刻印刷兼印 10日翻刻発行第五

刷者 学年小林栄三郎
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寄贈資料 9.小林茂春資料(追加分)

番号 名 称 時代 使用地・その他 品質・形状 法量 員数 備 考 備晶番号

45 尋常小学算術書 大正7年 文部省 日本書籍株 書 冊 印 刷 18.6X 12.7 l点 103頁大正耳年9月 99P9473 
第四学年児童用 式会社翻刻印刷兼印 12日調刻発行御供

刷者 所尋常小学校第四学
年小林栄三郎

46 尋常小学算術書 大正9年 文部省 東京書籍 書冊印刷 18.6x 12.7 l点 97頁大正元年9月 99P9474 
第六学年児童用 株式会社翻刻印刷兼 25日調刻発行小林

印刷者 栄三郎

47 尋常小学算術書 大正9年 文部省 東京書籍 書 冊 印 刷 22.2x 15.0 l点 83頁大正元年12月 99P9475 
第六学年教師用 株式会社調刻印刷兼 5日調刻発行

印刷者

48 文部省検定済中 大正12年 著者理学博士小川 書 冊 印 刷 22.5X 15.0 l点 138頁大正11年l月 99P9476 
等地理学外国之部 琢治 22日訂正再版発行
中巻 発行所合資会社冨

山房福岡中学校第
=学年小林栄三郎

49 文部省検定済中 大正13年 著者理学博士小川 書冊印刷 22.5X 15.0 1点 128頁大正11年l月 99P9477 
等地理学外国之部 琢治 22日訂正再版発行
下巻 発行所合資会社冨

山房福岡中学校第
四学年小林栄三郎

50 文部省検定済新 昭和4年 著者理学博士小川 書 冊 印 刷 22.0x 15.0 l点 208頁昭和2年1月 99P9478 
訂女子地理教科 琢治 29日訂正再版発行
書外国之部 発行所合資会社富山

房二ノ二藤原三代
子

51 文部省著作高等 大正時代 著作兼発行者文部 書 冊 印 刷 21.8x 14.7 l点 76頁明治38年12 99P9479 
小学読本一 省 月15日翻刻発行明

治36年10月27日発行
印刷所嵩山印刷所

52 文部省著作高等 大正時代 著作兼発行者文部 書冊印刷 22.3X 15.0 l点 92頁明治43年3月599P9480 
小学読本七 省 日調刻発行印刷所

博文館印刷所

53 実業教科世界地 昭和時代 三省堂書底 書冊印刷 22.2x 15.2 l点 117頁大正3年l月 99P9481 
理 全 24日修正再版発行

印刷所三省堂印刷部

54 網要最近世界地 昭和時代 三省堂 書 冊 印 刷 22.2X 15.5 1点 65頁大正3年4月2599P9482 
図 日発行印刷所=省

堂印刷部

55 仏蘭西語動詞変 昭和6年 田島清著博水社発 書 冊 印 刷 18.6 x 11.5 l点 146頁昭和4年4月l99P9483 
化の莱改訂版 行 日改訂版発行昭和5

年3月25日第七版発
行福岡市立消毒所
の印紙に「昭和6年州
壱日Jゴム印
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10.高橋清作資料

〈資料内訳)1 大礼JJ&'"…………………………… 2件 2点

2 写真....・H ・......・H ・.....………・・・…・17件 17点

番号 名 称 時 代 作者

大礼服(陸軍大佐用) 昭和時代前期 不詳

2 大礼服用帽子 昭和時代前期 不詳

3 写真(満州視察船上に 昭和17年8月以降 西日本新聞社
て) 写真部

4 写真「第9回全国市会議 昭和15年5月12日 不詳
長会J

5 写真(福岡県福岡修練道 昭和15年以降 大政翼賛会福

場前での集合写真) 岡県支部

6 写真(第4回福岡県下市会 昭和時代前期 不詳
議長会)

7 写真「昭和17年度福岡市 昭和17年4月28日 不詳
常会結成祈願祭記念」

8 写真「第8回県下10市々 昭和17年9月23日 不詳
会議長会J

9 写真(集合写真) 昭和17年9月26日 不詳

10 写真(集合写真) 昭和17年11月2日 不詳

11 写真「福岡市翼賛壮年団 昭和20年6月15日 福岡市翼賛壮

解図式記念撮影J 年団

12 写真「福岡市旧議員懇話 昭和35年6月12日 不詳
会J

13 写真(大礼服着用時の高 昭和時代前期 高橋清複写

橋清作)

14 写真(歩兵第24連隊時代 昭和時代前期 高橋清複写

の高橋清作)

15 写真(退役後の高橋清作) 昭和時代前期 高橋清複写

16 写真(福岡市会議長時代 昭和時代前期 高橋清複写

の高橋清作)

17 写真(グライダー訓練) 昭和時代前期 高橋清複写

18 写真(グライダー前にて 昭和時代前期 高橋清複写

記念写真)

寄贈資料 10.高橋清作資料

3 その他…………….....・H ・"……… 2件 2点

〈総計)21件21点

品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

毛織物 上衣屑幅40 一式 桐箱入り 99P9484 
丈87 ズボ
ン丈107

毛織物 長径19 一式 帽子箱入り 前立 99P9485 
高11 羽根は大礼服用桐

箱中にあり

白黒写真 13.5X 18.5 l枚 福岡市長畑山、高 99P9486 
橋清作ほか

白黒写真 19.2x28.5 l枚 開催地鹿児島市 99P9487 

白黒写真 7.8X 14.6 l枚 99P9488 

白黒写真 17.0X25.6 l枚 99P9489 

白黒写真 13.4X 19.2 l枚 被写体人名表貼付 99P9490 

白黒写真 19目4x25.4 l枚 開催地戸畑市 99P9491 

白黒写真 16.2X25.2 l枚 被写体人名表あり 99P9492 

白黒写真 16.5x25.9 l枚 被写体人名表あり 99P9493 

白黒写真 13.6xI9.6 l枚 裏面に解団に際し 99P9494 
ての申合文(ガリ

版刷)あり

白黒写真 12.8X20.2 l枚 99P9495 

白黒写真の 12.7x8.2 l枚 99P9496 
複写(カラ
一写真)

白黒写真の 29.8X21.0 l枚 99P9497 
複写(カラ

一写真)

白黒写真の 12.7x8.9 l枚 99P9498 
複写(カラ
一写真)

白黒写真の 12.7x8.9 l枚 第39・40代議長 99P9499 
複写(カラ (昭和13年11月就

一写真) 任)

白黒写真の 17.8x 12.8 l枚 99P9500 
複写(カラ
一写真)

白黒写真の 12.8xI7.8 l枚 99P9501 
複写(カラ

一写真)
L-
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寄贈賀料 10.高橋清作資料

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

19 写真(シベリア出兵でウ 原資料は大正11 高橋清複写 白黒写真の 12.8x 17.8 l枚 99P9502 
ラジオストックに上陸 年5月5日 複写(カラ
した第8師団司令部一行) 一写真)

20 聖徳記念絵函館壁画集 昭和7年11月3日 明治神宮奉賛 色 刷 台 紙 42.4x34.0 l組 箱入り壁画40枚 99P9503 
乾 発行 dz合zh 貼 と目次等7枚

21 明治大帝遺品集 昭和41年4月l日 聖徳奉賛明治 白黒写真印 35.3x25.0 l組 I険入り 写真16枚 99P9504 
発行 記念会発行 席リ と目次l枚
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寄贈資料 11.宮崎和子資料(長潰家文書)

11.宮崎和子資料(長漬家文書)

〈資料内訳〉歴史資料………H ・H ・...・H ・..15件15点

番号 年月日 時代 差出・作者 宛所 形状 法量 点数 備 考 備品番号

黒田知水書状 年不詳(桃山時代) 知水(花押) 長漬新太郎 切紙 14.5x48.6 l通 米積船用意の件、 99P9505 
11月7日 -伊勢田一 もと折紙裏打・

郎右右衛門 表装切

2 黒田長政黒印状 年不詳(慶長期)4月 長政(黒印) 長潰新太郎 継紙 17.5xI00.5 l通 石の切り立て、す 99P9506 
18日 他6名 りいたの件 もと

折紙、裏打・表装
切

3 黒田長政黒印状 年不詳(慶長期)4月 長政(黒印) 長漬新太郎 折紙 35.4X50.5 l通 角石の調達 99P9507 
20日 -麻生三右

衛門

4 黒団長政書状 年不詳(慶長期)5月 長政(花押) 麻生=右衛 切紙 17.7X52.0 l通 堀尾山城守へ大石 99P9508 
15日 門・長演新 積船をかすこと

太郎・松本 もと折紙、裏打・
主殿 表装切

5 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 之正(花押) 長潰四郎右 竪紙 31.1 X44.9 l通 手の痛み見舞い 99P9509 
前期)10月23日 黒田万千代 衛門

6 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 黒田万千代 長潰四郎右 竪紙 31.3x43.6 l通 「椀つくし」の遣わ 99P9510 
前期)11月19日 衛門 し

7 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 黒田万千代 長潰四郎右 竪紙 29.6x40.6 l通 すすはき後の今晩 99P9511 
前期)12月13日 之正(花押) 衛門 出ること

8 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 黒田万千代 長潰四郎右 竪紙 30.6x41.5 l通 明日訪ねること 99P9512 
前期)1月l日 (花押) 衛門

9 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 黒田万千代 長演四郎右 竪紙 30.5x43.6 l通 「すなのものJ気に 99P9513 
前期)6月15日 (花押) 衛門 入るやの件

10 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 黒田万千代 長演四郎右 竪紙 30.5x44.6 l通 なら茶の振る舞い 99P9514 
前期)6月19日 (花押) 衛門

11 黒田万千代書状 年不詳(江戸時代 黒田万千代 長演四郎右 竪紙 31.2X43.l l通 うこき茶、くこ茶 99P9515 
前期)8月24日 (花押) 衛門 遣わす

12 黒田長奥書状 年不詳(江戸時代 長興(花押) 長演四郎右 折紙 37.3X50.4 l通 万千代機嫌伺いな 99P9516 
前期)1月16日 衛門 ど

13 黒田長奥書状 年不詳(江戸時代 長興(花押) 長漬九郎右 折紙 36.2x50.0 l通 歳暮祝儀の礼 99P9517 
前期)12月26日 衛門

14 売渡申候開証文 文政12年 大淵弥門太 頭取源吉 竪紙 28.1 x45.1 l通 99P9518 
之事

15 紀元二千六百年 昭和15年11月10日 賞勲局 長漬能得 洋紙 29.8x41.9 l通 破損 99P9519 
記念章 印刷
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寄贈資料 12.若松恵比須神社資料 13.光富勝義資料

12.若松恵比須神社資料

〈資料内訳〉民俗資料 信仰・年中行事の用具・…...・H ・-………...・H ・...・ H ・.6件8点

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

縁起物熊手 現代 若松恵比須神社 竹、陶器ほか 92.0X47.5 l点 99P9520 

2 縁起物大判 現代 若松恵比須神社 紙、プラスチックほか 31.5X22.0 l点 99P9521 

3 縁起物桝 現代 若松恵比須神社 竹、陶器ほか 6.5X 17.0x26.6 l点 99P9522 

4 縁起物箕 現代 若松恵比須神社 竹、陶器ほか 16.0 x 39.0 X41.0 l点 99P9523 

5 恵比須大神図 現代 若松恵比須神社 墨刷掛幅装 89.7x29.7 l点 99P9524 

6 鯛土鈴 現代 若松恵比須神社 土 9.0 x 5.0 x 3.6 3点 99P9525 
-9527 

13.光冨勝義資料

〈資料内訳〉歴史資料………………...・H ・....…….6件10点

番号 名 称 時代 作者・由来 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

六十二間阿古陀形星児 室町時代 不詳 鉄、革、布製 鉢局15.5 l頭 党字前立、牛角脇立、 99P9528 
(鉢) 兜植

2 茶糸威胴丸具足小具足付 江戸時代 不詳 鉄、革、布製 胴高35.5 l領 左右龍手、はいたて、 99P9529 
(具足) 面頬、臆当(片方)

旗筒、鎧橿

3 六枚張椎実形突貝児 江戸時代 不詳 鉄、革、布製 鉢高18.5 l頭 矢羽前立、児植 99P9530 

4 紺糸威胴丸具足小具足付 江戸時代 不詳 鉄、革、布製 胴高37.5 l領 左右龍手、はいたて、 99P9531 
左右臆当、旗筒、面、
頬、鎧植

5 定紋入り背旗(黄) 江戸時代 不詳 絹製 偉大) 5枚 久野家、光富家の定紋 99P9532 
55.0X200.5 -9536 
(最小)
15.5X55.0 

6 定紋入り背旗(紺) 江戸時代 不詳 綿製 60.5x60.5 l枚 久野家、光富家の定紋 99P9537 
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寄贈資料 14.藤本健八資料(追加分)

14.藤本健八資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料……………………3件49点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1 (1) ワタナベ瑚排底マッチ 昭和時代 郡憲輔/画 切り絵原画 45.5X61.0 l点 原画18点 99P9538 
図案原画貼付パネル 貼付木軸

パネル

1(2) ワタナベ瑚珠庖マッチ 昭和時代 郡憲輔/匝i 切り絵原画 45.5X61.0 l点 原画18点 99P9539 
図案原画貼付パネル 貼付木軸

パネル

2(1) マッチf十日戎J 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9540 
木マッチ箱 rw 10 JANJ 

2(2) マッチrst.V ALENTINE' 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9541 
SDAYJ 木マッチ箱 rw 14 FEBJ 

2(3) マッチ(水仙) 昭和時代 ワタナベ瑚珠庖 版画 5.5x3.8x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9542 
木マッチ箱 rwatanabe FEBJ 

2(4) マッチ(梅) 昭和時代 ワタナベ瑚珠庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1 (1)に原画あり 99P9543 
木マッチ箱 附'ATANABE FEBJ 

2(5) マッチ「立春大吉j 1962年ヵ ワタナベ瑚排盾 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 1(1)に原画あり 99P9544 
木マッチ箱 色違い rl962J ~9545 

2(6) マッチf緑j 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5x3.8x 1.1 l点 1 (1)に原画あり 99P9546 
木マッチ箱 rwl・7MARJ

2(7) マッチ『春分彼岸J 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9547 
木マッチ箱 rw 21 MARJ 

2(8) マッチ(ワラビ) 昭和時代 ワタナベ瑚珠庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9548 
木マッチ箱 rwatanabe MA町

2(9) マッチfぽけ」 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9549 
木マッチ箱 『ワタナベ MARJ

2(10) マッチ「はかたひな節 昭和時代 ワタナベ瑚排陪 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 1点 I(I)に原画あり 99P9550 
句j 木マッチ箱 rw 3AP則

2(11) マッチ「君が代」 昭和時代 ワタナベ瑚緋陪 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 1(1)に原画あり 色違 99P9551 
木マッチ箱 い rw 29AP町 ~9552 

2(12) マッチ(ツツジ?) 昭和時代 ワタナベ瑚珠庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 I(I)に原画あり 99P9553 
木マッチ箱 rwatanabe AP則

2(13) マッチ(モクレン) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5x3.8x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9554 
木マッチ箱 rwatanabe AP町

2(14) マッチ「八十八夜j 昭和時代 ワタナベ瑚緋底 版画 5.5X3.8X 1.1 2点 I(I)に原画あり 99P9555 
木マッチ箱 rw 2 MAYJ ~9556 

2(15) マッチ「はかたどんた 昭和時代 ワタナベ湖珠庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 I(I)に原画あり 99P9557 
く」 木マッチ箱 rw 3.4 MAYJ ~9558 

2(16) マッチ(?) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5X3.8x 1.1 l点 l但)に原画あり 99P9559 
木マッチ箱 rwatanabe MAYJ 

2(17) マッチ(菖蒲) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5x3.8x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9560 
木マッチ箱 rwatanabe MAYJ 

2(18) マッチ「はかた端午せ 昭和時代 ワタナベ瑚緋庖 版画 5.5X3.8X 1.1 l点 I(I)に原画あり 99P9561 
っく」 木マッチ箱 rw 5 JUNJ 
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寄贈賀料 14.藤本健八資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2(19) マッチ(時計) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(1)に原画あり 99P9562 
木マッチ箱 rw 10川NJ

2(20) マッチ(睡蓮) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 l但)に原画あり 99P9563 
木マッチ箱 rwatanabe 川NJ -9564 

2(21) マッチ(ユリ) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 l但)に原画あり 99P9565 
木マッチ箱 附'atanabeJ

2(22) マッチ「ハカタ山笠J 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5x3.8X 1.1 l点 l但)に原画あり 99P9566 
木マッチ箱 rw ト15JULJ 

2(23) マッチ「花火J 昭和時代 ワタナベ獅珠庖 版画 5.5X3.8X 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9567 
木マッチ箱 rw 21 JULJ 

2(24) マッチ(朝顔) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9568 
木マッチ箱 rwatanabe JULYJ 

2(25) マッチ(ヒマワリ) 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9569 
木マッチ箱 rwatanabe JULYJ 

2(26) マッチfはかた七夕」 昭和時代 ワタナベ瑚緋庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9570 
木マッチ箱 rw 7 AUGJ 

2(27) マッチ『博多のお盆」 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画木マ 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原繭あり 99P9571 
ッチ箱 rw 13-15 AUGJ 

2(28) マッチ「宮崎宮放生会J昭和時代 ワタナベ瑚排唐 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 1(2)に原画あり 色違 99P9572 
木マッチ箱 い rw 12-18 SEPJ -9573 

2(29) マッチf彼岸 中日秋 昭和時代 ワタナベ瑚緋庖 版画 5.5x3.8X 1.1 1点 1(2)に原画あり 99P9574 
分の日j 木マッチ箱 rw 23 SEPJ 

2(30) マッチ「鉄道記念日J 昭和時代 ワタナベ瑚緋底 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 1(2)に原画あり 99P9575 
木マッチ箱 rw 140CTJ -9576 

2(31) マッチ「文化の日J 昭和時代 ワタナベ瑚排底 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9577 
木マッチ箱 rw 3 NOVJ 

2(32) マッチ(手) 昭和時代 ワタナベ瑚排底 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9578 
木マッチ箱 rw 23 NOVJ 

2(33) マッチrMERRYX' 昭和時代 ワタナベ瑚珠庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 1(2)に原画あり 99P9579 
MASJ 木マッチ箱 rw 24DECJ -9580 

2(34) マッチ「よんべうまれ 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 l点 1(2)に原画あり 99P9581 
たおきやがりやLリ 木マッチ箱 rw 31DECJ 

2(35) マッチ(土偶) 1963年ヵ ワタナベ獅排庖 版画 5.5 x 3.8 x 1.1 2点 1 (1)に原画あり 99P9582 
木マッチ箱 附:ATANABE 63J -9583 

2(36) マッチrCAFE 昭和時代 ワタナベ瑚排唐 印刷 5.6x3.6x 1.0 2点 99P9584 
WATANABEJ 紙マッチ箱 -9585 

3 ワタナベ瑚排盾包装紙 昭和時代 ワタナベ瑚排庖 版画 30.3x45.0 l枚 99P9586 
2色摺
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寄贈資料 15.中山冴子資料

15.中山冴子資料

〈資料内訳〉近代資料……………………3件43点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 点数 備 考 備品番号

1(1) 表彰状(教育上 明治17年1月16日 文部省より福岡 印刷墨書 24.3X32.8 I通 1(2)と共に包紙「文部省 99P9587 
勤労不少ニ付二 県中学二等助教 御辞令Jに入る
等賞トシテ目録 諭兼一等書記平
之通付与候事) 井光平あて

1(2) 目録(六国史、 明治17年l月16日 文部省より平井 印 刷 墨 書 24.3x32.8 l通 付筆「平井光平分J貼付 99P9588 
硯箱) 光平あて

2 硯箱 明治時代 不詳 漆塗硯石 25.0x21.0 l点 桐箱「弐等賞輿晶硯 99P9589 
は大理石 x5.0 箱文部省j入り

3 六国史 3(1)-3(6)は木製本箱
入り一括

3(1) 日本書紀 明治16年8月出版 参考出版人岸 木 版 書 冊 18.5X 12.5 6冊 峡「本朝六国史 日本 99P9590 
田吟香外2名 書紀 初峡J入り 30 -9595 

巻6冊

3(2) 続日本紀 明治16年7月出版 参考出版人岸 木 版 書 冊 18.5X 12.5 10冊 秩「本朝六国史続日本 99P9596 
田吟香外2名 紀二帳J入り 40巻 -9605 

10冊

3(3) 日本後紀 明治16年4月出版 参考出版人岸 木 版 書 冊 18.5X 12.5 4冊 3(4)と共にl扶「本朝六国 99P9606 
田吟香外2名 史日本後紀文徳実 -9609 

録三峡j入り 10巻4
冊

3(4) 文徳実録 明治16年4月出版 参考出版人岸 木 版 書 冊 18.5X 12.5 4冊 峡「本朝六国史日本後 99P9610 
田吟香外2名 紀文徳実録三峡」 -9613 

入り 10巻4冊

3(5) 続日本後紀 明治16年5月出版 参考出版人岸 木 版 書 冊 18.5X 12.5 6冊 軟「本朝六国史続日本 99P9614 
閏吟香外2名 後紀四I険J入り 20 -9619 

巻6冊

3(6) 三代実録 明治16年6月出版 参考出版人岸 木 版 書 冊 18.5X 12.5 10冊 軟「本朝六国史=代実 99P9620 
田吟香外2名 録五峡J入り 50巻 -9629 

10冊
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寄贈貿料 16.野坂恵一資料 17.重松一資料(追加分) 18.太田熊雄資料

16.野坂恵一資料

〈資料内訳〉民俗資料生産の用具…...・H ・..…………3件5点

番号 名称 時代 使用地 品質・形状 法量 員数

足半 平成10年 福岡市西区 藁製 長16.0 l足
製作 今宿上の原 幅8.5

2 牛の沓 平成10年 福岡市西区 藁製 長11.0 l足
製作 今宿上の原 幅9.0

紐長30.5

3 ジンドウ縄 平成10年 福岡市西区 藁製 全長510.0 l点
製作 今宿上の原 径4.3

17.重松一資料(追加分)

〈資料内訳〉戦時資料……………………………..3件3点

備 考

博多へ下肥汲みに行く時に使用 ジャ
リ道でよくやぶれ2足くらL、必要とされ
た腫側が柔らかく作られている

馬鍬やモッタテ鋤と牛をつなぐ縄農
作業の途中で切れると山に入り葛で代
用した 戦後はシュロ縄やロープに変
わった片側1.5尋の長さに綱う

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

伝単f号外J 昭和時代 連合国軍 印刷 白黒写真印刷 11.4X 17.0 l枚

2 伝単「戦友に寄する書j 昭和時代 英国軍ヵ 印刷 24.1 x 15.5 l枚

3 伝単 昭和時代 作者不詳 印刷 16.6 x 11.6 l枚

18.太田熊雄資料

〈資料内訳〉民陶...・H ・..………………...・H ・..2件2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

飴紬青流手熔 昭和27年 太田熊雄 陶製 径28.5 高29.5 l点 底に「旧蔵者田川郡川崎町宮
永医院j

『太田熊雄窯三代の炎展.1 (1993 
年6月22日)所収

2 飴糊白打掛雲助 昭和63年 太田熊雄 陶製 径29.0 高30.3 l点 底面刻書「熊七六才之夏」
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備品番号

99P9630 
-9631 

99P9632 
-9633 

99P9634 

備品番号

99P9635 

99P9636 

99P9637 

備品番号

99P9638 

99P9639 



寄贈資料 19.中川三治郎資料 20.加野かをり資料(追加分) 21.永島武晴太資料 22.アンドルー・マスキ資料(追加分)

19.中川三治郎資料

〈資料内訳〉近代資料………………………………2件2点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

陸軍特別大演習記念写真帳 明治44年 福岡県 印刷書冊 22.0x30.0 l冊
11月10日
発行

2 ロケット燃料容器 昭和前期 日本軍 陶製金属製留め具っき 径28.5 高43.0 l点 蓋は欠

20.加野かをり資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料生活の用具………………………....・H ・.2件2点

名称

1 I小物入れ

時代

明治時代

品質・形状

木製漆塗

竹製

法 量

15.2x 15.1 x 18.8 

備考

祖母モト氏が使用

2 I懐紙入れ 明治時代 11.4X19.0 

21.永島武禰太資料

〈資料内訳〉美術資料……...・H ・..…………………2件2点

名称 | 時代

1 I木造知来像残欠 |平安時代

2 I木造聖観音立像 |室町時代ヵ

品質・形状| 法量

木造漆箔 |総高51.5

木造彩色 像高44.7

22.アンドルー・マスキ資料(追加分)

〈資料内訳〉考古資料….....・ H ・-…...・ H ・-…H ・H ・...1件193点

名称 品質・形状

1 I陶磁器、窯道具他 陶器、磁器

-289-

備考

福岡県指定有形文化財

備 考

トチンやサヤ等の窯道具をふくむ

備品番号

99P9640 

99P9641 



寄贈質料 23.今冨憲明資料 24.石津司資料(追加分) 25.石橋勝蔵資料(追加分) 26.加藤利枝資料

23.今冨憲明資料

〈資料内訳〉考古資料...・ H ・H ・H ・..…...・ H ・..………l件3点

名称

1 I平瓶、磁器碗

24.石津司資料(追加分)

〈資料内訳〉考古資料...・ H ・H ・H ・..………...・ H ・..…l件l点

名称 品質・形状

1 I軒丸瓦

25.石橋勝蔵資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料生産の用具...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…………l件l点

名称

1 I鋸の目立て台

26.加藤利枝資料

〈資料内訳〉美術資料・ H ・H ・..…...・ H ・..…....・ H ・-…1件1点

名称

1 I百万塔
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備

出土地不詳

備

考

考

三巴文安楽平城世採集

備 考

(墨書)昭和十一年二月十六日/博多大
漬四丁目十番地/石橋貞次郎/六十三才

備 考

「明治四十一年法隆寺Jと朱印の押され
た陀羅尼経を納入



寄贈資料 27.城戸隆男資料 28.波多江五朗資料 29.早見晴夫資料 30.原田嘉平資料(追加分)

27.城戸隆男資料

〈資料内訳〉民俗資料生産の用具…...・ H ・..……....・ H ・..……..1件1点

作者 品質・形状 法量

ヰセキ |台車上に籾摺|長445.0 幅109.0
(籾掴り機部分)Iり機 |高203.0

28.波多江五朗資料

〈資料内訳〉民俗資料人の一生の用具…...・H ・....・H ・.....・H ・....・H ・.1件l点

名称

1 I御祝儀帳

29.早見晴夫資料

品質・形状

紙、墨書

〈資料内訳〉近代資料...・H ・-・………………………l件1点

名 称

1 I写真集『日本選景』

時代

昭和12年ヵ

30.原田嘉平資料(追加分)

〈資料内訳〉美術資料…...・H ・..……………………l件l点

名称

1 I博多人形「挙(の問るJ

品質・形状

印 刷 書 冊

品質・形状
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備

法量

30.7X45.5 

考

備 考



寄贈資料 31.森本佳津子資料

31.森本佳津子資料

〈資料内訳〉民俗資料信仰・年中行事の用具…・…………...・H ・....・ H ・..…l件l点

名称

1 I飾り熊手

品質・形状 法量

竹、陶器ほか II07.2X74.3 
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備 考

節分祭に頒布されたもの



<寄託資 料>





寄託資料 l.瀧光徳寺資料

1.瀧光徳寺資料

〈資料内訳〉美術資料…………………...・H ・..……3件3点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

木造日蓮上人坐像 天保12年 宮嶋定覚 木造玉限彩色 像高101.5 l躯 (首底墨劃「紀詔/若山鈴丸丁/ 9901 
大例師宮嶋龍慶/三男定賢作之
也/三十二才J(台座裏墨書)r若山
住人宮嶋龍慶三男定覚作之/天
保十二辛丑歳五月吉祥日大例師
紀弱若山J

2 木造弁才天坐像 天保14年 宮嶋定覚 木造玉眼彩色 像高89.8 l躯 (台座裏墨書)r天保十四年/宮嶋 9902 
定費/作J

3 木造弘法大師坐像 大正2年 高田又四郎 木造彩色 像高83.2 l躯 (胎内墨書)r維時大正弐年五月吉 9903 
辰/筑前福岡市福岡呉服町住/
大併工高閏又四郎/良慶居士/
六十七才J(像底墨書)r下演口町住
人/吉永定吉/併拝致居候」
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<購入資料>





I 一括資料

1.能面コレクション

〈資料内訳>1 能面…H ・H ・-…...・H ・-…H ・H ・...145件145点

1 能面

番号 名称 時代 作者 法量 員数

翁 室町時代 面長19.0 面幅16.5 l面
面奥8.7

2 翁 不詳 面長20.2 面幅15.7 l面
面奥8.1

3 小尉 不詳 面長20.1 面帽15.7 l面
面奥8.8

4 望書小尉 江戸時代 面長19.8 面幅15.2 l面
面奥9.4

5 木賊尉 桃山時代 面長21.2面幅15.8 l面
面奥9.3

6 朝倉尉 室町~桃山 面長20.5 面幅15.1 l面
時代 面奥8.6

7 朝倉尉 江戸時代 面長20.3 面幅14.8 l面
面奥8.6

8 =光尉 江戸時代 出目洞水満 面長19.8 面幅15.6 l面
見 面奥9.4

9 三光尉 江戸時代 出目洞水満 面長20.8 面幅15.1 l面
毘ヵ 面奥9.1

10 三光尉 江戸時代 出目友関満 面長20.8 面幅15.7 l面
庸ヵ 面奥9.6

11 笑尉 江戸時代 面長20.5 面幅15.4 l面
商奥10.1

12 笑尉 不詳 面長20.3 面幅15.2 l商
面奥8.6

13 雛尉 不詳 面長22.0 面幅17.6 l面
面奥9.2

14 舞尉 江戸時代 出目元休満 面長20.1 面幅14.7 l面
真ヵ 面奥9.1

15 石王尉 江戸時代 面長21.5面幅15.0 l面
面奥9.2

16 鼻癌悪尉 室町~桃山 面長20.8 面幅16.5 l面
時代 面奥10.1
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購入資料 1.能面コレクション

2 狂言面...・H ・..…………… 24件 24点

〈総計> 169件169点

※備考側の数字(例:129)は整理番号を示す

付属物 備 考 備品番号

面袋 面袋:付札墨書「日光/翁J 箱蓋: 9981 
面当て 墨書「能翁J 129 

面袋 面裏:貼紙墨書『福来作J 面袋:付 9982 
札墨書f福来/翁J 110 

面袋 付筆:r小尉n出目友水J 139 9983 

面袋 面裏:金泥「智髭小尉J朱漆r(花押)J 9984 
貼紙墨書「久J 面袋:付札墨書「満
永/費小尉J 86 

面袋 面裏:金泥f木賊尉」貼紙墨書「木賊 9985 
尉nタンノマツマ/口生形」 面
袋:付札墨書「三光坊/翁J 57 

面袋 面裏:朱漆「三号J 面袋:付札墨書 9986 
面当て 「小牛/朝倉尉J 107 

面袋 面袋:付札墨書『寿満朝倉尉J87 9987 

面袋 面裏朱漆「只固持之J印「出目満毘J9988 
面袋:付札墨書「満永/三光尉J64 

面袋 面裏:金泥f髭三光尉j 面袋:付札 9989 
面当て 墨書「桐水黒田家伝来/三光尉j

97 

面袋 面裏:印「天下一友閑J 136 99810 

面袋 面袋:付札墨書「笑尉J 69 99811 

面袋 面袋:付札墨書「千種/山姥J 133 99812 
面当て

面袋 面裏:貼紙墨書「福来浅井j朱書 99813 
「第六号シワ尉J印刷札r(美)乙第七
六競J 面袋:付札墨書『福来黒田
家伝来/雛尉J 116 

面袋 面裏:朱書「舞尉J印「出目満真J 99814 
140 

面袋 面裏:金泥f石王尉J貼紙墨書「天下 99815 
面当て 一洞白J 面当:刺繍「石王尉j 面

袋:付札墨書「綱白 石王尉J 106 

面袋 付筆:墨書「福来作Jrハナコブ悪尉j 99816 
面当て 面袋:付札墨書「福来/鼻癒悪尉j

123 



晴入資料 1.能面コレクション

番号 名称 時代 作者 法量 員数 付属物 備 考 備品番号

17 鼻癌悪尉 江戸時代 面長21.1 面幅17.0 l面 面袋 面袋:付札墨書「古源助/鼻痛悪尉J 99817 
面奥10.5 面当て 121 

18 鷲鼻悪尉 江戸時代 児玉近江満 面長21.2面幅16.5 l面 面袋 面裏:印『天下一近江』 面袋:付札 99818 
国 面奥10.6 墨書『天下一近江/鷲鼻悪尉J 128 

19 著荷悪尉 桃山時代 面長20.6 面幅15.9 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「十八(朱書)/悪尉 99819 
面奥10.1 面当て 白/宝来/安達(朱文方印)J 面袋:

付札墨書「宝来黒田家伝来著荷
悪尉J 101 

20 著荷悪尉 江戸時代 出目二郎左 面長19.7 面幅15.9 l面 面袋 面袋:付札墨書「三光坊/著荷悪尉j 99820 
衛門満照 面奥8.9 面当て 面当て:墨書f泥眼j朱書「近江女J

91 

21 大擢見 江戸時代 宮田筑後 面長22.5 面幅17.5 l面 面袋 面裏:印「宮田筑後J 141 99821 
面奥11.3

22 大癌見 不詳 面長22.5 面幅17.2 l面 面袋 面袋:付札墨書「大遍し見J 120 99822 
面奥11.2 面当て

23 小嬉見 室町~桃山 面長19.8 面幅15.3 l面 面袋 面袋:付札墨書「三光坊J墨書『古遍 99823 
時代 面奥8.8 しみJ(表) 墨書「こへしみJ(裏) 84 

24 小癌見 江戸時代 面長20.7 面幅16.1 l面 面袋 面裏:印「出目J 142 99824 
面奥9.2

25 小嬉見 不詳 面長20.3 面幅16.3 l面 面袋 137 99825 
面奥9.5

26 小癌見 不詳 面長20.6 面幅15.9 l面 面袋 面袋:墨書「こべしミJ 145 99826 
面奥10.1

27 癌見 不詳 面長21.5面幅16.3 l面 面袋 61 99827 
面奥10.4

28 黒癌見 江戸時代 面長20.4 面幅17.1 l面 面袋 面裏:緑漆「寄J 面袋:付札墨書 99828 
面奥10.3 「満照黒田家伝来/黒癌見J 112 

29 長霊癌見 江戸時代 出目洞白満 面長20.6 面幅16.1 l面 面袋 面裏:朱漆「享保十四乙百七月調/ 99829 
喬ヵ 面奥9.8 面当て 長霊べし見(花押)/出目澗白J 面

袋:付札刺繍『長霊べしみ桐白J
99 

30 長霊嬉見 江戸時代 児玉近江満 面長21.9面幅16.5 l面 面袋 面裏:金泥(花押)印f天下一近江J 99830 
昌 面奥9.5 面袋:付札墨書「天下一近江/長霊

癌見J 50 

31 癌見悪尉 江戸時代 児玉近江満 面長21.4面幅17.4 l面 面袋 面袋:付札墨書「児玉近江/嬉見悪 99831 
昌ヵ 面奥10.0 尉J 73 

32 悪尉嬉見 桃山~江戸 面長21.6面幅16.8 l面 面袋 面裏:印「古練J 面袋:付札墨書 99832 
時代 面奥9.9 面当て 「古練/悪尉べしみJ 70 

33 鼻高癒見 不詳 面長20.8 面幅18.0 l面 面袋 面袋:付札墨書「角之坊/鼻高べし 99833 
商奥17.8 みJ 79 

34 大飛出 江戸時代 面長20.8 画幅15.7 l面 面袋 面裏:朱漆f井関/大とびて/備中 99834 
面奥9.9 守J 面袋:付札「第廿一号(朱書)/

大飛出(墨書) 鈴木(朱書)J 98 

35 大飛出 江戸時代 出目洞白満 面長20.6 面幅15.1 l面 面袋 面裏:印f出目洞白J 面袋:付札 99835 
喬 面奥9.9 「桐白/大飛出J 89 
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36 小飛出 江戸時代 出目友水庸 面長19.9 面幅14.1 l面 面袋 面裏:朱漆「小飛出J印「出目康久J 99836 
久 面奥8.4 面袋:墨書「毘沙門」括付札墨書

「狂/毘沙門n狂十三」 134 

37 小飛出 江戸時代 出目綱白満 面長19.9 面幅14.3 11商 面袋 面裏:朱漆「五十一号n小飛出j印 99837 
喬 面奥8.4 f出目洞白J 面袋:付札「調白/小

飛出J 55 

38 牙飛出 不詳 面長20.2 面幅13.8 l面 面袋 面裏:朱漆「只円所持J 面袋:付札 99838 
面奥8.4 面当て 「満志/泥飛出J 94 

39 牙飛出 江戸時代 面長19.4 面幅14.2 l面 面袋 面裏:朱漆f若狭作J 面袋:付札墨 99839 
面奥8.7 面当て 書:r若狭/小飛出J 76 

40 釣眼 室町時代 井関上総介 面長21.0面幅15.1 l面 面袋 面裏:印「天下一越前j朱漆「事保廿 99840 
親信ヵ 面奥9.4 面当て 乙卯壬三月/伏見調Jr釣眼」 面

当:墨書「享保廿乙卯壬三月伏見
調/釣眼親近江作J 面袋:付札
墨書「釣満那古J 81 

41 釣眼 桃山時代 出目是閑吉 面長20.5 面幅14.9 l面 面袋 面裏:朱漆「只円分」印「天下一是閑J99841 
満 面奥8.8 面袋:付札墨書「天下一是閑/釣眼J

78 

42 釣眼 江戸時代 児玉近江満 面長20.3 面幅15.3 l面 面袋 面裏:朱漆「享保十巳春nつり眼J 99842 
昌 面奥9.2 『ふしみニテ/と hのへj印「天下一

近江J 面袋:付札墨書f天下一近江
黒田家伝来/釣眼J 113 

43 黒費 室町時代 井関上総介 面長20.5 面幅14.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「井関親信/黒髭J 99843 
親信ヵ 面奥8.7 面当て 117 

44 黒讃 江戸時代 面長20.0 面幅14.2 l面 面袋 面裏:朱漆「口(Qの中にー)J墨書 99844 
面奥8.9 f黒口J 72 

45 黒讃 不詳 面長20.4 面幅14.8 l面 面袋 面裏:付札「井関親信/黒髪J 58 99845 
面奥9.7

46 軍 室町~桃山 面長22.5 面幅16.6 l面 面袋 面裏:朱漆「出目寿満(花押)Jr輩/ 99846 
時代 面奥9.9 出目是閑/作J 51 

47 箪 江戸時代 出目洞白満 面長21.0面幅15.9 l面 面袋 面裏:朱漆「只圏分J 面袋:付札 99847 
喬ヵ 面奥8.8 面当て f綱白/鐸J 108 

48 翠 江戸時代 面長20.5 面幅16.5 l面 面袋 面裏:印f出目J貼紙墨書「志かミJ 99848 
面奥8.9 面袋:付札「元休/鐘J 88 

49 獅子口 江戸時代 出目元休満 面長21.5面幅17.6 l面 面袋 面裏:印「出目満茂J 62 99849 
茂 面奥10.8

50 小獅子 江戸時代 出目二郎左 面長21.7 面幅15.8 i面 面袋 面裏:金泥「満照(花押)J 面袋:付 99850 
衛門満照ヵ 面奥10.5 札墨書「満照/小獅子J 92 

51 野干 不詳 面長21.5面幅15.5 l面 面袋 面裏:金泥「野千赤鶴作」 面袋:付 99851 
面奥10.0 札墨書「赤鶴/野干J 80 

52 天神 江戸時代 児玉近江満 面長20.6 面幅15.7 l面 面袋 面裏:墨書「天下一J 面袋:付札墨 99852 
昌ヵ 面奥8.5 書「児玉近江/天神J 119 

53 小天神 江戸時代 出目洞水滴 面長20.9 面幅15.9 l面 面袋 面裏:印「出目満毘J 面袋:付札 99853 
毘 面奥8.1 「出目桐水/天神J 124 

54 不動 不詳 面長22.3 面幅17.0 l面 面袋 面裏:印「古練J 75 99854 
面奥9.8
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55 中将 不詳 面長19.8 面幅13.7 l面 面袋 面袋:付札墨書「上天下一友閑/ 99B55 
面奥6.9 十六中将J138 

56 中将 江戸時代 児玉近江満 面長21.1 面幅13.6 l面 面袋 面裏:印f児玉近江j 面袋:刺繍 99B56 
昌 面奥8.2 『中将J125 

57 今若 江戸時代 児玉近江満 面長20.8 面幅14.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「天下一近江/今若j 99B57 
昌ヵ 面奥7.9 53 

58 今若 江戸時代 出目友水庸 商長19.6 面幅14.2 l面 面袋 面裏:印「出目口口J貼紙墨書「友水J99B58 
久 面奥9.3 面当て 面当て:墨書『平太是閑作J面

袋:墨書「中将J59 

59 平太 江戸時代 児玉近江満 面長20.3 函幅14.5 l面 面袋 面裏:印「児玉近江J面袋:付札刺 99B59 
昌 面奥7.4 繍『平太J 109 

60 平太 江戸時代 出目綱白満 面長20.8 面幅14.4 l面 面袋 60 99B60 
喬 面奥8.2 面当て

61 源氏 江戸時代 出目友閑満 面長21.1 面幅13.8 l面 面袋 面裏:印「天下一友閑J朱漆『能静(花 99B61 
庸 面奥7.7 押)J 面袋:付札墨書『中将J56 

62 童子 江戸時代 児玉近江満 面長20.3 面幅13.9 l面 面袋 付筆:墨書「ヤナギサン童子H近 99B62 
昌ヵ 面奥7.2 江作J52 

63 童子 江戸時代 面長20.9 面幅13.7 l面 面袋 面裏:朱漆「童子二代目/出目元 99B63 
面奥7.2 面当て 休J65 

64 慈童 不詳 面長20.5 面幅14.3 l面 面袋 面袋:墨書「新狸々J95 99B64 
面奥7.7 面当て

65 喝食 室町~桃山 面長19.5 面幅13.8 l面 面袋 面裏:金泥「龍右衛門作H満猶(花 99B65 
時代 面奥7.3 押)J朱漆f口H口(花押)J 面袋:付

札墨書「喝食」 115 

66 喝食 江戸時代 井聞大宮大 面長20.6 面幅13.8 l面 面袋 面裏:印「天下一大和J71 99B66 
和真盛 面奥6.8

67 喝食 不詳 面長22.1 面幅14.4 l面 面袋 17 99B67 
面奥7.2

68 狸々 江戸時代 面長20.3 面幅13.8 l面 面袋 面裏朱漆『只円所持J面袋:付札 99B68 
面奥7.1 墨書「狸々J96 

69 握々 江戸時代 児玉近江満 面長20.5 面幅13.6 l面 面袋 面裏:金泥f児玉近江打H満猶(花 99B69 
昌ヵ 面奥7.0 押)J印「天下一近江J面袋:付札墨

書「児玉近江/狸狸J127 

70 弱法師 江戸時代 面長19.9 面幅14.2 l面 面袋 面裏:金泥「水戸中納言綱口/家辰 99B70 
面奥7.1 右衛門写/甲斐侍従/(花押)J貼紙

墨書『弱法師/辰右衛門写/甲斐侍
従作j 面袋:付札墨書「甲斐侍従/
弱法師」 100 

71 蝉丸 江戸時代 児玉近江満 面長18.0 面幅13.2 l面 面袋 面裏:貼紙墨書 f能具/一三OJ印 99B71 
昌 面奥6.7 『児玉近江J面袋:付札墨書『児玉

近江/蝉丸J82 

72 蝉丸 江戸時代 面長20.8 面幅14.3 l面 面袋 面裳:金泥「忠政作篤」 面袋:付 99B72 
面奥7.2 札墨書「古キ/蝉丸J77

73 景清 江戸時代 出目洞白満 面長20.2 面幅16.1 l面 面袋 面裏:朱漆『只画所持JrOJ印f天下 99B73 
喬 面奥9.6 面当て 一満喬J蘭袋:付札墨書『綱白景

清J102 
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74 I景清

時代

江戸時代

作者 法量 員数|付属物 備考 備品番号

99874 

'
k
d
 

守

i
n
D
 

n同
U

Q
u
 

nHU 
F
O
 

男郡部/
 

満能書墨木・付袋面

袋

袋
面

面
画

面

n

h

u

n

也

氏
u

q

d

幅

幅
画

面

q

U

4

4

 

n弘
5

n
い

7

nノ
u
n
H
u
n〆
“
司
，
，

長

奥

長

奥

面

面

画

面

満江近玉児

島

代時戸江男都郡
F
円

u
勾，
a

面裏:印「児玉近江J 54 

nhu

弓，，

弓
，
.
勾
，
e

n

D

n

D

 

n

H

U

Q

u

 

n

u

υ

n

u

u

 

墨

墨

'

E

U

E

E

U

 

ふ
ル
1

ふ
か
1

付

付

袋

袋
面

面

1

真

白

J

満

桐

月

間口

q
u

開
口
口
u

出
6

出
三

印

恥

印

白

協

調

裏

f

裏
「

面

書

面

書

袋

袋
面

面

面

面

F

h

u

n

u

 

a

q

p

h

u

 

幅

幅
面

面

向〆
M

'

E

A

・4
斗
a

nHU

・
，
EA

内〆“

n
H
u
n
J
u
n
n
u

長

奥

長

奥

面

面

面

面

満

満

休

白
元

洞
目

カ

目

出

真

出

喬

代

代

時

時

戸

一

戸

江

江
男

月
勝

目

郁

三

nhu

巧
，

a

守
，
・
勾
，
a

78 1怪士

79 1怪土

80 1怪士

81 1怪士

82 1小鷹

83 1神体

84 1頼政

85 1真角

86 1真角

87 1真角
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面奥9.9 面当て|打/出限元休J 132 

桃山時代 |出目是閑吉|面長20.8 面幅14.2I 1面|面袋 |面裏:印「天下一是閑J 面袋:刺繍 199884
満 |面奥8.8 1 r頼政J 74 

不詳

室町時代 |井関上総介|面長20.1 面幅14.21 1面|面袋 |付筆:墨書「真角 親信作J 83 
親信 |面奥8.6

江戸時代 |出目友閑満|面長20.6 面幅14.8I 1面|面袋 |面裏:朱漆I只闘所持n真角J印[天 199886
庸 |面奥8.6 下一友閑J 面袋:付札墨書f友閑/
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面長20.7 面幅13.3I 1面|面袋 |面袋:付札墨書「寿満/真角J 122 199888 
面奥8.3

面長20.4 面幅14.81 1面|面袋 |面裏:貼紙墨書 r~ リ「宝口/元休作J 199889 
面奥8.3 金泥「増髪男」 面袋:付札墨書f元

休/増髪男J 118 

面長19.5 面幅14.71 1面|面袋 |面裏:貼紙朱書「三十日号口男」貼 199890 
面奥8.3 面当て|紙墨書「三拾」朱文円印『口口J朱漆

f口十二/口セ男n口口口j 面当
て:墨書I痩男j 面袋:付札墨書
「河内家重/痩男J 93 

91 1蛙 |江戸時代 |児玉近江満|面長19.6 画幅14.71 1面|面袋 |面裏:朱漆「加わつj印『天下一近江J199891 
昌 |面奥8.9 面当て|面袋:刺繍「蛙J 126 

88 1真角 江戸時代

89 1十寸髪男|桃山時代

90 1痩男 江戸時代

92 1蛙 |江戸時代 |出目洞白満|面長19.8 面幅15.2I 1面|面袋 |面袋:付札墨書『角之坊/蛙J 90 199892 
喬ヵ |面奥8.8 面当て
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騎入資料 1.能面コレクション

番号 名称 時代 作者 法量 員数 付属物 備 考 備品番号

93 小面 室町~桃山 面長21.6面幅13.7 l面 面袋 面裏:金泥f若狭打J印『天下一若狭J99893 
時代 面奥7.0 面袋:付札「天下一/若狭J 8 

94 小面 江戸時代 出目綱白満 面長21.2面幅13.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「小面J 38 99894 
喬ヵ 面奥6.6

95 小面 江戸時代 面長20.8 面幅13.3 l面 面袋 面袋:付札墨書「井関親信/小面j 99895 
面奥7.0 面当て 2 

96 小面 江戸時代 面長21.3面幅13.8 l面 面袋 7 99896 
面奥7.4

97 小面 江戸時代 面長21.2面幅13.8 l面 面袋 面裏:朱漆「少表H口(口のなかに 99897 
面奥6.9 中)J 札:墨書「小面/古元休f満

永JJ 18 

98 小面 不詳 面長21.5面幅13.6 l面 面袋 面裏:印『口口口J 12 99898 
面奥7.3

99 小面ヵ 江戸時代 面長21.7面幅14.3 l面 面袋 面袋:付札墨書「井関備中/近江女J 99899 
面奥7.8 144 

100 女面 不詳 面長20.7 面幅12.2 l面 面袋 面袋:付札墨書『小面J 5 998100 
面奥6.7

101 若女 江戸時代 面長21.1 面幅13.6 l面 面袋 面裏:金泥「出眼/寿満」 面袋:付 998101 
面奥7.0 札「友水黒田家伝来/若女J 26 

102 若女 江戸時代 面長20.8 画幅13.3 l面 面袋 面袋:付札「春若/若女」 11 998102 
面奥7.0

103 孫次郎 江戸時代 出目洞水滴 面長21.1 面幅13.6 l面 面袋 面袋:付札『出目洞水/孫次郎J27 998103 
毘ヵ 面奥6.8

104 孫次郎 江戸時代 面長21.2面幅14.0 l面 面袋 面裏:印「口J 28 998104 
面奥6.6 面当て

105 増女 不詳 面長21.3面幅13.6 l面 面袋 面袋:付札墨書『増女J 3 998105 
面奥6.9

106 近江女 江戸時代 井関河内大 面長20.5 面幅13.8 l面 面袋 面表:胡粉剥落部分墨書「武州江戸 998106 
擦家重 面奥6.7 面当て 大納言様より観世家のあふみの女の

うつし仰付られ候間 J 面袋:付札
墨書f河内家重/近江女J 6 

107 近江女 江戸時代 面長21.8面幅13.4 1i面 面袋 面裏:朱漆rx/近江女」 面袋:付 998107 I 
面奥7.0 面当て 札墨書「河内/近江女J 46 

108 十寸髪 江戸時代 出目洞白満 面長21.3面幅14.0 l面 面袋 面裏:朱漆「廿五号H増髪j 面袋: 998108 
喬ヵ 面奥7.2 面当て 付札「九条家伝来/増髪(墨書) 秘

(朱書)J 25 

109 十寸髪 江戸時代 面長21.0面幅14.3 l面 面袋 43 998109 
面奥7.4

110 十寸髪 不詳 面長21.2面幅13.6 l面 面袋 面袋:付札墨書「井関備中嫁/十寸 998110 
面奥7.2 面当て 神J 47 

111 深井 室町~桃山 面長20.8 面幅14.1 l面 面袋 面裏:朱漆f口(三角の中に・ )J 面 998111 
時代 面奥7.9 袋:付札墨書「井関親信/深井J14 

112 深井 江戸時代 井関河内大 面長20.5 面幅13.5 l面 面袋 面表:墨書「井関河内大橡源家重j 998112 
捺家重 面奥7.5 f武州江戸にて正保四年八月吉日」

朱漆「十三フカイJ 面袋:付札墨
書I河内家重/深井J 9 
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購入質料 1.能面コレクション

番号 名称 時代 作者 法量 員数 付属物 備 考 備品番号

113 深井 江戸時代 面長20.5 面幅13.7 l面 面袋 面当:墨書「九条家伝来/深井是 99B113 
面奥7.4 面当て 閑作j 面袋:付札「是閑/深井J

13 

114 深井 不詳 面長20.7 面幅13.4 l面 面袋 面裏:印「天下一若狭守J 面袋:付 99B114 
面奥7.7 札墨書f満永/僧髪J 21 

115 深井 不詳 面長20.8 面幅14.1 l面 面袋 面裏:墨書「三光坊作J23 99B115 
面奥7.0

116 深井 江戸時代 出目友水庸 面長21.2 面幅13.6 l面 面袋 面裏:印「出目友水J 面当て:朱書 99B116 
久 面奥7.0 「第廿三号H調自作H鈴木J42 

117 曲見 室町~桃山 面長21.5 面幅14.0 l面 面袋 面裏:貼紙墨書f親信作J 面袋:付 99B117 
時代 面奥7.5 面当て 札「井関親信/曲見J37 

118 曲見 江戸時代 出目洞白満 面長21.2 面幅14.2 l面 面袋 面裏:金泥f口寿山盈親(花押)H浦 99B118 
喬 面奥7.3 面当て 上家より送之」朱漆「只円分」印f出

目洞白」 面袋:付札墨書「調自 由
見」 箱蓋:墨書[曲見J 130 

119 曲見 江戸時代 児玉近江満 面長21.2 面幅14.2 l面 面袋 面裏:印「天下一近江j 面袋:付札 99B119 
昌ヵ 面奥7.2 面当て 墨書『児玉近江/曲見J 10 

120 曲見 江戸時代 面長20.4 面幅13.6 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「曲見J 面袋:付札 99B120 
面奥6.8 墨書「寿満/曲見J44 

121 曲見 江戸時代 面長20.6 面幅13.9 l面 面袋 面裏:墨書「満茂曲見J 蘭袋:付 99B121 
面奥7.5 面当て 札墨書「春若/毘沙門J 135 

122 曲見 不詳 面長21.0 面幅14.4 I面 面袋 面裏:朱漆「三十六J 面袋:付札墨 99B122 
面奥7.6 書「深井J

123 姥 室町~桃山 面長20.0 面幅13.2 l面 面袋 66 99B123 
時代 面奥8.3

124 姥 江戸時代 出目綱水満 面長21.3 面幅14.3 l面 面袋 面裏:印「出目満毘」朱漆「只固所持J99B124 
毘 面奥7.4 面袋:付札『洞水黒田家伝来/姥J

39 

125 山姥 桃山時代 出目是閑吉 面長21.4 面帽14.7 l面 面袋 面裏:印「天下一是閑J 面袋:付札 99B125 
満 面奥8.7 「山姥J 15 

126 山姥 江戸時代 出目友水庸 面長20.5 面幅14.3 l面 面袋 面裏:貼紙rp.1704 友水J 面袋: 99B126 
久 面奥7.7 付札墨書『出目友水/山姥J 19 

127 山姥 江戸時代 元利栄満 面長21.1 面幅14.2 l面 面袋 面裏:朱漆「山姥Jr栄満」印「出目栄 99B127 I 
面奥8.5 面当て 満J 面当て:墨書「山うはJ 面

袋:付札墨書I栄満/山姥J 20 

128 山姥 江戸時代 面長20.8 面幅13.8 l面 面袋 面裏:貼紙「五十九号J貼紙f二OJ 99B128 
面奥7.9 面袋:墨書f出目満志山姥J 24 

129 泥娘 江戸時代 面長21.3 面幅13.5 l面 面袋 面当:墨書I泥眼J 面袋:墨書「泥 99B129 
面奥6.5 面当て 眼J41 

130 泥眼 江戸時代 面長20.6 面幅13.5 l面 面袋 面裏:金泥「出目桐自作」 面袋:付 99B130 
商奥7.0 札墨書『泥眼出版綱白J40 

131 痩女 不詳 面長20.2 面幅14.4 l面 面袋 面裏:朱漆「十九ヤセ女廿四号J 99B131 
面奥7.8 面当て 面当て:朱書f第廿四号H鈴木j 面

袋:付札『第廿四号(朱書) 痩女(墨
書) 日氷室忠作秘(朱書)J 4 
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番号 名称 時代 作者 法量 員数 付属物 備 考 備品番号

132 痩女 江戸時代 面長20.8 面幅14.6 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「四十四号 レイ女J 998132 
面奥7.7 面当て 「三十五j 商袋:付札墨書「洞水/

痩女J 36 

133 生成 室町~桃山 面長21.7 面幅13.8 l面 面袋 面袋:付札墨書「甫閑/生成J 48 998133 
時代 面奥7.9

134 生成 江戸時代 面長21.9面幅15.6 l面 面袋 面袋:付札墨書「洞水黒田家伝 998134 
面廃8.7 面当て 来/生成J 16 

135 生成 江戸時代 面長21.8面幅14.9 l面 面袋 面裏:朱漆「満永(花押)J 商袋:付 998135 
面奥8.3 面当て 札墨書「古元休/生成J 22 

136 般若 江戸時代 出目澗白満 面長25.0 面幅17.2 l面 面袋 面裏:~/1 i天下一満喬J 面袋:付札 998136 
喬 面奥9.6 墨書「洞白/般若J 31 

137 般若 江戸時代 児玉近江満 面長23.0 面幅18.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「天下一近江/般 998137 
国ヵ 面奥9.0 若J 33 

138 般若 江戸時代 面長23.8 面幅16.7 l面 面袋 面袋:付札墨書「友閑/般若J 30 998138 
面奥9.7 面当て

139 般若 江戸時代 面長23.3 面幅16.8 l面 面袋 面裏:朱漆「般若Ji児玉近江j 面 998139 
面奥9.1 面当て 袋:付札墨書「児玉近江黒田家伝

来/般若J 34 

140 般若 不詳 面長23.9 面幅18.1 l面 面袋 32 998140 
面奥9.8

141 般若 江戸時代 面長23.2 面幅16.6 l面 面袋 面裏:金泥「出眼寿満打J 45 998141 
面奥9.5

142 般若 江戸時代 面長21.0面幅16.5 l面 小布団 面裏:~/1 i口口口日向j 箱蓋:墨書 998142 
面奥8.5 f能面般若J 131 

143 白般若 室町時代 面長23.4 面幅19.7 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「イセキ/親信J 面 998143 
面奥8.5 面当て 袋:付札墨書「井関親信黒田家伝

来/白般若J 29 

144 安達女 不詳 面長25.8 面幅16.8 l面 面袋 面裏:金泥「宝来作J 面袋:付札墨 998144 I 
面奥10.0 書「宝来/安達女J 35 

145 真蛇 室町~桃山 面長25.3 面幅18.0 l面 面袋 面袋:付札墨書「赤鶴/蛇J 49 998145 
時代 面奥9.6 面当て

2 狂言面

番号 名称 時代 作者 法量 員数 付属物 銘 記 備品番号

146 黒色尉 室町~桃山 面長19.7 面幅14.8 l面 面袋 面袋:付札墨書「春若/黒式尉」 998146 
時代 面奥7.4 146 

147 黒色尉 室町~桃山 面長17.6 面幅14.4 l面 面袋 面袋:付札墨書「是閑/山姥J 163 998147 
時代 面奥7.8

148 黒色尉 不詳 面長17.2 面幅13.2 l面 面袋 面袋:付札墨書「黒式尉J 155 998148 
面奥6.5

149 延命冠者 不詳 面長17.3 面幅13.3 l面 面袋 面裏:印I口口口口J 面袋:付札墨 998149 
面奥7.0 書「狂/延命冠者J 156 

150 福の神ヵ 不詳 面長19.8 商幅15.5 l面 面袋 面裏:朱漆「真吉屋/嘉口次/大 998150 
面奥8.1 原/一作J 167 
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番号 名称 時代 作者 法量 員数 付属物 銘 記 備品番号

151 夷 不詳 面長18.5 面幅14.6 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「恵美須J 166 99B151 
面奥8.3

152 大黒 江戸時代 面長17.0 面幅16.2 l面 面袋 面袋:付札墨書「狂/大黒J 154 99B152 
面奥9.7

153 小大黒 不詳 面長16.1 面幅13.9 l面 面袋 面袋:付札墨書「狂/小大黒J 161 99B153 
面奥7.1

154 登髭 江戸時代 面長20.1 面幅14.7 l面 面袋 面裏:陰刻「覧政成午秋Jf逸水口口 99B154 
面奥7.8 口口造Jf(花押)J 面袋:付札墨書

「逸水/登髭J 147 

155 武悪 不詳 面長20.9 面幅17.2 l面 面袋 面袋:付札墨書「宝来/武悪J 151 99B155 
面奥10.4

156 武悪 江戸時代 面長20.3 面幅16.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「福来/武悪J 153 99B156 
面奥9.8

157 通闇 不詳 面長20.3 面幅14.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「宝来/通園J 152 99B157 
面奥8.3

158 通園 不詳 面長18.4 面幅14.1 l面 面袋 付札(括付):墨書「狂/通園Jf狂十 99B158 
面奥8.3 コJ 面袋:付札墨書「狂/通園J

158 

159 猿 江戸時代 面長19.6 面幅14.8 l面 面袋 面袋:付札墨書「狂/接J 150 99B159 
面奥7.3

160 狐 不詳 面長19.7 面幅16.5 l面 面袋 面袋:付札墨書「狂/狐J 148 99B160 
面奥11.0

161 賢徳 不詳 面長19.6 面幅14.9 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「能具/一九三J 面 99B161 
面奥8.0 袋:付札墨書「賢徳J 159 

162 うそふき 江戸時代 面長20.9 面幅14.0 l面 面袋 面裏:墨書「うそふきJf十口口j 面 99B162 I 
面奥7.2 袋:付札墨書f狂/うそ吹J 157 

163 大祖父 不詳 面長19.7 面幅15.1 l面 面袋 付札(括付): r狂八J 面裏:朱漆「お 99B163 
面奥8.6 おちJ貼紙墨書「大祖父J 面袋:付

札墨書「狂/大祖父J 149 

164 大祖父 不詳 面長17.4 面幅14.7 l面 面袋 面裏:朱漆「お hちj 面袋:付札墨 99B164 
面奥8.0 書「狂/大祖父J 160 

165 大祖父 江戸時代 面長19.3 面幅14.4 l面 面袋 面裏:印『橋伯口口芳高j 箱蓋:墨 99B165 
面奥7.1 書「登髭J 168 

166 白蔵主 江戸時代 面長19.2 面幅14.0 l面 面袋 面裏:陰刻「井関Jf次左作口(菱形)J 99B166 
面奥7.6 朱漆『自蔵主Jf井関J 162 

167 膨 不詳 面長20.4 面幅15.6 l面 面袋 165 99B167 
面奥7.0 面当て

168 乙御前 不詳 面長21.3面幅12.1 l面 面袋 付:筆墨書「福来作Jf時代室町J 99B168 
面奥7.4 164 

169 乙御前 江戸時代 面長16.6 面幅15.4 l面 面袋 面裏:貼紙墨書「福の神J 箱蓋:墨 99B169 
面奥6.3 面当て 書「乙古作J 169 
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晴入資料 2.上妻文書

2.上妻文書

〈資料内訳)1 古文書...・ H ・..…....・ H ・-… H ・H ・.44件153点 2 工芸品…………………………… l件 3点

〈総計)45件156点

* 1-41号まで三段引出杉白木箱「上妻文書J(昭和5年春製作)に収める

*42-44号まで印龍査造桐白木箱「筑後上妻家系図j に収める

*45号を被せ査造杉白木箱に収める

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

表題は題賓による、以
下第拾巻(10号)まで同

上妻文書
第一巻 以下11通を継紙府枚)に

鎌倉時代 一筆で写す

1-1-1 関東下文案 文治2.5.6 (藤原家宗) 楕紙 継紙 32.8x251.0 前欠 998170 

1-1-2 大宰府下文案 文治2.6.27 大典大原・大監 藤原家宗 6行目より次号3行(第2
惟宗朝臣在判・ 紙日)まで別紙で補う、
藤原在判 末尾に朱書註記『竣筑

後将士軍談所収録上妻
文書補充之jとあり

1-1-3 将軍家政所下 建久4.6.19 令大蔵丞藤原朝 筑後園上妻
文案 臣在判・別嘗前因 庄官等

幡守中原朝臣在
判・散位藤原朝
臣在判/安主清原
亡・知家事亡

1-1-4 上妻庄領家施 建久4.8.17 散位藤原朝臣在 筑後園上妻
行状案 口 庄官等

1-1-5 関東御教書案 建仁3.4.10 左兵衛尉在判奉 上妻次郎大
夫(家宗)

1-1-6 関東御教書案 建永2.8.28 惟宗在判・前園書 豊後左衛門
允清原亡・書博 尉(大友能
士中原在日 直)

1-1-7 筑後国守護所 承元2.1.27 左衛門尉藤原 上妻庄内今
下文案 (大友能直)在学j 弘・地久志

部・光友・
北田慰箇所

1-1-8 将軍家政所下 建暦2.12.13令圃書少允清原 筑後園上妻
文案 -別首相模守平 庄住人等

朝臣在御判・右近
衛将監兼遠江守
源朝臣在御判・武
蔵守平朝臣在御
判・書博士中原
朝臣・散位中原
朝臣在御学IJl安主
菅野在判・知家事
惟宗在判

1-1-9 筑後国守護所 建暦3.5.3 守護所左衛門尉 上妻庄住人
下文案 藤原(大友能直) 等

在判

-308-



購入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

1-1-10 某袖判安堵下 寛喜2.2.8 在判 上妻次郎家
文案 能

1-1-11 筑後国守護所 寛喜2.3.19 沙弥在判 筑後園上妻
下文案 庄内筑紫部

-今弘・北田

上妻文書 以下7適を第2巻に収め
第二巻 る
南北朝時代

2-1 宇都宮冬綱奉 元弘3.6.13 前常陸介(花押) 宮野四郎入 楕紙 竪紙 33.2x49.8 998171 
書 道(教，ω

2-2 宮野教，心軍忠 元弘3.6. 沙弥教，心上(裏花 御奉行所 橋紙 竪紙 33.0X53.4 袖に証判「奏聞候了(花 998172 
状 押) 押)Jあり

2-3 宮野教，心着到 元弘3.7.20 沙弥教'L¥(裏花 御奉行所 椅紙 竪紙 31.0X46.9 奥に少弐貞経の証判 998173 
状 押) 「承了(花押)Jあり

2-4 宮野教，心着到 元弘3.8.5 沙弥教，心 御奉行所 楕紙 竪紙 33.4x52.6 奥に足利尊氏の証判 998174 
状 「承了(花押)Jあり

2-5 宮野教IL¥軍忠 元弘3.8. (宮野四郎入道 椿紙 竪紙 32.7x48.5 袖判あり 998175 
状 教心)

2-6 宮野寂恵着到 建武元.7.22沙弥寂恵(裏花 御奉行所 楕紙 竪紙 32.5x52.5 奥に証判「承了(花押)J 998176 
状 押) あり

2-7 宮野寂恵着到 建武2.1.24 沙弥寂恵(裏花 御奉行所 格紙 竪紙 29.4X41.5 差出書と宛所の聞に証 998177 
状 押) 判「承了(花押)Jあり

上妻文書 以下11通を第3巻に収
第三巻 める
大友文書

3-1 大友親繁知行 .2.4 親繁(花押) 上妻上総介 椿紙 竪紙 29.3x48.3 998178 
預ヶ状

3-2 大友親匡安堵 文亀3.11. 親匡花押 上妻新三郎 椿紙 竪紙 26.9x39.0 原本欠失のため写を貼 998179 
状写 付、奥に註記rr以筑

後将士軍談補之』第一
行末深津之誤窮、就篠
山神社本・高良神社本
訂正Jあり(r .1内は朱
書) 東京大学史料編
纂所蔵影写本(明治20
年9月上妻文今蔵本写)
には原本あり、以下同

3-3 大友氏加判衆 永正15.3.8 前伊賀守(本庄 上妻郡代 椿紙 竪紙 26.8x39.1 原本欠失のため写を貼 998180 
連署施行状写 右述)判・民部少 付、奥に朱書註記「以

輔(臼杵長景)判・ 筑後将士軍談補之Jあ
大炊助(木上長 り
秀)判・左衛門大
夫(大神親照)判・
弾正忠(豊鏡親
富)割j・左衛門尉
(小原右並)判

3-4 大友義長書状 .8.24 義長(花押) 酒井田新右 椿紙 切紙 15.8x40.9 端裏切封墨引あり 998181 
衛門尉・上
委新左衛門
尉・甘木式
部丞
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購入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

3-5 大友義長書状 .12.23 義長(花押) 上妻郡一撲 椿紙 切紙 16.1 X40.6 998182 
合衆中

3-6 大友義長書状 .9.22 義長花押 甘木河内守 楕紙 竪紙 26.9x39.0 前欠原本欠失のため 998183 I 
写 -酒井田駿 写を貼付、奥に朱書註

河守・上妻 記『以筑後将士軍談補
上野介 之Jあり

3-7 大友親安継目 .3.15 親安花押 上妻新左衛 椿紙 竪紙 26.8X38.9 原本欠失のため写を貼 998184 
安堵状写 門 付、奥に朱書註記f以

筑後将士軍談補之Jあ
り

3-8 大友親安受領 .3.15 親安(花押) 上妻新左衛 椿紙 竪紙 25.1 x43.2 端に切封帯、奥に切封 998185 
状 門尉 墨引あり

3-9 大友親敦感状 .3.19 親敦(花押) 上妻上総守 槽紙 切紙 17.7X42.2 端裏切封墨引あり 998186 

3-10 大友義鑑継目 .2.3 義鑑花押 上妻太郎 格紙 竪紙 26.9x39.1 原本欠失のため写を貼 998187 
安堵状写 付、奥に朱書註記「以

筑後将士軍談補之jあ

り

3-11 大友義鑑継目 .4.14 義鑑(花押) 上妻神九郎 椿紙 竪紙 26.3x45.1 端に切封帯あり、但し 998188 
安堵状 墨引見えず

上妻文書 以下15通を第4巻に収
第四巻 める
大友文書

4-1 大友義鑑感状 (天文3ヵ) 義鑑(花押) 上妻上総介 斐紙 継紙 16.1 x49.1 端裏切封墨引あり 998189 
8.19 

4-2 大友義鎮感状 (天文19) 義鎮(花押) 上妻上総介 楕紙 切紙 17.3x43.9 端裏切封墨引あり 998190 
7.21 

4-3 大友義鎮感状 (天文19) 義鎮(花押) 上妻上総介 椿紙 切紙 17.6x46.1 端裏切封墨引あり 998191 
4.16 

4-4 大友義鎮書状 (天文19) 義鎮(花押) 甘木和泉守 楕紙 切紙 18.6x46.0 端裏切封墨引あり 998192 
2.23 -酒井由紀

伊介・上妻
上総介

4-5 大友義鎮感状 (天文19)5.6 義鎮(花押) 上妻上総介 斐紙 切紙 16.0 x 51.8 端裏切封墨引あり 998193 

4-6 大友義統感状 (天正7)4.17 義統(花押) 上妻越前守 斐紙 継紙 16.7x48.7 端裏切封墨引あり 998194 
(鎮政)

4-7 大友義統名字 (元亀4)6.22 義統(花押) 上妻太郎 椅紙 竪紙 28.1 X44.3 端に切封帯、端裏切封 998195 
書出 (統房) 墨引あり

4-8 大友宗麟継目 .2.28 宗麟(花押) 上妻大黒 椅紙 竪紙 27.4X43.5 端に切封帯、端裏切封 998196 
安堵状 (鎮勝) 墨引あり

4-9 大友宗麟感状 (永禄6)2.28 宗麟(花押) 上妻刑部少 斐紙 切紙 17.7X40.0 998197 
輔

4-10 大友宗麟感状 .4.27 宗麟(花押) 上妻越前守 斐紙 切紙 16.8x42.0 998198 
(鎮政)

4-11 大友宗麟感状 .6.20 宗麟(花押) 上妻越前守 斐紙 継紙 11.4X44.7 端に切封帯、端裏切封 998199 
(鎮政) 墨引あり
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購入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 イ蒲 考 備品番号

4-12 大友宗麟書状 (天正3or4) 宗麟(朱印) 上妻越前守 斐紙 切紙 16.8 x 51.8 端裏切封墨引あり 998200 
3.11 (鎮政) 料紙に飛雲あり

4-13 大友宗麟書状 (元亀3)3.6 宗麟(花押) 上妻都衆中 斐紙 切紙 16.8x46.0 端裏切封墨引あり 998201 

4-14 大友宗麟書状 (天正4)2.26 宗麟(朱印) 上妻都衆中 斐紙 継紙 17.7X47.8 端裏切封墨引あり 998202 

4-15 大友氏加判衆 (天文20) (回北)鑑生(花押) 上妻郡衆中 斐紙 切紙 17.5x39.5 998203 
連著書状 11.22 .(吉剛長糟(花

押)・(臼杵)鑑続
(花押)・(雄城)治
景(花押)・(志賀)

親守(花押)

上妻文書 以下13通を第5巻
第五巻 に収める

立花文書

5-1 立花正成知行 文禄3.8.11 正成(花押) 上妻次兵衛尉 楕紙 折紙 31.8X49.4 998204 
預ヶ状

5-2 立花親成感状 (慶長5)10.10 親成(花押) 上妻次兵衛尉 梢紙 折紙 31.8X49.8 998205 

5-3 立花宗茂知行 元和8.7.6 宗茂(花押) 上妻次兵衛尉 楕紙 折紙 34.8x54.3 998206 
充行状

5-4 立花親成知行 文禄5.4.28 親成(花押) 上妻次兵衛尉 椅紙 折紙 34.9x53.2 998207 
充行状

5-5 立花親成仮名 .11.5 親成(花押) 上妻次兵衛尉 楕紙 折紙 30.7X45.3 998208 
状

5-6 立花宗茂継目 寛永3.2.4 宗茂(花押) 上妻才兵衛尉 梢紙 折紙 34.8X53.2 998209 
安堵状

5-7 立花宗茂役儀 寛永12.9.7 宗茂(黒印) 上妻次兵衛尉 梢紙 折紙 34.8X53.4 998210 
免許状

5-8 立花宗茂仮名 .5.25 宗茂(花押) 上妻喜太郎 楕紙 折紙 34.8X53.1 998211 
状

5-9 立花忠茂書状 .9.30 左近忠茂(花押) 谷田六郎兵衛 椅紙 折紙 34.8x53.5 998212 
尉・小泉四郎

右衛門尉・上
妻才兵衛尉・

八尋太兵衛尉
-赤堀城左衛
門尉・庵原治
部丞・楼井庄
左衛門尉・堀
勘兵衛尉・安

東孫、兵衛尉

5-10 下川元真書状 .2.15 下川又左衛門尉 楕紙 折紙 34.8x52.8 下段奥に押紙「加 998213 
元真(花押) 藤清正朝鮮陣中熊

本御城代Jあり

5-11 天海書状 10.15 天(花押) 楠紙 竪紙 34.8X51.0 端裏書あるも読め 998214 
ず

5-12 某消息 (年月日未詳) ふ うへた 橋紙 竪紙 31.6x45.0 998215 

5-13 某篤親書状 .5.26 篤親 椅紙 継紙 15.5x69.6 下段宛所部分欠落 998216 
(元折
紙ヵ)
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購入賞料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

上妻文書 以下8通を第6巻に収め
第六巻 る
江戸初期ノー

6-1 乗松善左衛門 (寛永l司5.2 乗松善左衛門尉 上妻才兵衛 椅紙 折紙 32.1 X48.5 99B217 
書状 政口(花押)

6-2 石谷十蔵書状 (寛永15) 石谷十蔵口成 上妻才兵衛 楕紙 竪切 31.4x23.9 原本欠失のため写を貼 99B218 
写 6.15 (花押影) 事正 付、奥に朱書註記「掠

筑後将士軍談所収録縛
窮補充薦』あり

6-3 古屋角右衛門 (正保3ヵ) 古屋角右衛門口 上妻才兵衛 椿紙 折紙 31.3x49.7 99B219 
書状 8.27 (花押)

6-4 荒木重成書状 (寛永15ヵ) 荒木百左衛門重 上妻才兵衛 椿紙 折紙 28.2x38.5 99B220 
7.21 成(花押)

6-5 垣田次郎左衛 .1.15 垣田次郎左衛門 綾部小兵衛 椅紙 折紙 31.4X43.2 99B221 
門尉書状 尉口口(花押) -上妻才兵

衛

6司6 上妻家貞書状 .4.16 上妻惣左衛門尉 上妻才兵衛 椿紙 折紙 32.1 X44.2 99B222 
家貞(花押)

6-7 上妻家貞書状 .6.27 上妻惣左衛門家 上才兵 格紙 折紙 31.5x45.8 99B223 
貞(花押)

6-8 上妻秀隆書状 午.10.6 上妻惣左衛門秀 才兵衛 椿紙 折紙 31.4X45.3 99B224 
陸(花押)

上妻文書 以下15通を第7巻に収
第七巻 める
江戸初期ノニ

7-1 上妻隆晃書状 (明和的 上妻寓右衛門隆 上妻可忠 椅紙 折紙 32.2x43.7 日付の次に追筆「六月 99B225 
丑.1.28 晃(花押) 十二日到着珍黒木Jあ

り

7-2 上妻隆晃書状 (明和町 上妻万右衛門隆 上妻可忠 格紙 切紙 17.2X67.9 端裏書『明和六丑年」 99B226 
丑.8.8 晃(花押)

7-3 上妻時雄書状 (明和8)8.25 隅州種子嶋ヨリ 上妻可忠 椿紙 継紙 17.2x274.2 端裏書「明和九壬辰二 99B227 
上妻七兵衛時雄 月廿七日到着珍黒木町
(花押) 披見J廿三日御口口J

7-4 上妻陸晃書状 .1.19 上妻万右衛門 上妻可忠 楕紙 切紙 16.2X59.5 端裏書「薩州指宿郡今 99B228 
泉川、牧村J

7-5 上妻家弘書状 寛政6.7.8 上妻七兵衛家弘 上妻可忠 楕紙 切紙 18.0X67.6 99B229 
(花押)

7-6 天史寺書状 .3.13 天受寺 上妻可忠 椿紙 継紙 15.4x43.6 99B230 

7-7 蜂谷一学書状 .3.26 蜂谷一学 天皇寺長老 楕紙 継紙 15.5X45.0 l紙目は端裏上書を反 99B231 
転

7-8 天史寺書状 .3.26 天皇寺 上妻可忠 椿紙 継紙 15.7x65.2 99B232 

7-9 田尻藤兵書状 .9.10 田尻藤兵 天史寺 梼紙 継紙 15.5X50.6 99B233 

7-10 天皇寺書状 .9.12 椅紙 継紙 16.0X36.7 99B234 

7-11 田尻藤兵書状 .9.17 田尻藤兵 天皇寺 椅紙 切紙 15.4X28.0 l紙目は端裏上書を反 99B235 
転
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暗入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

7-12 天曳寺書状 .9.20 天皇寺 上妻可忠 楕紙 継紙 16.1 x29.3 99B236 

7-13 本荘伝兵衛書 (寛永15) 本荘停兵衛 幸太 椿紙 継紙 15.7X 145.9 l紙目は端裏上書を反 99B237 
状 7.16 転

7-14 有馬御陣触状 (寛永15)7.9 家老中 梼紙 継紙 15.5X56.9 99B238 
写

7-15 本荘伝兵衛書 (寛永15) 本荘侍兵衛 幸太 楕紙 継紙 15.6X33.9 l紙目は端裏上書を反 99B239 
状 7.16 転

第八巻
上妻文書
系図之壱

8 藤姓上妻氏系 (宝暦12以 (上妻時雄) 椅紙 継紙 26.0 x 593.8 種子島上妻氏系図に筑 99B240 
図 降) 後上妻氏系図を併記

第九巻
上妻文書
系図之弐

9 藤姓上妻氏系 (宝暦12以 (上妻時雄) 椿紙 継紙 25.9 x 560. 1 第八巻の種子島上妻氏 99B241 
図 降) 系図の続き、元l巻な

れど分割し成巻
第拾巻
上妻文書
別巻系図

10 別巻系図 (明治7以降) 楕紙 継紙 28.2X347.0 前欠種子島上妻氏系 99B242 
図、冒頭に筑後上妻宗
貞(真)見える見返し
に藤原氏系図を記した
押紙(23.7x 11.9)あり

第十一巻 以下11通を第11巻に収
める 題簸記載無し、
以下同

11-1 上妻勝書状 .4.5 上妻次兵衛勝 楕紙 折紙 30.3x43.0 99B243 
(花押)

11-2 上妻勝書状 .6.13 次兵衛勝(花押) 才兵衛 椅紙 折紙 32.0x45.0 99B244 

11-3 上妻勝書状 .2.10 次兵衛勝(花押) 上妻才兵衛 椿紙 折紙 30.4X42.9 99B245 
-同角右衛
F守

11-4 上妻勝書状 .2.28 次兵衛勝(花押) 才兵衛 楕紙 折紙 31.4x44.9 99B246 

11-5 上妻勝書状 .12.18 次兵衛勝(花押) 上妻才兵衛 椅紙 折紙 32.0X44.3 99B247 

11-6 上妻勝書状 .5.20 上妻次兵衛(花 上妻才兵衛 楕紙 折紙 32.0x44.7 
押)

11-7 上妻勝書状 .4.28 次兵衛勝(花押) 上妻才兵衛 椿紙 折紙 32.0X44.1 99B249 

11-8 上妻勝書状 .1.6 次兵へ(花押) 才兵へ 椅紙 折紙 32.1 X43.7 998250 

11-9 上妻勝書状 .6.5 上妻次兵衛勝 才兵衛 椅紙 折紙 28.6X40.1 99B251 
(花押)

11-10 上妻次兵衛書 .11.4 次兵へ(花押) 上才兵へ 椿紙 折紙 29.7X42.5 
状
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購入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

11-11 上妻次兵衛書 .7.1 次兵へ(花押) 上妻才兵へ 椿紙 折紙 29.0X45.6 998253 
状

第十ニ巻 以下11通を第12巻に
収める

12-1 留守友信書状 .7.12 留守退蔵友信 高山金次郎 椅紙 切紙 16.5X37.0 998254 
(花押)

12-2 長峡禎斎書状 .12.3 長峡禎斎 高山可三郎 椿紙 切紙 15.7X41.6 998255 

12-3 留守友信書状 .10.18 留守退蔵 上妻道庵・ 椿紙 竪紙 27.5x45.2 998256 
牛島小八・
高山金次郎

12-4 長峡禎斎書状 .4.晦 長峡禎斎国城 上妻道庵・ 斐紙 継紙 18.1 x 99.1 前欠 998257 
(花押) 上妻可忠

12-5 長峡禎斎書状 (年月日未詳) (長峡禎斎) 椅紙 端紙 15.5x45.6 後欠 998258 

12-6 長峡禎斎書状 (年月日未詳) (長峡禎斎) 楕紙 端紙 14.9x30.7 後欠 998259 

12-7 長峡禎斎印影 (年月日未詳) 椿紙 小切 15.0X4.5 998260 
紙

12-8 高山金二郎書 .1.19 高山金二郎 長峡禎斎 楕紙 継紙 16.8X 136.1 998261 
状

12-9 高山金次郎口 .6.15 高山金次郎 道庵 格紙 継紙 16.5x84.6 998262 
上

12-10 高山金次郎書 「同日j 高山金次郎 可忠 椿紙 切紙 16.9x27.9 998263 
状

12-11 高山金次郎書 (年月日未詳) 高山金次郎 上妻可忠 稽紙 端紙 16.0X 14.1 l紙目は端裏上書を 998264 
状断簡 反転本文後欠

第十三巻 以下9通を第13巻に
収める

13-1 高山可三郎書 .6.24 高山可三郎 上妻可忠 薄墨 継紙 17.5X61.0 l紙目は端裏上書を 998265 
状 紙 反転

13-2 高山可三郎書 .12.25 高山可三郎 上妻可忠 薄墨 継紙 15.1 x 102.0 l紙目は端裏上書を 998266 
状 紙 反転

13-3 高山可三郎書 .2.16 高山可三郎 上妻可忠 薄墨 継紙 15.6x92.9 l紙目は端裏上書を 998267 
状 紙 反転

13-4 八明和泉他二 .6.18 八明和泉・上妻 村岡二兵衛 薄墨 継紙 17.5x81.9 998268 
名連署書状 道庵・牛鳥小八・ 紙

上妻可忠

13・5 八明和泉書状 .6.18 八明和泉 長峡禎斎 薄墨 継紙 17.5X89.0 998269 
紙

13-6 上妻可忠・同 .12.8 上妻可忠・上妻 長峡禎斎 薄墨 継紙 17.5x88.9 998270 
道庵連署書状 道庵 紙

13-7 上妻可忠他二 .1.5 上妻可忠判・牛 留守端曹 椅紙 継紙 16.1 X45.0 998271 
名連署書状写 嶋小八・上妻遭

庵
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暗入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

13司8 嶋崎源治義他 .9.21 嶋崎源治義(花 上妻道庵・ 椿紙 継紙 16.5x89.1 998272 
二名連署書状 押)・片山貞蔵永 上妻可忠

(花押)・桑原弥蔵
口(花押)

13-9 橋寿書状 .8.5 椿寿 玄蔵・可忠 楕紙 継紙 16.5x96.2 前欠 998273 
-慶順

第十四巻 以下10点を第14巻に
収める

14-1 宣命写 延事元.9.25 楕紙 竪紙 26.7X40.2 998274 

14-2 上妻道庵則信 宝暦14.6. 上妻道庵則信 長峡大先生 楕紙 継紙 37.7X61.9 998275 
起請文 (花押)

14-3 神道誓約案書 (年月日未詳) 椿紙 竪紙 26.7X40.1 998276 

14-4 上妻可忠則実 明和元.12.10 上妻可忠則賓 留守大先生 楕紙 竪紙 26.6x40.7 998277 
起請文 (花押)

14-5 神簸正印伝 (年月日未詳) 楕紙 継紙 17.3X71.1 998278 

14-6 神篠正印伝図 (年月日未詳) 椿紙 竪切 26.5X 17.5 998279 
紙

14-7 〔神道訓〕 安永5.2.11 (家君より) 椿紙 竪紙 26.0X40.0 998280 

14-8 土御門某挺写 寛政3.8.8 家司奉之判 南保鼎 楕紙 竪紙 27.2x40.1 998281 

14-9 〔五言絶句〕 (年月日未詳) 楕紙 竪切 32.8x22.5 998282 
紙

14-10 北木屋村氏神 享保21.1.28 格紙 竪紙 27.4X42.4 998283 
熊野=社大権

現由緒

第十五巻 以下8点を第15巻に
収める

15-1 名加村一噌・ 天正3.10.5 名加村七郎左衛 黒木勝五郎 楕紙 継紙 14.7X 167.1 998284 
津江正撮連署 門入道一噌・津

横笛伝書 江山城入道正撮

(花押)

15司2 忠次郎書状 未.5.尽 忠次郎 浩太 槽紙 継紙 15.7x29.6 l紙目は端裏上書を 998285 
反転

15-3 忠次郎書状 未.5.尽 忠次郎 浩太 椿紙 切紙 15.7x53.5 998286 

15-4 田嶋左馬助砲 慶長19.9.吉 岡崎左馬助直之 黒木助大夫 斐紙 端紙 11.7x91.5 前欠 998287 
術伝書 (花押・朱印)

15-5 名加村一噌・ 慶長5.8.吉 名加村備中入道 黒木勝五郎 椿紙 継紙 17.8x308.5 998288 
津江正撮連署 一噌在判・津江
脇能伝書 山城入道鑑盛

(花押)

15-6 田中久実新影 (年月日未詳) 田中縫殿助久実 上妻専右衛 斐紙 切紙 11.5x82.7 朱印は墨混じり 998289 
流両剣伝書 (花押・朱印) 門尉
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臆入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

15-7 〔砲術伝書〕 (慶長19.9.吉 斐紙 端紙 11.8X92.6 後欠 41・3号『上妻文 998290 
ヵ) 番目録巻之下jで

は15-4号の前欠部分
の一部と推定

15-8 岡永検校学問 寛政元5. 学問所岡永検校 時一座頭 泥間 端紙 17.9X94.7 998291 
所条目伝書 二宣ー(黒印) 似合

紙

16 江上小三郎書 .10.吉 江上小三郎 上妻才兵衛 椿紙 端紙 26.5X 17.0 以下40号までマクリ 998292 
状 前欠

17 上妻元祖代々 慶安3.10.3 椿紙 継紙 14.2X87.2 奥書「さつまたねか 998293 
しま遺候写也」

18 上妻氏元祖 (寛政7ヵ) 椅紙 継紙 24.4X54.4 998294 
代々

19 〔上妻氏元祖 (寛政7) 椅紙 継紙 24.8x76.4 998295 
代々 〕

20 〔上妻越前守 (年月日未詳) 橋紙 継紙 16.4X37.0 998296 
鎮政譜〕

21 〔上妻家由緒 (寛延4ヵ) 横紙 端紙 26.4x39.2 後欠 998297 
書〕

22 〔上妻家由緒 (年月日未詳) (上妻浩太隆秀 格紙 継紙 15.7X① 中・後欠、 2紙残存 998298 
書〕 ヵ) 47.0②'55.2 

23 〔法名書上〕 (年月日未詳) 楕紙 竪紙 23.8x52.7 998299 

24 拝借仕御蔵銀 宝永3.12.22 桑原只右衛門 笠井伊兵衛 椅紙 竪切 26.5x27.2 地欠後に臓の緒の 998300 
之事 (黒印) 紙 包紙に転用

25 覚 (寛政元ヵ) 柳瀬村役人 上妻可忠 椅紙 継紙 27.6x64.3 998301 
酉.12.12

26 永々譲渡申回 寛政2.2. 柳瀬村買主可忠 幸七 楕紙 竪紙 27.6x38.8 奥に同村庄屋善次の 998302 
地之事 (黒印卜受人唐太 証判あり

郎(黒印)

27 覚 成.1.21 柳瀬善次 楕紙 切紙 16.0X44.1 28号と同筆ヵ 998303 

28 覚 (年月日未詳) 椿紙 端紙 16.5x27.7 後欠 27号と同筆ヵ 998304 

29 覚 (丑.10.6) 椿紙 継紙 16.3 x 31.9 998305 

30 〔覚〕 (年月日未詳) 格紙 継紙 16.1 x 162.7 或いは2~3紙間脱落 998306 
あるカ通

31 〔覚〕 ( .5.9) 楕紙 継紙 16.2x52.7 32号と同文 998307 

32 〔覚〕 ( .5.叫 楕紙 継紙 16.1 x56.2 31号と同文 998308 

33 小中利佐書状 .7.29 小中利佐 矢加部宇津 椅紙 継紙 16.0X56.5 998309 
平

34 江戸状写 (天明3) 椿紙 端紙 15.8x57.6 後欠浅間山噴火の 998310 
件

35 某書状 .17 直内 浩太 楕紙 小切 15.5X 17.5 往診依頼 998311 
紙
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購入資料 2.上妻文書

番号 史料名 年月日 差出・作者 宛所 紙質 形態 法量 備 考 備品番号

36 〔断簡〕 (年月日未詳) 楕紙 端紙 16.2XIO.6 「改役衆、可児十兵 998312 
衛殿・山島七右衛門
殿」

37 〔演能報告〕 (.12.12) 楕紙 端紙 16.2 x 12.4 後欠 998313 

38 〔詠歌写〕 (年月日未詳) 楕紙 継紙 15.6X58.2 998314 

39 〔習書〕 (年月日未詳) 梼紙 竪紙 27.2X39.3 998315 

40 〔包紙〕 楕紙 切紙 27.1 X25.0 紙緩あり 998316 

41-1 目録巻之上 (昭和6) (紫冥樋口達) 椅紙 書冊 27.2X 19.9 998317 

41-2 目録巻之中 (昭和6ヵ) (紫冥樋口達) 機紙 書冊 27.4X 19.9 第6巻所収文書引用 998318 
後、昭和7年を起点
にした経過年数記載

あり

41-3 目録巻之下 f昭和最初龍 紫冥樋口達 椿紙 書冊 27.2x20.0 日付は践による 998319 
集辛未冬至

前一夜J(昭和
6) 

42 藤原姓上妻氏 (明治時代) 東肥宇土山樵夫 格紙 継紙 26.5X 1 184.7 巻子装 998320 
系図 藤原武園

43 出師表(写) 己亥春仲有4 (諸葛亮孔明) 槽紙 継紙 24.6X720.7 巻子装 998321 
日

44 〔書〕 (年月日未詳) 槽紙 継紙 24.8x848.9 巻子装 998322 

45-1 頭形兜 桃山時代 鉄製 998323 

45-2 鎧札(断片) 桃山時代 鉄製 998324 

45-3 頬当(断片) 桃山時代 鉄製 998325 
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3.近世筑前東山流華道関係資料

〈資料内訳)1 古文書類………...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..68件69点

1 古文書類

番号 名称 時 f'C 作成・差出 宛所

定(東山流生 明和7年12月 得実斎 花周雅之
け花紅房座
上之位免状)

2 書状 天保7年8月 千葉万水 畑花膏

3 書状控 天保7年8月 畑花苦 千葉万水

4 廻章 天保15年6月21日 桑田花苦 御社中様

5 書状控 天保15年8月23日 桑田花苦 千葉一流大先

生

6 覚 天保15年8月

7 覚 天保15年8月

8 覚 天保15年8月

9 書状 弘化3年4月6日 千葉先生

10 書状 弘化3年8月3日 千葉一流 桑田字左衛門

11 書状控 弘化3年8月3日 桑田花苦 千葉一流大先

生

12 書状控 弘化3年8月6日 不詳

13 書状控 嘉永元年8月14日 不詳 不詳

14 覚 嘉永元年8月 不詳 不詳

15 覚 嘉永元年9月 里翠 花膏先生

16 覚 嘉永元年9月 小石原 里翠

17 会席警書 事和元年改・嘉 得実斎
条々 永元年写

18 定 嘉永元年9月 得実斎 花峡仙

19 書状 嘉永元年9月 松尾花集 桑田花苦

20 書状控 嘉永2年1月25日 松尾多賀蔵・ 徳永東平

桑田竹之丞

21 書状断筒 (江戸時代)4月26 苦露 花緑
日

22 書状 (江戸時制5月27 千葉一流 桑田花著

日
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2 書籍類........・ H ・-…....・ H ・.......・ H ・.19f牛20点

〈総計)87件89点

品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

一紙 29.7X20.0 l通 998326 

継紙 18.0X4.8 l通 3と一括り、返答 998327 

継紙 27.5x38.5 l通 998328 

継紙 16.4x 150.2 l通 後欠、包紙あり 998329 

一紙 17.7x30.0 l通 包紙『筑前福岡千 998330 
葉一流翁家督」

一紙 16.1 x 10.3 l通 若先生昇進許状 998331 
開被致候祝儀

一紙 16.3X7.0 l通 『連中取立送遺り 998332 
候諸控j

一紙 15.9x31.2 l通 998333 

継紙 18.0X4.3 l通 未開封、封紙 998334 

紙 17.0x 10.0 l点 封紙のみ 998335 

継紙 17.8x37.9 l通 998336 

継紙 17.9x24.5 l通 包紙あり、千葉 998337 
道生若先生縁談

紙 24.2x 16.9 l点 花集以下4人の真 998338 
会等一件

継紙 16.4 x 84.5 l通 付紙あり 998339 

継紙 16.2x 12.5 l通 生け花一件 998340 

一紙 16.1 x9.9 l通 上 998341 

継紙 16.3x59.9 l通 998342 

継紙 16.3X 12.2 l通 f東山流生け花黄 998343 
夫差之位J授与

継紙 16.4X 128.3 l通 998344 

継紙 15.9x29.1 l通 年始状、包紙あ 998345 
り

継紙 15.4X28.5 l通 998346 

継紙 16.5X72.8 l通 998347 



購入資料 3.近世筑前東山流華道関係資料

番号 名称 時 代 作成・差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

23 書状案 (江戸時代)7月11 安武治左衛門 口津左衛門 継紙 13.5X45.1 l通 998348 
日

24 書状 (江戸時代，)8月4日 花集 花苔 継紙 16.4X85.2 l通 998349 

25 書状 (江戸時代，)8月8日 千葉万水 安武治左衛門 継紙 15.9X89.0 l通 998350 

26 書状 (江戸時代)8月8日 千葉一流 花蒼 継紙 15.9x79.6 l通 998351 

27 書状 (江戸時代)8月9日 生々 花蒼先生 一紙 24.5X67.0 l通 998352 

28 書状 (江戸時代)8月9日 一芳 花苔 継紙 15.7X 162.0 l通 998353 

29 書状 (江戸時代)8月9日 千葉万水 花苦 継紙 16.1 X65.2 l通 998354 

30 書状 (江戸時代)8月11 南陽 御隠居 継紙 16.5x55.6 l通 998355 
日

31 書状案 (江戸時代，)8月14 花俊ほか4名 一芳大先生 継紙 15.5X78.5 l通 998356 
日

32 請取 (江戸時代，)8月 得実斎 桑田寿松 継紙 15.9X 17.7 l通 998357 

33 請取 (江戸時代)8月 得実斎 花苦 一紙 15.7X 16.3 l通 998358 

34 覚 (江戸時代，)9月l日 里翠 花蒼先生 継紙 16.3X 19.5 l通 998359 

35 書状 (江戸時代，)9月4日 花集 花苦先生 継紙 16.4 x 86.0 l通 998360 

36 書状 (江戸時代，)9月9日 一芳 花苔 継紙 15.6x64.5 l通 封紙あり 998361 

37 害状 (江戸時代，)9月14 里翠 花苦先生 継紙 16.2X62.3 l通 998362 
日

38 請取証 (江戸時代)申9月 枝遊仙 継紙 16.1 x 16目9 l通 998363 

39 書状 (江戸時代)10月 花口庵 祇川先生 継紙 15.3X36.8 i通 998364 

40 覚書 (江戸時代)申10月 不詳 不詳 継紙 17.2x 19.2 l通 998365 
14日

41 書状案 (江戸時代，)10月14花膏 里翠先生 継紙 15.8x83.2 l通 付紙 998366 
日

42 書状 (江戸時代，)10月16一芳 花苔 継紙 15.3X63.3 l通 封紙あり 998367 
日

43 請取証 (江戸時代，)10月 得実斎 不詳 継紙 15.4X65.2 l通 998368 

44 書状 (江戸時代)11月6 小山田村丹作 桑田御隠居 継紙 16.3x 103.0 l通 998369 
日

45 小倉下目付 (江戸時代)午l月 不詳 不詳 一紙 16.4X29.6 l通 挿し木について 998370 
衆より聞書

46 書状包紙 江戸時代 千葉万水 桑田竹之丞 一紙 16.4X 14.5 l通 安武 998371 

47 覚書 江戸時代 不詳 不詳 折紙 27.4x38.8 l通 998372 

48 賞花目録 江戸時代 不詳 不詳 継紙 15.6X 150.0 l通 継ぎ破損 998373 

49 述懐(生け花 江戸時代 不詳 不詳 一紙 19.4X76.0 l通 前後欠 998374 
の道)
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番号 名称 時 f-'C 作成・差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

50 述懐(生け花 江戸時代 不詳 不詳 一紙 19.4x34.2 l通 前後欠 998375 
の道)

51 菩提山浄賞 江戸時代 不詳 不詳 一紙 14.6x33.6 l通 「水揚伝法控Jと 998376 
坊僧侶明書 ある断簡付

付

52 白夫差座上 江戸時代 不詳 不詳 一紙 5.6X26.8 l通 998377 
位捌枝

53 書状 江戸時代 不詳 不詳 一紙 15.4x39.4 l通 998378 

54 書状包紙 江戸時代 北筑赤坂・千 桑田花膏 紙 16.4x5.0 l通 「珍豊前安武j 998379 
葉万水

55 述懐(生け花 江戸時代 不詳 不詳 一紙 19.2x37.l l通 998380 
の道)

56 水上げ仕法 江戸時代 不詳 不詳 一紙 16.2x37.2 l通 998381 
覚書

57 水上げ聞書 江戸時代 不詳 不詳 一紙 15.4X53.0 l通 998382 
之事

58 書画幅直盛 辰3月 不詳 不詳 書綴 15.4X44.3 1通 998383 

59 定 江戸時代 不詳 不詳 継紙 15.5X44.6 l通 花会則 998384 

60 木箱 江戸時代 不詳 不詳 漆塗り 22.6X 14.0 l点 998385 
x 12.2 

61 花号 明治19年2月 得実斎 柏圏 一紙 20.4X27.4 l通 998386 

62 位書 明治21年II月 得実斎 柏園仙 一紙 20.4 x 27.4 l通 白夫差 998387 

63 位書 明治23年II月 得実斎 柏園仙 一紙 20.9x27.7 l通 白夫差上 998388 

64 位書 明治25年4月 得実斎 柏園仙 一紙 20.8x27.0 l通 青夫差 998389 

65 位書 明治30年3月 得実斎 柏園仙 一紙 20.6x26.6 l通 青夫差上 998390 

66 位書 明治32年11月 得実斎 柏園仙 一紙 21.0x26.7 l通 黄夫差 998391 

67 位書 明治34年10月 得実斎 柏園仙 一紙 20.8x27.l l通 黄夫差上 998392 

68 位書 明治時代 不詳 不詳 一紙 24.3x32.4 2枚 998393 
-394 

2 書籍類

番号 名 称 時 代 作成・差出 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

69 拠入花巻之下 明和4年 筑前福岡・千葉 書冊・木版 22.6x 15.6 l冊 本主安武氏 998395 
一流

70 細入花巻之下 江戸時代中期 筑前福岡・千葉 書冊・木版 22.6X 15.6 l冊 南陽堂 998396 
一流

71 東山流山冊起源全 天明8年 太宰府六度字花 書冊・墨書 24.8X17.6 l冊 安武氏 998397 
舟撰・一読書

72 東山流花薄精微下 寛政7年7月 皇都書林中川藤 書冊・木版 25.7X17.8 l冊 本主畑正景 998398 
四郎他4名

-320-



購入資料 3.近世筑前東山流華道関係資料 4.福岡藩重臣杉山尚行日記

番号 名 称 時 代 作成・差出 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

73 東山流生花目録小伝 享和2年冬 不詳 書冊・墨書 26.8x 19.2 l冊 安武氏 998399 
全

74 系図之巻 文化5年8月3日 得実斎(印)(印) 書冊・墨書 27.0X 18.2 l冊 998400 

75 東山流花器之伝 江戸時代後期 筑前得実斎千葉 書冊・墨書 26.8x 19.5 l冊 同男千葉万水校訂 998401 
一流

76 付録 文化9年仲秋 不詳 書冊・墨書 24.6xI7.2 l冊 畑花苦写「三元五節 998402 
之弁J

77 東山流生花活口伝全 文化10年4月 畑正景 書冊・墨書 24.9xI7.2 l冊 998403 

78 東山流生花賞策奇編 文化10年4月 畑正景写 書冊・墨書 24.8x 17.2 l冊 998404 
全

79 東山流山冊起源全 文化12年4月 得実斎千葉一流 書冊・墨書 24.5X 17.2 l冊 本主畑正景写 998405 

80 花薄偏閥解 江戸時代後期 得実斎門子継月 書冊・墨書 27.8X20.0 l冊 一流書之 998406 
庵貫斎選書

81 東山流詫生花図書全 江戸時代後期 不詳 書冊・墨書 24.8x 17.2 l冊 998407 

82 東山流生花祭花弁全 江戸時代後期 不詳 書冊・墨書 24.7X 18.2 l冊 桑田姓 998408 

83 東山流生花禁花弁全 江戸時代後期 不詳 書冊・墨書 24.4X 17.0 l冊 998409 

84 東山流生花目録全 江戸時代後期 不詳 書冊・墨書 24.2x 16.8 l冊 998410 

85 東山流奥伝書 大正7年2月12日 白水庄吉再筆写 書冊・墨書 27.4X 19.8 l冊 安政3年菊月26日花 998411 
原写

86 五十之伝付言 江戸時代後期 不詳 書冊・墨書 24.7X 17.8 l冊 「天保十一年子正月j 998412 

87 雑 江戸時代 紙 2点 付筆剥がれ 998413 
-414 

4.福岡藩重臣杉山尚行日記

〈資料内訳〉古文書...・ H ・.....・ H ・..……...・ H ・..…42件42点

番号 名 称 年月 日 作成 形態 法量 員数 備 考 備品番号

黒田略系図 文政7年2月 杉山尚行 小横帳 12.9X20.0 l冊 寛政年間まで 998415 

2 衣服御定書 寛政10年~文政12年 杉山尚行 小横帳 12.6x20.2 l冊 大目付の達書写 998416 

3 御代所御手当之定 天明9年2月より 杉山尚行 小横帳 14.0x20.1 l冊 998417 

4 御納戸頭日記 文政12年3月19日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 11.4X20.0 l冊 納戸頭 998418 

5 御納戸頭日記 文政13年正月朔日-2月晦日 杉山尚行 小横帳 12.5x20.0 l冊 998419 

6 辰日記 天保3年6月13日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.5x20.2 l冊 998420 

7 巳日記 天保4年正月朔日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.2x20.3 l冊 998421 
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購入賞料 4.福岡藩重臣杉山尚行日記

番号 名 称 年月 日 作成 形態 法量 員数 備 考 備品番号

8 午日記 天保5年正月朔日-9月 杉山尚行 小横帳 12.4x20.0 l冊 998422 

9 天保五年午ノ御参 天保5年10月26日から 杉山尚行 小横帳 12.1 X20.1 l冊 参勤交代道中記録等 998423 
勤御供ノ覚

10 未 日記 天保6年4月19日-12月 杉山尚行 小横帳 12.0x 19.8 l冊 998424 

11 申日記 天保7年正月晦日-12月29日 杉山尚行 小横帳 12.0x 19.8 l冊 998425 

12 酉日記 天保8年正月晦日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.0x 19.2 l冊 998426 

13 成日 記 天保9年正月晦日-9月 杉山尚行 小横帳 11.8x20.1 l冊 998427 

14 成ノ御参勤御供記 天保8年12月17日から 杉山尚行 小横帳 12.0x 19.9 l冊 参勤交代道中記録等 998428 
録

15 亥日記 天保10年5月13日-12月29日 杉山尚行 小横帳 12.0x20.5 l冊 998429 

16 亥ノ春御参勤御供 天保10年正月朔日から4月 杉山尚行 小横帳 12.0x20.1 l冊 参勤交代道中記録等 998430 
記録下

17 子日記 天保11年正月朔日-12月 杉山尚行 小横帳 12.0x20.2 l冊 998431 

18 丑日記 天保12年正月朔日-12月 杉山尚行 小横帳 12.4X 19.7 l冊 998432 

19 寅ノ御参勤御供記 天保13年l正月 12日から 杉山尚行 小横帳 12.0x 19.9 l冊 参勤交代道中記録等 998433 
録上

20 寅ノ日記 天保13年正月-10月 杉山尚行 小横帳 12.2x 19.8 l冊 998434 

21 卯ノ日記 天保14年4月16日-12月28日 杉山尚行 小横帳 12.2x 19.7 l冊 998435 

22 卯ノ春御参勤御供 天保14年正月朔日から3月 杉山尚行 小横帳 12.2x 19.8 l冊 参勤交代道中記録等 998436 
記録下

23 辰ノ御参勤記録 天保14年間9月から 杉山尚行 小横帳 12.2X20.0 l冊 参勤交代道中記録等 998437 

24 辰ノ日記 天保15年正月l日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.2x20.0 l冊 998438 

25 巴ノ日記 弘化2年正月朔日-12月29日 杉山尚行 小横帳 12.0x20.1 l冊 998439 

26 午日 記 弘化3年正月朔日-10月 杉山尚行 小横帳 12.0x20.1 l冊 998440 

27 午ノ秋御参勤記録 弘化3年11月から 杉山尚行 小横帳 12.1 X20.2 l冊 参勤交代道中記録等 998441 

28 未ノ日記 弘化4年4月22日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.2x20.4 l冊 998442 

29 申ノ日記 弘化5年正月朔日-12月29日 杉山尚行 小横帳 12.0X 19.9 l冊 998443 

30 酉日 記 嘉永2年正月朔日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.0x20.2 l冊 998444 

31 成日記 嘉永3年正月朔日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 11.9x20.2 l冊 998445 

32 亥日 記 嘉永4年正月朔日-5月3日 杉山尚行 小横帳 11.9 x20.l l冊 998446 

33 亥日記 嘉永4年5月から 杉山尚行 小横帳 11.9X20.2 l冊 998447 

34 子日 記 嘉永5年正月元日-12月29日 杉山尚行 小横帳 11.9x20.l l冊 998448 

35 丑日記 嘉永6年正月朔日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.0x 19.9 l冊 998449 

36 寅日記 嘉永7年正月朔日-12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.0X20.1 l冊 998450 

37 卯日記 安政2年正月朔日-12月29日 杉山尚行 小横帳 12.0x20.2 l冊 998451 
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番号 名 称 年月 日 作成 形態 法 量 員数 備 寺島J 備品番号

38 辰 日記 安政3年正月朔日 ~12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.0 x 20.2 l冊 99B452 

39 巳江戸諸方之日 安政4年 10月 ~12月晦日 杉山尚行 小横帳 12.0x20.2 l冊 江戸詰日記 99B453 
記

40 午ノ江戸諸方之日 安政5年正月朔日 ~12月 l晦日 杉山尚行 小横帳 II.7XI9.7 l冊 江戸詰日記 99B454 
記

41 未ノ江戸諸方日記 安政6年正月朔日 ~3月晦日 杉山尚行 小横帳 11.7 x 20.2 l冊 江戸詰日記 99B455 

42 申ノ日記 安政7年正月元日 ~12月 29 日 杉山尚行 小横帳 12.0X20.2 l冊 99B456 

5.西門町文書

〈資料内訳)1 松嚇子・山笠関係資料.....・......19件37点 2 その他…・・・・……・…………….45件46点

〈総計)64件83点

1 松踊子・山笠関係資料

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 (1) 能当番雑費控帳 大正8年7月 西門町町総代山本磯吉 墨書長帳 35.7X 12.3 l冊 1(1) ~(3)は一括 99B457 

1 (2) 能会費用通 大正15年6月 町総代淵上峰次郎 墨書書冊 16.3x 11目8 l冊 99B458 

1(3) 能会費控帳 昭和8年7月 西門町町総代別j上早太郎 墨書書冊 19.4X 13.4 l冊 99B459 

2(1) 福神当番控 大正11年l月 中小路・西門 墨書書冊 18.8x 12.7 l冊 2 (l )~(2)は一括 99B460 
28日

2(2) 福神当番控 昭和5年5月l中小路・西門 墨書書冊 16.0x 11.5 l冊 99B461 
日

3 福神流福神会規 大正11年4月 初会当番西門町・中小路町 印刷書綴 27.3XI9.6 l部 5丁 99B462 
約 13日

4(1) 回章(招魂祭打合 昭和5年4月 福神当番西門町総{棚上早太郎 罫 紙 墨 書 24.4XI7.0 l騒 4(l )~(3)は封筒 99B463 
会の会費徴収) 24日 -中小路総代吉住芳助より中魚 書綴 入 り 一 括 罫

町総代永野庄太郎・上広屋町総 紙l枚御料理
代今石作太郎あて 山内芳助の明

細書l枚っき

4(2) 回章(流総代会及 昭和5年12月 西門町総f棚上早太郎・中小路 罫 紙 墨 書 24.0X 16.5 l綴 罫紙2枚御料 99B464 
役員会の会費徴 9日 町総代吉住吉助より野村町総 書綴 理山内芳助の

収) 代・永野町総代・貝島町総代・ 領収書l枚、武
今石町総代・加藤町総代・中原 田酒庖の明細
町総代あて 書l枚っき

4(3) 回章下書きヵ(流 不詳 不詳 罫紙墨書 24.0x33.5 l枚 99B465 
総代会の開催案

内)

5 福神道順 昭和5年4月 当番町西門町・中小路 印刷パン 8.7X26.5 l部 99B466 
30日、 5月l フレット
日

q
J
 

nノ
-

q
d
 



晴入資料 5.西門町文書

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

6 回章(福神流懇親 昭和5年5月4西門町総イ胡l上早太郎・中小路 墨書朱印 37.3x31.0 l通 99B467 
会の開催案内) 日 総代吉住芳松より上魚町総代野 書騒

村勝太郎・中魚町総代長野正太
郎・下魚町総代貝島春吉・上庖
屋町総代今石作次郎・下宿屋町
総代加劇惜R・古小蹴制t中原

敬祐あて

7(1) 回章(流懇親会の 昭和5年5月8西門町総イ切比早太郎・中小路 墨書朱印 18.2X 117.8 l通 7(1)~仰は封筒 99B468 I 
会費徴収) 日 総代吉住芳松より上魚町総代野 入り一括封

村勝太郎・中魚町総代永野正太 筒には「六年五
郎・下魚町総代貝島春吉・上唐 月七日太宰
屋町総代今石作次郎・下宿屋町 府行J(墨書)と
総f切日劇乍郎・古小蹴色代中原 あり
敬祐あて

7(2) 受取書(飲食イ勺 昭和初期ヵ 梅の屋休宰府東公園劇 印刷墨書 16.1 x23.8 2枚 99B469 
~470 

7(3) 明細書(タイ、ア 昭和初期ヵ 〈安茂平 印刷ぺン 15.3X21.3 l枚 99B471 
ワビ代) 書

7(4) 支出覚(土産代ヵ) 昭和初期ヵ 不詳 墨書 24.3x34.0 l枚 99B472 

8(1) 書状(須賀大神鎮 昭和15年5月 櫛田神社社司田中正業より町総 青焼き墨 24.7x33.6 l通 8(1)~8(7)は封 99B473 
座一千年祭への 代中原友太郎あて 書 筒入り一括
賛助の礼、行列
順番、寄付につ

いて)

8(2) 福神流寄附金 昭和15年ヵ 不詳 青焼き 24.1 x33.3 l枚 99B474 

8(割 書状(須賀大神鎮 昭和15年9月 櫛田桝土社務所より町総代あて 青焼き 24.5x33.4 l通 99B475 
座一千年祭期日 7日
延期について)

8同 書状(須賀大神鎮 昭和15年9月 櫛田神社社司田中正業・氏子総 青焼き墨 24.5x33.5 l通 99B476 
座一千年祭の祭 25日 代一同より町総代中原友太郎あ 書
典に関する事項 て
の伝達)

8(5) 書状(須賀大神鎮 昭和15年10 櫛田神社社司田中正業より各町 青焼き 24.5X 16.7 l通 99B477 
座一千年祭の取 月6日 総代あて
締役、稚児鎧武
者の{牛について)

8(6) 御神幸j贋路第 昭和15年ヵ 櫛田神社ヵ 青焼き 24.7x33.5 l枚 99B478 
一日

8(7) 印影「西門町之 不詳 西門町 朱印 12.3x8.3 2枚 99B479 
印J ~480 

9 能当番琉一致記 昭和5年9月 福神流各岡総代及び委員 印刷書綴 27.0x 19.4 l部 99B481 
録 18日

10 回章(流総代会の 昭和5年12月 当番西門町総イ瑚l上早太郎・中 墨書 25.0x88.0 l通 10(1)~(2)は包 99B482 
(1) 開催案内) 3日 小路総代吉住芳松より上魚町総 紙で一括

代野村勝太郎・中魚町総代長野
正太郎・下魚町総代貝島春吉・
上盾屋町総代今石作次郎・下庖
屋町総イ切醐榔・古小蹴窓代
中原敬祐あて

10 山笠界中止 昭和6年6月 西門町町総代償比j 罫紙ぺン 24.3x 13.5 l枚 99B483 
但) 24日 書朱印
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購入資料 5.西門町文書

番号 名称 時代 イ宇 者 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

11 回章(流総代会の 昭和5年12月 西門町総代測上早太郎・中小路 墨書罫紙 24.0x33.6 l通 11 (1 )~(2)は封 99B484 
(1) 開催について) 3日 総代吉住芳助より上魚町総代野 筒入り一括

村勝太郎・中魚町総代長野正太
郎-下魚町総代貝島春吉・上!古
屋町総代今石作次郎・下庖屋町
総代加藤作郎・古小路町総代中
原敬祐あて

11 回章(流懇親会の 昭和6年5月8中小路総代吉住芳松・西門町総 墨書朱印 18.2X107.5 l通 99B485 
(2) 会費について) 日 代別上早太郎より上魚町総代高

瀬伊之吉・中魚町総代長野正太
郎・下魚町総代貝島豊吉・上庖
屋町総代今石作次郎・下庖屋町
総代加藤作郎・古札幌鯨宮代中原
敬祐あて

12 回章(福神流懇親 昭和6年5月6中小蹴紙吉住芳松・西門町総 墨書朱印 38.0x35.5 l通 99B486 
会の開催案内) 日 代淵上早太郎より上魚町総代高

瀬伊之吉・中魚町総代長野正太
郎・下魚町総代貝島豊吉・上庖
屋町総代今石作次郎・下届屋町
総代加藤作郎・古小E齢窓代中原
敬祐あて

13 書状(近況報告、 昭和13年l月 湖上峯男より西門町町内一同あ 墨書 18.3x204.0 1JiJi 封筒入り 99B487 
町内の人々への 23日 て(封筒は町総代佐座松制限
礼) 外御一同様)

14 福神当番控帳 昭和13年2月 中小路総代武田米吉西門町総 墨書書冊 16.4x 11.8 l冊 99B488 
支出之部 26日 代佐座松次郎

15 福神当番控帳 昭和13年2月 中小E各総代武田米吉西門町総 墨書書冊 16.4X11.8 l冊 99B489 
収入之部 26日 代佐座松次郎

16 福神言立及道順 昭和13年 当番町中魚町 印刷パン 9.4x16目8 l部 5月3日、 5月4 99B490 
フレツト 日を4月30日、

5月l日と訂正

17 御案内(福神流懇 昭和35年5月 西門町町世話人三浦秀吉より福 墨書朱印 19.6x 106.5 l通 封簡入り 99B491 
親会の開催案内) 21日 神流宮世話人豊丹生昇一・木田

又次郎、常部車水晋次郎・荒津
清太郎、中小路町世話人安武強
三郎、上魚町々 世話人高瀬米吉、
中魚町々 世話人小島侍次郎、
下魚町々世話人前田家平、上底
屋町・下庖屋町々世話人鹿島費
右衛門、古小路町世話人中村英
男ほか流委員あて

18 福神当番改正規 不詳 福神流 罫紙墨書 28.1 X20.3 l部 11丁福神当 99B492 
約 書綴 番改正規約(明

治31年11月)、
追加規約(大正
5年4月15日)、
福神御面受渡
改正ノ件(昭和
3年4月11日決
議)

19 包紙「贈呈」 不詳 尉士櫛田神社社務所 墨書 19.7X 13.7 l点 内封筒には 99B493 
「金参拾円也J
(墨書)とあり

戸

hu
円
/
一
】qu 



購入資料 5.西門町文書

2 その他

番号 名称 時代

20 回章(招魂祭打ち 昭和5年4月8
合わせの案内) 日

21 昭和8年度決算報 (昭和9年)
左仁t3 

22 昭和9年度決算報 (昭和10年)
tEt 3 l月15日

23 領収証(福岡市陸 昭和10年3月
戦記念会会費) 25日

24 領収証 昭和10年4月
6日

25 領収証 昭和10年4月
24日

26 領収証(昭和10年 昭和10年5月
招魂祭費寄付金) 3日

27 昭和10年前期氏 昭和10年6月
子納金領収証

28 受取書(福神流懇 昭和10年5月
親会費・台湾震 10日
災義摘金割)

29 領収証(溝田、山 昭和10年5月
際両先生記念品 12日
料)

30 領収証(校長送迎 昭和10年5月
会費) 21日

31 領収証(海戦記念 昭和10年5月
会寄付) 27日

32 明細書 昭和10年6月
9日領収

33 領収証(下水工事 昭和10年6月
夜食代) 30日

34 領収証(昭和10年 昭和10年7月
度補助金) 5日

35 領収証(能当番町 昭和10年7月
割当) 16日

36 領収証(道用茶代) 昭和10年10
月7日

37 領収証(元冠記念 昭和10年10
会会費) 月24日

f平 者

福神当番西門町総代湖l上早太郎
-中小E鯨念代吉住芳松より恵比
寿当番横町総代国松清平・大黒
当番掛町総代石塚槌太郎・稚児
当番御供所総代石橋忠次郎あて

不詳

町総代・会計

福岡市陸戦言己念会より西門町町
総代あて

故八尋市右ヱ門君葬儀事務所よ
り西門町総代湖上早太郎あて

上魚町吉井久次郎より西門町総
代沸j上あて

福岡招魂委員より西門町総代あ
て

県社櫛田神社々司より博多西門
町町総代演比早太郎あて

上広町総代大山康次郎より西門
町総代沸止早太郎あて

御供所校通学児童保護者総代会
より西門町総代あて

御供所校通学児童保護者総代会
より西門町総代あて

日本海海戦言己念会より西門町町
総代あて

鮎川儀三酒庖より西門町内あて

総代(沸Ul:)より三浦あて

帝国在郷陣人会博多東分会より
西門町あて

上奥町町総代吉井久次郎より西
門町町総代淵上早太郎あて

湖上早太郎より三浦あて

元冠記念会より西門町総代あて
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品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

墨 書 朱 印 24.5X67.7 l通 998494 

墨書 25.3 x90.3 l枚 後欠ヵ支 998495 
出内訳なし

墨書 25.0x 179.5 l枚

印刷カーボ 14.1x10.3 l枚 998497 
ンスタンプ
朱印

印刷カーボ 13.3XI7.7 l枚 998498 
ン ス タ ン プ
朱印

色 刷 墨 書 15.1 x20.4 l枚 998499 
朱印

印刷カーボ 11.9 x 14.2 l枚 998500 
ン朱印

印刷ぺン書 15.3x 12.6 l枚 998501 
朱印

ペン書スタ 23.3xI6.1 l枚 998502 I 
ンプ朱印

印刷カーボ 12.8x 15.9 l枚 998503 
ン ベ ン 書
朱印

印刷カーボ 12.8x 15.9 l枚 998504 I 
ン朱印

印刷カーボ 11.8 x 15.0 l枚 998505 
ン朱印ス
タンプ

印 刷 ぺ ン 書 22.3xI6.7 l枚 998506 
ス タ ン プ 朱
印

印 刷 ベ ン 書 12.7X 13.8 l枚 998507 
朱印

印刷カーボ 13.0XI8.1 l枚 998508 
ンペン書
朱印

印 刷 ぺ ン 書 15.3xI9.7 l枚 998509 
朱印

印 刷 ぺ ン 書 13.0x 14.0 l枚 反古ヵ 998510 

印 刷 ぺ ン 書 13.6X11.0 I枚 998511 
朱印スタン
プ



晴入資料 5.西門町文書

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

38 領収証ヵ(板、改 昭和10年11 吉野より町総代あて 印 刷 カ ー ボ 13.3X 18.0 l枚 998512 
修費) 月4日 ンペン書

39 領収証(運動会職 昭和10年11 御供所校通学児童保護者総代会 印 刷 カ ー ボ 12.9x 15.6 l枚 998513 
員慰労会費、呉 月5日 より西門町総代外l名あて ンベン書
服町総代香典)

40 領収証(元都町総 昭和10年11 御供所校通学児童保護者総代会 印 刷 カ ー ボ 12.8x 15.5 l枚 998514 
代鶴崎七郎氏香 月6日 より西門町総代あて ン朱印
典)

41 領収証(昭和10年 昭和10年11 御供所校通学児童保護者会総代 印刷カーボ 12.9x 15.8 l枚 998515 
度教育補助金) 月16日 会より西門町総代あて ン朱印

42 領収証(慈善袋同 昭和10年12 福岡市方面事業助成会より西門 印刷カーボ 13.2 x 17.5 l枚 998516 
情金、総代会費) 月22日 町総代あて ン ペ ン 書

朱印

43 領収証(表装料) 昭和10年12 藤井芳古堂より湖上あて 印刷ぺン書 16.3x23.7 l枚 998517 
月30日

44 昭和10年度決算 昭和11年l月 町総代・会計 墨書 25.0x222.0 l枚 998518 
報告 15日

45 保安組合規約 昭和12年3月 西門町保安組合 罫紙 24.8xI7.0 3枚 998519 
10日 l組

46 戦死者遺族弔慰 昭和12年~ 福岡市役所等より西門町総代あ 印 刷 カ ー ボ 16.5x22.5 l綴 15枚 998520 
金領収証綴 13年 て ン朱印

47 福岡市出身者戦 昭和13年~ 不詳 墨書ぺン書 19.2 x 13.5 l冊 998521 
死者慰問金 15年 鉛筆書

48 戦死者遺族弔慰 昭和14年8月 福岡市役所より西門町総代あて 印 刷 カ ー ボ 15.6X21.8 l枚 998522 
金領収証 28日 ン ベ ン 書

朱印

49 戦死者遺族弔慰 昭和14年11 福岡市役所より西門町総代あて 印刷カーポ 15.9x21.6 l枚 998523 
金領収証 月8日 ン ペ ン 書

朱印

50 領収証 昭和15年6月 株式会社松屋会計部より中原友 印 刷 ぺ ン 書 13.2 x 11.6 l枚 45円10銭 998524 
6日 次郎あて 朱印

51 封筒「紀元二千六 昭和15年 不詳 墨書 21.7x8.6 l点 封筒のみ 998525 
百年紀元節ノ詔
書入J

52 防空日誌(防空演 昭和15年 西門町 墨書ぺン書 23.5X 17.0 l冊 998526 I 
習の記録、備品 書冊
表、収支の記録)

53 決議録 昭和15年~ 西門町 ベン書墨書 23.5 x 17.0 l冊 998527 
17年

54 参議院地方選出 投票日:昭和 福岡市選挙管理委員会より谷口 印 刷 ぺ ン 書 13.0x 18.6 l枚 投票所:聖福 998528 
議員補欠選挙投 33年8月24日 勇あて 寺内花園保
票所入場券 育園

55 領収書(運動場使 32年11月17 福岡中学校園井浩雄より西門町 ベン書スタ 25.6X 18.1 l枚 998529 
用料) 日 あて ン プ 鉛 筆 書

56 戦車献納金寄付 不詳 西門町 罫紙墨書 24.4X 17.1 l綴 998530 
者芳名 ベン書
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番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

57 戦車献納金芳名 不詳 中小路下之組 墨書 26.3XI9.2 l綴 99B53 I 
録

58 常会五戒・五禁 不詳 不詳 墨書 55.4X75.1 l枚 裏面はブリヂ 99B532 
ストンタイヤ
設計部の空圧
式リムプレス
分解図(昭和13
年、青焼き)

59 決算報告 不詳 不詳 墨書 25.0X207.5 l枚 99B533 

60 六月九日寄附金 不詳 不詳 ぺン書 21.8X 14.5 l枚 99B534 

61 八月二十五日夏 不詳 不詳 ぺン書 16.8x 18.0 l枚 99B535 
祭費用及宴会費

62 計算書 不詳 吉野光次より町総代あて 印刷カー 21.2x15.3 l枚 99B536 
ボンベン
書鉛筆書

63 道路修理雑費(中 不詳 不詳 鉛筆書 23.1 x 16.4 2枚 99B537 
小路、西門町) ~538 

64 (覚) 不詳 不詳 墨書ぺン 9.7x6.0 l枚 99B539 
書
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晴入資料 6.絵画

E その他の購入資料

6.絵画

〈資料内訳〉絵画・……...・H ・-…………15件15点

番号 名 称、 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

葡萄栗鼠図扉風 朝鮮王朝時代 不詳 紙本墨書 99目Ox315.5 10曲 99B540 
扉風装 l隻

2 紙織画騨風 朝鮮王朝時代 不詳 紙織画扉 各扇 6曲 99B541 
風装 88.7x45.3 l隻

3 武士像 江戸時代 上回主貞 紙本着色 99.7X40.0 l幅 筑前家臣画臣上田 99B542 
掛幅装 主貞図 白文方印

「上回主貞J

4 朝鮮通信使江戸市中 寛延元年以降 不詳 紙本着色 79.7X 108.4 l幅 羽川藤永作の行列図 99B543 
行列図 掛幅装 と構図が同じ

5 琉球人行列図 天保13年10月 御免薩州用達田中 木版墨摺 35.1 X47.2 l枚 99B544 
刊刻 氏、板元浅田正兵

衛

6 黒田二十四騎図 江戸時代後期 不詳 木版墨摺 114.0X57.0 l幅 遠賀郡黒崎駅鎮座 99B545 
-掛幅装

7 黒田二十四騎図 江戸時代後期 不詳 木版墨摺 126.2x6l.2 l幅 黒崎駅鎮座 99B546 
-掛幅装

8 錦絵「第二回上野内 明治14年 橋本周延 大判錦絵 37.7 x 71.4 3枚 「楊糊周延筆J 99B547 
国勧業博覧会ノ図J 続 版元:神山清七

9 錦絵「東京上野忍ヶ 明治17年l月 歌川重清 大判錦絵 36.8X72.4 3枚 「重清筆j 99B548 
岡競馬会之図J 続 版元:三浦武明

10 錦絵「内国大博覧会 明治23年6月 東洲勝月 大判錦絵 37.3X73.2 3枚 「東洲勝月筆J 99B549 
褒賞授与式之図J 続 版元:鳶屋実

11 錦絵「上野公園内国 明治23年 小林幾英 大判錦絵 36.5X69.9 3枚 「幾英筆J 99B550 
博覧会開場之図J 続 版元:長谷川園吉

12 錦絵『上野公園簿覧 明治23年 小林幾英 大判錦絵 37.0X73.2 3枚 「幾英筆J 99B551 
会行幸之図j 続 版元:柏木延一郎

13 錦絵f第三回博覧会 明治23年 楊斎延ー 大判錦絵 37.9X74.0 3枚 「楊斎延一筆j 99B552 
図J 続 版元:武川卯之吉

14 錦絵「川上一座新演 明治24年10月 歌川国貞皿ヵ 大判錦絵 37.0x72.0 3枚 「香朝楼筆J 99B553 
劇佐賀暴動記斎藤 続 版元:児玉弥吉

金次親子別れの場J

15 錦絵r}ll上演劇天津 明治27年9月 歌川国貞皿ヵ 大判錦絵 37.0x72.8 3枚 f香朝楼筆J 99B554 
野外之戦闘J 続 版元:辻岡文助
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瞬入資料 7.工芸品 8.古文書

7.工芸品

〈資料内訳〉歴史資料…………...・H ・..1件l点

名 称 |時代年月日 l

1 I石餅前立金覆輪火事|江戸時代中期
児・藤巴紋石餅紋入 108世紀)
羅紗頭巾付

8.古文書

品質・形状| 法量 備考

練り革、金属、|鉢高20.0
羅紗、絹布

〈資料内訳)1 中世・近世文書…...・H ・..……...・H ・..…...・H ・.. 5件 6点

2 近代文書 ①明治初期博覧会関係資料....・H ・.4件 4点

②明治13年度福岡県会資料・........24件24点

③筑前琵琶誼状…....・H ・.....・ H ・. 1件 3点

④昭和前期福岡関係資料...・ H ・..62件 65点

〈総計)96件102点

1 中世・近世文書

番号 名 称 年月日 作成・差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1-1 斑嶋淳着到状 建武元.7.15源淳 御奉行所 椿紙・竪紙 31.3X50.2 l通 白井文書次号とともに 998556 
(裏花押) l巻に収める 奥に証判

「承了(花押)Jあり

1-2 佐志披軍忠状案 康永2.7. 源披 御奉行所 格紙・竪紙 32.0X47.4 l通 日付と宛所の聞に一色道 998557 
猷の証判『承了(花押)Jあ
り 本文書の次に奥書あ
り、嘉永3年(1850)7月5
日付で白井暢が成巻

2 原村御免用諸普 天保4年 原村庄屋 御免役所 墨書、長帳 41.2x27.3 l冊 早良郡役所に備えられる 998558 
請軸帳 -組頭 (美濃判)

3 飯倉村御免用諸 天保4年 飯倉村庄 御免役所 墨書、長帳 41.2x27.3 l冊 早良郡役所に備えられる 998559 
普請軸帳 屋・組頭 (美濃判)

4 七隈村御免用諸 天保4年 七隈村庄 御免役所 墨書、長帳 41.2X27.3 l冊 早良郡役所に備えられる 998560 
普請軸帳 屋・組頭 (美濃判)

5 庄村御免用諸普 天保4年 庄村庄屋 御免役所 墨書、長帳 41.2X27.3 l冊 早良郡役所に備えられる 998561 
請軸帳 -組頭 (美濃判)

2 近代文書

①明治初期博覧会関係資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

6 尽都において博覧館取設につき大阪 明治5年 大阪府 印刷書綴 22.8X 15.3 l綴 4丁申第221号(明 998562 
府布告・ウィーン万博出品資料実地 治5年6月)・申第71
試験問歴につき大阪府布告 号(明治5年2月)

7 明治5年京都博覧会につき大阪府布告 明治5年2月 大阪府 印刷書綴 22.7X 14.7 l綴 7丁申第27号 998563 

8 ウィーン万博出品資料の差出につき 明治5年2月 大阪府 印刷書綴 22.7X 15.1 l綴 9丁申第74号 998564 
大阪府布告
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名 称

9 Iウィーン万博出品資料につき大阪府
布告

②明治13年度福岡県会資料

番号 名 称 時 代

10 13年度福岡県会議日誌 明治13年5月5日 ~
自l号至9号 5月17日

1 1 13年度福岡県会議日誌 明治13年5月18日
自10号至16号 ~5月 27日

12 13年度福岡県会議日誌 明治13年5月27日
自17号至26号 ~6月9日

13 13年度福岡県会議案全 明治13年

14 13年度福岡県会決議録 明治13年

15 臨時県会議案 明治13年IO月20日

16 臨時県会決議録 明治13年11月12日

17 福岡県会議日誌号外第壱 明治13年IO月28日

18 福岡県会議日誌号外第二 明治13年10月29日

19 福岡県会議日誌号外第三 明治13年10月30日

20 福岡県会議日誌第l号 明治13年10月20日

21 福岡県会議日誌第2号 明治13年IO月22日

22 福岡県会議日誌第3号 明治13年10月23日

23 福岡県会議日誌第4号 明治13年IO月25日

24 福岡県会議日誌第5号 明治13年IO月26日

25 福岡県会議日誌第6号 明治13年IO月27日

26 福岡県会議日誌第7号 明治13年11月l日

27 福岡県会議日誌第8号 明治13年11月2日

28 福岡県会議日誌第9号 明治13年11月5日

29 福岡県会議日誌第IO号 明治13年11月6日

30 福岡県会議日誌第II号 明治13年11月8日

31 福岡県会議日誌第12号 明治13年11月9日

32 福岡県会議日誌第13号 明治13年11月IO日

33 福岡県会議日誌第14号 明治13年11月11日

作者 品質・形状 1去 量

福岡県 印刷書冊 18.IXI3.6 
松尾文三郎

福岡県 印刷書冊 18.0x 13.5 
松尾文二郎

福岡県 印刷書冊 18.0x 13.5 
松尾文三郎

福岡県 印刷書冊 18.1 x 13.9 
松尾文三郎

福岡県 印刷書冊 18.0x 13.4 
松尾文三郎

福岡県 印刷書冊 20.2X 14.2 
松尾文三郎

福岡県 印刷書冊 20.3x 14.0 
松尾文三郎

福岡県 印刷書冊 19.9x 14.2 

福岡県 印刷書冊 20.3x 14.0 

福岡県 印刷書冊 20.3x 14.3 

福岡県 印刷書冊 20.0x 14.0 

福岡県 印刷書冊 20.5X 14.3 

福岡県 印刷書冊 20.2x 14.0 

福岡県 印刷書冊 20.1 x 13.8 

福岡県 印刷書冊 20.2 x 14.1 

福岡県 印刷書冊 20.0x 14.1 

福岡県 印刷書冊 20.IXI4.0 

福岡県 印刷書冊 20.3x 14.2 

福岡県 印刷書冊 20.4X 14.4 

福岡県 印刷書冊 20.3x 14.0 

福岡県 印刷書冊 20.3x 14.1 

福岡県 印刷書冊 20.4X 14.0 

福岡県 印刷書冊 20.1 x 14.0 

福岡県 印刷書冊 19.9 x 13.5 
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備考

7了申第209号

備 考

松尾文二郎明治
13年3月 ~14年IO月
県議(筑紫郡)

備品番号

998566 

998567 

998568 

998569 

998570 

998571 

998572 

998573 

998574 

998575 

998576 

998577 

998578 

998579 

998580 

998581 

998582 

998583 

998584 

998585 

998586 I 

998587 

998588 

998589 



購入資料 8.古文書

③筑前琵琶誼状

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

34 護状(初伝) 昭和4年11月15日 筑前琵琶宗家旭翁橘智定・教師旭朗穂 印刷墨書 19.5X53.5 l通 99B590 
(1) 騰千代子より岩崎末子あて 朱印折紙

34 謹状(中伝) 昭和4年12月1日 筑前琵琶宗家旭翁橘智定・教師旭朗穂 印刷墨書 19.6x52.9 l通 99B591 
(2) 騰千代子より岩崎末子あて 朱印折紙

34 護状(雅号) 昭和4年12月8日 筑前琵琶宗家旭翁橘智定より旭春岩崎 印刷墨書 22.8x57.0 I通 99B592 
(3) 末子あて 朱印折紙

④昭和前期福岡関係資料

番号 名 事五 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

35 許可証(石炭試掘鉱 昭和10年4月l陸軍省より中島徳松 印刷カー 23.6x 14.2 l枚 99B593 
区設定) 日 (福岡市極楽寺町)あて ボン朱印

36 市民ガス防護講潤便 昭和13年2月 福岡県国防化学協会福 青焼き書 24.4X 17.0 l綴 8丁 99B594 
要 岡支部編 綴

37 市民のガス防護問答 昭和13年3月 福岡県国防化学協会福 青焼き書 24.6x 17.0 l綴 8丁 99B595 
岡支部編 綴

38 戦時国民生活実行事 昭和13年7月 福岡県 印刷 19.7X26.9 2枚 99B596 
項 ~597 

39 『コレラ』予防注意 昭和13年8月l福岡市役所・福岡西新 印刷 16.5x24.2 l枚 99B598 
日 両警察署・福岡市衛生

組合連合会・福岡市時
局防疫分団

40 戦時国民生活実行事 昭和13年8月8町総代より各組総代あ ガリ刷 24.3x33.8 l枚 99B599 
項熟読のための隣保 日 て
常会開催について

41 家庭防空組合編成表 昭和13年8月 不詳 ガリ刷 24.3X33.8 l枚 99B600 

42 軍事郵便、愛国切手 昭和13年8月 熊本逓信局 印刷 12.7X 18.0 l枚 99B601 
及葉書について

43 市民各位ノ自省ト協 昭和13年8月 福岡警察署・福岡市役 印刷 26.4X36.3 l枚 99B602 
力ニ恕フ(物価騰貴 所産業課
の抑制)

44 福岡市愛市同盟趣意 昭和13年8月 福岡市愛市同盟 印刷 18.9x44.2 2枚 99B603 
書、福岡市愛市同盟 31日 l組
規約、宣言、綱領、
決議

45 家庭防空組合編成表 昭和13年9月 不詳 ガリ刷 16.7x24.5 l枚 99B604 
改

46 戦時貯蓄教化週間実 昭和13年12月 福岡県 印刷 17.7x25.2 l枚 99B605 
践要項

47 現役入営(団)帰還者 昭和13年12月 主催:福岡西分会・町 印刷 16.5X24.0 l枚 場所:鳥飼八幡宮 99B606 
奉告祭・応召将兵武 4日 総代会・福西強兵会・ 神前(出征将兵武
運長久祭・慰霊祭の 福西防護会・当仁小学 運長久祈願期・
実施について 校・同青年学校・鳥飼 当仁校講堂(戦没

八幡宮・各宗派連合会 者慰霊祭)
-愛国々防両婦人会・
当仁男女青年団・同少
年団 当仁学校区内一
般家庭あて

つ'-qu 
qu 



購入賞料 8.古文書

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

48 国民精神作興週間実 昭和13年 福岡市 印刷 17.5X25.7 l枚 期間:昭和13年11 99B607 
施要項 月7日-11月13日

49 青年調査の実施につ 昭和14年l月 福岡市長畑山四男美 印刷 23.3X31.7 l枚 99B608 
いて

50 警報規定 昭和14年4月l福岡警察署・福岡署管 印刷 26.4X39.5 l枚 玉屋寄贈 99B609 
日県令第8号 内警防団

51 各戸清潔法施行ニ就 昭和14年5月l福岡警察署・西新町普 印刷 23.8x26.8 l枚 「内務省指定代用 99B610 
イテノ注意 日 察署・福岡市役所 消毒薬ミケゾー

ルの常備は衛生
の万全j

52 警防第12号家庭防 昭和14年5月 高橋響防第16分団長 ガリ刷 23.3x32.8 i枚 99B611 
空訓練ニ関スル件 16日

53 申合せ(出征将兵や 昭和14年7月7大日本国防婦人会福岡 印刷 17.7x25.8 l枚 99B612 
戦傷病勇士の激励慰 日 市支部
問ほか)

54 上水道給水装置ニ就 昭和14年7月 福岡市役所水道課 印刷 19.2x 13.5 l枚 鉄管・鉛管・銅 99B613 
テ御知ラセ 21日 管の入手困難の

ため新設l戸あた
りの給水装置数、
道路管布設の長
さの制限

55 警防分第38号梯子 昭和14年7月 高橋警防第16分団長よ ガリ刷 24.1 x33.2 2枚 l枚は朱印あり 99B614 
基本操作(3人ノ場合) 28日 り連絡長・正副部長・ -615 
ニ関スル件 正副班長あて

56 交通安全日に際し市 昭和14年8月 福岡交通安全協会・福 印刷 26.7X38.2 l枚 99B616 
民各位に告ぐ 岡警察署

57 県会議員の総選挙に 昭和14年9月 選挙粛正中央連盟・国 印刷 18.1 x39.2 l枚 99B617 
際して全有権者に恕 民精神総動員中央連盟
ふ

58 本市婦人の皆様へお 昭和14年9月 福岡市連合婦人会 印刷 23.0X 16.3 l枚 99B618 
願(県会選挙関連)

59 銃後後援実践事項 昭和14年10月 福岡県 印刷 19.0X26.8 l枚 銃後後援強化週 99B619 
間10月3日-10月
9日

60 昭和13年決算同14昭和は年 新大工町 印刷 24.5x33.3 l枚 99B620 
年予算(経常費)

61 電力難を斯うして克 昭和14年ヵ 熊本逓信局・国民精神 印刷 27.2x39.4 l枚 昭和15年1月l日 99B621 
目郎、たしませう 総動員中央連盟・福岡 からの禁止事項

県・電気協会九州支部

62 青年調査の実施に就 昭和15年2月1福岡市役所より世帯主 印刷 23.7X 16.6 l枚 99B622 
て 日 あて

63 電力の節約に就て 昭和15年2月 福岡県警察部 印刷 15.1 X23.0 l枚 99B623 

64 昭和14年決算同15昭和15年 新大工町 印刷 25.5x34.4 l枚 99B624 
年予算(経常費)

65 国勢調査 昭和15年 福岡市国勢調査係 印刷 リー 26.8X 19.3 l枚 99B625 
フレツト

q
d
 

n
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

66 国民精神総動員「隣 昭和15年ヵ 当仁校区常会 印刷 27.4x39.7 l枚 998626 
保組織Jに就て

67 市民実践事項 昭和16年11月 福岡市常会 印刷 18.0x24.7 l枚 鉄鋼製品の供出、 998627 
25日第12回福 国債債券の消化、
岡市常会決定 虚礼廃止ほか

68 戦時下聖公会家庭 昭和16年12月 日本聖公会教務院 印刷 リー 12.5X9.l l部 998628 
朝夕の祷 16日 フレツト

69 家庭防空組ノ采 昭和前期 不詳 ガリ刷書 24.5X 17.3 l綴 3丁 998629 
綴

70 お盆大法要申込書 昭和前期 唐人町各宗8ヶ寺・唐 印刷 24.5x28.5 l枚 8月15日夜大園 998630 
人町部・新大工町連合 寺町抱ノ浜海岸
会主催

71 家庭防空訓練要項 昭和前期 不詳 ガリ刷書 24.5X 17.3 l績 4丁防空訓練期 998631 
綴 日:9月29日-10

月5日

72 家庭防空要綱制定に 昭和前期 町総代より家庭防空組 ガリ刷 24.1 X33.l l枚 998632 
っき組織指導に関す 長あて
る説明会のお知らせ

73 燈火管制用黒紙購 昭和前期 不詳 ガリ刷 24.4X 16.7 l枚 前欠ヵ 998633 
入、慰問袋の代金支
出について

74 防空演習中の基本訓 昭和前期 町総代より家庭防空組 ガリ刷 最大 3枚 10月21日~叩月
練について 合長あて 24.5x33.5 l組 24日

75 防空訓練ニツキテ注 昭和前期 不詳 ガリ刷 24.7x33.5 l枚 7月29日-7月31 998635 I 
意事項 日

76 バケツノ操作ト用法 昭和前期 不詳 ガリ刷 24.3x33.6 l枚 998636 

77 燈火管制ニ就ヒテ 昭和前期 不詳 ガリ刷 24.4x33.7 l枚 分団区域内の欠 998637 
点など

78 国民精神総動員防火 昭和前期 町総代より家庭防空組 ガリ刷 24.5x33.5 l枚 12月l日-12月2 998638 
デーの実施について 合長あて 日

79 燈火準備管制中につ 昭和前期 不詳 ガリ刷 16.8x 12.2 l枚 998639 
き注意事項

80 響報伝達の警鐘及び 昭和前期 不詳 ガリ刷 16.8x 12.2 l枚 998640 
太鼓、盆会の燈火管
制について

81 演習における飛行機 昭和前期 不詳 ガリ刷 24.6x33.5 l枚 998641 
に関する規定、日出
日没時刻表、非常管
制を空襲管制と改
称、商庖法の実施

82 敬神崇祖の実践、国 昭和前期 不詳(新大工町) ガリ刷 24.5X33.5 l枚 998642 
民精神総動員第2回
強調週間中の実施事
項、燈火管制用具の
検査

83 新大工町第18家庭防 昭和前期 不詳 ガリ刷 24.4x33.1 l枚 998643 
空組合要因
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

84 通知(組合区域を4区 昭和前期 組長井田末太郎苅組 28.2x40.4 l枚 998644 
に分け各区に代表者 長牛尾平吉
をおく)

85 地代家賃統制令(適 昭和前期 不詳 ガリ刷 16.0X22.5 l枚 998645 
用範囲、種別等につ
いて)

86 家庭防空訓練実施の 昭和前期 新大工町家庭防空組合 ガリ刷 23.9x 16.6 l枚 5月19日実施 998646 
打ち合わせについて 長真野宗太郎より各家 「福岡市全部一

庭防空組長あて 斉」

87 5月18日常会のメモ 昭和前期 不詳 罫紙鉛筆 25.2x 17.8 l枚 玉屋呉服陪の罫 998647 
(5月19日全市一般防 書 紙を使用
空訓練について)

88 家庭防空組合の菜 昭和前期 福西防護分団 印刷 22.5XI5.2 l部 998648 

89 国民精神総動員常会 昭和前期 当仁小学校区常会ヵ 印刷 18.9x 12.9 l部 998649 
ノ架

90 福西防護団員参考書 昭和前期 福西防護分団 印刷 12.9X9.5 l部 998650 

91 公知毒瓦斯性状一覧 昭和前期 福岡市警防団第16分団 印刷 27.0X25目9 2枚 998651 
表

92 家庭防空組合編成要 昭和前期 不詳 印刷 24.3X33.5 l枚 998653 
令真

93 貸家、貸間消毒ノ件 昭和時代 福岡警察署・西新町警 印刷 13.1 x 19.0 l枚 998654 
(結核予防法施行細 察署・箱崎警察署・福
則改正) 岡市立消毒所

94 警告!!(自転車交通安 昭和時代 福岡警察署・福岡交通 印刷 22.6X 15.3 l枚 998655 
全5則) 安全協会

95 「羊毛屑集めJ趣意書 昭和時代 福岡県連合婦人会・福 印刷 19.2X26.2 l枚 羊毛屑蒐集週間8998656 
岡県連合女子青年団 月9日 ~8月 15日

96 学生定期券申込書 昭和時代 不詳 印刷 12.4X8.6 l枚 未使用 998657 

9.歴史資料

〈資料内訳>1 博覧会関係資料……………………………… l件 2点

2 戦時資料 ①日本軍伝単……....・ H ・.....・ H ・. 3件 3点 ③燈火管制カバー……………・………. 1件 l点

②米軍伝単一一...・ H ・-…...・ H ・..… 8{.牛 8点

3 紙芝居...・ H ・....……・・-…・………・・….....・ H ・25件25点

〈総計>38件39点

1 博覧会関係資料

名 称、 時代

昭和4年10月l日

品質・形状 備考

1 I朝鮮博覧会開会式記念品(文鎮) 金属製

F
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購入資料 9.歴史資料

2 戦時資料

番号 名 称、

2 伝単f惟有大日本海軍足以防止白人的毒爪侵
略j

3 伝単「快樹起白旗!投降日軍回家耕種!J 

4 伝単「肇軍的悲哀j

5 伝単(10円札)

6 伝単(倒れそうな家屋と逃げ出す人)

7 伝単fポツダム宣言J

8 伝単「無条件降伏の意義J

9 伝単「再び平和へJ

10 伝単「風前の灯J

11 伝単(米軍大型爆撃機と港湾及び工場地帯)

12 伝単(軍服と建設作業員の服)

13 燈火管制カバー

3 紙芝居

時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

昭和前期 日本軍カ 色刷 10.5X 15.7 l枚

昭和前期 日本軍カ 印刷 19.5X26.4 l枚

昭和前期 日本軍カ 印刷 20.3x27.9 l枚

昭和前期 米軍ヵ 色刷 7.9X 14.3 l枚

昭和前期 米軍ヵ 印刷 21.6X14.l l枚

昭和20年 米軍ヵ 印刷 12.6x 19.9 l枚

昭和20年 米軍ヵ 印刷 10.0x 15.2 l枚

昭和20年 米軍ヵ 印刷 10.2x 15.3 l枚

昭和20年 米軍ヵ 色刷 20.4X 15.3 l枚

昭和20年 米軍ヵ 印刷 10.2X 15.9 l枚

昭和20年 米軍ヵ 印刷 10.5X 15.3 l枚

昭和前期 大阪防空カパ 紙製印刷 最大径23.0 l点
ー製造業組合 高21.5

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考

14 紙芝居Iうっか 昭和16年5月18日 高橋五山作中川治男画全 色刷 26.3x38.0 20枚 大政翼賛会宣伝
りさん」 甲社紙芝居刊行会発行 l組 部推薦

15 紙芝居「新興タ 昭和16年6月25日 佐木秋夫編 日本教育紙芝居 色刷 26.8x38.5 10枚 紙製ケースっき
イ国」 協会製作 日本教育画劇株式 l組

会社発行

16 紙芝居f仲よし 昭和17年1月25日 大日本画劇株式会社製作大 色刷 25.5x36.0 20枚 昭和16年3月25
五人組J 政翼賛会宣伝部発行 l組 日初版

17 紙芝居f七つの 昭和17年2月28日 小原弘也作小宮小次郎画 色刷 25.2x35.6 20枚 軍人保護院・思
石j 大日本画劇株式会社発行 l組 賜財団軍人援護

会 推 薦 第4回
紙芝居コンクー
ル一等入選作品

昭和16年9月5日
初版

18 紙芝居Iフクチ 昭和17年3月13日 横山隆一脚本・絵画 日本教 色刷 26.6x38.5 16枚 紙製ケースっき
ャントチョキ 育紙芝居協会製作 日本教育 l組
ン」 画劇株式会社発行

19 紙芝居「オモチ 昭和17年5月25日 堀尾勉脚本篭宮歌二絵画 色刷 27.0x38.2 14枚 紙製ケースっき
ャの出征J 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

20 紙芝居『鉄路の 昭和17年10月14 大阪鉄道局吉野瀧雄原作国 色刷 26.6X38.9 18枚 戦後も使用ヵ
筆J 日 津静志・竹内仙之助絵画国 l組

民文化紙芝居協会製作・発行

21 紙芝居「紙幣の 昭和18年2月15日 落語紙芝居研究会編林家正 色刷 26.7x38.7 12枚
蜜j 楽作加太こうじ画画劇報 l組

国社発行

-336-

備品番号

998660 

998661 

998662 

998663 

998664 

998665 

998666 

998667 

998668 

998669 

998670 

998671 

備品番号

998672 

998673 

998674 

998675 

998676 

998677 

998678 

998679 



暗入資料 9.歴史資料

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

22 紙芝居I頼山陽 昭和18年5月25日 鈴木景山脚本西正世志絵画 色刷 26.8x38.2 24枚 紙製ケースっき 99B680 
の母J 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

23 紙芝居『軍神の 昭和18年7月6日 鈴木紀子脚本野々口重絵画 色刷 26.8x38.3 22枚 99B681 
母j 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

24 紙芝居「敵くだ 昭和18年8月5日 和田義臣脚本西正世志絵画 色刷 26.5x38.0 20枚 汚れ 99B682 
る日までJ 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

25 紙芝居「鼠の嫁 昭和18年8月5日 川村あい子脚本佐野浩絵画 色刷 27.0x38.5 16枚 99B683 
入院 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

26 紙芝居「飛行機 昭和18年9月15日 川島順平脚本羽室邦彦絵画 色刷 26.6x38.7 20枚 99B684 
親子」 簡易保険局指導 日本教育紙 l組

芝居協会製作 日本教育画劇
株式会社発行

27 紙芝居旧本の 昭和18年9月25日 小松葉洲邦脚本古藤幸年絵 色刷 27.0X38.0 20枚 99B685 
つばめJ 画 日本教育紙芝居協会製作 l組

大日本教育画劇株式会社発行

28 紙芝居「小村寿 昭和18年9月30日 郷田恵原作吉島英作脚色 色刷 26.1 x38.2 20枚 封筒入り 99B686 
太郎J 今泉博全絵画 日本教育紙芝 l組

居協会製作 日本教育画劇株
式会社発行

29 紙芝居「阿新 昭和18年12月19 鈴木景山脚本西正世志絵画 色刷 26.6x38.0 20枚 99B687 
丸J 日 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

30 紙芝居「へイタ 昭和19年5月30日 鈴木景山脚本松井末雄絵画 色刷 26.3X38.5 12枚 99B688 
イゴッコJ 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

31 紙芝居「ドウブ 昭和19年6月5日 鈴木景山脚本羽室邦彦絵画 色刷 26.5X38.8 12枚 99B689 
ツタイクァイJ 日本教育紙芝居協会製作 日 l組

本教育画劇株式会社発行

32 紙芝居f忠霊陣 昭和19年6月30日 鈴木景山脚本小谷野半二絵 色刷 26.5x38.5 20枚 99B690 
地j 画 日本教育紙芝居協会製作 l組

日本教育画劇株式会社発行

33 紙芝居「工夫く 昭和19年9月20日 翁亭桂馬作加太こうじ画 色刷 26.2x38.3 18枚 99B691 
らべ」 東亜国策画劇株式会社製作・ l組

発行

34 紙芝居「新生J 昭和20年代 三思会作 色刷 26.5x38.2 22枚 99B692 
l組

35 紙芝居「つばめ 昭和26年4月30日 幼児教育紙芝居研究会編柳 色刷 25.7X36.2 8枚l 99B693 
さんj 正雄画東京画劇社製作・発 組

1"j 

36 紙芝居「よい 昭和30年5月l日 犬飼正(指導の采) 福島のり 色刷 26.8X38.3 16枚 紙製ケースっき 99B694 
子・強い子・ 子作吉崎正己画株式会社 l組 結核予防

元気な子J 教育画劇製作・発行

37 紙芝居「なかよ 昭和30年6月1日 原之助文加賀山敬二画株 色刷 26.5X37.4 12枚 紙製ケースっき 99B695 
し・こよし」 式会社教育画劇製作・発行 l組

マtq
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名称 時代 作 者
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10.考古資料

〈資料内訳〉開運橋遺跡出土土器レプリカ...・H ・.....・ H ・..1件1点

法量

口径10.4 底径7.0 器高22.7

備考

11.書籍

〈資料内訳)1 近世書籍...・H ・..…...・ H ・.....・H ・-…....・H ・.. 2件 13点

2 近代書籍 ①一般書籍....・H ・........・ H ・-… 8件 8点

②雑誌・・・・・・・.......................257件257点

③昭和前期楽譜….....・H ・..…・…… 72件 72点

④1900年パリ万国博覧会報告書… 34件 34点

〈総計)373件384点

1 近世書籍

番号 名称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

石城志 明和2年成立、江戸時代後期写 津田冗顧・元貫編 書冊、墨書、一部彩色 24.3x 16.5 12冊 998698 
-709 

2 筑武鏡 安政2年 宮崎卯左衛門 書冊、墨書、一部朱書 24.9X 17.0 l冊 998710 

2 近代書籍

①一般書籍

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

3 民権自由諭 明治12年6月7植木枝盛著 印 刷 書 冊 16.8xl1.9 l冊 998711 
日翻刻御届

4 川上音二郎貞奴漫遊記 明治34年4月 金尾種次郎編金 印刷・一部 22.2X 15.0 l冊 87丁 998712 
25日 尾文淵堂書庖発行 木版書冊

5 神輿村外弐ヶ町村連 明治時代 宗像郡西部果物組 印 刷 書 綴 23.0x 16.2 l部 5丁 998713 
合果物組合規程 dロ』

6 花嫁常識読本 昭和10年4月l婦女界社 印刷書冊 18.7x 12.8 l冊 208頁婦女界第 998714 
日 51巻第4号付録

-338-



購入資料 11.書籍

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

7 台湾満洲大博覧会と大 昭和11年8月 生谷友七編大阪 印刷書冊 22.0x 15.8 l冊 99B715 
阪の出品 15日 出品連合会発行

8 戦傷者の再雇用につい 昭和12年 財団法人義肢研究 印刷書冊 20.9x 15.0 l附 昭和12年11月15日 99B7I6 
て 所長渡辺政徳述 戦時労働対策懇談

財団法人義肢研究 会での話の速記録
所発行 の写 9頁

9 立憲政友会の革新政策 昭和14年7月 立憲政友会本部 印刷 22.5X 15.1 l冊 18頁 99B717 
中島総裁の演説と主義 10日
政策要綱

10 決戦即応国民学校教 昭和19年7月 福岡県教学課 印刷書冊 25.8X 18.8 l冊 293頁警固尋常 99B718 
科科目の重点的取扱要 25日 小学校のラベル貼
領初等科第6学年 付

②雑誌

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

11 憲 政第 大正8年6 憲政会本部 印刷書冊 21.8x 14.8 l附 68頁 99B7I9 
2巻第4号 月10日

12 憲政第 大正8年7憲政会本部 印刷書冊 21目6x15.0 l冊 98頁 99B720 
2巻第5号 月10日

13 週報 105 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 47頁戦局南支に展開す/転業対策/ 99B721 
10月19日 内閣印刷局発行 蒋政権と南洋華僑/事変と軍馬/その

後のスペイン

14 週報 106 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9xI4.9 l冊 48頁支那今後の経済開発問題/今夏 99B722 
10月26日 内閣印刷局発行 の集団勤労作業を顧る/猛進、広東に

入城/攻略迫る武漢/広東を語る

15 週報 110 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.8 l冊 32頁 今次事変と我が制海権/本邦防 99B723 
11月23日 内閣印刷局発行 易情勢とその対策/青年団運動の新動

向/ソ連の邦人圧迫/週間戦況

16 週報 111 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 32頁戦争と食糧/英米通商協定/躍 99B724 
11月30日 内閣印刷局発行 進する台湾蕃地/週間戦況

17 週報 112 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 15.0 IH~ 47頁科学動員について/北洋漁業問 99B725 
12月7日 内閣印刷局発行 題/列強の軍事航空

18 週報 113 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 31頁伸びゆく貯蓄組合/経済戦と廃 99B726 
12月14日 内閣印刷局発行 品回収/ミュンへン会議後の欧州政局

19 週報 114 昭和13年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9X 14.9 11m 32頁興亜院の新設/現地最近の治安 99B727 
12月21日 内閣印刷局発行 状況/農業報国運動について/鉄道と

防空

20 週報 116 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 32頁皇室の御近状/時局の前途と陸 99B728 
i月4日 内閣印刷局発行 寧の使命/大陸建設と海軍力/列国の

観光国策/国際政局・回顧と展望

21 週報 117 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書nl} 21.0x 14.9 l冊 31頁新支那の外交問題/輸出振興と 99B729 
l月11日 内閣印刷局発行 特殊保税工場/国際政局・回顧と展望

22 週報 118 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 32頁 国民登録制/英伊会談をめぐる 99B730 
l月18日 内閣印刷局発行 欧州政局/列国海軍軍備充実の情勢

23 週報 119 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書附 20.9x 14.9 l冊 48頁昭和14年度予算の概要/宗教困 99B731 
l月25日 内閣印刷局発行 体法案/満・洪の防共協定参加/第74

回帝国議会に除ける国務大臣施政演説
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

24 週報 120 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.2X 14.8 l冊 32頁戦争医学一主として事変戦傷者 998732 
2月l日 内閣印刷局発行 の収療について一/船員登録制/西南

支那の抗日新ルート

25 週報 121 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 47頁万民輔翼について/スペイン戦 998733 
2月8日 内閣印刷局発行 争終局

26 週報 122 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.2X 14.9 l冊 32頁世界の鉄道/時局と兵器/五中 998734 
2月15日 内閣印刷局発行 全会について

27 週報 123 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 20.9x 15.0 l冊 32頁増税法案の全貌/馬政国策/海 998735 
2月22日 内閣印刷局発行 南島攻略の反響

28 過報 124 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 21.1X15.1 l冊 46頁人事調停制度の確立/海軍と利 998736 
3月l日 内閣印刷局発行 材/ピルマの騒擾

29 週報 126 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 X 14.9 l冊 32頁戦時下の米穀問題/職員健康保 998737 
3月15日 内閣印刷局発行 険制度/世界回教民族の現勢

30 週報 127 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X14.9 l冊 32頁チェッコの崩壊/船員保険法案 998738 
3月22日 内閣印刷局発行 について/戦車と軍の機械化

31 週報 128 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X15.1 l冊 倒頁議会特輯予算と法律案の解説 998739 
3月29日 内閣印刷局発行 議会の経過

32 週報 129 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 X 15.0 l冊 48頁満洲経済建設の現況/改正され 998740 
4月5日 内閣印刷局発行 た兵役法/英国海軍の再建と対日作戦

/南昌攻略戦の経過/日伊文化協定に
ついて/新東亜読本l東亜百年小史

33 週報 130 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 48頁電力国家管理の前進/戦時下の 998741 
4月12日 内閣印刷局発行 少年保護事業/テレビジョンの話/転

業対策の新施設/イラン国事情/新東
亜読本2事変と中国共産党

34 週報 131 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 47頁護国神社制度の確立/日ソ漁業 998742 
4月19日 内閣印刷局発行 条約の妥協/国民精神総動員の新展開

/新東亜読本3法幣の話

35 週報 132 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 47頁靖国神社と日本臣民/戦時下の 998743 
4月26日 内閣印刷局発行 労務受給対策/列国の陸軍軍備/敵の

所謂四月攻勢/緊迫する中欧とパルカ
ン/新東亜読本4新支那人物素描

36 週報 133 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 48頁戦争と国民保険/母性、乳幼児 998744 
5月3日 内閣印刷局発行 の問題/栄養の話/結核の話/性病と

国民の純潔/赤色援蒋ルート/新東亜
読本5東亜資源政策小論

37 週報 135 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 47頁東亜電気通信政策と国際通信戦 998745 
5月17日 内閣印刷局発行 /気象学と気象事業/リトヴィノフ辞

職の波紋/新東亜読本7三民主義と新
民主義

38 週報 136 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 2l.1X15.0 l冊 47頁太平洋の制海権と我が海軍/最 998746 
5月24日 内閣印刷局発行 近現地治安の状況/郵便年金制度とそ

の改正/トルコと海峡問題/新東亜読
本8支那の民情と民族性(上)

39 週報 137 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 21.1 X 14.9 l冊 48頁農村労働力の問題/関門トンネ 998747 
5月31日 内閣印刷局発行 1レの話/草の利用について/日本海海

戦の戦果と日露戦争/独伊同盟成る/
新東亜読本9支那の民情と民族性(下)
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40 週報 138 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21目Ox15目。 l冊 31頁物動と生産力拡充計画/外蒙軍 99B748 
6月7日 内閣印刷局発行 の状況/支那事変国債の常識/香港貿

易の変遷

41 週報 139 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 46頁物の国勢調査/百億貯蓄と国民 99B749 
6月14日 内閣印刷局発行 生活/ノモンハン事件/パルチック諸

国の情勢/新東亜読本10満洲情国協
平日会とは何か

42 週報 140 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 X 14.9 l冊 46頁 時局下の労働力持久策/蒋政権 99B750 
6月21日 内閣印刷局発行 の対外策/金の国勢調査/商工省の機

構改正/公衆衛生院とは/時局と読書
界の傾向

43 週報 141 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 62頁事変2周年特輯新東亜建設の 99B751 
6月28日 内閣印刷局発行 歩み

44 週報 142 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.8x 15目。 l附 43頁事変2周年第2特輯国民精神総 99B752 
7月5日 内閣印刷局発行 動員の新段階/抗日勢力の現況/戦局

の進展と海軍の行動/事変と興亜外交

45 週報 143 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 15.0 IHfr 46頁 天津英租界問題の経緯/忠霊顕 99B753 
7月12日 内閣印刷局発行 彰について/外蒙ソ軍の胸懲戦/司法

保護事業の指導統制/満洲移民と分村
郷計画/体力章検定の話/油頭を語る

46 週報 144 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 X 14.8 l冊 31頁実施された国民徴用令/民間航 99B754 
7月19日 内閣印刷局発行 空の現状と将来/軍事保護院の創設/

ダンチヒ問題

47 週報 145 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 46頁 北樺太利権に対する暴圧/時局 99B755 
7月26日 内閣印刷局発行 と賃金統制/夏と心身鍛練/瀦安作戦

の経過

48 週報 156 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X14.9 1m} 64頁発刊3周年記念号特輯座談会 99B756 
10月11日 内閣印刷局発行 物価停止は如何に行はれるか/支那事

変戦況/大戦から大戦への欧州

49 週報 157 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X14.9 l冊 46頁欧州戦争と宣伝戦/軍人援護会 99B757 
10月18日 内閣印刷局発行 の二大事業/中等学校入学者選抜方法

の改正/戦況洞庭湖上海部隊の奮戦
/特別寄稿大戦から大戦への欧州

50 週報 158 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 46頁 最近の貿易趨勢と円ブロック輸 99B758 
10月25日 内閣印刷局発行 出承認制度/電力の調整について/事

変と技術者養成/五気圧風洞の話/海
軍への献金/鼓浪唄問題の解決/ソ連
のパルチック制圧

51 週報 159 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 X 14.4 l冊 47頁 9.18価格とは何か/価格統制の 99B759 
II月l日 内閣印刷局発行 除外品/地代家賃統制令解説/時局と

遵法精神/r天皇ノ名ニ珍テJ/為替基
準変更さる/精動の頁/トルコを繰る
英仏ソ

52 週報 160 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書|府 21.0X 14.8 l冊 47頁物価停止と俸給一会社職員給与 99B760 
11月8日 内閣印刷局発行 臨時措置令の解説一/国際放送宣伝戦

は如何に戦はれつ〉あるか/欧州戦争
と印度の動向

53 週報 161 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 48頁物価停止と賃金一賃金臨時措置 99B761 
11月15日 内閣印刷局発行 令の解説一/結核の絶滅へ/学校教育

と結核/陸軍に珍ける結核予防/ラヂ
オ・ビーコンの話/米国中立法の修正
/戦時統制物資講座(1)鉄鋼一L
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54 週報 162 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X14.7 l冊 46頁新嘗祭の御儀/戦時食糧充実運 998762 
11月22日 内閣印刷局発行 動/時局と家庭教育/台湾の精動/煙

草値上について/北海奇襲敵前上陸/
戦時統制物資講座(2)非鉄金属/オラン
ダ、ベルギーの危機

55 週報 163 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 21.1 x 14.9 l冊 47頁経済戦強調運動について/労務 998763 
11月29日 内閣印刷局発行 動員と労務動態調査/臨時日本標準規

格の話/南支北海方面の作戦/舞鶴鎮
守府開庁/戦時統制物資講座(3)石炭/
国共摩擦の現状

56 週報 164 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X15.1 i冊 46頁満洲開拓事業の展望/最近の住 998764 
12月6日 内閣印刷局発行 宅問題/木造建物統制規則/経済戦と

金の動員/近視の予防について/戦時
統制物資講座(4)石油/英仏の独貨掌捕
令公布

57 週報 165 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 21.1 x 14.9 l冊 48頁現地寄稿特輯前線より銃後へ 998765 
12月13日 内閣印刷局発行 /前線のことば/銃後へ寄せる/戦場

を描く/現地ところどころ/陣中文芸

58 週報 166 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 21.1 x 15.2 l冊 46頁 国民体力管理制度/小作料の統 998766 
12月20日 内閣印刷局発行 制について/工業小組合制度とは何か

/南寧方面の掃蕩戦/潜水艦戦と防潜
/戦時統制物資講座(5)繊維/ソ芽紛争
の経過

59 週報 167 昭和14年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.8x 15.0 l冊 48頁 国際政局回顧と展望/鉄道貨物 998767 
12月27日 内閣印刷局発行 輸送の実状/青少年義勇軍現地報告座

談会/事変第3年の海軍作戦/敵の冬
季攻勢興亜奉公日の元B/昭和14年後
半期週報総目録/バルカンの情勢/北
樺太利権企業の現況

60 週報 168 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 15.0 l冊 46頁紀元2600年の祝典/今年の精動 998768 
l月3日 内閣印刷局発行 は如何にすべきか/支那事変処理と陸

軍/紀元2600年と帝国海軍/東亜観光
ルート/戦時統制物資講座(6)皮革/現
地寄稿経済的に見た南支

61 週報 169 昭和15年 内閣'育報部編輯 印刷書冊 21.1 x 15.0 l冊 48頁税制改正案/暴利取締令の解説 998769 
l月10日 内閣印刷局発行 /紀元2600年を迎へて/冬季攻勢その

後/戦時統制物資講座(7)ゴム/連盟の
ソ連除名と芽蘭援助

62 週報 170 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9x 15.1 l冊 48頁 国民学校制/産業報国運動の新 998770 
l月17日 内閣印刷局発行 展開/大陸の衛生(上)/代用燃料の話

/戦時統制物資講座(8)機械/日ソの国
交調整

63 週報 171 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.8X 14.9 l冊 32頁宮中歌会始について/全国民の 998771 
l月24日 内閣印刷局発行 協力を求む/鉄道貨物運賃の改正/大

陸の衛生(下)/新年初頭海軍航空部隊
の活躍/西南三都の近状

64 週報 172 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 47頁 昭和15年度予算の概要/青島会 998772 
l月31日 内閣印刷局発行 談の経過/極東を中心とする航空網/

祭杷の制度と本年の紀元節祭/戦時統
制物資講座制医薬品/浅間丸事件につ
いて
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65 週報 173 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 47頁 日米通商問題/電力調整令の発 998773 
2月7日 内閣印刷局発行 動/北洋警備の艦船/特別寄稿 2600 

年史抄(1)/第75回帝国議会に珍ける国
務大臣の演説

66 週報 174 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.8 l冊 31頁海運統制令/支那事変に現はれ 998774 
2月14日 内閣印刷局発行 た戦法の種々相/特別寄稿 2600年史

抄(2)/南寧方面の購滅戦/南支海軍航
空部隊の活躍/浅間丸事件の交渉経過

67 週報 175 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.5 l冊 46頁青少年雇入制限令/神武天皇聖 998775 
2月21日 内閣印刷局発行 蹟の調査/思赦について/蒋介石の現

有戦力/アルゼンチン・スペイン両国
経済使節の来朝/陸連統制令/特別寄
稿 2600年史抄(3)

68 週報 176 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 48頁戦時下の養蚕界/御仁慈に輝く 998776 
2月28日 内閣印刷局発行 季節保育所/少年航空兵の活躍/山東

半島の掃蕩戦/魯東作戦に珍ける海軍
部隊の活躍/戦時統制物資講座(10)木
炭/バルカンの情勢/特別寄稿 2600
年史抄(4)

69 週報 177 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.2x 14.9 l冊 46頁 支那事変の意義/時局と緑地計 998777 
3月6日 内閣印刷局発行 画/支那事変貯蓄債券の使命/蒋政権

の経済力/海軍と気象/米次官の訪欧
と和平問題/特別寄稿 2600年史抄(5)

70 週報 178 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.3 l冊 47頁支那新中央政府成立の経緯/最 998778 
3月13日 内閣印刷局発行 近の国鉄旅客輸送/維新政府水巡隊の

現況/合成ゴムの話/輸出振興と損失
補償制度/ソ芽戦争の経過/北欧の情
勢/特別寄稿 2600年史抄侭)

71 週報 179 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 32頁支那新中央政府成立近し/在と 998779 
3月20日 内閣印刷局発行 新政府への認識/日支両国の声明/最

近に砂ける国共の札機/メキシコ経済
使節団の来朝/特別寄稿 2600年史抄
(7) 

72 週報 180 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 48頁新国民政府の誕生一中央政治会 998780 
3月27日 内閣印刷局発行 議の経過一/満洲国軍の現況/時局下

の農家副業/報国号飛行機の献納/ソ
芽講和成る/戦時統制物資講座(11)農
林水産業用資材(上)/特別寄稿 2600 
年史抄の)

73 週報 181 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 47頁新中央政府こ訟に成立す/新政 998781 
4月3日 内閣印刷局発行 府要人録/恩給法の改正について/独

伊会談を緯って/戦時統制物資講座
(12)農林水産業用資材(下)/特別寄稿
2600年史抄(功

74 週報 182 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 64頁議会特輯全法律案の解説/予 998782 
4月叩日 内閣印刷局発行 算の説明/重要質疑応答/仏国の政変

と対ソ関係/五原方面の戦闘状況

75 週報 183 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 46頁勤労所得の源泉課税とは/委託 998783 
4月17日 内閣印刷局発行 又は郵便による戸籍の厨出/神武天皇

聖蹟の調査/国民政府に対する各国の
動向/少年保護事業の前進/機械技術
者検定について/市町村義務教育費国
庫負担法の改正/北欧に戦局拡大/戦
禍の北欧事情/特別寄稿 2600年史抄
(10) 
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76 週報 184 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X14.7 l冊 48頁個人の税金はどう変ったか/精 998784 
4月24日 内閣印刷局発行 動機構の改組/外貨獲得と農林水産物

/北欧電撃作戦の一考察/北欧三国と
英独ソ/新東亜、 120億の貯蓄から/
特別寄稿 2600年史抄(11)

77 週報 185 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.1 l冊 48頁法人の税金はどう変ったか/結 998785 
5月l日 内閣印刷局発行 核に対する認識と実践/母と乳幼児の

体力向上/外地の保健状況と対策/外
貨獲得と農林水産物(下)/抗日二党の
摩擦/商業小組合制度/海軍病院の現
状/特別寄稿 2600年史抄(12)

78 週報 191 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 X 14.7 l冊 31頁最近現地の治安状況/健康保険 998786 
6月12日 内閣印刷局発行 法の改正/列国に除ける建艦状況/イ

タリアの動向/特別寄稿 2600年史抄
(完)

79 週報 192 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 46頁 欧州戦争の展望/ドイツ軍に対 998787 
6月19日 内閣印刷局発行 する観察/欧州戦の海上作戦/イタリ

アの参戦とその後/友好和親条約と日
泰関係/東京下関間新幹線の増設/神
武天皇聖蹟の調査/実例に見る貯蓄報
国/裏西作戦の経過/現地に軍律施行

80 週報 193 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 47頁欧州戦争と極東/仏印援蒋の実 998788 
6月26日 内閣印刷局発行 情/天津租界問題の解決/フランスの

単独平和要請/測量の話/最近の養蚕
対策/躍進満洲国の概貌

81 週報 194 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 47頁支那事変3周年/畏し戦時下の 998789 
7月3日 内閣印刷局発行 御精励/抗日支那箪の現況/支那事変

と帝国海軍/海軍航空部隊の活躍/満
洲建設勤労奉仕隊/仏印国境の支那都
市/新支那読本(1)

82 週報 195 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X14.7 l冊 48頁統制の強化と国民生活/本年度 998790 
7月10日 内閣印刷局発行 の物動計画/脊修晶の製造販売禁止/

暴利取締令の改正/ソ連のバルカン進
出/新支那読本(2)新国民政府のその後

83 週報 196 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0 X 14.9 l冊 44頁農林商工所管事務の調整/神武 998791 
7月17日 内閣印刷局発行 天皇聖蹟の調査/国勢調査について/

忠霊顕彰会の事業/事変処理から観た
仏印の地位/屈服後のフランス/新支
那読本(3)租界

84 週報 197 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.2x 14.9 l冊 30頁本年度の労務動員計画/漸江、 998792 
7月24日 内閣印刷局発行 福建沿岸交通遮断の強化/英独決戦と

愛蘭島の現勢/新支那読本帥共産党・
軍及び国共関係

85 週報 198 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 48頁総理大臣所感/本年度の資金統 998793 
7月31日 内閣印刷局発行 制計画/修正新軍備計画と陸軍兵備体

系の改正/炎熱下の治岸封鎖戦/ル大
統領の第3回出馬/時局下の心身鍛練
運動/新支那読本(5)蒋政権下、奥地の
状況

86 週報 199 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書 冊 21.2X 14.9 l冊 48頁皇国外交の指針/対満支貿易計 998794 
8月7日 内閣印刷局発行 画/商業報国運動の全国的展開/スパ

イは如何にして防ぐか/想起せよ上海
戦/外米の本質とその炊き方/独伊の
バルカン工作/新支那読本的文化工作
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87 週報 200 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 47頁文部大臣所信/肥料統制につい 998795 
8月14日 内閣印刷局発行 て/世界最初の渡洋爆撃/新考査法は

どうた、った?/節米の実際を観る/ハ
ヴァナ汎米外相会議/蘭印とはどんな
ところか/在支英駐屯軍の引上げ/新
支那読本(7)教育

88 週報 201 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 46頁 新らしい経済体制/国防国家建
8月21日 内閣印刷局発行 設の必要/海鷲と重慶/肥料統制につ

いて(下)/ソ連のバルト三国併合/競
菜と果実の配給統制/新支那読本(8)北
支の特殊事情

89 週報 202 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 48頁現下の農林政策/生鮮食料品の 998797 
8月28日 内閣印刷局発行 配給統制/最近の海軍作戦/農業水利

臨時調整令解説/濠洲の近情/新支那
読本(9)貿易

90 週報 203 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 64頁特輯新体制とは何か/座談会 998798 
9月4日 内閣印刷局発行 生活の新体制

91 週報 204 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 48頁 大蔵大臣所感/時局と司法保護 998799 
9月II日 内閣印刷局発行 /進む代用品/なぜ代用品を使ふか/

どんな代用品があるか/神武天皇聖蹟
の調査/重慶遷都説を繰って/新支那
読本(10)工業

92 週報 205 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 48頁逓信、鉄道の新体制/米の配給 998800 
9月18日 内閣印刷局発行 機構はどうなるか/電力動員計画とは

/欧州戦争と新兵器/ドイツ軍の兵器
/海戦兵器の話/南阿連邦の情勢/新
支那読本(lI)交通と通信

93 週報 206 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.8X 15.0 IHl} 48頁航空特輯航空戦力を強化せよ 998801 
9月25日 内閣印刷局発行 /海軍と航空機/東亜航空路の現状/

航空路照明と無線饗導/航空教育の実
際/飛行機と速度

94 週報 207 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 15.0 lf冊 48頁 国土計画について/皇軍仏印に 998802 
¥0月2日 内閣印刷局発行 進駐/日独伊三国条約締結

95 週報 208 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.7X 15.0 l冊 63頁臨時号新体制早わかり 998803 
¥0月7日 内閣印刷局発行

96 週報 209 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.8X 14.8 IHl} 32頁銃後問題特輯帰郷軍人の援護 998804 
10月9日 内閣印刷局発行 /傷痕軍人と適職/聖戦銃後の華/三

国条約と帝国海軍/アメリカの動き

97 週報 210 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1X14.9 l冊 48頁 総動員体制の強化/会社経理統 998805 
¥0月16日 内閣印刷局発行 制令/蒋の新抗戦財源/大政翼賛会の

発足

98 週報 211 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 20.9X 14.8 l冊 48頁 強化された総動員法/価格停止 998806 
¥0月23日 内閣印刷局発行 の一年延長/賃金はどうなる/銀行等

資金統制令

99 週報 212 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 48頁教育勅語漁発50年/改正された 998807 
¥0月30日 内閣印刷局発行 国家総動員法令の解説/地代・家賃は

どうなる/青年国民登録制/新体制と
部落会・町内会

100 週報 213 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 47頁紀元2600年式典と奉祝記念事業 998808 
II月6日 内閣印刷局発行 /大政翼賛会、活動を開始/伊軍、ギ

リシャに進入/米の国家管理
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101 週報214 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 48頁 中小商工業者の転失業対策/海 998809 
11月13日 内閣印刷局発行 鷲、ピ1レマルート遮断/ルーズヴェル

ト大統領三選/国民服の話

102 週報215 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 46頁従業者移動防止令解説/学生生 998810 
11月20日 内閣印刷局発行 活の新体制/電力統制の躍進/節米は

どうなるか?/木炭の割当配給制実施

103 週報216 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0x 14.6 l冊 46頁屑鉄禁輸と我が製鉄業/海上勤 998811 
11月27日 内閣印刷局発行 労の新体制/ドイツの外交攻勢/新支

那読本通貨/宅地建物の価格統制

104 週報217 昭和15年 内閣情報部編輯 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 48頁三国条約の強化/年末年始の鉄 998812 
12月4日 内閣印刷局発行 道輸送対策/船員関係の総動員令/日

支基本関係条約締結

105 週報218 昭和15年 情報局編輯内 印刷書問 21.0x 14.8 l冊 46頁臨時中央協力会議/日華条約の 998813 
12月11日 闇印刷局発行 反響/国民政府の近状/年末年始の国

民生活/海南島とはどんな所か

106 週報219 昭和15年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X15.1 1冊 48頁国民更正金庫について/議会開 998814 
12月18日 閤印刷局発行 設50年を顧みて/米の対英財政援助/

燃料の話ガス/事変下の人口問題

107 週報220 昭和15年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1 x 15.0 l冊 48頁臨時中央協力会議の経過/大政 998815 
12月25日 閤印刷局発行 翼賛会実践要綱の説明/経済新体制に

ついて/中国国民党三中全会/総動員
態勢の進展

108 週報221 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.1 l冊 48頁大政翼賛運動の進路/翼賛会各 998816 
l月1日 闇印刷局発行 部局の解説/支那事変の現況/国際政

局回顧と展望/海軍作戦の回顧/邦人
の海外進出状況

109 週報222 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 43頁本年の中等学校入学試験はど 998817 
l月8日 闇印刷局発行 うなるか/新支那中央銀行成立/国際

政局回顧と展望(下)/科学技術と生活
必需品

110 週報223 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8x 15.1 l冊 64頁特輯国民学校制の解説/改正 998818 
l月15日 闇印刷局発行 された官吏制度/戦陣訓/出版新体制

の発足

111 週報224 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 48頁大日本青少年団の成立/満洲開 998819 
l月22日 閤印刷局発行 拓事業の進展/近代戦と空襲/台湾の

保甲(隣組)制度/泰・仏印の国境紛争
問題

112 週報226 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 48頁昭和16年度予算の概要/国防保 998820 
2月5日 闇印刷局発行 安法案について/国民職業指導所の設

置/輸出品及輸出品用原材料配給統制
規則/共産軍と国共抗争の近状

113 週報227 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 32頁労働者年金保険/祈年祭と産業 998821 
2月12日 闇印刷局発行 報国/新卒業者と就職/人口問題をど

うする

114 週報228 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 46頁 臨時農地等管理令・臨時農地価 998822 
2月19日 閤印刷局発行 格統制令解説/石炭を節約するには/

独仏関係の近状/人口問題をどうする
(下)

115 週報229 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 48頁住宅関係の二法案/紀元2600年 998823 
2月26日 閣印刷局発行 祝典記念章/空閑地利用の仕方/青少

年学徒の増産運動/兵役法の改正
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116 週報 230 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 48頁 食糧農産物の培産計画/医療保 99B824 
3月5日 閣印刷局発行 護法について/日露戦争当時の国民の

気自鬼/青年学校の躍進/蘇北作戦の概
要/昭和16年度総予算/バルカンの近
情

117 週報 231 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 14.8 l冊 48頁 蚕紙業統制法の概要/台湾に珍 99B825 
3月12日 閣印刷局発行 ける皇民錬成運動/制定された国民貯

蓄組合法/雷州半島方面の封鎖作戦/
重慶最後の輸血路遮断/国民学校の新
教科書

118 週報 232 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 15.1 l冊 48頁 強化された国家総動員法解説/ 99B826 
3月19日 闇印刷局発行 泰・仏印調停の成立

119 週報 233 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 15.0 l冊 47頁新法律解説船舶保護法/木材 99B827 
3月26日 閣印刷局発行 統制法/135億貯蓄目標達成へ/武器

貸与法をめぐって

120 週報 234 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8XI4.9 l冊 44頁 改正された治安維持法/時局と 99B828 
4月2日 闇印刷局発行 造林/銀行券発行の新制度/ユーゴー

の枢軸参加/大日本厚生体操図解

121 週報 235 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.3x 14.9 l冊 48頁借地法と借家法の改正/戦争と 99B829 
4月9日 闇印刷局発行 金属回収の話/学生と政治運動/今年

度の体力検査/鮮魚介の配給統制規則
/激化する国共柑魁

122 週報 236 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 48頁生活必需物資統制令/銃後医学 99B830 
4月16日 閤印刷局発行 と傷兵の結核治療/米の割当配給制に

ついて/大政翼賛会の改組/伸びゆく
少年保護/バルカンの戦乱

123 週報 237 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 48頁 日ソ中立条約成立す/結核の特 99B831 
4月23日 閣印刷局発行 性と予防/乳幼児の体力増強/栄養と

健康/時局下の健康増進運動

124 週報 238 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 32頁太平洋問題特輯世界情勢と太 99B832 
4月30日 閣印刷局発行 平洋/太平洋における英米の権益/通

商破嬢戦と船舶保護

125 週報 239 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 48頁 重要機械製造事業法/優良多子 99B833 
5月7日 闇印刷局発行 家庭の表彰/最近発明界の話題/全国

金属増産運動について/アメリカの動
きと宣戦権

126 週報 240 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 48頁表紙が三重になっている 特輯 99B834 
5月14日 閤印刷局発行 秘密戦と防諜 国防保安法の解説

127 週報 241 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 46頁 緊迫せる世界情勢と我国の立場 99B835 
5月21日 闇印刷局発行 /強化された外国為替管理/最近発明

界の話題(下)/日仏泰の友好関係確立
す/蚕紙の価絡統制

128 週報 242 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 48頁 商工奉仕委員制度の設置/正し 99B836 
5月28日 閣印刷局発行 し、歩き方とは/国民映画と国民演劇tl/

医薬品衛生材料の生産配給統制/イラ
クの情勢/中原の大掛滅戦

129 週報 243 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21目OX14目8 l冊 48頁科学・技術の新体制/戦時下の 99B837 
6月4日 閤印刷局発行 交通調整/その後の独仏関係/米大統

領の炉辺談話/会社経理統制令はどう
行はれてゐるか
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130 週報 244 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.7XI4.7 l冊 32頁国民優生法解説/第l回中央協 998838 
6月11日 閤印刷局発行 力会議に就て/好季来る!海鷲猛威を揮

ふ/ゴミとゴミ箱の話/国民政府の清
郷工作

131 週報 245 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 48頁国民更正金庫はどんな仕事をし 998839 I 
6月18日 闇印刷局発行 てゐるか/高原地開発とは何か/麦類

配給統制規則解説/不良児はいかに保
護されるか/シリア地方の情勢

132 週報 251 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 15.0 l冊 48頁座談会金属増産を語る/独ソ 998840 
7月30日 閣印刷局発行 戦と独逸軍/転廃業者の進むべき路/

新設常会の頁

133 週報 252 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20目8x14.9 l冊 48頁 夏の国民心身鍛練運動/国際新 998841 
8月6日 閣印刷局発行 情勢と資産凍結/日仏共同防衛成立を

緯って/米の資産凍結と我が対策/陸
海軍部隊仏印に増強/生活必需品読本
(3)雑穀

134 週報 253 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 32頁青果物配給統制規則/時局と資 998842 
8月13日 閣印刷局発行 源動員協力運動/児童文化の新出発/

生活必需品読本(4)味噌、醤油、砂糖

135 週報 254 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 47頁防空準備の心構へ/泰に珍ける 998843 
8月20日 闇印刷局発行 英国勢力/低物価と生産増強/決定し

た米価対策/生活必需品読本(5)菓子

136 週報 255 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X14.7 l冊 47頁重要産業団体令について/製造 998844 
8月27日 閤印刷局発行 工業原価計算要綱/学校報国団更英に前

進/生活必需品読本(6)食用油/ 米共
同宣言とその影響/特輯常会の頁

137 週報 256 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 47頁家庭防空の手引 998845 
9月3日 閤印刷局発行

138 週報 257 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 48頁一満洲事変10周年躍進する満 998846 
9月10日 闇印刷局発行 洲国/イランの情勢/料金修繕料等の

統制/伸びゆく女子拓務訓練所/飼料
肥料自給増産報国運動/金属製品に動
員令下る

139 週報 258 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 47頁航空特輯航空と生活/航空写 998847 
9月17日 闇印刷局発行 真測量の話/欧州戦争と航空路の変貌

/ドイツの国民航空/我が鵬翼下に端
ぐ重慶/問題化した北氷洋の諸島/生
活必需品読本(7)畜製品

140 週報 259 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 46頁臨戦下の労務対策/実施される 998848 
9月24日 闇印刷局発行 国民労務手帳制/緊迫せる独米関係/

常会の頁

141 週報 260 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 14.8 l冊 48頁特輯銃後援護の実際/米穀管 998849 
10月l日 闇印刷局発行 理の強化/晋察翼並に湖南作戦/黒海

と裏海

142 週報 261 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 32頁 防空準備の進め方/会社経理統 998850 
10月8日 閣印刷局発行 制令の改正

143 週報 262 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 46夏防空時の食糧問題/翼賛壮年団 998851 
10月15日 閣印刷局発行 の発足/鉄道の70年/モスクワコ国会

談/生活必需品読本(9)炭

144 週報 263 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8X 14.8 l冊 31頁臨戦下の食糧対策/交戦国の食 998852 
10月22日 閤印刷局発行 糧問題/学校卒業期繰上の実施
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145 週報 264 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 48頁特輯経済統制と道法/統制経 99B853 
10月29日 闇印刷局発行 済法令豆辞典/第12回明治神宮国民体

育大会/常会の頁

146 週報 265 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 32頁質疑応答卒業期繰上について 99B854 
11月5日 閣印刷局発行 /陸海輸送の臨戦態勢/時局下貯蓄の

心構へ/告知板青壮年登録の実施
農作物の作付統制 郵便年金普及及強
調期間統制経済遵法の手引

147 週報 266 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20目8X14.8 l冊 48夏臨時増税案に就て/明年度の修 99B855 
11月12日 閣印刷局発行 業年限短縮/戦時下壮丁の思想調査/

国際危局と我が発明界/生活必需品読
本食肉/最近の独米関係

148 週報 267 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 31頁現内閣の方針臨時議会におけ 99B856 
11月19日 閤印刷局発行 る各大臣の演説

149 週報 268 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 47頁 日満華三国締盟l周年/伸び行 99B857 
11月26日 闇印刷局発行 く新支那/三国締盟と満洲国/年末賞

与の許可方針(会社経理統制令の新運用
方針)常会の頁

150 週報 269 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 48頁 170億貯蓄問答/会社経理統制 99B858 
12月3日 闇印刷局発行 令の新運用方針(下)/生活必需品読本

(13)洋服/国民皆働態勢の確立(国民勤
労報国協力令の解説)/第2田中央協力
会議について/新増税一覧

151 週報 270 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 48頁産業再編問答/年末年始の輸送 99B859 
12月10日 閤印刷局発行 制限/米穀生産奨励金の交付方法/生

活必需品読本(14)履物/シンガポール
とマレ一事情

152 週報 270 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.7X 14.7 l部 16頁米英に宣戦布告/詔書/帝国政 99B860 
付録 12月10日 閣印刷局発行 府声明/大詔を拝し奉りて/日米交渉

の経過/帝国政府の対米通牒/防空下
令について

153 週報 272 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 15.0 If冊 47頁 決戦態勢強化/改正された防空 99B861 
12月24日 閣印刷局発行 法/南方作戦の特徴/ハワイ海戦の戦

果/産業再編成問答/英米罪悪史(1)/
特輯常会の頁

154 週報 273 昭和16年 情報局編輯内 印刷書冊 20.7XI4.6 l冊 32頁戦ひ抜かう大東亜戦/香港攻略 99B862 
12月31日 閤印刷局発行 戦/ウェーキ島の占領/英米罪悪史(2)

/産業再編成問答(下)/戦時下の言論
集会等の取締/ラジオの電波管制

155 週報 274 昭和17年 情報局編輯内 印刷書問 21.0x 15.0 l冊 48頁進め!戦ひの生活へ/大詔奉戴日 99B863 
l月7日 閣印刷局発行 の設定/燦たり!マニラに日章旗/変貌

するフィリピン/大東亜建設と制海権
/中南米諸国の動き/英米罪悪史(3)/
敵産管理法について/大東亜戦と戦局
の推移

156 週報 275 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 32頁一億挙って増産へ/企業許可令 99B864 
1月14日 闇印刷局発行 の施行/敵の生命線を衝く/中等学校

入学者の選抜方法/英米罪悪史似)/生
活必需品読本(15)燃料

157 週報 276 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.6 l冊 32頁規正せよ、日常生活/衣料切符 99B865 
l月21日 閣印刷局発行 制の実施/議会再開と提出議案の概貌

/皇軍蘭印へ上陸/南方敵拠点の覆滅
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158 週報 277 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 32頁聖戦の使命に徹せよ/大東亜建 998866 
l月28日 閤印刷局発行 設の方針/皇軍各地に戦果を拡大/味

噌・醤油の配給の仕方/増税と国民生
活/常会の頁

159 週報 278 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 30頁銃後は生産へ総力戦/南方経済 99B867 
2月4日 間印刷局発行 処理方針/南方開発金庫について/17

年度予算の概要/労務調整令の実施/
戦争保険臨時措置法

160 週報 279 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 32頁大東亜戦争と教育/マレ一半島 99B868 
2月11日 閤印刷局発行 の席巻/r大東亜海Jの制圧/技術院

の誕生/共栄圏への教育職員派遣/汎
米外相会議の帰趨

161 週報 280 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1X15.0 l冊 31頁 シンガポールの潰滅/共栄圏の 99B869 
2月18日 閤印刷局発行 農産物/資源にみる英領マレー/告知

板衣料切符の使び方/臨時教員養成
所の増設/シンガポール攻略戦

162 週報281 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 31頁戦ひは今後に在り/昭南島の今 99B870 
2月25日 闇印刷局発行 後の重要性/中小商工業者の進路/建

国10周年の満洲国/3月の常会の頁

163 週報 282 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 14.9 l冊 32頁翼賛選挙の貫徹へ/総選挙の方 99B871 
3月4日 闇印刷局発行 針/落下傘部隊の活躍/敗戦に揺ぐ英

連邦/鉄道運賃の改正/食糧管理法の
概要/重要物資管理営団法

164 週報 283 昭和17年 情報局編輯肉 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 32頁隙を作るな国土防衛/戦時災害 998872 
3月11日 闇印刷局発行 保護法/民法改正と調停制度の拡張/

ジャヴァ島作戦開始さる/大東亜海の
職滅戦/戦時刑事特別法/戦時金融金
庫の概要

165 週報 284 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 32頁 これから、生活の戦だ/蘭印遂 99B873 
3月18日 閤印刷局発行 に降伏す/護国の神、特別攻撃隊/新

らしくできた国民医療法/日本銀行制
度の改正

166 週報285 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 32頁選べ適材、貫け征戦/貫徹せよ 99B874 
3月25日 闇印刷局発行 翼賛選挙/一般人の選挙運動心得/中

小工業の再編成問題/4月の常会の頁

167 週報 287 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.8x 14.5 1冊 32頁戦果に恥ぢぬこの一票/戦時下 99B875 
4月8日 闇印刷局発行 の輸送問題/法王庁へ公使特派/イン

ド洋作戦と潜水艦/防空建築と防火改
修規則/新しくできた婦人標準服/満
洲開拓農場法

168 週報288 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 32頁大東亜築く力だ、この一票/総 99B876 
4月15日 闇印刷局発行 選挙について(警察の立場から)/護オ弘

皇国少年/インド洋作戦の新展開/空
地地区制度について/大日本体育会の
成立/大東亜戦下、蚕糸業の使命

169 週報 290 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 15.0 l冊 32頁共栄圏内の食糧計画/南方にお 99B877 
4月29日 闇印刷局発行 ける鉱産資源/小売業整備の方針/仏

新内閣の成立/5月の常会の頁

170 週報 291 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.6 l冊 32頁 中小企業整理統合の実際/国民 99B878 
5月6日 闇印刷局発行 体力法の改正/金融統制団体の設立/

泰国使節団の来朝/国民徴用問答
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171 週報292 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 lf府 32頁 日本世界観と新秩序建設/西南 99B879 
5月13日 闇印刷局発行 太平洋作戦の進展/ビルマ進攻作戦/

マダガスカル島問題/市町村会議員選
挙に就て

172 週報294 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 32頁 小売業整備の実施方針/本年度 99B880 
5月27日 閤印刷局発行 の物動と生産拡充計画/ピ、ルマ作戦と

重慶/物資営団と退蔵物資買上げ/6
月の常会の頁

173 週報295 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 32頁 臨時議会と日本の進路/巽中、 99B881 
6月3日 閣印刷局発行 巽南、漸東作戦/大東亜戦と計画造船

/インドの動き/国民動員計画につい
て

174 週報 296 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 32頁政治の新方向/国府の大東亜戦 99B882 
6月10日 闇印刷局発行 争協力/臨時資金調整法の改正/海洋

漁業の進路/赤ちゃんの体力検査/新
法幣体制の完成

175 週報298 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 14.6 l冊 32頁地方事務所とは何か/本年度の 99B883 
6月24日 闇印刷局発行 貿易計画/漸績作戦の進展/木材統制

の現状/ソ英条約とソ米協定/7月の
常会の頁

176 週報300 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14目6 II珊 32頁 生活必需物資動員計画とは何か 99B884 
7月8日 闇印刷局発行 /海軍部隊、支那方面の戦果/欧州戦

局の新展開/エジプトの危機/満身創
療のイギリス

177 週報 302 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9X 14.8 l冊 32頁 防空問答/本年度の交通動員計 99B885 
7月22日 闇印刷局発行 画/敵性特許の措置/妊産婦の手帳制

/米英共同陣営の裏表/8月の常会の
頁

178 週報 303 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 32頁大東亜の農林水産業方策/帝国 99B886 
7月29日 閣印刷局発行 潜水艦縦横に、活躍/これまでの南方の

教育/夏と学生の心身修練/時局下の
河川愛護/トルコを繰る国際情勢

179 週報 304 昭和17年 情報局編輯内 印刷書問 20.9X 14.9 l冊 32頁戦争と船腹/建艦と造船の一元 99B887 
8月5日 闇印刷局発行 化/中小商工業再編成の進展/防空待

避所の作り方/米国の対印野望

180 週報305 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14目8 l冊 32頁 我が対敵放送戦/統制会の進展 99B888 
8月12日 閤印刷局発行 /大東亜の鉱工業電力方策/油脂統制

機構の単一化/米の策動と中南米の近
情

181 週報306 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 15.0 1M 32頁敵抗戦力の検討/行政簡素化に 99B889 
8月19日 闇印刷局発行 ついて/国民貯蓄組合の話/ソロモン

海戦の意義/9月の常会の頁

182 週報 307 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.9 l冊 32頁 食糧の配給問答/第二戦線問題 99B890 
8月26日 閤印刷局発行 /自家用塩の作り方/戦争と気象

183 週報 308 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1x14.9 l冊 32頁戦時下娯楽と移動演劇/開始さ 99B891 
9月2日 閤印刷局発行 れる有線放送/戦時下の海員養成/イ

ンド独立問題

184 週報 309 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1x14.8 l冊 32頁大東亜戦争と満洲国/満洲開拓 99B892 
9月9日 闇印刷局発行 第二期計画/修業年限の短縮について

/大東亜省の設置/生産拡充と司法保
護/最近の国際情勢
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185 週報 310 昭和17年 情報局編輯肉 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 32頁航空日特輯若鷲となるには/ 99B893 
9月16日 闇印刷局発行 航空医学について/成層圏飛行の話/

思想戦読本(1)

186 週報 311 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 32頁 聞を撃滅しよう/木炭の増産対 99B894 
9月23日 闇印刷局発行 策/回教徒の動き/10月の常会の頁/

思想戦読本位)

187 週報312 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 32頁軍人援護特輯援護施設の概況 99B895 
9月30日 閤印刷局発行 /軍人援護教育について/戦傷者の結

婚問題/強化される電灯消費規正/思
想戦読本但)思想戦と経済

188 週報 313 昭和17年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.0X 14.9 l冊 32頁小売業者の転廃業資産評価問答 99B896 
10月7日 閤印刷局発行 /制定された勤労顕功章/軍人援護実

話/実施される鉄道の24時制/米の動
向と国民の覚悟/思想戦読本(4)思想戦
と政治

189 週報 314 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 32頁防衛百集問答/軍人援護実話 99B897 
10月14日 閤印刷局発行 (下)/船舶運営会の話/金鶏勲章制度

の改正と支那事変記念章の制定/思想
戦読本恒)思想戦と科学

190 週報 315 昭和17年 情報局編輯肉 印刷書 冊 21.0X 14.8 l冊 32頁海軍武官・兵制度の改正/大東 99B898 
10月21日 閤印刷局発行 亜戦下の国民錬成/戦時下のガスの使

ひ方/11月の常会の頁/思想戦読本(6)
思想戦と教育

191 週報 316 昭和17年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.0X 15.0 l冊 32頁戦争生活と違法/帰農開拓民の 99B899 
10月28日 闇印刷局発行 更正金庫利用/一般家庭の鉄鋼特別回

収について/重要物資の強制買上/思
想戦読本(7)思想戦と文化

192 週報317 昭和17年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.0x 14.9 l冊 32頁官庁の新機構/大東亜省の設置 99B900 
11月4日 閤印刷局発行 /内外地行政の一元化/行政簡素化と

新機構一覧/家族手当問答/経営責任
者の陣頭指揮/南太平洋海戦の戦果

193 週報 318 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 32頁戦争と燃料/独ソ戦局の概況/ 99B901 
11月11日 閣印刷局発行 麦の価格改正と増産/大東亜戦争と撃

僑/思粗戦読本但)思想戦の基底

194 週報 319 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 32頁戦時陸運の非常体制/国民健康 99B902 
11月18日 闇印刷局発行 保険拡充運動と郵便年金普及強調運動

/第二戦線のその後/12月の常会の頁
/頼母しい隣組生活例

195 週報 320 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.4 l冊 32頁国民皆兵と兵役観/230億貯蓄 99B903 
11月25日 閤印刷局発行 完遂の新計画/港湾荷役の強化/新生

の医師会・歯科医師会/労務報国会の
設立

196 週報 323 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 32頁統制会への職権委譲/生活必需 99B904 
12月16日 閤印刷局発行 品と鉄道輸送/大東亜戦争1箇年の戦

果/1月の常会の頁/隣組の貯蓄例

197 週報 324 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.5 l冊 32頁 明年度の中等学校の入学考査/ 99B905 
12月23日 闇印刷局発行 大東亜戦争と船員/一般会計予算の概

貌/年末年始の旅行制限/標準漢字表
/愛国百人一首
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198 週報325 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 32頁実践せよ必勝の戦争生活/新年 998906 
l月6日 闇印刷局発行 の戦局に対する観察/今年こそ激闘の

年/国際情勢の展望/玄米食について
(炊き方と食べ方)

199 週報326 昭和17年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1X14.8 l冊 32頁決戦下の勤労問題/交戦諸国の 998907 
l月13日 闇印刷局発行 労務動員/国本たるべき農村の確立/

勝ち抜かう生産戦

200 週報327 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 1f1甘 32頁 支那の参戦と日華新関係/中華 998908 
l月20日 間印刷局発行 民国の大東亜戦協力/国民政府の建軍

工作と清郷工作/戦争と物資/2月の
常会の頁

201 週報 328 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21目Ox15.0 11冊 32頁 学制改革問答/頼母しい戦争生 998909 
l月27日 閤印刷局発行 活例当選発表一隣組の軍兎、鶏、豚等

の共同飼育一/議会提出法律案件名ー
覧/米英音楽の追放

202 週報 329 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 32頁新増税案解説/戦争と科学技術 998910 
2月3日 闇印刷局発行 /枢軸外交の進展/決戦議会に悶明さ

れた政府の方針

203 週報 330 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.8 l冊 32頁今年の食糧事情/衣料切符制の 998911 
2月10日 閤印刷局発行 改正/祈年祭に当って/港湾荷役とは

何か/レンネル島沖海戦

204 週報 331 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 32頁 南太平洋の作戦について/欧州 998912 
2月17日 閤印刷局発行 戦局の推移/木材の生産増強と供木運

動/3月の常会の頁

205 週報 332 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 lilU 32頁 戦争と木船/イサベル島沖海戦 998913 
2月24日 闇印刷局発行 /最近の国際情勢/頼母しい戦争生活

例当選発表ーあるもので間に合わせる
衣生活の新工夫/満洲困の基本国策

206 週報333 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 32頁 日露戦争と大東亜戦争/大東亜 998914 
3月3日 闇印刷局発行 戦争各方面の戦況/頼母しい戦争生活

例当選発表一隣組の精神団結を強める
方法一/18年度予算の概要

207 週報334 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 32頁新制中等学校問答/戦力増強と 998915 
3月10日 閤印刷局発行 青年学校/新増税一覧/出版界の新発

足/農業保険制度の改正

208 週報 335 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.7 1 Hft 32頁戦局と今後の決意/大東亜要員 998916 
3月17日 閤印刷局発行 の錬成方針/新制師範教育問答/日仏

印経済協定の調印/最近の米蒋関係

209 週報336 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 32頁敵の企図する日本空襲/大型焼 998917 
3月24日 闇印刷局発行 夷弾の防護心得/戦争死亡傷害保険問

筈/防空を強化せよ/決戦下の船員待
遇問題/戦争生活例 隣組の婦人内職
/4月の常会の頁

210 週報 337 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 32頁特輯戦時行政強化問答/ビル 998918 
3月31日 閣印刷局発行 マの独立をめぐって/湖北・蘇准作戦

の戦果/頼母しい戦争生活例弱い子
を丈夫にした体験一/前線と銃後の馬

211 週報 338 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 32頁実施された新税法特別行為税 998919 
4月7日 闇印刷局発行 法納税施設法酒税法臨時租税措

置法/情報局機構の充実強化/兵役法
の改正/参戦中国の戦争経済

円。
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

212 週報339 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 32頁最近の米英ソ関係/戦争完遂と 998920 
4月14日 闇印刷局発行 少年保護/商工組合法とは/外貨債の

借換に就いて/重要物資と鉄道輸送

213 週報340 昭和18年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.0X 14.9 l冊 32頁特輯軍人援護問題/改正され 998921 
4月21日 閤印刷局発行 た箪事扶助法/決戦下の傷痕軍人職業

保護/遺族・家族の相談指導/敵の謀
略を破擢せよ/マユ河畔に英印軍撃滅
/南太平洋の航空決戦/戦争生活例
隣組の婦人防空体制

214 週報341 昭和18年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.1 X 15.0 l冊 32頁戦時物価問答/昭和18年産米の 998922 
4月28日 闇印刷局発行 新価格/ミルン湾を猛爆撃/増産に挺

身せよ/5月の常会の手引/決戦下の
健民運動/農家の増産，心得

215 週報 342 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1X14.9 l冊 32頁 230億見事に突破/18年度貯蓄 998923 
5月5日 閤印刷局発行 達成の心構へ/戦争生活例生活を切

りつめた実例/270億へ突撃だ/簡易
保険の話/改正された郵便年金/母子
保健の十則

216 週報343 昭和18年 情報局編輯肉 印刷書冊 21.1 X.14.8 l冊 32頁土木・建築の戦争体制/学徒体 998924 
5月12日 闇印刷局発行 育訓練の強化/戦争生活に徹しよう/

敵国にある邦人の現状/決戦下の結婚
問題

217 週報344 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 32頁特輯国家計画問答物資動員 998925 
5月19日 闇印刷局発行 計画1/薪炭配給統制規則/すべて戦

力増強へ/薬事法の話/陸海軍少年兵
の手引/航空撃滅戦の実相

218 週報345 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 32頁直面する世界戦局/東郷元帥の 998926 
5月26日 闇印刷局発行 遺訓と総力戦/日本海海戦と大東亜戦

争/米英撃滅に藁進だ1/6月の常会の
手引/国家総動員計画2生産拡充計画
問答

219 週報346 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.7 l冊 32頁大東亜戦争の現勢/開戦以来の 998927 
6月2日 閤印刷局発行 海軍総合戦果/海軍予備学生・海軍少

年飛行兵の手引/山本元帥に続け/戦
力増強と安全生産/国家総動員計画3
国民動員計画問答

220 週報347 昭和18年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.0X 14.7 l冊 32頁戦争生活の徹底/甘藷璃産の秘
6月9日 閤印刷局発行 訣/アッツの雄塊に応へん/戦争生活

例戦時下の育児/国家総動員計画4
交通勤員計画問答

221 週報348 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 32頁決戦食糧応急対策/商工経済会 998929 
6月16日 闇印刷局発行 法とは/空地を食糧増産へ/航空撃滅

戦は続く/国家総動員計画5電力動員
計画問答

222 週報350 昭和18年 情報局編輯内 印刷書 冊 21.0x 14.8 l冊 32頁特輯戦力増強企業整備の全貌 998930 
6月30日 閤印刷局発行 /僚たり帝国連合艦隊/戦争生活例

隣組の生活刷新/決戦即応の旅客輸送

223 週報351 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 32頁勤労新体制の確立/学徒の勤労 998931 
7月7日 闇印刷局発行 動員躍動する勤労報国隊/決戦下女性

の勤労問題/戦時服装問答

-354-
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

224 週報 352 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.3x 14.6 l冊 32頁具現する大東亜の共栄/上海共 998932 
7月14日 閤印刷局発行 同租界の還付/日泰関係の緊密化/起

ち上るインド/最近の重慶事情/日米
銃後戦力の決戦/陸軍特別操縦見習士
官の手引/地方行政刷新強化問答

225 週報 354 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.2X14.8 l冊 32頁決戦下の海運問題/普通船員に 998933 
7月28日 閤印刷局発行 なるには/戦争生活例職場を持つ主婦

の体験/一億第一線へ/8月の常会の
手引/馬鈴薯の混食法/健民運動夏季
鍛錬/ヒマの手入れは/藷類の総合配
給

226 週報 361 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 32頁特輯決戦下の航空諸問題/航 998934 
9月15日 閤印刷局発行 空戦備充実の重要性/列国の航空器財

-戦闘法の趨勢/航空機の多量生産に
ついて/航空機製作と国民生活/伊の
降伏と我等の覚悟

227 週報 362 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.8 l冊 32頁改正された米の供出方法/イタ 998935 
9月22日 闇印刷局発行 リア問題の推移/織烈化する補給攻防

戦/10月の常会の頁/空へ志す者の手
引/航空常識講座l飛行機の種類と性能

228 週報 363 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0X 14.8 l冊 32頁圏内態勢強化方策官民に告ぐ 998936 
9月29日 闇印刷局発行 /学校防空の重点/防空質疑応答/戦

争生活例防空資材克服の新工夫/古
年次国民兵の召集準備/決戦下の軍人
援護/航空常識講座2飛行機の構造l

229 週報 364 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 32頁世界情勢と我が決戦態勢/決戦 998937 
叩月6日 闇印刷局発行 勤労態勢の確立/男子の従業禁止・女

子勤労挺身隊/防空質疑応筈/戦争生
活例勤労奉仕の体験を生活に生かす
/航空常識講座3飛行機の構造2

230 週報 365 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 32頁学徒の徴集問答/南方諸地域の 998938 
10月13日 闇印刷局発行 徴集制度の改正/戦力増強と鉄道輸送

/勝ち抜くための節電/徴兵制実施と
台湾の実情/比島独立の沿革

231 週報 366 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 32頁工場防空の指針/防空質疑応答 998939 
10月20日 闇印刷局発行 /教育の戦時非常措置/独立したフイ

リピン国

232 週報 367 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1 x 14.6 l冊 32頁 インド仮政府樹立す/圏内態勢 998940 
10月27日 閣印刷局発行 の強化と遵法/入営入団する学徒への

措置/11月の常会の手引/戦争生活例
我が家の軍人援護/航空常識講座4成
層圏飛行l

233 週報 368 昭和18年 情報局編輯内 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 32頁完勝の一点に総力を集中せよ/ 998941 
11月3日 閣印刷局発行 戦局の重大性/国民動員質疑応答/地

下資源探索の手引/戦争生活例我が
家の科学教育/航空常識講座5成層圏
飛行2

234 週報 369 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0x 14.9 l冊 32頁大東亜会議の意義/帝国外交の 998942 
11月10日 刷局発行 基調/日華同盟条約の締結/中央各庁

の決戦機構一覧

235 週報 370 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 32頁 ソロモン戦局の新展開/兵役法 998943 
11月17日 刷局発行 の改正/麦類の価格対策/国民動員質

疑応答/占領地区への進出要領/航空
常識講座6成層圏飛行3
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236 週報371 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 32頁食糧矯産と土地改良/土地改良 998944 
11月24日 刷局発行 の原理/暗渠排水・小用排水/客土・

水田造成・農道/土地改良で増産した
実例/12月の常会徹底事項/世界戦局
の概況

237 週報372 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 14.7 l冊 31頁太平洋戦局の緊迫化/国民徴用 998945 
12月1日 刷局発行 問答/大東亜共同宣言の解説

238 週報373 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 62頁大東亜戦争2周年特輯大東亜 998946 
12月8日 刷局発行 の現況

239 週報374 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 X 14.7 l冊 31頁大東亜戦争2周年記念日に当り 998947 
12月15日 刷局発行 て/太平洋戦局の転機/戦局の回顧と

展望/航空常識講座7飛行機の武装

240 週報375 昭和18年 情報局編輯印 印刷書冊 20.8x 14.8 l冊 31頁都市疎開問答/45歳まで国民登 998948 
12月22日 刷局発行 録/年末年始の旅客・荷物の輸送調整

/土地改良で増産した実例位)/1月の
常会徹底事項

241 週報376 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0x 14.6 l冊 31頁皇室の御近状/今年完勝への基 998949 
l月5日 刷局発行 礎を確立せん/徴兵適齢の引下げ/国

民徴用質疑応答/軍需会社法の実施

242 週報377 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 14.8 1冊 31頁戦局の新様相/本年の戦局展望 998950 
l月12日 刷局発行 /太平洋戦局の新展開/国民徴用質疑

応答/反枢軸外交の動向

243 週報378 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 14.7 l冊 31頁勝ち抜かう食糧戦/本年度食糧 側 51
1月19日 刷局発行 需給の展望/麦の手入れ/土地改良で

婚産した実例/戦争と藁工品/特別幹
部候補生志願制度/国民徴用質疑応答
/2月の常会徹底事項/中等学校の入
学考査要領

244 週報379 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0 x 14.9 l冊 31頁一億、底力を発揮せよ/決勝摺 998952 
l月26日 刷局発行 税問答/最近のアメリカ国内情勢

245 週報380 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0X 14.6 l冊 31頁激化するラパウル空戦/戦ふ炭 998953 
2月2日 刷局発行 鉱/熱管理の重要性/国民徴用質疑応

筈/傷痕軍人・戦没者寡婦の教員養成
の手引/大日本育英会の誕生/昭和18
年下半期総目次

246 週報381 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 15.0 l冊 31頁昭和19年の人口調査/都市疎開 998954 
2月9日 刷局発行 と輸送問答/復役屈の心得/今年の筒

閲点呼/戦力増強生活例青少年総蹴
起当選実話/学校防空質疑応答/航
空常識講座8木製飛行機

247 週報382 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0X 14.7 l冊 31頁マーシャル諸島の激闘/学徒の 998955 
2月16日 刷局発行 緊急勤労動員/新らしい国民登録制/

戦ふ電力/今年の衣料切符

248 週報383 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0x 14.3 l冊 31頁国民勤労動員問答/感冒を撃退 998956 
2月23日 刷局発行 しよう/若人よ海に征け/戦力増強生

活例青少年総蹴起当選実話/3月
の常会徹底事項/藷苗の作り方

249 週報384 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 14.9 l冊 31頁切替へは今だ/母親学級の誕生 998957 
3月l日 刷局発行 /戦ふ木材/ー燈献納一機増産/撃

て、内南洋突破の野望
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250 週報 385 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0x 14.5 l附 31頁 陸軍記念日に当りて/学徒軍事 99B958 
3月8日 刷局発行 教育の強化/空襲に備へはよいか/じ

やがしも・かぼちゃの培産へ/税務相
談所案内/実施された決戦非常措置

251 週報386 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0x 14.6 l冊 16頁進めよ疎開/帝都疎開促進要目 99B959 
3月15日 刷局発行 を中心に/非常用物資の備蓄を強化/

警報伝達の改正/切開け疎開の隆路/
空地をあげて食糧増産へ

252 週報 388 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.9X 14.3 l部 15頁旅客制限/位界戦局の概貌/海 99B960 
3月29日 刷局発行 軍諸生徒の手引/逓信料金の値上げ/

決戦輸送問答

253 週報 389 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.7X14.6 l冊 16頁戦力の泉/勝敗かける360億 / 99B961 
4月5日 刷局発行 戦力増強生活例やり遂げた生活の決

戦化/告知板新らしい小荷物制度
特別操業見習仕官、技術・軍医候補生
の召募/肥料不足に焼土戦術

254 週報 390 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 16頁 海運強化/皇軍インドへ進撃す 99B962 
4月12日 刷局発行 /幹部候補生志願の関係書類と入学延

期屈の取扱/日ソ漁業と利権協定の成
立/決戦海上輸送問答

255 週報 391 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.8x 14.7 l冊 32頁 国民生活と航空機増産/勝敗を 99B963 
4月19日 刷局発行 決するもの/戦力増強生活例やり遂

げた生活の決戦化/航空機の生産決戦

256 週報 392 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0x 14.6 l冊 32頁戦時農園の手引 99B964 
4月26日 刷局発行

257 週報 393 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.8X 14.5 l冊 16頁 印度人の印度へ/激化するイン 99B965 
5月3日 刷局発行 ドの反英熱/英のインド暴虐史/経済

関係罰則の強化

258 週報 394 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20目9x14.7 l冊 16頁活かせ土地改良の成果/戦時農 99B966 
5月10日 刷局発行 園問答1/一億残らず簡易保険へ/特

別甲種幹部候補生について/戦争保険
と地震保険

259 週報 395 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.8X 14.9 l冊 16頁決戦必勝/海軍記念日を迎へて
5月17日 刷局発行 /戦局の現状と総力戦/甲種予科練の

募集について/戦時農園問答2/戦力
増強生活例新職場に想ふ

260 週報 396 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.0X 14.5 l冊 16頁増産へ適期の作業/麦刈、田植、 99B968 
5月24日 刷局発行 甘藷の植付/河南醐滅戦/国民創意の

総力戦/戦時農園問答3/甘藷栽培な
ぜなぜ問答

261 週報397 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.8x 14.9 l冊 16頁戦力の血と肉/石油、軽金属/ 99B969 
5月31日 刷局発行 軽金属の糟産へ/決戦と石油/戦力増

強と規格統一

262 週報 398 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 16頁動く大陸新戦局/新通常服の制 99B970 
6月7日 刷局発行 定/戦時農園問答4/虚実、米英ソ外

交戦

263 週報401/昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.9X 14.7 l冊 48頁 防空必勝の司11/必勝防衛陣を強 99B971 
402合併 7月5日 刷局発行 化せよ/北九州地区空襲戦訓/空襲
号 時の非常対策/防空救護図解

264 週報408 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 20.9x 14.7 l冊 32頁戦ふ独逸/戦ふ物資繊維 99B972 
8月16日 刷局発行

司
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265 週報410 昭和19年 情報局編輯印 印刷書冊 21.1 x 14.6 l冊 32頁戦時農園の手引秋の巻

8月30日 刷局発行

266 週報423 昭和19年 情報局編輯印 印刷 41.0X28.4 2枚 15頁分戦へ空襲と 皇土の護持に/ 99B974 
11月29日 刷局発行 l組 老幼者等疎開問答/急げ!待避所の増設

/空襲下の旅行心得/空襲で生産力を
落すな/白金回収の整理期間

267 週報427 昭和20年 情報局編輯印 印刷 42.3x28.3 2枚 16頁分決戦迎春/戦線東西南北/本 99B975 
1月3日 刷局発行 l組 年度の中等学校卒業者はどうなる/航

空撃滅戦/戦ふ物資格・三極・雁皮

③昭和前期楽譜

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

268 楽譜「大礼奉祝 昭和3年 文部省 印刷 リー 26.5X 19.4 l部 99B976 
唱歌J 11月 フレット

269 楽譜軍艦行進 昭和7年3瀬戸口勝吉作曲松原千加士編 色刷 26.3x 19.0 l部 99B977 I 
曲 月5日 曲新興音楽出版社発行

270 嫁ぐ日近く/防 昭和11年 喜志邦三宮原康郎/富田砕花 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B978 I 
人の唄 11月5日 弘田龍太郎 日本放送出版協会 フレット 国民歌謡2

発行

271 落葉松/我が家 昭和11年 北原白秋長村金二/商条八十 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B979 
の唄 12月10日 山田耕符 日本放送出版協会発 フレツト 国民歌謡5

行

272 日本よい国/乙 昭和11年 今中楓渓服部良一/今中楓渓 印刷 リー 26.0X 18目8 l部 ラヂオテキスト 99B980 
女の歌 12月12日 水谷ひろし 日本放送出版協会 フレット 国民歌謡6

発行

273 願ひ/野行き山 昭和11年 山海睦子大和田愛羅/九条武 印刷 リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B981 
行き 12月20日 子瀬戸口篠吉日本放送出版 フレット 国民歌謡7

協会発行

274 日本よい国/白 昭和12年 中央教化団体連合作詩作曲小 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B982 
すみれ l月25日 田進吾編曲/薄田泣童小田進 フレット 国民歌謡10

吾 日本放送出版協会発行

275 むかしの仲間/ 昭和12年 木下杢太郎 山田耕搾/乗杉嘉 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B983 
国旗掲揚の歌 2月10日 寿下総院一日本放送出版協 フレット 国民歌謡12

会発行

276 新鉄道唱歌/新 昭和12年 土岐善麿堀内敬三/西条八十 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B984 
鉄道唱歌第l 5月25日 堀内敬= 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡15
編 行

277 奥の細道/村の 昭和12年 斎藤四郎内田元/喜志邦三 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B985 
少女 5月31日 富永コ郎 日本放送出版協会発 フレツト 国民歌謡16

fr 

278 筏流し/母恋し 昭和12年 門叶三千男宮原康郎/西条八 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B986 
6月25日 十中山晋平日本放送出版協 フレット 国民歌謡17

会発行

279 新鉄道唱歌第 昭和12年 佐佐木信網堀内敬三日本放 印刷 リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B987 
2編 7月25日 送出版協会発行 フレット 国民歌謡20

280 護れわが空/娘 昭和12年 佐藤惣之助 内田元/堀田正夫 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B988 
田草船 7月25日 大村能章 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡21

行
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281 新鉄道唱歌第 昭和12年 与謝野品子繍内敬ニ/北原白 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 フヂオァキスト 99B989 
3編/山呼ぶ野 8月20日 秋小田進吾日本放送出版協 フレツト 国民歌謡23
は呼ぶ海は呼ぶ 会発行

282 航空決死兵/征 昭和12年 稲野静哉内田元/土岐善麿 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B990 
けよますらを 9月5日 堀内敬三 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡24

11' 

283 利鎌の光/送別 昭和12年 相馬御風 中山晋平/佐藤春夫 印刷 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B991 
歌 10月20日 宮城道雄 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡25

行

284 愛国の花/戦勝 昭和12年 福田正夫古関裕而/大江素夫 印刷 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B992 
の歌 10月20日 大村能章 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡26

11' 

285 沈黙の凱旋に寄 昭和12年 新居あづま 服部良一/野田代 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B993 
す/月の夜更け 11月27日 志夫斎藤佳三 日本放送出版 フレツト 国民歌謡27

協会発行

286 新鉄道唱歌上 昭和13年 土井晩翠杉山長谷雄/西条八 印刷 リー 26.0xI8.8 l部 ラヂオテキスト 99B994 
野ー仙台/日本 5月5日 十小田進吾 日本放送出版協 フレツト 国民歌謡28
刀の歌 会発行

287 みのり/のぞみ 昭和13年 川島実太郎成田為三/山田千 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B995 
/まどゐ 6月15日 之藤井清水/西村秀樹草川 フレット 国民歌謡30

信 日本放送出版協会発行

288 昼/降魔の利剣 昭和13年 島崎藤村小田進吾/土井晩翠 印刷 リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B996 
7月5日 深海善次 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡31

行

289 国民歌謡繋明 昭和13年 稲野静哉 長谷川良夫/川田順 印刷 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B997 
勤労の歌/凱歌 7月30日 山田耕符 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡32

行

290 万歳ヒットラー 昭和13年 北原白秋高階哲夫/西条八十 印刷 リー 26.0X 18目8 l部 ラヂオテキスト 99B998 
-ユーゲント/ 8月30日 山田耕符 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡33
航空唱歌 行

291 大日本の歌/国 昭和13年 芳賀秀次郎東京音楽学校/金 印刷 リー 26.0X 18目8 l部 ラヂオテキスト 99B999 
こぞる 9月30日 子基子信時潔 日本放送出版 フレット 国民歌謡34

協会発行

292 遂げよ聖戦/傷 昭和13年 柴野為亥知 長津義司/土岐善 印刷 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1000 
撲の勇士 10月25日 麿堀内敬= 日本放送出版協 フレット 国民歌謡35

会発行

293 国に誓ふ 昭和13年 野口米次郎信時潔 日本放送 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1001 
11月5日 出版協会発行 フレット 国民歌謡37

294 その火絶やすな 昭和13年 北原白秋 JOBK文芸課/柴野為 印刷 リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1002 
/大建設の歌 12月5日 亥知大沼哲 日本放送出版協 フレット 国民歌謡38

会発行

295 振へ日本国民/ 昭和14年 河井酔著 田村虎蔵/土岐善麿 印刷 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1003 
砿野の開発 l月10日 乗松昭博 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡39

行

296 愛馬進軍歌/ヒ 昭和14年 陸軍省撰定/深田久弥 高木 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1004 
ユツテの夜 l月25日 東六 日本放送出版協会発行 フレツト 国民歌謡40

297 山社鵠 昭和14年 石川啄木益子九郎 日本放送 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1005 
2月28日 出版協会発行 フレツト 国民歌謡41
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298 事変下に陸軍記 昭和14年 柴野為亥知大沼哲/稲野静哉 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 フヂオァキスト 9981006 
念日を迎ふ/日 3月5日 内田元 日本放送出版協会発行 フレツト 国民歌謡42
章旗を仰いで

299 戦友の英霊を弔 昭和14年 柴野為亥知近衛秀麿/武井大 印刷 リー 26.0XI8.8 l部 ラヂオテキスト 9981007 
ふ/大槻一等兵 4月20日 助朝永研一郎日本放送出版 フレット 国民歌謡43

協会発行

300 輝く海軍記念 昭和14年 海軍軍事普及部紙恭輔/松島 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981008 
日/戦死者をま 4月28日 慶三海軍軍楽隊日本放送出 フレット 国民歌謡44
つる歌 版協会発行

301 嚇り/潮音 昭和14年 三木露風平岡照章/島崎藤村 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981009 
5月5日 益子九郎 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡45

行

302 太平洋行進曲/ 昭和14年 海軍省選定/中林唯夫飯田信 印刷 リー 26.0XI8.8 l部 ラヂオテキスト 9981010 
軍国登山の歌 5月27日 夫 日本放送出版協会発行 フレット 国民歌謡46

303 聖戦第二周年を 昭和14年 柴野為亥知紙恭輔/相馬御風 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981011 
迎ふ/大日本傷 6月30日 海軍軍楽隊 日本放送出版協会 フレツト 国民歌謡47
湊軍人歌 発行

304 防空青年の歌/ 昭和14年 柴野為亥知古関裕而/岩田九 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981012 
旅愁 7月15日 郎大中寅二日本放送出版協 フレット 国民歌謡48

会発行

305 戦車隊の歌/戦 昭和14年 教育総監部紙恭輔/教育総監 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981013 
車兵の歌 8月20日 部紙恭輔日本放送出版協会 フレット 国民歌謡49

発行

306 興亜奉公の歌/ 昭和14年 野口米次郎信時潔/鈴木繁 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981014 
満洲事変八周年 9月l日 大沼哲 日本放送出版協会発行 フレツト 国民歌謡50
記念歌

307 くろがねの力/ 昭和14年 浅井新一江口源吾/中林唯夫 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981015 
出征航路 9月30日 小田進吾 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡51

行

308 のぼる朝日に照 昭和14年 落久保音市 山田耕搾/陸名ー 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981016 
る月に/銃後の 9月30日 雄名倉噺 日本放送出版協会 フレット 国民歌謡52
日本大丈夫 発行

309 海の歌/敵前掃 昭和14年 西条八十佐藤長助/佐藤春夫 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981017 
海者の謡 10月20日 片山頴太郎 日本放送出版協会 フレット 国民歌謡53

発行

310 出征兵士を送る 昭和14年 陸軍省撰定/大槻一郎蔵野今 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981018 
歌/空の勇士 11月15日 春 日本放送出版協会発行 フレット 国民歌謡54

311 紀元二千六百年 昭和14年 紀元二千六百年奉祝会・日本放 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981019 
12月15日 送協会制定 日本放送出版協会 フレット 国民歌謡55

発行

312 紀元二千六百年 昭和14年 紀元二千六百年奉祝会選定東 印刷 リー 26.0x 18.8 l音s ラヂオテキスト 9981020 
頒歌/船出の歌 12月30日 京音楽学校作詞作曲/前回鉄之 フレット 国民歌謡56

助清瀬保二日本放送出版協
会発行

313 英霊賛歌/春待 昭和15年 山崎真義人 山田耕符/福田滋 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981021 
草 l月15日 子長谷川良夫 日本放送出版 フレット 国民歌謡57

協会発行
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314 肇国景仰の歌 昭和15年 土岐善麿深海善次/竹中郁 印刷 26.0x 18.8 l部 フヂオァキスト 99B1022 
l月20日 古関裕而 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡58

fr 

315 誓び/璽 昭和15年 日本放送協会撰定北村冴子作 印刷 リー 26.0x 18目8 l部 ラヂオテキスト 99B1023 
2月10日 詞伊藤完夫作曲/日本放送協 フレット 国民歌謡59

会撰定村岡貞子作詞野村繁
作曲 日本放送出版協会発行

316 母の背は/若き 昭和15年 日本放送協会撰定武田葛作詞 印刷 26目Ox18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1024 
妻 2月10日 佐伯自助作曲/日本放送協会撰 フレツト 国民歌謡60

定片山春美作詞志摩一郎作
曲 日本放送出版協会発行

317 新政賛頒/弔魂 昭和15年 高野辰之信時潔/町田敬二 印刷 リー 26目Ox18.8 l部 ラヂオテキスト 馴 W
歌 5月20日 伊藤昇 日本放送出版協会発行 フレツト 国民歌謡61

318 暮 昭和15年 島崎藤村小田進吾 日本放送 印刷 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1026 
5月25日 出版協会発行 フレット 国民歌謡62

319 防空の歌/暁に 昭和15年 伊藤宏佐々木俊一/野村俊夫 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1027 
祈る 5月20日 古関裕而 日本放送出版協会発 フレット 国民歌謡63

行

320 燃ゆる大空/紀 昭和15年 佐藤惣之助 山間耕符/高橋俊 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99BI028 
元三千六百年海 5月20日 策江口夜詩日本放送出版協 フレット 国民歌謡64
軍記念日の歌 会発行

321 国民歌謡隣組 昭和15年 岡本一平飯田信夫/北原白秋 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99BI029 
/産業報国歌 6月15日 高階哲夫 日本放送出版協会発 フレツト 国民歌謡65

行

322 満洲皇帝陛下奉 昭和15年 日満中央協会撰定永島勇之助 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99BI030 
迎国民歌/蘭花 6月25日 作詞陸軍戸山学校軍楽隊作曲 フレット 国民歌謡66
の煩 /白鳥省吾信時潔 日本放送

出版協会発行

323 海を渡る荒鷲 昭和15年 勝承夫海軍軍楽隊 日本放送 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1031 
8月10日 出版協会発行 フレット 国民歌謡67

324 興亜行進曲/用 昭和15年 今津ふきこ 福井文彦/岡本一 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1032 
心づくし 8月18日 平服部正 日本放送出版協会 フレット 国民歌話68

発行

325 日本婦人の歌/ 昭和15年 相馬御風深海善次/若杉雄三 印刷 26.0x 18.8 l 音~ ラヂオテキスト 99B1033 
南進男児の歌 9月15日 郎古関裕而 日本放送出版協~ フレット 国民歌謡69

会発行

326 国民進軍歌/審 昭和15年 軍事保護院陸軍省海軍省撰定 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1034 
防団歌 9月15日 文部省検定済/大日本警防協会 フレット 国民歌謡70

撰歌東京音楽学校作曲 日本
放送出版協会発行

327 航空日本の歌/ 昭和15年 舟木準佐々木すぐる/中央教 印刷 リー 26目Ox18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1035 
手をとり合って 9月20日 化団体連合会選詞選曲 日本放 フレット 国民歌謡71

送出版協会発行

328 靖国神社の頒/ 昭和15年 佐藤春夫大中寅二/安藤外之 印刷 リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 99BI036 
日本勤労の歌 10月15日 作調河村光陽作曲財団法人 フレット 国民歌謡72

勤労者教育中央会撰定 日本放
送出版協会発行

329 靖国神社の歌/ 昭和15年 陸軍省海軍省撰定/西川好次郎 印刷 リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 99B1037 
興亜の妻 10月20日 作調西条八十補平岡照省作 フレット 国民歌謡73

曲 日本放送出版協会発行
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330 鴫呼北白川宮殿 昭和15年 -荒芳徳古関裕而日本放送 印刷リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981038 
下 12月5日 出版協会発行 フレット 国民歌謡74

331 出せ一億の底力 昭和15年 堀内敬三/相馬御風中山晋平 印刷リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981039 
/火の用心 12月15日 日本放送出版協会発行 フレツト 国民歌謡75

332 国民協和の歌/ 昭和15年 中央協和会・大政翼賛会橋本 印刷リー 26.0X 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981040 
歩くうた 12月15日 国彦/高村光太郎飯田信夫 フレット 国民歌謡76

日本放送出版協会発行

333 青年歌/めんこ 昭和16年 五島茂大津寿人/サトウハチ 印刷リー 26.0x 18.8 l部 ラヂオテキスト 9981041 
L、小馬 l月25日 ロ一作詞仁木他喜雄作曲片 フレット 国民歌謡77

山頴太郎編曲 日本放送出版協
会発行

334 楽譜紀元2600昭和15年 紀元二千六百年奉祝会・日本放 色刷 25.8x 18.0 l部 9981042 
年奉祝国民歌 カ 送協会制定新興音楽出版社発

行

335 楽譜さうだそ 昭和16年 読売新聞社撰西条八十作詩 色刷 25.1 x 18.5 l部 9981043 
の意気 8月20日 古賀政男作曲株式会社シンフ

ォニー楽譜出版社発行

336 楽譜「国民歌 昭和前期 鳥越強作調 中支派遣軍陸軍軍 印刷リー 27.0x 19.0 l部 9981044 
大陸行進曲j 楽隊作曲 ピクターレコード フレツト

337 楽譜「軍歌独 昭和前期 陸軍戸山学校作曲 ガリ摺 31.3x23.5 l枚 9981045 
立守備隊の歌j

338 楽譜「満洲行進 昭和前期 大江素天作歌堀内敬三作曲 印刷リー 25.5X 17.5 l部 9981046 
曲j 大阪朝日新聞社 フレット

339 歌詞カード愛 昭和前期 不詳 印刷 16.1 x36.0 l枚 祝入営山口忠三 9981047 
馬進軍歌/父よ 君贈中塚佐久
あなたは強かっ 次
た

④1900年パリ万国博覧会報告書

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

340 1900年パリ万博回顧展報告書クラス11タイ 1900年頃 回顧展設置委員会編
ポグラフィその素材・方法・製品

印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981048 

341 1900年パリ万博回顧展報告書クラス12写真 1900年頃 回顧展設置委員会編
その素材・方法・製品

印刷書冊 28.5x20.0 1冊 9981049 

342 1900年パリ万博回顧展報告書クラス14地理 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981050 
の器具と地図と天体図

343 1900年パリ万博回顧展報告書クラス15精密 1900年頃 回顧展設置委員会編
器械

印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981051 

344 1900年パリ万博回顧展報告書クラス15貨幣 1900年頃 回顧展設置委員会編
とメダル

印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981052 

345 1900年パリ万博回顧展報告書クラス16内科 1900年頃 ツフィエ(Dωteur 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981053 
と外科 T凹FIE同博士報告

346 1900年パリ万博回顧展報告書クラス17音楽 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 9981054 
楽器その素材・方法・製品

347 1900年パリ万博回顧展報告書クラス18演劇 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981055 
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348 1900年パリ万博回顧展報告書クフス 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l附 99B1056 
19，20，21，22機械その素材と一般的方法

349 1900年パリ万博回顧展報告書クラス29公共 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1057 
土木事業のモデルやプラン

350 1900年パリ万博100年回顧展報告書クラス 1901年発 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1058 
30，31交通手段 行

351 1900年パリ万博回顧展報告書クラス33商船 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1059 
の設備

352 1900年パリ万博回顧展報告書クラス34気 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1060 
球・飛行船

353 1900年パリ万博回顧展報告書クラス36，60葡 1900年頃 回顧展設置委員会編 印 刷 書 冊 28.5x20.0 l冊 99B1061 
萄栽培の素材と方法

354 1900年パリ万博回顧展報告書クラス53，54魚 1900年頃 回顧展設置委員会編 印 刷 書 冊 28.5x20.0 l冊 99B1062 
釣りと集荷

355 1900年パリ万博回顧展報告書クラス63採鉱 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1063 
その素材・方法・製品

356 1900年パリ万博回顧展報告書クラス65金工 1900年頃 ピエール・ラリヴィ 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1064 
小さな金属工学の素材・方法・製品 エーlレ(M.Pierre

凶悶VIERE)報告

357 1900年パリ万博100年回顧展報告書クラス 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1065 
66，69，70，71，97家具と装飾

358 1900年パリ万博回顧展報告書クラス67ガラ 1900年頃 ルシアン・マニュ 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1066 1 

ス窓 (M.Lucien MAGN日報
t口t 

359 1900年パリ万博回顧展報告書クラス68紙絵 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1067 I 

360 1900年パリ万博100年回顧展報告書クラス72 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊
陶器

361 1900年パリ万博回顧展報告書クラス74暖房 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1069 
と換気

362 1900年パリ万博回顧展報告書クラス75電気 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1070 I 
を使わない照明(燭台とランプ)

363 1900年パリ万博100年回顧展報告書クラス87 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1071 
化学と薬学その素材・方法・製品

364 1900年パリ万博回顧展報告書クラス89皮革 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1072 

365 1900年パリ万博回顧展報告書クラス91煙草 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 99B1073 
の製造と安全その素材・方法・製品

366 1900年パリ万博回顧展報告書クラス93刃物 1900年頃 回顧展設置委員会編 印 刷 書 冊 28.5x20.0 l冊 99B1074 
その素材・方法・製品

367 1900年パリ万博回顧展報告書クラス96時計 1900年頃 マシュー・プランシ 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1075 
ョン(M.Mathieu
P凶NCHON)報告

368 1900年パリ万博回顧展報告書クラス98ブラ 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99B1076 
シ、モロツコ革製品、細工物、かご

円
台
U

円

bq
u
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番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

369 1900年パリ万博回顧展報告書クラス99旅行 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 99810771 
やキャンプのゴム製品その素材・方法・製晶

370 1900年パリ万博回顧展報告書クラス112貧民 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5x20.0 l冊 9981078 
救済事業

371 1900年パリ万博回顧展報告書グループ5電気 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5 x20.0 l冊 9981079 
電気器具・出版物・写本・自筆本

372 1900年パリ万博回顧展報告書グループ7農業 1900年頃 ジュレ・セン(M.Jules印刷書冊 28.5X20.0 l冊 9981080 
SAIN)報告

373 1900年パリ万博回顧展報告書グループ8園芸 1900年頃 回顧展設置委員会編 印刷書冊 28.5X20.0 l冊 9981081 

12.地図・絵図

〈資料内訳〉地図・絵図………...・H ・..……………4件4点

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

改正福博詳見全図 明治13年2月 高須徳七編 山崎登出版 鋼板彩色摺 48.2x70.5 l枚 9981082 
出版

2 福岡市烏敵国 昭和II年3月 吉岡初三郎作博多商工会議所 色刷 リー 19.2x 11.7 (19.2x99.I) l部 9981083 
25日 発行 フレット

3 福岡市烏敵国 昭和II年3月 吉田初三郎作博多商工会議所 色刷 リー 17.8x9.9 (17.8 x 77.2) l部 9981084 
25日 発行 フレツト

4 博多御案内図絵 昭和前期 佐々木たかし画佐々木図案製 色刷 リー 18.9XI1.6 (I8.9X97.9) l部 9981085 
作水野旅館(博多束中洲) フレット

13.引札等

〈資料内訳〉引札等…・・………………-……….33件33点

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

観慰亭俄給金位付定 江戸時代後 不詳 木版墨摺 25.8x42.5 l枚 田舎刷 9981086 
期 (博多ヵ)

2 早綱亀鶴曲芸刷物 明治14年旧 不詳 木版墨摺 36.0X47.5 l枚 9981087 
7月

3 ヲ|札(現金安売掛直なし) 明治14年 筑前博多紙屋与三郎(呉服 木版色摺 24.8X37.3 l枚 明治14年 9981088 
太物・唐反物) 略歴付き

4 石炭大安売広告 明治36年5 英石炭商庖 印刷 17.0x25.0 l枚 9981089 
月II日
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購入資料 13引札等

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

5 引札(鶴) 明治41年8 今里七太郎(筑後福島稲 色刷 37.4X51.6 l枚 9981090 
月30日 富、呉服商) 古島竹次郎

(大阪市)

引札(娘にビラを配る丁稚) 明治44年8 牛尾園紺屋(朝倉郡大福村) 色刷 25.7X37.9 l枚 9981091 
月30日 古島徳次郎(大阪市)

7 引札(紙幣と暦) 明治45年 平井清三郎(博多水茶屋 色刷 52.7X37.2 l枚 明治45年 9981092 
l町、果実青物問屋) 略暦、宣

統4壬子
年清暦付

き

8 ヲ|札(磯野鋳造所図) 明治時代 筑前国博多上土居町磯野 木版色摺 34.0x51.1 l枚 9981093 
七平(鍋釜鋤鋳造所)

9 月痕花影之碑全景図 大正時代 大神常吉 石版刷 40.0X54.5 l枚 9981094 

10 引札(恵比寿と吉祥天、工 不詳 鷲頭商庫(久留米市、煙竹 印刷 37.6x52.4 l枚 9981095 
場) 製造卸小売)

11 引札(文字のみ) 不詳 徳永万助(久留米市、高履 印刷 37.9X50.8 l枚 9981096 
物卸商)

12 引札(恵比寿の顔) 不詳 佐田輿反物!古(久留米市、 印刷 34.0X51.0 l枚 9981097 
i羊反太物卸商)

13 引札(恵比寿の顔) 不詳 佐田輿平本店(久留米市、 印刷 33.7X50.7 l枚 9981098 
海産乾物卸商)

14 引札(騎乗の軍人と鶴) 不詳 吉原佐市(福島新町、砂糖 色刷 51.8X37.0 l枚 9981099 
鍋釜商)

15 引札(源義光足柄山の絶頂 不詳 馬場忠太郎(八女郡福島 色刷 37.2 X50.9 l枚 9981100 
にて豊原時秋に秘曲を授 町、苅弱製造卸小売・荒

く) 物類販売所)

16 引札(翁姐) 不詳 坂田商庖(山門郡唐尾、諸 色刷 37.2X51.8 l枚 9981101 
紙卸商・帳簿製造所)

17 引札(天照大神素蓋鳴尊天 不詳 野口勘次郎(博多掛町、高 木版色摺 37.1 X25.8 l枚 9981102 
地問答之図) 仕立物所)

18 引札(文箱、短冊、扇) 不詳 塩塚幾太郎(柳川四拾丁、 色刷 37.9x52.2 l枚 9981103 
綿商)

19 引札(馬上の武者) 不詳 塩塚幾二郎(柳河四拾丁、 色刷 37.0x51.3 l枚 9981104 
綿商)

20 引札(打ち掛け) 不詳 今村紋蔵(久留米市、木炭 色刷 25.6x37.8 l枚 9981105 
呉服商)

21 引札(大日本全国鉄道線路 不詳 福井鉄次郎(八幡魚屋町 色刷 36.5X50目9 l枚 9981106 
細見図) 浜、貨物運輸所) 三国常

栄堂(大津市)

22 引札ヵ(官許薬名表) 不詳 製剤所矢野儀作(筑前回甘 木版墨摺 27.8x43.6 l枚 9981107 
木山崎屋)

23 筑前博多商庖広告 不詳 青柳平三郎(博多北船町、 2色刷 27.1 x39.2 l枚 9981108 
学校用塗盤販売製造所)

24 引札(ー富士二鷹三茄子と 不詳 太田商厄(福岡市呉服町、 色刷 25.8x37.1 l枚 9981109 
大黒) 石炭商)
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購入資料 13.引札等 14.ポスター

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法一量 員数 備考 備品番号

25 引札(船・日の出・富士山) 不詳 浦七蔵(博多上須崎町、素 色刷 26.1 x37.5 l枚 9981110 

麺井ニ綿)

26 引札(桜と娘二人) 不詳 野口勘次郎(福岡市博多掛 色刷 25.9x37.9 l枚 9981111 
町、万仕立物所)

27 引札(娘二人・金物屋の庖 不詳 野口勘次郎(福岡市博多掛 色刷 25.7x37.6 l枚 9981112 

先) 町、万仕立物所)

28 引札(鶴と波) 不詳 大丸商庖(博多綱場町、呉 色刷 35.1 X50.1 l枚 9981113 
服商)

29 引札(烏帽子をかぶった鶴) 不詳 梅崎源吉商庖(博多社家 色刷 37.4x52.1 l枚 電話540 9981114 
町、内外米穀肥料商) 番

30 引札(朝日・松・鶴の親子) 不詳 宮崎商庖(博多下新川端 色刷 36.1 X51.9 l枚 9981115 
町、和傘畳表商)

31 引札旧本=景) 不詳 石橋商庖(博多大乗寺前 色刷 38.2X52.0 l枚 9981116 
町、乾物荒物商)

32 ヲ|札(雪景色) 不詳 中村商庖(博多下須崎町、 色刷 37.3X51.7 l枚 電話843 9981117 
履物足袋卸商) 番

33 門司港・門司駅発列車時 昭和32年2 花の露ヵ 2色刷 26.4x38.8 l枚 9981118 
刻表 月15日現行

14.ポスター

〈資料内訳〉ポスター…...・H ・-・……・・…………….30件30点

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

ポスター「福博電気軌道株 明治43年 東京印刷株式会社 色刷 78.0X53.2 l枚 下部破損 9981119 
式会社j カ

2 ポスター「主婦のあたまで 明治後期 大分県社会課 色刷 77.6X53目。 l枚 9981120 
家庭の改良改良の一歩は ~大正時
竃からj 代

3 ポスター「この醜態を見よ 大正時代 不詳 色刷 64.0X47.3 l枚 9981121 
特権階級の奴隷憲政の反

逆者J

4 ポスター「国民の与論に尻 大正時代 不詳 色刷 63.8x47.2 l枚 9981122 
向けて特権内閣の草履をつ
かむ附!政友本党!!!J

5 ポスター「トラホーム予防 大正~昭 大分県川辺広栄堂印行 色刷 54.9x39.6 l枚 9981123 
トラホーム予防善悪鑑j 和初期

6 ポスター「海へ涼味は船 昭和初期 大阪商船浜だ印刷所 色刷 77.5X51.7 l枚 9981124 
で宮島・別府・道後・讃
岐・南紀遊覧」
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購入資料 14.ポスター

番号 名 称 時代 作 者 品質・!日状 法量 員数 備考 備品番号

7 ポスタ 「新興熊本大博覧 昭和10年 新興熊本大博覧会ヵ 色刷 78.0X34.5 l枚 会期:3月259981125 
会演芸館J 日 ~5月 13

日

8 ポスター「皇紀2600年の王 昭和15年 滝沢電機工業製作所平川印 色刷 77.4X53.1 I枚 9981126 
ピオン受信機J 刷所印行(博多上堅町)

9 ポスター「伝染病予防J 昭和時代 大分県衛生課 色刷 78.7X54.0 i枚 9981127 
前期

10 ポスター「乳幼児愛護週間 昭和時代 大分県主催財団法人中央社 色刷 37.8x52.9 l枚 5月 2 日 ~5 9981128 
強く正しく愛らしく J 前期 会事業協会主唱 内務省・文 月8日

部省・拓務省後援方英社印
行

II ポスター「むし歯予防デー 昭和時代 日本歯科医師会・大分県歯科 色刷 77.2X53.0 l枚 9981129 
つよい歯は強L、体をつくる 前期 医師会主催 内務省・文部省
子供の時からよい習慣をつ 後援 日清印刷株式会社印刷
くれJ

12 ポスター「むし歯予防デー 昭和時代 大分県・大分県衛生協会主催 色刷 52.7 x 38.1 l枚 9981130 
健康は先づ歯から!J 前期 内務省・文部省・陸軍省・海

軍省・簡易保険局・日本連合
学校歯科医会後援大日本印
刷株式会社印刷

13 ポスター「ムシ歯予防デー 昭和時代 日本歯科医師会・大分県歯科 色刷 60.7X45.3 l枚 9981131 
よい歯でよく噛みませうJ 前期 医師会主催内務省・文部

省・陸軍省後援 日清印刷株
式会社印刷

14 ポスター「労務動員J 昭和時代 厚生省・財団法人職業協会 色刷 77.6x53.0 l枚 9981132 
前期

15 ポスター「青少年よ征こう 昭和時代 大日本飛行協会航空相談所 色刷 26.0X38.7 l枚 9981133 
空の決戦場へ(航空乗員の 前期

相談は大日本飛行協会の相
談所へ)J

16 ポスター「ドイツ国情展覧 昭和時代 日独文化協会・京都独逸文化 色刷 53.1 x37.9 l枚 6月18日~ 9981134 
会j 前期 研究所主催大阪毎日新聞社 26日新

京都支局後援大丸会場 聞広告切
り抜き3枚
付き

17 ポスター「見よ楽土新満州、IJ 昭和時代 鮮満案内所(東京丸ビル・大 色刷 90目9x61.9 l枚 9981135 
前期 阪堺筋・門司税関前・下関駅

前) M. FURUSHIMA 

18 ポスター「応召だ戦地へ送 昭和時代 長崎県・大政翼賛会長崎県支 色刷 76.8X53.0 l枚 9981136 
れ銅と鉄J 前期 部

19 ポスター「銃後を護れ火を 昭和時代 大日本警防協会中屋三間印 色刷 77.1 x52.7 l枚 9981137 
守れJ 前期 刷株式会社

20 ポスター「保険報国興亜の 昭和時代 東京印刷株式会社 色刷 77.6x53.0 l枚 9981138 
力J 前期

21 ポスター r~ 、ざ見せん俺等 昭和時代 大日本労務報国会・愛知県労 色刷 5l.9x36.5 l枚 9981139 
の実力(労務報国会血戦貯 前期 務報国会主催大蔵省・大政

蓄増強期間)J 翼賛会・愛知県後援

22 ポスター「貯蓄報国貯蓄は 昭和時代 大蔵省・国民精神総動員中央 色刷 78.2X53.1 l枚 9981140 
身の為国の為j 前期 連盟協栄印刷所
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購入資料 14.ポスター 15.番付

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

23 ポスター「銃後後援強化週 昭和時代 傷兵保護院国民精神総動員 色刷 53.0x38.2 l枚 9981141 

問傷痕の記章護国の光」 前期 中央連盟共同印刷株式会社
印刷

24 ポスター「銃後後援強化週 昭和時代 傷兵保護院国民精神総動員 色刷 77.5x53.6 l枚 9981142 
間名誉の負傷に変らぬ感 前期 中央連盟共同印刷株式会社
謝j 印刷

25 ポスター「産報教化画消 昭和時代 日本工業教化新興連盟発行 色刷 53.3X75.5 l枚 9981143 
費者も掘り出す心焼く心J 前期

26 ポスター「貯蓄スルダケ強 昭和時代 大蔵省、道・府・県 日本宣 色刷 72.4X 51.3 l枚 9981144 
クナルJ 前期 伝技術者協会

27 ポスター「銃後の護りを固 昭和時代 厚生省・文部省共同印刷株 色刷 59.2X42.0 l枚 9981145 
めませうJ 前期 式会社印刷

28 ポスター「新円をお持ちの 昭和21年 福岡銀行 2色刷 52.8x37.6 l枚 9981146 
方々 へJ 以降

29 ポスター「第6回全国製茶品 昭和27年 主催:福岡県/日本茶業協会・ 色刷 76.1 X53.0 l枚 会期:10月 9981147 
評会」 カ 福岡県茶業連合会松山明和 場所.福岡

堂印刷(福岡 県久留米
市

30 ポスター「栄町アーケード 昭和33年 栄町銀天街 印刷 38.2 x 53.0 l枚 門司トン 9981148 
落成記念大売出しJ カ ネル博の

花道

15.番付

〈資料内訳〉番付……...・ H ・.....・ H ・-…...・ H ・....7件7点

番号 名 称 時 代 作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

紀]1:2529年2月11日 紀苅節博福祝ノ 明治12年2月11日 不詳 木版墨摺 31.5X41.8 l枚 9981149 
評判

2 珍櫛田神社内百老会博多津中老人番 明治20年3月 妻鹿宗鋪写藤吉郎彫 木版墨摺 69.6x52.1 l枚 9981150 
附

3 博多高砂連老人番附 明治26年3月 白垣孫治郎写竹田芝 木版擾摺 69.8X51.8 l枚 9981151 
郎彫刻摺立

4 正劇川上一派博多公演役者番付「ハ 明治37年12月l日 博多教楽社 印刷 47.3x63.5 l枚 9981152 
ムレット/浮かれ胡弓j 開場

5 福岡市碁客新番附 大正12年6月 不詳 印刷 40.0X54.5 l枚 9981153 

6 大博劇場役者番付「曽我廼家五郎劇J 大正13年6月l日 大博劇場 印刷 47.3x63.7 l枚 9981154 
開幕

7 昭和10年度煙草賞受番附 昭和11年 筑前若松煙草小売人組 印刷 55.0X38.8 l枚 9981155 
合ヵ 吉田印行(若松)
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購入資料 16新聞

16.新聞

く資料内訳〉新聞………………………...・ H ・..…30件30点

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

筑紫新聞第l号 明治10年3月24日 弘聞社 印刷書冊 19.6x 13.4 l間 99B1156 

2 筑紫新聞第2号 明治10年3月26日 弘聞社 印刷書冊 19.7X 13.4 l冊 99B1157 

3 筑紫新聞第3号 明治10年4月2日 弘聞社 印刷書冊 19.6X 13.4 l冊 99B1158 

4 筑紫新聞第4号 明治10年4月4日 弘聞社 印刷書冊 19.2 x 14.0 l冊 99B1159 

5 筑紫新聞第5号 明治10年4月7日 弘聞社 印刷書冊 19.6X14目。 l冊 99B1160 

6 筑紫新聞第6号 明治10年4月10日 弘聞社 印刷書冊 19.7X 13.4 l冊 99B1161 

7 筑紫新聞第7号 明治10年4月13日 弘聞社 印刷書冊 19.4X 13.8 l冊 99B1162 

8 筑紫新聞第8号 明治10年4月16日 弘聞社 印刷書冊 19.6 x 13.2 l冊 99B1163 

9 筑紫新聞第9号 明治10年4月19日 弘聞社 印刷書冊 19.6X 13.4 l冊 99B1164 

10 筑紫新聞第11号 明治10年4月25日 弘聞社 印刷書冊 19.6x 13.5 l冊 99B1165 

11 筑紫新聞第13号 明治10年5月l日 弘聞社 印刷書冊 19.4X 13.3 l冊 99B1166 

12 筑紫新聞第14号 明治10年5月4日 弘聞社 印刷書冊 19.8x 13.6 l冊 99B1167 

13 筑紫新聞第15号 明治10年5月7日 弘聞社 印刷書冊 19.6x 13.4 lf冊 99B1168 

14 筑紫新聞第16号 明治10年5月10日 弘聞社 印刷書冊 19.5X 13.3 l冊 99B1169 

15 筑紫新 聞第17号 明治10年5月13日 弘聞社 印刷書冊 19.7X 13.4 l冊 99B1170 

16 筑紫新聞第18号 明治10年5月16日 弘聞社 印刷書冊 20.2x 13.4 l冊 落丁あり 99B1171 

17 筑紫新聞第19号 明治10年5月19日 弘聞社 印刷書冊 19.8X 13.4 l冊 99B 1172 

18 筑紫新 聞第20号 明治10年5月23日 弘聞社 印刷書冊 19.6X 13.3 l冊 99B1173 

19 筑紫新聞第23号 明治10年6月l日 弘聞社 印刷書冊 19.4X 13.3 l冊 99B1174 

20 筑紫新聞第24号 明治10年6月4日 弘聞社 印刷書冊 19.4X 13.2 1冊 99B1175 

21 筑紫新聞第25号 明治10年6月7日 弘聞社 印刷書冊 19.6 x 13.4 l冊 99B1176 

22 筑紫新聞第26号 明治10年6月10日 弘聞社 印刷書冊 19.8x 13.7 l冊 99B1177 

23 筑紫新聞第27号 明治10年6月13日 弘聞社 印刷書冊 19.7X 13.1 l冊 99B1178 

24 筑紫新聞第28号 明治10年6月16日 弘聞社 印刷書冊 19.6x 13.3 l冊 99B1179 

25 筑紫 新聞 第29号 明治10年6月19日 弘聞社 印刷書冊 19.6X 13.3 l冊 99B1180 

26 筑紫 新聞 第30号 明治10年6月22日 弘聞社 印 刷 書 冊 19.7X 13.2 l附 99B1181 

27 筑紫 新聞 第31号 明治10年6月25日 弘聞社 印刷書冊 19.6 x 13.3 l冊 99B1182 

28 筑紫 新聞 第32号 明治10年6月28日 弘聞社 印刷書冊 18.9 x 13.2 l冊 99B1183 

29 筑紫 新聞 第34号 明治10年7月4日 弘聞社 印刷書冊 18.2 x 13.0 l冊 99B1184 

30 筑紫 新聞 第35号 明治10年7月8日 弘聞社 印刷書冊 18.9 x 12.8 l冊 休業の社告あり 99B1185 
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暗入賞料 17.写真 18.その他

17.写真

〈資料内訳〉写真・・ H ・H ・....・ H ・............・ H ・-…16件16点

番号 名 称、 時代 撮影者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

下駄の歯入れ屋 "SHOE-M雌ER" 明治10年代 日下部金兵 白黒写真・着色 21.0X26.0 l点 C27 9981186 
傷ヵ

2 船大工 "SHIPCARPENTER" 明治20年代 フアサリ商 白黒写真・着色 21.0X27.0 l点 446 9981187 
会ヵ

3 籾の選別 "CLEAN別G悶CE" 明治20年代 不詳 白黒写真 21.0x27.0 l点 9981188 

4 稲の脱穀と選別 "CLEANING悶CE" 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 21.0X28.0 l点 Q9 9981189 

5 炊事"KlTCH別(PREP館別GO削NE町' 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 21.0x28.0 l点 81100 9981190 

6 食事風景 "EAT別G悶CE" 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 21.0X28.0 l点 81139 9981191 

7 井戸端での洗濯 'WASH別GClβTH" 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 21.0X28.0 l点 L72. 9981192 

8 木挽き 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 19.0x24.0 l点 9981193 

9 書庖 "P1CTURESTORE" 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 20.0x27.0 1点 A93. 9981194 

10 八百屋の庖先 "FRUlTSHOP" 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 21.0X27.0 l点 507 9981195 

11 元町の山車 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 20.0X26.0 l点 9981196 

12 本町通り "HONCHO・OORI，YOKOHAMA" 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 20.0x25.0 l点 A279 9981197 

13 美術展覧会で賑わう上野公園大石段付近 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 20.0x25.0 l点 9981198 

14 初音町出初式 明治20年代 不詳 白黒写真・着色 27.0x21.0 l点 9981199 

15 おもちゃ屋"叩IYSHOP" 明治30年代 不詳 白黒写真・着色 20.0x27.0 l点 092. 9981200 

16 荷車 "MANURECART" 明治30年代 不詳 白黒写真・着色 20.0x28.0 l点 Q27 9981201 

18.その他

〈資料内訳〉双六ほか....・H ・....………....・ H ・.5件5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

官許違式註違新例百七ヶ条 明治時代前 柴田貞輔(福岡県 木版 44.9x63.2 l枚 前半(1-54条)の 9981202 
図解 期 下博多釜屋町) み

2 賞状 日英博覧会 1910年 名誉総裁貞愛親 印刷 56.4X76.2 l枚 岩村透(1871- 9981203 
王ほかより8aron 1917、東京美術
Tohru Iwamuraあて 学校教授)

3 少女運動双六 大正6年l月 婦人之友社発行 色刷 54.7X39.7 l枚 『新少女』第3巻第 9981204 
l日 l号付録

4 少女歌劇双六 大正9年l月 東京チルドレン社 色刷 39.0X54.4 l枚 『幼女の花』第3巻 9981205 
l日 発行 第l号付録

5 型紙(防空頭巾、防空手袋、 昭和前期 不詳 両面印刷 78.2xI09.0 l枚
救護袋、甲型活動着下衣)
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平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

旧吉川観方コレクション

〈資料内訳)1 調度...・H ・..…………………………20件 27点

2 武具...・ H ・-……...・ H ・.....・H ・-……95件156点

3 灯火具...・H ・..…・・ H ・ H ・.....・ H ・ H ・ H ・ .25~牛 25点

4 食膳具...・H ・.....・H ・.....・H ・..………27件 27点

5 寝具………...・H ・H ・H ・..…....・ H ・-…40件 52点

6 喫煙具...・H ・..…...・ H ・.....・H ・..……39件 43点

7 文房具…........・ H ・-…....・ H ・.......・ H ・. 21件 26点

8 遊戯具・玩具……………………….. 33件 36点
9 人形….....・H ・....・ H ・-… H ・H ・.....・H ・...106件170点

10 雛・雛道具....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・...・H ・153件224点

11 年中行事に関わる道具...・ H ・..……… 531'牛 63点

12 出土物・考古復元品………....・H ・-… 33件 34点

〈総計)645件883点

1 調度

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

棚 江戸時代 木胎黒漆 縦32.0 検56.2 高37.0 l基 93B6492 

2 戸棚 近代 木製 幅53.5 奥行11.3 l基 93B6493 
高13.4

3 梨子地梅鴬文様書見台 江戸時代 木胎蒔絵 基台:幅49.7 奥行28.5 l台 93B6494 

4 経机 江戸時代 木製漆塗 縦33.3 横58.2 高3.5 l基 93B6495 

5 経机 近代 木胎塗漆 縦28.0 横71.8高20.5 l基 93B6496 

6 牡丹文様鏡・鏡箱 江戸時代 木胎漆塗 箱:縦38.2 横26.8 l具 鏡背陽刻銘「植村河 93B6497 
鏡:口径24.3 長34.8 内守J

7 松唐草文様歯黒道具 江戸時代 木胎蒔絵 箱:縦11.0横40.6 l具 93B6498 
高13.0

8 草花流水文様耳盟 近代 木胎蒔絵 口径27.6 高18.0 l口 93B6499 

9 鷹羽唐草文様耳盟 江戸時代 木胎蒔絵 口径19.1 高11.0 l口 93B6500 

10 桶藤丸紋 江戸時代 木胎塗漆 直径53.8 高21.3 l口 93B6501 

11 盆 近代 木胎漆塗 縦22.8 横22.8 l枚 93B6502 

12 品日当 近代 木製 縦20.0 横25.4高3.0 l台 93B6503 

13 台 近代 木製 縦15.0 横20.0 高3.0 l台 93B6504 

14 御簾の銅 江戸時代 銅 縦8.7 横7.0 2点 93B6505 

15 御簾の鈎 近代 銅 縦11.8横10.2 2点 93B6506 

16 御簾の鈎 近代 銅 縦9.7 横8.7 l点 93B6507 

17 御簾の鈎 近代 鋼 縦9.1 横8.1 2点 93B6508 

18 御簾の鈎丸 近代 丸紐 長47.0 5点 93B6509 

19 飾金具 江戸時代 真織 長7.0 l点 93B6510 

20 風鈴 江戸時代 鋼板、ガラス玉 笠径14.8 l点 93B6511 

2 武具

名 称 品質 法量

胴高33.5

備考

札墨書「腹当/胸白
紅紺未濃繍/閲保
之助旧蔵J

胸白・紺未濃繊 皮革、漆塗

q
u
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平成5年度収集暗入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

22 喉輸付頬当(笑頬) 江戸時代 鉄、漆 幅16.6 1~ 9386513 

23 額鉄面(半頭) 江戸時代 鉄 幅15.5 1.g. 口 9386514 

24 鐙梨子地唐獅子文様 江戸中期 木胎蒔絵 長28.0 高24.5 l対 9386515 

25 鐙片喰紋 江戸時代 木胎蒔絵 長28.0 高26.5 l対 9386516 

26 毛抜形太刀 近代 鉄、漆など 長86.0 l口 9386517 

27 毛抜形太万 幕末~近代 鉄、木、漆 長89.5 l口 9386518 

28 細太万蒔絵柄・蒔絵鞘 幕末~近代 木、漆、鉄 長92.5 l口 9386519 

29 細太万鮫皮柄・蒔絵鞘 幕末~近代 鉄、鮫皮、木、 長88.5 l口 9386520 
漆

30 細太万鮫皮柄・黒漆鞘 幕末~近代 鉄、漆、木 長82.0 l口 9386521 

31 細太万鮫皮柄・黒漆鞘 幕末~近代 鉄、漆など 長78.0 l口 9386522 

32 細太万鮫皮柄・黒漆鞘 幕末~近代 鉄、木、鮫皮な 長79.0 l口 9386523 
ど

33 太万の鞘(梨子地鳳風文 近代 木胎蒔絵 長70.8 l口 9386524 
様)

34 細太万の鞘 近代 梨地蒔絵、螺鋼 長70.0 l口 9386525 

35 腰万(模造) 近代 木胎漆塗 長54.0 l口 9386526 

36 腰刀(模造) 近代 木胎漆塗 長42.0 l口 9386527 

37 腰万(模造) 近代 木胎漆塗 長43.5 l口 9386528 

38 腰刀(模造) 幕末~明治 木胎漆塗 長38.5 l口 9386529 

39 塗服 江戸時代 木胎漆塗 革 高38.2 l口 9386530 

40 革簸 江戸時代 木胎草貼葛 高36.0 l口 9386531 

41 葛臆 江戸時代 葛 高29.0 l口 9386532 

42 筑紫鯖 江戸時代 竹黒漆 最長41.6 l口 9386533 

43 竹臆 江戸時代 竹 最長47.0 l口 9386534 

44 竹服 天明2年 竹革 最長50.4 l口 9386535 

45 逆頬鯨 不詳 竹、革 矢:長96.0 服:高37.0 l口 矢11本 9386536 
幅19.0

46 胡簸と矢 近代 葛漆皮(緒、 胡簸:1幅11.5長52.0 l具 矢22本正倉院御 9386537 
斬)竹(矢) 矢:長83.0 物の復元

47 逆頬臆と矢 不詳 竹、革 矢:長90.0 服:高38.0 l具 矢12本 9386538 
幅19.5

48 逆頬臓と矢 近代 竹、革 矢:長86.0 鰻:高34.8 l具 矢12本 9386539 
幅16.5

49 胞と矢 不詳 編竹 矢:長81.0瓶:高37.5 l具 矢19本、癒l点 9386540 
幅14.5
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平成5年度収集購入資料 旧古川観方コレクション

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

50 柳服と矢 近代 木胎漆塗、白角 矢:長91.0服:高29.5 l具 矢6本 9386541 
幅13.7

51 空穂 近代 鹿皮、革、竹 長100.0 l口 9386542 

52 塗空穂 不詳 木胎漆塗 長95.5 l口 9386543 

53 矢篭 江戸後期 木、革 長52.5 l口 9386544 

54 矢篭 江戸後期 木、革 長41.0 l口 9386545 

55 矢篭 江戸後期 木、革 長52.9 l口 9386546 

56 矢 不詳 竹、鉄、羽 長94.0 12本 9386547 

57 矢 不詳 竹、羽 長76.0 20本 9386548 

58 鍛(出土品) 奈良時代以 石 最大2.4 10点 台紙裏墨書「長野県 9386549 
前ヵ 東筑摩部波田村及

山形村出土J

59 鍬(出土品) 奈良時代以 石 最大2.4 12点 9386550 
前

60 鍬(出土品) 奈良時代ヵ 石 最大3.5 12点 9386551 

61 嫉(出土品) 奈良時代以 鉄 l点 9386552 
前

62 嫉(出土品) 奈良時代以 鉄 l点 9386553 
前

63 鍬(出土品) 奈良時代以 鉄 1)点 9386554 
前

64 鯨ヵ(出土品) 奈良時代以 青銅鍍金 縦7.8横幅6.8 l点 9386555 
前

65 鍬(出土品) 奈良時代以 鉄 l点 9386556 
前

66 嫉(狩股) 中世 鉄 長26.6 l点 9386557 

67 鍬(狩股) 近世 鉄 長25.7 l点 9386558 

68 鍛(狩股) 中世 鉄 長24.8 l点 9386559 

69 嫉(狩股) 近世 鉄 長27.8 l点 9386560 

70 嫉(狩股) 近世 鉄 長21.2 l点 9386561 

71 鍍(狩股) 近世 鉄 長25.8 l点 9386562 

72 鍬(狩股) 近世 鉄 長19.0 l点 9386563 

73 飯(狩股) 江戸時代 鉄 長21.0 l点 9386564 

74 鍛(狩股) 江戸時代 鉄 長19目6 l点 9386565 

75 鉱(狩股) 江戸時代 鉄 長23.1 l点 9386566 

76 鍍(狩股) 江戸時代 鉄 長22.8 l点 9386567 

77 銀(狩股) 江戸時代 鉄 長22.1 l点 9386568 

F
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平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

78 鍍(狩股) 江戸時代 鉄 長16.5 l点 93B6569 

79 簸(平根) 室町時代ヵ 鉄 30.4 1 )点 93B6570 

80 鍛(腸挟) 江戸前期 鉄 25.2 l点 93B6571 

81 鍍(平根猪目透) 江戸前期 鉄 21.1 l点 93B6572 

82 簸(平根猪目透) 江戸 鉄 22.5 l点 93B6573 

83 簸(菱形平根猪目透) 江戸時代 鉄 32.2 l点 93B6574 

84 鍍(平根箔目桜透) 江戸時代 鉄 25.6 l点 93B6575 

85 綴(平根猪目桜透) 江戸時代 鉄 20.7 l点 93B6576 

86 簸(平根桜透) 江戸時代 鉄 17.1 l点 93B6577 

87 銀(平根桜透) 江戸時代 鉄 14.3 l点 93B6578 

88 鉱(槙葉) 南北朝時代 鉄 25.6 l点 93B6579 
カ

89 簸(槙葉) 南北朝時代 鉄 24.8 l点 93B6580 
カ

90 鍍(槙葉) 南北朝時代 鉄 l点 93B6581 
カ

91 鉱(槙葉) 江戸時代 鉄 長22.2 l点 93B6582 

92 簸(槙葉) 江戸時代 鉄 長20.2 l点 93B6583 

93 鎌(定角) 江戸中期 鉄 13.8 1 )点 93B6584 

94 簸(定角) 江戸中期 鉄 16.9 l点 93B6585 

95 嫉(槙葉) 江戸中期 鉄 13.0 l点 93B6586 

96 草案(定角) 江戸中期 鉄 8.5 l点 93B6587 

97 鎌(平根猪目桜透) 江戸時代 鉄 長23.5 l点 93B6588 

98 簸(平根猪目桜透) 江戸時代 鉄 長20.0 l点 93B6589 

99 鍬(狩股猪日透) 近代 青銅鍍金 長14.5 I点 93B6590 

100 簸(狩股猪目透) 近代 青銅鍍金 長14.5 l点 93B6591 

101 量産(権形) 江戸初期 鉄 長10.2 l点 93B6592 

102 嫉(権形) 江戸初期 鉄 長14.4 l点 93B6593 

103 鯨(烏舌) 江戸後期 鉄 長13.7 l点 9386594 

104 嫉(定角) 江戸初期 鉄 長13.6 l点、 9386595 

105 鍍(鳥舌) 江戸後期 鉄 長13.8 l点 9386596 

106 鎌(定角) 江戸初期 鉄 長13.8 l点 93B6597 

107 綴(烏舌) 江戸後期 鉄 長14.3 l点 9386598 

108 鍬(烏舌) 江戸後期 鉄 長16.5 l点 9386599 
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番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

109 嫉(烏舌) 江戸後期 鉄 長10.0 l点 9386600 

110 鯨(平根角透) 鉄 長17.5 l点 9386601 

111 鍍(平根半月透) 江戸時代 鉄朱漆 長20.0 1点 9386602 

112 鍍(平根丸透) 江戸時代 鉄朱漆 長20.2 l点 9386603 

113 鉱(丸根) 江戸時代 鉄朱漆 長18.9 l点 9386604 

114 鎌(丸根) 江戸時代 鉄朱漆 長18.3 l点 9386605 

115 鍛(腸扶) 江戸時代 鉄 16.2 l点 9386606 

3 灯火具

番号 名 称、 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

116 提灯 江戸時代 木紙 径18.2 l点 9386607 

117 提灯 江戸時代 木、漆 径20.0 l点 9386608 

118 提灯 江戸時代 木、漆 径34.0 l点 9386609 

119 提灯 江戸時代 木、漆 径20.0 l点 9386610 

120 提灯 江戸時代 木、漆、紙など 径18.3 l点 9386611 

121 提灯 江戸時代 木、漆、紙など 径18.3 l点 9386612 

122 提灯 江戸時代 木、漆、紙など 径23.0 l点 9386613 

123 提灯 江戸時代 木、漆、紙など 径18.3 l点 9386614 

124 提灯 江戸時代 木、漆 径18.6 l点 9386615 

125 提灯 江戸時代 木、漆、紙など 径24.5 l点 9386616 

126 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長45.5 l点 9386617 

127 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長25.0 l点 破損 9386618 

128 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長40.0 l点 9386619 

129 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長40.5 l点 9386620 

130 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長49.0 l点 9386621 

131 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長53.5 l点 9386622 

132 提灯の持ち手 江戸時代 木、紙など 長51.7 l点 9386623 

133 提灯の持ち手 幕末~近代 長39.0 l点 9386624 

134 提灯の持ち手 江戸時代 木 長42.0 l点 9386625 

135 提灯の蓋 江戸時代 鋼板、漆 径12.6 l点 9386626 

136 提灯の葦 江戸時代 鋼板、漆 径10.3 l点 9386627 

137 提灯用掛具ヵ 江戸時代 木、漆 長29.0 l点 9386628 

138 提灯用掛具ヵ 江戸時代 鉄 長30.8 l点 9386629 

守
d

守

t
q
d
 



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

139 燭台ヵ 江戸時代 木、紙など 長25.0 l点 付筆墨書『勧修寺家 9386630 
所蔵J

140 薪篭 江戸時代 鉄 径30.0 l点 9386631 

4 食膳具

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

141 重箱羊歯文様 江戸時代 木製塗漆蒔絵 縦11.4横13.0 高13.2 l組 蓋欠 9386632 

142 蓋付椀 近代 木製朱漆塗 口径12.8 1-g-口 9386633 

143 蓋付椀 近代 木製朱漆塗 口径13.3 1-g-口 9386634 

144 蓋付椀 近代 木製朱漆塗 口径12.4 1-g-口 9386635 

145 盃 裏 梅 鉢 文 江戸時代 木製漆塗 高3.7 口径12.1 l口 9386636 

146 盃裏梅鉢文 江戸時代 木製漆塗 高2.8 口径11.4 l口 9386637 

147 茶台 丸 に 十 字紋牡丹 江戸時代 木胎黒漆塗 径14.7 高10.2 l口 9386638 
丸紋

148 茶台丸に剣酢口草紋 江戸時代 木胎漆塗 高13.5 径10.2 l口 9386639 

149 盃 近代 陶製色絵 径4.5 l口 9386640 

150 盃 近代 陶製素焼き 径10.5 l口 高台内側にf大礼奉 9386641 
祝昭和=年十一

月Jの陰刻あり

151 盃 近代 陶製色絵 径7.5 高4.5 l口 9386642 

152 盃富士山文様(大・中 近代 陶製染め付け 大:径12.0 中:径10.5 l口 9386643 
-小) 金泥入り 小:径9.5

153 徳利 近代 陶製 高31.0胴径16.5 l口 9386644 

154 徳利 近代 陶製 高34.8 胴径23.0 l口 9386645 

155 土瓶柿形 江戸時代 陶製 径11.8 l口 9386646 

156 土瓶柿形 江戸時代 陶製 径10.5 l口 9386647 

157 土瓶 江戸時代 陶製 径13.8 l口 9386648 

158 茶碗桜文様茶碗 近代 陶製染め付け 高5.0 径15.4 l口 9386649 
(印刷)

159 脚付鉢鳳風文様 近代 陶製 高11.7 口径13.3 l口 9386650 

160 皿獅子七宝文様 近代 陶製色絵 径12.0 l枚 9386651 

161 皿梅に難文様木の葉形 近代 陶製色絵 長径20.0 短径11.0 l枚 9386652 

162 角皿群船文様 近代 陶製色絵 縦12.0 横16.0 l枚 9386653 

163 洋皿梅枝文様 近代 陶製染め付け 径14.9 l枚 9386654 

164 洋皿草花文様 近代 陶製染付 径14.8 l枚 9386655 

165 茶壷 近代 陶製 高12.0 胴径12.1 l口 9386656 
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名称

「大J字文様

寄せ書き

5 寝具

番号 名 称 時代

168 枕 江戸時代

169 枕 江戸時代

170 枕 近代

171 枕 近代

172 枕 江戸時代

173 枕 江戸時代

174 枕 江戸時代

175 枕 江戸時代

176 枕 江戸時代

177 枕 江戸時代

178 枕 江戸時代

179 枕 江戸時代

180 枕 江戸時代

181 枕 江戸時代

182 枕 江戸時代

183 枕 江戸時代

184 枕摸南天文様 江戸時代

185 枕摸南天文様 江戸時代

186 枕獲南天文様 江戸時代

187 枕摸南天文様 江戸時代

188 枕瓢 箪 形 透 獲 南天文 慶応元年

様

189 枕摸雨天文様 江戸時代

190 枕菊流水文様 江戸時代

191 枕桔梗丸紋、摸字紋、 江戸時代

192 枕ふくら兎橘紋 江戸時代

193 枕鶏橘紋 江戸時代

平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

品質

陶製墨書

法量

高5.2 径14.0

陶製染め付け|高7.0 口径7.0

品質 法 量

木胎漆塗 縦4.0 横9.5 両14.0

木 幅19.7 高11.8

木、縮緬 幅17.5 高15.6

木、綿 幅17.1 高17.7

木、縮緬 幅19.5 高15.2

木 幅20.2 高13.0

木 幅32.0 高9.5

木 幅26.5 高10.0

木製漆塗 幅23.2 高8.7

木 幅25.0 高13.7

木、縮緬 幅22.0 高15.7

木、平絹 幅22.0 高15.0

木、麻 幅23.3 高16.0

木、綿 幅21.7高13.3

木、麻 幅23.3 高16.0

木、綿 幅17.5 高15.6

木胎蒔絵 幅19.2 高18.6

木胎蒔絵倫子 幅19.5 高 16.8

木胎蒔絵平絹 幅20.0 高 16.0

木胎蒔絵 幅23.2 高 14.0

木胎蒔絵綿 幅23.3 高17.4

木胎蒔絵、錦 幅19.5 高16.3

木胎蒔絵 幅24.0 高12.0

木胎塗漆 箱:縦25.2 横33.5 高
24.8 枕(各):幅21.0
高16.2

木 幅20.5 高12.8

木 幅20.5 高12.8
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備考

員数 備 考 備品番号

5台 9386659 

l台 9386660 

l台 9386661 

l台 9386662 

l台 9386663 

l台 9386664 

l台 9386665 

1台 9386666 

l台 9386667 

l台 9386668 

l台 9386669 

l台 9386670 

l台 9386671 

l台 9386672 

l台 9386673 

l台 9386674 

l台 9386675 

l台 9386676 

l台 9386677 

l台 9386678 

l台 底面朱漆『慶応元E 9386679 
山本J

l台 9386680 

l台 9386681 

l具 箱表墨書「比翼枕j 9386682 
朱漆「松本楼J

l台 9386683 

l台 9386684 



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称、 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

194 枕二割桜入七宝紋 江戸時代 木胎塗漆縮緬 幅22.5 高21.0 l台 9386685 

195 枕三割桜入七宝紋 江戸時代 木胎塗漆縮緬 幅22.5 高21.0 l台 9386686 

196 枕梨子地摸字紋結梗紋 江戸時代 木胎蒔絵倫子 幅26.0 高18.2 l台 9386687 

197 枕葛柏紋 江戸時代 木胎蒔絵 幅19.3 高14.8 l台 9386688 

198 枕柴 紋 江戸時代 木胎黒漆塗麻 幅22.8 高21.0 l台 9386689 

199 枕巴・楓紋 江戸時代 木胎塗 漆 麻 幅24.5 高19目O l台 9386690 

200 利休枕 江戸時代 木胎蒔絵(梨子 幅10.4高13.3 l具 9386691 
地)

201 箱枕 江戸時代 木、縮緬 幅20.8 高18.5 l台 9386692 

202 箱枕 江戸時代 木胎黒漆塗 縦9.4横13.7 高7.6 9台 9386693 

203 旅用枕 近代 木製 幅18.2 高15.4 l台 9386694 

204 旅用枕 近代 瞳甲 幅11.2高12.4 l台 9386695 

205 旅用枕 江戸時代 木 幅9.0 高14.4 l台 9386696 

206 香焚枕 江戸時代 木(透彫)、竹 幅43.9 高13.2 l台 9386697 

207 枕箱 江戸時代 木製 幅19.3 高14.7 l台 9386698 

6 喫煙具

番号 名 称、 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

208 煙草盆 江戸時代 木胎漆塗、陶製、 手提:幅21.0奥行15.9 l呉 9386699 
竹製 灰落:総高27.1 口径

9.9 高7.1 煙管筒:口

径4.6 高13.0

209 煙草盆 江戸時代 木胎漆塗、陶製、 盆:幅24.4 奥行17.0 l具 9386700 
竹製 高8.7 灰吹:口径10.2

高8.9 火入:口径3.9
高12.1

210 煙車盆 江戸時代 木月台漆塗、陶製、 盆:幅24.4 奥行17.0 l具 9386701 
竹製 高8.7 灰吹:口径10.2

高8.9 火入:口径3.5
高11.8

211 煙管 江戸時代 真鍬 長49.0 l本 9386702 

212 煙菅 江戸時代 真鎗 長35.9 i本 9386703 

213 煙管 江戸時代 真鎌 長12.4 l本 9386704 

214 煙管竹形 江戸時代 真鍬 長19.5 l本 9386705 

215 煙管 江戸時代 真録、竹 長43.0 l本 9386706 

216 煙管 江戸時代 真録、竹 長41.0 l本 9386707 

217 煙管 江戸時代 真織、竹 長36.8 l本 9386708 

218 煙管 江戸時代 真織、竹 長40.0 l本 9386709 
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番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

219 煙管 江戸時代 真織、竹 長33.0 l本 9386710 

220 煙管 江戸時代 真錦、竹 長37.5 l本 9386711 

221 煙管 江戸時代 真鍋、竹 長41.6 l本 9386712 

222 煙管 江戸時代 真鎗、竹 長27.7 l本 9386713 

223 煙管 江戸時代 真錦、竹 長43.0 l本 9386714 

224 煙管 江戸時代 真織、竹 長31.6 l本 9386715 

225 煙管 江戸時代 真鍬、竹 長42.0 l本 9386716 

226 煙管 江戸時代 真織、竹 長21.5 l本 付札「加茂季腐所用 9386717 
きせるj

227 煙管 江戸時代 真織、竹、黒漆 長37.5 l本 9386718 

228 煙管 江戸時代 真鍋、竹、黒漆 長37.2 l本 9386719 

229 煙菅口金 江戸時代 真鎗 長2.5 l本 9386720 

230 煙菅口金編目文様 江戸時代 真織彫金 長11.1 1本 9386721 

231 煙菅口金 江戸時代 真鎌 長8.4 l本 9386722 

232 煙菅雁首 江戸時代 真鎗 長5.8 l本 9386723 

233 煙菅雁首 江戸時代 真鎗 長5.5 1本 9386724 

234 煙菅雁首 江戸時代 鋼 長8.0 l本 9386725 

235 煙菅雁首 江戸時代 真織 長4.7 l本 9386726 

236 煙菅雁首 江戸時代 真鎗 長6.4 l本 9386727 

237 煙菅雁首 江戸時代 真鍬 長5.2 l本 9386728 

238 煙菅雁首 江戸時代 真鎌 長5.8 l本 9386729 

239 煙菅雁首 江戸時代 真織 長4.8 l本 9386730 

240 煙菅雁首 江戸時代 真織 長2.4 l本 9386731 

241 煙管緩字 江戸時代 竹 長7.3 l本 9386732 

242 煙管羅宇 江戸時代 竹 長9.6 l本 9386733 

243 燈袋 江戸時代 金欄 縦4.5 横8.0 l口 9386734 

244 燈袋 江戸時代 錦 縦6.7 横10.3 l口 9386735 

245 燈袋 江戸時代 革 縦5.5 横6.7 l口 9386736 

246 火入(大・中・小) 近代 木、鋼板 縦8.5 横:大57.6 中 5口 9386737 
28.2 小14.4 高4.7

7 文房具

名 称 品質 法量 備考

七宝文様 木寄せ木 縦33.1 横19.2 高5.3
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番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

248 文箱 近代 木胎黒漆 縦22.5 横9.2 高4.9 1-g-口 9386739 

249 文箱 江戸時代 木胎塗漆 縦21.3 帽3.8 1-g-口 9386740 

250 文箱縄簾文様 江戸時代 木、蒔絵 縦24.3 横8.8 高4.4 1-g-口 9386741 

251 文箱 江戸時代 革 縦21.3 横7.7 高3.0 1-g-口 9386742 

252 文箱 江戸時代 木、蒔絵 縦22.7横6.9 高4.9 1-g-ロ 9386743 

253 文箱人物文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦15.2 横39.5 高9.4 1-g-口 9386744 

254 硯箱梨子地柴舟図 江戸時代 木胎蒔絵、蝶鋼 縦22.1 幅19.2 高7.5 1-g-口 内に小万、碗、水 9386745 
差、千枚通し、筆
(大小)付属

255 硯 近代 石 縦24.7 横18.8 1-g-口 9386746 

256 水滴狸形 近代 京焼 幅6.7 高5.7 l口 9386747 

257 水滴行李菅笠 近代 京焼 幅7.1 高3.3 l口 9386748 

258 水滴慶斗型 近代 陶製(京焼) 幅1.8 長7.6 l口 9386749 

259 水滴菊枝文様 近代 陶製染め付け 縦6.6 横8.5 l口 9386750 

260 水 滴瓢 箪形 近代 陶製色絵 幅3.3 長8.5 l口 9386751 

261 合子花形 近代 陶製(京焼) 高4.7 胴径7.5 1-g-口 蓋欠 9386752 

262 合子 近代 陶製(京焼) 高4.7 胴径5.3 1-g-口 9386753 

263 有馬筆 近代 竹・糸・豚毛 長22.5ほか 6本 うち4本は破損 9386754 

264 手箱邸外文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦17.2 横14.5 高13.6 1-g-口 9386755 

265 手箱唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦8.3 横8.3 高7.7 1-g-ロ 9386756 

266 手箱丸十字紋・牡丹丸 江戸時代 木胎蒔絵 縦16.8 横24.3 高9.0 1-g-口 9386757 
紋

267 手箱丸十字紋・牡丹丸 江戸時代 木胎蒔絵 縦11.0 横23.5 高10.1 l合
紋

8 遊戯具・玩具

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

268 桔梗文様双六 江戸時代 木胎蒔絵 縦27.2 横39.6 局19.0 l具 コマ白黒30個筒l 9386759 
口サイコロl対

269 楊弓棚 江戸時代 木、唐織など 組立時の高116.0 的布 一式 9386760 
縦62.5 横45.8

270 楊弓的 江戸時代 木、紙 的:径10.5 おもり: 一式 9386761 
長22.5

271 独楽 近代 木製 径:6.6 l点 9386762 

272 独楽 近代 木製 径:7.2 l点 9386763 

273 独楽 近代 木胎塗漆 径:8.5 l点 9386764 

274 独楽 近代 木胎塗漆 径:6.5 l点
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番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 f浦 考 備品番号

275 独楽 近代 木製 径:5.2 l点 9386766 

276 独楽 近代 木製 径:6.5 l点 9386767 

277 独楽 近代 木胎漆塗 径:6.0 1)点 9386768 

278 独楽 近代 木製 径:5.9 l点 9386769 

279 独楽 近代 木胎漆塗 径:5.9 l点 9386770 

280 独楽 近代 木胎漆塗 径:5.8 l点 9386771 

281 独楽 近代 木胎漆塗 径:5.5 l点 9386772 

282 独楽 近代 木胎塗漆 径:5.7 l点 9386773 

283 独楽 近代 木胎漆塗 径:5.3 l点 9386774 

284 独楽 近代 木胎漆塗 径 :5.7 1 )点 9386775 

285 独楽 近代 木胎漆塗 径:4.7 l点 9386776 

286 独楽 近代 木製 径:4.1 l点 9386777 

287 独楽 近代 木胎塗漆 径:5.3 l点 9386778 

288 独楽 近代 木製 径:5.1 l点 9386779 

289 独楽 近代 木製 径:5.2 l点 9386780 

290 独楽 近代 木製 径:7.0 l点 9386781 

291 貝独楽 近代 鉄 径:3.0 4点 9386782 

292 張子鳩 江戸時代 長1l.2高4.9 l点 9386783 

293 張子 雀 江戸時代 長6.8 高4.7 l点 9386784 

294 張子鳩 江戸時代 長7.1 高4.8 l点 9386785 

295 張子犬 江戸時代 長8.6 高9.1 l点 9386786 

296 姫達磨形小箱 江戸時代 張り子 長5.3 高3.0 1 )点 9386787 

297 張子姉様達磨 江戸時代 紙張子 高7.5 径5.5 1点 破損 9386788 

298 玩具木車 江戸時代 木製 縦20目O横6.8 l点 9386789 

299 碁石ヵ 近代 木、骨 径2.2 l組 9386790 

300 糸巻鞠 近代 ガラス・糸 ビンの高:9.4 1 )点 ガラス瓶入り 9386791 

9 人形

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 手FJ 備品番号

301 衣裳人形垂髪・紫縮緬小袖姿 幕末から近代 木地着色、絹など I局26.5 l体 9386792 

302 衣裳人形垂髪・紫縮緬打掛姿 幕末から近代 木地着色、絹など 高3l.0 l体 9386793 I 

303 衣裳人形 幕末から近代 木地着色、絹など 高30.5 l体 9386794 

304 衣裳人形鼠縮緬小袖姿 幕末から近代 木地着色、絹など 高32.5 l体
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番号 名 称 時代 品質 ?去 量 員数 備 考 備品番号

305 衣裳 人 形 娘 幕末から近代 木地着色、絹など 高23.5 l体 9386796 

306 衣裳人形女性 幕末から近代 木地着色、絹など 高18.5 l体 9386797 

307 衣裳人形町人 幕末から近代 木地着色、絹など 高21.5 l体 右手・頭部欠損 9386798 

308 衣裳人形 幕末から近代 木地着色、絹など 高13.0 l体 9386799 

309 衣裳人形持姿 幕末から近代 木地着色、絹など 高10.0 l体 9386800 

310 衣裳 人 形 娘 幕末から近代 木地着色、絹など 高14.5 l体 9386801 

311 衣裳人形 (未完) 幕末から近代 木地着色、絹など 高33.0 l体 9386802 

312 人形衣裳牡丹文様小袖 江戸後期 綿子刺織摺疋 桁16.0 丈33.0 l領 9386803 
田

313 人形衣裳松竹梅鶴文様小袖 江戸後期 うこん綿子地刺 桁15.0 丈34.5 l領 9386804 
繍

314 風俗人形女歌舞妓 近代 木地着色、絹など 高24.5 l体 9386805 

315 風俗人形能役者深井 近代 木地着色、絹など 高22.2 l体 9386806 

316 風俗人形能役 者小面 近代 木地着色、絹など 高19.8 l体 9386807 

317 風俗人形町人娘 近代 木地着色、絹など 高28.2 l体 9386808 

318 風俗人形町人女 近代 木地着色、絹など 高27.5 l体 9386809 

319 風俗人形能役者 近代 木地着色、絹など 高13.6 l体 9386810 

320 風俗人形素襖の男 近代 木地着色、絹など 高23.8 l体 9386811 

321 風俗人形山伏 近代 木地着色、絹など 高26.0 l体 9386812 

322 風俗人形僧侶 近代 木地着色、絹など 高27.5 l体 9386813 

323 風俗人形僧侶 近代 木地着色、絹など 高27.5 l体 9386814 

324 風俗人形 ひれ伏す袴着男性 近代 木地着色、絹など 高10.8 l体 9386815 

325 風俗人形旅僧 近代 木地着色、絹など 高25.7 l体 9386816 

326 風俗人形着流し男 近代 木地着色、絹など 高24.2 l体 9386817 

327 風俗人形着流し男 近代 木地着色、絹など 高26.2 l体 9386818 

328 風俗人形町人男 近代 木地着色、絹など 高13.6 l体 9386819 

329 風俗人形山伏 近代 木地着色、絹など 高22.2 l体 頭部欠損 9386820 

330 風俗人形脇僧 近代 木地着色、絹など 高21.5 l体 頭部欠損 9386821 

331 風俗人形裾をはしよる男 近代 木地着色、絹など 高25.3 l体 9386822 

332 風俗人形公家姫君 近代 木地着色、絹など 高26.0 l体 9386823 

333 風俗人形公家腰元 近代 木地着色、絹など 高25.5 l体 9386824 

334 風俗人形町家母親 近代 木地着色、絹など 高26.8 l体 首折れ 9386825 

335 風俗人形大原女 近代 木地着色、絹など 高24.2 l体 9386826 

336 風俗人形山伏 近代 木地着色、絹など 高24.5 l体 9386827 
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337 風俗人形武士 近代 木地着色、絹など 同27.0 l体 頭部欠損 93B6828 

338 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長28.5 l体 93B6829 

339 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長33.4 l体 93B6830 

340 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長28.1 l体 93B6831 

341 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長33.0 l体 93B6832 

342 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長34.0 l体 93B6833 

343 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長32.8 l体 93B6834 

344 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長32.3 l体 93B6835 

345 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長34.0 l体 93B6836 

346 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長33.7 l体 93B6837 

347 風俗人形娘(未完) 近代 木地着色、紙など 長32.0 l体 93B6838 

348 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6目5 l点 93B6839 

349 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長5.8 l点 93B6840 

350 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長7.5 l点 93B6841 

351 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6目2 l点 93B6842 

352 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.8 l点 93B6843 

353 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長7.2 l点 93B6844 

354 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.7 l点 93B6845 

355 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.7 l点 93B6846 

356 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長8.6 l点 93B6847 

357 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長9.7 l点 93B6848 

358 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6目5 l点 93B6849 

359 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長8.0 l点 93B6850 

360 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長4.7 l点 93B6851 

361 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長4.3 l点 93B6852 

362 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長4.2 l点 93B6853 

363 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長5.2 l点 93B6854 

364 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長8.0 l点 93B6855 

365 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長5目7 l点 93B6856 

366 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.4 l点 93B6857 

367 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.8 l点 93B6858 

368 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.5 l点 93B6859 

369 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長6.8 l点 93B6860 
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370 風俗人形頭女(芯付き) 近代 木地着色 頭部長4.0 l点 9386861 

371 風俗人形頭男(芯付き) 近代 木地着色 頭部長5.4 l点 9386862 

372 風俗人形頭女(頭部のみ) 近代 木、塑土、 高9.0前後 10点 9386863 

373 風俗人形頭男(頭部のみ) 近代 木、型土 高12.0前後 5点 9386864 

374 風俗人形残欠(箱入り) 近代 木、平絹、銀欄な l箱 9386865 
ど

375 人形道具梯子 近代 木 長42.8 幅5.5 l点 9386866 

376 人形道具履物 近代 蘭草、ダンボール なし 52点 9386867 

377 人形道具簾と薄縁 近代 柴、蘭草 計測不能 l点 9386868 

378 土人形豊臣秀吉像 近代 陶製 高21.0 l体 9386869 

379 土人形羅漢像 近代 陶製 高23.0 l体 9386870 

380 土人形香川景樹肖像 近代 陶製 高28.0 l体 9386871 

381 土人形娘 近代ヵ 陶製 高7.4 l体 9386872 

382 土人形大黒天 近代 陶製 高5.6 l体 9386873 

383 土人形狂言役者(稲穂と鎌) 近代 陶製 高17.0 l体 9386874 

384 土人形狂言役者(扇) 近代 陶製 高19.3 l体 9386875 

385 土 人 形 旅 人 近代 陶製 高13.0 l体 9386876 

386 土 人 形 猟 師 近代 陶製 高5.3 l体 9386877 

387 土 人 形 老 人 近代 陶製 高4.7 l体 9386878 

388 土人形徳利を持つ男 近代 陶製 高4.2 l体 右手首欠損

389 土人形福禄寿 近代 陶製 高16.2 l体 9386880 

390 土人形娘 近代 陶製 高7.4 l体

391 土人形鳩笛 近代 陶製 長7.2 l点 9386882 

392 土人形獅子 近代 陶製 高4.2 l体 9386883 

393 土人形唐子と布袋 近代 陶製 高10.6 l体 9386884 

394 土人形居眠子供と木魚 近代 陶製 高6.2 幅9.0 l体 9386885 

395 土人形居眠子供と経机 近代 陶製 高6.8 幅8.8 l体 9386886 

396 土人形居眠子供と蓄音機 近代 陶製 高17.5 l体 9386887 

397 石膏像 (直衣男性) 近代 石膏着色 高46.9 l体 9386888 

398 針山人形鹿 近代 陶製着色 高4.5 l点 9386889 

399 針 山 人 形 兎 近代 陶製着色 高1.7 l点 9386890 

400 針山人形猪 近代 陶製着色 高1.0 l点 9386891 

401 針山人形狐 近代 陶製着色 高1.6 l点 9386892 
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402 針山人形釣人 近代 陶製着色 高3.1 l点 9386893 

403 針山人形人 近代 陶製着色 高3.3 1 )点 9386894 

404 針山人形人 近代 陶製着色 高3.2 l点 9386895 

405 針山人形子鹿 近代 陶製着色 高1.8 l点 9386896 

406 針山人形人 近代 陶製着色 高2.1 l点 9386897 

10 雛・雛道具

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備考 備品番号

407 雛人形 江戸時代 木、絹など 男雛:17.6 女雛14.5 l対 9386898 

408 雛人形官女萌黄桂姿 江戸時代 木、絹など 高21.4 l体 9386899 

409 雛人形 官 女 萌 黄桂姿 江戸時代 木、絹など 高22.4 l体 9386900 

410 雛人形官女萌黄桂 姿 江戸時代 木、絹など 高22.8 l体 9386901 

411 雛人形 官 女 萌 黄桂姿 江戸時代 木、絹など 高22.0 l体 9386902 

412 雛 人形官女萌黄桂姿 江戸時代 木、絹など 高14.8 l体 9386903 

413 雛人形官女白小 袖 紅 袴 姿 江戸時代 木、絹など 高19.7 l体 9386904 

414 雛人形官女 白小袖紅袴姿 江戸時代 木、絹など 高19.5 l体 9386905 

415 雛人 形官 女白 小袖紅袴姿 江戸時代 木、絹など 高19.8 i体 9386906 

416 雛人 形官 女白 小袖紅袴姿 江戸時代 木、絹など 高15.5 i体 9386907 

417 雛人形官女 白小袖紅袴姿 江戸時代 木、絹など 高14.3 1体 9386908 

418 雛人 形官 女白 小袖紅袴姿 江戸時代 木、絹など 高14.8 l体 9386909 

419 雛人形官女紅縮 緬 小 袖 姿 江戸時代 木、絹など 高18.2 l体 9386910 

420 雛人 形官 女浅 葱小袖紅袴 江戸時代 木、絹など 高14.0 l体 9386911 
姿

421 雛人形官女 江戸時代 木、絹など 高16.0 l体 9386912 

422 雛人形 官女 江戸時代 木、絹など 高17.5 l体 9386913 

423 雛人形三人上戸 江戸時代 木、絹など 高19.2 l体 9386914 

424 雛人形 =人上戸 江戸時代 木、絹など 高13.3 l体 9386915 

425 雛人形三人上戸 江戸時代 木、絹など 高11.2 l体 9386916 

426 雛人形 (芥子雛) 江戸時代 木、絹など 男雛:8.1 女雛:8.5 l対 男雛頭部 9386917 
欠損

427 雛人形 (芥子雛) 江戸時代 木、絹など 男雛:8.6 女雛:7.8 l対 9386918 

428 雛人形 (木目込) 江戸時代 木、絹など 男雛:高9.5 女雛:高7.7 l対 9386919 

429 雛人形 (土人形) 江戸時代 陶製着色 男雛:幅16.8 高10.5 l対 9386920 
女雛:幅15.5 高9.2
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430 雛人形立雛(女雛) 江戸時代 木、紙、絹 同18.5 l体 9386921 I 

431 雛人形立雛(女雛) 江戸時代 木、紙、絹 高26.1 l体 9386922 

432 雛人形立雛(男雛) 江戸時代 木、紙、絹 高14.0 l体 9386923 

433 雛人形立雛(男雛) 江戸時代 木、紙、絹 高27.7 l体 9386924 

434 雛 人 形 流 雛 江戸時代 木、紙 男雛:高18.5 女雛:高14.8 l体 9386925 

435 雛道具右近の橋・左近の桜 近代 木・布 橘:幅16.2 奥行16.0 高36.2 1対 9386926 
桜:幅16.2 奥行16.0 高33.8

436 雛道具右近の橘・左近の桜 近代 絹、針金 高36.0 l対 9386927 

437 雛道具右近の橘・左近の桜 近代 絹、針金など 高各37.0 l対 9386928 

438 雛道具紗張屋根 近代 竹、紙、紗 縦13.8横23目。 l点 9386929 

439 雛道具畳 幕末~近代 蘭草など 縦14.0 横23 l点 9386930 

440 雛道具畳 幕末~近代 繭草など 縦14.0 横23 l点 9386931 

441 雛道具畳 幕末~近代 繭草、平絹 奥15.2 幅55.7 l点 9386932 

442 雛道具畳 幕末~近代 繭草、錦 奥12.0 I煽46.5 l点 9386933 

443 雛道具畳 幕末~近代 蘭革、平絹 奥18.0 幅57.7 l点 9386934 

444 雛道具扉風人物風景図 江戸時代 紙本着色 縦21.5横59.4 6曲 9386935 
l隻

445 雛道具扉風仙人図 江戸時代 紙本着色 縦27.0 横58.8 6曲 9386936 
l隻

446 雛道具扉風源氏物語図 近代 紙本着色 縦25.5 横69.3 6曲 9386937 
l隻

447 雛道具扉風四季草花園 近代 紙本着色 縦28.1 横72.0 6曲 9386938 
l隻

448 雛道具扉風松竹梅鶴亀図 近代 紙本着色 縦28目6横71.5 6曲 9386939 
l隻

449 雛道具衝立松鶴図 江戸時代 木地着色 幅11.6高9.7 l点 9386940 

450 雛道具箪笥牡丹唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 幅17.3 奥行9.8 高9.7 l点 9386941 

451 雛道具書棚蓮唐草文様 幕末~近代 木胎蒔絵 幅30.3 奥行14.4 高29.0 l点 9386942 

452 雛道具書棚松竹梅文様 江戸時代 木胎蒔絵 幅18.3 奥行10.7 高16.1 l点 9386943 

453 雛道具万掛唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 幅15.3 高13.6 l点 9386944 

454 雛道具州浜 近代 紙、針金など 幅5.0 l点 9386945 

455 雛道具脇息花唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 幅11.0奥f'T3.3 高4.5 l点 9386946 

456 雛道具厨子(僧形小像入) 幕末~近代 木、陶 幅7.6 奥行4.7 高10.0 l点 9386947 

457 雛道具長持菊唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 幅21.3奥行9.5 高9.0 l点 9386948 

458 雛道具葛篭 江戸時代 木 総高9.1 幅12.4奥行8.9 l点 9386949 

459 雛道具葛篭 江戸時代 紙 各:幅16.2 高9.8 奥行9.0 2点 9386950 
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460 雛道具葛篭 江戸時代 紙 各:幅15.3 奥行10.0 局8.0 2点 9386951 

461 雛道具行器 江戸時代 木胎漆塗 高10.6 蓋径10.0 2点 9386952 

462 雛道具行器 江戸時代 木胎漆塗 高6.0 蓋径4.2 2点 9386953 

463 離道具箱邸内人物図 江戸時代 木胎紙貼描 縦8.0 横10.5 高5.0 8点 9386954 

464 雛道具鏡台 近代 木胎漆塗 総高22.5 幅10.6 奥行10.6 l点 9386955 

465 雛道具鏡袋 江戸時代 金欄、銀概 縦6.7 横6.7 l点 9386956 

466 雛道具提灯 江戸時代 紙、木 径4.8 l点 9386957 

467 雛道具笠 近代 紙 径8.1 7点 9386958 

468 雛道具笠 近代 紙 径8.1 7点 9386959 

469 雛道具手燭 江戸時代 真鍬 長5.4 l点 9386960 

470 雛道具角盟桔梗文様 江戸時代 木胎蒔絵 口径9.7 高5.8 l点 9386961 

471 雛道具角盟唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 口径5.0 高8.9 l点 9386962 

472 雛道具盟 江戸時代 真鍬 径3.5 高2.1 l点 93869631 

473 雛道具お歯黒道具 近代 木胎蒔絵・銅 外箱:r幅18.2 奥行5.5 高5.9 l具 9386964 

474 雛道具お歯黒道具(外箱の 江戸時代 木胎蒔絵 縦3.6 横12.0 高4.3 l点 9386965 
み)

475 雛道具湯桶唐草文様 幕末~近代 木胎蒔絵 径5.3 高5.2 l点 9386966 

476 雛道具貝桶 江戸時代 紙、縮緬 径7.5 高8.5 1点 9386967 

477 雛道具貝桶 江戸時代 紙、縮緬 径7.7 高8.8 l点 93869681 

478 雛道具貝桶 江戸時代 紙、縮緬 径7.0 高8.7 l点 93869691 

479 雛道具貝桶 江戸時代 紙、縮緬 径8.0 高8.5 l点 9386970 

480 雛道具貝桶 江戸時代 紙、縮緬 径6.0 高7.0 l点 9386971 

481 雛道具貝桶 江戸時代 紙、縮緬 径6.0 高7.0 l点 9386972 

482 雛道具木槌 江戸時代 木、縮緬 長14.2 幅6.3 l点 9386973 

483 離道具木槌 江戸時代 木地着色 長10.0 幅5.0 l点 9386974 

484 雛道具木槌 江戸時代 絹木目込み 長8.5 幅4.7 l点 9386975 

485 雛道具鎧桶 近代 木胎漆塗、 幅25.8 奥行18.2 高17.2 一式 内に児・ 9386976 
頬当・篭
手・侃盾
-紐・児
台・前立
を入れる

486 雛道具太刀 江戸時代 木胎漆塗・銀 長23.5 l点 9386977 

487 雛道具太万 江戸時代 木、漆、鋼板 長16.3 l点 9386978 
など

488 雛道具太万 江戸時代 木、漆、鋼板 長18.0 l点 9386979 
など
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489 雛道具太刀 江戸時代 木胎漆塗・銀 長24.2 l点 9386980 

490 雛道具太刀 近代 木 長16.0 l点 9386981 

491 雛道具太刀 近代 木・鋼 長18.3 l点 9386982 

492 雛道具太万 江戸時代 木製蒔絵 長30.0 1点 同じ箱に、 9386983 
石帯、第
などが入
る。

493 雛道具太万 近代 木胎漆塗・銅 長33.2(各) 3点 9386984 

494 離道具太万 近代 木胎漆塗 長12.1 l点 9386985 

495 雛道具太万 近代 木胎漆塗 長12.1 l点 9386986 

496 雛道具宝冠 江戸時代 鋼板、ガラス、 最大:高10.5 6点 9386987 
針金など

497 雛道具冠 江戸時代 黒耀 高7.5 5点 9386988 

498 雛道具烏帽子 近代 紙 長.4.3 7点 9386989 

499 雛道具冠・烏帽子 江戸時代 紙、漆 最大:高5.0 15点 9386990 

500 雛道具平緒 江戸時代 絹描 垂:長20.0(各) 4組 9386991 
帯:長56.7(各)

501 離道具平緒 近代 綿 長18.0 l点 垂緒のみ 9386992 

502 雛道具平緒 近代 綿 長20.5 l点 垂緒のみ 9386993 

503 雛道具檎扇 江戸時代 杉板 径9.1 l点 9386994 

504 雛道具檎扇紅白梅松文様 近代 杉板 径9.8 l点 9386995 

505 雛道具踊蝿扇藤燕文様 近代 杉板 径10.7 l点 9386996 

506 雛道具払子 近代 木、紙 長19.8 l点 9386997 

507 雛道具膳一式(折敷・衝重3 江戸時代 白木など 折敷:径12.1 衝重(各):径3.7 l具 9386998 
点・皿6点) 高1.9皿:径4.4-5.2

508 雛道具膳松竹梅文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦16.0 横16.0 高9.5 2組 9386999 

509 雛道具膳扇文様 近代 木胎蒔絵 縦14.6 横14.6 高7.2 l点 9387000 

510 雛道具膳唐草文様 近代 木胎蒔絵 縦13.4 横13.4 高7.5 l点 9387001 

511 雛道具膳唐草文様 近代 木胎蒔絵 縦12.0 横12.0 高5.6 l点 9387002 

512 雛道具膳唐草牡丹文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦15.5 横15.5 l点 9387003 

513 雛道具膳唐草牡丹文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦15.5 横15.5 l点 9387004 

514 雛道具膳唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦13.5 横13.5 高6.4 l点 9387005 

515 雛道具三宝 幕末~近代 木胎漆塗 高7.8 口径9.4X9.2 l点 9387006 

516 雛道具三宝 幕末~近代 木胎漆塗 高7.7 口径8.7X8.7 l点 9387007 

517 雛道具三宝 幕末~近代 木胎漆塗 高7.8 口径9.4X9.2 l点 9387008 

518 雛道具三宝 幕末~近代 木胎塗漆 縦7.7 横7.7 高6.6 l点 9387009 
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519 雛道具ニ宝 幕末~近代 木胎塗漆 縦5.3 横5.3 局3.8 l点 9387010 

520 雛 道具三宝唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 高10.5 口径lO.4XlO.4 l点 9387011 

521 雛 道具=宝唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 高10.5 口径lO.4X10.4 l点 9387012 

522 雛道具三宝松竹梅文様 近代 木胎蒔絵 縦14.8 横14.8 高12.6 l点 9387013 

523 雛道具三宝 江戸時代 木製 縦14.2 横14.2 高7.9 l点 9387014 

524 雛道具コ宝牡丹唐草文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦5.7 横5.8 高4.6 l点 9387015 

525 雛道具台 江戸時代 木胎漆塗 径13.0 高24.4 l点 9387016 

526 雛道具菱形台 近代 木胎蒔絵 幅5.8 奥行3.0 高2.4 2点 9387017 

527 雛道具台 江戸時代 木 縦8.3 横8.3 高7.5 l点 9387018 

528 雛道具高杯 近代 木胎蒔絵 口径3.1 高3.0 l対 9387019 

529 雛道具蓋付椀松葉梅文様 江戸時代 木胎蒔絵 径11.8 l点 9387020 

530 雛道具蓋付椀 江戸時代 木胎塗漆 径10.0 l点 9387021 

531 雛道具蓋付鉢 近代 木製 径4.5 2点 9387022 

532 雛道具鉢 江戸時代 陶製 高2.4経3.5 l点 9387023 

533 雛道具瓶子 近代 真鎗 高6.1 l対 9387024 

534 雛道具瓶子 近代 真織 高6.5 l対 9387025 

535 雛道具提子梅松文様 近代 銅彫 f壬6.7 l点 9387026 

536 雛道具提子梅松鶴亀文様 江戸時代 錫彫 口径4.6 高3.7 l点 9387027 

537 雛道 具 銚 子 梅 松文様 近代 銅彫 長27.0 l点 9387028 

538 雛道具銚子梅松鶴亀文様 江戸時代 錫彫 長18.0 l点 9387029 

539 雛道具盃竹文様 江戸時代 木胎朱漆塗 径6目7 l点 9387030 

540 雛道具盃笹文様 江戸時代 木胎朱漆塗 径6.1 l点 9387031 

541 雛道具盃 江戸時代 真鰍 径8.3 l点 9387032 

542 雛 道具盃 江戸時代 真鍬 径8.0 l点 9387033 

543 雛 道具盃 江戸時代 真鍬 径7.1 l点 9387034 

544 雛道具盃台 江戸時代 木胎朱漆塗 縦10.6 横10.6 高9.8 l点

545 雛道具盃台 江戸時代 木胎朱漆 径6.2 高3.3 l点 9387036 

546 雛道具食器 近代 木、漆 計測不能 9点 9387037 

547 雛道具海老 江戸時代 木、 長12.6 l点 9387038 

548 雛道具花見重箱 江戸時代 木胎蒔絵 縦9.0 横15.3 高11.4 一式 9387039 

549 雛道具提重楓文様 江戸時代 木胎蒔絵 重箱:総高9目5 口径7.5 提盆: 一式 9387040 
高11.4定径8.5

550 雛道具重箱菊文様 江戸時代 木胎蒔絵 縦9.0 横10.0 高9.5 一式 9387041 
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551 雛道具重箱鳳周文様 江戸時代 木胎蒔絵 総筒10.5 胴径8.5 一式 9387042 

552 雛道具茶釜・風呂菊唐草 近代 木胎蒔絵 茶釜:胴径6.4 高4.2 口径 l具 9387043 
文様 3.5 風目:高5.0 口径6.5

553 雛道具煙草盆牡丹唐草文 江戸時代 木胎蒔絵 煙 草 盆 高15.7 I隔14.9 奥行 l点 9387044 
様 8.5 

554 雛道具煙草盆 江戸時代 木胎塗漆 縦7.6 横13.8 高14.5 l点 9387045 

555 雛道具灰吹・火入 江戸時代 しんちゅう 灰吹:高2.5 径3.9 火入:高 1 )点 9387046 
2.2 径1.8

556 雛道具煙管 江戸時代 しんちゅう 長13目3 l点 9387047 

557 雛道具煙管 江戸時代 しんちゅう 長12.3 l点 9387048 

558 雛道具硯箱 近代 木、石など 高1.8幅6.0 奥行10.3 i具 93870491 

559 雛道具巻物 近代 紙、絹 長7.7 4点 9387050 

11 年中行事に関わる道具

番号 名 称 時代 品質 ?去 量 員数 備 考 備品番号

560 薬玉 近代 絹、針金 径20.0 l点 9387051 

561 薬玉 近代 絹、針金 径14.8 l点 9387052 

562 五月機神宮皇后文様 近代 縮緬地友禅染 長114.0 幅30.5 l枚 9387053 

563 五月峨菖蒲文様平四目菱紋 近代 縮緬地友禅染 長148.0 幅36.0 l枚 9387054 

564 五月幡神宮皇后文様 近代 縮緬地友禅染 長112.5 幅31.5 l枚 9387055 

565 五月峨武者文様桔便入七宝紋 近代 縮緬地友禅染 長117.0 幅31.5 l枚 9387056 

566 五月崎武者文様 近代 縮緬地友禅染 長111.0幅30.0 l枚 9387057 

567 五月I織流水枝柏紋、平四ツ目結 近代 縮緬地(紫、紅、 長111.7幅31.5 3枚 9387058 
紋 緑)染

568 五月崎武者文様 近代 縮緬 地 染 長116.0 幅27.0 l枚 9387059 

569 五月峨 =雁金紋 近代 平絹地金箔 長99.0 幅86.6 l枚 9387060 I 

570 五月 峨 橘 紋 近代 平絹地絞 長117.0 幅29.0 l枚

571 五月 幡 橘 紋 近代 平絹地絞 長138.0 幅33.7 l枚 9387062 

572 五月織丸紋 近代 平絹地染 長103.5 幅93.3 l枚 9387063 

573 五月幡菖蒲文様 近代 縮緬地友禅染 長66.0 幅30.5 l枚 9387064 

574 五月峨鍾埴文様 近代 縮緬地 染 長69.0 幅30.3 l枚 9387065 

575 五月峨神宮皇后文様 近代 縮緬地友禅染 長117.0 幅30.5 l枚 9387066 

576 五月機三盛梅紋、片喰紋 近代 縮緬地染 長116.0 幅31.5 2枚 9387067 

577 五月l織五月峨 近代 平絹地染 長142.5 幅23.2 l枚 破損大 9387068 

578 五月幡五月l織 近代 平絹地染 長138.0 幅23目。 l枚 破損大 9387069 
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579 五月幡菖蒲文様木瓜紋 近代 縮緬地染 長147.0 幅35.0 l枚 9387070 

580 五月幡五月峨 近代 平網地染 計測不能 l枚 9387071 

581 五月幡菖蒲製斗文様丸三柏紋 近代 綿描染 縦137.0 横26.0 l枚 9387072 

582 五月峨武者文様丸三扇紋 近代 綿描 縦252.0 横42.0 l枚 9387073 

583 五月幡童文様剣片喰紋 近代 綿描 縦146.0 横36.8 l枚 落款『重春J朱文方 9387074 
印「月山」

584 五月幡菖蒲蓬慶斗文様竜胆紋 近代 綿描 縦146.0 横36.8 l枚 9387075 

585 五月臓花菱紋 近代 平網染 各:長91.0幅32.0 8枚 9387076 

586 五月幡花菱紋 近代 平絹染 各:長61.5幅62.5 l枚 9387077 

587 五月幡破損大 近代 平絹染 長179.0 幅59.5 l枚 9387078 

588 五月峨武者文様 近代 縮緬地友禅染 長115.0 幅29.0 l枚 9387079 

589 五月峨 近代 平絹地染 計測不能 l枚 破損大 9387080 

590 五月幡 近代 平絹地染 長142.0 幅22.7 l枚 破損大 9387081 

591 纏の馬連 近代 木胎金箔 径19.8 l点 端午節供用ヵ 9387082 

592 節句用吹流(蝶紋) 昭和 紫縮緬 直径29.0 長145.0 l点 節句用 9387083 

593 五月節句用金瓢箪纏飾り 近代 瓢箪、金箔 22.0 l点 9387084 

594 幡菖蒲文様 近代 縮緬地友禅染 長35.5 幅10.0 l張 端午節供用ヵ 9387085 

595 幡菖蒲文様 近代 縮緬地友禅染 長34.0 幅9.5 l張 端午節供用ヵ 9387086 

596 幡菖蒲蓬文様 近代 縮緬地友禅染 長48.0 幅18.0 i張 端午節供用ヵ 9387087 

597 幡菖蒲蓬文様 近代 縮緬地友禅染 長48.5 幅18.0 l張 端午節供用ヵ 9387088 

598 幕橘丸紋 昭和 綿染 幅201.2長61.9 l張 端午節供用ヵ 9387089 

599 幕桐紋、丸矢羽根紋 近代 縮緬染 幅273.0 長42.3 l張 端午節供用ヵ 9387090 

600 幕桜入七宝丸紋 近代 麻染 幅389.0 長64.5 l張 端午節供用ヵ 9387091 

601 幕橘紋 近代 麻染 幅240.0 長74.2 l張 端午節供用ヵ 9387092 

602 幕四菱紋 近代 縮緬染 幅183.0 長63.2 1張 端午節供用ヵ 9387093 

603 暖簾花菱紋 近代 平絹染 幅179.8 長105.1 l張 端午節供用ヵ 9387094 

604 角団扇 近代 麻、紙、銀箔 縦33.0 横33.0 l柄 端午節供用ヵ 9387095 

605 角団扇 近代 麻、紙、銀箔 縦33.5 横33.5 l柄 端午節供用ヵ 9387096 

606 角田扇 近代 麻、紙、金箔 縦33.5 横33.8 l柄 端午節供用ヵ 9387097 

607 角団扇 近代 麻、紙、銀箔 縦34.0 横34.0 l柄 端午節供用ヵ 9387098 

608 角団扇 近代 麻、紙、銀箔 縦37.0 横36.3 l柄 端午節供用ヵ 9387099 

609 角団扇 近代 麻、紙、金箔 横33.5 l柄 端午節供用ヵ 9387100 

610 七夕供物造花(菖蒲) 近代 針金絹 長80.0 l柄 9387101 
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番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

611 臼と杵 近代 木 臼:径15.8 高17.4 l具 玄猪用 9387102 
杵:長20.4

612 臼 近代 木 径17.5 高14.8 l具 玄猪用 9387103 

12 出土晶・考古復元晶

番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

613 金具(用途不明出土品川 不詳 鉄 計測不能 l点 破損大 9387104 

614 金具(出土品) 不詳 青銅 計測不能 l点 破損大 9387105 

615 金具(用途不明出土品川 不詳 青銅 計測不能 l点 破損大 9387106 

616 金具(用途不詳 出土遺物) 不詳 鉄 計測不能 l点 9387107 

617 蓋付高杯 古墳時代ヵ 陶製 高12.4径14.0 l点 底貼紙『高坪/滋賀高 9387108 
嶋群水尾出土J

618 高杯 不詳 陶製 高13.7 径12.0 l点 伝-朝鮮半島製土器 9387109 

619 高杯 不詳 陶製 高11.2 径11.5 l点 伝・朝鮮半島製土器 9387110 

620 高杯 不詳 陶製 高8.5 径12.3 l点 伝・朝鮮半島製 9387111 

621 高坪 不詳 陶製 高9.6 径13.0 l点 伝-朝鮮半島製土器 9387112 

622 高杯(レプリカヵ) 近代 石膏 径17.6 l点 脚部破損 9387113 

623 高杯(レプリカヵ) 近代 石膏 高14.4 径17.0 l点 9387114 

624 蓋付椀 不詳 陶製 高10.0 直径13.2 2点 9387115 

625 蓋 不詳 陶製 径15.5 l点 貼り紙「古墳時代食器j 9387116 

626 鉢 不詳 陶製 直径15.2 l点 9387117 

627 盃 不詳 陶製 径12.0 l点 9387118 

628 盃 不詳 陶製 径11.2 l点 9387119 

629 壷 不詳 陶製 高13.4胴径16.4 l点 伝-縄文式土器 9387120 

630 壷 不詳 陶製 高17.2 胴径15.0 l点 9387121 

631 麻ひたし用土器 不詳 陶製 長24.3 高8.5 l点 9387122 

632 麻ひたし用土器 不詳 陶製 長23.5 高7.1 l点 9387123 

633 瓦片 不詳 陶製 最大幅15.5 l点 9387124 

634 瓦片 不詳 陶製 最大幅8.0 l点 9387125 

635 瓦片 不詳 陶製 最大幅10.0 l点 9387126 

636 瓦片 不詳 陶製 最大幅12.0 l点 9387127 

637 瓦片 不詳 陶製 最大幅11.0 l点 9387128 

638 瓦片 不詳 陶製 最大幅13.0 l点 9387129 

639 瓦片 不詳 陶製 最大幅11.0 l点 9387130 
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番号 名 称 時代 品質 法 量 員数 備 考 備品番号

640 瓦片ヵ 近代 モルタルヵ 最大幅8.8 l点 9387131 

641 瓦片 不詳 陶製 最大幅13.3 l点 9387132 

642 瓦片ヵ 近代 モルタルヵ 最大幅11.5 l点 9387133 

643 緑紬陶片 不詳 緑紬 最大幅11.0 l点 9387134 

644 緑紬陶片 不詳 最大幅12.0 l点 9387135 

645 石斧 不詳 石 最大長20.0 l点 9387136 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

中村洋一資料

〈資料内訳〉チラシ………...・H ・..…………………5314件10336点

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

アークエンジェル ガイ・マデイン 色刷 85 l枚 98P8842 

2 ああ新婚 フランコ・マJレテイネリ 色刷 85 l枚 98P8843 

3 あ沿野麦峠 山本薩夫 色刷 85 1枚 98P8844 

4 あh野麦峠新緑篇 山本薩夫 色刷 85 l枚 98P8845 

5 アーバン・カウボーイ ジェームズ・ブリッジス 色刷 85 l枚 98P8846 

6 アーリー・スプリング アストリズ・へニング=イェ 色刷 85 l枚 98P8847 
ンセン

7 1 LOVEYOU(アイ・ラプ・ユ マルコ・フェレーリ 色刷 85 l枚 98P8848 

8 愛・アマチュア ハル・ハートリー 色刷 85 l枚 98P8849 

9 アイアン・イーグル シドニー・ J・フューリー 色刷 85 5枚 98P8850 

10 アイアン・メイズ ピッツパー 吉田博昭 色刷 85 4枚 98P8851 
グの幻想

11 ai-ou(アイオー) 堤ユキヒコ 色刷 85 10枚 98P8852 

12 アイガー・サンクション クリント・イーストウッド 色刷 85 l枚 98P8853 

13 愛が聞こえる エリック・テイ Jレ 色刷 85 l枚 98P8854 

14 愛がこわれるとき ジョセフ・ルーペン 色刷 85 l枚 98P8855 

15 愛が微笑む時 ロン・アンダーウッド 色刷 85 3枚 98P8856 

16 愛・結婚 テリー-グルド 色刷 85 l枚 98P8857 

17 アイコ十六歳 今関あきよし 色刷 85 i枚 98P8858 

18 愛さずにはL、られない エリック・シャロン 色刷 85 l枚 98P8859 

19 愛されすぎて ジャック・ドワイヨン 色刷 85 3枚 98P8860 

20 哀愁のシエリー ジョージ・シドニー 色刷 85 l枚 98P8861 

21 哀愁のストックホルム レナード・ベルコピッテ 色刷 85 l枚 98P8862 

22 哀愁のトロイメライ クララ・ ベーター・シャモニ 色刷 85 5枚 98P8863 
シューマン物語

23 哀愁のパリ ジョルジュ・ファレル 色刷 17.3x34.8 l枚 98P8864 
二つ折り

24 愛情物語 ジョージ・シドニー 色刷 85 l枚 表面カラー写真 98P8865 

25 愛情物語 ジョージ・シドニー 色刷 85 l枚 表面白黒写真 98P8866 

26 愛人関係 ジョルジュ・ロートネル 色刷 85 l枚 98P8867 

27 アイズ アーピン・カーシュナー 色刷 85 l枚 98P8868 

28 アイス・キャッス1レ ドナルド・ライ 色刷 85 l枚 98P8869 

29 アイスマン フリッド・スケピシ 色刷 85 l枚 98P8870 
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番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備晶番号

30 愛する者の名において ロベール・アンリコ 色刷 85 l枚 98P8871 

31 愛すれど哀しく マウロ・ボロニーニ 色刷 85 l枚 98P8872 

32 愛すれど心きびしく ロパート・エリス・ミラー 色刷 21.0x 18.3 l枚 98P8873 

33 愛染恭子華麗なる追情 佐々木忠 色刷 85 l枚 98P8874 

34 あいつと私 河崎義祐 色刷 85 l枚 98P8875 

35 あいつに恋して 新城卓 色刷 85 l枚 98P8876 

36 愛という名の疑惑 フィル・ジョアノー 色刷 85 5枚 98P8877 

37 愛と栄光の日々 ポール・シュレーダー 色刷 85 l枚 98P8878 

38 愛と喝采の日々 ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 縦位置 98P8879 

39 愛と喝采の日々 ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 横位置 98P8880 

40 愛と哀しみの旅路 アラン・パーカー 色刷 85 12枚 98P8881 

41 愛と哀しみの果て シドニー・ポラック 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P8882 

42 愛と哀しみの果て シドニー・ポラック 色刷 85 12枚 タイトル離3行 98P8883 

43 愛と哀しみのボレロ クロード.)レルーシュ 色刷 18.3X51.5 l枚 98P8884 
二つ折り

44 愛と死と クロード・ルルーシュ 色刷 17.0x 16.8 l枚 98P8885 

45 愛と死の聞で ケネス・プラナー 色刷 85 6枚 コピー「あなたは 98P8886 
愛のために何度
死ねますか・・・J

46 愛と死の聞で ケネス・ブラナー 色刷 85 3枚 コピー「遥かな 98P8887 
時を超えて巡る
運命の愛が・・・j

47 愛と死のエルサレム ジョン・フリン 色刷 85 l枚 98P8888 

48 愛と死の果てるまで ジョン・ヒューストン 色刷 85 l枚 98P8889 

49 愛と宿命の泉 クロード・ベリ 色刷 85 10枚 98P8890 

50 愛と青春の旅立ち テイラー・ハックフォード 色刷 85 l枚 98P8891 

51 愛と精霊の家 ピレ・アウグスト 色刷 85 4枚 98P8892 

52 愛と追憶の日々 ジェームズ・ L・プルックス 色刷 85 l枚 98P8893 

53 愛と復讐の挽歌 テーラー・ウォン 色刷 85 12枚 98P8894 

54 愛と野望のナイル ボブ・ラフェJレソン 色刷 85 3枚 98P8895 

55 愛と欲望の銃弾 トーマス・コーファー 色刷 85 l枚 98P8896 

56 アイドルを探せ '63 ミシェル・ボワロン 色刷 85 4枚 98P8897 

57 愛に関する短いフィルム クシシュトフ・キェシロフ 色刷 85 3枚 98P8898 
スキ

58 愛に気づけば マーサ・クーリッジ 色刷 85 l枚 98P8899 

59 愛について、東京 柳町光男 色刷 85 1枚 98P8900 
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番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

60 愛に翼を メリー・アグネス・ドナヒ 色刷 85 8枚 98P8901 
.:Lーー

61 愛にふるえて チャールズ・フインチ 色刷 85 l枚 98P8902 

62 愛に向って走れ ジェフ・カニュー 色刷 85 l枚 98P8903 

63 愛のあとに ディアース・キュリス 色刷 85 l枚 98P8904 

64 愛の嵐 リリアーナ・カヴァーニ 色刷 85 l枚 茶色ベース裏 98P8905 
面解説文横書き

65 愛の嵐 リリアーナ・カヴァーニ 色刷 85 3枚 赤色ベース 98P8906 

66 愛の嵐 リリアーナ・カヴァーニ 色刷 85 5枚 茶色ベース裏 98P8907 
面解説文縦書き

67 愛のアンジェラス ラモン・フェルナンデス 色刷 85 l枚 縦位置 98P8908 

68 愛のアンジェラス ラモン・フェルナンデス 色刷 85 l枚 横位置 98P8909 

69 愛のイエントル パーブラ・ストライサンド 色刷 85 1枚 98P89 10 

70 愛のうつし絵 秋穂健 色刷 85 5枚 98P8911 

71 愛の終りに アンドレ・カイヤット 色刷 85 l枚 98P8912 

72 愛のかたち アJレド・ラドー 色刷 85 l枚 98P8913 

73 愛の狩人 マイク・ニコルズ 色刷 85 l枚 98P8914 

74 愛の緋 ハンス .w.ガイセンドル 色刷 85 l枚 98P8915 
ファー

75 愛の奇跡 ギル・ブリーレイ 色刷 85 l枚 98P8916 

76 愛の記念に モーリス・ピアラ 色刷 85 l枚 98P8917 

77 愛の記録 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 2枚 98P8918 

78 愛の拘束 ジム・マクブライド 色刷 85 3枚 98P8919 

79 愛のコリーダ 大島渚 色刷 85 l枚 98P8920 

80 愛のさざなみ トム・グライス 色刷 85 l枚 98P8921 

81 愛の讃歌 ギイ・カザリル 色刷 85 l枚 98P8922 

82 愛の地獄 アンドレ・カイヤット 色刷 85 l枚 98P8923 

83 愛の選択 ジョエル・シューマカー 色刷 85 7枚 98P8924 

84 愛のために死す アンドレ・カイヤット 色刷 85 l枚 98P8925 

85 愛の逃避行 インジモ・イングストローム 色刷 85 l枚 98P8926 

86 愛の瞬間(とき) レア・プール 色刷 85 l枚 98P8927 

87 愛の瞬間(とき) レア・プール 色刷 85 l枚 98P8928 

88 愛の奴隷 ニキータ・ミハルコフ 色刷 85 l枚 98P8929 

89 愛の七日間 デイック・リチャーズ 色刷 85 l枚 98P8930 

90 愛の果てに ジョン・シュレシンジャー 色刷 85 3枚 98P8931 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

91 愛のファミリー ジョン・コーティ 色刷 17.8x35.0 l枚 98P8932 
二つ折り

92 愛のファミリー ジョン・コーティ 単色刷 A4 l枚 98P8933 

93 愛の風景 ピレ・アウグスト 色刷 85 6枚 98P8934 

94 愛のふれあい ワリス・フセイン 色刷 85 l枚 98P8935 

95 愛のt霊 大島渚 色刷 85 l枚 98P8936 

96 愛の亡霊 大島渚 色刷 A4 l枚 98P8937 

97 愛のほほえみ セJレジオ・マ1レティーノ 色剛 85 l枚 98P8938 

98 愛のメダリスト パズ・キューリック 色刷 85 l枚 98P8939 

99 愛のメモリー ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 l枚 98P8940 

100 愛の妖精アニーベル マッシモ・ダラマーノ 色刷 85 l枚 98P8941 

101 愛はエーゲ海に燃ゆ J .リー・トンプソン 色刷 85 l枚 98P8942 

102 愛は危険な香り カレン・アーサー 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P8943 

103 愛は危険な香り カレン・アーサー 色刷 85 5枚 白色ベース 98P8944 I 

104 愛は霧のかなたに マイケル・アプテッド 色刷 85 4枚 98P8945 

105 愛は静けさの中に ランダ・へインズ 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P8946 

106 愛は静けさの中に ランダ・へインズ 色刷 85 l枚 コピー「ニュー
-スター誕生!
マーリー・マト
リンj

107 愛は静けさの中に ランダ・へインズ 色刷 85 l枚 白色ベース 98P8948 

108 愛はひとり ハーノtート・ロス 色刷 85 l枚 98P8949 

109 IP5(アイ・ピー・ファイブ) 愛 ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 85 2枚 98P8950 
を探す旅人たち クス

110 逢いびき アラン・ブリッジス 色刷 85 l枚 98P8951 

111 愛ふたたび 市川昆 色刷 17.0x35.0 l枚 98P8952 
二つ折り

112 唆・昧・ Me 佐藤闘介 色刷 85 l枚 98P8953 

113 暖・昧 'Me 佐藤闘介 色刷 85 l枚 98P8954 

114 愛よもう一度 クロード・ルルーシュ 色刷 85 l枚 98P8955 

115 アイ・ラプ・トラブル チャールズ・シャイアー 色刷 85 8枚 98P8956 

116 アイランズ島々 セミョーン・ D・アラノヴ 色刷 85 3枚 98P8957 
イッチ

117 アイランド マイケル・リッチー 色刷 85 l枚 98P8958 

118 アイリーンを探して ルド1レフ・ファン・デンベ 色刷 85 l枚 98P8959 
Jレク

119 アイリスへの手紙 マーティン・リット 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P8960 
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番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

120 アイリスへの手紙 マーァィン・リット 色刷 B5 7枚 タイトル横書き 98P8961 

121 哀態花火 何平(フー・ピン) 色刷 B5 l枚 98P8962 

122 愛を殺さないで アラン・ルドルフ 色刷 B5 3枚 98P8963 

123 愛を探す旅人たち ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 B5 l枚 No.l 09と同じ 98P8964 
クス

124 愛を弾く女 クロード・ソーテ 色刷 B5 5枚 98P8965 

125 愛を止めないで エリック・シャロン 色刷 B5 3枚 98P8966 

126 愛をゆずった女 ソフィア・ターキヴィッチ 色刷 B5 l枚 98P8967 

127 アウトサイダー フランシス・コッポラ 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P8968 

128 アウトサイダー フランシス・コッポラ 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P8969 

129 アウトランド ピーター・ハイアムス 色刷 B5 l枚 タイトル上

130 アウトランド ピーター・ハイアムス 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P8971 

131 アウトロー クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 図柄イラスト 98P8972 

132 アウトロー クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 図柄写真 98P8973 

133 アウトロー・コップ ステルビオ・マッシイ 色刷 B5 l枚 98P8974 

134 アウトローブルース リチヤード・へフロン 色刷 B5 l枚 98P8975 

135 あ-うん 降旗康男 色刷 B5 2枚 98P8976 

136 阿昨抄 小栗謙一 色刷 B5 l枚 98P8977 

137 青い海と白い鮫 ピーター・ギンベル外l名 色刷 B5 l枚 98P8978 

138 蒼い記憶満蒙開拓と少年たち 出崎哲 色刷 B5 l枚 98P8979 

139 蒼い記憶満蒙開拓と少年たち 出崎哲 色刷 B5 l枚 98P8980 

140 青い恋人たち ランダル・クライザー 色刷 B5 l枚 98P8981 

141 青い殺意 ミゲル・クルトワ 色刷 B5 l枚 98P8982 

142 青い珊瑚礁 ランダル・クレイザー 色刷 B5 l枚 98P8983 

143 青い山脈 '88 斉藤耕一 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P8984 

144 青い山脈 '88 斉藤耕一 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P8985 

145 青い体験 サルパトーレ・サンペリ 色刷 B5 l枚 98P8986 

146 青い凧 田荘荘 色刷 B5 3枚 98P8987 

147 青い烏 ジョージ・キューカー 色刷 B5 l枚 縦位置 98P8988 

148 青い烏 ジョージ・キューカー 色刷 B5 l枚 横位置 98P8989 

149 青いパパイヤの香り トラン・アン・ユン 色刷 B5 3枚 98P8990 

150 蒼ざめた日曜日 森谷司郎 色刷 B5 l枚 98P8991 

151 青空に一番近い場所 鴻上尚史 色刷 B5 l枚 98P8992 
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152 赤い影 ニコラス・ローグ 色刷 85 l枚 98P8993 

153 紅い眼鏡 押井守 色刷 85 3枚 98P8994 

154 赤い靴 マイケル・パウエル 色刷 85 l枚 98P8995 

155 赤い仔馬 ロパート・トッテン 色刷 85 l枚 98P8996 

156 赤い航路 ロマン・ポランスキー 色刷 85 2枚 98P8997 

157 紅いコーリャン 張芸謀 色刷 85 7枚 98P8998 

158 赤い殺意 アンディー・ウオーク 色刷 85 l枚 98P8999 

159 赤いシュート ナンニ・モレッティ 色刷 85 l枚 98P9000 

160 赤いテント ミハイル・カラトーゾフ 色刷 12.2X51.4 l枚 98P9001 
二つ折り

161 赤い蓄積ソースの伝説 アルフォンソ・アラウ 色刷 85 4枚 98P9002 

162 赤いブーツの女 ホアン=ルイス・プニュエル 色刷 85 l枚 98P9003 

163 紅い服の少女 陸小雅 色刷 85 4枚 98P9004 

164 赤い帽子の女 神代辰巳 色刷 85 l枚 98P9005 

165 赤毛のアン ケヴィン・サリヴァン 色刷 85 4枚 図柄湖水のほと 98P9006 
りのアン

166 赤毛のアン ケヴィン・サリヴァン 色刷 85 7枚 図柄トランクに 98P9007 
座るアン

167 赤毛のアン完全版 ケヴィン・サリヴァン 色刷 85 3枚 98P9008 

168 赤毛のアングリーンゲイプル 高畑勲 色刷 85 l枚 98P9009 
ズへの道

169 アガサ愛の失綜事件 マイケル・アプテッド 色刷 85 l枚 98P901O 

170 赤ちゃん戦争 マヌエル・ヌメルス 色刷 85 l枚 98P9011 

171 赤ちゃん泥棒 ジョエル・コーエン 色刷 85 l枚 98P9012 

172 赤ちゃんに乾杯! コリーヌ・セロー 色刷 85 4枚 98P9013 

173 赤ちゃんはトップレディがお好 チャールズ・シャイヤー 色刷 85 3枚 98P9014 
き

174 赤ちゃんよ永遠に マイケJレ・キャンパス 色刷 85 l枚 98P9015 

175 暁の7人 ルイス・ギJレパート 色刷 85 l枚 98P9016 

176 暁の7人 ルイス・ギルパート 色刷 85 l枚 98P9017 

177 暁の挑戦 舛回利雄 色刷 85 l枚 98P9018 

178 赤銅鈴之助 阿部英二 単色刷 85 l枚 98P9019 

179 赤と黒の接吻 エリック・パルピエ 色刷 85 l枚 98P9020 

180 赤と黒の熱情 工藤栄一 色刷 85 2枚 98P9021 

181 阿賀(あが)に生きる 佐藤真 色刷 85 3枚 黄色ベース 98P9022 
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182 阿賀(あが)に生きる 佐藤真 色刷 B5 3枚 白色ベース 98P9023 

183 赤ひげ 黒津明 色刷 B5 4枚 98P9024 

184 アギ鬼神の怒り 早川光 色刷 B5 l枚 98P9025 

185 アギーレ・神の怒り ウェルナー・へlレツオーク 色刷 B5 l枚 98P9026 

186 A阻KO(アキコ) あるダンサー 羽田澄子 色刷 B5 l枚 98P9027 
の肖像

187 秋のソナタ イングマ-Jレ・ベルイマン 色刷 B5 l枚 表面人物・背景 98P9028 
セピア単色刷り

188 秋のソナタ イングマール・ベルイマン 色刷 B5 l枚 表面人物・背景 98P9029 
多色刷り

189 秋のドイツ フアスピンダー外8名 色刷 B5 6枚 98P9030 

190 秋への別れ マリウシュ・トレリンスキ 色刷 B5 l枚 98P9031 

191 アキラ 大友克洋 色刷 B5 5枚 98P9032 

192 あきれたあきれた大作戦 アーサー・ヒラー 色刷 B5 l枚 98P9033 

193 アクエリアス ミケーレ・ソアピ 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P9034 

194 アクエリアス ミケーレ・ソアピ 色刷 B5 l枚 赤・黒色ベース 98P9035 

195 アクシデント ロビン・スプライ 色刷 B5 l枚 98P9036 

196 アクセル爆走マッハ428 ア1レパート・マグリーノ 色刷 B5 2枚 98P9037 

197 悪徳の栄え ロジェ・ヴァデイム 色刷 B5 l枚 98P9038 

198 悪徳の栄え 実相寺昭雄 色刷 B5 3枚 98P9039 

199 アグネス ノーマン・ジュイソン 色刷 B5 5枚 98P9040 

200 悪魔 アンジェイ・ズラウスキ 色刷 B5 l枚 98P9041 

201 悪魔が来りて笛を吹く 斉藤光正 色刷 B5 l枚 98P9042 

202 悪魔のいけにえ タブ・フーパー 色刷 B5 l枚 98P9043 

203 悪魔のいけにえ2 トピー・フーパー 色刷 B5 i枚 98P9044 

204 悪魔のいけにえ3 ジェフ・パー 色刷 B5 l枚 98P9045 

205 悪魔の教団レッド・モンクス ジャンニ・マ1レトゥッチ 色刷 B5 l枚 98P9046 

206 悪魔のサパイパJレ ニコ・マストラキス 色刷 B5 l枚 98P9047 

207 悪魔のシスター ブライアン・デ・パルマ 色刷 B5 l枚 98P9048 

208 悪魔のジヤンクハンター ジョージ・ジェイ・ブルー 色刷 B5 l枚 98P9049 
ムE

209 悪魔の棲む家 スチュアート・ローゼンハ 色刷 B5 l枚 98P9050 
ーグ

210 悪魔の追跡 ジャック・スターレツト 色刷 B5 l枚 98P9051 

211 悪魔の帝国 シンジケート・ブ セドリック・サンドストーム 色刷 B5 l枚 98P9052 
レイク
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212 悪魔の手盤唄 市川昆 色刷 85 l枚 98P9053 

213 悪鹿の毒々サーファー ピーター・ジョージ 色刷 85 l枚 98P9054 

214 悪魔の毒々ハイスクール リチヤード 'W・へインズ 色刷 85 l枚 98P9055 

215 悪魔の毒々モンスター ロイド・カウフマン外l名 色刷 85 l枚 98P9056 

216 悪鹿の毒々モンスター東京へ行 ロイド・カウフマン外l名 色刷 85 l枚 98P9057 I 

217 悪魔のドロドロ人間 ゲイリー .0・マーカム 色刷 85 l枚 98P9058 

218 悪鹿の沼 トピー・フーパー 色刷 85 l枚 98P9059 

219 悪魔の墓場 ジョージ・グロウ 色刷 85 l枚 98P9060 

220 悪魔のはらわた ポール・モリセイ 色刷 85 l枚 98P9061 

221 悪魔の陽の下に モーリス・ピアラ 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P9062 

222 悪魔の陽の下に モーリス・ピアラ 色刷 85 7枚 黒色ベース 98P9063 

223 悪役パパ 鹿島勤 色刷 85 2枚 98P9064 

224 悪霊 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 5枚 98P9065 

225 悪霊 ジョージ・マッカーワン 色刷 85 l枚 98P9066 

226 悪霊島 篠田正浩 色刷 85 l枚 98P9067 

227 悪霊伝説 ジョセフ・ブラウスタイン 色刷 85 l枚 98P9068 

228 アゲイン 矢作俊彦 色刷 85 l枚 98P9069 

229 アゲイン明日への誓い ツイ・ハーク 色刷 85 7枚 98P9070 

230 アゲインストむかL、風 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P9071 

231 あげまん 伊丹十三 色刷 85 4枚 98P9072 

232 赤穂城断絶 深作欣二 色刷 85 l枚 22名の顔写真 98P9073 

233 赤穂城断絶 深作欣二 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P9074 

234 赤穂城断絶 深作欣二 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P9075 

235 アザー・ピープJレズ・マネー ノーマン・ジュイソン 色刷 85 7枚 98P9076 

236 あさき夢みし 実相寺昭雄 色刷 26.0X29.0 l枚 98P9077 
二つ折り

237 アサシン ジョン・パダム 色刷 85 3枚 98P9078 

238 ASIAN PARADISE(アジアン・ Hideki Ishii 色刷 25.0X 13.5 l枚 98P9079 
パラダイス)

239 あした 大林宣彦 色刷 A4 3枚 図柄イラスト 98P9080 

240 あした 大林宣彦 色刷 A4 4枚 図柄カラー写真 98P9081 

241 明日 TOMORROW 黒木和雄 色刷 85 2枚 裏面タイトル上 98P9082 
方

-406-



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

242 明日 TOMORROW 黒木和雄 色刷 85 2枚 裏面タイトル中 98P9083 
央

243 あしたが消える どうして原 編集渡辺行夫 色刷 85 6枚 98P9084 
発?

244 明日(あした)の壁をぶち破れ T.C ・フランク 色刷 85 l枚 98P9085 

245 あしたのジョー 福田陽一郎 色刷 85 l枚 タイトlレ上 98P9086 

246 あしたのジョー 福田陽一郎 色刷 85 i枚 タイトル下 98P9087 

247 あしたのジョー2 出崎統 色刷 84 l枚 青色ベース 98P9088 

248 あしたのジョー2 出崎統 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P9089 

249 あしたの火花 橘祐典 色刷 85 l枚 98P9090 

250 あした私は 自立ホーム1300 襖井彰生 色刷 85 1枚 98P9091 
日の軌跡

251 足ながおじさん ジーン・ネグレスコ 色刷 17.6X36.0 l枚 98P9092 
二つ折り

252 足ながおじさん ジーン・ネグレスコ 色刷 85 l枚 98P9093 

253 あしながおじさん 樋口雅一 色刷 85 l枚 98P9094 

254 アシャンティ リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98P9095 

255 飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ 木下亮 色刷 85 l枚 98P9096 

256 明日なき迫撃 カーク・ダグラス 色刷 85 l枚 98P9097 

257 明日に向って撃て! ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 84二つ折 l枚 タイトル赤字 98P9098 
り

258 明日に向って撃て! ジョージ・ロイ・ヒJレ 色刷 85 l枚 タイトル灰色字 98P9099 

259 アダージェット フランソワ・レシャンパック 色刷 85 4枚 98P9100 

260 アダダ 林権津 色刷 85 l枚 98P9101 

261 熱海殺人事件 高橋和男 色刷 85 7枚 白色ベース 98P9102 

262 熱海殺人事件 高橋和男 色刷 85 6枚 紫色ベース 98P9103 

263 アダムス・ファミリー パリー・ゾンネンフェルド 色刷 85 5枚 赤色ベース 98P9104 

264 アダムス・ファミリー パリー・ゾンネンフェルド 色刷 85 5枚 黒色ベース 98P9105 

265 アダムス・ファミリー2 パリー・ソネンフェノルド 色刷 85 3枚 図柄乳母車 98P9106 

266 アダムス・ファミリー2 パリー・ソネンフェノルド 色刷 85 8枚 図柄人物8人 98P9107 

267 アタメ ベトロ・ア1レモドパル 色刷 85 5枚 98P9108 

268 新しい家族 イスクラ・パーピッチ 色刷 85 l枚 98P9109 

269 アタラント号 ジャン・ヴィゴ 色刷 85 3枚 裏面緑色刷 98P9110 

270 アタラント号 ジャン・ヴィゴ 色刷 85 3枚 裏面鵬脂色刷 98P9111 

271 熱い熔け カレル・ライス 色刷 85 l枚 98P9112 
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272 熱いトタン屋根の猫 リチヤード・プルックス 色刷 25.8x9.1 l枚 98P9113 

273 あつい壁 中山節夫 色刷 85 l枚 98P9114 

274 悪漢探偵 エリック・ツァン 色刷 85 l枚 98P9115 

275 熱き愛に時は流れて テイラー・ハックフォード 色刷 85 8枚 98P9116 

276 厚化粧の女 ジョゼ・ピネイロ 色刷 85 l枚 98P9117 

277 あっこちゃんの日記 山田典吾 単色刷 85 l枚 98P9118 

278 アッシィたちの街 山本薩夫 色刷 85 l枚 タイトルl行 98P9119 

279 アッシィたちの街 山本薩夫 色刷 85 l枚 タイトル2行 98P9120 

280 アップlレゲイツ マイケJレ・レーマン 色刷 85 l枚 98P9121 

281 アデルの恋の物語 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 タイトル青色 98P9122 

282 アデルの恋の物語 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 5枚 タイトル赤色 98P9123 

283 アデルハイド フランティシェック・ヴラ 単色刷 85二つ折 l枚 98P9124 
チル り

284 アドベンチャーファミリー スチュワート・ラフィル 色刷 85 1枚 98P9125 

285 アドベンチャーラリー アラン・ギプソン 色刷 85 l枚 98P9126 

286 アドベンチャーロード ピーター・コリンソン 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P9127 

287 アドベンチャーロード ピーター・コリンソン 色刷 85 l枚 図柄カラー写真 98P9128 

288 アドベンチャーロード ピーター・コリンソン 色刷 85 l枚 タイトル緑字 98P9129 

289 アトランティス リュック・ベッソン 色刷 85 5枚 98P9130 

290 アトランティス 7つの海底都 ケビン・コナー 色刷 85 l枚 98P9131 
市

291 アトランティック・シティ ルイ・マJレ 色刷 85 l枚 98P9132 

292 アナーキー・デカ ジョフリー.G・パウワーズ 色刷 85 l枚 98P9133 

293 アナザーウェイ カーロイ・マック 色刷 85 l枚 98P9134 

294 アナザーウェイ D機関情報 山下耕作 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P9135 

295 アナザーウェイ D機関情報 山下耕作 色刷 85 7枚 灰色ベース 98P9136 

296 アナザー・カントリー マレク・カニエフスカ 色刷 85 12枚 98P9137 

297 アナザー-カントリー マレク・カニエフスカ 色刷 85 l枚 「美神たちの誘 98P9138 
惑jシリーズ

298 あなたがし、たら 少女リンダ デビッド・リーランド 色刷 85 4枚 98P9139 

299 あなたが聞こえない ロパート・グリーン・ウォ 色刷 85 2枚 98P9140 
Jレド

300 あなただけグッドナイト あh 井上真介 色刷 85 l枚 98P9141 
伝次郎

301 あなたに降る夢 アンドリュー・パーグマン 色刷 85 2枚 98P9142 
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302 アニー ジョン・ヒューストン 色刷 A4 3枚 98P9143 

303 アニー・ホール ウデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P9144 

304 アニエス・ Vによるジェーン・ アニエス・ヴァルダ 色刷 85 l枚 98P9145 
b 

305 アニマル・セックス ハル・ドウェイン外2名 色刷 85 l枚 98P9146 

306 アニマル大戦争 ウィリアム・ガードラー 色刷 85 l枚 98P9147 

307 アニマルハウス ジョン・ランディス 色刷 85 i枚 縦位置 98P9148 

308 アニマlレハウス ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 横位置 98P9149 

309 アニマル・ラブ 製作デビッド・ L・ウォJレパ 色刷 85 l枚 98P9150 
一

310 アニメラマクレオパトラ 手塚治虫外l名 色刷 29.6x21cm l枚 98P9151 
二つ折り

311 姐極道を愛した女桐子 磯村一路 色刷 85 l枚 98P9152 

312 姐御 腐森立ー 色刷 85 l枚 98P9153 

313 組御 鷹森立ー 色刷 85 l枚 98P9154 

314 あの愛をふたたび クロード・ 1レルーシュ 色刷 85 l枚 98P9155 

315 あの空に太陽が ラリー・ピアース 色刷 85 l枚 98P9156 

316 あの夏、いちばん静かな海。 北野武 色刷 85 6枚 98P9157 

317 あの胸にもういちど ジャック・カーデイフ 色刷 85 l枚 98P9158 

318 アパートメントゼロ マーティン・ドノパン 色刷 85 l枚 98P9159 

319 アパザ・ムービー ラーサ・ハルストローム 色刷 85 l枚 98P9160 

320 アパッチ デビッド・グリーン 色刷 A4 13枚 98P9161 

321 アパッチ デビッド・グリーン 色刷 18.3X50.5 l枚 98P9162 
四つ折り

322 アパッチ デビッド・グリーン 色刷 85 l枚 98P9163 

323 アパッチ砦ブロンクス ダニエル・ペトリー 色刷 85 l枚 98P9164 

324 アパランチエクスプレス マーク・ロプスン 色刷 85 l枚 98P9165 

325 アパンチ・ポポロ ラフィ・ブカイー 色刷 85 l枚 98P9166 

326 アピス ジャームズ・キャメロン 色刷 85 3枚 98P9167 

327 アピス完全版 ジェームズ・キャメロン 色刷 85 l枚 98P9168 

328 あひるのうたがきこえてくるよ 椎名誠 色刷 85 5枚 98P9169 

329 アフター・アワーズ マーティン・スコセッシ 色刷 85 5枚 98P9170 

330 アフター・ダーク ジェイムズ・フォリー 色刷 85 l枚 98P9171 

331 アフタヌーン昼下がりの婿薬 ジョー・ダマト 色刷 85 l枚 98P9172 

332 アフタヌーンティーはベッドで ジーン・サックス 色刷 85 l枚 98P9173 
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333 あぶない週末 ピーター-フェイマン 色刷 B5 12枚 98P9174 

334 危ない話 井筒和幸外2名 色刷 B5 l枚 3話オムニパス 98P9175 

335 ア-フュ・グッドメン ロブ・ライナー 色刷 B5 6枚 98P9176 

336 ア-フュ・グッドメン ロブ・ライナー 色刷 B5 7枚 98P9177 

337 アプラハムの渓谷 マノエル・デ・オリグェイラ 色刷 B5 l枚 98P9178 

338 アフリカ残酷物語食人大統領 ジャラド・パテル 色刷 B5 l枚 98P9179 
アミン

339 アフリカの光愛・青春・海 神代辰巳 色刷 B5 l枚 98P9180 

340 アフリカ物語 羽仁進 色刷 B5 l枚 98P9181 

341 アフリカ物語 羽仁進 色刷 22.7x35.6 l枚 98P9182 
サイの形

342 アフリカン・ダンク ポール・ M.グレイザー 色刷 B5 l枚 98P9183 

343 アフリカンダンディー ディピッド・リスター 色刷 B5 2枚 98P9184 

344 あふれる熱い涙 田代康孝 色刷 B5 4枚 98P9185 

345 アベル アレックス・ファン・ヴァ 色刷 B5 l枚 98P9186 
ーメJレダム

346 阿呆船 きかしまの巡礼 康浩郎 色刷 B5 l枚 98P9187 

347 アポロンの地獄 ピエル・パオロ・パゾリーニ 色刷 B5 l枚 98P9188 

348 甘い告白 エドゥアール・モリナロ 色刷 B5 l枚 98P9189 

349 甘い生活 フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 l枚 98P9190 

350 甘い体験 ワルター・ポース 色刷 B5 l枚 98P9191 

351 アマゾネス テレンス・ヤング 色刷 12.8X51.6 l枚 98P9192 
二つ折り

352 アマゾン ミカ・カウリスマキ 色刷 B5 l枚

353 アマチュア クシシュトフ・キエシロフ 色刷 B5 4枚 98P9194 
スキ

354 アマデウス ミロス・フォアマン 色刷 B5 4枚 98P9195 

355 ア・マン・イン・ラブ ディアーヌ・キュリス 色刷 B5 2枚 98P9196 I 

356 アマンテス ピセンテ・アランダ 色刷 B5 l枚 98P9197 

357 アムステルダム無情 デイツク・マース 色刷 B5 l枚 98P9198 

358 雨が好き 高橋洋子 色刷 B5 l枚 98P9199 

359 雨にぬれた舗道 ロパート・アルトマン 色刷 B5 l枚 98P9200 

360 雨のアムステルダム 蔵原惟繕 色刷 B5 l枚 98P9201 

361 雨のエトランゼ セルジオ・ゴッビ 色刷 B5 l枚 98P9202 

362 雨の午後の降霊祭 ブライアン・フォーブス 色刷 B5 l枚 98P9203 
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363 雨の日にふたたび マーク・ロブソン 色刷 85 l枚 98P9204 

364 雨の訪問者 ルネ・クレマン 色刷 8.4X73.0 l枚 98P9205 
三つ折り

365 雨の訪問者 ルネ・クレマン 色刷 85 l枚 98P9206 

366 雨のロスアンゼルス フロイド・マトラックス 色刷 85 l枚 98P9207 

367 雨の轍(わだち) 伊藤信幸 色刷 85 l枚 98P9208 

368 アメリカ ジャン=マリー・ストロー 色刷 85 l枚 98P9209 
ブ、ダニエル・ユイル

369 アメリカから来た男 アレッサンドロ・ダラトリ 色刷 85 l枚 98P9210 

370 アメリカ帝国の滅亡 ドゥニ・アルカン 色刷 85 l枚 98P9211 

371 あめりかてらいんこぐにた デイエゴ・リスケス 色刷 85 l枚 98P9212 

372 アメリカの伯父さん アラン・レネ 色刷 85 l枚 98P9213 

373 アメリカの夜 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 図柄カラー写真 98P9214 

374 アメリカの夜 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 図柄単色写真 98P9215 

375 アメリカの友人 ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 3枚 98P9216 I 

376 アメリカ万才 ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 98P9217 

377 アメリカ物語 ドン・ブルース 色刷 85 4枚 98P9218 

378 アメリカ物語2 ファイベル西 フィルニ・ペリング、サイ 色刷 85 12枚 98P9219 
へ行く モン・ウェJレス

379 アメリカを斬る ハスケル・ウェクスラー 色刷 85 l枚 98P9220 

380 アメリカン・ウェイ モーリス・フィリップス 色刷 85 l枚 98P9221 

381 アメリカン・グラフィティ ジョージ・ルーカス 色刷 85 6枚 裏面解説文左下 98P9222 
r1962年の主な
出来事J

382 アメリカン・グラフィティ ジョージ.)レーカス 色刷 85 l枚 裏面解説文左下 98P9223 
「この映画が育
てた2人J

383 アメリカン・グラフィティ2 B .W' L ・ノートン 色刷 85 l枚 98P9224 

384 アメリカン・ジゴロ ポール・シユレイダー 色刷 85 l枚 98P9225 

385 アメリカン・ストーリーズ食 シャンタル・アケルマン 色刷 85 l枚 98P9226 
事・家族・哲学

386 アメリカン・ドライブ・イン クリッシュナー・シャー 色刷 85 l枚 98P9227 

387 アメリカン・ハート マーティン・ベル 色刷 85 l枚 98P9228 

388 アメリカン・ハート マーティン・ベル 色刷 85 l枚 98P9229 

389 アメリカン・バイオレンス シェルドン・レナン 色刷 85 l枚 縦位置 98P9230 

390 アメリカン・バイオレンス シェルドン・レナン 色刷 85 l枚 横位置 98P9231 

391 アメリカンブライド ジョパンニ・ソルダーチ 色刷 85 l枚 98P9232 
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392 アメリカン・ブルーパーズ元 ダグラス・イエリン 色刷 85 l枚 98P9233 
祖!迷プレ・珍プレ大百科

393 アメリカン・ブルーパーズ迷 リチヤード・ジェフリーズ 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P9234 
プレ・珍プレ大百科

394 アメリカン・ブルーパーズ迷 リチヤード・ジェフリーズ 色刷 85 l枚 図柄写真 98P9235 
プレ・珍プレ大百科

395 アモク! スウヘイル・べン=パルカ 色刷 85 l枚 98P9236 

396 AYA(アヤ) スルーン・ホアス 色刷 85 l枚 98P9237 

397 荒い海 山崎徳次郎 色刷 17.0x36.0 l枚 98P9238 
二つ折り

398 荒馬と女 ジョン・ヒューストン 色刷 25.8X9.0 l枚 98P9239 

399 あらかじめ失われた恋人たちょ 悶原総一郎外l名 単色刷 26.2X29.2 l枚 98P9240 
二つ折り

400 アラクノフォピア フランク・マーシャル 色刷 85 4枚 98P9241 

401 嵐が正 ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P9242 

402 嵐がE ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 タイトル茶字 98P9243 I 

403 嵐が丘 ピーター・コズミンスキー 色刷 85 l枚 98P9244 I 

404 嵐が丘 ロパート・フユーストン 色刷 85 l枚 タイトル白字 98P9245 

405 嵐が丘 ロパート・フユーストン 色刷 A4 l枚 98P9246 

406 嵐が丘 吉田喜重 色刷 85 5枚 図柄イラスト 98P9247 

407 嵐が丘 吉田喜重 色刷 85 l枚 図柄写真 98P9248 

408 嵐の中で輝いて デイビッド・セルツアー 色刷 85 9枚 青色ベース 98P9249 

409 嵐の中で輝いて ディピッド・セルツアー 色刷 85 l枚 白色ベース 98P9250 

410 嵐の中のイチゴたち 吉井憲一 色刷 85 l枚 98P9251 

411 嵐を呼ぶ男 井上梅次 色刷 85 l枚 98P9252 

412 嵐を呼ぶドラゴン チャン・チェ 色刷 85 l枚 98P9253 

413 アラジン 提供ウォルト・ディズニー 色刷 85 4枚 98P9254 
-ピクチャーズ

414 アラスカ物語 堀川弘通 色刷 85 l枚 98P9255 

415 阿羅漢(あらはん) リュー・カーリャン 色刷 85 9枚 縦位置 98P9256 

416 阿羅漢(あらはん) リュー・カーリャン 色刷 85 l枚 横位置裏面解 98P9257 
説文l段組

417 阿羅漢(あらはん) リュー・カーリャン 色刷 85 l枚 横位置裏面解 98P9258 
説文2段組

418 アラビアのロレンス デビット・リーン 色刷 84 l枚 98P9259 
二つ折り

419 アラビアのロレンス デビット・リーン 色刷 85 i枚 98P9260 
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420 アフビアンナイト ピエル・パオワ・パゾリ一一 色刷 85 l枚 北野劇場ちらし 98P9261 

421 アラビアンナイト ピエル・パオワ・パゾリーニ 色刷 85 l枚 ヒビヤミユキ座 98P9262 
ちらし

422 アラベスク スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 98P9263 

423 荒武者キ一トン パスター・キ一トン 色刷 85 l枚 98P9264 

424 アラモ ジョン・ウェイン 色刷 17.6xI7.8 l枚 98P9265 

425 アラモベイ ルイ・マル 色刷 85 l枚 98P9266 

426 アラン・ドロンのショック療法 アラン・ジェシュア 色刷 85 l枚 98P9267 

427 アラン・ドロンのゾロ ドゥッチョ・テッサリ 色刷 85 l枚 98P9268 

428 アリ ザ・グレーテスト トム・グライス 色刷 85 l枚 98P9269 

429 アリア ニコラス・ローグ外9名 色刷 85 l枚 10話オムニバス 98P9270 

430 アリーナ ピーター・マヌージアン 色刷 85 l枚 98P9271 

431 アリエッタ arietta 実相寺昭雄 色刷 815 l枚 98P9272 

432 アリオン 安彦良和 色刷 85 6枚 98P9273 

433 アリオン 安彦良和 色刷 85 5枚 下部白 98P9274 

434 ありがとうハーナ 荒井岱志 色刷 85 l枚 98P9275 

435 アリゲーター ルイス・ティーク 色刷 A5 l枚 98P9276 

436 アリサ ヒトから人間への記録 山崎定人 色刷 85 l枚 よみうりホール 98P9277 
ちらし

437 アリサ ヒトから人間への記録 山崎定人 色刷 85 2枚 九州共同映画社 98P9278 
ちらし

438 アリス ウデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P9279 

439 アリス ヤン・シュパンクマイヤー 色刷 85 l枚 98P9280 

440 アリスザ・ムーヴィ一美し 坪島孝 色刷 85 l枚 98P9281 
き紳

441 アリスの恋 マーチン・スコルセーゼ 色刷 85 l枚 98P9282 

442 アリスのレストラン アーサー・ぺン 色刷 85 l枚 98P9283 

443 アリゾナ・ドリーム エミール・クストリッツァ 色刷 85 3枚 98P9284 

判4ありふれた愛に関する調査 榎戸耕史 色刷 85 l枚 98P9285 

445 ありふれた事件 レミー・ベルヴォー外2名 色刷 85 3枚 98P9286 

446 ある愛の詩(うた) アーサー・ヒラー 色刷 24.4X25.7 3枚 98P9287 
二つ折り

447 ある愛のすべて ブライアン.G.ハットン 色刷 85 l枚 98P9288 

448 ある映画監督の生涯溝口健二 新藤兼人 単色刷 85 l枚 98P9289 
の世界 二つ折り
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449 ある女の存在証明 ミケランジエロ・アントニ 色刷 85 l枚 98P9290 
オーニ

450 アルカトラズからの脱出 ドン・シーゲル 色刷 85 l枚 98P9291 

451 ある結婚の風景 イングマーlレ・ベルイマン 色刷 85 l枚 98P9292 

452 アルコール詣で別題小僧とフ 小林一平 色刷 85 2枚 98P9293 
ィアンセ

453 ある子守の詩 大森栄 色刷 85 l枚 98P9294 

454 アルジェの戦い ジロ・ポンテコルボ 色刷 85 l枚 98P9295 

455 アルシノとコンドル ミゲール・リッティン 色刷 85 l枚 98P9296 

456 或る上院議員の私生活 ジュリー・シェッツパーグ 色刷 85 l枚 多色刷り 98P9297 

457 或る上院議員の私生活 ジュリー・シェッツパーグ 単色刷 85 l枚 単色刷 98P9298 

458 アルタード・ステーツ ケン・ラッセル 色刷 85 l枚 98P9299 

459 ある日どこかで ジャノー・シュワーク 色刷 85 l枚 98P9300 

460 アルファビル ジャン=リュック・ゴダール 色刷 85 l枚 98P9301 

461 アルプスの少女ノ、イジ 中尾寿美子 色刷 85 l枚 98P9302 

462 アルプスは招く ロタール・プランドリー 色刷 85 l枚 98P9303 

463 アルフレード・アルフレード ピエトロ・ジュルミ 色刷 85 l枚 98P9304 

464 アルフレッド大王 クライブ・ドナー 色刷 85 l枚 98P9305 

465 ある兵士の賭け キース・エリック・パート 色刷 15.3 x 41.4 l枚 98P9306 
二つ折り

466 ある夜の出来事 フランク・キャプラ 色刷 85 l枚 98P9307 

467 アレクサンタ守一大王 テオ・アンゲロプロス 色刷 85 l枚 98P9308 

468 アレンジメント 愛の旋律 エリア・カザン 色刷 84 l枚 98P9309 
二つ折り

469 アロハ・サマー トミー-リー・ウォレス 色刷 85 10枚 98P931O 

470 アロンサンファン気高い兄弟 パオロ&ヴィットリオ・タ 色刷 85 l枚 98P9311 
ヴィアーニ

471 アンクル・ジョー ジョセフ・ C・ハンライト 色刷 85 l枚 98P9312 

472 アンゲロス イェオルギオス・カタクー 色刷 85 l枚 98P9313 
ズィノス

473 暗黒英雄伝 ホー・チョクウェン 色刷 85 l枚 98P9314 

474 暗黒街の顔役 メナへム・ゴーラン 色刷 85 l枚 98P9315 

475 暗黒街の特使 リチヤード・クワイン 色刷 17.7X 17.7 l枚 98P9316 

476 暗黒街のドラゴン電撃ストー ファン・フェン 色刷 85 l枚 98P9317 
ナー

477 暗黒街のふたり ジョゼ・ジョパンニ 色刷 15.1 X42.3 l枚 98P9318 
二つ折り
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478 暗黒街のふたり ジョゼ・ジョパンニ 色刷 B5 l枚 98P9319 

479 暗黒神話 安濃高志 色刷 B5 l枚 98P9320 

480 暗殺者のメロデイ ジョセフ・ロージー 色刷 B5 l枚 縦位置 98P9321 

481 暗殺者のメロデイ ジョセフ・ロージー 色刷 B5 l枚 横位置 98P9322 

482 暗殺のオペラ べlレナルド・ベルトルッチ 色刷 B5 l枚 裏面緑字 98P9323 

483 暗殺のオペラ べJレナルド・ベルトルッチ 色刷 B5 l枚 裏面紺字 98P9324 

484 暗殺の森 ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 B5 5枚 人物の顔 98P9325 

485 暗殺の森 べJレナルド・ベルトルッチ 色刷 B5 l枚 図柄受話器を持 98P9326 
つ人物

486 暗室 浦山桐郎 色刷 B5 l枚 98P9327 

487 安心して老いるために 演出羽田澄子 色刷 B5 2枚 98P9328 

488 アンダー・ザ・ボード・ウォー フリッツ・カーシュ 色刷 B5 l枚 98P9329 
ク

489 アンダー・ファイア ロジャー・スポッティスウ 色刷 B5 6枚 98P9330 
ツド

490 アンタッチャブル ブライアン・デ・パルマ 色刷 B5 l枚

491 アンタッチャブル ブライアン・デ・パルマ 色刷 19.8X43目4 l枚 98P9332 
三つ折り

492 アンデイ・ウォーホルのBAD ジェド・ジョンソン 色刷 B5 l枚 98P9333 

493 アンデスの聖餐 アルベロ・ J・コパセピッチ 色刷 B5 l枚 98P9334 

494 アンとアンディーの大官険 リチヤード・ウィリアムス 色刷 B5 l枚 98P9335 

495 アントニー・ガウディー 勅使河原宏 色刷 B5 7枚 98P9336 

496 アントニーとクレオパトラ チヤールストン・へストン 色刷 14.5X4I.7 l枚 98P9337 
二つ折り

497 アントニオ・ガデス・イン・シ マリオ・カムス 色刷 B5 l枚 98P9338 
不マ

498 アントニオ・ダス・モルテス グラウベル・ローシャ 色刷 A4 l枚 98P9339 

499 アンドレイ.)レブリョフ アンドレイ・タルコアスキー 白黒印刷 B5 l枚 98P9340 
二つ折り

500 アンドロメダ ロパート・ワイズ 色刷 11.2 X25.5 l枚 98P9341 
二つ折り

501 アンナ ユレク・ボガエヴィッチ 色刷 B5 l枚 98P9342 

502 アンナ・カレーニナ アレクサンドJレ・ザルヒ 色刷 17.8x34.8 l枚 98P9343 
二つ折り

503 アンナ・カレーニナ アレクサンドル・ザルヒ 色刷 B4 l枚 98P9344 
二つ折り

504 アンナ・カレーニナ マルガリータ・ピリヒナ 色刷 B5 l枚 98P9345 

505 あんなに愛しあったのに エットーレ・スコラ 色刷 B5 4枚 98P9346 
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506 アンナ・パブロワ エミーリ・ロチャヌー 色刷 A4 l枚 98P9347 I 

507 アンナ・マグダレーナ・バッハ ジャン・マリー・ストローブ 色刷 B5 7枚 98P9348 
の日記 外l名

508 アンネの日記 ジョージ・スチーブンス 色刷 B5 l枚 98P9349 

509 アンネの日記 ジョージ・スチーブンス 色刷 17.5x35.1 l枚 98P9350 
二つ折り

510 アンハード・ミュージック W' T.モーガン 色刷 B5 l枚 98P9351 

511 アンボンで何が裁カ通れたか スティーヴン・ウォーレス 色刷 B5 5枚 98P9352 

512 アンモナイトのささやきを聞い 山田勇男 色刷 B5 3枚 98P9353 
た

513 イージー・ライダー デニス・ホッパー 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P9354 

514 イージー・ライダー デニス・ホッパー 色刷 B5 l枚 赤色ベース 98P9355 

515 イースターパレード チャールズ・ウォルターズ 色刷 25.8x9.2 l枚 98P9356 

516 イーストウィックの魔女たち ジョージ・ミラー 色刷 B5 l枚 98P9357 

517 言いだせなくて ジミー・ゼイリンガー 色刷 B5 l枚 98P9358 

518 E.T. スティーブン・スピルパーグ 色刷 B5 l枚 図柄宇宙船と指 98P9359 

519 E.T. スティーブン・スピルパーグ、 色刷 B5 3枚 再映 98P9360 

520 E.T. スティーブン・スピルパークー 色刷 B5 3枚 図柄地球と指 98P9361 

521 E.T. スティーブン・スピルパーグ 色刷 B5 3枚 表面紺色単色刷 98P9362 
(裏面二色刷)

522 イーハトーブの赤い屋根 熊谷勲 色刷 B5 l枚 98P9363 

523 イヴ ダンカン・ギピンズ 色刷 B5 l枚 98P9364 

524 EVE イヴ ダンカン・ヒンギス 色刷 B5 l枚 98P9365 

525 イウオーク・アドベンチャー ジョン・コーティ 色刷 B5 3枚 98P9366 

526 イヴオンヌの香り パトリス・ルコント 色刷 B5 3枚 98P9367 

527 家 ダン・カーチス 色刷 B5 l枚 98P9368 

528 イエスタディ ラリー・ L・ケント 色刷 B5 3枚 98P9369 

529 家と世界 サタジット・レイ 色刷 B5 l枚 98P9370 

530 家なき子 細野英延 色刷 B5 3枚 98P9371 

531 家なき子レミ 出崎統 色刷 B5 l枚 98P9372 

532 怒りの山河 ジョナサン・デム 色刷 B5 3枚 98P9373 

533 怒りのタッチダウン人質奪回 ラリー・ラドマン 色刷 B5 l枚 98P9374 
作戦

534 怒りの日 ドン・シャープ 色刷 B5 l枚 98P9375 

535 怒りの葡萄 ジョン・フォード 白黒印刷 20.5X27.3 l枚 98P9376 

416-



平成10年度取集寄贈賀料 中村洋一資料

番号 タイ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

536 怒りを胸にふり返れ ポール・ポガート 色刷 85 l枚 98P9377 

537 イカれたロミオに泣き虫ジュリ ヘルムート・ベルガー 色刷 85 3枚 98P9378 
エット

538 生きてゐる小平次 中川信夫 色刷 A4 l枚 アートシアター 98P9379 
二つ折り 10 

539 生きてこそ フランク・マーシャル 色刷 85 3枚 人物5人 98P9380 

540 生きてこそ フランク・マーシャル 色刷 85 3枚 図柄雪山を歩く 98P9381 
人物3人

541 生きてるうちが花なのよ死んだ 森崎東 色刷 85 l枚 98P9382 
らそれまでよ党宣言

542 生き残るヤツ アイパン・パサー 色刷 85 l枚 98P9383 

543 生きる 黒津明 単色刷 85 l枚 98P9384 

544 生きるために ロパート・ M・ヤング 色刷 85 3枚 98P9385 

545 いくたびか美しく燃え ガイ・グリーン 色刷 85 l枚 98P9386 

546 いこかもどろか 生野滋郎 色刷 85 l枚 98P9387 

547 居酒屋 ルネ・クレマン 色刷 85 l枚 98P9388 

548 居酒屋兆治 降旗康男 色刷 85 l枚 98P9389 

549 居酒屋ゅうれい 渡辺孝好 色刷 85 3枚 98P9390 

550 イザベlレの誘惑 ジャック・ドワイヨン 色刷 85 2枚 98P9391 

551 イサミ ISAMI 橋本以蔵 色刷 84 l枚 98P9392 
二つ折り

552 遺産相続 降旗康男 色刷 85 l枚 98P9393 

553 遺産相続 降旗康男 色刷 85 l枚 98P9394 

554 イシュタール エレイン・メイ 色刷 85 3枚 98P9395 

555 異人たちとの夏 大林宣彦 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P9396 

556 異人たちとの夏 大林宣彦 色刷 85 l枚 青色ベース 98P9397 

557 イズ・イット・へヴン・イエツ カール・カルダナ 色刷 85 l枚 98P9398 
ト?

558 伊豆の踊子 西河克己 色刷 85 l枚 98P9399 

559 泉 ユーリー・マミン 色刷 85 l枚 98P9400 

560 伊勢湾台風物語 神山征二郎 色刷 85 l枚 98P9401 

561 偉大な生涯の物語 ジョージ・スチーブンス 色刷 85 l枚 98P9402 

562 偉大なる青の世界大空の冒険 協賛DMBパイロットスク 色刷 18.3 x 51.4 l枚 98P9403 
者たち ール 二つ折り

563 イタズ 後藤俊夫 色刷 85 l枚 図柄熊の顔 98P9404 

564 イタズ 後藤俊夫 色刷 85 l枚 図柄雪山に熊と 98P9405 
人物
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565 いたずら天使ミッシェル オルレ・へルポーム 色刷 85 l枚 98P9406 

1566 イタリア不思議旅 ダニエレ・ルケッティ 色刷 85 l枚 98P9407 

567 119(~ 、ちいちきゅう) 竹中直人 色刷 85 l枚 98P9408 

568 1984(~ 、ちきゅうはちょん) マイケル・ラドフォード 色刷 85 4枚 98P9409 

569 1941(~、ちきゅうよんいち) スティープン・スピルパーグ 色刷 85 2枚 98P94 10 

570 惑とチョコレート トマス・グティエレス・ア 色刷 85 l枚 98P9411 
レア

571 いちご白書 スチュアート・ハグマン 色刷 17.7X 17.8 l枚 98P9412 

572 いちぢく パク・ヨンジョン 色刷 85 l枚 98P9413 

573 一万の太陽 フェレンツ・コーシャ 色刷 85 l枚 98P9414 

574 1492 コロンプス リドリー・スコット 色刷 85 4枚 赤茶色ベース 98P9415 

575 1492 コロンブス リドリー・スコット 色刷 85 4枚 白色・灰色ベー 98P9416 
ス

576 いつかギラギラする日 深作欣二 色刷 85 l枚 98P9417 

577 いつかどこかで 小田和正 色刷 85 4枚 98P9418 

578 いつか見た風景 プピ・アヴァティ 色刷 85 2枚 98P9419 

579 イッツ・ショータイム 製作フレッド・ワイントロ 色刷 85 l枚 98P9420 
ーブ外1名

580 イッツ・ショータイム 製作フレッド・ワイントロ 色刷 85 l枚 98P9421 
ープ外l名

581 五つの夜に ニキータ・メハルコフ 色刷 85 l枚 98P9422 

582 イッツ・フライデー ロパート・クレイン 色刷 85 l枚 98P9423 

583 いつでも夢を ハコボ・モラレス 色刷 85 l枚 98P9424 I 

584 いつの日かこの愛を リンゴ・ラム 色刷 85 l枚 98P9425 

585 一杯のかけそぱ 西河克己 色刷 85 l枚 98P9426 

586 一発大逆転 シドニー・ポワチエ 色刷 85 l枚 98P9427 

587 いつも一緒にいて欲しい ロパート・カイラー 色刷 85 l枚 98P9428 I 

588 いつも心に太陽を ジェームズ・クラベル 色刷 85 2枚 98P9429 

589 いつも隣にいてほしい マーティン・デビッドソン 色刷 85 l枚 98P9430 

590 いつも2人で スタンリー・ドーネン 色刷 17.3x34.1 l枚 98P9431 
二つ折り

591 偽りの晩餐 エルマンノ・オルミ 白黒印刷 85 3枚 98P9432 

592 イデア 林海象 色刷 85 l枚 98P9433 

593 いとこのピニー ジョナサン・リン 色刷 85 l枚 98P9434 

594 愛しい人が眠るまで アンソニー・ミンゲラ 色刷 85 2枚 98P9435 

-418-



平成10年度収集寄贈貿料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

595 愛しきは、女 ラ・パフンス ボブ・スウェム 色刷 85 l枚 98P9436 

596 愛しき日々よ 保坂延彦 色刷 85 l枚 98P9437 

597 L 、としのクレメンタイン ジョン・フォード 色刷 85 l枚 98P9438 

598 愛しのクローデイン ジョン・ペリー 色刷 85 1枚 98P9439 

599 愛しのロクサーヌ フレッド・スケビシ 色刷 85 3枚 白色ベース 98P9440 

600 愛しのロクサーヌ フレッド・スケビシ 色刷 85 l枚 桜色ベース 98P944 I 

601 田舎の日曜日 ベルトラン・タヴ、ェルニエ 色刷 85 3枚 98P9442 

602 イナゴの日 ジョン・シュレシンジャー 色刷 85 l枚 98P9443 

603 稲村ジェーン 桑田住祐 色刷 86 l枚 98P9判4

604 稲村ジェーン 桑田佳祐 色刷 85 l枚 98P9445 

605 犬神家の一族 市川昆 色刷 85 l枚 98P9446 

606 犬神の悪霊(たたり) 伊藤俊也 色刷 85 l枚 98P9447 

607 犬と女と刑老人 謝晋 色刷 85 l枚 98P9448 

608 犬のドゥーガルとブルーキャツ 製作高橋重男 色刷 85 l枚 98P9449 
ト

609 犬笛 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P9450 

610 イヌワシ風の砦 岩崎雅典 色刷 85 3枚 98P945I 

611 イノセント ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 98P9452 

612 イノセント・ブラッド ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P9453 

613 いのちぼうにふろう 小林正樹 色刷 85 l枚 98P9454 

614 イフゲニア マイケル・カコヤニス 色刷 85 l枚 98P9455 

615 異邦人 ルキノ・ヴィスコンティ 単色刷 85 l枚 98P9456 
二つ折り

616 イマージュ ラドレー・メッツガー 色刷 85 l枚 98P9457 

617 イマジン ジョン・レノン アンドリュー・ソルト 色刷 85 3枚 98P9458 

618 し、ますぐ抱きしめたい ウォン・カーウェイ 色刷 85 3枚 98P9459 

619 今そこにある危機 フィリップ・ノイス 色刷 85 4枚 98P9460 

620 今のままでいて アルベルト・ラットゥアーダ 色刷 85 l枚 98P946I 

621 今ひとたび ジョエル・シュマッチャー 色刷 85 3枚 98P9462 

622 し、まを生きる ピーター・ウィアー 色刷 85 3枚 98P9463 

623 妹と油揚 天願大介 色刷 85 l枚 98P9464 

624 イヤー・オブ・ザ・ドラゴン マイケル・チミノ 色刷 85 3枚 タイトlレ下方 98P9465 

625 イヤー・オブ・ザ・ドラゴン マイケル・チミノ 色刷 85 l枚 タイトル中央 98P9466 

626 イヤー・オブ・ザ・ガン ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 3枚 98P9467 
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627 依頼人 ジョエル・シュマッカー 色刷 85 2枚 98P9468 

628 イリヤ・ムウロメツ アレクサンダル・プトゥシ 色刷 85 l枚 98P9469 
ュコ

629 イリュージョニスト ジョス・ステリング 色刷 85 l枚 98P9470 

630 イルカの日 マイク・ニコJレズ 色刷 A4 5枚 98P9471 

631 イレイザーヘッド デビッド・リンチ 色刷 85 l枚 98P9472 

632 イレイザーヘッド 完全版 デイヴィッド・リンチ 色刷 85 3枚 98P9473 

633 彩り河 コ村晴彦 色刷 36.5xI7.0 l枚 98P9474 
二つ折り

634 彩り河 =村晴彦 色刷 85 l枚 98P9475 

635 イワン・デニーソヴィチの一日 キャスパー・リード 色刷 85 l枚 98P9476 

636 イワン雷帝 セルゲイ・エイゼンシュテ 色刷 85 3枚 98P9477 
イン

637 インクアイリ一審問 ダミアーノ・ダミアーニ 色刷 85 l枚 98P9478 

638 イン・ザ・スープ アレクサンダー・ロックウ 色刷 85 l枚 98P9479 
エJレ

639 インターセプター マイケルコーン 色刷 85 3枚 98P9480 

640 インターナショナル・ベルベツ ブライアン・フォープス 色刷 85 l枚 98P9481 
ト 緑圏の天使

641 インタピュアー ラナ・ゴゴペリーゼ 色刷 85 l枚

642 インタビュー・ウィズ・ヴアン ニ-Jレ・ジョーダン 色刷 85 2枚 98P9483 
パイア

643 インディア・ソング マルグリット・デュラス 色刷 85 l枚 98P9484 

644 インディアン・ランナー ショーン・ぺン 色刷 85 4枚 98P9485 

645 インディ・ジョーンズ最後の スティープン・スピルパーグ 色刷 85 l枚 茶色ベース 98P9486 
聖戦

646 インデイ・ジョーンズ最後の スティープン・スピ1レバーグ 色刷 85 3枚 青色ベース 98P9487 
聖戦

647 インディ・ジョーンズ魔宮の スティープン・スピルパーグ 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P9488 
伝説

648 インディ・ジョーンズ魔宮の スティープン・スピルパーグ 色刷 85 3枚 白色ベース 98P9489 
伝説

649 インテリア ウデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P9490 

650 インテルビスタ フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 3枚 98P9491 

651 インドシナ レジス・ヴアJレニエ 色刷 85 3枚 98P9492 

652 インドへの道 デビッド・リーン 色刷 85 l枚 タイトル赤色帯 98P9493 

653 インドへの道 デビッド・リーン 色刷 85 3枚 茶色ベース 98P9494 

654 インド夜想曲 アラン・コルノー 色刷 85 3枚 98P9495 
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655 イントルーダー怒りの翼 ジョン・ミリアス 色刷 B5 3枚 98P9496 

656 イントレランス o 'W'グルフィス 色刷 B4 l枚 98P9497 
二つ折り

657 インナースペース ジョー・ダンテ 色刷 B5 l枚 98P9498 

658 インナースペース ジョー・ダンテ 色刷 B5 2枚 98P9499 

659 インフェlレノ ダリオ・アルジェント 色刷 B5 l枚 98P9500 

660 イン・ベッド・ウィズ・マドン アレック・ケシシアン 色刷 B5 2枚 98P9501 
ナ

661 インモラル・獲物 クロード・ミュロ 色刷 B5 l枚

662 インモラル物語 ウオーレリアン・ボロズィ 色刷 B5 l枚 98P9503 
ック

663 ウィークエンド ウィリアム・フリュエ 色刷 B5 l枚 98P9504 

664 ウイークエンド ジャン=ジャック・ゴダール 白黒印刷 28.8X20.1 l枚 98P9505 

665 ウィークエンド・シャツフル 中村幻児 色刷 B5 l枚 98P9506 

666 ウィークエンド・ラブ メJレピン・フランク 色刷 B5 l枚 98P9507 

667 ウィーズ ジョン・ハンコック 色刷 B5 3枚 98P9508 

668 ウィーンに燃えて アンドリュー・パーキン 色刷 B5 l枚 98P9509 

669 ウィーン物語 ジェミニ .yと 河崎義祐 色刷 B5 l枚 98P95 10 
S 

670 ウイズ シドニー・ルメット 色刷 28.8X20.0 2枚 98P9511 

671 ウィズ・ジョー・コッカー ピエール・アディジ 色刷 B5 l枚 98P9512 

672 ワイズダム夢のかけら エミリオ・エステベス 色刷 B5 3枚 98P9513 

673 ウイズネイルと僕 ブルース・ロビンソン 色刷 B5 l枚 98P9514 

674 ヴイデオドローム デイヴイツド・クローネン 色刷 B5 l枚 98P9515 
ノtーグ

675 ウイニングラン マリオ・モッラ 色刷 B5 l枚 98P9516 

676 ウイラード ダニエル・マン 色刷 B5 l枚 図柄イラスト 98P9517 

677 ウイラード ダニエル・マン 色刷 B5 l枚 図柄写真 98P9518 

678 ウィロー ロン・ハワード 色刷 B5 3枚 タイトル青字 98P9519 

679 ウィロー ロン・ハワード 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P9520 

680 ウィロビー・チェイスのおおか スチュアート・オーム 色刷 B5 l枚 98P9521 
み

681 ワインズ キャロlレ・バラード 色刷 B5 l枚 コピーfTOP 98P9522 
GUN ONTHE 
WAVEJ 

682 ウインズ キャロル・バラード 色刷 B5 3枚 コピー「敗北が 98P9523 
自分の風をくれ
たJ
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

683 ウインズ キャロル・バラード 色刷 18.3X51.6 l枚 98P9524 
二つ折り

684 ウインターピープル テッド・コッチェフ 色刷 85 l枚 98P9525 

685 ウインターローズ ジエリー・シャツツパーグ 色刷 85 l枚 タイトJレ下方 98P9526 

686 ウインターローズ ジエリー・シャツツパーグ 色刷 85 3枚 タイトル上方 98P9527 

687 ウインダリア 湯山邦彦 色刷 85 3枚 98P9528 

688 ウインデイー 原田真人 色刷 85 l枚 98P9529 

689 ウインドウォーカー キース・メリル 色刷 85 3枚 98P9530 I 

690 ウィンプルドン愛の日 アンソニー・ハーペイ 色刷 85 l枚 98P9531 I 

691 ウーマン・イン・レッド ジーン・ワイルダー 色刷 85 l枚 98P9532 

692 ウェインズ・ワールド ペネローペ・スフィーリス 色刷 85 3枚 98P9533 

693 ウエザピー デヴィッド・へア 色刷 85 l枚 98P9534 

694 ウエスタン セJレジオ・レオーネ 色刷 85 l枚 98P9535 

695 ウエスタン セJレジオ・レオーネ 色刷 21.3x21.7 l枚 98P9536 

696 ウエスタン セルジオ・レオーネ 色刷 84 l枚 98P9537 

697 ウエスタン・ロック ジョージ・イングランド 色刷 85 l枚 98P9538 

698 ウエスト・サイド物語 ロパート・ワイズ外l名 色刷 85 l枚 タイトル青字 98P9539 
上映館記載なし

699 ウエスト・サイド物語 ロパート・ワイズ外l名 色刷 85 l枚 テアトル東京 98P9540 

700 ウエスト・サイド物語 ロパート・ワイズ外l名 色刷 85 3枚 タイトル赤字 98P9541 

701 ウエスト・サイド物語 ロパート・ワイズ外1名 色刷 17.7x 17.5 l枚 98P9542 

702 ウエストワールド マイケル・クライトン 色刷 85 l枚 98P9543 

703 ウエデイング ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 98P9臼4

704 ウェデイング・パンケット アン・リー 色刷 85 3枚 98P9545 

705 ウエディングベル Mr.レディM ジョルジュ・ロートネJレ 色刷 85 l枚 98P9臼6
r.マダム3

706 ウェドロック Jレイス・ティーグ 色刷 85 2枚 98P9547 

707 植村直己物語 佐藤純粛 色刷 85 3枚 タイトル縦書き 98P9548 

708 植村直己物語 佐藤純禰 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P9549 

709 ウェンディの見る夢は マイケル・パティンソン 色刷 85 2枚 98P9550 

710 ウォーカー アレックス・コックス 色刷 85 3枚 98P9551 

711 ウォーキング・トール フィル・カールソン 色刷 85 l枚 98P9552 

712 ウォー・ゲーム ジョン・パダム 色刷 85 3枚 98P9553 

713 ウォーター・アンド・パワー パット・オニール 色刷 85 3枚 98P9554 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

714 ウォーターシップダウンのうさ マーチン・ローセン 色刷 B5 l枚 98P9555 
ぎたち

715 ウォーターダンス ニール・ヒメネズ 色刷 B5 3枚 98P9556 

716 ウォーターパワー アブノーマ 色刷 B5 l枚 98P9557 
ルスペ・シャル

717 ウォータームーン 工藤栄一 色刷 B5 l枚 図柄人物左向き 98P9558 

718 ウォータームーン 工藤栄一 色刷 B5 l枚 図柄人物右向き 98P9559 

719 ウォーターワールド ケビン・レイノルズ 色刷 B5 l枚 98P9560 

720 ウォ-)レ街 オリバーストーン 色刷 B5 l枚 98P9561 

721 ウォリアーズ ウォーター・ヒル 色刷 A4 l枚 98P9562 

722 ウォンテッド ケーリー・シャーマン 色刷 B5 2枚 98P9563 

723 ウォンテッドハイスクールあ ホップ・ジラルデイ 色刷 B5 l枚 98P9564 
ぶない転校生

724 ウォンテッド Mr.クリスマス ルネ・マンゾール 色刷 B5 l枚 98P9565 

725 兎の眼 中山節夫 色刷 B5 l枚 98P9566 

726 失われた航海 ビリー・ヘイル 色刷 B5 l枚 98P9567 

727 失われた地平線 チャールズ・シャロット 色刷 B5 l枚 98P9568 

728 丑三つの村 田中登る 色刷 B5 l枚 98P9569 

729 うしろの正面だあれ 有原誠治 色刷 B5 l枚 タイトlレ上方 98P9570 

730 うしろの正面だあれ 有原誠治 色刷 B5 l枚 タイトル中央 98P9571 

731 うしろの正面だあれ 有原誠治 色刷 B5 l枚 タイトル中央 98P9572 
完成記念有料試
写会ちらし

732 うしろの正面だあれ 有原誠治 色刷 22.0x 15.0 l枚 98P9573 

733 薄化粧 五社英雄 色刷 B5 3枚 98P9574 

734 薄れゆく記櫨のなかで 篠田和幸 色刷 B5 l枚 98P9575 

735 うず潮 ジャン・ポーJレ・ラプノー 色刷 B5 l枚 98P9576 

736 嘘ツキ ヒデ・トーゴー 色刷 B5 l枚 98P9577 

737 歌う女、歌わない女 アニエス・ヴァルタ 色刷 B5 l枚 98P9578 

738 歌え!ロレッタ愛のために マイケル・アプテッド 色刷 B5 l枚 98P9579 

739 歌っているのはだれ? スロボダン・シャン 色刷 B5 l枚 98P9580 

740 歌姫カルメーラ カルロス・サウラ 色刷 B5 3枚 98P9581 

741 歌麿夢と知りせば 実相寺昭雄 色刷 B5 l枚 98P9582 

742 内気な連中 グレゴーリー・アレクサン 色刷 B5 l枚 98P9583 
ドロフ

743 宇宙怪獣ガメラ 湯浅憲明 色刷 B5 1枚 98P9584 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

744 宇宙からの帰還 中島紘一外l名 色刷 85 l枚 裏面解説文青字 98P9585 

745 宇宙からの帰還 中島紘一外1名 色刷 85 3枚 裏面解説文黒に 98P9586 
白抜き字

746 宇宙からの脱出 ジョン・スタージェス 色刷 85 l枚 98P9587 

747 宇宙からのメッセージ 深作欣二 色刷 85 l枚 98P9588 

748 宇宙空母ギャラクティカ リチヤード・ A・コッラ 色刷 85 l枚 98P9589 

749 宇宙空母ギャラクティカサイ ピンス・エドワーズ外l名 色刷 85 l枚 98P9590 
ロン・アタック

750 宇宙戦艦ヤマト 舛田利雄 色刷 85 l枚 98P9591 

751 宇宙戦艦ヤマト 舛田利雄 色刷 85 l枚 98P9592 

752 宇宙戦艦ヤマト完結編 勝間田具治外l名 色刷 85 l枚 98P9593 

753 宇宙戦艦ヤマト完結編 勝間田具治外1名 色刷 85 l枚 98P9594 

754 宇宙戦士パルデイオス 酒井あきよし 色刷 85 l枚 98P9595 I 

755 宇宙の7人 ジミー .T・ムラカミ 色刷 85 l枚 98P9596 

756 宇宙の秘宝アステカ・アドベ テッド・アーチャー 色刷 85 l枚 98P9597 
ンチャー

757 宇宙の法則 井筒和幸 色刷 85 2枚 98P9598 

758 宇宙への選択 デビッド・サパーステイン 色刷 85 l枚 98P9599 

759 宇宙へのフロンティア アルー・ライナート 色刷 85 l枚 98P9600 

760 美しき諦い女 ジャック・リヴェット 色刷 85 3枚 98P9601 

761 美しき静い女デイヴェJレティ ジャック・リヴェット 色刷 85 3枚 98P9602 
メント

762 美しき獲物 カール・シュンケル 色刷 85 3枚 98P9603 

763 美しく青きドナウ アントル・ L・ストーン 色刷 85 l枚 98P9604 

764 美しさと哀しみと ジョイ・フルーリー 色刷 85 l枚 98P9605 

765 美しすぎて ベルトラン・プリエ 色刷 85 1枚 98P9606 

766 ウデイ・アレンの影と霧 ウデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P9607 

767 ウデイ・アレンの重罪と軽罪 ウデイ・アレン他 単色刷 85 3枚 98P9608 

768 ウデイ・ガスリー わが心のふ ハル・アシュピー 色刷 85 1枚 98P9609 
るさと

769 撃てばかげろう 野村秋介 色刷 85 l枚 98P96 10 

770 ウホッホ探検隊 根岸吉太郎 色刷 85 3枚 98P9611 

771 馬と呼ばれた男 エリオット・シルバースタ 単色刷 85 l枚 98P9612 
イン

772 海がきこえる 望月智充 色刷 85 l枚 98P9613 
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平成10年度収集寄措賀料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

773 うみ・そら・さんごのいいった 椎名誠 色刷 B5 3枚 98P9614 
え

774 海だ!船出だ!にこにこぷん 色刷 B5 l枚 98P9615 

775 海燕ジョーの奇跡 藤田敏八 色刷 B5 l枚 98P9616 

776 海と太陽と子どもたち 中山節夫 色刷 B5 l枚 98P9617 

777 海と太陽と子どもたち 中山節夫 単色刷 B5 l枚 98P9618 

778 海と毒薬 熊井啓 色刷 B5 3枚 98P9619 

779 海に降る雪 中田新一 色刷 B5 l枚 98P9620 

780 海へ SeeYou 蔵原惟繕 色刷 B5 l枚 98P9621 

781 海辺のアインシュタイン マーク・オーベンハウス 色刷 B5 l枚 98P9622 

782 海辺のポーリーヌ エリック・ロメール 色刷 B5 l枚 98P9623 

783 海辺のホテルにて アンドレ・テシネ 色刷 B5 l枚 98P9624 

784 海ゆかば ジョン・フォード 色刷 B5 l枚 98P9625 

785 海よお前が帆船日本丸の青春 強川幸雄 色刷 B5 l枚 98P9626 

786 海を渡るジャンヌ ロラン・エヌマン 色刷 B5 l枚 98P9627 

787 ウラジミ-)レ・レーニンの想い セルゲイ・ユトケーピッチ 単色刷 B5 l枚 98P9628 
出

788 ウラノワの「ジゼlレJ ポーJレ・ツインナー 色刷 B5 l枚 98P9629 

789 ウルガ ニキータ・ミハルコフ 色刷 B5 l枚 98P9630 

790 うる星やつら3 リメンバー・ やまざきかずお 色刷 B5 l枚 98P9631 
マイ・ラブ

791 うる星やつら4 ラム・ザ・フ やまざきかずお 色刷 B5 3枚 98P9632 
オーエパー

792 ウルトラQザ・ムービ一星の 実相寺昭雄 色刷 B5 3枚 98P9633 
伝説

793 ウルトラマン怪獣大決戦 穴倉徳子 色刷 B5 l枚 98P9634 

794 ウルトラマンG アンドリュー・プラウズ 色刷 B5 l枚 98P9635 

795 ウルトラマン物語(ストーリー) 高野宏一 色刷 B5 l枚 98P9636 

796 ウルトラマンZOFFY 高野宏一 色刷 B5 l枚 98P9637 

797 ウルトラ6兄弟vs怪獣箪団 東傑昭平 色刷 B5 l枚 98P9638 

798 ウJレフ マイク・ニコルズ 色刷 B5 3枚 タイトル樟色 98P9639 

799 ウJレフ マイク・ニコJレズ 色刷 B5 3枚 タイトル薄茶色 98P9640 

800 ウルフェン マイケル・ウォドレー 色刷 B5 l枚 98P9641 

801 麗しのカトリーヌ ミシェル・ポワロン 色刷 B5 l枚 98P9642 

802 噂の二人 ウィリアム・ワイラー 色刷 25.9X9.0 l枚 98P9643 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

803 ウンタマギルー 同嶺剛 色刷 85 3枚 98P9644 

804 運命の逆転 パーベット・シュローダー 色刷 85 3枚 98P9645 

805 エア・アメリカ ロジャー・スポッティスウ 色刷 85 3枚 98P9646 
ツド

806 エアウルフ ドナルド.p.ベリサリオ 色刷 A3 l枚 98P9647 
二つ折り

807 エアポート '75 ジャック・スマイト 色刷 85 l枚 98P9648 

808 エアポート '77 ジエリー・ジェイムソン 色刷 85 l枚 98P9649 

809 エアポート '80 デビッド・ローウェル・リ 色刷 85 l枚 98P9650 
ッチ

810 永遠なる武道 ARTof KILLING 根本11慎善 色刷 85 l枚 98P9651 

811 永遠のエルザ スタンリー・クレーマー 色刷 85 3枚 98P9652 

812 永遠のマリー マルコ・リージ 色刷 85 l枚 98P9653 

813 映画上海バイキング 串田和美 色刷 85 l枚 98P9654 

814 映画上海バイキング 串田和美 色刷 85 l枚 98P9655 

815 映画女優 市川昆 色刷 85 l枚 98P9656 

816 映画に愛をこめて フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 98P9657 

817 映画を探して ジエイコブ・パークハート 色刷 85 l枚 98P9658 

818 栄光のエンプレム ピーター・マークル 色刷 85 1枚 98P9659 

819 栄光の戦場 トニノ・リッチ 色刷 85 l枚 98P9660 

820 栄光のライダー ブルース・ブラウン 色刷 85 l枚 98P9661 

821 栄光のlレ・マン リー・ H.カツイン 色刷 84 l枚 98P9662 
二つ折り

822 栄光のル・マン リ-.H.カツイン 色刷 85 l枚 98P9663 

823 栄光への5000キロ 蔵原惟繕 色刷 85 l枚 98P9664 

824 栄光への挑戦 原田真人 色刷 85 l枚 98P9665 

825 英国式庭園殺人事件 ピーター・グリーナウェイ 色刷 85 3枚 98P9666 

826 エイジ・オブ・イノセンス汚れ マーチン・スコセッシ 色刷 85 3枚 98P9667 
なき情事

827 映写技師は見ていた アンドレイ・コンチャロフ 色刷 85 l枚 98P9668 
スキ

828 エイセス大空の誓い ジョン・グレン 色刷 85 3枚 98P9669 

829 エイプリル・フール フレッド・ウォルトン 色刷 85 l枚 98P9670 

830 エイリアン リドリー・スコット 色刷 85 l枚 98P9671 

831 エイリアン リドリー・スコット 色刷 85 l枚 98P9672 

832 エイリアン fromL.A. アルパート・ピュン 色刷 85 1枚 98P9673 
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番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

833 エイリアン・ウォーズ ハリー・プロムリー・ダヴ 色刷 B5 l枚 98P9674 
ェンポート

834 エイリアン・コップ ケビン・ S・テニー 色刷 B5 l枚 98P9675 

835 エイリアン・ネイション グラハム・ベイカー 色刷 B5 2枚 98P9676 

836 エイリアン2 ジェイムズ・キャメロン 色刷 B5 3枚 98P9677 

837 エイリアン3 ディピット・フインチャー 色刷 B5 3枚 タイトル青字 98P9678 

838 エイリアン3 デイピット・フインチャー 色刷 B5 3枚 タイトル赤字 98P9679 

839 エイリアンネーター ピンセント・ドーン 色刷 B5 l枚 98P9680 

840 英霊たちの応援歌最後の早慶 岡本喜八 色刷 B5 l枚 98P9681 
戦

841 Aサインデイズ 佳洋一 色刷 B5 2枚 98P9682 

842 AK(エーケー) ドキュメント黒 クリス・マイケル 色刷 B5 l枚 98P9683 
津明

843 エーゲ海に捧ぐ 池田満寿夫 色刷 B5 l枚 98P9684 

844 エーゲ海に捧ぐ 池田満寿夫 色刷 B5 l枚 98P9685 

845 エーゲ海の天使 ガプリエール・サルヴァト 色刷 B5 3枚 98P9686 
レス

846 エーゲ海の旅情 ミルトン・カセラス 色刷 B5 l枚 98P9687 

847 ええじゃなL、か 今村国平 色刷 B5 3枚 図柄イラスト 98P9688 

848 ええじゃなL、か 今村昌平 色刷 B5 l枚 98P9689 

849 ええじゃなL、か 今村昌平 色刷 B5 l枚 98P9690 

850 エース・ベンチュラ 史上最 トム・シャドヤック 色刷 B5 3枚 98P9691 
強&世界唯一の“ベット探偵"

851 エースをねらえ! 色刷 B5 l枚 98P9692 

852 AV(エープイ)クイーンマドン オリー・サッソン 色刷 B5 l枚 98P9693 
ナ殺人事件

853 駅 STATION 降旗康男 色刷 B5 l枚 98P9694 

854 駅 STATION 降旗康男 色刷 B5 l枚 98P9695 

855 駅馬車 ジョン・フォード 色刷 B5 l枚 98P9696 

856 駅馬車 ジョン・フォード 色刷 B5 l枚 98P9697 

857 エクウス(馬) シドニー.)レメット 色刷 B5 l枚 98P9698 

858 エクスカリバー ジョン・ブアマン 色剛 B5 l枚 98P9699 

859 エクスカリバー ジョン・プアマン 色刷 B5 l枚 98P9700 

860 エクスタミネーター ジェームズ・グリッケンハ 色刷 B5 l枚 98P9701 
ウス

861 エクスプロラーズ ジョー・ダンテ 色刷 B5 l枚 98P9702 
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平成10年度収集寄贈質料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

862 エクソシスト ウィリアム・フリードキン 色刷 B5 l枚 98P9703 

863 エクソシスト ウィリアム・フリードキン 色刷 B5 l枚 98P9704 

864 エクソシスト ウィリアム・フリードキン 色刷 B5 l枚 98P9705 

865 エクソシスト2 ジョン・プアマン 色刷 B5 3枚 98P9706 

866 エクソシスト3 ウィリアム・ピーター・ブ 色刷 B5 3枚 98P9707 
ラッティ

867 エゴン・シーレ ヘルベルト・フェーゼリー 色刷 B5 l枚 98P9708 

868 S.H.Eクレオパトラジャガー ロパート・ルイス 色刷 B5 l枚 98P9709 

869 SFボディ・スナッチャー フィリップ・カウフマン 色刷 B5 l枚 98P97 10 

870 SOSこちら地球 河野秋和 色刷 B5 2枚 98P97 11 

871 SOSこちら地球 河野秋和 色刷 B5 l枚 98P9712 

872 エスカレーション ロベルト・ファエンツァ 色刷 B5 l枚 98P9713 

873 エスパイ 福岡純 色刷 B5 l枚 98P9714 

874 エスパレイザー 河崎実 色刷 B4 l枚 98P9715 
二つ折り

875 エスピオナージ アンリ・へルマイユ 色刷 B5 l枚 98P9716 

876 エタンティ 永遠の愛 スティーヴン・ポール 色刷 B5 l枚 98P9717 

877 エッグ ダニエJレ・ダニエル 色刷 B5 l枚 98P9718 

878 X指定 Jレーシ・ワイナー外3名 色刷 B5 3枚 98P9719 

879 悦楽の闇 ジュゼッペ・パトローニ・ 色刷 B5 l枚 98P9720 
グリッフィ

880 エデイ・マーフィ'ロウ。 ロパート・タウンセット 色刷 B5 l枚 98P9721 

881 エデンの海 西河克己 色刷 B5 l枚 98P9722 

882 エデンの園 増村保造 色刷 B5 l枚 98P9723 

883 エデンの東 エリア・カザン 色刷 B5 l枚 98P9724 

884 エデンの東 エリア・カザン 色刷 B5 l枚 98P9725 

885 エデンの東 エリア・カザン 色刷 B5 l枚 98P9726 

886 エデンの東 エリア・カザン 色刷 B5 l枚 98P9727 

887 エデンの東 エリア・カザン 色刷 B5 l枚 98P9728 

888 江戸川乱歩の陰獣 加藤泰 色刷 B5 l枚 98P9729 

889 江戸川乱歩の陰獣 加藤泰 色刷 B5 l枚 98P9730 

890 江戸城大乱 舛田利雄 色刷 B5 3枚 98P9731 

891 エドワードH デレク・ジャーマン 色刷 B5 l枚 裏面色刷 98P9732 

892 エドワード II デレク・ジャーマン 色刷 B5 3枚 裏面白抜き字 98P9733 
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893 エトワール ピーター・デル・モンァ 色刷 85 l枚 98P9734 

894 エパースマイル・ニュージャー カlレロス・ソリン 色刷 85 3枚 98P9735 
ジー

895 エパラ家の人々 高田大嗣 色刷 85 l枚 98P9736 

896 エパンス博士の沈黙 ブデミイル・メタリンコフ 色刷 85 l枚 98P9737 

897 F/X(エフエックス) 引き裂かれ ロパート・マンデlレ 色刷 85 3枚 98P9738 
たトリック

898 F/X2(エフエックスツー) イリ リチヤード・フランクリン 色刷 85 3枚 98P9739 
ュージョンの逆転

899 F2グランプリ 小谷承靖 色刷 85 l枚 98P9740 

900 Flグランプリ栄光の男たち クロード・デュボク 色刷 85 l枚 98P9741 

901 エボリ フランチェスコ・ロージ 色刷 85 3枚 98P9742 

902 エマ EMMA セーアン・クラーグ・ヤー 色刷 85 3枚 98P9743 
コプセン

903 エマニエlレ5 パレリアン・ボロフチク 色刷 85 l枚 98P9744 

904 エマニエlレ6 カリブの熱い夜 ブルーノ・ジンコーネ 色刷 85 1枚 98P9745 

905 エマニエル夫人の卒業試験 ジギ・ローテムント 色刷 85 l枚 98P9746 

906 エマニエル夫人 ジュスト・ジェーキン 色刷 85 l枚 98P9747 

907 エマニエル夫人成人版 ジュスト・ジェーキン 色刷 85 l枚 98P9748 

908 エマニュエル フランシス・ジャコベッティ 色刷 85 l枚 98P9749 

909 エミタイ ウスマン・センベーヌ 色刷 85 3枚 98P9750 

910 エミリアンヌ ギイ・カザリル 色刷 85 l枚 98P9751 

911 エミリーの窓 ゴードン・ウィリス 色刷 85 l枚 98P9752 

912 エミリーの未来 ヘルマ・サンダンス・ブラ 色刷 85 l枚 98P9753 
ームス

913 エム・パタフライ デヴイツド・クローネンパ 色刷 85 3枚 98P9754 
ーグ

914 エメラノレド・フォレスト ジョン・ブアマン 色刷 85 3枚 図柄アマゾン河 98P9755 

915 エメラルド・フォレスト ジョン・ブアマン 色刷 85 l枚 図柄人物 98P9756 

916 エリア88 鳥海永行 色刷 29.7X28.1 l枚 98P9757 
二つ折り

917 エリオット・パーンズの帰還 ダニエル・マン 色刷 85 l枚 98P9758 

918 エリザ ジャン・ベッケル 色刷 29.7X 10.0 l枚 98P9759 

919 エリザとエリック ヴィルジニ・テブネ 色刷 85 3枚 98P9760 

920 エリック・ザ・バイキング テリー・ジョーンズ 色刷 85 l枚 98P9761 

921 エリックの青春 ジェームズ・ゴールドスト 色刷 85 l枚 98P9762 I 
ーン
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922 エリックの青春 ジェームズ・ゴールドスト 色刷 85 l枚 98P9763 
ーン

923 エJレ・ニド ハイメ・デ・アルミニャン 色刷 85 l枚 98P9764 

924 エル・アラメン砂漠の戦場 カーピン・ジャクソン・パ 色刷 17.3X36.8 l枚 98P9765 
ジェット

925 L.Aストーリー恋が降る街 ミック・ジャクソン 色刷 85 l枚 98P9766 

926 エルコンドル ジョン・ギラーミン 色刷 85 1枚 98P9767 

927 エル・ス-)レ ピクトル・エリセ 色刷 85 3枚 98P9768 

928 エル・トポ アレハンドロ・ホドロフス 色刷 85 l枚 98P9769 
キー

929 エル・ドラド カルロス・サウラ 色刷 85 l枚 98P9770 

930 エルネスト 美しき少年 サルパトーレ・サンベリ 色刷 85 l枚 98P9771 

931 エルネスト 美しき少年 サルパトーレ・サンベリ 白黒印刷 85 l枚 98P9772 

932 エル・ノルテ約束の地 グレゴリィ・ナパ 色刷 85 l枚 98P9773 

933 エル・パトレイロ アレックス・コックス 色刷 85 3枚 98P9774 

934 L.B.ジョーンズの解放 ウィリアム・ワイラー 単色刷 85 l枚 98P9775 

935 エルピスオンツアー ピエール・アディジ、ロパ 色刷 85 l枚 98P9776 
ート・アベル

936 エルピスオンステージ デニス・サンダース 色刷 85 l枚 98P9777 

937 エルピス・オン・ステージ デニス・サンダーズ 色刷 35.0x 17.2 2枚 98P9778 

938 エルマリアッチ ロパート・ロドリゲス 色刷 85 l枚 98P9779 

939 エル・マリアッチ ロパート・ロドリゲス 色刷 85 2枚 98P9780 

940 エルム街の悪夢 ウェス・クレイプン 色刷 85 3枚 98P9781 

941 エルム街の悪夢ザ・ファイル レイチェJレ・タラレー 色刷 85 l枚 98P9782 
-ナイトメア

942 エJレム街の悪夢2 フレディの ジャック・ショルダー 色刷 85 l枚 98P9783 
復讐

943 エルム街の悪夢3 惨劇の館 チャック・ラッセル 色刷 85 2枚 98P9784 

944 エルム街の悪夢5 ザ・ドリー ステファン・ホプキンス 色刷 85 2枚 98P9785 
ム・チャイルド

945 エレクトリック・ドリーム スティープ・バロン 色刷 85 l枚 98P9786 

946 エレジー ユ1レマズ・ギュネイ 色刷 85 l枚 98P9787 

947 エレファント・マン デビッド・リンチ 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P9788 

948 エレファント・マン デビッド・リンチ 色刷 85 l枚 白色ベース 98P9789 

949 エレベーターを降りて左 エドアール・モリナロ 色刷 85 l枚 98P9790 

950 エレメント・オブ・クライム ラース・フォン・トリアー 色刷 85 l枚 98P9791 
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951 エレンデイラ リュイ・グエッラ 色刷 B5 3枚 タイトル赤字 98P9792 I 

952 エレンディラ リュイ・グエッラ 色刷 B5 l枚 タイトル黒字 98P9793 

953 エロスの詩(うた) セルジオ・チッテイ 色刷 B5 l枚 98P9794 

954 エロス+虐殺 吉岡喜重 色刷 18.4X 17.4 l枚 98P9795 
二つ折り

955 エロティックな関係 若松孝二 色刷 B5 3枚 98P9796 

956 エンジエリック・カンヴァセー デレク・ジャーマン 色刷 B5 l枚 98P9797 
ション

957 エンジェル ロパート・ビンセント・オ 色刷 B5 l枚 98P9798 
ニール

958 エンジェル僕の歌は君の歌 渡遁孝好 色刷 B5 3枚 98P9799 

959 エンジェルアット・マイ・テ ジェーン・カンピオン 色刷 B5 3枚 98P9800 
ーブル

960 エンジェル・コマンド シリオ .H・サンチャゴ 色刷 B5 l枚 98P9801 

961 エンジェル・ダスト 石井聴、亙 色刷 B5 3枚 98P9802 

962 エンジェル・ミッション戦場 マーク・デイビス 色刷 B5 l枚 98P9803 
のショーガール

963 エンゼル・ハート アラン・パーカー 色刷 B5 3枚 98P9804 

964 エンティティー霊体 シドニー・ J.フュリー 色刷 B5 l枚 98P9805 

965 エンテベの勝利 マーピン・チャムスキー 色刷 B5 l枚 98P9806 

966 エンドア魔空の妖精 ケン&ジムウィート 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P9807 

967 エンドア魔空の妖精 ケン&ジムウィート 色刷 B5 l枚 タイトル樫字 98P9808 

968 腕という女 今井正 色刷 B5 l枚 98P9809 

969 エンドレス・ラブ フランコ・ゼフィレッリ 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P98 10 

970 エンドレス・ラブ フランコ・ゼフイレッリ 色刷 B5 l枚 タイトル紫字 98P9811 

971 エンブリヨ ラlレフ・ネルソン 色刷 B5 l枚 98P9812 

972 遠雷 根岸吉太郎 色刷 23.7X31.0 l枚 アートシアター 98P9813 
二つ折り

973 遠雷 根岸吉太郎 色刷 B5 l枚

974 おあずけ 内田琢磨 色刷 B5 l枚 98P98 1 5 

975 お熱いのがお好き ビリー・ワイルダー 色刷 25.8x9.0 l枚 98P9816 

976 お熱い夜をあなたに ピリー・ワイルダー 色刷 B5 l枚 98P9817 

977 おいしい結婚 森田芳光 色刷 B5 3枚 98P9818 

978 追いつめられた女 レイプ・ト チャールズ・ H.ノートン 色刷 B5 l枚 98P9819 
ラップ

979 追いつめられて ロジャー・ドナルドソン 色刷 B5 3枚 98P9820 

-431 



平成10年度収集寄贈質料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

980 オイディプスの刃(やし、ば) 成島東一郎 色刷 B5 l枚 98P9821 I 

981 華魁 武智鉄二 色刷 B4 l枚 98P9822 
二つ折り

982 王家の谷 シャデイ・アプデッサラム 色刷 B5 l枚 98P9823 

983 黄金の犬 山根成之 色刷 B5 l枚 縦位置 98P9824 

984 黄金の犬 山根成之 色刷 B5 l枚 横位置 98P9825 

985 黄金の指 ブルース・ゲラー 色刷 B5 l枚 98P9826 

986 黄金の肉体 ゴーギャンの夢 へニング・カーlレセン 色刷 B5 3枚 98P9827 

987 黄金の馬車 ジャン・ルノワール 色刷 B5 l枚 98P9828 

988 黄金のランデブー アシュレイ・ラザラス 色刷 B5 l枚 98P9829 

989 王様と私 ウォルター・ラング 色刷 B5 l枚 98P9830 

990 王様の映画 カlレロス・リソン 色刷 B5 l枚 98P9831 

991 王子と乞食 リチヤード・ヒライシャー 色刷 B5 l枚 98P9832 

992 王者のためのアリア フィリップ・パヨン 色刷 B5 l枚 98P9833 

993 王将 堀川弘道 色刷 17.7X35.1 l枚 98P9834 

994 王女メディア ピエル・パオロ・パゾリーニ 色刷 B4 l枚 98P9835 
二つ折り

995 お家に帰りたい アラン・レネ 色刷 B5 l枚 98P9836 

996 王手 阪本順治 色刷 B4 2枚 98P9837 
二つ折り

997 珍宇同(オウドン) 李長鏑 単色刷 B5 l枚 98P9838 

998 王になろうとした男 ジョン・ヒューストン 色刷 B5 l枚 98P9839 

999 オー! ロベール・アンリコ 色刷 36.6X 12.9 l枚 98P9840 

1000 大いなる男たち アンドリュー・ V・マクラ 色刷 B5 l枚 98P9841 
グレン

1001 大いなる決闘 アンドリュー.v.マクラ 色刷 B5 l枚 98P9842 
グレン

1002 大いなる幻影 ジャン・ルノワール 色刷 B5 l枚 青色枠あり 98P9843 

1003 大いなる幻影 ジャン・ルノワール 色刷 B5 l枚 緑色枠あり 98P9844 

1004 大いなる野望 エドワード・ドミトリク 色刷 25.1 x26.0 l枚 98P9845 

1005 大いなる勇者 シドニー・ポラック 色刷 B5 l枚 98P9846 

1006 大いなる別れ ジョン・クロムウェル 単色刷 B5 l枚 98P9847 

1007 大いなる別れ ジョン・クロムウェル 単色刷 B4 l枚 98P9848 
二つ折り

1008 大奥徳川の女帝 関本郁夫 色刷 B5 5枚 98P9849 

1009 大奥十八景 鈴木則文 色刷 B5 l枚 98P9850 
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1010 Oh!外人部隊 マーテイ・フェルドマン 色刷 B5 l枚 98P9851 

1011 狼男たちの挽歌・最終章 ジョン・ウー 色刷 B5 l枚 98P9852 I 

1012 狼男アメリカン ジョン・ランディス 色刷 B5 l枚

1013 狼が眠る街ストリートハンタ ジョン・ A.ギャラガー 色刷 B5 l枚 98P9854 
一

1014 狼たちの影 エドワード・ドミトリク 色刷 B5 l枚 98P9855 

1015 狼たちの幹 ジョン・ウー 色刷 B5 3枚 98P9856 

1016 強たちの午後 シドニー・ポラック 色刷 B5 l枚 98P9857 

1017 担たちの街 ウィリアム・フリードキン 色刷 B5 3枚 98P9858 I 

1018 狼の賭け セルジオ・ゴッピ 色刷 B5 l枚 98P9859 

1019 狼の血族 ニル・ジョーダン 色刷 B5 2枚 98P9860 

1020 狼の挽歌 セルジオ・ソリーマ 色刷 B5 l枚 98P9861 

1021 担は天使の匂い ルネ・クルマン 色刷 B5 l枚 98P9862 

1022 狼よさらば マイケJレ・ウィナー 色刷 B5 l枚 98P9863 

1023 大きな翼を持った老人 フェルナンド・ピリ 色刷 B5 l枚 98P9864 

1024 O~牧場の決闘 ジョン・スタージェス 色刷 B5 l枚 98P9865 

1025 オーケストラ・リノ、ーサル フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 3枚 98P9866 

1026 オー!ゴッド カール・レイナー 色刷 B5 l枚 98P9867 

1027 大阪極道戦争しのいだれ 細野辰興 色刷 B5 l枚 98P9868 

1028 大阪の章二クン 瀬藤祝 色刷 B5 l枚 98P9869 

1029 0嬢の物語第二章 エリック・ローシャ 色刷 B5 l枚 98P9870 

1030 オーソン・ウェルズのフェイク オーソン・ウェルズ 色刷 B5 l枚 98P9871 

1031 オーソン・ウェルズのフォルス オーソン・ウェルズ 色刷 B5 1枚 98P9872 
タッフ

1032 オータム・ストーリー トニー・ピル 色刷 B5 l枚 98P9873 

1033 オーディーン光子帆船スター 舛田利雄 色刷 B5 3枚 98P9874 
ライト

1034 オートパイ少女 あがた森魚 色刷 B5 2枚 98P9875 

1035 オードリー・ローズ ロパート・ワイズ 色刷 B5 l枚 98P9876 

1036 大泥棒 ケシ・アナキン 色刷 B5 l枚 98P9877 I 

1037 大どろぼう ホッツェン・プロ オトフリート・プロイスラー 色刷 B5 l枚 98P9878 
ッツ

1038 オーバー・ザ・トップ メナハム・ゴーラン 色刷 B5 3枚 黒色ベース 98P9879 

1039 オーバー・ザ・トップ メナハム・ゴーラン 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P9880 

1040 大パカ騒ぎたち 銅持聡 色刷 B5 l枚 98P9881 
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1041 オープニング・ナイト ジョン・カサヴェテス 色刷 85 3枚 98P9882 

1042 Oh!べJトシ絶体絶命 マイケル・アプテッド 色刷 85 l枚 98P9883 

1043 オーメン リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 98P9884 

1044 オーメン最後の闘争 グラハム・メイヤー 色刷 85 l枚 98P9885 

1045 オーメン2 ダミアン ドン・テイラー 色刷 85 l枚 98P9886 

1046 オーメン4 ジョージ・モンテシ外1名 色刷 85 3枚 98P9887 

1047 オー!ラッキーマン リンゼン・アンダーソン 色刷 85 l枚 98P9888 

1048 オールウェイズ スティープン・スピルパーグ 色刷 85 3枚 98P9889 

1049 オール・ザ・キングスメン ロパート・ロツセン 色刷 85 l枚 98P9890 

1050 オール・ザット・ジャズ ボブ・フォッシー 白黒印刷 85 l枚 98P9891 

1051 オールド・イナフ としごろ マリサ・シルバー 色刷 85 3枚 98P9892 

1052 オールナイトロング 松村克弥 色刷 85 2枚 98P9893 

1053 オーロラ殺人事件 ドン・シャープ 色刷 85 l枚 98P9894 

1054 オーロラの下で 後藤俊夫 色刷 85 l枚 98P9895 

1055 オーロラの下で 後藤俊夫 色刷 85 l枚 98P9896 

1056 お母さんのつんしんぽ 武田一成 色刷 85 l枚 98P9897 

1057 おかえりなさい、リリアン ピーター・ホーJレ 色刷 85 l枚 98P9898 

1058 おかしなおかしな大泥棒 パッド・ヨーキン 色刷 13.1 x36.4 l枚 98P9899 
二つ折り

1059 おかしなおかしなおかしな世界 スタンリー・クレイマー 色刷 l枚 98P9900 

1060 おかしなおかしな高校教師 クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98P9901 

1061 おかしなおかしな石器人 カール・ゴットリープ 色刷 85 l枚 98P9902 

1062 おかしなおかしな大追跡 ピーター・ボグダノピッチ 色刷 12.8x36.2 l枚 98P9903 
二つ折り

1063 おかしなおかしな大冒険 フィリップ・ド・プロカ 色刷 85 l枚 98P9904 

1064 おかしなおかしな成金大作戦 リチヤード・ロ・フライシ 色刷 85 l枚 98P9905 
ヤー

1065 おかしなおかしな訪問者 ジャン=マリー・ポワレ 色刷 85 3枚 98P9906 

1066 おかしな関係 ウィラード・ヒュイック 色刷 85 l枚 98P9907 

1067 おかしな関係絶体絶命 メルピル・シェーベルソン 色刷 85 l枚 98P9908 

1068 おかしな求婚 エレイン・メイ 色刷 85 l枚 98P9909 

1069 おかしな結婚 マーティン・リット 色刷 85 l枚 98P9910 

1070 おかしな泥棒デイック&ジェー テッド・マチェフ 色刷 85 l枚 98P9911 
ン

1071 おかしな夫婦 アーサー・ヒラー 色刷 A4 l枚 98P9912 
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1072 おかしなふたり 大林宣彦 色刷 85 3枚 98P9913 

1073 おかしな二人(ふたり) ジーン・サクス 色刷 14.8X31.4 l枚 98P9914 
三つ折り

1074 おかしなホテル アーサー・ヒラー 色刷 85 3枚 98P9915 

1075 おかしなレディ・キラー マイク・ニコルズ 色刷 85 l枚 98P9916 

1076 正の家のジェーン ケヴイン・サリヴァン 色刷 85 3枚 98P9917 

1077 捉 イドリッサ・ウエドラオゴ 色刷 85 3枚 98P9918 

1078 沖縄 武田敦 単色刷 21.1X14.7 l枚 98P9919 

1079 沖縄決戦 岡本喜八 白黒印刷 84 l枚 98P9920 
二つ折り

1080 オキナワの少年 新城卓 色刷 85 l枚 98P9921 

1081 お気にめすまま ジャック・ニコルソン 色刷 85 l枚 98P9922 

1082 お吟さま 熊井啓 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P9923 

1083 お吟さま 熊井啓 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P9924 

1084 オクトパスアーミー シブヤで 及川中 色刷 85 l枚 98P9925 
会いたい

1085 オクラホマ巨人 スタンリー・クレイマー 色刷 85 1枚 98P9926 

1086 おこげ 中島丈博 色刷 85 3枚 98P9927 

1087 おじさん改造講座 芝山努 色刷 85 l枚 98P9928 

1088 おじさんは原始人た‘った 斉藤貞郎 色刷 A5 l枚 98P9929 

1089 おじさんは原始人た、った 斉藤貞郎 色刷 85 l枚 98P9930 

1090 おしゃれキャット ウルフガング・ライザーマン 色刷 36.4X 12.9 l枚 98P9931 
二つ折り

1091 おしゃれキャット ウルフガング・ライザーマン 色刷 85 l枚 98P9932 

1092 おしゃれ泥棒 ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 98P9933 

1093 おしゃれ泥棒 ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 98P9934 

1094 お嬢様危機イツパツ! 内藤忠司 色刷 85 l枚 98P9935 

1095 0嬢の物語 ジュスト・ジャカン 色刷 85 l枚 98P9936 

1096 おしん 山本瑛一 色刷 85 l枚 98P9937 

1097 オズ ウォルター・マーチ 色刷 85 l枚 98P9938 

1098 オスカー ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P9939 

1099 オスロ国際空港 キャスパー・リード 色刷 85 l枚 98P9940 

1100 オセロ オーソン・ウェルズ 色刷 85 3枚 98P9941 

1101 お葬式 伊丹十三 色刷 85 3枚 98P9942 
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1102 恐るべき子どもたち ジャン・ピエール・メJレヴ 色刷 B5 l枚 98P9943 
イJレ

1103 恐るべき訪問者 ピアーズ・ハガード 色刷 B5 l枚 98P9944 

1104 堕ちた恋人たちへ アラン・ルドルフ 色刷 B5 3枚 98P9945 

1105 落葉 オタール・イオセリアーニ 色刷 B5 l枚 98P9946 

1106 オックスフォードの恋 トリスラム・パウエル 色刷 B5 3枚 98P9947 

1107 オックスフォード・ブルース ロパート・ポリス 色刷 B5 l枚 98P9948 

1108 夫たち、妻たち ウデイ・アレン 色刷 B5 l枚 98P9949 

1109 夫たち、妻たち、恋人たち パスカル・トマ 色刷 B5 3枚 98P9950 

1110 おつむてんてんクリニック フランク・オズ 色刷 B5 2枚 98P9951 

1111 オデッサ・ファイル ロナJレド・ニーム 色刷 B5 l枚 98P9952 

1112 オテロ フランコ・ゼッフィレッリ 色刷 B5 3枚 98P9953 

1113 男が女を愛する時 ルイス・マンドーキ 色刷 B5 3枚 98P9954 

1114 男樹 山崎理 色刷 B5 1枚 98P9955 

1115 男たちの挽歌 ジョン・ウー 色刷 B5 l枚 98P9956 

1116 男たちの挽歌H ジョン・ウー 色刷 B5 2枚 98P9957 

1117 男と女 クロード・ 1レ1レーシュ 色刷 B5 l枚 縦位置 98P9958 

1118 男と女 クロード.)レルーシェ 色刷 B5 l枚 横位置 98P9959 

1119 男と女 クロード.)レJレーシュ 色刷 B5 2枚 表面仏文 98P9960 

1120 男と女II クロード.)レJレーシュ 色刷 B5 3枚 98P9961 

1121 男と女のあいだ オットー・プレミンジャー 色刷 B5 1枚 98P9962 

1122 男と女の詩(うた) クロード・ 1レルーシュ 色刷 A4 l枚 98P9963 

1123 男ともだち 山口巧 色刷 B5 l枚 98P9964 

1124 男の出発(たびだち) デイツク・リチャーズ 色刷 B5 l枚 98P9965 

1125 男は死んで血を流せ フランク・カー 色刷 B5 2枚 98P9966 

1126 男はつらいよ 口笛を吹く寅次 山田洋次 色刷 B5 l枚 98P9967 
郎

1127 男はつらいよ 柴又慕情 山田洋次 色刷 B4 l枚 98悶968
二つ折り

1128 男はつらいよ 柴又より愛をこ 山田洋次 色刷 B5 l枚 98P9969 
めて

1129 男はつらいよ 掬んでる寅次郎 山田洋次 色刷 B5 l枚 縦位置 98P9970 

1130 男はつらいよ 掬んでる寅次郎 山田洋次 色刷 B5 l枚 横位置 98P9971 

1131 男はつらいよ 旅と女と寅次郎 山田洋次 色刷 B5 l枚 98P9972 

1132 男はつらいよ 寅次郎頑張れ 山田洋次 色刷 B5 1枚 98P9973 
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1133 男はつらいよ 寅次朗恋歌 山田洋次 色刷 85 l枚 98P9974 

1134 男はつらいよ 寅次郎恋歌 山田洋次 色刷 85 l枚 98P9975 

1135 男はつらいよ 寅次郎純情詩集 山田洋次 色刷 85 l枚 98P9976 

1136 男はつらいよ 寅次郎と殿様 山田洋次 色刷 85 l枚 98P9977 

1137 男はつらいよ 寅次郎の告白 山田洋次 色刷 29.6X83.2 l枚 98P9978 
四つ折り

1138 男はつらいよ 寅次郎春の夢 山田洋次 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P9979 

1139 男はつらいよ 寅次郎春の夢 山田洋次 色刷 85 l枚 図柄写真 98P9980 I 

1140 男はつらいよ 寅次郎夕焼け小 山田洋次 色刷 85 l枚
焼け

1141 男はつらいよ 寅次郎わが道を 山田洋次 色刷 85 l枚 98P9982 
ゆく

1142 大人は判ってくれない フランソワ・トリュフォー 色刷 85 3枚 図柄イラスト 98P9983 

1143 大人は判ってくれない フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 図柄写真 98P9984 

1144 乙女座殺人事件 ノtット・オコナー 色刷 85 3枚 98P9985 

1145 鬼喰う鬼 リッキー・リュウ 色刷 85 3枚 98P9986 

1146 鬼の詩 村野錨太郎 色刷 85 l枚 98P9987 

1147 鬼火 ルイ・マlレ 色刷 85 l枚 98P9988 

1148 オネアミスの翼王立宇宙軍 山賀博之 色刷 85 2枚 裏面解説文赤字 98P9989 

1149 オネアミスの翼王立宇宙軍 山賀博之 色刷 85 3枚 裏面解説文緑字 98P9990 

1150 お墓と離婚 岩松了 色刷 85 l枚 98P9991 I 

1151 おばけちゃん 加藤盟 色刷 85 l枚 第2回山形べン 98P9992 
チャークラブチ
ャリティ映画会

1152 おばけちゃん 加藤盟 色刷 85 l枚 よみうりホール 98P9993 

1153 おはよう!スパンク 吉田しげつぐ 色刷 85 i枚 98P9994 

1154 おはん 市川昆 色刷 85 3枚 98P9995 

1155 お引っ越し 相米慎二 色刷 85 3枚 98P9996 

1156 オフィシャル・ストーリー ルイス・プエンソ 色刷 85 3枚 98P9997 

1157 オフサイド7 ジョージ・コスマトス 色刷 85 1枚 98P9998 

1158 オペラ座の怪人 ドワイト.H.リト lレ 色刷 85 3枚 98P9999 

1159 お星さまレール 平田敏夫 色刷 85 l枚 98P10000 

1160 お星さまレール 平田敏夫 色刷 85 l枚 98PlO001 

1161 お前と俺 シドニー・ J.フューリー 色刷 A4 l枚 98P10002 

1162 おませなツインキー リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 98P10003 
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1163 汚名 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 B5 l枚 98PI0004 

1164 オメガマン ボリス・セーガル 色刷 17.8X34.8 l枚 98PI0005 
二つ折り

1165 想い出のアン 吉田憲二 色刷 21cmX 14.7 l枚 98PlO006 

1166 想い出のアン 吉田憲三 色刷 B5 l枚 98PI0007 

1167 想い出のサンジェルマン ジャック・パラティエ 色刷 B5 l枚 98PlO0081 

1168 想い出のマルセイユ ジャック・ドゥミー 色刷 B5 l枚 98PlO009 

1169 おもいでの夏 ロパート・マリガン 色刷 B5 l枚 98PIOOlO 

1170 面影 ハリー・コーシャク 色刷 B5 l枚 98PIOOII 

1171 おもちゃがくれた愛 リチヤード・ドナー 色刷 B5 l枚 98PlO012 

1172 おもひでぽろぽろ 高畑勲 色刷 B5 3枚 98PIOOl3 

1173 親子ねずみの不思議な旅 フレッド・ウォJレフ外l名 色刷 B5(上が丸) l枚 98PlO014 

1174 親子ねずみの不思議な旅 フレッド・ウォルフ外l名 色刷 B5 l枚 98PIOOl5 

1175 親パカちゃんりん 板谷紀之 色刷 B5 l枚 98PlO016 

1176 泳ぐひと フランク・ペリー 色刷 B5 l枚 98PlO017 

1177 オリーブの林をぬけて アッパス・キアロスタミ 色刷 B5 3枚 98PlO018 

1178 オリエント急行殺人事件 シドニー・ルメット 色刷 B5 l枚 98PlO019 

1179 オリジナル・ブJレー トーマス・ベイン 色刷 B5 l枚 98PI0020 

1180 オリバー! キャロル・リード 色刷 17.5x24.8 l枚 98PlO021 

1181 オリヴィエ・オリヴィエ アグ、ニエシュカ・ホランド 色刷 B5 3枚 98PI0022 

1182 オリンポスの詩(うた) ダニエル・マン 色刷 B5 l枚 98PlO023 

1183 オルカ マイケル・アンダースン 色刷 A4 l枚 98PI0024 

1184 オルカ マイケル・アンダースン 色刷 B5 l枚 98PlO025 

1185 オルゴール 黒土三男 色刷 B5 l枚 98PlO026 

1186 オルフェの遺言 ジャン・コクトー 白黒印刷 29.5X62.5 l枚 98PI0027 
三つ折り

1187 オルランド サリー・ポッター 色刷 B5 3枚 98PlO028 

1188 オレゴン魂 スチュワート・ミラー 色刷 B5 l枚 98PlO029 

1189 俺たちに明日(あす)はない アーサー・ぺン 色刷 B5 l枚 98PlO030 

1190 俺たちの明日(あす) ジェームズ・フォーリー 色刷 B5 l枚 98PlO031 

1191 俺たちの交響楽 朝間義隆 色刷 B5 l枚 98PlO032 

1192 俺たちは天使じゃない ニール・ジョーダン 色刷 B5 3枚 コピーr(新コン 98PlO033 
ビ〉アメリカに
誕生!J 
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1193 俺たちは天使じゃない ニール・ジョーダン 色刷 B5 3枚 コピー「ロパー 98P10034 
ト・デ・ニーロ
最新作!J 

1194 オレの女だ! 森弘他 色刷 B5 l枚 98Pl0035 

1195 俺はプロだ アルベルト・デ・マルチーノ 色刷 B5 l枚 98P10036 

1196 愚か者の日 ヴェノレナー・シュレーター 色刷 B5 l枚 98Pl0037 

1197 おろしゃ国酔夢諌 佐藤純禰 色刷 B5 3枚 青色ベース 98Pl0038 

1198 おろしゃ国酔夢語 佐藤純禰 色刷 B5 3枚 茶色ベース 98Pl0039 

1199 音楽 MUSIC 増村保造 色刷 26.2x36.2 l枚 98Pl0040 
三つ折り

1200 女がし、ちばん似合う職業 黒沢直輔 色刷 B5 l枚 98P10041 

1201 女活殺拳(おんなかっきつけん) ファン・フェン 色刷 17.6x 17.5 l枚 98Pl0042 

1202 女殺油地獄 五社英雄 色刷 B5 3枚 98P 1 0043 

1203 女ざかり 大林宣彦 色刷 B5 3枚 98P 1 0044 

1204 女ざかり ホリーとサンデー アラン・パーンズ 色刷 B5 l枚 98Pl0045 

1205 女たちのテーブル マリオ・モニチェッリ 色刷 B5 3枚 98P 1 0046 

1206 女テロリストの秘密 ジュゼッペ・ベルトルッチ 色刷 B5 l枚 98P10047 

1207 女と男のいる舗道 ジャン=ジャック・ゴダール 色刷 B5 l枚 98Pl0048 

1208 女と男の危機 コリーヌ・セロー 色刷 B5 3枚 98P 1 0049 

1209 女と男の名誉 ション・ヒューストン 色刷 B5 l枚

1210 女ともだち ディアン・キュリ 色刷 B5 l枚 98P10051 

1211 女の叫び ジョールス・ダッシン 色刷 B5 l枚 98P10052 

1212 女の復讐 ジャック・ドワイヨン 色刷 B5 3枚 98P10053 

1213 女の都 フェデエリコ・フェリーニ 色刷 B5 l枚 98Pl0054 

1214 オンリー・ザ・ロンリー クリス・コロンパス 色刷 B5 3枚 98P10055 

1215 カー・ウォッシュ マイケル・シュルツ 色刷 B5 l枚 98Pl0056 

1216 カー・ウォッシュ マイケル・シュルツ 色刷 B4 l枚 98Pl0057 I 
二つ折り

1217 母さんの樹 橘祐典 色刷 B5 l枚 図柄イラスト

1218 母さんの樹 橘祐典 色刷 B5 l枚 図柄写真 98Pl0059 

1219 ガーターベルトの夜 ヴィルジニ・テヴネ 色刷 B5 3枚

1220 ガーディアン森は泣いている ウィリアム・フリードキン 色刷 B5 3枚 98Pl0061 I 

1221 カーニバルの女 カート・ニューマン 色刷 27.6 x 11.5 l枚 98Pl0062 
二つ折り

1222 カーネギー・ホール エドガー .G・ウルマー 色刷 B5 l枚 青色ベース
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1223 カーネギー・ホール エドガー.G.ワルマー 色刷 85 l枚 緑色ベース 98PI0064 

1224 ガープの世界 ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 85 i枚 98PI0065 

1225 カーリー・スー ジョン・ヒューズ、 色刷 85 3枚 98PI0066 

1226 ガールズ ジュスト・ジャカン 色刷 85 l枚 98PI0067 

1227 ガールフレンド クローデイア・ウェイル 色刷 85 l枚 98PI0068 

1228 擢 五社英雄 色刷 85 3枚 98P10069 

1229 海外特派員 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 98PI0070 

1230 怪奇!吸血人間スネーク バーナード・ L.コワlレス 色刷 85 l枚 98PI0071 
キー

1231 怪奇な恋の物語 エリオ・ぺトリ 色刷 30.3x 10.7 l枚 98PI0072 

1232 海峡 森谷司郎 色刷 85 l枚 98PI0073 

1233 海軍特別年少兵 今井正 色刷 84 l枚 98PI0074 
二つ折り

1234 戒厳令 コスタ=カフラス 色刷 85 l枚 98PI0075 

1235 戒厳令叛乱北一輝と二・二 吉田喜重 単色刷 85 3枚 98PI0076 
~ 

ノ、

1236 戒厳令下チリ潜入記 ミゲル・リテイン 単色刷 85 3枚 98P10077 

1237 戒厳令の夜 山下耕作 色刷 85 l枚 98PI0078 

1238 外人球団 李長鏑 色刷 85 l枚 98P10079 

1239 怪人スワンプシング ジム・ウィノルスキー 色刷 85 l枚 98P10080 

1240 怪人プチオの密かな愉しみ クリスチャン・ド・シャロ 色刷 85 3枚 98PI0081 
ンジュ

1241 凱旋門 リュイス・マイlレストン 色刷 85 l枚 渋谷ジョイシネ
マちらし

1242 凱旋門 リュイス・マイルストン 色刷 85 l枚 日劇文化ちらし 98PI0083 

1243 怪談 小林正樹 色刷 85 l枚 98PI0084 

1244 海潮音 橋浦方人 色刷 24.1 x31.3 l枚
二つ折り

1245 海底王キ一トン パスター-キ一トン 色刷 85 2枚 98PI0086 

1246 海底2万哩(マイル) リチヤード・フライシャー 色刷 21.5X 15.2 l枚 98PI0087 

1247 回転扉 フランシス・マンキウィッツ 色刷 85 l枚 98P10088 

1248 怪盗軍団 ピーター・デュフェル 単色刷 17.7x 17.7 l枚 98PI0089 

1249 怪盗ルパン 813の謎 笹川ひろし 色刷 85 l枚 98PI0090 

1250 怪盗yレピィ 和田誠 色刷 85 l枚 98PI0091 

1251 解任 ユーリー・ライズマン 色刷 85 l枚 98PI0092 
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番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1252 ガイパー スクリーミング・マッド・ 色刷 B5 l枚 98P10093 
ジョージ外l名

1253 海流のなかの島々 フランクリン・ J・シャフ 色刷 B5 l枚 98PlO094 
ナー

1254 海嶺 貞永方久 色刷 B5 l枚 98P10095 

1255 カイロの紫のパラ ウッデイ・アレン 色刷 B5 l枚 98P10096 

1256 カウガール・ブルース ガス・ヴァン・サント 色刷 B5 l枚 98PlO097 

1257 カウチポテト・アドベンチャー ピーター・ハイアムズ 色刷 B5 l枚 98PlO098 

1258 帰って来たE.T. ロイ・ギャレット 色刷 B5 l枚 98PlO099 

1259 帰って来た木枯らし紋次郎 市川昆 色刷 B5 l枚 98P10100 

1260 帰らざる河 オットー・プレミンジャー 色刷 B5 l枚 98P 10 10 1 

1261 帰らざる夜明け ピエール・グラニエ・ドフ 色刷 B5 l枚 98P10102 
オール

1262 カオス・シチリア物語 パオロ&ヴィットリオ・タ 色刷 B5 l枚 98P10103 
ヴィアーニ

1263 顔のない天使 メル・ギブソン 色刷 B5 3枚 98P 10 104 

1264 課外授業 ヴィットリオ・デ・システィ 色刷 B5 l枚 98P10105 

1265 謀外授業 ロジェ・バディム 色刷 B5 l枚 98P10106 

1266 科学忍者隊ガッチャマン 鳥海永行 色刷 B5 l枚 98P10107 

1267 鏡 アンドレイ・タルコアスキー 色刷 B5 l枚 98PlO108 

1268 鏡の中の女 イングマール・ベルイマン 色刷 B5 l枚 98P10109 

1269 鏡の向う側 ショパンニ・ソルダティ 色刷 B5 l枚 98P1011O 

1270 鍵 チィント・プラス 色刷 B5 l枚 98P10111 

1271 鍵 神代辰巳 色刷 B5 l枚 98PlO 11 2 

1272 鍵 THEKEY 木俣尭喬 色刷 B5 l枚 98P10113 

1273 餓鬼草紙 高林陽一 白黒印刷 B5 l枚 98P10114 

1274 ガキ帝国 井筒和幸 色刷 18.3 x 22.7 l枚 タイトlレ縦書き 98P10115 
二つ折り アートシアター

1275 ガキ帝国 井筒和幸 色刷 18.3x22.7 l枚 タイトル横書き 98P10116 
二つ折り アートシアター

1276 限りなく愛は燃えて ピエール・グラニエ・ドフ 色刷 B5 l枚 98PlO 11 7 
エール

1277 限りなく透明に近いブルー 村上龍 色刷 B5 l枚 98P10118 

1278 ガキ帝国 井筒和幸 色刷 22.7x18.3 l枚 タイトル縦書き 98P10119 
二つ折り

1279 ガキ帝国 井筒和幸 色刷 22.7 x 18.3 l枚 タイトル横書き 98P10120 
二つ折り
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1280 ガキ帝国悪たれ戦争 井筒和幸 色刷 B5 l枚 98PIOl21 

1281 カクテル ロジャー・ドナルドソン 色刷 B5 3枚 98PI0122 

1282 格闘技オリンピック 南部英夫 色刷 B5 l枚 98PIOI23 

1283 格闘技世界一 四角いジヤング 後藤秀司 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98PIOI24 
lレ

1284 格闘技世界一 四角いジヤング 後藤秀司 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98PIOI25 
Jレ

1285 ガクの冒険 椎名誠 色刷 B5 l枚 98PIOI26 

1286 革命前夜 ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 B5 2枚 98PIOI27 

1287 かくも長き不在 アンリ・コルピ 色刷 B5 l枚 98PIOl28 

1288 かくも長き不在 アンリ・コルピ 単色刷 19.0X41.2 l枚 アートシアター 98PIOI29 
二つ折り ニュース

1289 隠れ家 ジェームズ・コリア 色刷 B5 i枚 98PIOl30 

1290 影なき男 ロジャー・スポッティスウ 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98PIOI31 
ツド

1291 影なき男 ロジャー・スポッティスウ 色刷 B5 l枚 図柄人物2人 98PIOI32 
ツド

1292 影の軍隊 ジャン・ピエール・メルビル 色刷 B5 l枚 98PIOI33 
二つ折り

1293 影の軍隊 ジャン・ピエール・メルピル 白黒印刷 A4 l枚 98PIOl34 

1294 影の軍団服部半蔵 工藤栄一 色刷 B5 l枚 98PI0135 

1295 影の私刑(リンチ) フランソワ・ロッダム 色刷 B5 l枚 98PIOI36 

1296 影武者 黒津明 色刷 B5 l枚 98PIOI37 

1297 影武者通信No.l 黒津明 色刷 18.2 x 12.8 l枚 98PI0138 

1298 影武者通信N02 黒津明 色刷 18.2 x 12.8 l枚 98PI0139 

1299 陽炎(かげろう) 五社英雄 色刷 B5 3枚 98PI0140 

1300 陽炎座 鈴木清順 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98PI0141 

1301 陽炎座 鈴木清順 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98PI0142 

1302 駕簡 宮坂武志 色刷 B5 l枚 98PI0143 

1303 かごの中の子供たち ジャン=クロード・ブリソー 色刷 B5 l枚 98P IO 144 

1304 カサノヴァ最後の恋 エドヴアール・ニエルマンス 色刷 B5 3枚 98PI0145 

1305 カサノパ フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 3枚 98PI0146 

1306 カサプランカ マイケル・カーティス 色刷 B5 l枚 図柄イラスト 98PI0147 

1307 カサプランカ マイケル・カーティス 色刷 B5 l枚 図柄カラー写真 98PI0148 

1308 カサプランカ マイケル・カーティス 色刷 B5 3枚 50周年記念ニュ 98PI0149 
ープリント
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1309 飾窓の女 フリッツ・フング 色刷 85 10枚 98Pl0150 

1310 カサンドラ コリン・エッグレストン 色刷 85 l枚 98P10151 

1311 カサンドラ・クロス ジョルジ・パン・コスマトス 色刷 85 l枚 98Pl0152 

1312 火山のもとで ジョン・ヒューストン 色刷 85 l枚 98P10153 

1313 カジノ・レイダース ウォン・チン 色刷 85 l枚 98Pl0154 

1314 カジノロワイヤル ジョン・ヒューストン外4名 色刷 85 l枚 98Pl0155 

1315 カジュアリティーズ ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 2枚 98P10156 

1316 カジュアル・セックス ジュヌピエーブ・ロベール 色刷 85 l枚 98Pl0157 

1317 カスター将軍 ロパート・シオドマク 色刷 84 l枚 98PlO158 

1318 カストラート ジエラール・コルビオ 色刷 85 1枚 98PlO159 

1319 数に溺れて ピーター・グリーナウェイ 色刷 85 l枚 98P10160 

1320 風、スローダウン 島田紳助 色刷 85 l枚 98Pl0161 

1321 風が吹くとき ジミー・ T・ムラカミ 色刷 85 3枚 98Pl0162 

1322 化石 小林正樹 色刷 85 l枚 98PlO163 

1323 化石の荒野 長谷部安春 色刷 85 3枚 98PlO164 

1324 風たちの午後 矢崎仁司 色刷 85 2枚 98P10165 

1325 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 18.0x51.4 l枚 98Pl0166 
二つ折り

1326 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98P10167 

1327 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98P10168 

1328 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 3枚 98PlO169 

1329 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98PlO170 

1330 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98P10171 

1331 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98Pl0172 

1332 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98Pl0173 

1333 風と共に去りぬ ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98Pl0174 

1334 風とゆききし 柳沢寿男 色刷 85 l枚 98Pl0175 

1335 風とライオン ジョン・ミリアス 色刷 85 l枚 98PlO176 

1336 風に向かつて走れ ウィリアム .A・グラハム 色刷 85 l枚 98Pl0177 

1337 風の歌を聴け 大森一樹 単色刷 23.7x31.0 l枚 98Pl0178 
二つ折り

1338 風の丘を越えて 西便制(ソピ 林権i宰(イム・グオンテク) 色刷 85 3枚 98Pl0179 
ョンジェ)

1339 風の輝く朝に レオン・ポーチー 色刷 85 2枚 98P10180 
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1340 風の季節 ジャック・ドニオル=パル 色刷 B5 l枚 98PlO181 
クローズ 二つ折り

1341 風の季節 ジャック・ドニオルニパル 色刷 B5 l枚 98P10182 
クローズ

1342 風の国 戸井十月 色刷 B5 3枚 98P10183 

1343 風の子どものように 瀬藤祝 色刷 B5 l枚 98PlO184 

1344 風の谷のナウシカ 宮崎駿 単色刷 B5 l枚 98PlO185 

1345 風の谷のナウシカ 宮崎駿 色刷 B5 2枚 98PlO186 

1346 風の谷のナウシカ優待割引券 宮崎駿 色刷 9.6x21.1 l枚 98P10187 

1347 風の中の恋人たち コニー・テンプルマン 色刷 B5 l枚 98PlO188 

1348 風の中のリセエンヌ マイケル・ショック 色刷 B5 l枚 98PlO189 

1349 風の又=郎 伊藤俊也 色刷 B5 l枚 縦位置 98P10190 

1350 風の文三郎 伊藤俊也 色刷 B5 3枚 横位置 98P10191 

1351 風の物語 ヨリス・イヴ、エンス 色刷 B5 l枚 98P10192 

1352 風の物語 ヨリス・イヴェンス 単色刷 B5 l枚 98PlO193 

1353 風の惑星スリップストリーム スティーブン・リズパーガー 色刷 B5 3枚 98PlO194 

1354 風吹く良き日 李長鏑 色刷 B4 l枚 98PlO195 

1355 家族 山田洋次 単色刷 12.6X 18.4 2枚 98P10196 

1356 家族ゲーム 森田芳光 色刷 15.6x31.1 l枚 98PlO197 
二つ折り

1357 家族生活 ジャック・ドワイヨン 色刷 B5 l枚 98PlO198 

1358 家族の幹 マイケル・アプテッド 色刷 B5 3枚 98PlO199 

1359 家族の肖像 ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 B5 l枚 98P10200 

1360 家族輪舞曲(ロンド) 椎名桜子 色刷 B5 l枚 98P10201 

1361 片腕ドラゴン ジミー・ウォング 色刷 B5 l枚 98P10202 

1362 「火宅の人J 深作欣二 色刷 B5 3枚 98P10203 

1363 カタストロフ ジャーヌ・パルア 色刷 B5 3枚 98P10204 

1364 カタストロフ 世界の大惨事 ラリー・サパドブ 色刷 B5 l枚 98P10205 

1365 片翼だけの天使 舛田利雄 色刷 B5 3枚 98P10206 

1366 課長島耕作 根岸吉太郎 色刷 B5 3枚 98P10207 

1367 カッくんカフェ 小林治 色刷 B5 l枚 98P10208 

1368 学校 山田洋次 色刷 B5 l枚 黄色ベース 98P10209 

1369 学校 山田洋次 色刷 B5 3枚 白色ベース 98P1021O 

1370 学校 山田洋次 色刷 B4 l枚 98P10211 
二つ折り
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1371 カッコーの巣の上で ミロス・フォアマン 色刷 B5 3枚 タイトル上方 98P10212 

1372 カッコーの巣の上で ミロス・フォアマン 色刷 B5 l枚 タイトル中央 98PI0213 

1373 喝采の陰で アーサー・ヒラー 色刷 B5 l枚 98PI0214 

1374 月山 村野鍛太郎 色刷 B5 l枚 98PI0215 

1375 合衆国最後の日 ロパート・アルドリッチ 色刷 B5 l枚 98P10216 

1376 ガッチャ ジェフ・カニュー 色刷 B5 l枚 98PI0217 

1377 ガッツ・フィスト 魔宮拳 リュー・チャー・ロン 色刷 B5 l枚 98P10218 

1378 勝手にしやがれ ジャン・リュック・ゴダール 色刷 B5 2枚 白色ベース 98P10219 

1379 勝手にしやがれ ジャン・リュック・ゴダール 色刷 B5 l枚 緑色ベース 98P10220 

1380 カットスロートアイランド レニー・ハーリン 色刷 B4 3枚 98P10221 
二つ折り

1381 河童 石井竜也 色刷 B5 3枚 図柄青空 98P10222 

1382 河童 石井竜也 色刷 B5 3枚 図柄星空 98P10223 

1383 カッパの三平 平田敏夫 色刷 B5 l枚 98PI0224 

1384 家庭教師 アルド・ラド 色刷 B5 l枚 98P10225 

1385 家庭教師 渡辺矢樹 色刷 B5 l枚 縦位置 98P10226 

1386 家庭教師 渡辺矢樹 色刷 B5 l枚 横位置 98P10227 

1387 カティの愛した人 ヨゼフ・フィルスマイアー 色刷 B5 3枚 98P10228 

1388 カトマンズの恋人 アンドレ・カイヤット 色刷 B5 l枚 98P10229 

1389 悲しき酒場のパラード サイモン・カロウ 色刷 B5 3枚 98P10230 I 

1390 悲しきヒットマン 一倉治雄 色刷 B5 2枚 98P10231 

1391 哀しみの終るとき ナディーヌ・メランチニャン 色刷 B5 l枚 98P10232 

1392 悲しみの青春 ピットリオ・デ・シーカ 色刷 30.0x21.1 l枚 98P10233 
二つ折り

1393 哀しみのトリスターナ ルイス・ブ‘ニュエyレ 色刷 B5 3枚 タイト lレ縦書き 98P10234 

1394 哀しみのトリスターナ ルイス・ブニュエル 色刷 B5 i枚 タイト lレ横書き 98P10235 

1395 悲しみのヴァイオリン レジス・ヴァルニエ 色刷 B5 2枚 98P10236 

1396 哀しみの伯爵夫人 マウロ・ボロニーニ 色刷 B5 l枚 98P10237 

1397 哀しみのベラドンナ 製作渡辺忠美 色刷 B5 3枚 98P10238 

1398 哀しみの街かど ジエリー・シャツツパーグ 単色刷 B4 2枚 98P10239 

1399 哀しみのラストダンス ケリス・ボウサー 色刷 B5 l枚 98P10240 

1400 哀しみは星影と共に ネロ・ソージ 色刷 17.4x35.6 l枚 98P10241 
二つ折り

1401 悲しみょこんにちは オットー・プレミンジャー 色刷 B5 l枚 98P10242 
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1402 悲しみよさようなら ジム・エイプラハムス 色刷 85 2枚 98P 1 0243 

1403 彼方へ ヴェルナー・ヘルツオーク 色刷 85 3枚 98P10244 

1404 カナデイアン・エクスプレス ピーター・ハイアムズ 色刷 85 3枚 98P10245 

1405 鉄輪(かなわ) 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P 1 0246 

1406 カニパル ルゲロ・デオダト 色刷 85 l枚 98P10247 

1407 金持を喰いちぎれ ピーター・リチヤードソン 色刷 85 l枚 98P10248 

1408 彼女がステキな理由(わけ) メ1レ・スミス 色刷 85 l枚 98P10249 

1409 彼女が水着にきがえたら 馬場康夫 色刷 85 3枚 98P10250 

1410 彼女たちの舞台 ジャック・リヴェット 色刷 85 3枚 98P10251 

1411 彼女と彼 マウロ・ボローニニ 色刷 85 l枚 98P10252 

1412 彼女と彼たち コリーヌ・セロー 色刷 85 l枚 98P10253 

1413 「彼女jの存在 ヤヌシュ・キユフスキ 色刷 85 l枚 98P10254 

1414 カバーガール チャールズ・ピドア 色刷 85 l枚 98P10255 

1415 ガパリン スティーブ・マイナー 色刷 85 l枚 98P10256 

1416 KAFKA(カフカ) 迷宮の悪夢 スティープン・ソダーパーグ 色刷 85 3枚 98P10257 

1417 カプキマン ロイド・カウフマン外l名 色刷 85 3枚 98P10258 

1418 歌舞伎役者片岡仁左衛門 羽田澄子 色刷 85 2枚 98P10259 

1419 株式会社ザ・カンパニー サタジット・レイ 色刷 85 l枚 98P10260 

1420 カフス ブルース・ A・エパンズ 色刷 85 l枚 98P10261 

1421 カプチーノ街から来た人 アーラ・スーリコフ 色刷 85 l枚 98P10262 

1422 児 KABUTO ゴードン・へスラー 色刷 85 3枚 タイトJレ赤字 98P10263 

1423 児 KABUTO ゴードン・へスラー 色刷 85 3枚 タイトル黒字 98P10264 

1424 カプリコン・ 1(ワン) ピーター・ハイアムズ 色刷 85 l枚 98P10265 

1425 壁の中に誰かがL喝 ウェス・クレイプン 色刷 85 3枚 98P10266 

1426 カポネ大いに泣く 鈴木清順 色刷 85 3枚 98P10267 

1427 カミーユ・クローデル プリュノ・ニュイッテン 色刷 85 3枚 98P10268 

1428 カミーラ マリア・ルイサ・ベンベルグ 単色刷 A4 2枚 98P 1 0269 

1429 カミーラ マリア・ルイサ・ベンベルグ 色刷 85 l枚 98P10270 

1430 神風 KAMIKAZE デイデイエ・グルッセ 色刷 85 3枚 98P10271 

1431 上方苦界草紙 村野錨太郎 色刷 85 3枚 98P10272 

1432 神々の履歴書 前回憲二 色刷 85 l枚 98P10273 

1433 神きまこんにちわ ぺ・チャンホ 色刷 85 l枚 98P10274 

1434 岐みつきたい 金子修介 色刷 85 l枚 98P10275 
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1435 髪結いの亭主 パトリス.}レコント 色刷 B5 3枚 98P10276 

1436 噛む女 神代辰巳 色刷 B5 2枚 98P10277 

1437 ガメラ 金子修介 色刷 B5 7枚 98P10278 

1438 カメレオンマン ウデイ・アレン 色刷 B5 l枚 98PI0279 

1439 仮面 ジャック・ルーフィオ 色刷 B5 l枚 98PI0280 

1440 仮面の情事 プラスティック・ ウォルフガング-ベーター 色刷 B5 2枚 98PI0281 
ナイトメア ゼン

1441 仮面の中のアリア ジエラール・コルビオ 色刷 B5 3枚 98P10282I 

1442 かもめのジョナサン ホール・パートレッオ 色刷 B5 l枚 98P10283 

1443 伽榔子(かやこ)のために 小栗康平 色刷 B5 l枚 98PI0284 

1444 火曜日ならベルギーよ メル・スチュアート 色刷 17.5x35.3 l枚 98PI0285 I 
二つ折り

1445 カラーズ天使の消えた街 デニス・ホッパー 色刷 B5 3枚

1446 カラーパープル スティーブン・スピルパーグ 色刷 B5 3枚 98PI0287 

1447 「カラカスj ミヒャエル・ショッテンべ 色刷 B5 l枚
ルク

1448 から騒ぎ ケネス・プラナー 色刷 B5 3枚 青色ベース 98PI0289 I 

1449 から騒ぎ ケネス・プラナー 色刷 B5 l枚 茶色ベース

1450 唐獅子株式会社 曽根中生 色刷 B5 l枚 98P10291 

1451 ガラスのうさぎ 橘祐典 色刷 B5 l枚 図柄イラスト 98PI0292 

1452 ガラスのうさぎ 橘祐典 色刷 B5 l枚 図柄写真 98PI0293I 

1453 硝子の塔 フィリップ・ノイス 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P10294 

1454 硝子の塔 フィリップ・ノイス 色刷 B5 3枚 タイトル横書き 98PI0295 

1455 カラスの飼育 カルロス・サウラ 色刷 B5 2枚 98P10296 

1456 ガラスの動物園 ポール・ニューマン 色刷 B5 3枚 98P10297 

1457 ガラスの部屋 セJレジオ・カポーニャ 色刷 24.3x25.8 l枚 98PI0298 
二つ折り

1458 ガラスの墓標 ピエール・コラルニック 色刷 B5 1枚 98P10299 

1459 ガラスの旅 ウンベルト・レンツィ 色刷 B5 l枚 98PI0300 

1460 空手パカ一代 山口和彦 色刷 B5 l枚 98P10301 

1461 空手へラクレス チョイ・タク 色刷 B5 l枚 98PI0302 

1462 カラヴァッジオ サラ・ラドクリフ 色刷 B5 3枚 98PI0303 

1463 カラマーゾフの兄弟 イワン・プイリエフ 色刷 B5 l枚 98PI0304 

1464 カランパ アントニオ・クリマーティ 色刷 B5 l枚 98PI0305 

1465 カリートの道 ブライアン・デ・パJレマ 色刷 B5 3枚 98PI0306 
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1466 狩人 ァオ・アンゲロプロス 色刷 85 3枚 98P10307 

1467 狩人の夜 チャールズ・ロートン 色刷 84 2枚 98P10308 
二つ折り

1468 カリギュラ ティント・プラス 色刷 85 l枚 青色ベース 98P10309 

1469 カリギュラ ティント・プラス 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P10310 

1470 カリギュラ ティント・プラス 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P10311 

1471 カリギュラ2 デビッド・ヒルズ 色刷 85 l枚 98P10312 

1472 カリフォルニア ドミニク・セナ 色刷 85 3枚 98P10313 

1473 カリフォルニア・ギャルズ ウィリアム・ウェッブ 色刷 85 l枚 98P10314 

1474 カリフォルニア・スイート ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 98P10315 

1475 カリフォルニア・ドールズ ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P10316 

1476 カリフォルニア・ドリーミング ジョン・ハンコック 色刷 85 l枚 タイトル青字 98P10317 

1477 カリフォルニア・ドリーミング ジョン・ハンコック 色刷 85 l枚 タイトル樫字 98P10318 

1478 カリプソ天国 カヴエリー・ドゥッタ 色刷 85 1枚 98P10319 

1479 カリブの熱い夜 テイラー・ハックフォード 色刷 85 2枚 98P10320 

1480 カリブの嵐 ジェームズ・ゴールドスト 色刷 85 l枚 98P10321 
ーン

1481 火龍 リーハン・シャン 色刷 85 2枚 98P10322 

1482 ガリレアの婚礼 ミシェlレ・クレイフィ 色刷 85 i枚 98P10323 

1483 ガルシアの首 サム・ペキンパー 色刷 85 l枚 98P10324 

1484 カルテット ジェイムズ・アイヴォリー 色刷 85 3枚 98P10325 

1485 カルナパル カルレス・ミラ 色刷 85 l枚 98P10326 

1486 カルネ ギャスパー・ノエ 色刷 85 3枚 98P10327 

1487 ガルボトーク シドニー・ルメット 色刷 85 l枚 98P10328 

1488 ガルボトーク シドニー・ルメット 単色刷 85 l枚 98P10329 

1489 カルメン カルロス・カウラ 色刷 85 l枚 98P10330 

1490 カルメン フランチェスコ・ロージ 色刷 85 3枚 図柄人物l人 98P10331 

1491 カルメン フランチェスコ・ロージ 色刷 85 l枚 図柄人物2人 98P10332 

1492 カルメンという名の女 ジャン=リュック・ゴダール 色刷 85 3枚 98P10333 

1493 華麗な関係 ロジェ・バディム 色刷 85 l枚 白色ベース 98P10334 

1494 華麗な関係 ロジェ・バディム 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P10335 I 

1495 華麗なる悪 ジョン・ヒューストン 色刷 85 l枚 98P10336 

1496 華麗なる一族 山本薩夫 色刷 85 l枚 98P10337 

1497 華麗なる陰謀 アラン・ J.パクラ 色刷 85 l枚 98P10338 
」一一 一一

-448-



平成10年度収集寄贈貿料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1498 華麗なる大泥棒 アンリ・ベルヌイユ 色刷 B5 l枚 98PI0339 

1499 華麗なる女銀行家 フランシス・ジロー 色刷 B5 l枚 98P10340 

1500 華麗なる賭け ノーマン・ジェイソン 色刷 B5 l枚 98P10341 

1501 華麗なるギャツピー ジャック・クレイトン 色刷 B5 l枚 98P10342 

1502 華麗なる殺人 エリオ・ぺトリ 色刷 B5 l枚 98P10343 

1503 華麗なる殺人死ぬには美しす ダリオ・ピアーナ 色刷 B5 l枚 98PI0344 I 
ぎて

1504 華麗なる週末 マーク・ライデlレ 色刷 B5 l枚 98PI0345 

1505 華麗なる相続人 テレンス・ヤング 色刷 B5 l枚 98PI0346 

1506 華麗なる対決 クリスチャン・ジャック 色刷 B5 l枚 98P10347 

1507 華麗なるヒコーキ野郎 ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 B5 i枚 98P10348 

1508 華麗なる復讐 ミケーレ・ルポ 色刷 B5 l枚 98PI0349 

1509 華麗なる不倫 サンドラ・ウェイントローブ 色刷 B5 1枚 98PI0350 

1510 華麗なる変身 アーピング・ラパー 色刷 B5 l枚 98P10351 

1511 彼と彼女 とても大きな水しぶ ジャク・ハザン 色刷 B5 3枚 98PI0352 
き

1512 彼のオートパイ 彼女の島 大林宣彦 色刷 B5 l枚 98P10353 

1513 枯葉の街 ジョルジョ・ボンテンピ 色刷 B5 l枚 98PI0354 

1514 餓強伝説 大張正己 色刷 B5 2枚 98PI0355 

1515 河あの裏切りが重く 森弘太 単色刷 B5 l枚 98P10356 
二つ折り

1516 可愛い女 ノーマン・パナマ 色刷 B5 l枚 98PI0357 

1517 可愛いだけじゃダメかしら フィロメーヌ・エスポジト 色刷 B5 l枚 98P10358 

1518 川の流れに草は青々 侯孝賢 色刷 B5 l枚 98P10359 

1519 ガンガー俵万智イン・カlレ 鈴木健介 色刷 B5 2枚 98PI0360 
カッタ

1520 かんからさんしん 小林治 色刷 B5 l枚 98PI0361 

1521 かんからさんしん 小林治 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98PI0362 
赤字

1522 かんからさんしん 小林治 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98PI0363 
緑字

1523 かんからさんしん 小林治 色刷 B5 l枚 タイト lレ横書き
緑字

1524 ガンクレイジー タムラ・デイビス 色刷 B5 l枚 98PI0365 

1525 看護婦のオヤジがんばる 神山征二郎 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P10366 
2行
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1526 看護婦のオヤジがんばる 神山征一郎 色刷 85 l枚 タイトJレ縦書き 98P10367 
3行

1527 看護婦のオヤジがんばる 神山征二郎 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P10368 

1528 カンザス デビッド・スティープンス 色刷 B5 l枚 98P10369 

1529 カンサス・シティの爆弾娘 ジェロルド・フリードマン 色刷 B5 l枚 98P10370 

1530 ガンジー リチヤード・アッテンポロー 色刷 85 3枚 98P10371 

1531 完全なる結婚 フランツ・ J・ゴットリープ 色刷 18.0x38.5 l枚 98P10372 

1532 完全犯罪 ウィリアム・カラン 色刷 85 l枚 98P10373 

1533 元祖パチンコ物語 坂下正尚 色刷 B5 l枚 98P10374 

1534 ガンダーラ ルネ・ラJレー 色刷 B5 l枚 98P10375 

1535 カンタペリー物語 ピエール・パオロ・パゾリ 色刷 B5 l枚 98P10376 
ー一一

1536 寒椿 降旗康男 色刷 B5 l枚 98P10377 

1537 カントリー リチヤード・ピアス 色刷 85 l枚 98P10378 

1538 カントリーマン ディッキー・ジョブソン 色刷 B5 l枚 98P10379 

1539 ガントレツト クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 98P10380 

1540 カンヌ映画通り ダニエル・シュミット 色刷 B5 l枚 98P10381 

1541 官能と背徳の谷間 ショーン・デルガード 色刷 B5 l枚 98P 1 0382 

1542 ガンパス ゾーラン・ペリシック 色刷 B5 l枚 98P10383 

1543 カンパセーション盗聴 フランシス・フォード・コ 色刷 B5 l枚 98P10384 
ッポラ

1544 カンパック ガッツ石松 色刷 B5 2枚 98P10385 

1545 ガンバとカワウソの冒険 大賀俊二 色刷 85 2枚 98P10386 

1546 がんばれ!べアーズ特訓中 マイケル・プレスマン 色刷 85 l枚 縦位置 98P10387 

1547 がんばれ!ベアーズ特訓中 マイケル・プレスマン 色刷 85 l枚 横位置 98P10388 

1548 がんばれ・がんばれサッカーズ ヨゼフ・ピンカヴァ 色刷 B5 l枚 98P10389 

1549 がんばれ!がんばれ!べンジー ジョー・キャンプ 色刷 B5 3枚 98P10390 

1550 がんばれ!スヌーピー ピル・メレンデス 色刷 B5 l枚 98P10391 

1551 がんばれ!!タブチくん!! 芝山努 色刷 85 l枚 98P10392 

1552 がんばれ!!タプチくん!! あ h 芝山努 色刷 B5 l枚 98P10393 
ツッパリ人生

1553 がんばれ!!タブチくん!!激闘ぺ 芝山努 色刷 85 l枚 98P10394 
ナントレース

1554 がんばれ!べアーズ マイケル・リッチー 色刷 B5 l枚 98P10395 

1555 がんばれ!ルーキー ダニエル・スターン 色刷 B5 3枚 98P10396 
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1556 カンフー・マスター! アニエス・ヴァルダ 色刷 B5 l枚 98P10397 

1557 ガンヘッド 原岡県人 色刷 B5 3枚 98P10398 

1558 ガンメン デイラン・サラフィアン 色刷 B5 3枚 98P10399 

1559 ガンメン狼たちのパラッド カーク・ウォン 色刷 B5 l枚 98P 1 0400 

1560 ガンモールおかしなギャング ジョルジオ・カピターニ 色刷 B5 l枚 98P10401 
と可愛い女

1561 消えたセクシー・ショット ロパート・ベイトン 色刷 B5 3枚 98PI0402 

1562 キカ ベドロ・アルモドパル 色刷 B5 3枚 98PI0403 

1563 機械じかけのピアノのための未 ニキータ・ミハルコフ 色刷 B5 I枚 98PI0404 
完成の戯曲

1564 飢餓海峡 内田吐夢 色刷 B5 l枚 TCC劇場ニュ 98P10405 
二つ折り ース

1565 飢餓海峡 内田吐夢 色刷 B5 l枚 98P 1 0406 

1566 気球の8人 デlレパート・マン 色刷 B5 l枚 98PI0407 

1567 帰郷 アレクサンドル・アロフ外l色刷 B5 l枚 98PI0408 
名

1568 帰郷 アレクサンドル・アロフ外l色刷 B5 l枚 98P10409 
名

1569 帰郷 ハル・アシュビー 色刷 B5 l枚 98PI0410 

1570 木靴の樹 エルマンノ・オルミ 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P10411 

1571 木靴の樹 エルマンノ・オルミ 色刷 B5 l枚 青色ベース 98PI0412 

1572 危険な遊び ジョゼフ.}レーベン 色刷 B5 3枚 98P10413 

1573 危険な女たち 野村芳太郎 色刷 B5 3枚 98PI0414 

1574 危険な関係 スティーブン・フリアーズ 色刷 B5 l枚 青色ベース 98PI0415 

1575 危険な関係 スティーブン・フリアーズ 色刷 B5 3枚 茶色ベース 98PI0416 

1576 危険な国から愛をこめて レスリー・マーチンソン 色刷 B5 l枚 98P10417 

1577 危険なささやき アラン・ドロン 色刷 B5 l枚 98PI0418 

1578 危険なささやき アラン・ドロン 色刷 B5 l枚 98PI0419 

1579 危険な情事 エイドリアン・ライン 色刷 19.8x49.6 9枚 98PI0420 
三つ折り

1580 危険な情事 エイドリアン・ライン 色刷 B5 4枚 98P1042 1 

1581 危険な天使 トム・ホーランド 色刷 B5 l枚 98PI0422 

1582 危険な年 ピーター・ウェアー 色刷 B5 l枚 98P10423 

1583 危険な道 オットー・プレミンジャー 色刷 B5 l枚 98PI0424 

1584 危険なめぐり逢い ルキ・クレマン 色刷 B5 l枚 98P10425 
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1585 危険な友情マックス&ジェレ クレール・ドヴェール 色刷 85 l枚 98P10426 
、、、 一

1586 危険な来訪者 セルジオ・ゴッピ 色刷 85 l枚 98P10427 

1587 危険旅行 ミシェル・ウィン 色刷 85 l枚 98P10428 

1588 危険を買う男 フィリップ・ラプロ 色刷 85 l枚 98P10429 

1589 寄宿舎 ジョルジョとアレクサ ジャン・ドラノワ 色刷 85 3枚 98P10430 
ンドル

1590 続 梶間俊一 色刷 85 3枚 98P10431 

1591 傷だらけの勲章 斉藤光正 色刷 85 2枚 98P10432 

1592 傷だらけの青春 デビッド・ドルーリー 色刷 85 l枚 98P10433 

1593 傷だらけの挽歌 ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P10434 

1594 傷ついた男 パトリス・シエロー 色刷 85 2枚 98P10435 

1595 キスへのプレリュード ノーマン・ルネ 色刷 85 l枚 青色ベース 98P10436 

1596 キスへのプレリュード ノーマン・ルネ 色刷 85 3枚 白色ベース 98P 1 0437 

1597 キスミー-グッパイ ロパート・マリガン 色刷 85 l枚 98P 1 0438 

1598 キスより簡単 若松孝二 色刷 A4 13枚 98P10439 

1599 奇跡 カール・テホ・ドライヤー 色刷 85 l枚 98PlO440 

1600 奇跡の海 デュウェイン・ダンハム 色刷 85 l枚 98PlO441 

1601 奇跡の丘 ピエロ・パオロ・パゾリーニ 単色刷 85 l枚 98P 1 0442 
二つ折り

1602 奇跡の詩 ジュゼッベ・スコテーゼ 色刷 85 l枚 98PlO443 

1603 奇跡の旅 デュウェイン・ダンハム 色刷 85 3枚 98P10叫4

1604 奇跡の人 アーサー・ぺン 色刷 85 l枚 縦位置 98PlO445 

1605 奇跡の人 アーサー・ぺン 単色刷 18.2X51.9 l枚 98P10446 
二つ折り

1606 奇跡の人 ポール・アーロン 色刷 85 l枚 横位置 98PlO447 

1607 奇跡の人出eMiracle Worker アーサー・ぺン 色刷 B4 l枚 98P 1 0448 
二つ折り

1608 奇跡の山 さよなら、名犬平冶 水島総 色刷 85 3枚 98PlO449 

1609 季節のはざまで ダニエル・シュミット 色刷 85 l枚 98P10450 

1610 貴族の巣 A.ミハイJレコフ=コンチ 色刷 35.8X 17.5 l枚 98P10451 
ャロアスキー 二つ折り

1611 ギターはもう聞こえない フィリップ・ガレル 色刷 85 l枚 98P10452 

1612 北回帰線 ジョセフ・ストリック 色刷 18.6 x 13.1 l枚 98P10453 

1613 キタキツネ物語 蔵原惟繕 色刷 85 l枚 98P10454 

1614 北国の情王 ロパート・アJレドリッチ 色刷 85 l枚 98P10455 
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1615 北国の帝王 ロパート・アルドリッチ 色刷 B5 l枚 98P10456 

1616 北国の旅愁 ロン・ケリー 色刷 B5 l枚

1617 北の蛍 五社英雄 色刷 B5 3枚 98P10458 

1618 北の岬 熊井啓 色刷 B5 l枚 98P10459 

1619 来た!必殺4 恨みはらします 深作欣二 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P10460 

1620 来た!必殺4 恨みはらします 深作欣二 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P10461 

1621 北村透谷わが冬の歌 山口清一郎 色刷 B5 l枚 98P10462 

1622 気狂いピエロ ジャン=リュック・ゴダール 色刷 B5 3枚 98P10463 

1623 鬼畜 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P10464 

1624 鬼畜 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P10465 

1625 キックボクサー マーク・ディサル外l名 色刷 B5 3枚 98P10466 

1626 キックボクサー2 アルパート・ピュン 色刷 B5 l枚 98P10467 

1627 KIDS キッズ 高橋正治 色刷 B5 l枚 98P10468 

1628 キッスは殺しのサイン ラルフ・トーマス 色刷 A4 l枚 98P10469 

1629 キッチン 森田芳光 色刷 B5 3枚 98P10470 

1630 キッチン・トト ハリー・フック 色刷 B5 l枚 98P10471 

1631 キット チャールズ・チャップリン 色刷 B5 l枚 98P10472 

1632 キッドナップ・ブルース 浅井'慎平 色刷 B5 l枚 98P10473 

1633 きっと忘れない アレック・ケシシアン 色刷 B5 l枚 98P10474 

1634 ギデオン ジョン・フォード 色刷 B5 l枚 98P10475 

1635 軌道からの帰還 アレクサンドル・スーリン 色刷 B5 l枚 98P10476 

1636 機動警察パトレイパー 劇場版 押井守 色刷 B5 l枚 98P10477 

1637 機動警察パトレイパー2the 押井守 色刷 B5 l枚 98P10478 
Movie 

1638 機動戦士ガンダム 富野喜幸 色刷 B5 l枚 98P10479 

1639 機動戦士ガンダム逆襲のシャ 富野由悠季 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P10480 
ア

1640 機動戦士ガンダム逆襲のシヤ 富野由悠季 色刷 B5 l枚 緑色ベース 98P10481 
ア

1641 機動戦士ガンダム0083 今西隆志 色刷 B5 l枚 98P10482 
MOBILE SUIT GUNDAM 
0083ジオンの残光

1642 機動戦士ガンダムH 哀・戦士 富野喜幸 色刷 B5 l枚 98P10483 

1643 機動戦士ガンダム固 めぐりあ 富野喜幸 色刷 B5 l枚 98P10484 
L 、宇宙

1644 機動戦士ガンダムF91 富野由悠季 色刷 B5 3枚 98PI0485 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1645 木と市長と文化会館、または七 エリック・ロメール 色刷 85 3枚 98P10486 
つの偶然

1646 キネマの天使 山田洋次 色刷 85 3枚 図柄イラスト 98P10487 

1647 キネマの天使 山田洋次 色刷 85 3枚 図柄写真 98P10488 

1648 昨日・今日・明日 ビットリオ・デ・シーア 色刷 85 l枚 98P10489 

1649 昨日にさよなら アlレピソ・ラコフ 色刷 17.2X36.4 l枚 98P10490 
二つ折り

1650 きのうの夜は? エドワード・ズウィック 色刷 85 3枚 98P10491 

1651 希望 アンドレ・マルロー 色刷 85 l枚 98P10492 

1652 希望 UMUT ユルマズ・ギュネイ 色刷 85 l枚 98P10493 

1653 希望の樹 テンギス・アブラーゼ 色刷 85 3枚 98P10494 

1654 希望の街 ジョン・セイルズ 色刷 85 l枚 98P10495 

1655 きまぐれオレンジロード もぎ 金子仁 色刷 85 l枚 98P10496 
たてスペシャル

1656 君がし、た夏 スチーブン・カンプマン外l色刷 85 3枚 98P10497 
名

1657 きみが輝くとき 森川時久 色刷 85 2枚 98P 1 0498 

1658 君たちのことは忘れない グレゴリー・チュプライ 色刷 85 l枚

1659 君といた丘 ジョン・ダイガン 色刷 85 l枚 98P10500 

1660 君に愛の月影を フィリップ・ド・ブロウ 色刷 85 1枚 98P10501 

1661 君の瞳に乾杯! グレゴリー・ラトフ 色刷 85 l枚 98P105021 

1662 君はどこにいるの? ニコライ・ドスタル 色刷 85 l枚 98P105031 

1663 君は裸足の神を見たか 金秀吉 色刷 25.7x25.2 l枚 タイトル赤色字 98P105041 
二つ折り

1664 君は裸足の神を見たカミ 金秀吉 色刷 25.8X25.4 l枚 タイトル紫色字 98P10505 
二つ折り

1665 君は僕をスキになる 渡透孝好 色刷 85 2枚 98P10506 

1666 君よ憤怒の河を渉れ 佐藤純繍 色刷 85 l枚 98P10507 

1667 君を忘れない 渡漣孝好 色刷 38.3x54.5 l枚 98P10508 
二つ折り

1668 金日成のパレード アンジェイ・フィディック 色刷 B4 3枚 98P10509 
二つ折り

1669 戯夢人生(ぎむじんせい) 侯孝賢 色刷 85 l枚 98P 105 10 

1670 キムの十字架 小田典吾 色刷 85 l枚 98P10511 

1671 木村家の人びと 滝田洋二郎 色刷 85 2枚 98P10512 

1672 客途秋恨(きゃくとしゅうこん) アン・ホイ 色刷 85 3枚 98P10513 

-454-



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1673 逆噴射家族 石井聴互 単色刷 23，5X31.1 3枚 アートシアター 98P10514 
二つ折り 14 

1674 キャッシュ テッド・ポスト 色刷 B5 l枚 98P10515 

1675 キャッチ22 マイク・ニコルス 色刷 B5 l枚 98PI0516 

1676 キャット・ダンシンク守 リチヤード・ c.サラフイ 色刷 B5 i枚 98P10517 
アン

1677 キャット・チェイサー アベル・フエラーラ 色刷 B5 3枚 98P10518 

1678 キャット・ピープル ポーlレ・シユレイダー 色刷 B5 l枚 98P10519 

1679 ギャッピー 磯村一路 色刷 B5 l枚 98PI0520 

1680 キャディマン バーナード・ローズ 色刷 B5 l枚 98P10521 

1681 キャデラック・マン ロジャー・ドナルドソン 色刷 B5 l枚 98P10522 

1682 キャノピー 日野弘章 色刷 B5 l枚 98PI0523 

1683 キャノンズ ボブ・クラーク 色刷 B5 l枚 98P10524 

1684 キャノン・ボール ハlレ・ニーダム 色刷 B5 l枚 98P10525 

1685 キャノン・ボール ハル・ニーダム 色刷 B5 l枚 98P10526 

1686 キャノン・ボール新しき挑戦 ハル・ニーダム 色刷 B5 3枚 縦位置 98PI0527 
者たち

1687 キャノン・ボール新しき挑戦 ハル・ニーダム 色刷 B5 3枚 横位置 98PI0528 
者たち

1688 キャノン・ボール2 ハル・ニーダム 色刷 B5 l枚 98P10529 

1689 キャノン・ボ-)レ2 ハル・ニーダム 色刷 B5 l枚 98PI0530 

1690 キャノン・ボール2 ハル・ニーダム 色刷 B5 5枚 98P10531 

1691 キャバレー 角川春樹 色刷 B5 3枚 98P10532 

1692 キャバレー ボブ・フォッシー 色刷 B5 l枚 98P10533 

1693 キャプテン 出崎哲 色刷 径21.1円形 l枚 98P10534 

1694 キャプテン・ザ・ヒーロー フィリップ・モラ 色刷 B5 l枚 98P10535 

1695 キャプテンスーパーマーケット サム・ライミ 色刷 B5 l枚 98PI0536 

1696 ギャラガ 窪秀巳 色刷 B5 l枚 98P10537 

1697 キャリー ブライアン・デ・パルマ 色刷 B5 l枚 98P10538 

1698 キャlレ パット・オコナー 色刷 B5 l枚 98P10539 

1699 ギャルソン クロード・ソーテ 色刷 B5 3枚 98PI0540 

1700 キャロlレ 龍村仁 色刷 50，6X 18，2 2枚 98P10541 
二つ折り

1701 ギャングス童党 ラウ・アモン 色刷 B5 l枚 98P10542 

1702 ギャングス童党 ラウ・アモン 色刷 B5 l枚 98PI0543 
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1703 キャンデイ クリスチャン・マルカン 色刷 17.6x35.0 l枚 98P10544 
二つ折り

1704 キャンデイ・マウンテン ロパート・フランク外l名 色刷 85 3枚 98P 1 0545 

1705 キャント・パイ・ミー・ラブ スティーブ・ラシュ 色刷 85 l枚 98P10546 

1706 ギャンブラー ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 98P10547 

1707 Q&A(キュウー-アンド・エ シドニー・ルメット 色刷 85 3枚 98PI0548 

1708 吸血の群れ ジョージ・マツコマン 色刷 85 l枚 98P10549 

1709 キューパの恋人 黒木和雄 白黒印刷 A4 l枚 98PI0550 

1710 900万ドルの脱獄図 ラッセル・ソルパーグ 色刷 85 l枚 98P10551 

1711 キュリ一夫人 マービン・ルロイ 色刷 85 l枚 98P10552 

1712 教育は死なず 板谷紀之 色刷 85 l枚 98P10553 

1713 教育は死なず 板谷紀之 色刷 85 l枚 98P10554 

1714 郷音(きょうおん) 胡嫡摺 色刷 85 3枚 98P10555 

1715 狂気の愛 アンジェイ・ズラウスキ 色刷 85 3枚 98P10556 

1716 郷愁 中島文博 色刷 85 l枚 98P10557 

1717 教習所どッキリ・レッスン ノーマン・コーエン 色刷 85 l枚 98P10558 

1718 侠女十三妹(きょうじよじゅう 村川透外l名 色刷 85 l枚 98P10559 
さんまい)

1719 教祖誕生 天間敏広 色刷 85 3枚 98P10560 

1720 凶弾 村川透 色刷 85 l枚 縦位置 98P10561 

1721 凶弾 村川透 色刷 85 l枚 横位置 98P10562 

1722 恐怖に襲われた街 アンリ・ベルヌイユ 色刷 85 l枚 98P10563 

1723 恐怖の生体実験 G'L.イーストマン 色刷 85 l枚 98P10564 

1724 恐怖の報酬 アンリ=ジョルジュ・クル 単色刷 84 l枚 98P10565 
ウゾォ 二つ折り

1725 恐怖の報酬 ウィリアム・フリードキン 色刷 85 l枚 98P10566 

1726 恐怖のメロデイ クリント・イーストウッド 色刷 85 l枚 98P10567 
二つ折り

1727 恐怖への旅 ノーマン・フォスター 色刷 85 3枚 98P10568 

1728 恐竜時代 パル・ゲスト 色刷 12.8x36.5 l枚 98P10569 
二つ折り

1729 恐竜時代原始人辞典 パル・ゲスト 単色刷 21.6x28.0 l枚 98P10570 
二つ折り

1730 恐竜の島 ケビン・コナー 色刷 85 l枚 98P10571 

1731 恐竜100万年 ケビン・コナー 色刷 85 l枚 98PI0572 
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1732 虚栄のかがり火 ブフイマン・デパルマ 色刷 85 l枚 98P10573 

1733 魚影の群れ 相米慎二 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P10574 

1734 魚影の群れ 相米慎二 色刷 85 i枚 タイトル横書き 98P10575 

1735 キョクシン 南部英夫 色刷 85 !枚 縦位置 98PI0576 

1736 キョクシン 南部英夫 色刷 85 l枚 横位置 98P10577 

1737 極底探検船ポーラーポーラー アレックス・グラスホフ外l色刷 85 l枚 98P10578 
名

1738 極東黒社会 馬場昭格 色刷 85 i枚 98P10579 

1739 巨人と青年 クシシュトフ・ザヌーシ 色刷 85 3枚 98P10580 

1740 巨人の星 長浜忠夫 色刷 85 l枚 98PI0581 

1741 巨象の大陸 サイモン・トレバー 色刷 85 l枚 98PI0582 

1742 巨大生物の島 パート・ 1.ゴードン 色刷 85 l枚 98PI0583 

1743 巨大なる男とジュスティーヌ パート・トーニ 色刷 85 l枚 98PI0584 

1744 巨大なる男とバタフライズ ジョセフ .w.サルノ 色刷 85 l枚 98P10585 

1745 去年の夏 フランク・ペリー 色刷 17.1xI6.9 l枚 タイトル上 98P10586 

1746 去年の夏 フランク・ペリー 色刷 17.1 x 16.9 l枚 タイトル下 98P10587 

1747 去年マリエンパートで アラン・レネ 単色刷 85 l枚 98P10588 
二つ折り

1748 去年マリエンパートで アラン・レネ 白黒印刷 29.5x62.5 l枚 98P10589 
三つ折り

1749 去年マリエンパートで アラン・レネ 白黒印刷 85 3枚 98PI0590 

1750 キヨンシーvs五福星 チェン・チューブアン 色刷 85 l枚 98P10591 

1751 キラー・エリート サム・ペキンパー 色刷 85 l枚 98PI0592 

1752 キラーハンド オリバー・ストーン 色刷 85 l枚 98P10593 

1753 キラー・ピー ブルース・ゲラー 色刷 85 l枚 98P10594 

1754 キラー・マニア 殺人遊戯 フランク・トリュー・ホワ 色刷 85 l枚 98PI0595 
イト

1755 きらい・じゃないよ 内田栄一 色刷 85 l枚 98P10596 

1756 きらい・じゃないよ2 内田栄一 色刷 85 2枚 98PI0597 

1757 きらきらひかる 松岡錠司 色刷 85 l枚 98P10598 

1758 霧 ズルフェ・リヴァネリ 色刷 85 l枚 98PI0599 

1759 霧の中の風景 テオ・アンゲロプロス 色刷 85 3枚 98PI0600 

1760 霧の旗 西河克己 色刷 85 l枚 98PI0601 

1761 霧の波止場 マルセル・カルネ 色刷 85 3枚 98P10602 

1762 霧のマンハッタン 東由多加 色刷 85 l枚 98PI0603 
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1763 鬼龍院花子の生涯 五社英雄 色刷 85 l枚 98P106041 

1764 キリング・ストリート ステファン・コーンウェル 色刷 85 l枚 98PI0605 

1765 キリング・ゾーイ ロジャー・エイヴァリー 色刷 85 3枚 98P10606 

1766 キリング・タイム エドゥワール・ニエルマン 色刷 85 l枚 98P10607 

1767 キリング・バード クロード・ミリケン 色刷 85 l枚 98P106081 

1768 キリング・フィールド ローランド・ジョフェ 色刷 85 3枚 98P10609 

1769 キルソドム 林権津 色刷 85 l枚 98P1061O 

1770 キルソドム 林権浮 色刷 25.7X73.0 l枚 98PI0611 
四つ折り

1771 ギルデイ 罪深き罪 シドニー・ルメット 色刷 85 3枚 98P10612 

1772 ギルパート・グレイプ ラッセ・ハルストレム 色刷 85 3枚 98P10613 

1773 キル・ミー・テンダー ダク・リーマン 色刷 85 l枚 98P10614 

1774 儀礼 大島渚 色刷 85 l枚 98P10615 

1775 疑惑 野村芳太郎 色刷 85 l枚 98P10616 

1776 銀河 ルイス・ブ、ニュエル 色刷 85 3枚 98PI0617 

1777 銀河英雄伝説新たなる戦いの 清水恵蔵 色刷 85 3枚 98PI0618 
序曲

1778 金閣寺 高林陽一 色刷 85 l枚 98P10619 

1779 銀河鉄道999 りん・たろう 色刷 85 l枚 98P10620 

1780 銀河鉄道999 永遠の恋人エメ 作画兼森義則 色刷 85 l枚 98P10621 
ラルダス

1781 銀河鉄道の夜 杉井ギザブロー 色刷 26.0X9.2 l枚 98P10622 

1782 銀河鉄道の夜 杉井ギザブロー 色刷 18.2 x 12.8 l枚 98P10623 

1783 銀河鉄道の夜 杉井ギザブロー 色刷 85 l枚 98P10624 

1784 銀河伝説クルール ピーター-イェーツ 色刷 85 l枚 98P10625 

1785 金環蝕 山本薩夫 色刷 85 l枚 98P10626 

1786 キング・オプ・コメデイ マーチン・スコセッシ 色刷 85 l枚 98P10627 

1787 キング・オブ・ジプシー フランク・ピアスン 色刷 85 l枚 98P10628 

1788 キング・オブ・デストロイヤー マーチン・スコセッシ 色刷 85 l枚 98P10629 

1789 キング・オブ・ニューヨーク アベル・フエラーラ 色刷 85 l枚 98P10630 

1790 キング・オブ・ハーレー ラリー・ファーガソン 色刷 85 l枚 98P10631 

1791 キングコング ジョン・ギラーミン 色刷 85 l枚 98P10632 

1792 キングコング ジョン・ギラーミン 色刷 85 l枚 98P10633 

1793 キングコング2 ジョン・ギラーミン 色刷 85 l枚 タイトル黒字 98P10634 
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1794 キングコング2 ジョン・ギラーミン 色刷 B5 3枚 タイトル白字 98P10635 

1795 キングコング2 ジョン・ギラーミン 色刷 A4 77枚 横位置 98PI0636 

1796 キング・ソロモンの秘宝 J .ソー・トンプソン 色刷 B5 l枚 98PI0637 

1797 キング・ダビデ ブルース・べアスフォード 色刷 B5 l枚 98PI0638 

1798 キングの報酬 シドニー・ルメット 色刷 B5 2枚 タイトル縦位置 98PI0639 

1799 キングの報酬 シドニー・ルメット 色刷 B5 l枚 タイトル横位置 98P10640 

1800 キング・ラット ブライアン・フォーブス 色刷 17.5x35.6 l枚 98PI0641 
二つ折り

1801 銀行 クリスチャン・ド・シャロ 色刷 B5 l枚 98P10642 
ンシュ

1802 禁じられた遊び ルネ・クレマン 色刷 B5 l枚 98P10643 

1803 禁じられた好奇心 ミシャ・ラディヴォジェヴ 色刷 B5 l枚 98P10644 
イツチ

1804 禁じられた情事の森 ジョン・ヒューストン 色刷 44.6x 15.2 l枚 98PI0645 

1805 方油aミ~;g、4・ ジョン・シーマン 色刷 B5 l枚 98P10646 

1806 金田一耕助の冒険 大林宣彦 色刷 B5 l枚 98PI0647 

1807 キンダガ一トン・コップ アイパン・ライトマン 色刷 B5 3枚 98PI0648 

1808 銀玉マサゃん 村石宏貫 色刷 B5 l枚 98P10649 

1809 禁断のつぼみ フェルナンド・トルエパ 色刷 B5 2枚 98P10650 

1810 キンドレッド ジェフリー・オブロウ外l名 色刷 B5 l枚 98PI0651 

1811 銀馬将軍は来なかった 張吉秀 色刷 B5 l枚 98PI0652 

1812 金瓶梅 リー・ハン・シャン 色刷 B5 l枚 98P10653 

1813 きんぽうげ ロパート・エリス・ミラー 色刷 26.0x9.2 l枚 98PI0654 

1814 金曜日の別荘で マウロ・ボロニーニ 色刷 B5 l枚 98P10655 I 

1815 クイーンズ・ロジック 女の言 スティーブ・ラッシュ 色刷 B5 l枚 98P10656 I 
い分・男の言い訳

1816 クイン・メリー 愛と哀しみの チャールズ・ジャロット 色刷 30.0X21.4 l枚 98PI0657 
生涯 二つ折り

1817 Coo(クー) 遠い海から来たク 今沢哲男 色刷 B5 l枚 図柄釣り 98PI0658 
一

1818 Coo(クー) 遠い海から来たク 今沢哲男 色刷 B5 2枚 図柄浜辺 98PI0659 
一

1819 空海 佐藤純禰 色刷 B5 8枚 青色ベース 98PI0660 

1820 空海 佐藤純禰 色刷 B5 11枚 赤色ベース 98PI0661 

1821 空海 佐藤純禰 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98PI0662 

1822 偶然の旅行者 ローレンス・カスダン 色刷 B5 5枚 98P10663 
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1823 ぐうたらパンザイ イブ・ロベール 色刷 85 l枚 98P 1 0664 

1824 グーニーズ スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 7枚 98P10665 

1825 グーピーとパーガーの冒険 サタジェット・ライ 色刷 25.9x 18.3 l枚 98P10666 
二つ折り

1826 クーリング 稲垣浩 色刷 85 l枚 98P10667 

1827 枯嶺街(クーリンチェ)少年殺人 エドワード・ヤン 色刷 85 5枚 98P10668 
事件

1828 グ-)レ ジョン・ミラー 色刷 85 l枚 98P10669 

1829 クール・アズ・アイス デビッド・ケロッグ 色刷 85 5枚 98P10670 

1830 クール・ランニング ジョン・タートルトーブ 色刷 85 7枚 98P10671 

1831 九竜の限 クーロンズ・アイ ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 赤色ベース

1832 九竜の眼クーロンズ・アイ ジャッキー・チェン 色刷 85 4枚 青色ベース

1833 寓話伝令 加藤哲 単色刷 85 l枚 アートシアター 98P10674 
8 

1834 九月の冗談クラブバンド 長崎俊一 色刷 23.6x30.1 l枚 98P10675 
二つ折り

1835 草とり草紙 福田克彦 色刷 85 7枚 98P10676 

1836 草迷宮 寺山修司 色刷 23.6x30cm l枚 98P10677 

1837 9時から5時まで コリン・ヒギンズ 色刷 85 l枚 98P10678 

1838 櫛の火 神代辰巳 色刷 85 l枚

1839 孔雀王 ラン・ナイチョイ 色刷 85 5枚 縦位置 98P10680 

1840 孔雀王 ラン・ナイチョイ 色刷 85 2枚 横位置 98P10681 

1841 孔雀王アシュラ伝説 ラン・ナイチョイ 色刷 85 l枚 98P10682 

1842 クジョー ルイス・ティーク 色刷 85 l枚 98P10683 

1843 鯨とり ぺ・チャンホ 色刷 85 l枚 98P10684 

1844 グスコープドリの伝説 中村隆太郎 色刷 85 2枚 縦位置 98P10685 

1845 グスコープドリの伝説 中村隆太郎 色刷 85 I枚 横位置 98P10686 

1846 くたばれカポネ E.g ・クラッチャー 色刷 85 l枚 98P10687 

1847 下り階段をのぼれ ロパート・マリガン 色刷 85 l枚 98P10688 

1848 朽ちた手押し車 島宏 色刷 85 l枚 98P10689 

1849 くちづけ アラン・ J.パクラ 色刷 85 l枚 98P10690 

1850 唇からナイフ ジョセフ・ロージィ 色刷 85 5枚 98P10691 

1851 口笛はあの青い空に ヴィエラ・シムコヴァ・プ 色刷 85 l枚 98PI0692 
リーヴォヴァ

1852 グッドパイ 加藤哲 色刷 85 l枚 98P10693 
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1853 グッドフエローズ マーチン・スコセッシ 色刷 B5 13枚 裏青字 98P10694 

1854 グッドフエローズ マーチン・スコセッシ 色刷 B5 l枚 裏白抜き字 98P10695 

1855 グッドモーニング・パビロン! パオロ&ヴィットリオ・タ 色刷 B5 4枚 98P10696 
ヴィアーニ兄弟

1856 グッドモーニング、ベトナム パリー・レビンソン 色刷 B5 8枚 98P10697 

1857 グッドラックLOVE 河崎義祐 色刷 B5 l枚 98P10698 

1858 グッパイガール ハーパート・ロス 色刷 B5 l枚 98P10699 

1859 グずツバイトゥモロー F.T・パブロフ 色刷 B4 l枚 98P10700 
二つ折り

1860 ク¥Jノノtイ・ヒーロー マリオ・モッラ 色刷 B5 4枚 98P10701 

1861 グッパイ・ママ 秋本康 色刷 B5 5枚 98P10702 

1862 靴をなくした天使 スティーブン・フリアーズ 色刷 B5 3枚

1863 国東物語 村野錨太郎 色刷 B5 l枚 98P107041 

1864 グノーム スタン・ウィンソン 色刷 B5 6枚 98P10705 

1865 首だけの情事 ランベルト・パーパ 色刷 B5 l枚 98P10706 

1866 熊座の淡き星影 ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 B5 l枚

1867 くまちゃん 小中和哉 色刷 B5 2枚 98P10708 

1868 蜘妹女 ピーター・メダック 色刷 B5 6枚

1869 蜘妹女のキス ヘクトール・パベンコ 色刷 B5 8枚 98P10710 

1870 雲霧仁左衛門 五社英雄 色刷 B5 l枚 98P10711 

1871 蔵 降旗康男 色刷 B5 l枚 98P10712 

1872 クライシス2050 リチヤード・ c.サラフイ 色刷 B5 l枚 左にコピー「こ 98P10713 
アン れは一太陽から

の〈警告〉であ
るj

1873 クライシス2050 リチヤード・ C・サラフイ 色刷 12.9x9cm l枚 98P10714 
アン

1874 クライシズ2050 リチヤード・ C・サラフイ 色刷 B5 l枚 コピー「巨大化 98P10715 
アン する太陽。地球

が爆発するJ

1875 クライシズ2050 リチヤード・ C・サラフイ 色刷 B5 l枚 コピー「女性が 98P10716 
アン 女神になるJ

1876 クライシズ2050 リチヤード.c.サラフィ 色刷 B5 l枚 右にコピー「こ 98P10717I 
アン れは一太陽から

の〈警告〉であ
るJ

1877 グライド・イン・ブルー ジェームズ .w.ガルシオ 色刷 13.1 X36.8 2枚 98P10718 
二つ折り

1878 クライ・ベイビー ジョン・ウォーターズ 色刷 B5 3枚 98P10719 
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1879 クライム・オブ・パッション ケン・ラッセル 色刷 85 l枚 98P10720 

1880 クライング・ゲーム ニール・ジョーダン 色刷 85 6枚 98P10721 

1881 暗くなるまでこの恋を フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 98P10722 

1882 暗くなるまでこの恋を フランソワ・トリュフォー 色刷 16.6X 16.6 l枚 98P10723 

1883 暗くなるまで、待って テレンス・ヤング 単色刷 17.4X 17.6 l枚 98P10724 

1884 暗くなるまで待って テレンス・ヤング 色刷 85 l枚 98P10725 

1885 クラス・オブ1999 マーク.L.レスター 色刷 85 l枚 タイトルl行 98PlO726 

1886 クラス・オブ1999 マーク・ L・レスター 色刷 85 l枚 タイトル2行 98P10727 

1887 クラッシャージョウ 安彦良和 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P10728 

1888 クラッシャージョウ 安彦良和 色刷 85 l枚 青色ベース 98P10729 I 

1889 クラッシュ! チャールズ・バンド 色刷 85 l枚 98P10730 

1890 蔵の中 高林陽一 色刷 85 l枚

1891 暗闇にべlレが鳴る ボブ・クラーク 色刷 12.8x36.5 l枚 98P10732 I 
二つ折り

1892 クラレッタ・ベタッチの伝説 パスクァーレ・スキティエリ 色刷 85 5枚 98P10733 

1893 グラン・プリ ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 l枚

1894 グラン・ブルー グレート・ブ リュック・ベツソン 色刷 85 5枚 98P10735 
ル-完全版

1895 グラン・マスクの男 エリック・デュレ 色刷 85 2枚 98P10736 

1896 クランスマン テレンス・ヤング 色刷 12.8x36.5 l枚 98P10737 I 

1897 グランド・ツアー デビッド・トゥーイ 色刷 A4 l枚 98P10738 

1898 グランド・ツアー デビッド・トヮーイ 色刷 85 l枚 98P10739 

1899 グランドゼロ マイケル・パティンソン外l色刷 85 l枚 98P10740 
名

1900 グリース ランダル・クレイザー 色刷 A4 2枚 青色ベース 98P10741 

1901 グリース ランダル・クレイザー 色刷 A4 2枚 白色ベース 98P10742 

1902 グリース2 パトリシア・パーチ 色刷 85 l枚 98P10743 

1903 クリーチャー ウィリアム・マーロン 色刷 85 l枚 98P10744 

1904 栗色のマッドレー ロジェ・カーヌ 色刷 12.4X51.1 l枚 98P10745 
二つ折り

1905 グリーン・カード ピーター・ウェアー 色刷 85 5枚 98P10746 

1906 グリーンドア ミッチェル・ブラザーズ 色刷 85 l枚 98P10747 

1907 グリーン・ボーネット ノーマン・フォスター 色刷 85 l枚 98P10748 

1908 クリエイター アイパン・パサール 色刷 85 4枚 98P10749 
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1909 クリシーの静かな日々 イエンス・ヨーゲン・トー 色刷 85 l枚 横位置 98P10750 
ルスン

1910 クリシーの静かな日々 クロード・シャブロル 色刷 85 3枚 縦位置 98P10751 

1911 クリスタル殺人事件 カeイ・ノ、ミlレトン 色刷 21.2x15.0 l枚 ロンドン・パリ 98P10752 
ツアーご招待ク
イズ

1912 クリスタル殺人事件 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P10753 

1913 クリスタル殺人事件 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P10754 

1914 クリスチーネ .F ウルリッヒ・エデル 色刷 85 l枚 98P10755 

1915 クリスティーン ジョン・カーペンター 色刷 85 l枚 98P10756 

1916 クリスマス・キャロル ブライアン・へンソン 色刷 85 2枚

1917 クリスマス・キャロル ロナルド・ニーム 色刷 84 l枚 98P10758 
二つ折り

1918 クリスマス・ツリー テレンス・ヤング 色刷 85 l枚 98P10759 

1919 グリズリー ウィリアム・ガードラー 色刷 85 l枚 98P10760 

1920 グリックの園険 西牧秀夫 色刷 85 l枚 98P10761 

1921 グリックの冒険 西牧秀夫 色刷 85 l枚 98PI0762 

1922 クリッター ステファン・へレク 色刷 85 l枚 98P10763 

1923 クリッター2 ミック・ギャリス 色刷 85 5枚 98P10764 

1924 グリニッチビレッジの青春 ポール・マザースキー 色刷 85 l枚 98P10765 

1925 グリフターズ スティーヴン・フリアーズ 色刷 85 2枚 98P10766 

1926 クリフハンガー レニー・ハーリン 色刷 84 16枚 98P10767 

1927 クリフハンガー レニー・ハーリン 色刷 85 3枚 タイトル赤字 98P10768 

1928 クリフハンガー レニー・ハーリン 色刷 85 5枚 タイトル白字 98P10769 

1929 クリミナル・ロウ マーティン・キャンプベル 色刷 85 l枚 98PI0770 

1930 クリムゾン・キモノ サミュエル・フラー 色刷 85 l枚 98PI0771 

1931 クリムゾン・タイト トニー・スコット 色刷 85 l枚 98PI0772 

1932 グリンゴ レック・コワルスキー 色刷 85 l枚 98PI0773 

1933 クリントンを大統領にした女 D.A・ペネベイカー外l名 色刷 85 l枚 98PI0774 

1934 狂い咲きサンタキーロード 右井聴、亙 色刷 85 l枚 98PI0775 

1935 クルージング ウィリアム・フリードキン 白黒印刷 85 l枚 98P10776 

1936 クルージング ウィリアム・フリードキン 色刷 85 l枚 98PI0777 

1937 クJレーソ ボー・ブリッジス 色刷 85 l枚 98PI0778 

1938 狂えるメサイア ケン・ラッセル 色刷 85 l枚 98PI0779 

1939 狂ったー頁・十字路 衣笠貞之助 色刷 85 l枚 98PI0780 
」
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1940 くるみ割り人形 エミール・アルドリーノ 色刷 85 l枚 98PI0781 

1941 グルメ・アカデミー ピエール=アンリ・サルフ 色刷 85 l枚 98PI0782 
アアイ

1942 クレイジー・コップスプラツ ディーン・スチェッター 色刷 85 2枚 98P10783 
ッター殺人事件

1943 クレイジー・ビープル トニー・ビル 色刷 85 l枚 98P10784 I 

1944 クレイジーボーイ ミサイル珍 クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98P10785 
作戦

1945 クレイジーボーイ 香港より愛 イパン・シフレ 色刷 85 l枚 98PI0786 
をこめて

1946 クレイジーボーイ 突撃大作戦 クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98PI0787 

1947 クレイジーホースINPARIS アラン・ベルナルディン 色刷 85 l枚 98PI0788 

1948 クレイジー4人組スーパーマー クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98PI0789 
ケット珍作戦

1949 グレイストーワ 猿人類の王者 ヒュー・ハドソン 色刷 85 l枚 98P10790 

1950 グレイストーワ 猿人類、の王者 ヒュー・ハドソン 色刷 85 l枚 98PI0791 

1951 グ'レイフォックス フィリップ・ボーゾス 色刷 85 l枚 98PI0792 

1952 クレイマー・クレイマー ロパート・べントン 色刷 85 l枚 98PI0793 

1953 クレージーボーイズ 関本郁夫 色刷 85 l枚 98P10794 

1954 クレージーモンキー笑拳 ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 98P10795 

1955 グレート・ウオール 王正方(ピーター・ワン) 色刷 85 l枚 98P10796 

1956 グレートウオール AGreat 王正方(ピーター・ワン) 色刷 85 4枚 98PI0797 
Wall 

1957 グレートスタントマン ハル・ニーダム 色刷 85 l枚 98P10798 

1958 グレート・ドライパー グァルティエロ・ヤコベツ 色刷 85 l枚 98P10799 
アイ

1959 グレートハンティング2 アントニオ・クリマーティ 色刷 85 l枚 98P10800 
外1名

1960 グレートハンティング '84 マリオ・モツラ 色刷 85 l枚 98PI0801 

1961 グレート・ブルー リュック・ベツソン 色刷 85 l枚 98PI0802 

1962 グレート・ボールズ・オブ・フ ジム・マクプライド 色刷 85 l枚 98P10803 
ァイヤー

1963 グレートレース ブレーク・エドワーズ 色刷 35.6x 17.9 l枚 98PI0804 I 
二つ折り

1964 クレールの膝 エリック・ロメール 色刷 35.6X 17.9 l枚 98PI0805 
二つ折り

1965 クレオJ~ トラ ジョセフ.L.マンキーウ 色刷 85 l枚 98PI0806 
イツツ
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1966 クレオパトフ ジョセフ・ L・マンキーウ 色刷 B5 l枚 98P10807 
イツツ

1967 クレオパトラ カジノ征服 チャック・べイル 色刷 B5 l枚 98P10808 

1968 グレゴリーズガール ビル・フオーサイス 色刷 B5 l枚 原題Gregory's 98PI0809 
Girl 

1969 グレゴリーの“彼女" ビル・フオーサイス 色刷 B5 l枚 原題Gregory's 98P10810 
Girl 

1970 紅の豚 宮崎駿 色刷 B5 7枚 98PI0811 

1971 くれないものがたり 池田敏春 色刷 B5 l枚 98P10812 

1972 グレムリン スティーブン・スピルパーク。 色刷 B5 4枚 98P10813 

1973 グレムリン2 ジョー・ダンテ 色刷 B5 6枚 98P10814 

1974 クレムリンレター ジョン・ヒューストン 色刷 B5 l枚 98P10815 

1975 クレヨンしんちゃんアクショ 本郷みつる 色刷 B5 2枚 98P10816 
ン仮面vsハイグレ魔王

1976 クレヨンしんちゃん ブリブリ 本郷みつる 色刷 B5 2枚 98P10817 
王国の秘密

1977 グレン・グールドをめぐる32章 フランソワ・ジラール 色刷 B5 2枚 98P10818 

1978 紅蓮華(ぐれんばな) 渡辺護 色刷 B5 l枚 98P10819 

1979 グレン・ミラー物語 アンソニー・マン 色刷 B5 l枚 タイトル赤字

1980 グレン・ミラー物語 アンソニー・マン 色刷 B5 l枚 タイトル結字 98P10821 

1981 グレン・ミラー物語 アンソニー・マン 色刷 B5 l枚 紫色ベース 98P10822 

1982 九老(クロ)アリラン 朴鐘元 色刷 B5 l枚

1983 黒い雨 今村昌平 色刷 B5 l枚 98P10824 

1984 黒い雨 今村昌平 色刷 B5 l枚 98P10825 I 

1985 黒い神と白い悪魔 グラウベル・ローシャ 色刷 B5 l枚 98P10826 I 

1986 黒い警察 ステファノ・パンツィーナ 色刷 B5 l枚 98P10827 

1987 黒い砂漠 フランチェスコ・ロージ 色刷 B5 l枚 98P10828 

1988 黒いジャガー ゴードン・パークス 色刷 B5 l枚 98P10829 

1989 黒いジャガーアフリカ作戦 ジョン・ギラーミン 色刷 B5 l枚 98P10830 

1990 黒いジャガー シャフト旋風 ゴードン・パークス 色刷 B5 l枚 98P10831 

1991 黒い瞳 ニキータ・ミハルコフ 色刷 B5 7枚 98P10832 

1992 黒い雪の年 謝飛 色刷 B5 2枚 98P10833 

1993 黒い畏完全版 オーソン・ウェルズ 色刷 B5 l枚 98P10834 

1994 クロウ飛期伝説 アレックス・プロヤス 色刷 B5 l枚 98P10835 

1995 黒馬物語 ジェームス・ヒル 色刷 85 l枚 98P10836 
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1996 グローイング-アップ ボアズ・デビッドソン 色刷 85(上は円 l枚 98P10837 
形)

1997 グローイング・アップ ポアズ・デビッドソン 色刷 85 l枚 98P10838 

1998 グローイング・アップラス ボアズ・デビッドソン 色刷 85 l枚 98P10839 
ト・パージン

1999 グローイング・アップ2 ゴー ボアズ・デビッドソン 色刷 85 l枚 98P10840 
イング・ステデイ

2000 グローイング・アップ3 恋の ボアズ・デビッドソン 色刷 85 l枚 98P10841 
チューイングガム

2001 グローイング・アップ4 渚で ボアズ・デビッドソン 色刷 85 l枚 98P10842 
デート

2002 グローイング・アップ5 べイ ダン・ウォJレマン 色刷 85 l枚 98P10843 
ピー・ラブ

2003 グローイング・アップ6 恋の ダン・ウォルマン 色刷 85 l枚 98P10844 
ネイビーブルー

2004 クローズ・マイ・アイズ スティーヴン・ポリアコフ 色刷 85 l枚 98P10845 I 

2005 クローゼット・ランド ラダ・ヴァラドワジ 色刷 85 l枚 98P10846 

2006 グローリー エドワード・ズウィック 色刷 85 9枚 98P10847 

2007 クロがいた夏 白土武 色刷 85 l枚 98P10848 

2008 黒木太郎の愛と冒険 森崎東 色刷 85 l枚 98P10849 

2009 クロコダイル・ダンディー ピーター・フェイマン 色刷 85 4枚 98P10850 

2010 クロコダイル・ダンディー2 ジョン・コーネル 色刷 85 5枚 98P10851 

2011 黒社会 テイラー-ウォン 色刷 85 l枚 98P10852 

2012 クロスオーバー・ドリーム レオン・イチャソ 色刷 85 l枚 98P10853 

2013 クロス・マイ・ハート ジャック・モネ 色刷 85 l枚 98P10854 

2014 クロスロード ウォyレター・ヒJレ 色刷 85 l枚 98P10855 

2015 黒蛸賜 深作欣二 色刷 85 l枚 98P10856 

2016 黒の過程 アンドレ・デルヴォー 色刷 85 3枚 98P10857 

2017 黒蓄額vs黒蓄額 ジェフ・ラウ 色刷 85 2枚 98P10858 

2018 黒豹のバラード マリオ・ヴァン・ビープルズ 色刷 85 5枚 98P10859 

2019 クロムウエlレ ケン・ヒューズ 色刷 85 l枚 98P10860 

2020 グロリア ジョン・カサベテス 色刷 85 7枚 98P10861 

2021 クワイアボーイズ ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P10862 

2022 クワイアボーイズ ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P10863 

2023 桑の葉 イ・ドウヨン 色刷 85 2枚 98P10864 

2024 桑の葉3 イ・ドゥヨン 色刷 85 2枚 98P10865 
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2025 軍艦武蔵 手塚正巳 色刷 B5 l枚 98P10866 

2026 軍旗はためく下に 深作欣二 色刷 B5 l枚 98PI0867 

2027 群盗荒野を裂く ダミアーノ・ダミアーニ 色刷 A4 l枚 98P10868 

2028 軍閥 堀川弘道 単色刷 17.4X32.4 l枚 98P10869 
二つ折り

2029 軍用列車 トム・グライス 色刷 B5 l枚 98Pl0870 

2030 警官ギャング アラム・アパキアン 色刷 B5 l枚 98Pl0871 

2031 KGB追跡聖書の秘密 ダンカン・マクラクラン 色刷 B5 l枚 98P10872 

2032 経験 ジェームズ・ニールソン 色刷 17.5x 17.5 l枚 98P10873 

2033 Ke k 0 ケイコ クロード・ガニオン 色刷 B5 l枚 98Pl0874 

2034 KCジャズ‘の侍たち ブルース・リッカー 色刷 B5 l枚 98PI0875 

2035 刑事エデン追跡者 シドニー・ルメット 色刷 B5 5枚 98PI0876 

2036 刑事キャレラ 10+1の迫撃 フィリップ・ラブロ 色刷 B5 l枚 98Pl0877 

2037 刑事グ、ラハム凍りついた欲望 マイケル・マン 色刷 B5 3枚 98P10878 

2038 刑事ゲーブルマフィアの標的 ボブ・パージ 色刷 B5 l枚 98Pl0879 

2039 刑事ジョーママにお手あげ ロジャー・スポティスウッド 色刷 B5 9枚 98PI0880 

2040 刑事ジョン・ブック 目撃者 ピーター・ウェアー 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98PI0881 
裏面解説文縦書

き

2041 刑事ジョン・ブ、ツク 目撃者 ピーター・ウェアー 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98Pl0882 
裏面解説文横書

き

2042 刑事ジョン・ブック 目撃者 ピーター・ウェアー 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98Pl0883 

2043 刑事ニコ 法の死角 アンドリュー・デイビス 色刷 B5 6枚 98P10884 

2044 警視の告白 ダミアノ・ダミアニ 色刷 B5 l枚 98Pl0885 

2045 刑事ハマー カリブの熱い風 エンツォ .G.カステラッリ 色刷 B5 l枚 98PI0886 

2046 刑事マlレティン・ベック ボー・ヴィデルベルイ 色刷 B5 l枚 98P10887 

2047 継承盃 大森一樹 色刷 B5 l枚 98PI0888 

2048 傾城之恋 アン・ホイ 色刷 B5 l枚 98Pl0889 

2049 ゲイター パート・レイノルズ 色刷 B5 l枚 98Pl0890 

2050 K2 ハロyレドとテイラー フランク・ロッターム 色刷 B5 4枚 裏面青 98P10891 

2051 K2 ハロlレドとテイラー フランク・ロッダム 色刷 B5 2枚 裏面赤 98Pl0892 

2052 K-9(ケーナイン) 友情に輝く ロッド・ダニエル 色刷 B5 l枚 98P10893 
星

2053 ケープタウン ラルフ・不ルソン 色刷 B5 l枚 98P10894 

2054 ケープ・フィアー マーティン・スコセッシ 色刷 B5 7枚 98Pl0895 
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2055 ケーブル・ホークのパラード サム・ペキンパー 色刷 85 4枚 98P10896 

2056 ゲームの規則 ジャン・ルノワ-)レ 色刷 85 l枚 98P10897 

2057 外科室 坂東玉三郎 色刷 85 4枚 98P10898 

2058 汚れなき瞳の中に フランク・ラロッジア 色刷 85 3枚 98P10899 

2059 毛皮のビーナス マッシモ・ダラマーノ 色刷 85 l枚 98Pl0900 

2060 激戦地 ウムベルト・レンツィ 色刷 85 l枚 98Pl0901 

2061 激走!5000キロ チャック・べイル 色刷 85 l枚 98P10902 

2062 激走トラッカー伝説 細野辰興 色刷 85 5枚 98Pl0903 

2063 激動の1750日 中島貞夫 色刷 85 l枚 98Pl0904 

2064 激突 降旗康男 色刷 85 4枚 図柄人物2人 98Pl0905 

2065 激突 降旗康男 色刷 85 l枚 図柄人物2人と 98Pl0906 
映画ポスター

2066 激突将軍家光の乱心 降旗康男 色刷 85 2枚 98P10907 

2067 激突! スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 l枚 98P10908 

2068 激光人 レーザーマン ピーター・ワン 色刷 85 3枚 98P10909 

2069 激安王通天の角 祭主恭嗣 色刷 85 l枚 98Pl0910 

2070 化粧 池広一夫 色刷 85 1枚 98P10911 

2071 化身 東陽一 色刷 85 4枚 98Pl0912 

2072 月光仮面 津田幸弘 色刷 51.4X 18.2 l枚 98P10913 
二つ折り

2073 月光の夏 神山征二郎 色刷 85 6枚 98P10914I 

2074 結婚 長尾啓司外2名 色刷 85 3枚 98Pl0915 

2075 結婚案内ミステリー 永松好訓 色刷 21.0X42.2 3枚 98P10916 

2076 結婚記念日 ポール・マザースキー 色刷 85 l枚 98P10917 

2077 結婚ゲーム アラン・ J・パクラ 色刷 85 l枚 98P10918 

2078 結婚しない男 デビッド・スタインパーグ 色刷 85 l枚 98P10919 

2079 結婚しない女 ポール・マザースキー 色刷 85 l枚 98Pl0920 

2080 結婚しない族 ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 98Pl0921 

2081 結婚宣言 ディーノ・リージ 色刷 85 l枚 98P10922 

2082 結婚の条件 ジョン・ヒューズ 色刷 85 l枚 98P10923 

2083 結晶の構造 クシシェトフ・ザヌーシ 白黒印刷 85 l枚 98P10924 

2084 ゲッタウェイ サム・ペキンパー 色刷 85 2枚 98P10925 

2085 ゲッタウェイ ロジャー・ドナルドソン 色刷 85 2枚 タイトル中央 98Pl0926 

2086 ゲッタウェイ ロジャー・ドナルドソン 色刷 85 8枚 タイトル下 98P10927 
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2087 ゲ、ッタウェイ ロジャー・ドナルドソン 色刷 85 3枚 タイトル左下 98P10928 

2088 ゲッタウェイ 狼たちの逃走 オリヴイエ・ロルサック 色刷 85 l枚 98P10929 

2089 ゲ、ツティング・イーブン ハワード・ドイツチ 色刷 85 3枚 98P10930 

2090 ゲット・パック リチヤード・レスター 色刷 85 9枚 98P10931 

2091 血風ロック 流山児祥 色刷 85 l枚 98P10932 

2092 ケニー クロード・ガニオン 色刷 85 5枚 コピー「ケニ一、 98P10933 
12才」

2093 ケニー クロード・ガニオン 色刷 85 3枚 コピー「人間っ
てすごい!J 

2094 ケマダの戦い ジッロ・ポンテコルボ 色刷 85 l枚 98P10935 

2095 獣たちの熱い眠り 村川透 色刷 85 l枚 98P10936 

2096 ケルベロス地獄の番犬 押井守 色刷 85 4枚 98P10937 

2097 ケン・ラッセルの白蛇伝説(は ケン・ラッセル 色刷 85 2枚 98P10938 
くじゃでんせつ)

2098 玄海つれづれ節 出回目伸 色刷 85 5枚 98P10939 

2099 喧嘩プロフェッショナル ティモシー・ギャルファス 色刷 85 l枚 98P10940 

2100 検事Mr.ハー俺が法律だ コーリィ・コエン 色刷 85 l枚 98P10941 

2101 原始のマン レス・メイフィーYレド 色刷 85 3枚 98P 1 0942 

2102 源氏物語 杉井ギサブロー 色刷 85 2枚 黒色ベース 98PI0943 

2103 源氏物語 杉井ギサブロー 色刷 85 5枚 白色ベース 98P10944 

2104 幻舟(げんしゅう) ジェーン・べンサム、フレ 色刷 85 3枚 98P 1 0945 
ア・ハント、トゥルデイ・
ディヴィーズ

2105 拳銃の鬼 ハロルド・シュスタア 単色刷 13.3x37.0 l枚 98PI0946 

2106 原子力潜水艦浮上せず デビッド・グリーン 色刷 85 l枚

2107 原子力戦争 黒木和雄 色刷 85 l枚 98P10948 

2108 拳精 ロー・ウェイ 色刷 85 l枚 98PI0949 

2109 ゲンセンカン主人 石井輝男 色刷 85 3枚 98PI0950 

2110 幻想のParis 森山周一郎 色刷 85 2枚 98PI0951 

2111 ケンタッキー・フライド・ムー ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P10952 
ビー

2112 建築家の腹 ピーター・グリーナウェイ 色刷 85 3枚 98P10953 

2113 元禄忠臣蔵 溝口健二 色刷 85 l枚 98P10954 

2114 恋 ジョセフ・ロージー 色刷 85 l枚 98P10955 

2115 コイサイマン ジャミー・ユイス 色刷 85 2枚 タイトル下 98P10956 

2116 コイサイマン ジャミー・ユイス 色刷 85 2枚 タイトル中央 98PI0957 
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2117 恋ざんげ アレキサンドル・アストリ 色刷 40.3x 14.3 l枚 98P10958 
ツユク 三つ折り

2118 恋路 ジャン=ルー・ユベール 色刷 B5 13枚 98PI0959 

2119 恋しくて ハワード・ドイツチ 色刷 B5 4枚 タイトル縦書き 98P10960 

2120 恋しくて ハワード・ドイツチ 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98PI0961 

2121 恋する女 ジャック・ドワイヨン 色刷 B5 l枚 98P10962 

2122 恋する人魚たち リチヤード・べンジャミン 色刷 B5 l枚 98PI0963 

2123 恋に落ちたら ジョン・マクノートン 色刷 B5 4枚 98PI0964 

2124 恋におちて ウール・グロスバード 色刷 B5 6枚 タイトル縦書き 98P10965 

2125 恋におちて ウール・グロスバード 色刷 B5 2枚 タイトル横書き 98PI0966 

2126 恋にくちづけ ジョルジュ・ロートネJレ 色刷 B5 l枚 98PI0967 

2127 恋に焦がれて クレイグ・ボロティン 色刷 B5 l枚 98PI0968 

2128 恋の浮島 ノ、ウロ・ローシャ 色刷 B5 l枚 98PI0969 

2129 恋のエチュード フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P10970 

2130 恋のエチュード フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P10971 

2131 恋のサントロペ マックス・ベカス 色刷 B5 l枚 98P10972 

2132 恋のジーンズ大作戦 アンドリュー・パーグマン 色刷 B5 l枚 98P10973 
二つ折り

2133 恋の時給は4ドル44セント ブライアン・ゴードン 色刷 B5 l枚 98P10974 

2134 恋のスクランプル ルイス・ジョン・カリーノ 色刷 B5 5枚 98P10975 

2135 恋のたそがれ 山口貴義 色刷 B5 l枚 98P10976 

2136 恋のためなら マルコム・モープレイ 色刷 B5 l枚 98P10977 

2137 恋のためらい フランキーとジ ゲーリー・マーシャル 色刷 B5 11枚 98PI0978 
ョニ二』ー

2138 恋のトラブルメーカー アレックス・ロウ 色刷 B5 l枚 98P10979 

2139 恋のマノン ジャン・オーレル 色刷 B5 l枚 98P10980 

2140 恋のモンマルトル ラズロ・サボ 色刷 B5 l枚 98PI0981 

2141 恋の病い ジャック・ドレー 色刷 B5 3枚 98P10982 

2142 恋のゆくえ スティーブ・クローヴス 色刷 B5 2枚 98P10983 

2143 恋のレディ&レディ? シドニー・ J・フューリー 色刷 85 l枚 98P10984 

2144 恋のロックバルーン パルフガング・ブルド 色刷 85 l枚 98P10985 

2145 恋はデジャ・ブ ハロlレド・ライミス 色刷 85 4枚 98P10986 

2146 恋は魔術師 カルロス・サウラ 色刷 B5 4枚 98P10987 

2147 恋人たちの曲 ケン・ラッセル 色刷 B5 l枚 98P10988 

」一一 一一
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2148 恋人たちのメロディー クロード・ルルーシュ 色刷 85 l枚 98P10989 

2149 恋人たちの予感 ロブ・ライナー 色刷 85 3枚 98P10990 

2150 恋人泥棒 フランチェスコ・マゼリ 色刷 85 l枚 98P10991 

2151 恋人はパパひと夏の恋 スティーブ・マイナー 色刷 85 3枚 98P10992 

2152 恋人までの距離 リチヤード・リンクレイター 色刷 85 6枚 98P10993 

2153 恋文 神代辰巳 色刷 85 2枚 98P10994 

2154 公園通りの猫たち 中田新一 色刷 85 l枚 98P10995 

2155 好奇，心 ルイ・マル 色刷 85 l枚 98P10996 

2156 高原に列車が走った 佐伯宇治 色刷 85 l枚 図柄人物10人 98P10997 

2157 高原に列車が走った 佐伯宇治 色刷 85 l枚 図柄人物l人 98P10998 

2158 高校教師 パレリオ・ズルリーニ 色刷 85 l枚 98P10999 

2159 高校教師 吉田健 色刷 85 2枚 98P11000 

2160 高校生活 ジョセフ・ルーペン 色刷 85 l枚 98P11001 

2161 広告業界で成功する方法 ブルース・ロビンソン 色刷 85 l枚 98Pl1002 

2162 悦惚 トム・ケイリン 色刷 85 2枚 98P11003 

2163 悦惚の人 豊田四郎 色刷 85 9枚 白色ベース 98P11004 

2164 悦惚の人 豊田四郎 色刷 85 l枚 紫色ベース 98P11005 

2165 香魂女にうこんじよ) 湖に生 謝飛 (シエ・フェイ) 色刷 85 2枚 98P11006 
きる

2166 交際欄の女 ヘルミーネ・フントゥゲホ 色刷 85 l枚 98P11007 
ールド

2167 絞殺 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P11008 

2168 絞死刑 大島渚 色刷 A4 l枚 98P11009 

2169 高卒物語 ボブ・ウェインスティン外l色刷 85 l枚 98P11010 
名

2170 黄大地黄色い大地 陳凱歌 色刷 85 l枚 黄色ベース 98P11011 

2171 黄大地黄色い大地 陳凱歌 色刷 85 l枚 白色ベース 98P11012 

2172 皇帝のいない八月 山本薩夫 色刷 85 l枚 98P11013 

2173 皇帝密使 ツィ・ハーク 色刷 85 3枚 98P11014 

2174 鋼鉄の男 ジョージ・パトラー外l名 色刷 85 l枚 98P11015 

2175 光年のかなた アラン・タネール 色刷 85 l枚 98P11016 

2176 こうのとり、たちずさんで テオ・アンゲロプロス 色刷 85 7枚 98P11017 

2177 豪姫 勅使河原宏 色刷 85 l枚 黒色ベースタ 98P11018 
イトル白字
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2178 豪姫 勅使河原宏 色刷 85 12枚 黒色ベースタ 98Pl1019 
イトル茶色字

2179 豪姫 勅使河原宏 色刷 85 i枚 白色ベース 98Pll020 

2180 幸福号出帆 斉藤耕一 色刷 85 l枚 98Pll021 

2181 幸福の条件 エイドリアン・ライン 色刷 85 7枚 98Pl1022 

2182 幸福の条件 ヘルマン・シュネル 色刷 85 l枚 98Pll023 

2183 幸福の選択 マイケル・リンジー=ホッグ 色刷 85 4枚 98Pl1024 

2184 候補者ビル・マッケイ マイケル・リッチィ 色刷 85 l枚 98Pll025 

2185 紅夢 張芸謀 色刷 85 3枚 98Pl1026 

2186 拷問警察 ミリタリー・コップ ピンセント.G.コックス 色刷 85 l枚 98Pl1027 

2187 KOYA(こうや) 澄賢房覚え書 村野錨太郎 色刷 85 l枚 98Pll028 

2188 荒野の七人 ジョン・スタージェス 色刷 85 l枚 98Pll029 

2189 荒野の七人 ジョン・スタージェス 色刷 85 l枚 98Pl1030 

2190 荒野の七人真昼の決闘 ジョージ・マツコーワン 色刷 85 l枚 98Pl1031 

2191 荒野のストレンジャー クリント・イーストウッド 色刷 85 l枚 98Pl1032 

2192 荒野の大活劇 ドゥチオ・テッサリ 色刷 17.6 x35.1 l枚 98Pl1033 
二つ折り

2193 行楽猿(こうらくざる) イワモト ケンチ 色刷 25.8X36.4 l枚 98Pll034 
二つ折り

2194 声なき群唱 山本謙一郎 色刷 85 2枚 98Pl1035 

2195 声なき叫び アンヌ・ C・ポワリエ 白黒印刷 85 l枚 98Pl1036 

2196 GO!GO!タイガース ショーン.s .カニンハム 色刷 85 1枚 98Pll037 

2197 コーザ・ノストラ フランチェスコ・ロージ 色刷 85 l枚 98Pl1038 

2198 ゴーストインフェルノ ケン・パーネット 色刷 85 l枚 98Pl1039 

2199 ゴースト・ウィーク ダニエル・ヘルファー 色刷 85 l枚 98Pll040 

2200 ゴースト 血のシャワー アル・ピン・ラコフ 色刷 85 l枚 98Pl1041 

2201 ゴースト ニューヨークの幻 ジエリー-サッカー 色刷 85 10枚 98Pll042 

2202 ゴーストハウス ハンフリー・ハンバード 色刷 85 l枚 98Pl1043 

2203 ゴーストパスターズ 色刷 85 4枚 98Pl1044 

2204 ゴーストパスターズ2 色刷 85 8枚 図柄イラストと 98Pl1045 I 
人物

2205 ゴーストパスターズ2 アイパン・ライトマン 色刷 85 6枚 図柄イラスト 98Pl1046 

2206 ゴーストパパ シドニー・ポワチエ 色刷 85 7枚 98Pl1047 

2207 ゴーストハンターズ ジョン・カーベンター 色刷 85 l枚 98Pll048 

2208 ゴースト・ヒーロー 手塚員 色刷 85 l枚 98Pll049 
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2209 ゴースト・レイプ ティム・マクドナルド 色刷 85 l枚 98P11050 

2210 コータローまかりとおる! 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P11051 

2211 コード90 愛欲指令 ジョパンニ・アマデイ 色刷 85 l枚 98P11052 

2212 コードネームはファルコン ジョン・シユレシンザー 色刷 85 4枚 98P11053 

2213 コーマ マイケル・クライトン 色刷 85 l枚 98P11054 

2214 コーマ マイケル・クライトン 色刷 85 l枚 98P11055 

2215 コーラスライン リチヤード・アッテンボロー 色刷 85 5枚 98P11056 

2216 氷の微笑 ポール・パーホーベン 色刷 85 4枚 タイトル赤字 98P11057 

2217 氷の微笑 ポール・パーホーペン 色刷 85 4枚 タイトル白字 98P11058 

2218 ゴールデン・エイティーズ シャンタル・アッカーマン 色刷 85 l枚 98P11059 

2219 ゴールデン・チャイルド マイケル・リッチー 色刷 85 l枚 タイトル白字

2220 ゴールデン・チャイlレド マイケlレ・リッチー 色刷 85 l枚 タイトル茶色字 98P11061 

2221 ゴールデンボーイ 危機また危 ルチアーノ・エlレコリ 色刷 85 l枚 98P11062 
機

2222 ゴールデン・ボールズ ピガス・ルナ 色刷 85 l枚 98P11063 

2223 ゴールデンボンパー トーマス・ J.ライト 色刷 85 l枚 98P11064 

2224 ゴ、-}レド ピーター・ハント 色刷 85 l枚 98P11065 

2225 ゴールドパピヨン ジュスト・ジャカン 色刷 85 l枚 98P11066 

2226 コ-}レドヒート ウーリー・ロメル 色刷 85 l枚 98P11067 

2227 コーンへッズ スティーブン・バロン 色刷 85 3枚 98P11068 

2228 コカコーラ・キッド ドゥシャン・マカヴェイエフ 色刷 85 l枚 98P11069 

2229 五月夢の国 李思外2名 色刷 85 1枚 98P11070 

2230 五月夢の国 李思外2名 色刷 85 l枚 98P11071 

2231 五月夢の国 李思外2名 色刷 85 5枚 98P11072 

2232 五月のミル yレイ・マlレ 色刷 85 l枚 98P11073 

2233 ゴキブリたちの黄昏 吉田博昭 色刷 16.0x23.1 l枚 98P11074 

2234 ゴキブリたちの黄昏 吉田博昭 色刷 85 l枚 98P11075 

2235 コクーン ロン・ハワード 色刷 85 l枚 98P11076 

2236 コクーン2 遥かなる地球 ダニエル・ぺトリ 色刷 85 l枚 98P11077 

2237 国際泥棒組織 ミシェル・ルポ 色刷 85 l枚 98P11078 

2238 国士無双 保坂延彦 色刷 85 l枚 98P11079 

2239 極つぶし 渡辺武 色刷 85 l枚 98P11080 

2240 極道記者 望月六郎 色刷 85 l枚 98P11081 
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12241 極道戦争武闘派 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P11082 

2242 極道渡世の素敵な面々 和泉聖冶 色刷 85 l枚 98P11083 

2243 極道の妻たち 五社英雄 色刷 85 l枚 98P11084 

2244 極道の妻たちH 土橋享 色刷 85 l枚 98P11085 

2245 極道の妻たち 最後の戦い 山下耕作 色刷 85 l枚 98P11086 

2246 極道の妻たち 三代目組 降旗康男 色刷 85 l枚

2247 極道の門 実録・大阪頂上戦争 白井政一 色刷 85 l枚 98P11088 

2248 告白 ウール・グロスバード 色刷 85 l枚 98P11089 

2249 告白 コスタ・ガプラス 単色刷 A3 l枚 98P11090 
二つ折り

2250 告白的女優諭 吉田喜重 色刷 18.4X59.9 l枚 98P11091 
=っ折り

2251 告発の行方 ジョナサン・カプラン 色刷 85 4枚 98P11092 

2252 黒砲事件 黄建新 色刷 85 4枚 98P11093 

2253 子熊物語 ジャン・ジャック・アノー 色刷 85 2枚 タイトル白字 98P11094 

2254 子熊物語 ジャン・ジャック・アノー 色刷 85 2枚 タイトル緑字 98P11095 

2255 子熊物語 ジャン・ジャック・アノー 色刷 84 l枚 98P11096 
二つ折り

2256 子熊物語 ジャン・ジャック・アノー 色刷 85 l枚 98Pll097 

2257 国民の創生 デイヴィッド・ w.グリフ 色刷 85 3枚 98P II 098 
ィス

2258 獄門島 市川昆 色刷 85 l枚 98P11099 

2259 ココ・シャネlレ ジョージ・カツエンダー 色刷 85 l枚 98P11100 

2260 午後の曳航 ルイス・ジョン・カルリーノ 色刷 85 l枚 98Pll101 

2261 午後の遺言状 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P11102 

2262 地上にこ)より永遠に フレッド・ジンネマン 色刷 85 l枚 縦位置 98P11103 

2263 地上にこ)より永遠に フレッド・ジンネマン 色刷 85 l枚 横位置 98P11104 

2264 dし、 新藤兼人 色刷 26.0X29.1 l枚 98P11105 

2265 心の香り(心香) 孫周 色刷 85 2枚 98P11106 

2266 心の旅 マイケル・レサック 色刷 85 13枚 98P11107 

2267 心の地図 ヴィンセント・ウォード 色刷 85 3枚 98P11108 

2268 心の赫 アルベルト・ラットゥアーダ 色刷 85 l枚 98P11109 

2269 心の扉 マイケル・レサック 色刷 85 4枚 98P1111O 

2270 心のままに MR.JONES マイク・フィッギス 色刷 85 l枚 98P11111 

2271 心みだれて マイク・ニコJレズ 色刷 85 6枚 98P11112 
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2272 仔鹿物語 津田幸弘 色刷 85 4枚 98P11113 

2273 5時から7時までのクレオ アニエス・ヴァルダ 色刷 85 6枚 98P11114 

2274 ゴシック ケン・ラッセル 色刷 85 5枚 98P11115 

2275 コシュ・パ・コシュ 恋はロー パフティヤル・フドイナザ 色刷 85 l枚 98P11116 
プウェイに乗って ーロフ

2276 鼓書塞人にしょげし、にん) 田壮壮 色刷 85 l枚 98P11117 

2277 鼓書義人にしょげL、にん) 回壮壮 色刷 85 l枚 98P11118 

2278 ゴジラ 高橋幸治 色刷 85 l枚 98P11119 

2279 ゴジラ・エビラ・モスラ 南海 福田純 色刷 85 l枚 98P11120 
の大決闘

2280 ゴジラvsキングキドラ 大森一樹 色刷 85 5枚 98P11121 

2281 ゴ、ジラvsスペ.ースゴジラ 山下賢章 色刷 85 3枚 図柄中央にスペ 98P11122 
ースゴジラ

2282 ゴジラvsスペースゴジラ 山下賢章 色刷 85 3枚 図柄中央に福岡 98P11123 
タワー

2283 ゴジラmデストロイヤー ゴジ 大河原孝夫 色刷 85 5枚 98P11124 
ラ死す

2284 ゴジラvsビ‘オランテ 大森一樹 色刷 85 l枚

2285 ゴ‘ジラvsメカゴジラ 大河原孝夫 色刷 85 2枚 98P11126 I 

2286 ゴジラvsモスラ 大河原孝夫 色刷 85 5枚 98P11127 

2287 ゴジラ対メカゴジラ 福田純 色刷 84 l枚 98P11128 
二つ折り

2288 個人教授 ミシェyレ・ボワロン 色刷 85 l枚

2289 個人授業 ジョージ・パワーズ 色刷 85 2枚

2290 個人生活 ピエール・グラニエ・ドフ 色刷 85 l枚 98P11131 
エール

2291 ゴス~)レ デイビット・レピック外l名 色刷 85 l枚 98P11132 

2292 午前中の時間割り 羽仁進 白黒印刷 84 l枚 98P11133 
二つ折り

2293 子象物語地上に降りた天使 木下亮 色刷 85 5枚 図柄子象と鉄道
線路

2294 子象物語地上に降りた天使 木下亮 色刷 85 l枚 図柄子象と人間 98P11135 
の子ども

2295 子育てご、っこ 今井正 色刷 85 l枚 98P11136 

2296 ゴダールのマリア ジャン・リュック・ゴダール 色刷 85 3枚 98Pll137 

2297 ゴダールの決別 ジャン・リュック・ゴダール 色刷 85 3枚 98P11138 

2298 ゴタールの探偵 ジャン・リュック・ゴダール 色刷 85 l枚 98P11139 

2299 国会へ行こう 一倉治雄 色刷 85 l枚 98P11140 
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2300 国境のバラード デビッド・ブフツドペリー 色刷 85 l枚 98P11141 

2301 コックと泥棒、その妻と愛人 ピーター・グリーナウェイ 色刷 85 5枚 98P11142 

2302 ゴッド・ギャンブラー ハリー-ウォン 色刷 85 5枚 98P11143 

2303 ゴッドスペル デビッド・グリーン 色刷 85 l枚 98Pl1144 

2304 ゴッドファーザー フランシス・フォード・コ 色刷 85 l枚 98Pl1145 
ッポラ

2305 ゴッドファーザー フランシス・フォード・コ 色刷 85 l枚 98Pl1146 
ッポラ

2306 ゴッドファーザー PARTII フランシス・フォード・コ 色刷 85 l枚 98P11147 
ッポラ

2307 ゴッドファーザー PARTill フランシス・フォード・コ 色刷 85 9枚 茶色ベースタ 98P11148 
ッポラ イトル英字裏

面解説文黒字

2308 ゴッドファーザー PART皿 フランシス・フォード・コ 色刷 85 2枚 茶色ベースタ 98P11149I 
ッポラ イトル英字裏

面解説文白抜字

2309 ゴッドファーザー PARTill フランシス・フォード・コ 色刷 85 6枚 茶色ベースタ 98P11150 
ッポラ イトル片仮名

2310 ゴッドファーザー PARTill フランシス・フォード・コ 色刷 85 5枚 灰色ベース 98P11151 
ッポラ

2311 コットンクラブ フランシス・フォード・コ 色刷 84 15枚 98PII152 
ッポラ 二つ折り

2312 コップ・ターゲ、ット 狼たちの ハンフリー・ハンパート 色刷 85 l枚 98P11153 
牙

2313 ゴッホ ロパート・アルトマン 色刷 85 4枚 98Plll54 

2314 子連れ披 その小さき手に 井上昭 色刷 85 5枚

2315 古都 市川昆 色刷 85 l枚

2316 ことの次第 ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 l枚 98PII157 

2317 子供たちの王様 陳凱歌 色刷 85 l枚

2318 子供たちの城 イプ・ターディン 色刷 85 l枚 98Pll159 

2319 子供たちをよろしく マーティン・ベル 色刷 85 l枚 98PII160 I 

2320 子どものころ戦争があった 斉藤貞郎 色刷 85 l枚 98PII161 

2321 ゴト師株式会社 鶴岡法男 色刷 85 2枚 98PII162 

2322 ゴト師株式会社日 鶴田法男 色刷 85 l枚 98P11163 

2323 コナン・ザ・グレート ジョン・ミリアス 色刷 85 l枚 図柄人物2人 98PI1164 

2324 コナン・ザ・グレート ジョン・ミリアス 色刷 85 i枚 図柄人物多数 98Pll165 

2325 コニャックの男 ジャン・ポール・ラプノー 色刷 85 l枚 98P11166 

2326 五人少女天国行(ごにんしょう 王進 色刷 85 l枚 98PII167 
じよてんごくこう)
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2327 五人の軍隊 ドン・テーラー 色刷 B5 l枚 98P11168 

2328 5人のテーブル ロパート・リーパーマン 色刷 B5 l枚 98P11169 

2329 子猫物語 畑正憲 色刷 B5 6枚 98P11170 

2330 この生命(~、のち)誰のもの ジョン・パダム 色刷 B5 4枚 98P11171 

2331 この愛にすべてを ジョージ・スチーブンス 色刷 B5 l枚 98P11172 

2332 この愛に生きて ジョン.G.アビルドセン 色刷 B5 6枚 98P11173 

2333 この愛の物語 舛田利雄 色刷 B5 3枚 図柄人物が上 98P11174 

2334 この愛の物語 舛田利雄 色刷 B5 l枚 図柄人物が下 98P11175 

2335 この胸のときめきを 和泉聖冶 色刷 B5 l枚 98P11176 

2336 この子を残して 木下恵介 色刷 B5 l枚 98PIII77 

2337 小林多喜二 今井正 色刷 B5 l枚 98P11178 

2338 五番町タ霧楼 山根成之 色刷 B5 l枚 98P11179 

2339 五番町タ霧楼 田坂呉隆 色刷 B5 l枚 98P11180 

2340 五福星 ハン・キン・ポー 色刷 B5 l枚 98P11181 

2341 コブラ ジョージ .p・コスマトス 色刷 B5 4枚 98P11182 

2342 コブラ 出崎統 色刷 B5 l枚 図柄白枠あり 98P11183 

2343 コブラ 出崎統 色刷 B5 l枚 図柄白線あり 98P11184I 

2344 コブラ 出崎統 色刷 21.1 X8.4 l枚 98P11185 

2345 コブラ・ヴェルテ、 ヴェルナー・へJレツオーク 色刷 B5 l枚 98P11186 

2346 小間使の日記 ルイス・ブニュエル 色刷 18.2x26 l枚
二つ折り

2347 コマンドー マーク・ L・レスター 色刷 B5 l枚 98Pll188 

2348 コミック雑誌なんかいらない 滝田洋二郎 色刷 B5 2枚 98Pl1189 

2349 コミッサール アレクサンドル・アスコリ 色刷 B5 l枚 98Pl1190 
ドフ

2350 こむぎいろの天使 後藤俊夫 色刷 21cmX 14.8 l枚 98P11191 

2351 木洩れ日 ジャン=ルイ・ベルトゥチ 色刷 B5 3枚 98Pll192 
ェリ

2352 コヤニスカッティ ゴ、ツドフリー・レジオ 色刷 B5 l枚 98Pl1193 

2353 コヤニスカッティ コ"ッドフリー・レジオ 色刷 B5 l枚 98Pl1194 

2354 今宵かぎりは… ダニエル・シュミット 色刷 B5 l枚 98Pll195 

2355 今宵かぎりは… ダニエル・シュミット 色刷 B5 l枚 98P11196 

2356 コリーナ、コリーナ ジェシー・ネルソン 色刷 B5 l枚 98Pl1197 

2357 ゴリラ ジョン・アーヴイン 色刷 B5 4枚 98Pll198 
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2358 ゴルゴ13 出崎統 色刷 85 l枚 98Pl1l99 

2359 ゴJレゴ13 出崎統 色刷 85 l枚 98Pl1200 

2360 コルチャック先生 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 l枚 裏面中央にコピ 98Pl1201 
-rr子どもの権
利条約』とコル
チャック先生j

2361 コルチャック先生 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 5枚 裏面中央に配役 98P11202 
とスタッフ名

2362 コルベット・サマー マッシュー・ロビンズ 色刷 85 l枚 98P11203 

2363 これがシノギや! 西村昭五郎 色刷 85 2枚 98P11204 

2364 これからの人生 モーシェ・ミズラヒ 色刷 85 l枚 98P11205 

2365 これからの人生 モーシェ・ミズラヒ 色刷 85 l枚 98P11206 

2366 コレット 水瓶座の女 ダニー・ヒューストン 色刷 85 5枚 98P11207 

2367 ころがし涼太激突!モンスタ 黒津直輔 色刷 85 5枚 98Pl1208 
ーパス

2368 殺し ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 2枚 98P11209 

2369 殺したい女 ジエリー・ザッカー 色刷 85 l枚 98Pl1210 

2370 殺したいほどアイ・ラブ・ユー ローレンス・カスダン 色刷 85 3枚 98Pl1211 

2371 殺したいほど愛されて ハワード・ジーフ 色刷 85 l枚 98PIl212I 

2372 殺しのアーテイスト ウォルター・セールス Jr 色刷 85 3枚 98P11213 

2373 殺しのテクニック フランク・シャノン 色刷 85 l枚 98P11214 

2374 殺しのドレス ブライアン・デイ・パーマ 色刷 85 l枚 98P11215 

2375 殺しのナイフ ローディー・へリントン 色刷 85 l枚 98P11216 

2376 殺し屋ハリー華麗なる挑戦 ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 l枚 98P11217 

2377 ごろつき2 井原貞治 色刷 85 l枚 98P11218 

2378 コロンブス ジョン・グレン 色刷 85 7枚 黄色ベース 98PIl219 

2379 コロンブス ジョン・グレン 色刷 85 l枚 白色ベース 98P11220 

2380 怖がる人々 和田誠 色刷 85 6枚 98P11221 

2381 ごんぎつね 前回康成 色刷 85 2枚 青色ベース 98P11222 

2382 ごんぎつね 前田康成 色刷 85 l枚 黄色ベース 98P11223 

2383 コンコyレド ラゲロ・デオダト 色刷 85 l枚 98P11224 

2384 コンタクト・キラー アキ・カウリマスキ 色刷 85 3枚 98P11225 

2385 ゴンドラ 伊藤智生 色刷 84 l枚 98P1l226 
二つ折り

2386 ゴンドラ 伊藤智生 色刷 84 l枚 98P11227 
二つ折り
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2387 ゴンドフ 伊藤智生 色刷 B5 l枚 98P11228 

2388 コンドlレ シドニー・ポラック 色刷 B5 l枚 98P11229 

2389 こんにちはハーネス 後藤俊夫 色刷 B5 l枚 98P11230 

2390 こんにちはハーネス 後藤俊夫 色刷 B5 l枚 98P11231 

2391 コンビニエンス .c.ジャック 当麻寿史 色刷 B5 l枚 98P11232 

2392 コンフイデンス信頼 サボー・イショトヴァーン 色刷 B5 l枚 98P11233 

2393 コンペティション ジョエlレ・オリアンスキー 色刷 B5 l枚 98P11234 

2394 コンボイ サム・ペキンパー 色刷 B5 l枚 98P11235 

2395 コンボイ サム・ペキンパー 色刷 18.2X51.3 2枚 98P11236 
二つ折り

2396 今夜はトーク・ハード アラン・モイル 色刷 B5 l枚 98P11237 

2397 コンラック先生 マーチン・リット 色刷 B5 l枚 98P11238 

2398 婚礼 アンジェイ・ワイダ 色刷 B5 2枚 98P11239 

2399 THEBEATLES シェアスタ 色刷 B5 l枚 98P11240 
ジアムマジカル ミステリー
ツアー

2400 サージャント・ペッパー マイケル・シユlレツ 色刷 B5 l枚 98P11241 

2401 サード 東陽一 色刷 B5 l枚 98P11242 

2402 ザ・アマチュア チャールズ・ジャロット 色刷 B5 l枚 98P11243 

2403 再会の時 ローレンス・カヌダン 色刷 B5 l枚 98P11244 

2404 再会の街 ブライトライツ・ビ ジェームズ・ブリッジス 色刷 B5 10枚 98P11245 
ッグシティ

2405 サイキックハウス亡霊の館 ケビン・ S'テニー 色刷 B5 2枚 98P11246 

2406 サイクロンZ サモ・ハン・キンポー 色刷 B5 12枚 98P11247 

2407 サイコ アルフレッド・ヒッチコック 色刷 9cmx 12.8 l枚 98P11248 

2408 サイコ2 リチヤード・フランクリン 色刷 B5 l枚 98P11249 

2409 サイコ3 怨霊の噴き アンソニー・パーキンス 色刷 B5 8枚 98P11250 

2410 最後のカラテ 梶原一騎 色刷 B5 l枚 98P11251 

2411 最後の貴族 謝晋 色刷 B5 4枚 98P11252 

2412 最後の猿の惑星 J .リー・トンプソン 色刷 B5 1枚 コピー「第l作よ 98P11253 
り実に6ヶ年J

24日 最後の猿の惑星 J .リー・トンプソン 色刷 B5 2枚 コピー「堂々公 98P11254 
開迫るJ

2414 最後の戦い リュック・ベッソン 色刷 B5 l枚 原題LeOemier 98P11255 
Combat表タイ
トル赤字
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2415 最後の戦い リュック・ベッソン 色刷 85 l枚 原題LeDemier 98P11256 
Combat表仏文

2416 最後の脱出 コーネyレ・ワイ lレド 色刷 85 l枚 98P11257 I 

2417 最後の特攻隊 佐藤純弥 色刷 15.0X42.0 l枚 98P11258 
二つ折り

2418 最後の博徒 山下耕作 色刷 85 l枚 98P11259 

2419 最後の晩餐 マルコ・フェレーリ 色刷 85 l枚 98P11260 

2420 最後の誘惑 マーチン・スコセッシ 色刷 85 10枚 98P1l261 I 

2421 サイコ催眠エクスタシー 佐々木忠 色刷 85 l枚 98P11262 

2422 最前線物語 サミュエル・フラー 色刷 85 l枚 98P11263 

2423 サイドウオークストーリー チャールズ・レイン 色刷 85 l枚 98P11264 

2424 サイボーグ アルパート・ピュン 色刷 85 l枚 98P11265 

2425 サイボーグ・キラー アルパート・ピュン 色刷 85 2枚 98P11266 

2426 サイボーグ009 製作東映(掬 色刷 85 l枚 98P11267 

2427 サイボーグコップ サム・フアーステンパーグ 色刷 85 l枚 98P11268 

2428 サイボーグコップ2 サム・フアーステンパーグ 色刷 85 l枚 98P11269 

2429 西遊記 内回健太郎 色刷 85 l枚 98P11270 

2430 サイレントパートナー ダリル・テ、ユーク 色刷 85 l枚 98P1l271 

2431 サイレント・ボイス愛を虹に マイク・ニューウェル 色刷 85 l枚 98P11272 
のせて

2432 サイレントムービー メル・プルックス 色刷 85 l枚 98P11273 

2433 サイレントランニング ダグラス・トランプル 色刷 85 l枚 98P11274 

2434 サインズ・オブ・ライフ ジョン・デビッド・コーlレズ 色刷 85 l枚 98P11275 

2435 ザ-ウーマン 高林陽一 色刷 85 2枚 98P11276 

2436 サウス・キャロライナ愛と追 パーブラ・ストライサンド 色刷 85 10枚 98P11277 
憶の彼方

2437 サウス・セントラル スティーヴ・アンダーソン 単色刷 85 7枚 98P11278 

2438 サウス・ダコタの戦い アーピン・カーシュナー 色刷 85 l枚 98P11279 

2439 サワンダー マーチン・リット 色刷 85 l枚 98P11280 

2440 サウンド・オブ・ミュージック ロパート・ワイズ 色刷 85 l枚 98P11281 

2441 サウンド・オブ・ミュージック ロパート・ワイズ 色刷 85 l枚 98P11282 

2442 サウンド・オブ・ミュージック ロパート・ワイズ 色刷 85 l枚 98P11283 

2443 サウンド・オブ・ミュージック ロパート・ワイズ 色刷 85 l枚 98P11284 

2444 ザ・エージェンシー ジョージ・カゼンダー 色刷 85 l枚 98P11285 

2445 SAEKO(さえこ) 相津睦彦 色刷 85 l枚 98P11286 
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2446 ザ・オーディション 新城卓 色刷 85 l枚 98PI1287 

2447 ザ・オーデイション 新城卓 色刷 85 l枚 98PI1288 

2448 ザ・カー エリオット・シルバースタ 色刷 85 l枚 98PI1289 
イン

2449 ザ・ガーデン デレク・ジャーマン 色刷 22.9x22.5 9枚 98PI1290 
二つ折り

2450 座頭市 勝新太郎 色刷 85 2枚 98PI1291 

2451 魚からダイオキシン!! 宇崎竜童 色刷 85 15枚 98PI1292 

2452 魚のスープ フィオレツラ・インファシ 色刷 85 6枚 98PI1293 
エツリ

2453 茶館(さかん) 謝添 色刷 85 4枚 98PI1294 

2454 ザ・カンニング 1 Q=O クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98PI1295 

2455 ザ・カンニングアルバイト情 クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98PI1296 
報

2456 サギ師とウソっき患者 モーリス・フィリップス 色刷 85 l枚 98PI1297 

2457 砂丘 ミケランジエロ・アントニ 色刷 85 l枚 98PI1298 
オーニ

2458 さくら 神山征二郎 色刷 85 4枚 98PI1299 

2459 桜さくら 諸相持 色刷 85 l枚 98PI1300 

2460 さくら隊散る 新藤兼人 色刷 85 l枚 98PI1301 

2461 さくら隊散る 新藤兼人 色刷 85 l枚 98PI1302 

2462 ザ-クラッカー マイケル・マン 色刷 85 l枚

2463 桜の木の下で 鷹森立ー 色刷 85 l枚 98PI1304 

2464 機の園 中原俊 色刷 85 5枚 98PI1305 

2465 桜の森の満開の下 篠田正浩 色刷 85 l枚 98PI1306 I 

2466 サクリフアイス アンドレイ・タルコアスキー 色刷 85 5枚 98PI1307 

2467 ザ・ゲート ティホー・タカックス 色刷 85 l枚 98PI1308 

2468 叫ぴとささやき イングマール・べイルマン 色刷 85 8枚 98P11309 

2469 ザ・コップ ジェームズ・ B・ハリス 色刷 85 l枚 98P1131O 

2470 ザ・コミットメンツ アラン・パーカー 色刷 85 l枚 表カラー写真 98P11311 

2471 ザ・コミットメンツ アラン・パーカー 色刷 85 10枚 表セピア写真 98PI1312 

2472 細雪 市川昆 色刷 85 l枚 98PI1313 

2473 ザザンボ 渡辺文樹 色刷 85 l枚 98Pll314 

2474 ザジ 利重剛 色刷 85 4枚 白色ベース 98Pll315 

2475 ザジ 利重剛 色刷 85 l枚 黒色ベース 98Pll316 

」一
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2476 ザ・シークレツト・サービス ウォルフガング・ベーター 色刷 85 7枚 タイトル赤字 98P11317 
ゼン

2477 ザ・シークレット・サービス ウォルフガング・ベーター 色刷 85 7枚 タイトル白字 98P11318 
ゼン

2478 ザ・ショック マリオ・パヴア 色刷 85 l枚 98P11319 

2479 ザ・ショックス 世界の目撃者 うちだけんたろう 色刷 85 5枚 98P11320 

2480 ザ・シンガー ジョン・カーペンター 色刷 85 l枚 98P11321 

2481 ザ・シンガー ジョン・カーペンター 色刷 85 l枚 98P11322 

2482 ザ・スウォード 炎の決闘 エイドリアン・カー 色刷 85 l枚 98P11323 

2483 ザ・スタッド クェンティン・マスターズ 色刷 85 l枚 98P11324 

2484 ザ・スタンド ジョン・マクティアナン 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P11325 

2485 ザ・スタンド ジョン・マクティアナン 色刷 85 11枚 図柄写真 98P11326 

2486 サスベリア ダリオ・アルジェント 色刷 85 l枚 98P11327 

2487 サスペリア2 ダリオ・アルジェント 色刷 85 l枚 98P11328 

2488 さすらい ヴィム・ヴエンダーズ 色刷 85 l枚 98P11329 

2489 さすらいのカウボーイ ピーター・フォンダ 色刷 85 l枚 98P11330 

2490 さすらいの航海 スチュアート・ローゼンパ 色刷 85 l枚 98P11331 
ーグ

2491 さすらいの青春 ジャン・ガブリエル・アル 色刷 A4 l枚 98P11332 
ビコツコ

2492 さすらいの大空 ジョン・フランケンハイマー 色刷 A4 l枚 98P11333 

2493 さすらいの二人 ミケランジエロ・アントニ 色刷 85 l枚 98P11334 
オーニ

2494 さすらいの旅路 デルパート・マン 色刷 85 l枚 98P11335 

2495 ザ・セブン・アップス フィリップ・ダントニ 色刷 85 l枚 98P1l336 

2496 ザ・ソルジャー ジェイムス・クリッケンハ 色刷 85 l枚 98P11337 
ウス

2497 ザ・ダーク ジョン・パッド・カルドス 色刷 85 l枚 98P11338 

2498 サタデー・ナイト・フィーパー ジョン・パダム 色刷 A4 l枚 98P11339 

2499 ザ・チェイス アダム・リフキン 色刷 85 l枚 98P11340 

2500 ザ・チャイルド ナlレシソ・イパネス・セル 色刷 85 l枚 98P11341 
ラドール

2501 ザ・中学教師 平山秀幸 色刷 85 2枚 98P11342 

2502 殺意の香り ロパート・べントン 色刷 85 5枚 98P11343 

2503 殺意、のサン・マルコ駅 セルジョ・ルビーニ 色刷 85 I枚 98P11344 

2504 殺意の瞬間 サンティアゴ・サン・ミュ 色刷 85 l枚 98P11345 
グエル
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2505 殺意の夏 ジャン・ベッケル 色刷 85 l枚 98P11346 

2506 サッカー小僧 ボー・ウィデルベイル 色刷 85 l枚 98P11347 

2507 作家マゾッホ愛の日々 フランコ・ブロジ・タピア 色刷 85 l枚 98P11348 
一一

2508 殺人! アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 3枚 98P11349 

2509 殺人課 デビット・マメット 色刷 85 8枚 98P11350 

2510 殺人がいっぱL、 中村幻児 色刷 85 l枚 98P11351 

2511 殺人核弾頭キングコブラ ティボー・タカクス 色刷 85 l枚 98P11352 

2512 殺人切符はハート色 杉山卓 色刷 85 l枚 98P11353 

2513 殺人魚フライングキラー ジェイムズ・キャメロン 色刷 85 l枚 98P11354 

2514 殺人者にラブ・ソングを ロパート・オルプ 色刷 85 l枚 98P11355 

2515 殺人捜査 エリオ・ぺトリ 色刷 85 l枚 98P11356 

2516 殺人に関する短いフィルム クシシュトフ・キェシロフ 色刷 85 l枚 98P11357 
スキ

2517 殺人プレイパック ヴァージニア・ライブリィ 色刷 85 l枚 98P11358 
-ストーン

2518 雑草 アンリ・テ、ユバルク 色刷 85 l枚 98P11359 

2519 ザッツ・エンターテイメント ジャック・へンリー・ジュ 色刷 85 l枚 98P11360 
ニア

2520 ザッツ・エンターテイメント ジャック・へンリー・ジュ 色刷 85 l枚 98P11361 
ニア

2521 ザッツ・エンタテイメント2 ジーン・ケリー 色刷 85 l枚 98P11362 

2522 ザッツ・エンタテイメント パド・フリージェン外l名 色刷 85 4枚 98P11363 
PART3 

2523 ザッツ・ダンシング ジャック・へイリー Jr. 色刷 85 10枚 98P11364 

2524 ザッツ・ポルノ アデル・ロビンズ 色刷 85 l枚 98P11365 

2525 札幌オリンピック 篠田正浩 色刷 17.5X35.3 l枚 98P11366 
二つ折り

2526 殺裁の戦場 トラノン・スリチュア 色刷 85 4枚 98P11367 

2527 ザ・デイ・アフター ニコラス・メイヤー 色刷 85 l枚 98P11368 

2528 ザ・ディープ ピーター・イェーツ 色刷 85 l枚 98P11369 

2529 ザ・デクライン ベネロープ・スフィーリス 色刷 85 l枚 98P11370 

2530 ザ・デツド 「ダブリン市民Jよ ジョン・ヒューストン 色刷 85 6枚 98P11371 
り

2531 ザ・デプス ショーン・ s.カニンガム 色刷 85 l枚 98P11372 

2532 サテリコン フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 98P11373 

2533 サテリコン フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 98P11374 
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2534 サテリコン追悼フェリーニ フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 98P11375 

2535 里見八犬伝 深作欣二 色刷 85 2枚 98Pl1376 

2536 ザ・ドライパー ウォJレター・ヒlレ 色刷 85 l枚 98P11377 

2537 ザ・ドリーム・マスター レニー・ハーリン 色刷 85 l枚 98Pl1378 

2538 ザ・トレイン ジェフ・クイニー 色刷 85 l枚 98P11379 

2539 ザ-ドロツパース ジャック・スマイト 色刷 85 l枚 98P11380 

2540 真田幸村の謀略 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P11381 

2541 ザナドウ ロパート・グリーンウォルド 色刷 85 l枚 98Pl1382 

2542 ザ・ネスト テレンス・ H・ウインクレス 色刷 85 l枚 98Pl1383 

2543 サパイパルファミリー スチュワート・ラフィル 色刷 85 l枚 98Pl1384 

2544 サパイピング・ゲーム アーネスト・デイツカーソン 色刷 85 l枚 98Pl1385 

2545 砂漠のサイオン ムスタファ・アッカド 色刷 85 l枚 98P11386 

2546 砂漠の戦士 リチヤード・スミス 色刷 85 l枚 98Pl1387 

2547 砂漠は生きている ジェイムズ・アJレガー 色刷 85 l枚 98P11388 

2548 サパス マルコ・ベロッキオ 色刷 85 l枚 98P11389 

2549 サハラ アンドリュー・ V・マクラ 色刷 85 l枚 98Pl1390 
グレン

2550 サハラ アンドリュー .v・マクラ 色刷 85 l枚 98P11391 
グレン

2551 サハラクロス トニーノ・パレリー 色刷 84 l枚 98Pl1392 

2552 ザ・ビートJレズ・グレイテス ロジャー・グロット 色刷 85 l枚 98Pl1393 
ト・ストーリー

2553 ザ・ビッグマン ミケーレ・ルーポ 色刷 85 l枚 98Pl1394 

2554 ザ・ファーム法律事務所 シドニー・ポラック 色刷 85 8枚 青色ベース 98P1l395 

2555 ザ・ファーム法律事務所 シドニー・ポラック 色刷 85 l枚 黒色ベース 98Pl1396 

2556 ザ・ファミリー リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98Pl1397 

2557 サファリ殺人事件 アラン・パーキンショー 色刷 85 l枚 98Pl1398 

2558 サブウェイ リュック・ベツソン 色刷 85 2枚 98P11399 

2559 サブウェイパニック ジョセフ・サージェント 色刷 85 l枚 98P11400 

2560 ザ・フォック ジョン・カーペンター 色刷 85 l枚 98Pll401 

2561 ザ・ブ、ツチャー グイド・ズーリ 色刷 85 l枚 98PI1402 

2562 ザ・フライ デビッド・クローネンパーグ 色刷 85 l枚 98PI1403 

2563 ザ・フライ2 クリス・ウェイラス 色刷 85 l枚 98PI1404 

2564 ザ・ブランク・ジェネレーショ エイモス・ポー外l名 色刷 85 l枚 98PI1405 
ン
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2565 ザ・ブル ド デビッド・クローネンパーグ 色刷 B5 l枚 98P11406 

2566 ザ・プレイヤー ロパート・アルトマン 色刷 B5 l枚 図柄オスカー 98P11407 
(トロフィー)

2567 ザ・プレイヤー ロパート・アルトマン 色刷 B5 4枚 図柄人物と自動 98P11408 
車

2568 サページ・バイオレンス ロパート・パーグマン 色刷 B5 l枚 98P11409 

2569 ザ・ポップマン ポーチー・リャン 色刷 B5 l枚 98P11410 

2570 サボテンの花 ジーン・サックス 色刷 B5 l枚 98P11411 

2571 サボテン・ブラザーズ ジョン・ランディス 色刷 B5 l枚 98P11412 

2572 サマーシュプール ウィリー・ボグナー 色刷 B5 i枚 98P11413 

2573 サマーシュプール ウィリー・ボグナー 色刷 B5 l枚 98P11414 

2574 サマーストーリー ピアス・ハガード 色刷 B5 2枚 タイトル横書き 98P11415 

2575 サマーストーリー ピアス・ハガード 色刷 B5 3枚 タイトル縦書き 98P11416 

2576 サマー・ソルジャー 勅使河原宏 色刷 B5 2枚 98P11417 

2577 サマータイムキラー アントニオ・イサシ 色刷 B5 l枚 98P11418 

2578 サマー・ナイト ワデイ・アレン 色刷 B5 l枚 98P11419 

2579 サマー・ナイト ウデイ・アレン 色刷 B5 l枚 98P11420 

2580 さまよえるオランダ人 ヴィクトル・クズネツオフ 色刷 B5 4枚 98P11421 

2581 サミー&ロージィ それぞれの スティーブン・フリアーズ 色刷 B5 2枚 98P11422 
不倫

2582 サム・サフィ ヴィルジニ・テヴネ 色刷 B5 5枚 98P11423 

2583 サムシングワイルド ジョナサン・デミ 色刷 B5 l枚 98P1l424 

2584 ザ・メタル・イヤーズ ペネロープ・スフィーリス 色刷 B5 l枚 98P11425 

2585 ザ・メッセージ ムスタファー・アッカド 色刷 B5 l枚 98P11426 

2586 ザ・モンキーズ恋の合言葉H ペネロープ・スフィーリス 色刷 B5 l枚 98P11427 
EAD! 

2587 ザ・モンスター ゲイリー.A.シャーマン 色刷 B5 l枚 98P11428 

2588 ザ・ヤクザ シドニー・ポラック 色刷 B5 l枚

2589 沙耶のいる透視図 和泉聖冶 色刷 B5 l枚 98P11430 

2590 狭山事件 小池征人 色刷 B5 l枚 98P11431 

2591 さよならエマニエル夫人 フランソワ・ルテリエ 色刷 B5 l枚 98P11432 

2592 さよなら銀河鉄道999 松本零士 色刷 B5 l枚 98P11433 

2593 さよならゲーム ロン・シェルトン 色刷 B5 2枚 98P11434 

2594 さよなら子供たち ルイ・マル 色刷 B5 5枚 98P11435 

2595 さよならコロンパス ラリー・ピアース 色刷 A4 l枚 98P11436 
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2596 さよなら、こんにちは 福田陽一郎 色刷 85 2枚 98P11437 

12597 さよならジュピター 橋本幸治 色刷 85 l枚 98P11438 

2598 さよならジョージア ロナルド.F.マックスウ 色刷 85 l枚 98P11439 
エYレ

2599 さよなら夏のリセ ロジェ・ヴァディム 色刷 85 l枚 98P11440 

2600 「さよならJの女たち 大森一樹 色刷 85 l枚 98P11441 

2601 さよならの微笑 ジャン・シヤlレlレ・タッシ 色刷 9.2x51目6 l枚 98P11442 
エフ 二つ折り

2602 さよならの微笑 ジャン・シャルル・タッシ 色刷 25.6x36.4 l枚 98P11443 
エフ 二つ折り

2603 さよならは言わないで モシェ・ミズラヒ 色刷 85 4枚 98P11444 

2604 さよならは半分だけ 大沢豊 色刷 85 l枚 98PI1445 

2605 さよなら魔法使い ジェニー・ボーウィン 色刷 85 l枚 98P11446 

2606 さよならミス・ワイコフ マーピン・チョムスキー 色刷 85 l枚 98P11447 

2607 さよならモンベール ジエラール・ロージェ 色刷 85 6枚 98P11448 

2608 さよならロッキー仲間たち 大林宣彦 色刷 85 l枚 98PI1449 

2609 さよならを言わないで レナート・カステラーニ 色刷 85 l枚 98PI1450 

2610 サラーム・ボンベイ! ミーラー・ナーイル 色刷 85 3枚 98P11451 

2611 さらばアフリカ G.ヤコベッティ 色刷 85 l枚 98P11452 

2612 さらば愛しき大陸 柳町光男 色刷 85 l枚 98P11453 

2613 さらば愛しき女よ デイック・リチャーズ 色刷 85 l枚 98P11454 

2614 さらば愛しき人よ 原田真人 色刷 85 5枚 海老茶色ベース 98PI1455 

2615 さらば愛しき人よ 原田真人 色刷 85 3枚 黒色ベース
9988PP1 11144556 7| 

2616 さらば愛しのやくざ 和泉聖冶 色刷 85 l枚

2617 さらば宇宙戦艦ヤマト 松本零士 色刷 85 l枚 98P11458 

2618 さらば美しき人 ジュゼッベ・パトロニ・グ 色刷 85 l枚 98PI1459 
リッフィ

2619 さらば映画の友よ インディア 原田真人 色刷 85 l枚 98PIl460 
ンサマー

2620 さらば外人部隊 セ1レジオ・グリエコ 色刷 85 l枚 98PI凡
2621 さらばキューノt リチヤード・レスター 色刷 85 l枚 98PI1462 

2622 さらば荒野 ドン・メドフォード 色刷 85 l枚 98PI1463 

2623 さらば白き氷壁 ロタール・ブランドラー 色刷 85 l枚 98PIl464 

2624 さらば青春 スチュワート・ハグマン 色刷 85 l枚 98Pll465 

2625 さらば青春の日 スチュワート・ハグマン 色刷 85 l枚 98PI1466 

」

-486-



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

2626 さらば青春の光 フフンク・ロダム 色刷 85 l枚 98PI1467 

2627 さらば友よ ジャン・エルマン 色刷 51.6x 12.4 l枚 98PI1468 

2628 さらば友よ ジャン・エルマン 色刷 85 l枚 98PI1469 

2629 さらば夏の日 ミッシェlレ・ボワロン 色刷 A4 2枚 98PI1470 

2630 さらば箱舟 寺山修司 色刷 85 l枚 98PI1471 

2631 さらば箱舟 寺山修司 色刷 23.5X31.1 5枚 98P11472 
二つ折り

2632 さらば冬のかもめ ハル・アシュビー 色刷 85 l枚 98PI1473 

2633 さらばブルース・リ一 死亡遊 ロパート・クローズ 色刷 85 l枚 98PI1474 
戯(ブルース・リ一通信No.l)

2634 さらばブルース・リ一 死亡遊 ロパート・クローズ 色刷 85 l枚 98PI1475 
戯(ブルース・リ一通信恥2)

2635 さらばルデス ジョン・スタージェス 色刷 85 l枚 98PI1476 

2636 さらば、わが愛覇王別姫 陳凱歌 色刷 85 l枚 裏面解説文黒字 98P11477 

2637 さらば、わが愛覇王別姫 陳凱歌 色刷 85 4枚 裏面解説文赤字 98PI1478 

2638 さらばわが友実録大物死刑囚 中島貞夫 色刷 85 l枚 98PI1479 
たち

2639 サラフィナ! ダレル・ジェームス・ルート 色刷 85 l枚 98PI1480 

2640 サラフィナの声 ナイジェル・ノーブル 色刷 85 5枚 98PI1481 

2641 サラ・ムーンのミシシッピー・ サラ・ムーン 色刷 85 8枚 98PI1482 
ワン

2642 サランドラ ウェス・クレーブン 色刷 85 l枚 98PI1483 

2643 ザ・力道山 高橋伴明 色刷 85 l枚 98PI1484 

2644 ザ・リスク 甘く危険な賭け カート・ボス 色刷 85 l枚 98PI1485 

2645 サルート・オブ・ザ・ジャガー デヴィッド・ピープルズ 色刷 85 6枚 98PI1486 

2646 ザlレツブルグ コネクション リー・カッツイン 色刷 85 l枚 98PI1487 

2647 サルトル アレクサンドル・アストリ 色刷 85 l枚 98PI1488 
ュク外l名

2648 サルトル アレクサンドル・アストリ 白黒印刷 85 l枚 98PI1489 
ュク外l名

2649 猿の惑星征服 J .リー・トンプソン 色刷 85 l枚 98PI1490 

2650 サルバトJレ遁かなる日々 オリバー・ストーン 色刷 85 2枚 98Pll491 

2651 サロメ ケン・ラッセル 色刷 85 6枚 98PI1492 I 

2652 サロメの季節 クリストファー・フランク 色刷 85 l枚 98PI1493 I 

2653 サロン・キティ ティント・プラス 色刷 85 l枚 98PI1494 

2654 サワースィート 甘酸 マイク・ニューウェル 色刷 85 2枚 98PI1495 
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2655 サンゲリア ルチオ・フルチ 色刷 85 l枚 98P11496 

2656 讃歌 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P11497 

2657 三月のライオン 矢崎仁司 色刷 85 2枚 枠なし 98P11498 

2658 三月のライオン 矢崎仁司 色刷 17.9X 11.9 4枚 98P11499 

2659 三月のライオン 矢崎仁司 色刷 85 3枚 枠あり 98P11500 

2660 残酷人喰い大陸 アキラ・イデ 色刷 85 l枚 98P11501 

2661 三国志大いなる飛期 楊吉友 色刷 85 4枚 98P11502 

2662 三国志第l部英雄たちの夜明 勝間間具冶 色刷 85 l枚 98Pl1503 I 
It 

2663 三国志長江燃ゆ! 勝間田具冶 色刷 85 4枚 98Pl1504 

2664 三国志外伝 黄祖模 色刷 85 l枚 98Pl1505 

2665 残酷物語 ミッシェ1レ・ロッド 色刷 85 l枚 98Pl1506 

2666 斬殺せよ 切なきもの、それは 須藤久 色刷 85 l枚 98Pl1507 
愛

2667 サンシャイン ジョセフ・サージェント 色刷 85 l枚 98Pl1508 

2668 三銃士 スティーブン・へレク 色刷 85 3枚 98Pl1509 

2669 三銃士 リチヤード・レスター 色刷 85 2枚 98Pl151O 

2670 三銃士 リチヤード・レスター 色刷 A4 l枚 98Pl1511 

2671 34丁目の奇跡 レス・メイフィールド 色刷 85 4枚 98Pl1512 

2672 サン・スーシの女 ジャック・ルーフィオ 色刷 85 l枚 98P11513 

2673 サン・ソレイユ クリス・マルケル 色刷 85 l枚 98Pl1514 

2674 サンタ守一アーム 龍兄虎弟(り ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 98Pl1515 
ゅうけいこてし、)

2675 サンダーアーム龍兄虎弟(り ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 98Pl1516 
ゅうけL、こてし、)

2676 サンダーボルト マイケル・チミノ 色刷 85 l枚 98Pl1517 

2677 サンタ・サングレ アレハンドロ・ホドロフス 色刷 85 l枚 98Pl1518 
キー

2678 サンタ・ピットリアの秘密 スタンリー・クレイマー 色刷 17.4X 17.6 l枚 98Pl1519 

2679 3-4X(さんたいよんえっくす) 北野武 色刷 85 6枚 98Pl1520 
10月

2680 サンダウン アンソニー・ヒコックス 色刷 85 l枚 98P11521 

2681 サンタクロース ヤノット・シュワルツ 色刷 9.1 X25.7 l枚 98Pl1522 

2682 サンタクロース ヤノット・シュワルツ 色刷 85 5枚 コピー「サンタ 98P11523 
クロースって本
当にいるの?J

-488-



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

2683 サンタクロス ヤノット・シュワルツ 色刷 B5 4枚 コピー「愛と冒 98P11524 
険を運んでサン
タがやってくるJ

2684 サンタマリア特命隊 ラノレフ・ネルソン 色刷 B5 l枚 98P11525 

2685 サンタモニカ・ダンディ ジョン・フランケンハイマー 色刷 B5 l枚 98P11526 

2686 サンタリア魔界怨霊 ジョン・シユレシンジャー 色刷 B5 2枚 98P11527 

2687 ザンダリーという女 サム・ヒルスパリー 色刷 B5 i枚 98P11528 

2688 サンチャゴに雨が降る エルピオ・ソトー 色刷 B5 l枚 98P11529 

2689 サンチャゴに雨が降る ジョン・シユレシンジャー 色刷 B5 l枚 98P11530 

2690 3丁目のタマモモちゃんを捜し 難波日登志 色刷 B5 4枚 98P11531 
て!!

2691 サンデー・ラパーズ エドアール・モリナロ 色刷 B5 l枚 98P11532 

2692 サンドイツチの年 ピエール・ブートロン 色刷 B5 4枚 98P11533 

2693 サンドロット 僕らがいた夏 デビッド・ミッキー・エパ 色刷 B5 3枚 98P11534 
ンス

2694 =人姉妹 マルガレーテ・フォン・ト 色刷 B5 8枚 98P11535 
ロッタ

2695 三人でスプリッツァ スルジャン・カラノヴィッチ 色刷 B5 l枚 98P11536 

2696 三人の女 ロパート・アルトマン 色刷 B5 15枚 98P11537 

2697 3人のゴースト リチヤード・ドナー 色刷 B5 5枚 98P11538 

2698 3人の婚約者 ウィル・マッケンジー 色刷 B5 5枚 98P11539 

2699 3人の逃亡者 フランシス・ベパー 単色刷 B5 l枚 98P11540 

2700 サンパーン リチヤード・サラフィアン 色刷 B5 l枚 98P11541 

2701 サンフランシスコ物語 リチヤード・ドナー 色刷 B5 2枚 98P11542 

2702 サンペリーナ ドン・ブルース外l名 色刷 B5 l枚 98P11543 

2703 三本足のアロー 新藤兼人 色刷 B5 l枚 98P11544 

2704 三文オペラ ピーター・ブ‘ルック 色刷 B5 l枚 98P11545 

2705 三文オペラ メナへム・ゴーラン 色刷 B5 l枚 98P11546 

2706 三文オペラ リオ1941 ルイ・ゲーラ 色刷 B5 l枚 98P11547 

2707 SUNLESS DAYS(サンレス シュウ・ケイ 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P11548 
ディズ)

2708 SUNLESS DAYS(サンレス シュウ・ケイ 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P11549 
ディズ)

2709 サン・ロレンツォの夜 パオロ&ヴィットリオ・ダ 色刷 B5 l枚 98P11550 
ヴィアーニ

2710 幸福(しあわせ) アニュス・パルダ 色刷 B5 l枚 98P11551 
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2711 幸福(しあわせ)の黄色Lリ、ンカ 山田洋次 色刷 B5 l枚 98P11552 
チ

2712 幸福(しあわせ)の旅路 ジェレミー・ポール・ケイ 色刷 B5 l枚 98P11553 
ガン

2713 幸せの向こう側 ダミアン・ハリス 色刷 B5 l枚 98P11554 

2714 幸せはパリで ステュアート・ローゼンパ 色刷 B5 l枚 98Pl1555 
ーグ

2715 幸せを世界の友へ 斉藤耕一 色刷 B5 l枚 98P11556 

2716 幸せをもとめて ロパート・マリガン 色刷 9.5X26.0 l枚 98P11557 

2717 C臥/KGB 大統領の密使 ジャン・シユlレツ 色刷 B5 l枚 98Pl1558 

2718 シーウルフ アンドリュー.v.マクラ 色刷 B5 l枚 98Pl1559 
グレン

2719 cfガール 橋本以蔵 色刷 B5 l枚 98Pl1560 

2720 シー・オブ・ラブ ハロルド・ベッカー 色刷 B5 l枚 紫色ベース 98Pl1561 

2721 シー・オブ・ラブ ハロルド・ベッカー 色刷 B5 l枚 青色ベース 98Pl1562 

2722 C階段 ジャン=シャルJレ・タケラ 色刷 B5 4枚 98P11563 

2723 飼育の部屋 ピエール・アラン・ジョリパ 色刷 B5 l枚 98Pl1564 

2724 ジーグフェルド・フォーリーズ ヴィンセント・ミネリ 色刷 B5 l枚 98Pl1565 

2725 シークレット フィリップ・サヴィール 色刷 B5 l枚 98Pl1566 

2726 シークレットウェデイング待 アレハンドロ・アグレスティ 色刷 B5 l枚 98Pl1567 
ちすぎた恋人たち

2727 シークレット・ラブ ゴットフリート・ユンカー 色刷 B5 l枚 98Pl1568 

2728 シークレットレンズ リチヤード・ブルックス 色刷 B5 l枚 98Pl1569 

2729 ジーザス 医者ルカによる福音 ジョン・へイマン 色刷 B5 l枚 98Pl1570 
書

2730 ジーザス・クライスト・スーパ ノーマン・ジェイソン 色刷 B4 l枚 98P11571 
ースター 二つ折り

2731 ジーザス・クライスト・スーパ ノーマン・ジェイソン 色刷 B5 l枚 98Pl1572 
ースター

2732 C・c.ライダー シーモア・ロビー 色刷 B5 l枚 98Pl1573 

2733 シーズ・カーッタ・ハブ・イット スパイク・リー 色刷 B5 l枚 98P11574 

2734 シーズ・レイン 白羽弥仁 色刷 B5 l枚 98Pl1575 

2735 シーズンオフ 中原俊 色刷 B5 3枚 98P11576 

2736 シー・デビル スーザン・シーデルマン 色刷 B5 l枚 98P11577 

2737 シー・ハンター 海の殺りく者 ブルーノ・パイラーテイ 色刷 B5 l枚 図柄カラー写真

2738 シー・ハンター 海の殺りく者 ブルーノ・パイラーティ 色刷 B5 l枚 図柄単色写真 98P1l579 I 

2739 シーラ号の謎 ハーパート・ロス 色刷 B5 l枚 98P11580 
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2740 シールズ栄光の戦士たち シモン・ドータン 色刷 85 2枚 98P11581 

2741 JFK オリヴァー・ストーン 色刷 85 4枚 黒色ベース 98P11582 

2742 JFK オリヴァー・ストーン 色刷 25.8X72.6 l枚 98P11583 

2743 JFK オリヴァー・ストーン 色刷 85 4枚 白色ベース 98P11584 

2744 シェイクダウン ジェイムズ・グリックンハ 色刷 85 l枚 98P11585 
ウス

2745 ジエイコブス・ラダー エイドリアン・ライン 色刷 85 4枚 98P11586 

2746 シェイマス パズ・キューリック 色刷 85 l枚 98P11587 

2747 Jリーグを1001'音楽しく見る方 磯村一路 色刷 85 4枚 98P11588 
法!!

2748 ジェームズ家の李蘭 猪崎宣昭 色刷 85 l枚 98P11589 

2749 シェーン ジョージ・スティーブンス 色刷 85 l枚 図柄青空 98P11590 

2750 シェーン ジョージ・スティーブンス 色刷 85 l枚 図柄夕焼け空 98P11591 

2751 ジェーン・エア デルパート・マン 色刷 85 l枚 98P11592 

2752 シエスタ メリー・ランパート 色刷 85 l枚 98P11593 

2753 ジェットソンズ イワオ・タカモト 色刷 85 2枚 98P11594 

2754 ジェットローラーコースター ジェームズ・ゴールドスト 色刷 85 l枚 タイトル茶字 98P11595 
一ン

2755 ジェットローラーコースター ジェームズ・ゴールドスト 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P11596 
ーン

2756 ジェニファー・ウェルズ アーロ・シッフィン 色刷 85 l枚 98P11597 

2757 ジェニファーの恋愛同盟 リンダ・フィファーマン 色刷 85 l枚 98P11598 

2758 ジェフ ジャン・エルマン 色刷 A4 l枚 98P11599 
二つ折り

2759 料理長殿(シェフ)、ご用心 テッド・コッチェフ 色刷 85 l枚 茶色ベース 98P11600 

2760 料理長殿(シェフ)、ご用心 テッド・コッチェフ 色刷 85 l枚 白色ベース 98P11601 

2761 ジェラシー エットーレ・スコーラ 色刷 85 l枚 98P11602 
二つ折り

2762 ジェラシー キャスリーン・フォンマー 色刷 85 l枚 98P11603 
アイ

2763 シェフシー ニコラス・ローグ 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P11604 

2764 ジェラシー ニコラス・ローグ 色刷 85 l枚 タイトル黒字 98P11605 

2765 シェルタリング・スカイ ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 2枚 黒色ベース 98P11606 

2766 シェルタリング・スカイ ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 4枚 白色ベース 98P11607 

2767 シェルブールの雨傘 ジャック・ドミー 色刷 17.7x34.4 l枚 98P11608 
三つ折り

2768 シェルブールの雨傘 ジャック・ドミー 単色刷 85 l枚 横位置 98P11609 
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2769 シェルブールの雨傘 ジャック・ドミー 色刷 85 l枚 縦位置 98P1161O 

2770 ジェルミナル クロード・ベリ 色刷 85 2枚 黒色ベース 98P11611 

2771 ジェJレミナル クロード・ベリ 色刷 85 4枚 白色ベース 98P11612 

2772 ジェレミー アーサー・バロン 色刷 85 l枚 98P11613 

2773 ジェロニモ ウォルター・ヒル 色刷 85 4枚 98P11614 

2774 ジ・エンド ジャン・ポール・フェルプス 色刷 85 l枚 98P11615 

2775 潮風のいたずら ゲイリー・マーシャル 色刷 85 4枚 98P11616 

2776 潮風のささやき ラルス・マグヌス・リンド 色刷 85 l枚 98P11617 
グレン

2777 潮騒 フィリップ・ラブロ 色刷 85 l枚 98P11618 

2778 潮騒 西河克己 色刷 85 l枚 98P11619 

2779 死海からの脱出 アンソニー・リッチモンド 色刷 85 l枚 98P11620 

2780 死海殺人事件 マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 タイトル上 98P11621 

2781 死海殺人事件 マイケル・ウィナー 色刷 85 4枚 タイトル下 98P11622 

2782 仕掛人梅安 降旗康男 色刷 85 l枚 98P11623 

2783 シカゴ・コネクション夢みて ピーター・ハイアムズ 色刷 85 4枚 98P11624 
走れ

2784 四月怪談 小中和哉 色刷 85 2枚 98P11625 

2785 四月の魚 大林宣彦 色刷 85 4枚 98P11626 

2786 私家版今井正 河野秋和 単色刷 85 l枚 98P11627 

2787 しがらきから吹いてくる風 西山正啓 色刷 85 l枚 98P11628 

2788 しがらきから吹いてくる風 西山正啓 色刷 85 l枚 98P11629 

2789 しがらきから吹いてくる風 西山正啓 色刷 85 i枚 98P11630 

2790 士宮と未亡人禁じられた官能 デヤナ・ショラカ 色刷 85 l枚 98P11631 

2791 四季 アラン・アルダ 色刷 85 l枚 98P11632 

2792 四季・奈津子 東陽一 色刷 85 l枚 98P11633 

2793 ZIGGY(ジギー) それゆけ! 森一浩 色刷 85 l枚 98P11634 
R&R BAND 

2794 式部物語 熊井啓 色刷 85 2枚 青色ベース 98Pl1635 
SEIYUちらし

2795 式部物語 熊井啓 色刷 85 l枚 青色ベースプ 98Pl1636 
ラザ2ちらし

2796 式部物語 熊井啓 色刷 85 l枚 白色ベース 98Pl1637 

2797 ジグゾー殺人事件 ジャグ・マンドーラ 色刷 85 l枚 98P1l638 

2798 私刑替察 ホセ・ピネイロ 色刷 85 l枚 98Pl1639 
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2799 死刑執行人もまた死す フリッツ・フング 白黒印刷 B5 l枚 98P11640 

2800 死刑台のメロデイ サッコとパ ジュリアーノ・モンタルド 色刷 B5 4枚 98P11641 
ンゼッティ事件

2801 茂みの中の欲望 クライブ・ドンナー 色刷 B5 l枚 表面下に上映館 98P11642 
名(シネ・ヴイ
ヴァン六本木)、
上映日あり

2802 茂みの中の欲望 クラリブ・ドンナー 色刷 B5 3枚 98P11643 

2803 事件 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P11644 

2804 試験結婚 ペドロ・マソ 色刷 B5 l枚 98P11645 

2805 地獄 神代辰巳 色刷 B5 l枚 98P11646 

2806 地獄に墜ちた勇者ども ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 15.1x42.2 l枚 98P11647 
二つ折り

2807 地獄に墜ちた勇者ども ルキノ・ヴィスコンティ 単色刷 B5 1枚 98P11648 

2808 地獄の女スーパーコップ チャールズ・ T.カンガニス 色刷 B5 l枚 98P11649 

2809 地獄の女アンドロイド アーネスト・ファリーノ 色刷 B5 l枚 98P11650 

2810 地獄の貴婦人 フランシス・ジロ 色刷 B5 l枚 98P11651 

2811 地獄の警備員 黒沢清 色刷 B5 l枚 98P11652 

2812 地獄の七人 テッド・コチェフ 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P11653 

2813 地獄の七人 テッド・コチェフ 色刷 B5 l枚 タイトル黄字 98P11654 

2814 地獄の謝肉祭 アンソニー .M・ドーソン 色刷 18.3x51.8 l枚 98P11655 
二つ折り

2815 地獄のデビル・トラック スティーブン・キング 色刷 B5 l枚 98P11656 

2816 地獄の標的 ダブル・リベンジ アーマンド・マストロヤンニ 色刷 B5 l枚 98P11657 

2817 地獄の轟 山田達雄 色刷 B5 l枚 98P11658 

2818 地獄のモーテル ケビン・コナー 色刷 B5 l枚 98P11659 

2819 地獄の黙示録 フランシス・フォード・コ 色刷 11.0 X42.5 l枚 98P11660 
ッポラ 二つ折り

2820 地獄の黙示録 フランシス・フォード・コ 色刷 B5 l枚 98P11661 
ッポラ

2821 地獄の黙示録 フランシス・フォード・コ 色刷 B4 l枚 98P11662 
ッポラ 二つ折り

2822 地獄の黙示録Apocalypse フランシス・フォード・コ 白黒印刷 27.7X35.7 l枚 98P11663I 
Now ッポラ 二つ折り

2823 地獄変 豊田四郎 単色刷 B5 l枚 98P 11 664 I 

2824 シコふんじゃった。 周防正行 色刷 B5 4枚 98P11665 

2825 ジ・ゴ・ロ 廃木隆一 色刷 B5 l枚 98P11666 

2826 シザーハンズ ティム・パートン 色刷 B5 4枚 98P11667 
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2827 持参金のない娘 エリダル・リャザーノフ 色刷 B5 l枚 98P11668 

2828 獅子王たちの最后 高橋伴明 色刷 B5 4枚 98P11669 

2829 獅子王たちの夏 高橋伴明 色刷 B5 l枚 98P11670 

2830 獅子座 エリック・ロメール 色刷 B5 l枚 98P11671 

2831 四十七人の刺客 市川昆 色刷 B5 l枚 98P11672 

2832 思春の森 ピエル・ジュゼッペ・ムル 色刷 B5 l枚 98P11673 
ジア

2833 史上最大の作戦 ケン・アナキン外2名 色刷 B5 l枚 98P1l674 

2834 史上最大のスーパー・チャンピ ロパート・シアラー 色刷 B5 l枚 98P11675 
オン

2835 侍女の物語 フォlレカー・シュレンドルフ 色刷 B5 l枚 98P11676 

2836 シシリアの恋人 ダミアノ・ダミアーニ 色刷 B5 l枚 98P11677 

2837 シシリアン アンリ・ベルヌイユ 色刷 B4 l枚 98P11678 

2838 シシリアン マイケル・チミノ 色刷 B5 2枚 98P11679 

2839 シシリアンマフィア アJレベルト・デ・マルチーノ 色刷 B5 4枚 98P11680 

2840 地震列島 大森健次郎 色刷 B5 l枚 98P11681 

2841 ジスイズエルビス アンドリュー・ソルト外l名 色刷 B5 l枚

2842 静かなるドン セルゲイ・ゲラーシモフ 色刷 B5 4枚 タイトル赤字 98P11683 

2843 静かなるドン セルゲイ・ゲラシーモフ 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P11684 

2844 私生活のない女 アンジェイ・ズラウスキー 色刷 B5 l枚 98P11685 

2845 ジゼル 色刷 B5 l枚

2846 死線を越えて 賀川豊彦物語 山田典吾 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P11687 

2847 死線を越えて 賀川豊彦物語 山田典吾 色刷 B5 l枚 タイトル青字

2848 仕立て屋の恋 パトリス・ルコント 色刷 B5 4枚

2849 7月4日に生まれて オリバー・ストーン 色刷 B5 4枚

2850 七小福 アレックス・ロー 色刷 B5 4枚 98P11691 

2851 七人のおたく 山田大樹 色刷 B5 2枚 98P11692 

2852 七人の侍 黒津明 色刷 B5 l枚 1970年再映 98P11693 

2853 七人の侍 黒海明 色刷 B5 4枚 1991年再映 98P11694 

2854 七人の特命隊 エンツォ・ G.カステラリ 色刷 B5 l枚 98P11695 

2855 十戒 セシル.B.デミル 色刷 B5 l枚 新宿京王ちらし 98P11696 

2856 十戒 セシル .B・デミル 色刷 B5 l枚 ピカデリー2ち 98Pl1697 
らし

2857 十戒 セシル.B .デミル 色刷 B4 4枚 98P11698 
二つ折り

-494-



平成10年度収集寄贈賀料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 '1 品質・形状 用紙サイズ 員数 。首 考 備品番号

2858 失綜妄想は究極の凶器 ジョージ・スルイザー 色刷 85 l枚 98P11699 

2859 十手舞 五社英雄 色刷 85 4枚 98P11700 

2860 嫉妬 ロベルト・ファン・アケレン 色刷 85 l枚 98P117011 

2861 実録 ブルース・リーの死 ロー・マ 色刷 85 l枚 98P11702 

2862 シティ・オブ・ジョイ ローランド・ジョフイ 色刷 85 3枚 98P11703 

2863 シティ・オン・ファイア アノレビン・ラコフ 色刷 85 l枚 98P11704 

2864 シティ・スリッカーズ ロン・アンダーウッド 色刷 85 4枚 黄色ベース 98P11705 

2865 シティ・スリッカーズ ロン・アンダーウッド 色刷 85 3枚 青色ベース 98P11706 

2866 シティ・スリッカーズ2 ポーlレ・ウェイランド 色刷 85 4枚 98P11707 

2867 シティハンター こだま兼嗣 色刷 85 2枚 横位置 98P11708 

2868 シティハンター パリー・ウォン 色刷 85 4枚 98P11709 

2869 シティハンター劇場版愛と宿 こだま兼嗣 色刷 85 2枚 縦位置 98P1171O 
命のマグナム

2870 シティヒート リチヤード・べンジャミン 色刷 85 l枚 98P11711 

2871 シテール島への船出 テオ・アンゲロプロス 色刷 85 4枚 98P11712 

2872 自転車吐息 圏子温 色刷 85 l枚 タイトル黄字 98P11713 

2873 自転車吐息 園子温 色刷 85 l枚 タイトル黒字 98PII714 

2874 シド・アンド・ナンシー アレックス・コックス 色刷 85 4枚 98P11715 

2875 シナドシティブルース 出馬康成 色刷 85 l枚 98P11716 

2876 シナのルーレツト ライナー・ヴェルナー・フ 色刷 85 4枚 98P11717 
アスピンダー

2877 死神の骨をしゃぶれ エンゾ.G.カステラッリ 色刷 85 l枚 98P11718 

2878 死にゆく者への祈り マイク・ホッジス 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P11719 

2879 死にゆく者への祈り マイク・ホッジス 色刷 85 2枚 タイトル白抜き 98P11720 
字

2880 シノーラ ジョン・スタージェス 色刷 85 l枚 98PII721 

2881 死の教室 アンジェイ・ワイダ 白黒印刷 85 l枚 98P11722 

2882 死の接吻 ジェームズ・ディアデン 色刷 85 4枚 98PII723 

2883 死の追跡 パリー・シアー 色刷 85 l枚

2884 死の練 小栗康平 色刷 85 4枚 98P11725I 

2885 東雲楼女の乱 関本郁夫 色刷 85 l枚 98P11726 

2886 死の標的 ドワイト・ H.リトル 色刷 85 l枚 98P11727 

2887 しのび逢い ケビン・ビリングトン 色刷 85 l枚 98P11728 

2888 忍ぶ糸 出目昌伸 色刷 85 2枚 98PII729 
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2889 忍ぶ川 熊井啓 色刷 17.4X 35.1 l枚 98P11730 
二つ折り

2890 しのぶの明日(あした) 上野英隆 色刷 85 i枚 98P11731 

2891 シパジ イム・グオンテク 色刷 85 4枚 98P11732 

2892 ジパング 林海象 色刷 85 l枚 98P11733 

2893 シビルの部屋 ネリー・カプラン 色刷 85 l枚 98P11734 

2894 ジプシー風たちの叫ぴ ボブ・ホスキンス 色刷 85 l枚 98P11735 

2895 ジプシーのとき ゴラン・ル・クストリッツァ 色刷 85 l枚 98P11736 

2896 ジプシーは空にきえる エミーリ・ロチャマー 色刷 85 l枚 98P11737 

2897 ジプシーは空にきえる エミーリ・ロチャマー 単色刷 85 l枚 98P1l738 

2898 シベールの日曜日 セルジュ・ブールギニョン 色刷 85 l枚 98P11739 

2899 死への逃避行 クロード・ミレール 色刷 85 2枚 98P11740 

2900 死tの塔 ウン・シー・ユアン 色刷 85 l枚 98P11741 

2901 姉妹 ロベルト・マレノッティ 色刷 85 l枚 98P11742 
二つ折り

2902 島国根性 渡辺文樹 色刷 85 3枚 98P11743 

2903 四万十川 恩地日出夫 色刷 85 4枚 98P11744 

2904 ジミー ウィリアム・リチャート 色刷 85 4枚 98P11745 

2905 市民ケーン オーソン・ウェルズ 単色刷 85 l枚 98P11746 
二つ折り

2906 市民ケーン オーソン・ウェルズ 色刷 85 l枚 98P11747 

2907 下落合焼とりムービー 山本晋也 色刷 85 l枚 98P11748 

2908 シャーキーズマシーン パート・レイノルズ 色刷 85 l枚 98P11749 

2909 シャーク! ブルーノ・パイラーティ 色刷 85 l枚 98P11750 

2910 シャーク・トレジャー コーネlレ・ワイルド 色刷 85 l枚 98P11751I 

2911 ジャーニー・オブ・ホープ クサヴァー・コラー 色刷 85 4枚 98P11752 

2912 シャーロック・ホームズの素敵 ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 98P11753 
な挑戦

2913 シャーロック・ホームズの冒険 ビリー・ワイルダー 色刷 85 l枚 98P11754 

2914 シャーロットのおくりもの チャールズ・ニコルス外l名 色刷 85 l枚 98P11755 

2915 ジャイアンツ ジョージ・スチーブンス 色刷 12.8X36目6 l枚 98P11756 
二つ折り

2916 ジャイアンツ ジョージ・スチーブンス 色刷 85 l枚 98P11757 

2917 ジャイアント・スパイダ一大襲 ビル・レパン 色刷 85 l枚 98P11758 
来
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2918 ジャイアント・ベビー フンダル・クレイザー 色刷 B5 4枚 98P11759 

2919 シャイなあんちくしよう 和泉聖冶 色刷 B5 l枚 98P1l760 

2920 シャイニング スタンリー・キューブ、リック 色刷 B5 4枚 98P11761 

2921 シャイニング スタンリー・キューブ、リック 白黒印刷 A3 l枚 98P11762 
二つ折り

2922 ジャガーNO.l アーネスト・ピントフ 色刷 B5 l枚 98P11763 

2923 ジャガーノート リチヤード・レスター 色刷 A4 l枚 98P11764 

2924 蛇鶴八拳(じゃかくはっけん) チェン・シー・ウォー 色刷 B5 l枚 98P11765 

2925 ジャクソン・ジェイル マイケル・ミラー 色刷 B5 l枚 98P11766 

2926 ジャグラーニューヨーク25 ロパート・パトラー 色刷 B5 l枚 98P11767 
時

2927 ジャズ・シンガー リチヤード・フライシャー 色刷 B5 4枚 98P11768 

2928 ジャスティス ノーマン・ジェイソン 色刷 B5 l枚 98P11769 

2929 ジャスト・ア・ジゴロ デビット・へミングス 色刷 B5 4枚 98PII770 

2930 ジャスト・ライク・ワェザー アレン・フォン 色刷 B5 4枚 98P11771 

2931 ジャズ・ミー・ブルース プピ・アヴァティ 色刷 B5 l枚 98PII772 

2932 ジャズメン カレン・シャフナザーロフ 色刷 B5 l枚 98P11773 

2933 社葬 舛田利雄 色刷 B5 l枚 98PII774 

2934 社葬 舛田利雄 色刷 B4 l枚 98P11775 
二つ折り

2935 シャタテー トニーノ・ヴァレリ 色刷 B5 l枚 98PII776 

2936 ジャッカー エリック・レッド 色刷 B5 l枚 98P11777 

2937 ジャッカルの日 フレッド・ジンネマン 色刷 B5 l枚 98PII778 

2938 ジャッカルの日 フレッド・ジンネマン 色刷 B4 l枚 98Pl1779 

2939 ジャック・サマースビー ジョン・アミエル 色刷 B5 4枚 98P11780 

2940 ジャック・ジョンソン ウィリアム・ケ一トン 色刷 B5 l枚 98P11781 

2941 ジャック・ドゥミの少年期 アニエス・ヴァルダ 色刷 B5 4枚 98P11782 

2942 ジャックナイフ デヴィッド・ジョーンズ 色刷 B5 l枚 98P11783 

2943 ジャック・ルビー ジョン・マッケンジー 色刷 B5 l枚 98Pl1784 

2944 ジャッジ・ドレッド ダニー・キャノン 色刷 B5 5枚 98P11785 

2945 ジャッジメントナイト スティーブン・ホプキンス 色刷 B5 3枚 98P11786 

2946 シャツフlレ 石井聴亙 色刷 B5 l枚 98Pl1787 

2947 シャツフル 石井聴亙 色刷 B4 l枚
二つ折り

2948 シャドー ダリオ・アルジェント 色刷 B5 l枚 98P11789 I 
L ー 」一一一一一一一
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番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

2949 シャドー フツセlレ・マJレケイ 色刷 85 2枚 タイトル青字 98PI1790 

2950 シャドー ラッセル・マルケイ 色刷 85 l枚 タイトル緑字 98PI1791 I 

2951 シャドー55 ジャック・ヴァセク 色刷 85 l枚 98PI1792 

2952 シャドー・チェイサー ジョン・エーズ 色刷 85 l枚 98PI1793 I 

2953 JANIS(ジャニス) ハワード・オーク外l名 色刷 85 4枚 98PI1794 

2954 ジャパーウォッキー テリー・ギリアム 色刷 85 l枚 98PI1795 

2955 シャボン泥棒 マウリツィオ・ニケッティ 色刷 85 l枚 98PI1796 I 

2956 シャラコ エドワード・ドミトリク 色刷 85 l枚 98PI1797 

2957 シャルロット・フォー-エヴァ セルジュ・ゲーンズブール 色刷 85 l枚 98PI1798 
一

2958 シャレード スタンリー・ドーネン 色刷 85 1枚 98PI1799 

2959 シャレード '79 ラモンド・ジョンソン 色刷 85 l枚 98PI1800 

2960 ジャワの東 バーナード・ L.コワルス 色刷 17.5X34.8 l枚 98PI1801 
キー 二つ折り

2961 打鐘(ジャン) 小松隆志 色刷 85 l枚 98Pl1802 

2962 ジヤンク コナン・ル・シレール 色刷 85 l枚 98PI1803 

2963 ジヤンク2 コナン・ル・シレール 色刷 85 l枚 98Pl1804 

2964 ジヤンクウォーズ2035 デブラ・デイオン 色刷 85 l枚 98Pl1805 

2965 ジヤンクマン H.B.ハリキ 色刷 85 l枚 98Pl1806 

2966 ジャングル・フィーパー スパイク・リー 色刷 85 l枚 98PI1807 

2967 ジャングル・ブック 色刷 14.8X42.1 l枚 98PI1808 
二つ折り

2968 ジャンゴ灼熱の戦場 テッド・アーチャー 色刷 85 l枚 98PI1809 

2969 ジャン・コクトー、知られざる エドガ1レド・コザリンスキー 色刷 85 4枚 98P1181O 
男の自画像

2970 ジャンヌ・ダーク ビクター・フレミング 色刷 85 l枚 98PI1811 

2971 ジャンヌ・ダルク裁判 ロベール・ブレツソン 単色刷 86 l枚 98PI1812 

2972 ジャンヌ・モローの思春期 ジャンヌ・モロー 色刷 85 l枚 図柄カラー写真 98PI1813 

2973 ジャンヌ・モローの思春期 ジャンヌ・モロー 色刷 85 l枚 図柄単色写真 98Pl1814 

2974 上海1920 あの日みた夢のた レオン・ポーチ 色刷 85 4枚 98Pll815 
めに

2975 上海異人娼館 寺山修司 色刷 85 l枚 98P1l816 

2976 上海から来た女 オーソン・ウェルズ 色刷 85 l枚 98Pl1817 

2977 上海サプライズ ジム・ゴダード 色刷 85 l枚 98PI1818 

2978 上海パンスキング 深作欣二 色刷 85 2枚 98Pl1819 

ー---'--
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2979 上海ブlレース ツイ・ハーク 色刷 85 l枚 98Pl1820 

2980 ジャンピン・ジャック・フラッ ペニー・マーシャル 色刷 85 4枚 98Pl1821 
シュ

2981 シャンプー ハlレ・アシュビー 色刷 85 i枚

2982 ジャンベフォラ 聖なる帰郷 ロラン・シュヴァリエ 色刷 85 l枚 98Pl1823 

2983 J-Pベルモンドの交換結婚 クロード・シャブロール 色刷 85 l枚 98Pl1824 

2984 シュア・シンクや ロブ・ライナー 色刷 85 2枚 98Pl1825 

2985 11人のカウボーイ マーク・ライデル 色刷 15.5X42.2 l枚 98Pl1826 
二つ折り

2986 11びきのねこ 色刷 85 l枚 98Pl1827 

2987 11びきのねことあほうどり 小華和ためお 色刷 85 l枚 98Pl1828 

2988 11びきのねことあほうどり 小華和ためお 色刷 18.4X 12.8 l枚 98Pl1829 

2989 周恩来 丁蔭楠 色刷 85 l枚 98Pl1830 

2990 十月 セルゲイ・ M・エイゼンシ 単色刷 18.7X 13.1 l枚 98Pl1831 
ュライノ

2991 秋菊の物語 張童書謀(チャン・イ・モウ) 色刷 85 3枚 98Pl1832 

2992 十九歳の地図 柳町光男 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98Pl1833 

2993 十九歳の地図 柳町光男 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98Pl1834 

2994 15才の少女 ジャック・ドワイヨン 色刷 85 2枚 98Pl1835 

2995 15才の夏 マJレセlレ・ジュリアン 色刷 85 l枚 98Pl1836 

2996 十五少年漂流記 吉田健 色刷 85 4枚 98Pl1837 

2997 十五少年漂流記 吉田健 色刷 A4 7枚 98Pl1838 

2998 13日の金曜日 ショーン・ s.カニンガム 色刷 85 l枚 98Pl1839 

2999 13日の金曜日 PART2 スティーブ・マイナー 色刷 85 l枚 98Pl1840 

3000 13日の金曜日 PART3 スティーブ・マイナー 色刷 85 l枚 98Pl1841 

3001 13日の金曜日 PART6 ジェ トム・マクルーリン 色刷 85 4枚 98Pl1842 
イソンは生きていた!

3002 13日の金曜日 PART7 新し ジョン・ブックラー 色刷 85 4枚 98Pl1843 
い恐怖

3003 13日の金曜日 PART8 ジェ ロブ・ヘデン 色刷 85 l枚 98Pl1844 
イソンN.Y.へ

3004 13日の金曜日 ジェイソンの アダム・マーカス 色刷 85 4枚 98Pl1845 
命日

3005 十字砲火 エドワード・ドミトリフ 色刷 85 l枚 98Pl1846 

3006 就職戦線異状なし 金子修介 色刷 85 4枚 98Pl1847 

3007 ジュース アーネスト .R・デイツカ 色刷 85 l枚 98Pl1848 
一ソン
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3008 渋滞 黒土二男 色刷 B5 l枚 98P11849 

3009 渋滞 黒土三男 色刷 B5 l枚 98P11850 

3010 集団左遷 梶間俊一 色刷 B5 l枚 98P11851 

3011 銃弾の微笑 “QU 1 C K" リック・キング 色刷 B5 l枚 98P11852 

3012 終電車 フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 縦位置 98PI1853 

3013 終電車 フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 4枚 横位置 98P11854 

3014 シュート・ザ・ムーン アラン・パーカー 単色刷 B5 l枚 小豆色ベース 98PI1855 

3015 シュート・ザ・ムーン アラン・パーカー 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98PI1856 

3016 12月の熱い涙 シドニー・ポワチエ 色刷 B5 l枚 98PI1857 

3017 12人の優しい日本人 中原俊 色刷 B5 3枚 98PI1858 

3018 自由の幻想 ルイス・ブニュエル 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98PI1859 

3019 自由の幻想 ルイス・ブニュエル 色刷 B5 l枚 大阪三越劇場ち 98PI1860 
らし

3020 自由の幻i国 ルイス・ブリュエル 色刷 B5 4枚 タイトル3色 98PI1861 

3021 自由はパラダイス セルゲイ・ボドロフ 色刷 B5 2枚 98P11862 

3022 自由、夜 フィリップ・ガレル 色刷 B5 2枚 98P11863 

3023 ジューJレの恋人 トニーノ・パレリー 色刷 B5 l枚 98PI1864 

3024 十六歳の戦争 松本俊夫 単色刷 B5 l枚 98PI1865 

3025 十六歳のマリンブルー 今関あきよし 色刷 B5 4枚 98PI1866 

3026 シュガーベイピー ベルシー・アドロン 色刷 B5 l枚 98PI1867 

3027 受胎の契約ベビー・メーカー ジェームズ・ブリッジス 色刷 B5 l枚 98PI1868 

3028 十階のモスキート 崖洋一 色刷 B5 l枚 98P11869 

3029 出張 沖島勲 色刷 B5 2枚 98P11870 

3030 出発 制作中村克史外l名 色刷 A4 l枚 98PI1871 

3031 ジュ・テーム セルジュ・ゲンズブール 色刷 B5 l枚 98PI1872 

3032 ジュ・テーム・モワ・ノン・プ セyレジュ・ゲンスプール 色刷 29.7X 10.0 3枚 98PI1873 
リュ「愛してる」

3033 ジュ・テーム・モワ・ノン・プ セルジュ・ゲンスプール 色刷 29.7X10.0 2枚 98PI1874 
リュ「俺もそうじゃなしリ

3034 首都高速トライアル 金津克次 色刷 B5 l枚 図柄自動車 98Pl1875 

3035 首都高速トライアル 金津克次 色刷 B5 l枚 図柄人物3人と 98Pll876 
自動車

3036 首都消失 舛田利雄 色刷 B5 l枚 98P1l877 

3037 受難 イムレ・ジェジェシィ 色刷 B5 l枚 98P11878 
二つ折り
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3038 ジュニア アイパン・フイトマン 色刷 85 l枚 98P11879 

3039 ジュニア アイパン・ライトマン 色刷 85 l枚 98P11880 

3040 ジュニア・ボナー サム・ペキンパー 色刷 85 l枚 98P11881 

3041 ジュビリー デレク・ジャーマン 色刷 A4 l枚 98P11882 

3042 「主婦マリーがしたことJ クロード・シャブロル 色刷 85 4枚 98P11883 

3043 修羅 松本俊夫 白黒印刷 38.1 x 12.8 l枚 98P11884 
三つ折り

3044 ジュラシック・パーク スティーブン・スピJレバーグ 色刷 85 4枚 コピーr6500万 98P11885 
年を期けた夢と
アドベンチャ
一!J 

3045 ジュラシック・パーク スティーブン・スピJレバーグ 色刷 85 4枚 コピーf映画の 98P11886 
歴史が変わる
スピJレバーグが
変えるJ

3046 ジュラシック・パーク スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 4枚 裏面コピー「こ 98P11887 
の映画を撮るた
めにスピJレバー
グは生まれた!!J

3047 ジュラシックニュースl スティープン・スピルパーグ 色刷 84 l枚 「ジュラシック 98P11888 
二つ折り -パークJの広

報紙

3048 修羅の伝説 和泉聖冶 色刷 85 l枚 98P11889 

3049 修羅の群れ 山下耕作 色刷 85 l枚 98P1l890 

3050 ジュリア フレッド・ジンネマン 色刷 85 l枚 98P11891 

3051 ジュリアス・シーザー スチュアート・パージ 色刷 84 l枚 98P11892 
二つ折り

3052 ジュリアと2人の恋人 パシャーJレ・シピブ 色刷 85 l枚 98P11893 

3053 ジュリエット・ゲーム 鴻上尚史 色刷 85 4枚 98P11894 

30臼 ジュリオの当惑(とまどし、) ナンニ・モレッティ 色刷 85 4枚 98P1l895 

3055 シュリンジ アンソニー・ヒコックス 色刷 85 l枚 98P11896 

3056 純 横山博人 色刷 85 l枚 てFあシネマプテ 98P11897 
イツク

3057 純 横山博人 色刷 85 l枚 福岡東映パラス 98P11898 

3058 純愛日記 ロイ・アンデルソン 色刷 19.6x22.4 l枚 98P1l899 
二つ折り

3059 シュンマオ物語タオタオ 山田洋次 色刷 85 l枚 縦位置 98P11900 

3060 シュンマオ物語タオタオ 山田洋次 色刷 85 l枚 横位置 98P11901 

3061 ジョアンナ マイケル・サーン 色刷 17.4x35.2 l枚 98P11902 
二つ折り

3062 ジョアンナ マイケル・サーン 色刷 85 l枚 98P1l903 
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3063 JOY(ジョイ) 女の浪漫 セJレジュ・ベルゴン 色刷 B5 l枚 98P11904 

3064 ジョイ・ラック・クラブ ウェイン・ワン 色刷 B5 4枚 98P11905 

3065 上級生 LESZOZOS パスカル・トマ 色刷 B5 l枚 98P11906 

3066 将軍 ジエリー・ロンドン 色刷 B5 l枚 縦位置 98P11907 

3067 将軍 ジエリー・ロンドン 色刷 B5 l枚 横位置 98P11908 

3068 将軍の息子 イム・グオンテク 色刷 B5 l枚 98P11909 

3069 笑激のギャンブルマン セJレジオ・コJレプッチ 色刷 B5 l枚 98P1191O 

3070 正午から3時まで フランク・ D・ギルロイ 色刷 B5 l枚 98P11911 

3071 情事 ミケランジエロ・アントニ 色刷 B5 l枚 98P11912 
オーニ

3072 少女椿 監修飯田豊一 色刷 B5 2枚 98P11913 

3073 少女ムシェット ロベール・ブレツソン 色刷 B5 l枚 赤色ベース 98P11914 

3074 少女ムシェット ロベール・プレッソン 色刷 B5 l枚 緑色ベース 98P11915 

3075 小説吉田学校 森谷司郎 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P11916 

3076 小説吉田学校 森谷司郎 色刷 B5 l枚 タイトlレ赤字 98P11917 

3077 衝動殺人息子よ 木下恵介 色刷 B5 l枚 98P11918 

3078 証人を消せ マイケル・クライトン 色刷 B5 l枚 98P11919 

3079 情熱の生涯ゴヤ コンラート・ウォルク 色刷 B5 l枚 98P11920 

3080 少年 大島渚 色刷 B5 l枚 98P11921 

3081 少年 大島渚 色刷 24.8x72.0 l枚 98P11922 
四つ折り

3082 少年、機関車に乗る パフティヤル・フドイナザ 色刷 B5 l枚 98P11923 
ーロフ

3083 少年ケニヤ 大林宣彦 色刷 B5 4枚 98P11924 

3084 少年時代 篠田正浩 色刷 B5 l枚 98P11925 

3085 少年たち レニータ・グリゴリエリ外l色刷 B5 4枚 98P11926 
名

3086 少年と海 アンリ・サフラン 色刷 B5 l枚 98P11927 

3087 少年と鮫 フランク.c.クラーク 色刷 B5 l枚 98P11928 

3088 少年は虹を渡る ハロルドとモ ハル・アシュピー 色刷 B5 l枚 98P11929 
ード

3089 少年犯 張良 色刷 B5 3枚 98P11930 

3090 ショウ・ポート ジョージ・シドニィ 色刷 25.8x9.1 3枚 98P11931 

3091 勝利者たち 松林宗恵 色刷 B5 2枚 98P11932 

3092 勝利への脱出 ジョン・ヒューストン 色刷 B5 l枚 タイト 1レ赤字 98Pl1933 
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3093 勝利への脱出 ジョン・ヒューストン 色刷 85 l枚 タイトル白字 98P11934 

3094 勝利への旅立ち デビッド・アンスポー 色刷 85 4枚

3095 少林寺 チャン・シン・イェン 色刷 85 1枚 裏面解説文縦書 98P11936 I 
き

3096 少林寺 チャン・シン・イェン 色刷 85 l枚 裏面解説文横書
き

3097 少林寺2 チャン・シン・イェン 色刷 85 l枚 縦位置 98P11938 

3098 少林寺2 チャン・シン・イェン 色刷 85 l枚 横位置 98P11939 

3099 少林寺三十六房 リュー・チアリャン 色刷 85 l枚 98P11940 

3100 少林寺への道 ジョゼフ・キュオ 色刷 25.7x9.0 l枚 98P11941 

3101 少林寺木人拳(ぼくじんけん) チェン・チー・ホウ 色刷 85 l枚 98P11942 

3102 昭和鉄風伝 日本海 佐々木正人 色刷 85 l枚 98P11943 

3103 ジョー JOE ジョン・ G・アビルドセン 色刷 85 l枚 98P11944 

3104 ジョーイ JOEY lレー・アントニオ 色刷 85 l枚 98P11945 

3105 女王蜂 市川昆 色刷 85 l枚 98P11946 

3106 女王陛下の007 ピーター・ハント 色刷 17.5X 16.8 l枚 98P11947 

3107 女王陛下の007 ピーター・ハント 色刷 18.3x53.9 l枚 98P11948 
二つ折り

3108 ジョーカー復讐の切り札 ピーター・ノ号ザック 色刷 85 l枚 98P11949 

3109 ジョーズ スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 l枚 98P11950 

3110 ジョーズ2 ヤノット・シュワルツ 色刷 A4 2枚 図柄青い鮫

3111 ジョーズ2 ヤノット・シュワルツ 色刷 A4 2枚 図柄赤い海 98P11952 

3112 ジョーズ3 ジョー・アルベス 色刷 85 1枚 図柄ジョーズと 98P11953 
r3D] 

3113 ジョーズ3 ジョー・アルベス 色刷 85 4枚 図柄ジョーズと 98P11954 
人々

3114 ジョーズ3 ジョー・アルベス 色刷 85 l枚 98P11955 

3115 ジョーズ3 ジョー・アルベス 色刷 85 2枚 98P11956 

3116 ジョーズ '87 ジョゼフ・サージェント 色刷 85 2枚 98P11957 

3117 ジョーズ・パーパーショップ スパイク・リー 色刷 85 l枚 98P11958 

3118 ショート・カッツ ロパート・アルトマン 色刷 85 4枚 98P11959 

3119 ショート・サーキット ジョン・パダム 色刷 85 4枚 タイトル青・黄 98P11960 
字

3120 ショート・サーキット ジョン・パダム 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P11961 

3121 ショート・サーキット ジョン・パダム 色刷 86 2枚 98P11962 
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3122 ショート・サーキット2 がん ケネス・ジョンソン 色刷 85 l枚 98P11963 
ばれ!ジョニー5

3123 ジョー・ヒル愛とさすらいの ボー・ウィデlレベルイ 色刷 1O.2x52.1 l枚 98P11964 
青春 二つ折り

3124 ジョーン・パエズ心の旅 ロパート・ジョーンズ 色刷 17.0X34.0 l枚
二つ折り

3125 徐方に暮れる三人の夜 グレッグ・アラキ 色刷 85 l枚 98P11966 

3126 食人族 ルジェッロ・デオタート 色刷 85 l枚 98P11967 

3127 食卓のない家 小林正樹 色刷 85 4枚 98P11968 

3128 処刑教室 マーク・レスター 色刷 85 l枚 98PI1969 

3129 処刑脱獄 ピーター・マスターソン 色刷 85 l枚 98P11970 

3130 処刑ライダー マイク・マーヴィン 色刷 85 l枚 98P1l971 

3131 ショコラ クレール・ドニ 色刷 85 l枚 98P11972 

3132 処女の生血(~、きち) ポール・モリセイ 色刷 85 l枚 98P11973 

3133 ショッカー ウェス・クレイヴン 色刷 85 l枚 98P11974 

3134 ショッピング ポール・アンダーソン 色刷 85 l枚 98P11975 

3135 女帝春日局 中島貞夫 色刷 85 l枚 98PI1976 

3136 ジョナスは2000年に25才にな アラン・タネール 色刷 85 l枚 98P11977 
る

3137 ジョニー・スエード トム・ディチロ 色刷 85 l枚 98P11978 

3138 ジョニーの事情 ロベルト・ペニーニ 色刷 85 l枚 98PI1979 

3139 ジョニー・ハンサム ウオlレター・ヒル 色刷 85 2枚 98P11980 

3140 ジョニーは戦場行った ドルトン・トランボ 色刷 85 !枚 縦位置 98P11981 

3141 ジョニーは戦場行った ドルトン・トランボ 色刷 85 l枚 横位置 98PI1982 

3142 序の舞 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P11983 

3143 女優フランシス グレーム・クリフォード 色刷 85 l枚 98P11984 

3144 ジョルスン物語 アルフレッド・E.グリーン 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P11985 

3145 ジョルスン物語 グレーム・クリフォード 色刷 85 l枚 図柄写真 98P11986 

3146 書を捨てよ街へ出ょう 寺山修司 単色刷 85 l枚 98P1l987 

3147 ジョンとメリー ピーター・イェーツ 色刷 A4 l枚 98P11988 

3148 ジョン・ルーリー&ザ・ラワン ギャレット・リン 色刷 85 l枚 98P11989 
ジ・リザース:ライブ・イン・
ベルリン

3149 白樺の林 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 l枚 98P11990 

3150 シラノ・ド・ベルジュラック ジャン=ポール・ラプノー 色刷 85 l枚 コピー「愛の言 98P11991 
業をください。」
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3151 シラノ・ド・ベルジユフック ジャン=ポール・フプノー 色刷 B5 l枚 コピー「あなた 98P11992 
に愛を伝えた
L 、。J

3152 白雪姫 提供ウォルト・ディズニー 色刷 B5 l枚 98P11993 
-ピクチャーズ

3153 白雪姫 総指揮ディヴィット・ハンド 色刷 B5 l枚 98P11994 

3154 シリウスの伝説 波多正美 色刷 B6 l枚 98P11995 

3155 シリウスの伝説 波多正美 色刷 B5 l枚 98P11996 

3156 死霊のえじき ジョージ .A・ロメロ 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P11997 

3157 死霊のえじき ジョージ .A.ロメロ 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P11998 
赤字

3158 死霊のえじき ジョージ .A.ロメロ 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P11999 
白字

3159 死霊のしたたり スチュアート・ゴードン 色刷 B5 2枚 98P12000 

3160 死霊の受胎 トム・ロウ 色刷 85 l枚 98P12001 

3161 死霊のはらわたII サム・ライミ 色刷 85 4枚 98P12002 

3162 死霊の盆踊り A'C'ステファン 色刷 B5 l枚 98P12003 

3163 死霊の毘 池田敏春 色刷 B5 l枚 98P12004 

3164 死霊の毘2 ヒデキ 橋本以蔵 色刷 85 l枚 98P12005 

3165 シルクウッド マイク・ニコルズ 色刷 B5 2枚 98P12006 

3166 シlレバラード ローレンス・カスダン 色刷 85 l枚 98P12007 

3167 シルビーの帰郷 ヒル・フオーサイス 色刷 85 l枚 98P12008 

3168 白い家の少女 ニコラス・ジェネラlレ 色刷 B5 l枚 98P12009 

3169 白い恐怖 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 98P1201O 

3170 白い恋人たち クロード・ルルーシュ 単色刷 85 l枚 98P12011 

3171 白い婚礼 ジャン=クロード・ブリソー 色刷 B5 4枚 98P12012 

3172 白い手 神山征二郎 色刷 B5 4枚 98P12013 

3173 白いドレスの女 ローレンス・カスダン 色刷 85 l枚 98P12014 

3174 白い肌の異常な夜 ドン・シーゲル 色刷 27.5X 18.2 l枚 98P12015 

3175 白い豹の影 トロムーシュ・オケーエフ 色刷 85 4枚 98P12016 

3176 白い炎の女 マイケル・ラドフォード 色刷 85 4枚 98P12017 

3177 白い町で アラン・タネール 色刷 85 4枚 98P12018 

3178 白い町ヒロシマ 山田典吾 色刷 85 l枚 98P12019 

3179 白い野望 出目伸望 色刷 A4 4枚 98P12020 
二つ折り

3180 白い野望 出目伸望 色刷 85 l枚 98Pl2021 
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3181 白いロマンス エドアール・モリナロ 色刷 85 4枚 98PI2022 

3182 白馬の伝説 マイク・ニューウェル 色刷 85 l枚 98PI2023 

3183 次郎物語 森川時久 色刷 85 4枚 タイトル青字 98PI2024 

3184 次郎物語 森川時久 色刷 85 2枚 タイトル自字 98PI2025 

3185 白き氷河の果てに 門田龍太郎 色刷 85 l枚 98PI2026 

3186 白く渇いた季節 ユーザン・パルシー 色刷 85 4枚 98PI2027 

3187 白と黒のナイフ リチヤード・マーカンド 色刷 85 l枚 98PI2028 

3188 白と黒のナイフ リチヤード・マーカンド 色刷 85 4枚 98P12029 

3189 白パラは死なず ミヒャエル・フェアへーへン 色刷 85 l枚 98PI2030 

3190 親愛なる日記 ナンニ・モレッティ 色刷 85 l枚 98P12031 

3191 新青い体験 サルパトーレ・サンペリ 色刷 85 l枚 98P12032 I 

3192 新明日に向って撃て リチヤード・レスター 色刷 85 l枚 98P12033 I 

3193 新明日に向って撃て リチヤード・レスター 色刷 85 l枚 98PI2034 

3194 新おしゃれ泥棒 アラム・アパキアン 色刷 85 l枚 98P12035 

3195 深海征服 ダニエル・ぺトリー 色刷 85 l枚 98P12036 

3196 シンガポールスリング 若松孝二 色刷 85 l枚 98P12037 

3197 新幹線大爆破 佐藤純弥 色刷 85 l枚 98P12038 

3198 新幹線大爆破仏語版スーパ 佐藤純弥 色刷 85 l枚 98P12039 
ーエキスプレス109

3199 新ガンヒルの決斗 へンリー・ハサウェイ 色刷 85 l枚 98P12040 

3200 仁義 ジャン・ピエール・メルビlレ 色刷 85 l枚 98P12041 

3201 仁義 長谷川計二 色刷 85 l枚

3202 蛋気楼劇場 杉本信昭 色刷 85 l枚 98P12043 

3203 蛋気楼ハイウェイ アビ・ウール 色刷 85 4枚 98P12044 

3204 シンクビッグ ジョン・タートルトーブ 色刷 85 l枚 98P12045 

3205 シングルス キャメロン・クロウ 色刷 85 l枚 98P12046 

3206 新桑の葉 イ-ドゥヨン 色刷 85 l枚 98P12047 

3207 神経衰弱ぎりぎりの女たち ペドロ・アルモドパル 色刷 85 4枚 98P12048 

3208 人工授精 ジエリー・オハラ 色刷 85 l枚 98P12049 

3209 信号ばカ通 菅田良哉 色刷 85 l枚 98P12050 

3210 新極道の妻たち 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P12051 

3211 新極道の妻たち覚悟しいや 山下耕作 色刷 85 l枚 98P12052 

3212 新極道の妻たち惚れたら地 降旗康男 色刷 85 l枚 98P12053 
獄
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3213 新吾十番勝負 松田貞次・小沢茂弘 色刷 85 i枚 98P12054 

3214 新個人教授 ジャック・パラティエ 色刷 85 l枚 98P12055 

3215 新殺しのテクニック 次はお レイジ・パッツォーニ 色刷 85 l枚 98P12056 
前だ!

3216 新殺しのライセンス ジャンカルロ・ロミテリ 色刷 85 l枚 98P12057 

3217 紳士協定 エリア・カザン 色刷 85 4枚 98P12058 

3218 シンジケート マイケル・ウィナー 色刷 A4 l枚 98P12059 

3219 真実の瞬間(とき) アーウィン・ウインクラー 色刷 85 2枚 98P12060 

3220 シンシナテイ・キッド ノーマン・ジューイソン 色刷 17.4x 17.4 l枚 98P12061 

3221 新死亡遊戯七人のカンフー リム・ピン 色刷 85 l枚 98P12062 

3222 ジンジャーとフレッド フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 98P12063 

3223 新シャーロックホームズお ジーン・ワイルダー 色刷 85 l枚 98P12064 
かしな弟の大冒険

3224 人蛇大戦蛇 オウ・ザイゲイ 色刷 85 l枚 98P12065 

3225 新 13日の金曜日 ダニー・スタインマン 色刷 85 4枚 98P12066 

3226 新宿泥棒日記 大島渚 単色刷 15.4x22.7 l枚 98P12067 

3227 人生 呉天明 色刷 85 4枚 98P12068 

3228 人生案内 ニコライ・エック 単色刷 85 l枚 98P12069 

3229 人生案内 ニコライ・エック 色刷 85 l枚 98P12070 

3230 人生劇場 深作欣二外l名 色刷 85 2枚 98P12071 

3231 人生の幻影 ダニエル・シュミット 色刷 85 l枚 98P12072 

3232 人生は琴の弦のように 陳凱歌 色刷 85 4枚 98P12073 

3233 人生は長く静かな河 エティエンヌ・シャティリエ 色刷 85 4枚 98P12074 

3234 心臓抜き 高橋玄 色刷 85 2枚 98P12075 

3235 清朝皇帝 アン・ホイ 色刷 85 l枚

3236 死んでもいい 石井隆 色刷 85 4枚 98P12077 

3237 シンデレラ ブライアン・フォーブス 色刷 85 l枚 98P12078 

3238 シンデレラ・リパティー かぎ マーク・ライデル 色刷 85 l枚 98P12079 
りなき愛

3239 シンデレラ・エクスプレス 売野雅勇 色刷 85 l枚 98P12080 

3240 新ドイツ零年 レミー・コー ジャン・リュック・ゴダール 色刷 85 4枚 98P12081 
ション最後の冒険

3241 新同棲時代 高原秀和 色刷 85 4枚 98P12082 

3242 新童貞物語 富岡忠文 色刷 85 l枚 98P12083 

3243 シンドノトyド7回目の冒険 ネーザン・ジュラン 色刷 85 l枚 98P12084 
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3244 シンドパッド黄金の航海 ゴードン・へスフー 色刷 85 l枚 98P12085 

3245 シンドパッド虎の目大冒険 サム・ワナメイカー 色刷 85 l枚 98P12086 

3246 新どぶ川学校 岡本孝二 色刷 85 l枚 98P12087 

3247 シンドラーのリスト スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 4枚 98P12088 

3248 新人間失格 吉留紘平 色刷 85 l枚 98P12089 

3249 新パニシンク'in60"(秒) スピ アール・ベラミー 色刷 85 l枚 98P12090 
ードトラップ

3250 シンプルメン ハル・ハートリー 色刷 85 l枚

3251 新ポリス・アカデミーパト ピーター・ボナーズ 色刷 85 5枚 98P12092 
ルロイヤル

3252 新ポリス・ストーリー カーク・ウォン 色刷 85 7枚 98P12093 

3253 新ミスター・ブー! アヒJレの マイケル・ホイ 色刷 85 l枚 98P12094 
警備保障

3254 新ミスター・ブー! 鉄板焼 マイケル・ホイ 色刷 85 l枚 98P12095 

3255 新桃太郎3 聖魔大戦 李:咋楠 色刷 85 2枚 98P12096 

3256 尋問 リシャルト・ブガイスキ 色刷 85 4枚 98P12097 

3257 「深夜カフェのピエール。 J アンドレ・テシネ 色刷 85 4枚 98P12098 

3258 新喜びも悲しみも幾歳月 木下恵介 色刷 85 2枚 98P12099 

3259 親驚白い道 三園連太郎 色刷 85 l枚 98P12100 

3260 新リパイアサン リフト J . p .サイモン 色刷 85 l枚 98P12101 

3261 侵略・マレー半島 (製作)映像文化協会 色刷 85 l枚 98P12102 

3262 人類狂気時代 リオネット・ファブリ 色刷 85 l枚 98P12103 

3263 人類創世 ジャン・ジャック・アノー 色刷 85 l枚 98P12104 

3264 スイート・スイート・ビレッジ イジー・メンツェlレ 色刷 85 2枚 98P12105 

3265 スイート・チャリティ ボブ・フォッシー 色刷 84 l枚 98P12106 

3266 忍冬の花のように ジエリー・シャツツパーグ 色刷 85 l枚 98P12107 

3267 酔拳 ドランクモンキー ユアン・ウー-ピン 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P12108 

3268 酔拳 ドランクモンキー ユアン・ウー-ピン 色刷 85 l枚 図柄写真 98P12109 I 

3269 酔拳2 ラウ・カーリヨン 色刷 85 4枚 コピー「酒がな 98P12110 
L 、!酔拳が使え
ない!? J 

3270 酔拳2 ラウ・カーリヨン 色刷 85 l枚 コピー「酔えば 98P12111 
酔うほど強くな
る!J 

3271 水滞伝 エァイ・マ 色刷 85 l枚 98P12112 

3272 善星に乗って カレル・ゼマン 色刷 85 l枚 98PI2113 
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3273 スイッチング・チャンネlレ アツド・コッチェフ 色刷 B5 l枚 98P12114 

3274 推定無罪 アラン・ J・パクラ 色刷 B5 4枚 98P12115 

3275 スウィーティー ジェーン・カンピオン 色刷 B5 l枚 98P12116 

3276 スウィート×スウィートパック メルヴイン・ヴァン・ピー 色刷 B5 l枚 98P12117 
プルス

3277 スウィートホーム 伊丹十= 色刷 B4 l枚 98P12118 
二つ折り

3278 スウィートホーム 伊丹十三 色刷 B5 l枚 98P12119 

3279 スウィート・ムービー ドゥシャン・マカヴェイエフ 色刷 B5 l枚 98P12120 

3280 スウィート・ロード トッド・ホーランド 色刷 B5 l枚 98P12121 

3281 スウィッチ ブレイク・エドワーズ 色刷 B5 l枚 98P12122 

3282 スウィング・キッズ トーマス・カーター 色刷 B5 l枚 98P12123 

3283 スウォーズマン女神伝説の章 チン・シュウタン 色刷 B5 l枚

3284 スウォーズマン女神復活の章 チン・シュウタン 色刷 B5 l枚 98P12125 

3285 スウォーム アーウィン・アレン 色刷 B5 l枚 98P12126 

3286 スーパー・アブノーマル フレデリック・ランサック 色刷 B5 l枚 98P12127 

3287 スーパーガール ヤノット・シュワルツ 色刷 B5 l枚 98P12128 

3288 スーパーガール ヤノット・シュワルツ 色刷 B4 l枚 98P12129 
二つ折り

3289 スーパーコップ90 ボピー・ロス 色刷 B5 l枚 98P12130 

3290 スーパースター チャック・ワークマン 色刷 B5 4枚 98P12131 

3291 スーパー・タッチダウン スタン・ドラゴッティ 色刷 B5 4枚 タイトル上 98P12132 

3292 スーパー・タッチダウン スタン・ドラゴ、ツティ 色刷 B5 4枚 タイトル下 98P12133 

3293 スーパー・ドキュメンタリー・ 坂西伊作 色刷 B5 l枚 98P12134 
フィ lレム SUPERFOLK SONG 

3294 スーパーフライ シグ・ショア 色刷 B5 l枚 98P12135 

3295 スーパーマリオ ロッキー・モ一トン外1名 色刷 B5 4枚 横位置 98P12136 

3296 スーパーマリオ 魔界帝国の女 ロッキー・モ一トン外l名 色刷 B5 4枚 縦位置 98P12137I 
神

3297 スーノ号ーマン リチヤード・ドナー 色刷 B5 l枚 タイトル上 98P12138 

3298 スーパーマン リチヤード・ドナー 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P12139 

3299 スーパーマンII 冒険篇 リチヤード・レスター 色刷 B5 l枚 98P12140 

3300 スーパーマン皿 電子の要塞 リチヤード・レスター 色刷 B5 l枚 98P12141 

3301 スーパーマン4 最強の敵 シドニー・フューリー 色刷 B5 3枚 98P12142 

3302 スールその先は・・・愛 フェJレナンド .E.ソラナス 色刷 B5 4枚 98P12143 
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3303 スカーフェイス ブフイアン・デ・パルマ 色刷 85 l枚 青色ベース 98P12144 

3304 スカーフェイス ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P12145 

3305 スカイエース ジャック・ゴールド 色刷 85 l枚 裏面に飛行機の 98P12146 
切り抜き

3306 スカイエース ジャック・ゴールド 色刷 85 l枚 98P12147 

3307 スカイ・ハイ ブライアン・トレンチャー 色刷 85 l枚 98P12148 
ド・スミス

3308 スカイ・ライダーズ ダグラス・ヒコックス 色刷 85 l枚 98P12149 

3309 素顔の貴婦人 ベルトラン・タヴェルニエ 色刷 85 4枚 98P12150 

3310 姿三四郎 岡本喜八 色刷 85 l枚 98P12151 

3311 透きとおった夕暮れ ロジャー・フリッツ 色刷 85 l枚 98P12152 

3312 隙間 那珂静男 色刷 85 l枚 98P12153 

3313 スキャナーズ デイビッド・クローネンパ 色刷 85 l枚 98P12154 
ーグ

3314 スキャナーズ2 クリスチャン・デュゲイ 色刷 85 l枚 98P12155 

3315 スキャナーズ3 クリスチャン・デュゲイ 色刷 85 l枚 98P12156 

3316 スキャンダル サルパトーレ・サンベリ 色刷 85 l枚 98P12157 

3317 スキャンダル マイケル・ケイト・ジョー 色刷 85 2枚 98P12158 
ンズ

3318 スキャンダJレ愛の毘 ジュゼッベ・パトローニ・ 色刷 85 l枚 98P12159 
グリッフィ

3319 スキャンドール アルベルト・ラトゥアーダ 色刷 85 l枚 98P12160 

3320 過ぎゆく時の中で ジョニー・トゥ 色刷 85 3枚 98P12161 

3321 過ぎゆく夏 ジェフリー・ホーナデイ 色刷 85 3枚 98P12162 

3322 スキン・ディープ ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P12163 

3323 スキンレスナイト 望月六郎 色刷 85 2枚 98P12164 

3324 すぎ去りし日の… クロード・ソーテー 色刷 85 l枚 98P12165 

3325 スクープ悪意の不在 シドニー・ポラック 色刷 85 l枚 98P12166 

3326 スクエアダンス ダニエlレ・ぺトリー 色刷 85 2枚 98P12167 

3327 スクラップ・ストーリー ある 若松孝二 色刷 85 l枚 98P12168 
愛の物語

3328 スクランプル p.シャロン 色刷 85 l枚 98P12169 

3329 スクリュー・ドライパ一 変態 クレア・デイア 色刷 85 l枚 98P12170 

3330 スクワーム ジェフ・リーパーマン 色刷 51.6X9.3 l枚 98P12171 
二つ折り

3331 スクワッド ブライアン・トレンチャー 色刷 85 l枚 98P12172 
ズ=スミス

一一
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3332 スケアクロウ ジエリー・シャツツパーグ 色刷 B5 l枚 98P12173 

3333 スコlレピオ マイケル・ウィナー 色刷 B5 l枚 98P12174 

3334 スタア 内藤誠 色刷 B5 l枚 98P12175 

3335 スター ロパート・ワイズ 色刷 13.4X37.2 l枚 98P12176 
二つ折り

3336 スター80 ボブ・フォッシー 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P12177 

3337 スター80 ボブ・フオツシー 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P12178 

3338 スター・ウォーズ ジョージ・ルーカス 色刷 B5 l枚 図柄イラスト青 98P12179 
色ベース

3339 スター・ウォーズ ジョージ・ルーカス 色刷 B5 l枚 図柄イラスト黒 98P12180 
色ベース

3340 スター・ウォーズ ジョージ・ルーカス 色刷 B5 l枚 図柄写真 98P12181 

3341 スター・ウォーズ ジェダイの リチヤード・マーカンド 色刷 B5 l枚 タイトlレ英文 98P12182 
復讐

3342 スター・ウォーズ ジェダイの リチヤード・マーカンド 色刷 B5 l枚 タイトル和文 98P12183 
復讐

3343 スター・ウォーズ帝国の逆襲 アーピン・カーシュナー 色刷 B5 l枚 タイトル赤・青 98P12184 
字

3344 スター・ウォーズ帝国の逆襲 アービン・カーシュナー 色刷 B5 l枚 タイトル赤・黄 98P12185 
字

3345 スター・クレイジー シドニー・ポワチエ 色刷 B5 1枚 98P12186 

3346 スターゲイト ローランド・エメリッヒ 色刷 B5 2枚 98P12187 

3347 スターズ ウイ・アー・ザ・ワ トム・トルボピッチ 色刷 B5 4枚 98Pl2188 
ールド

3348 スター・スターダスト ドン・ペニー・ぺンベイガー 色刷 B5 l枚 98P12189 

3349 スター・ソルジャーの秘密 高橋洋一 色刷 B5 l枚 98P12190 

3350 スターダスト ニール・ジョーダン 色刷 B5 l枚 98P12191 

3351 スターダスト・メモリー ウデイ・アレン 色刷 B5 l枚 98P12192 

3352 スタア誕生 ジョージ・キューカー 色刷 B5 4枚 98P12193 

3353 スター誕生 フランク・ピアソン 色刷 B5 l枚 黄色ベース 98P12194 

3354 スター誕生 フランク・ピアソン 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P12195 

3355 START別G(スターテインク7 吉井均 白黒印刷 B5 l枚 98P12196 
君が輝くとき

3356 スター・トレック ロパート・ワイズ 色刷 B5 4枚 98P12197 

3357 スター・トレツク2 カーンの ニコラス・メイヤー 色刷 B5 l枚 98P12198 
逆襲

3358 スター・トレック3 ミスタ レナード・ニモイ 色刷 B5 l枚 98P12199 
一・スポックを探せ!
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3359 スター・トレツク4 故郷への レナード・ーモイ 色刷 B5 l枚 図柄宇宙 98P12200 

長い道

3360 スター・トレツク4 故郷への レナード・ニモイ 色刷 B5 l枚 図柄橋 98P12201 

長い道

3361 スター・トレツク5 新たなる ウィリアム・シャトナー 色刷 B5 l枚 98P12202 

未知へ

3362 スター・トレックVI 未知の ニコラス・メイヤー 色刷 B5 4枚 98P12203 

世界

3363 スター・ファイター ニック・キャッスル 色刷 B5 l枚 図柄登場人物上 98P12204 

3364 スター・ファイター ニック・キャッスル 色刷 B5 l枚 図柄登場人物下 98P12205 

3365 スターマン ジョン・カーペンター 色刷 B5 l枚 98P12206 

3366 スターリングラード ヨゼフ・フィルスマイセー 色刷 B5 l枚 98P12207 

3367 スタフ王の野蛮な狩り ワレーリー・ルピンチク 単色刷 B5 l枚 98P12208 

3368 スタンド・パイ・ミー ロブ・ライナー 色刷 B5 4枚 98P12209 

3369 スタントマン マルチェロ・パルデイ 単色刷 B5 l枚 98P1221O 

3370 スタントマン リチヤード・ラッシュ 色刷 B5 l枚 98P12211 

3371 スチューデント クロード・ピノトー 色刷 B5 l枚 98P12212 I 

3372 すっぽんぽん 原田聡明 色刷 B5 2枚

3373 スティグマ邪神降臨 ジェフリー・オブロウ 色刷 B5 l枚 98P12214 

3374 スティッキー・フィンガーズ カトリン・アダムス 色刷 B5 l枚 98P12215 

3375 ステイン・アライブ シルベスター・スタローン 色刷 B5 4枚

3376 スティング ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 B5 l枚

3377 ステート・オブ・グレース フェル・ジョアノー 色刷 B5 l枚 98P12218I 

3378 ステッピング・アウト ルイス・ギlレパート 色刷 B5 4枚 98P12219 I 

3379 ステッピング・レイザー レッ ニコラス・キャンベル 色刷 B5 4枚 部P12220I 
ドX

3380 ステップ・アクロス・ザ・ボー ニコラス・フンベルト外l名 色刷 B5 1枚 98P12221 
ダー

3381 ステッベンウルフ フレッド・ハインズ 色刷 B5 l枚 98P12222 

3382 ステラ ジョン・エアマン 色刷 B5 4枚 98P12223 

3383 ストーカー アンドレイ・タルコアスキー 色刷 B5 l枚 98P12224I 

3384 ストーミー・ウェザー アンドリュー・ストーン 色刷 B5 l枚 98P12225 

3385 ストーミー・マンデイ マイク・フュギュス 色刷 85 4枚 98P12226 

3386 ストーム・ライダース David Lρurie外2名 色刷 17.2x 10.8 l枚 98P12227 

3387 ストーリー・オブ・クロコダイ ブラザース・クエイ 色刷 B5 4枚 98P12228 
ノレ
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3388 ストーリーピル秘められた街 マーク・フロスト 色刷 B5 l枚 98P12229 

3389 ストーン・コールド グレイグ .R・パクスレー 色刷 B5 4枚 98P12230 

3390 ストップ・メイキング・センス ジョナサン・ミデイ 色刷 B5 4枚 98P12231 

3391 ストラップレス デビッド・へアー 色刷 B4 4枚 98P12232 
二つ折り

3392 ストリート・オブ・ノー・リタ サミュエル・フラー 色刷 B5 l枚 98P12233 
ーン

3393 ストリート・オブ・ファイヤー ウォlレター・ヒlレ 色刷 B5 l枚 図柄女性が大 98P12234 

3394 ストリート・オブ・ファイヤー ウォyレター・ヒル 色刷 B5 l枚 図柄男性が大 98P12235 I 

3395 ストリート・オブ・ファイヤー ウォルター・ヒル 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P12236 I 

3396 ストリート・ファイタ一日 杉井ギサブロー 色刷 B5 l枚 98P12237 I 

3397 ストリートファイター ウォ1レター・ヒJレ 色刷 B5 l枚 98P12238 

3398 ストレート・アウト・オブ・ブ マテイ・リッチ 色刷 B5 4枚 98P12239 
ルックリン

3399 ストレート・タイム ウール・グロスバード 色刷 B5 l枚 98P12240 

3400 ストレート・トゥ・へル アレックス・コックス 色刷 B5 l枚 98P12241 

3401 ストレンジャー・ザン・パラダ ジム・ジャームッシュ 色刷 B5 4枚 98P12242 
イス

3402 ストロペリー・ロード 蔵原惟繕 色刷 B5 4枚 98P12243 

3403 スナックパー・ブタペスト ティント・プラス 色刷 B5 2枚 98P12244 

3404 スナッパー スティーブン・フリアーズ 色刷 B5 l枚 98P12245 

3405 砂時計 ウォイチョフ・イエジー・ 色刷 B5 l枚 98P12246 
ハス

3406 砂の上のロビンソン すずきじゅんいち 色刷 B5 4枚 98P12247 

3407 砂の器 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P12248 

3408 砂のミラージュ アルマンド・ロプレス・ゴ 色刷 B5 l枚 98P12249 
ドイ

3409 砂の惑星 デビット・リンチ 色刷 B5 l枚 コピー120世紀 98P12250 
最大のSF神話、
遂に完成!J 

3410 砂の惑星 デピット・リンチ 色刷 B5 4枚 コピー「映画化 98P12251 
への夢、史上空
前の製作費
5，000万ドル!J 

3411 砂の惑星 デビット・リンチ 色刷 B5 4枚 コピー「製作費
120億、史上空
前のSF超大作J

3412 スニーカーズ フィル・アルデン・ロビン 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P12253 
ソン
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3413 スニーカーズ フィル・アルデン・ロビン 色刷 85 l枚 白色ベース 98P12254 
ソン

3414 スヌーピーアドベンチャー ビlレ・メレンデス 色刷 85 l枚 98P12255 

3415 スヌーピーとチャーリー ビル・メレンデス 色刷 85 l枚 青色ベース 98P12256 

3416 スヌーピーとチャーリー ピyレ・メレンデス 色刷 85 l枚 白色ベース 98Pl2257 

3417 スヌーピーとチャーリー・ブラ ビル・メレンデス 色刷 85 l枚 98Pl2258 
ウン

3418 スヌーピーの大冒険 ビlレ・メレンデス 色刷 85 l枚 98P12259 

3419 スヌーピーの大冒険第2弾 ビル・メレンデス 色刷 85 l枚 98P12260 

3420 スネーキーモンキー蛇拳 ユアン・ウー・ピン 色刷 85 l枚 98P12261 

3421 スネーキーモンキー蛇拳 ユアン・ウー-ピン 色刷 A3 l枚 98P12262 
二つ折り

3422 スネーク・アイズ アベル・フエラーラ 色剛 85 l枚 98P12263 

3423 スネーク・ターミネーター蛇 ジャリル・ジャクソン 色刷 85 l枚 98P12264 
女は2度死ぬ

3424 スノータイガー スチュワート・ラフィル 色刷 85 l枚 98P12265 I 

3425 スノーマン レイモンド・ブリッグス 色刷 85 l枚 98P12266 

3426 スパイ・ライク・アス ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P12267 

3427 スパイクス・ギャング リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98P12268 

3428 スパイゲーム デビット・ウー 色刷 85 l枚 98P12269 

3429 スパイメーカー フェルディナンド・フェア 色刷 85 l枚 98P12270 
ファックス

3430 素晴らしき戦争 リチヤード・アッテンポロー 色刷 85 l枚 98P12271 

3431 素晴らしきヒコーキ野郎 ケン・アナキン 色刷 85 l枚 98P12272 

3432 すばらしき仲間たち マーティン・リット 色刷 85 l枚 98P12273 

3433 スパルタカス スタンリー・キューブリック 色刷 85 l枚 98P12274 

3434 スパルタカス スタンリー・キュープリック 色刷 85 l枚 再映 98P12275 

3435 スパルタンX サモ・ハン・キンポー 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P12276 

3436 スパルタンX サモ・ハン・キンポー 色刷 85 l枚 タイトル金字 98P12277 

3437 素晴しき放浪者 ジャン・ルノワール 色刷 85 l枚 98P12278 

3438 スピード ヤン・デ・ボン 色刷 85 4枚 コピー「映画史 回P12279I
上最高のスリ lレ
と興奮J

3439 スピード ヤン・デ・ボン 色刷 85 4枚 コピー「絶体絶 98P12280 
命、男と女、と
びきり熱い胸騒
ぎ」

3440 スピリッツ・オブ・ジ・エア アレツクス・プロセス 色刷 85 l枚 98P12281 
L- .._  
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3441 スフインクス フフンクリン・ノ・シャフ 色刷 85 2枚 98P12282 
ナー

3442 スプラッシュ ロン・ハワード 色刷 85 l枚 98P12283 

3443 スプリングブレイク ショーン・ s.カニンガム 色刷 85 l枚 98P12284 

3叫4スプレンドール エットー・スコラ 色刷 85 l枚 98P12285 

3445 スペインからの手紙べンポス 朝間義際 色刷 85 l枚 タイトル縦 98P12286 
タの子どもたち

3446 スペインからの手紙べンポス 朝間義隆 色刷 85 4枚 タイトル横 98P12287 
タの子どもたち

3447 スペインの魂 ゴヤ コンラート・ウォルア 色刷 85 l枚 98P12288 

3448 スペースインベーダー トビー・フーパー 色刷 A4 29枚 98P12289 

3449 スペースキャンプ ハリー・ウィナー 色刷 85 4枚 縦位置タイト 98P12290 
ル赤・銀字

3450 スペースキャンプ ハリー-ウィナー 色刷 85 4枚 縦位置タイト 98P12291 
ル赤字

3451 スペースキャンプ ハリー・ウィナー 色刷 85 4枚 横位置 98P12292 

3452 スペース・サタン スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 98P12293 

3453 スペースノア ローランド・エメリッヒ 色刷 85 l枚 98P12294 

3454 スペース・パイレーツ スチュワート・ラッフィル 色刷 85 l枚 98P12295 

3455 スペースパンパイア トビー・フーパー 色刷 A4 l枚 98P12296 

3456 スペースファミリー・ジェット ウィリアム・ハンナ外l名 色刷 85 2枚 98P12297 
ソンズ

3457 スベースボール メル・ブルックス 色刷 85 4枚 98P12298 

3458 スペース・ミューティニー デヴィッド・ウインターズ 色刷 85 l枚 98P12299 

3459 スペースリザード 3001 宇 サム・アーヴイン 色刷 85 2枚 98P12300 
宙の極道断揚

3460 すべて売り物 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 l枚 98P12301 

3461 スペンサーの山 デルマー・デビス 色刷 85 l枚 98P12302 

3462 スポンティニアス・コンパツシ トビー・フーパー 色刷 85 l枚 98P12303 
ョン

3463 スラップ・ショット ジョージ・ロイ・ヒlレ 色刷 85 l枚 98P12304 

3464 スラムダンス ウェイン・ウァン 色刷 85 l枚 98P12305 

3465 スリー・オブ・ハーツ ユーレック・ポガエヴィッチ 色刷 85 4枚 98P12306 

3466 スリーパー ウッデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P12307 

3467 スリープウオーク サラ・ドライヴァー 色刷 85 l枚 98P12308 

3468 スリーメン&ベビー レナード・ニモイ 色刷 85 l枚 タイトル上 98P12309 

3469 スリーメン&ベビー レナード・ニモイ 色刷 85 l枚 タイトル下 98P1231O 
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3470 スリーメン&リトルレディ エミール・アードリノ 色刷 85 3枚 98P12311 

3471 スリー・リバーズ ローデイ・へリントン 色刷 85 l枚 98P12312 

3472 スリー・リバーズ ローデイ・へリントン 色刷 85 l枚 98P12313 

3473 スリランカの愛と別れ 木下恵介 色刷 85 l枚 98P12314 

3474 スロウ・タイム クロード・ガニオン 色刷 25cmx25.8 l枚 98P12315 
二つ折り

3475 スローター・ハウス5 ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 85 l枚 98P12316 

3476 スローなブギにしてくれ 藤田敏八 色刷 85 4枚 白色ベース 98P12317 

3477 スローなブギにしてくれ 藤田敏八 色刷 85 l枚 青色ベース 98P12318 

3478 スワンの恋 フォルカー・シュレンドリア 色刷 85 l枚 98P12319 

3479 セイ・エニシング キャメロン・クロウ 色刷 85 l枚 98P12320 

3480 世紀の指揮者大音楽会 企画・構成韮沢正 色刷 85 l枚 灰色ベース 98P12321 

3481 世紀の指揮者大音楽会 企画・構成韮沢正 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P12322 

3482 青幻記(せいげんき) 成島東一郎 色刷 85 l枚 98P12323 

3483 成功時代 張善字 色刷 85 l枚 98P12324 

3484 聖者の眠る夜 ティム・ハンター 色刷 85 l枚 98P12325 

3485 青春PARTII 小原宏祐 色刷 85 l枚 98P12326 

3486 青春狂詩曲 中山節夫 色刷 85 1枚 98P12327 

3487 青春祭 張暖'肝 色刷 85 4枚 98P12328 

3488 青春スケッチ イー・ギュヒョン 色刷 85 l枚 98P12329 

3489 青春デンデケデケデケ 大林宣彦 色刷 85 l枚 98P12330 

3490 青春の海 アレン.H.マイナー 色刷 15.0X42.5 l枚 98P12331 
二つ折り

3491 青春の輝き ロパート・マンデル 色刷 85 l枚 98P12332 

3492 青春の賭け ハロルド・ベッカー 色刷 85 4枚 98P12333 

3493 青春の形見 ジュゼッベ・ピッチョーニ 色刷 85 l枚 98P12334 

3494 青春の殺人者 長谷川和彦 色刷 A4 l枚 98P12335 
二つ折り

3495 青春の躍鉄 神代辰巳 色刷 85 l枚 98P12336 

3496 青春の暴走 ジエリー・シャツツパーグ 色刷 85 l枚 98P12337 

3497 青春の門 浦山桐郎 色刷 85 4枚 98P12338 

3498 青春の門 蔵原惟繕・深作欣二 色刷 85 l枚 98P12339 

3499 青春の門 自立編 浦山桐郎 色刷 85 l枚 98P12340 

3500 青春の門 自立編 蔵原惟繕 色刷 85 l枚 98P12341 

」
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3501 青春よ永遠に ジェームス・デ レイ・コノリー 色刷
ィーンのすべて

B5 l枚 タイトル赤字 98P12342 

3502 青春よ永遠に ジェームス・デ レイ・コノリー 色刷 B5 l枚 タイトル緑字 98P12343 
ィーンのすべて

3503 聖職の碑 森谷司郎 色刷 B5 l枚 98P12344 

3504 聖女伝説 村川透 色刷 B5 l枚 98P12345 

3505 西太后 リーハン・シャン 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P12346 

3506 西太后 リーハン・シャン 色刷 B5 l枚 タイトlレ横書き 98P12347 

3507 生徒諸君! 西河克己 色刷 B5 l枚 98P12348 

3508 聖なる酔っぱらいの伝説 エルマンノ・オルミ 色刷 B5 5枚 98P12349 

3509 制覇 中島貞夫 色刷 B5 l枚 98P12350 

3510 西部悪人伝 フランク・クレイマー 色刷 B5 l 枚 98P12351 

3511 西部開拓史 ジョン・フォード外2名 色刷 B5 l枚 98P12352 

3512 制服の処女 ゲザ・ラドパニ 単色刷 B5 l枚 98P12353 

3513 西部戦線異状なし ルイス・マイルストン 単色刷 B5 l枚 98P12354 

3514 聖母観音大菩薩 若松孝二 色刷 B5 l枚 98P12355 

3515 ゼイラム 雨宮慶太 色刷 B5 l枚 98P12356 

3516 ゼイリブ ジョン・カーペンター 色刷 B5 4枚 98P12357 

3517 成龍拳 ロー・ウェイ 色刷 B5 l枚 98P12358 

3518 セイリング海にはばたく 中山節夫 色刷 B5 4枚 98P12359 

3519 精霊のささやき 植岡喜晴 色刷 B5 l枚 98P12360 

3520 セーラー服と機関銃 相米慎二 色刷 B5 l枚 98P12361 

3521 世界が燃えつきる日 ジャック・スマイト 色刷 B5 l枚 98P12362 

3522 世界最強の男 ビンセント・マクビーティ 色刷 B5 l枚 98P12363 

3523 世界残酷物語 グアルティエロ・ヤコペツ 色刷 B5 l枚 98P12364 
アイ

3524 世界の空軍 ドッグファイト K.KAWABE 色刷 B5 l枚 98P12365 

3525 世界崩壊の序曲 ジェームス・ゴールドスト 色刷 B5 l枚 98P12366 
ーン

3526 世界崩壊の序曲 ジェームス・ゴールドスト 単色刷 A4 l枚 98P12367 
ーン

3527 セカンド・チャンス ジョン・ルーツフェルド 色刷 B5 l枚 98P12368 

3528 赤道 セルジュ・ゲンズブール 色刷 B5 1枚 98P12369 

3529 セクシーナイト ニコマストラキス 色刷 B5 l枚 98P12370 

3530 女街 ZEGEN 今村昌平 色刷 B5 3枚 98P12371 
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3531 セコーカス・セブン ジョン・セイルズ 色刷 85 l枚 図柄イフスト 98P12372 

3532 セコーカス・セブン ジョン・セイルズ 色刷 85 l枚 図柄写真 98P12373 

3533 世代 アンジェイ・ワイタe 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P12374 

3534 世代 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P12375 

3535 雪筆葬刺(せっかとむらいざ)し 高林陽一 色刷 85 l枚 98P12376 

3536 絶叫屋敷へいらっしゃL、! ダン・エイクロイド 色刷 85 l枚 98P12377 

3537 セックスと嘘とビデオテープ スティーブン・ソダーパーグ 色刷 85 4枚 98P12378 

3538 セックス・ピストルズグレー ジュリアン・テンプル 色刷 85 3枚 98P12379 
ト・ロックンロール・スウィン
ドJレ

3539 絶唱 西河克己 色刷 85 l枚 98P12380 

3540 Z(ゼ、ツト) コスタ・ガブラス 色刷 85 l枚 98P12381 

3541 ZOO AZET&1WO ピーター・グリーナウェイ 色刷 85 4枚 98P12382 
NOUGHTS(Zとふたつの0)

3542 瀬戸内少年野球団 篠田正浩 色刷 85 4枚 98P12383 

3543 瀬戸内少年野球団青春篇最 三村晴彦 色刷 85 4枚 98P12384 
後の楽園

3544 セパスチャン デレク・ジャーマン 色刷 85 l枚 98P12385 

3545 背番号OO(ゼロゼロ)大奮戦 ビンセント・マックビーティ 色刷 A5 l枚 98P12386 

3546 セプテンパー ワデイ・アレン 色刷 85 4枚 98P12387 

3547 瀬降り物語 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P12388 

3548 セブンス・カース ラン・ナイチョイ 色刷 85 4枚 98P12389 

3549 セブンスフロア イアン・パリー 色刷 85 l枚 98P12390 

3550 セブン・ビューティーズ リナ・ウエlレトミューラー 色刷 85 l枚 98P12391 

3551 セ・ラ・ヴィ ディアーヌ・キュリス 色刷 85 l枚 98P12392 

3552 セリア アン・ターナー 色刷 85 l枚 98P12393 

3553 セリア ジュリアン・ランチル 色刷 85 l枚 98P12394 

3554 セlレピコ シドニー・ルメット 色刷 85 l枚 98P12395 

3555 セレモニー結婚式 ポール・ガーパー 色刷 85 l枚 98P12396 

3556 ゼロ・アンド・ワン ローリー・アンダーソン 色刷 85 l枚 98P12397 

3557 ゼロシティ カレン・シャフナザーロフ 色刷 85 1枚 98P12398 

3558 007美しき獲物たち ジョン・グレン 色刷 85 2枚 灰色ベース 98P12399 

3559 007美しき獲物たち ジョン・グレン 色刷 85 4枚 白色ベース 98P12400 

3560 007黄金銃を持つ男 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P12401 

3561 007オクトパシー ジョン・グレン 色刷 85 l枚 タイトル下 98P12402 
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3562 007オクトパシー ジョン・グレン 色刷 B5 l枚 タイトル左 98P12403 

3563 007危機一発 ロシアより愛を テレンス・ヤング
こめて

色刷 B5 l枚 98P12404 

3564 007危機一発 ロシアより愛を テレンス・ヤング 色刷 18目OX51.5 l枚 98P12405 
こめて コつ折り

3565 007消されたライセンス ジョン・グレン 色刷 B5 4枚 黒色ベース 98P12406 

3566 007消されたライセンス ジョン・グレン 色刷 B5 4枚 青色ベース 98P12407 

3567 007ゴールドフィンガー ガイ・ハミルトン 色刷 B5 l枚 98P12408 

3568 007サンダーボール作戦 テレンス・ヤング 色刷 B5 l枚 98P12409 

3569 007死ぬのは奴らだ ガイ・ハミルトン 色刷 B5 l枚 98P12410 

3570 007ダイヤモンドは永遠に ガイ・ハミルトン 色刷 B5 l枚 98P12411 

3571 007ドクター・ノオ テレンス・ヤング 色刷 B5 l枚 98P12412 

3572 007ネパーセイ・ネパーアゲイ アービン・カーシュナー 色刷 B5 l枚 赤色ベース 98P12413 
ン

3573 007ネパーセイ・ネパーアゲイ アービン・カーシュナー 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P12414 I 
ン

3574 007は二度死ぬ ルイス・ギルパート 色刷 B5 l枚 98P12415 

3575 007ムーンレイカー ルイス・ギlレパート 色刷 B5 l枚 98P12416 

3576 007ユア・アイズ-オンリー ジョン・グレン 色刷 B5 l枚 赤色ベース 98P12417 

3577 007ユア・アイズ-オンリー ジョン・グレン 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P12418 

3578 007リビング・デイライツ ジョン・グレン 色刷 B5 4枚 タイトルの上部 98P12419 
にrJAMESBOND 
007Jとあり

3579 007リビング・デイライツ ジョン・グレン 色刷 B5 4枚 タイトlレ左に 98P12420 I 
007ロゴマーク
あり

3580 007私を愛したスパイ ルイス・ギルパート 色刷 B5 l枚 98P12421 I 

3581 零戦燃ゆ 舛田利雄 色刷 B5 l枚 図柄零戦 98P12422 

3582 零戦燃ゆ 舛田利雄 色刷 B5 3枚 灰色枠あり 98P12423 

3583 u(ゼロ)の決死圏 J .リー・トンプソン 色刷 B5 l枚 98P12424 

3584 セロ弾きのゴーシユ 高畑勲 色刷 B5 l枚 黄色ベース 98P12425 

3585 セロ弾きのゴーシュ 高畑勲 色刷 B5 1枚 黒色ベース 98P12426 

3586 セロ弾きのゴーシュ 高畑勲 色刷 12.3X25.9 l枚 98P12427 

3587 善悪の彼岸 リリアーナ・カヴァーニ 色刷 B5 3枚 98P12428 

3588 戦艦ポチョムキン セlレゲイ .M.エイゼンシ 色刷 20.7X40.8 l枚 98P12429 
ュテイン 二つ折り

3589 1900年 ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 B5 l枚 98P12430 
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3590 1900年オリジナル英語パー ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 l枚 98P12431 
ジョン

3591 1999年の夏休み 金子修介 色刷 85 3枚 98P12432 

3592 198X年 舛田利雄・勝間田具治 色刷 85 l枚 98P12433 

3593 戦国自衛隊 斉藤光正 色刷 85 l枚 98P12434 

3594 戦国魔神ゴーショーグン 湯山邦彦 色刷 85 l枚 98P12435 

3595 戦国魔神ゴーショーグン 湯山邦彦 色刷 85 l枚 98P12436 

3596 戦場 ジョン・ミリアス 色刷 85 l枚 98P12437 

3597 戦場 テッド・ポスト 色刷 85 l枚 98P12438 I 

3598 戦場にかける橋 テビット・リーン 色刷 85 4枚 98P12439 

3599 戦場にかける橋2 クワイ河か アンドリュー・ V・マクラ 色刷 85 2枚 98P12440 
らの生還 レン

3600 戦場に捧げる花 謝晋 色刷 85 2枚 98P12441 

3601 戦場の女たち 関口典子 色刷 85 2枚 98P12442 

3602 戦場の小さな恋人たち ピーター・ワーナー 色刷 85 1枚 98P12443 

3603 戦場の小さな天使たち ジョン・ブアマン 色刷 85 4枚 98P12叫4

3604 戦場のメリークリスマス 大島渚 色刷 85 5枚 98P12445 

3605 全身小説家 原一男 色刷 85 2枚 98P12446 

3606 せんせい 山城新伍 色刷 85 l枚 98P12447 

3607 せんせい 大津豊 色刷 85 l枚 98P12448 

3608 先生あした晴れるかな 中山節夫 色刷 85 l枚 98P12449 

3609 先生あした晴れるかな 中山節夫 色刷 85 l枚 98P12450 

3610 センセーション淫溺 アルベルト・フェッロ 色刷 85 l枚 98P12451 

3611 戦争が終わった夏に 1945・ 青木雄三 色刷 85 l枚 98P12452 
樺太(サハリン)

3612 戦争と青春 今井正 色刷 85 2枚 黒色ベース 98P12453 

3613 戦争と青春 今井正 色刷 85 4枚 白色ベース 98P12454 

3614 戦争と人間 山本薩夫 色刷 85 l枚 98P12455 

3615 戦争と人間完結篇 山本薩夫 色刷 84 l枚 98P12456 
二つ折り

3616 戦争と平和 キング・ヴィター 色刷 15cmX42叩 l枚 縦位置 98P12457 
二つ折り

3617 戦争と平和 キング・ビター 色刷 15叩 X42αn l枚 横位置 98P12458 
二つ折り

3618 戦争と平和 セルゲイ・ボンダルチュク 色刷 85 2枚 タイトル赤字 98P12459 

3619 戦争と平和完結篇 セlレゲイ・ボンダlレチュク 色刷 85 l枚 タイトル茶色字 98P12460 
」
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3620 戦争と平和総集篇 セlレゲイ・ボンダルチュク 色刷 14.8x42.1 l枚 98P12461 
二つ折り

3621 戦争と冒険 リチヤード・アッテンボロー 色刷 B5 l枚 98P12462 

3622 戦争と友情 ハンク・マイルストーン 色刷 B5 l枚 98P12463 

3623 戦争の荒鷲 ウォー・パーズ ウーリ・ロメル 色刷 B5 l枚 98P12464 

3624 戦争の犬たち ジョン・アービン 色刷 B5 l枚 98P12465 

3625 戦争のはらわた サム・ペキンパー 色刷 B5 l枚 98P12466 

3626 戦争は終わった アラン・レネ 色刷 13.5X56.0 l枚 98P12467 
三つ折り

3627 戦争を知らない子供たち 松本正志 色刷 17.4X 17.8 l枚 98P12468 

3628 ゼンダ城の虜(とりこ) リチヤード・クワイン 色刷 B5 l枚 98P12469 

3629 センチネル マイケル・ウィナー 色刷 B5 l枚 98P12470 

3630 センチュリアン リチヤード・フライシャー 色刷 B5 l枚 98P12471 

3631 セントアイブス J .リー・トンプソン 色刷 B5 l枚 98P12472 

3632 セント・エルモス・ファイヤー ジョエル・シュマッチャー 色刷 B5 l枚 98P12473 

3633 セント・オブ・ウーマン愛の マーチン・ブレスト 色刷 B5 4枚 98P12474 
香り

3634 セント・ヒヤシンス物語 クロード・ガニオン 色刷 B5 l枚 98P12475 

3635 善人の条件 ジェームス三木 色刷 B5 4枚 タイトル下 98P12476 

3636 善人の条件 ジェームス三木 色刷 B5 l枚 タイトル中央 98P12477 

3637 1000年刻みの日時計牧野村 小川紳介 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P12478 
物語

3638 1000年刻みの日時計牧野村 小川紳介 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P12479 
物語

3639 1000年女王 松本零士 色刷 B5 2枚 98P12480 

3640 千羽づる 神山征二郎 色刷 B5 l枚 98P12481 

3641 せんぽんまつばら 川と生きる 出崎哲 色刷 B5 l枚 98P12482 
少年たち

3642 千夜一夜物語 製作手塚治虫 色刷 8.8x51.1 l枚 98P12483 
三つ折り

3643 戦傑殺人 ローズマリー2 アンソニー・ J・クリスト 色刷 B5 l枚 98P12484 
ファー

3644 戦傑の鮮 デヴィッド・クローネンパ 色刷 B5 2枚 98P12485 
ーグ

3645 戦略大作戦 ブライアン・ G.ハットン 色刷 B5 l枚 98P12486 

3646 ソイレント・グリーン リチヤード・フライシャー 色刷 B5 l枚 98P12487 

3647 双旗鎮万客(そうきちんとうき ハー・ピン 色刷 B5 4枚 98P12488 
ゃく)
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3648 象牙色のアイドル ナルシス・イベネッツ・セ 色刷 85 l枚 98P12489 
ラドlレ

3649 草原の輝き エリア・カザン 色刷 85 l枚 98P12490 

3650 早春 イエジー・スコルモアスキー 色刷 85 l枚 98P12491 

3651 相続人 フィリップ・ラブロ 色刷 85 l枚 青色ベース 98P12492 

3652 相続人 フィリップ・ラブロ 色刷 85 2枚 白色ベース 98P12493 

3653 象のいない動物園 色刷 85 l枚 図柄象に乗る2 98P12494 
人の子ども

3654 象のいない動物園 色刷 85 l枚 図柄像の足型 98P12495I 

3655 ぞうのパパール アラン・パンス 色刷 85 l枚 98P12496 

3656 象物語 蔵原惟二・日野成道 色刷 85 l枚 裏面解説文縦書 98P12497 
き

3657 象物語 蔵原惟二・日野成道 色刷 85 l枚 裏面解説文横書 98P12498 
き

3658 ソウル soul 老娘多勺騒 シュウ・ケイ 色刷 85 l枚 98P12499 

3659 ソウルの虹 キム・ホソン 色刷 85 4枚 98P12500 

3660 ソウlレ・ミュージック フパー 小原宏祐 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P12501 
ズ・オンリー

3661 ソウJレ・ミュージック ラパー 小原宏祐 色刷 85 l枚 タイトル白字 98P12502 
ズ・オンリー

3662 ぞう列車がやってきた 加藤盟 色刷 85 4枚 裏面解説文青字 98P12503 

3663 ぞう列車がやってきた 加藤盟 色刷 85 l枚 裏面解説文黒字 98P12504 

3664 ソープディッシュ マイケル・ホフマン 色刷 85 4枚 98P12505 

3665 SoWHAT(ソーホワット) 山川直人 色刷 85 l枚 98P12506 

3666 続青い体験 サルパトーレ・サンペリ 色刷 85 l枚 98P12507 

3667 続赤毛のアンアンの青春 ケヴ、イン・サリヴァン 色刷 85 4枚 図柄家を背景に 98P12508 
したアン

3668 続赤毛のアンアンの青春 ケヴィン・サリヴァン 色刷 85 l枚 図柄湖水を背景 98P12509 
にしたアン

3669 続アドベンチャー・ファミリ フランク・ズニガー 色刷 85 l枚 98P1251O 
一 白銀を越えて

3670 続アドベンチャー・ファミリ フランク・ズニガー 色刷 A4 l枚 98P12511 
一 白銀を越えて

3671 続あの空に太陽が ラリー・ピアース 色刷 85 l枚 98P12512 

3672 続ある愛の詩 ジョン・コーティ 色刷 85 l枚 98P12513 

3673 続エマニエル夫人 フランシス・ジャコベッティ 色刷 85 l枚 98P12514 

3674 続黄金の七人 レインボー作 マルコ・ビカリオ 色刷 17.6x35.1 l枚 98P12515 
戦 二つ折り

」ー
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3675 続男と女 クロード・ルルーシュ 色刷 B5 l枚 98P12516 

3676 続おもいでの夏 ポール・ポガート 色刷 B5 l枚 98P12517 

3677 続恐竜の島 ケビン・コナー 色刷 B5 l枚 98P12518 

3678 続激突! カージャック スティーブン・スピルパーグ 色刷 B5 l枚 98P12519 

3679 続個人教授 ジャン・パテイスト・ロッシ 色刷 B5 l枚 98P12520 

3680 続猿の惑星 テッド・ポスト 色刷 B5 l枚 98P12521 

3681 続サンシャイン ダニエlレ・ホーラー 色刷 B5 l枚 98P12522 

3682 続西太后 リーハン・シャン 色刷 B5 4枚 98P12523 

3683 続人間革命 舛田利雄 色刷 B5 l枚 98P12524 

3684 俗物図鑑 内藤誠 色刷 B5 4枚 98P12525 

3685 続フレンズ ルイス・ギルパート 色刷 B5 l枚

3686 続蘭の女官能のレッド・シ ザルマン・キング 色刷 B5 l枚 98P12527 
ユーズ

3687 続私は好奇心の5郎、女 ピルゴッド・シェーマン 色刷 B5 l枚 98P12528 

3688 狙撃者 マイク・ホッジズ 色刷 B5 l枚 98P12529 

3689 底抜け再就職も楽じゃない ジエリー・ルイス 色刷 B5 l枚 98P12530 

3690 ソサエティ ブライアン・ユズナ 色刷 B5 l枚 98P12531 

3691 組織 ジョン・フリン 色刷 B5 l枚 98P12532 

3692 そして誰もいなくなった ピーター・コリンソン 色刷 B5 l枚 98P12533 

3693 そして誰もいなくなった ルネ・クレール 単色刷 B5 l枚 98P12534 

3694 「そして船は行く j フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 4枚 98P12535 

3695 そして私はペニスに生まれた モーリス・ベジャーlレ 色刷 B5 4枚 98P12536 

3696 訴訟 マイケル・アピテッド 色刷 B5 4枚 98P12537 

3697 卒業 マイク・ニコルズ 色刷 B5 l枚 裏面解説文縦書 98P12538 
き3段

3698 卒業 マイク・ニコルズ 色刷 B5 l枚 裏面解説文横書 98P12539 
き

3699 卒業 マイク・ニコルズ 色刷 B5 l枚 裏面解説文縦書 98P12540 
き2段

3700 卒業生 エマニエル・アルサン 色刷 B5 l枚 98P12541 

3701 卒業白書 ポール・ブリックマン 色刷 B5 l枚 98P12542 

3702 卒業プルーフ 中山真一 色刷 B5 l枚 98P12543 

3703 卒業旅行 出目昌伸 色刷 35.0XI7.4 l枚 98P12544 
二つ折り

3704 卒業旅行ニホンから来ました 金子修介 色刷 B5 4枚 98P12545 

qu 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3705 ソドムとゴモラ ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P12546 

3706 ソドムの市 ピエル・パオロ・パゾリーニ 色刷 85 l枚 98P12547 

3707 ソナチネ ミシュリーヌ・ランクト 色刷 85 4枚 98P12548 

3708 ソナチネ 北野武 色刷 85 4枚 98P12549 

3709 曽根崎心中 栗崎碧 色刷 85 l枚 タイトル白字 98P12550 

3710 曽根崎心中 増村保造 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P12551 

3711 その男、凶暴につき 北野武 色刷 85 4枚 98P12552 

3712 その人は炎のように 出目昌伸 色刷 85 l枚 98P12553 

3713 ソビエトのいちばん長い日 ユーリー・カラシク 色刷 85 l枚 98P12554 

3714 ソフィーの選択 アラン・ J.パクラ 色刷 85 l枚 98P12555 

3715 空がこんなに青いわけがない 柄本明 色刷 85 l枚 98P12556 

3716 空飛ぶ十字剣 チャン・メイ・チュン 色刷 85 l枚 98P12557 

3717 空、みたか? 田辺泰志 色刷 23.7x24.3 l枚 98P12558 

3718 ソルジャー・ストーリー ノーマン・ジェイソン 色刷 85 l枚 98P12559 

3719 ソルジャーブルー ラyレフ・ネルソン 色刷 85 l枚 98P12560 

3720 ソルジャー・ボーイ リチヤード・コンプトン 色刷 85 l枚 98P12561 

3721 それいけ!アンパンマンキラ 永正昭典 色刷 85 l枚 98P12562 
キラ星の涙

3722 それいけ1アンパンマンつみ 永正昭典 色刷 85 4枚 タイトル下 98P12563 
き城のひみつ

3723 それいけ!アンパンマンつみ 永正昭典 色刷 85 2枚 タイトル中央 98P12564 
き城のひみつ

3724 それいけ1アンパンマン とべ! 永丘昭典 色刷 85 l枚 98P12565 
とべ!ちびごん

3725 それいけ!アンパンマン l品、 永正昭典 色刷 86 l枚 98P12566 
きんまんの逆襲

3726 それいけ!アンパンマンば~、 永丘昭典 色刷 85 4枚 98P12567 
きんまんの逆襲

3727 それいけ!アンパンマン リリ 永正昭典・矢野博之 色刷 85 4枚 98P12568 
カル・マジカルまほうの学校

3728 それいけ!アンパンマン恐竜 永丘昭典 色刷 85 4枚 98P12569 
ノッシーの大冒険

3729 それから 森田芳光 色刷 85 2枚 98P12570 

3730 それぞれの旅立ち 中山節夫 色刷 85 l枚 98P12571 

3731 ゾロ ピーター・メダック 色刷 85 l枚 98Pl2572 

3732 ゾロ ピーター-メダック 色刷 84 l枚 98P12573 
二つ折り

ー----'-ーー 」
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3733 ソング・オブ・ノルウェー アンドリュー・ L.ストーン 色刷 B5 l枚 98P12574 

3734 ゾンゲリア ゲーリー.A.シャーマン 色刷 B5 l枚 98P12575 

3735 存在の耐えられない軽さ フィリップ・カウフマン 色刷 B5 3枚 98P12576 

3736 ゾンビ ジョージ .A・ロメロ 色刷 B5 l枚 98P12577 

3737 ゾンビディレクターズカット ジョージ .A・ロメロ 色刷 51.6x 18.4 2枚 98P12578 I 
完全版 二つ折り

3738 ゾンビ伝説 ウェス・クレーブン 色刷 B5 4枚 98P12579 

3739 孫文 丁陰楠 色刷 B5 2枚 98P12580 

3740 ソ連軍最新戦略兵器の全て v.ボイノフ 色刷 B5 l枚 98P12581 

3741 ダークエンジェル クレイグ.R.パクスリー 色刷 B5 l枚 98PI2582 

3742 ダーク・クリスタル ジム・へンソン 色刷 B5 l枚 98PI2583 

3743 ダークサイド・ブルース 吉川順康 色刷 A4 5枚 98P12584 

3744 ダーク・スター/シュロック ジョン・カーペンター外l名 色刷 B5 l枚 98P12585 

3745 ダークマン サム・ライミ 色刷 B5 2枚 タイトル中央 98P12586 

3746 ダークマン サム・ライミ 色刷 B5 3枚 タイトル左上 98PI2587 

3747 ダーク・ライズ イルカ・ジャルビラチュリ 色刷 B5 l枚 98P12588 

3748 ターゲット アーサー・ぺン 色刷 B5 l枚 98P12589 

3749 ターザンの猛襲 リチヤード・ソープ 色刷 B5 l枚 98P12590 

3750 ダーティ・ウィークエンド マイケlレ・ウィナー 色刷 B5 l枚 98P12591 

3751 ダーティ・ダンシング エミール・アルドリーノ 色刷 B5 l枚 98P12592 

3752 ダーティハリー ドン・シーゲル 色刷 18.3X51.5 l枚 98PI2593 
二つ折り

3753 ダーティハリー2 テッド・ポスト 色刷 B5 l枚 98P12594 

3754 ダーティハリー3 ジェームス・ファーゴ 色刷 B5 l枚 98P12595 

3755 ダーティハリー4 クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 98PI2596 

3756 ダーティハリー5 バディ・パン・ホーン 色刷 A3 l枚 98P12597 
二つ折り

3757 ダーティハリー5 バディ・パン・ホーン 色刷 B5 5枚 98P12598 

3758 ダーティハンター ピーター・コリンソン 色刷 B5 l枚 98PI2599 

3759 ダーティファイター ジェームス・ファーゴ 色刷 B5 l枚 98P12600 

3760 ダーティファイター ジェームス・ファーゴ 色刷 B5 l枚 98PI2601 

3761 ダーティファイター 燃えよ鉄 パティ・パン・ホーン 色刷 B5 4枚 98P12602 
拳

3762 ダーティ・メリー・クレイジ ジョン・ホック 色刷 B5 l枚 98P12603 
一・ラリー

戸
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3763 ターナー&フーチすてきな棺 ロジャー・スポアイスウッド 色刷 24.4X 18.1 5枚 切り抜き型 98P12604 

棒

13764 ターナー&フーチすてきな相 ロジャー・スポティスウッド 色刷 85 8枚 98P12605 
棒

3765 ターナー&フーチすてきな相 ロジャー・スポティスウッド 単色刷 B4 l枚 98P12606 
棒 二つ折り

3766 ターボ・クラッシュ アンソニー・ M・トーソン 色刷 85 l枚 98P12607 

3767 ターミネーター ジェームス・キャメロン 色刷 85 l枚 98P12608 

3768 ターミネーター2 ジェームズ・キャメロン 色刷 85 8枚 表下方にrT2J 98P12609 

3769 ターミネーター2 ジェームズ・キャメロン 色刷 85 l枚 表中央にrT2J 98P1261O 

3770 ターミネーター2 ジェームズ・キャメロン 色刷 84 6枚 98P12611 

3771 ダーリング ジョン・シュレンジャー 色刷 18.1 x25.6 l枚 98P12612 
二つ折り

3772 大閲兵 陳凱歌 色刷 85 4枚 98P12613 

3773 大火災 アール・ベラミー 色刷 85 l枚 98P12614 

3774 大感傷仮面 クマガイ・コウキ 色刷 85 2枚 98P12615 

3775 大逆転 ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P12616 

3776 大空港 ジョージ・シートン 色刷 85 l枚 98P12617 

3777 対決 ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 4枚 98PI2618 

3778 第5惑星 ウォルフガング・ベーター 色刷 85 4枚 98PI2619 
ゼン

3779 大混乱 ハワード・ドイツチ 色刷 85 12枚 98PI2620 

3780 大災難 ジョン・ヒューズ 色刷 85 9枚 98P12621 

3781 第3逃亡者 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 98PI2622 

3782 第三の男 キャロル・リード 色刷 85 l枚 98PI2623 

3783 大地震 マーク・ロプソン 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P12624 

3784 大地震 マーク・ロプソン 色刷 85 2枚 タイトル横書き 98PI2625 

3785 大白然の驚異 ウォルト・ディズニー 色刷 85 l枚 98PI2626 

3786 大自然の闘争驚異の昆虫戦争 ワロン・グリーン 色刷 85 l枚 98PI2627 

3787 大樹のうた サタジット・レイ 単色刷 85 l枚 98PI2628 

3788 だいじようぶマイ・フレンド 村川龍 色刷 85 l枚 98P12629 

3789 大西部無頼列伝 フランク・クレイマー 色刷 85 l枚 98P12630 

3790 泰造 渡辺範雄 単色刷 85 l枚 98PI2631 

3791 代打教師秋葉、真剣です! 那須博之 色刷 85 l枚 98P12632 

3792 大脱獄 ジョゼフ・マンキウィッツ 色刷 36.5XI7.1 l枚 98P12633 
二つ折り

一一 L 

-526 



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3793 大脱走 ジョン・スタージェフ 色刷 17.7X 17.7 l枚 98P12634 

3794 タイタンの戦い ジョン・スタージェフ 色刷 85 l枚 98P12635 

3795 大地のうた サタジット・ライ 白黒印刷 18.3x 25.8 l枚 98P12636 
二つ折り

3796 大統領暗殺指令 ルイス・ロッサ 色刷 85 l枚 98P12637I 

3797 大統領の陰謀 アラン・ J・パクラ 色刷 85 l枚 98P12638 

3798 大都会 サタジット・レイ 色刷 85 l枚 98P12639 

3799 タイトロープ リチヤード・タッグル 色刷 85 l枚 98P12640 

3800 ダイナー パリー・レヴィンソン 色刷 85 l枚 98P12641 

3801 ダイナウォーズ恐竜王国への ブレツト・トンプソン 色刷 86 4枚 98P12642 
大冒険

3802 第七の封印 イングマール・ベルイマン 白黒印刷 A3 l枚 98P12643 
二つ折り

3803 第七の予言 カール・シュルツ 色刷 85 4枚 98P12644 

3804 ダイナマイトどんどん 岡本喜八 色刷 85 l枚 98P12645 

3805 第27囚人戦車隊 ゴードン・へスラー 色刷 85 l枚 98P12646 

3806 第2章 ロパート・ムーア 色刷 85 l枚 98P12647 

3807 大日本帝国 舛田利雄 色刷 85 l枚 縦位置 98P12648 

3808 大日本帝国 舛田利雄 色刷 85 l枚 横位置 98P12649 

3809 ダイハード ジョン・マクティアナン 色刷 85 7枚 98P12650 

3810 ダイハード2 レニー・ハーリン 色刷 85 l枚 98P12651 

3811 ダイハード2 レニー・ハーリン 色刷 A3 l枚 日比谷スカラ座 98P12652 
二つ折り 開場35周年ちら

し

3812 タイパン ダリルーデューク 色刷 85 5枚 98P12653 

3813 大病人 伊丹十= 色刷 85 4枚 98P12654 

3814 台風クラブ 相米慎二 色刷 85 6枚 98P12655 

3815 大福星 ハン・キンポー 色刷 85 l枚 縦位置 98P12656 

3816 大福星 ハン・キンポー 色刷 85 l枚 横位置 98P12657 

3817 太平洋の地獄 ジョン・ブーアマン 色刷 85 l枚 98P12658 

3818 大菩薩峠 内田吐夢 色刷 85 l枚 98P12659 

3819 大本命 トニー・リチヤードソン 色刷 85 l枚 98P12660 

3820 タイム・アフター・タイム ニコラス・メイヤー 色刷 85 l枚 98P12661 

3821 TIME WILL TELL(タイム・ウ デイクラ・ロウニー 色刷 85 l枚 98P12662 
イlレ・テル)
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3822 タイムコップ近未来時空犯罪 ピーター・ハイアムズ 色刷 B5 2枚 青色ベース 98P12663 
捜査官

3823 タイムコップ近未来時空犯罪 ピーター・ハイアムズ 色刷 B5 l枚 赤色ベース 98P12664 
捜査官

3824 タイムズ・スクエア アラン・モイル 色刷 B5 l枚 98P12665 

3825 タイムズ・スクエア アラン・モイル 色刷 A4 l枚 98P12666 

3826 タイムボンパー アビ・ネッシャー 色刷 B5 3枚 98P12667 

3827 ダイヤモンド・コネクション トム・グリース 色刷 B5 l枚 98P12668 

3828 ダイヤモンド・スカル ニック・ブルームフィールド 色刷 B5 6枚 98P12669 

3829 ダイヤモンドの犬たち ヴァル・ゲスト 色刷 B5 l枚 98P12670 

3830 大誘拐 岡本喜八 色刷 B5 7枚 98P12671 

3831 太陽がいっぱし、 ルネ・クレマン 色刷 B5 l枚 表面日本文 98P12672 

3832 太陽がいっぱL、 ルネ・クレマン 色刷 B5 l枚 表面仏文 98P12673 

3833 太陽が知っている ジャック・ドレイ 色刷 B5 l枚 98P12674 

3834 太陽にかける橋ペーパー・タ ケン・アナキン 色刷 B5 l枚 98P12675 
イガー

3835 太陽のエトランゼ J .リー・トンプソン 色刷 B4 l枚 98P12676 
二つ折り

3836 太陽の王子ファラオ イエジー・カワレロウィッチ 色刷 B5 l枚 98P12677 

3837 太陽のオリンピア メキシコ アルベルト・イサーク 色刷 A4 l枚 98P12678 
1968 

3838 大洋のかなたに トム・グライス 色刷 B5 i枚 98P12679 

3839 太陽の子てだのふあ 浦山桐郎 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P12680 

3840 太陽の子てだのふあ 浦山桐郎 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P12681 

3841 太陽の子てだのふあ 浦山桐郎 色刷 A6 l枚 98P12682 

3842 太陽のサレーヌ ジョルジュ・ロートネル 色刷 B5 l枚 98P12683 
二つ折り

3843 太陽の戦士 ランス・ホール 色刷 B5 l枚 98P12684 

3844 太陽の帝国 スチーブン・スピルパーグ 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P12685 

3845 太陽の帝国 スチーブン・スピルパーグ 色刷 B5 6枚 タイトル茶色字 98P12686 

3846 太陽の年 クシシュトフ・ザヌーシ 色刷 B5 l枚 98P12687 

3847 太陽は光り輝く ジョン・フォード 白黒印刷 A3 l枚 98P12688 
二つ折り

3848 太陽はひとりぼっち M.アントニオーニ 色刷 17.8X51.5 l枚 98P12689 
三つ折り

3849 太陽は、夜も輝く パオロ&ヴイツトリオ・タ 色刷 B5 11枚 98Pl2690 
ヴィアーニ
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3850 太陽を盗んだ男 長谷川和彦 色刷 B5 l枚 98P12691 

3851 大乱戦 ジエラール・ウーリー 色刷 B5 l枚 98P12692 

3852 大陸横断超特急 アーサー・ヒラー 色刷 B5 l枚 2色刷 98P12693 

3853 大陸横断超特急 アーサー・ヒラー 色刷 B5 l枚 色刷 98P12694 

3854 大理石の男 アンジェイ・ワイダ 色刷 B5 l枚 98P12695 

3855 大霊界 右田照 色刷 B5 9枚 98P12696 

3856 大霊界2 死んだらおどろい 服部光則 色刷 B5 9枚 98P12697 
た!!

3857 大列車強盗 パート・ケネディ 色刷 35目6x17.5 l枚 98P12698 
二つ折り

3858 大列車強盗 マイケル・クライントン 色刷 B5 l枚 98P12699 

3859 大恋愛 ピエール・エテ 色刷 25.8x 18.2 l枚 98P12700 
二つ折り

3860 ダウンタウンヒーローズ 山田洋次 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P12701 
図柄イラスト

3861 ダウンタウンヒーローズ 山田洋次 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き
図柄写真

3862 ダウンタウンヒーローズ 山田洋次 色刷 B5 l枚 タイト1レ横書き 98P12703 I 
図柄写真

3863 ダウンタウン物語 アラン・パーカー 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P12704 

3864 ダウンタウン物語 アラン・パーカー 色刷 B5 l枚 紫色枠あり 98P12705 

3865 ダウン・パイ・ロー ジム・ジャームッシュ 白黒印刷 B5 7枚 98P12706 

3866 誰(た)がために鐙は鳴る サム・ウッド 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P12707 

3867 誰(た)がために鐙は鳴る サム・ウッド 色刷 B5 l枚 タイトル茶字 98P12708 

3868 タキシード ベルトラン・プリエ 色刷 B5 7枚 98P12709 

3869 抱きしめたい ロパート・ゼメキス 色刷 B5 l枚 98P1271O 

3870 抱きしめたいから スティーヴン・ウォレス 色刷 B5 4枚

3871 タクシー・ドライパー マーチン・スコシージ 色刷 B5 l枚 98P12712 

3872 タクシー・ブルース ノtーヴエlレ・ルンギン 色刷 B5 l枚 98P127131 

3873 竹取物語 市川昆 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P12714 

3874 竹取物語 市川昆 色刷 B5 6枚 タイトル横書き 98P12715 

3875 ダスト・デビル リチヤード・スタンリー 色刷 B5 l枚 98P12716 

3876 タスマニア物語 降旗康男 色刷 B5 l枚 98P12717 

3877 黄昏 マーク・ライデル 色刷 B5 l枚 98P12718 

3878 黄昏に燃えて ヘクトール・パベンコ 色刷 B5 2枚 98P12719 

3879 黄昏のアインシュタイン 蜂須賀健太郎 色刷 B5 2枚 98P12720 
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平成10年度収集寄贈質料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3880 黄昏のかなたに シエイコブ・チャン 色刷 85 l枚 98P12721 

3881 黄昏のチャイナタウン ジャック・ニコルソン 色刷 85 l枚 98P12722 

3882 戦いのあとの風景 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 i枚 98P12723 I 

3883 タッカー フランシス・ p.コッポラ 色刷 85 9枚 黒色ベース 98P12724 

3884 タッカー フランシス .p・コッポラ 色刷 85 9枚 白色ベース 98P12725 

3885 脱出 ジョン・ブアマン 色刷 85 l枚 98P12726 

3886 脱走山脈 マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 98P12727 

3887 タッチダウン マイケル・リッチー 色刷 85 l枚 98P12728 

3888 龍の子太郎 浦山桐郎 色刷 24cmx31cm l枚 98P12729 
二つ折り

3889 龍飛岬 中津川勲 色刷 85 l枚 98P12730 

3890 タップ ニック・キャッスル 色刷 85 l枚 98P12731 

3891 タップス ロハルド・ベッカー 色刷 85 l枚 98P12732 

3892 ダデイ・ノスタルジー ベルトラン・タヴェルニエ 色刷 85 1枚 枯葉色ベース 98P12733 

3893 ダデイ・ノスタルジー ベルトラン・タヴェルニエ 色刷 85 5枚 白色ベース 98P12734 

3894 TATIO [刺青]あり 高橋伴明 色刷 23.5X30.9 l枚 アートシアター 98P12735 
二つ折り 9 

3895 ダニー ギャビン・ミラー 色刷 85 l枚 98P12736 

3896 ダニー・ローズ ウッデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P12737 

3897 ダニエルとマリア エンニオ・デ・コンチーニ 色刷 12.9x36.5 l枚 98P12738 
二つ折り

3898 ダニエルばあちゃん エチェンヌ・シャティリエ 色刷 85 l枚 98P12739 

3899 他人の眼 ケン・ウィーダーホーン 色刷 85 l枚 98P12740 

3900 タバコ・ロード ジョン・フォード 色刷 85 l枚 98P12741 

3901 旅芸人の記録 テオ・アンゲロプロス 色刷 85 l枚 98P12742 

3902 旅路 ビットリオ・デ・シーカ 色刷 85 l枚 98P12743 

3903 旅路村でいちばんの首吊りの 神山征二郎 色刷 85 5枚 98P12744 
木

3904 旅する女 ルイス・ギlレパート 色刷 85 5枚 98P12745 

3905 旅立ちの季節 ロン・ナイスワーナー 色刷 85 l枚 98P12746 

3906 出発(たびだち)のとき 山下秀雄 色刷 85 1枚 98P12747 

3907 旅立ちの時 シドニー・ルメット 色刷 85 9枚 98P12748 

3908 旅人は休まない 李長鏑 色刷 85 I枚 98P12749 

3909 ダブ チヤールス・ジャロット 色刷 85 l枚 タイトル青学 98P12750 

3910 ダブ チヤールス・ジャロット 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P12751 
」ー

ハu
n
J
 

F
D
 



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3911 タブー・コア幼愛ロリータ カーデイ・スアイ←ブンス 色刷 85 l枚 98P12752 

3912 Wの悲劇 津井信一郎 色刷 85 2枚 98P12753 

3913 Wの悲劇 津井信一郎 色刷 A3 2枚 98P12754 

3914 ダブル・インパクト シェルドン・レティック 色刷 85 6枚 98P12755 

3915 WR(ダブルアーlレ):オルガニズ ドゥシャン・マカヴェイエフ 色刷 85 5枚 98P12756 
ムの神秘

3916 ダブルボーダー ウォルター・ヒル 色刷 85 5枚 タイトル下 98P12757 

3917 ダブルボーダー ウォノレター・ヒlレ 色刷 85 l枚 タイトル中央下 98P12758 
寄り

3918 ダブル・ボーダー ウォルター・ヒル 色刷 85 l枚 98P12759 

3919 魂(たま)遊び・ほうこう 高林陽一 色刷 84 l枚 98P12760 
二つ折り

3920 魂の風景大野一雄の世界 製作神原寛 色刷 85 l枚 98P12761 

3921 ダメージ ルイ・マル 色刷 85 12枚 赤色ベース 98P12762 

3922 ダメージ ルイ・マル 色刷 85 l枚 白枠あり 98P12763 

3923 多羅尾伴内 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P12764 

3924 多羅尾伴内 鬼面村の惨劇 山口和彦 色刷 85 l枚 98P12765 

3925 ダラスの熱い日 テビット・ミラー 色刷 85 l枚 98P12766 

3926 タランチュラ パオロ・カバーラ 色刷 85 l枚 98P12767 

3927 ダリアン アラン・シャピロ 色刷 85 l枚 98P12768 

3928 タリー・ブラウン、ニューヨー ローザ・フォン・プラウン 色刷 85 l枚 98P12769 
ク ハイム

3929 ダリ天才日記 アントニー・リパス 色刷 85 2枚 98P12770 

3930 ダリル秘められた巨大な謎を サイモン・ウィンサー 色刷 85 l枚 98P12771 
追って

3931 ダルク家の三姉妹 マイケル・ホブマン 色刷 85 2枚 98P12772 

3932 誰かがあなたを愛してる メイベノレ・チャン 色刷 85 4枚 98P12773 

3933 誰かに見られてる リドリー・スコット 色刷 85 13枚 98P12774 

3934 誰がどンセント・チンを殺した クリスティン・チョイ 色刷 85 6枚 98P12775 
か ?

3935 誰でも知りたがっているくせに ウデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P12776 
ちょっと聞きにくし)SEXのすべ
てについて教えましょう

3936 だれのものでもないチェレ ラー・スロー・ラノーデイ 色刷 85 l枚

3937 太郎せんせとわらしっ子 若杉光夫 色刷 85 l枚 98P12778I 

3938 TARO! MOMOTARO IN 石井てるよし 色刷 85 l枚
TROUBLE(タロー!モモタロ
一・イン・トラブル)
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3939 タワーリング・インフェルノ アーウィン・アレン 色刷 B5 l枚 裏面に超高層ビ 98P12780 
ルのリストあり

3940 タワーリング・インフェlレノ アーウィン・アレン 色刷 B5 l枚 98P12781 

3941 弾丸特急ジェット・パス ジェームズ・フローリー 色刷 B5 1枚

3942 弾丸を噛め リチヤード・ブ、ルックス 色刷 B5 l枚 98P12783 

3943 タンゴ パトリス.}レコント 色刷 B5 8枚 98P12784 

3944 タンゴガJレデルの亡命 フェルナンド .E.ソラナス 色刷 B5 11枚 98P12785 

3945 タンゴ・パー マルコス・チューリナガ 色刷 B5 2枚 98P12786 

3946 ダンサー ハーパート・ロス 色刷 B5 7枚 98P12787 

3947 誕生の詩(うた) ウッフェ・ビリエン 色刷 B5 l枚 98P12788 

3948 誕生日はもう来ない J ・リー・トンプソン 色刷 B5 l枚 98P12789 

3949 ダンシング・ヒーロー パズ・ラーマン 色刷 B5 7枚 98P12790 

3950 ダンス・ウィズ・ア・ストレン マイク・ニューウェル 色刷 B5 8枚 98P12791 
ジャー

3951 ダンス・ワィズ・ウルブズ ケビン・コスナー 色刷 B5 5枚 タイトル上 98P12792 

3952 ダンス・ウィズ・ウルブズ ケビン・コスナー 色刷 B5 11枚 タイトル下 98P12793 

3953 ダンス・ウィズ・ウルブス 4 ケビン・コスナー 色刷 B5 4枚 98P12794 
時間アナザー・パージョン

3954 ダンス!ダンス!ダンス! 色刷 B5 2枚 98P12795 

3955 断絶 モンテ・ヘルマン 色刷 B5 l枚 横位置 98P12796 

3956 断絶 モンテ・へルマン 色刷 B5 l枚 縦位置 98P12797 

3957 TANTAN(タンタン)たぬき 川島透 色刷 B5 l枚 98P12798 

3958 探偵スルース ジョセフ .L・マンキーウ 色刷 B5 l枚 98P12799 
イツツ

3959 探偵マイク・ハマー俺が捉 ジョセフ・ L・マンキーウ 色刷 B5 l枚 98P12800 
だ! イツツ

3960 タンデム パトリス・ルコント 色刷 B5 7枚 98P12801 

3961 ダントン アンジェイ・ワイダ 色刷 B5 l枚 98P12802 

3962 ダンプ渡り鳥 関本郁夫 色刷 B5 l枚 98P12803 

3963 タンポポ 伊丹十三 色刷 B5 5枚 98P12804 

3964 チ一公物語ネズミ小僧のつく 中田新一 色刷 B5 l枚 98P12805 
りかた

3965 小さな赤いビー玉 ジャック・ドワロン 色刷 B5 l枚 98P12806 

3966 小さな悪の華 ジョエル・セリア 色刷 B5 2枚 98P12807 

3967 小さな英雄の詩 レフ・ゴループ 色刷 15.3X42cm l枚 98P12808 
二つ折り
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3968 小さな巨人 アーサー・ぺン 色刷 85 l枚 98P12809 

3969 小さな巨人 アーサー・ぺン 単色刷 A4 i枚 98P12810 

3970 小さな刑事 カルロ・リッツアーニ 色刷 85 l枚 98P12811 

3971 小さな恋のメロデイ ワリス・フセイン 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P12812 

3972 小さな恋のメロデイ ワリス・フセイン 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P12813 I 

3973 小さな恋のメロデイ ワリス・フセイン 色刷 19.4X30.6 l枚 98P12814 
二つ折り

3974 小さな恋のメロデイ ワリス・フセイン 色刷 21.0X21.0 l枚 98P12815 

3975 小さな旅人 ジャンニ・アメリオ 色刷 85 l枚 98P12816 

3976 小さな泥棒 クロード・ミレール 色刷 85 l枚 98P12817 

3977 小さな兵隊 ジャン・リュック・ゴダール 単色刷 39.6XI8.7 l枚 98P12818 
三つ折り

3978 小さなペンギン・ロロの冒険 吉田健次郎 色刷 85 l枚 98P12819 

3979 小さな約束 ジャン・クロード・ブリアリ 色刷 85 l枚 98P12820 

3980 チーチ&チョンスモーキング Jレー・アドラー 色刷 85 l枚 98P12821 
作戦

3981 チーちゃんこ、めんね 西河克己 色刷 85 l枚 98P12822 

3982 チェイサー ジョルジュ・ロートネlレ 色刷 85 l枚 図柄人物正面 98P12823 

3983 チェイサー ジョルジュ・ロートネル 色刷 85 l枚 図柄人物の横顔 98P12824 

3984 チェーンヒート ポール・ニコラス 色刷 85 l枚 98P12825 

3985 チェーンリアクション イアン・パリー 色刷 85 4枚 98P12826 

3986 チェスをする人 サタジット・レイ 色刷 85 l枚 98P12827 

3987 チェッキング・アウト デビッド・リーランド 色刷 25.6X50.3 l枚 98P12828 

3988 チェド ウスマン・センベーヌ 色刷 85 l枚 98P12829 

3989 知恵の木 ゴードン・パークス 色刷 85 l枚 98P12830 

3990 チェリー・ボーイズ2 童貞物 高原秀和 色刷 85 l枚 98P12831 
語

3991 チェルノブイリ・クライシス ウラジミール・シェフチェ 色刷 85 l枚 98P12832 
ンコ

3992 チェルノブイリ・シンドローム ロラン・セルギエンコ 色刷 85 l枚 98P12833 

3993 チェルノブイリ黙示録 ロラン・セルギエンコ 色刷 25.6X50.3 l枚 98P12834 

3994 チェンジリング ピーター・メダック 色刷 85 l枚 98P12835 

3995 書い ピーター・ウェアー 色刷 85 l枚 98P12836 

3996 誓いの休暇 グリゴリー・チェフライ 色刷 85 l枚 98P12837 

3997 近頃なぜかチヤールストン 岡本喜八 色刷 31cmx23.5 l枚 98P12838 
二つ折り

」一一

円

J
円

J5
 



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

3998 地下室の悪夢 フルフ・ s.シングルトン 色刷 85 3枚 98P12839 

3999 地下室のメロデイ アンリ・ヴェルヌイユ 色刷 85 l枚 98P12840 I 

4000 地下の民 ホルへ・サンヒネス 色刷 A4 4枚 98P12841 

4001 チキチキパンパン ケン・ビューズ、 色刷 85 l枚 98P12842 

4002 地球交響曲 ガイアンシンフォ 龍村仁 色刷 85 l枚 98P12843 

一一
4003 地球最後の残酷グレートハン アントニオ・クリマーティ 色刷 85 l枚 98P12844 

ティング 外l名

4004 地球最後の残酷 グレートハン アントニオ・クリマーティ 色刷 85 l枚 98P12845 
ティング 外l名

4005 地球に墜ちた愛 ジャック・ソヴェット 色刷 85 l枚 98P12846 

4006 地球に落ちてきた男 ニコラス・ローブ 色刷 85 l枚 98P12847 

4007 地球の子 いのちと愛のメッセ 槙坪多鶴子 色刷 85 l枚 98P12848 
ージ

4008 地球の頂上の島 ロパート・スティヴンスン 色刷 85 l枚 98P12849 

4009 地球物語テレパス2500 山根成之 色刷 85 5枚 98P12850 

4010 ちぎれた愛の殺人 池田敏春 色刷 85 4枚 98P12851 

4011 チキンハート・ブルース ロパート・ドーンへルム 色刷 85 l枚 98P12852 

4012 竹山ひとり旅 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P12853 

4013 チコと鮫 フォルコ・クイリチ 色刷 17.5X41.6 l枚 98P12854 
二つ折り

4014 チザム アンドリュー・ V・マクラ 色刷 17.5X41.6 l枚 98P12855 
グfレン

4015 地上最強のカラテ 野村孝 色刷 l枚 98P12856 

4016 地上最強のカラテ2 後藤秀司 色刷 85 l枚 98P12857 

4017 チスト 三浦朱門 色刷 85 l枚 98P12858 

4018 父と子 保坂延彦 色刷 85 l枚 98P12859 

4019 父の祈りを ジム・シェリダン 色刷 85 4枚 98P12860 

4020 父の恋人 アレクサンダー・ロックワ 色刷 85 2枚 98P12861 
エlレ

4021 父バードレ・パドローネ パオロ&ヴィットリオ・タ 色刷 85 8枚 98P12862 
ヴィアーニ

4022 縮みゆく女 ジョエル・シュマッチャー 色刷 17.5X41.6 l枚 98P12863 

4023 地中海殺人事件 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P12864I 

4024 地中海殺人事件 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P12865 

4025 父よ母よ 木下恵介 色刷 85 l枚 98P12866 

4026 父よ母よ 木下恵介 色刷 85 l枚 98P12867 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4027 チック・チック・チック フルフ・ネルソン 色刷 17.5X 17.5 l枚 98P12868 

4028 チップス先生さようなら ハーパート・ロス 色刷 84 l枚 98P12869 
二つ折り

4029 チップス先生さようなら ハーパート・ロス 色刷 84 l枚 98P12870 

4030 地底王国 ハーパート・ロス 色刷 84 l枚 98P12871 
二つ折り

4031 地底帝国の謎 ルスティー・レモランデ 色刷 85 l枚 98P12872 

4032 血と砂 ハビエル・エロリエータ 色刷 85 l枚 98P12873 

4033 血と砂 ハビエル・エロリエータ 色刷 85 l枚 98P12874 

4034 血の唇 ダン・カーティス 色刷 85 l枚 98P12875 I 

4035 血の婚礼 カルロス・サウラ 色刷 85 6枚 98P12876 

4036 地の塩 ハーパート・ノ・ビーバー 色刷 85 l枚 98P12877 
マン

4037 地の塩 ハーパート・ノ・ビーバー 色刷 85 l枚 98P12878 
マン

4038 地の塩 ノ、ーパート・ノ・ビーバー 色刷 85 l枚 98P12879 
マン

4039 血のバレンタイン ジョージ・ハミルカ 色刷 85 l枚 98P12880 

4040 ちびまる子ちゃん 芝山努 色刷 85 5枚 98P12881 

4041 ちびまる子ちゃん わたしの好 須田裕美子・芝山 努 色刷 85 5枚 98P12882 
きな歌

4042 地平線 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P12883 

4043 痴呆性老人の世界 羽田澄子 色刷 85 l枚 98P12884 

4044 血祭りの朝 李少紅(リー・シャオホン) 色刷 85 4枚 98P12885 

4045 チャーリー リチヤード・アッテンポロー 色刷 85 2枚 タイトル赤字 98P12886 

4046 チャーリー リチヤード・アッテンポロー 色刷 85 l枚 タイトル茶色字

4047 チャイコアスキー イーゴリ・タランキン 色刷 85 l枚 縦位置タイト 98P12888 I 
ル赤字

4048 チャイコアスキー イーゴリ・タランキン 色刷 85 4枚 縦位置タイト 98P12889 
ル茶色字

4049 チャイコアスキー イーゴリ・タランキン 色刷 85 l枚 横位置 98P12890 

4050 チャイナ・ガーlレ アベル・フエラーラ 色刷 85 2枚 98P12891 

4051 チャイナシャドー 柳町光男 色刷 85 l枚 青・白色ベース 98P12892 

4052 チャイナシャドー 柳町光男 色刷 85 9枚 紫・黒色ベース 98P12893 

4053 チャイナ・シンドローム ジェームズ・ブリッジズ 色刷 85 l枚 98P12894 

4054 チャイナタウン ロマン・ポランスキー 色刷 85 l枚 98P12895 

4055 チャイナタウン ロマン・ポランスキー 色刷 85 l枚 98P12896 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4056 チャイナホワイト ロニー・ユー 色刷 85 l枚 98P12897 

4057 チャイニーズ・ゴースト・スト チン・シュウ・タン 色刷 85 l枚 98P12898 
ーリー

4058 チャイニーズ・ゴースト・スト チン・シュウ・タン 色刷 85 l枚 98P12899 

4059 チャイニーズ・ゴースト・スト チン・シュウ・タン 色刷 84 3枚 98P12900 
ーリー2 二つ折り

4060 チャイニーズ・ゴースト・スト チン・シュウ・タン 色刷 85 4枚 98P12901 
ーリー3

4061 チャイルド・プレイ トム・ホランド 色刷 85 7枚 98P12902 

4062 チャイルド・プレイ2 ジョン・ラフィア 色刷 25.6X50.3 5枚 98P12903 

4063 チャイルド・プレイ3 ジャック・ベンダー 色刷 25.6x50.3 7枚 98P12904 

4064 チャオ・パンタン クロード・ベリ 色刷 85 l枚 98P12905 

4065 チャタレイ夫人の恋人 ジェスト・ジャカン 色刷 85 l枚 98P12906 

4066 チャタレイ夫人の恋人 ジェスト・ジャカン 色刷 85 l枚 98P12907 

4067 チャック・ペリーヘイル・へ テイラー・ハックフォード 色刷 85 2枚 98P12908 
イル・ロックンローJレ

4068 チャップリンのサーカス チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 98P12909 

4069 チャップリンのニューヨークの チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 98P1291O 
王様

4070 チャップリンの黄金狂時代 チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 98P12911 

4071 チャップリンの殺人狂時代 チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 98P12912 

4072 チャップリンの独裁者 チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 98P12913 

4073 チャップリンの伯爵夫人 チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 98P12914 

4074 チャトズ・ラント マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 98P12915 

4075 チャルラータ サタジット・レイ 色刷 85 l枚 98P12916 

4076 チャンス ハル・アシュビー 色刷 85 l枚 98P12917 

4077 ちゃんばらグラフティー斬る! マキノ雅裕 色刷 85 l枚 98P12918 

4078 チャンピオンズ ジョン・アービン 色刷 85 5枚 98P12919 

4079 チャンピオン騰 ユン・シャンチョン 色刷 85 l枚 98Pl2920 

4080 チャンプ フランコ・ゼフィレッリ 色刷 A4 l枚 98Pl2921 

4081 チャンプ フランコ・ゼフィレッリ 色刷 A4 l枚 98P12922 

4082 チャンメロの詩 山崎定人 色刷 85 l枚 98P12923 

4083 菊豆(チュイトウ) 張芸謀外I名 色刷 85 3枚 98Pl2924 

4084 中園、わがいたみ ダイ・シジエ 色刷 85 2枚 98Pl2925 

4085 忠臣蔵外伝四谷怪談 深作欽二 色刷 85 2枚 赤色ベース 98P12926 
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平成10年度収集寄贈貿料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4086 忠臣蔵外伝四谷怪談 深作欽一 色刷 B5 2枚 白色ベース 98P12927 

4087 チューズ・ミー アラン・ルドルフ 色刷 B5 8枚 98P12928 

4088 注目すべき人々との出会い ピーター・ブ、ルック 色刷 B5 l枚 98P12929 

4089 注目すべき人々との出会い ピーター・プ、ルック 単色刷 A4 l枚 98P12930 

4090 チュツ・ニャ・デイン スラメット・ラハルジョ・ 色刷 B5 6枚 98P12931 
ジャロット

4091 春桃(チュンタオ) 凌子風 色刷 B5 7枚 98P12932 

4092 潮音ある愛のかたみ 片桐直樹 色刷 B5 l枚 98P12933 

4093 長江 さだまさし 色刷 B5 l枚 98P12934 

4094 超高層プロフェッショナル スティーブ・カーパー 色刷 B5 l枚 98P12935 

4095 超時空要塞マクロス 河森正冶 色刷 B5 l枚 98P12936I 

4096 超常現象の世界 ルドルフ・カルモヴィック 色刷 B5 l枚 98P12937 

4097 超少女 REIKO 大河原孝夫 色刷 B5 l枚 98P12938 I 

4098 超紳伝説 うろっき童子 高山秀樹 色刷 B5 l枚 98P12939 

4099 超人ロック 福畠博 高山秀樹 色刷 B5 l枚 98P12940 

4100 ちょうちん 梶間俊一 色刷 B5 l枚 98P12941 

4101 超能力学園Z ロパート・ J.ローゼンタ 色刷 B5 l枚 98P12942 
ール

4102 超能力者未知への旅人 佐藤純繍 色刷 B5 l枚 98P12943 

4103 チョコレート・ウォー キース・ゴードン 色刷 B5 l枚 98P12944 

4104 チョコレート工場の秘密 制作デビッド・ L.ウォlレ 色刷 B5 l枚 98P12945 
J~-

4105 チルスとマンス パク・カンス 色刷 B5 l枚 98P12946 

4106 チルスとマンス パク・カンス 色刷 B5 l枚 98P12947 I 

4107 チロヌップのきつね 前回庸生 色刷 A5 5枚 98P12948 I 

4108 チロヌップのきつね 前田庸生 色刷 B5 l枚 98P12949 

4109 チンギス・ハーン ベグズィン・パルジンニャム 色刷 B5 4枚 表白枠あり 98P12950 

4110 チンギス・ハーン ベグズィン・パJレジンニャム 色刷 B5 9枚 表白枠なし 98P12951 

4111 チンギス・ハーン ベグズィン・パルジンニャム 色刷 B5 l枚 横位置 98P12952 

4112 珍説世界史 PARTI メノレ・ブ、ルックス 色刷 B5 l枚 98P12953 

4113 チ・ン・ピ・ラ 川島透 色刷 B5 l枚 98P12954 

4114 沈黙 イングマーlレ・べJレイマン 色刷 B5 l枚 98P12955 

4115 沈黙 篠田正浩 色刷 B5 l枚 98P12956 

4116 沈黙の官能 マウロ・ボロニーニ 色刷 B5 l枚 98P12957 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4117 沈黙の世界 ジャック・イヴ・クストー 単色刷 85 l枚 98P12958 
外l名 二つ折り

4118 沈黙の世界 ジャック・イヴ・クストー 色刷 85 l枚 98P12959 
外l名

4119 沈黙の戦艦 アンドリュー・デーヴィス 色刷 85 l枚 赤枠あり タイ 98P12960 
トル白字

4120 沈黙の戦艦 アンドリュー・デーヴィス 色刷 85 7枚 タイトル赤字 98P12961 

4121 沈黙の戦艦 アンドリュー・デーヴィス 色刷 85 l枚 紫色ベースタ 98P12962 
イトル白字

4122 沈黙の要塞 スティーブン・セガール 色刷 85 4枚 タイトル赤字 98P12963 

4123 沈黙の要塞 スティーブン・セガール 色刷 85 4枚 タイトル白字 98P12964 

4124 追憶 シドニー・ポラック 色刷 85 l枚 98P12965 

4125 追憶の旅 ブビ・アヴァティ 色刷 85 4枚 98P12966 

4126 追撃のバラード エドウィン・シーリン 色刷 85 l枚 98P12967 

4127 ツィゴイネルワイゼン 鈴木清順 色刷 23.6x31.1 l枚 アートシアター 98P12968 
二つ折り 4 

4128 ツィゴイネルワイゼン 鈴木清順 色刷 85 l枚 タイトル斜め 98P12969 

4129 ツィゴイネルワイゼン 鈴木清順 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P12970 

4130 ツィゴイネルワイゼン 鈴木清順 色刷 84 l枚 98P12971 

4131 ツイスト ロン・マン 色刷 85 l枚 98P12972 

4132 ツイスト&シャウト ピレ・アウグスト 色刷 85 l枚 98P12973 

4133 追跡者 マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 日本文タイトル 98P12974 
縦書き

4134 追跡者 マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 日本文タイトル 98P12975 
横書き

4135 追跡者 周暁文外l名 色刷 85 2枚 98P12976 

4136 追想 ロベール・アリンコ 色刷 85 l枚 白色ベース 98P12977 

4137 追想 ロベール・アリンコ 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P12978 

4138 追想のオリアナ フィナ・トレス 色刷 85 l枚 98P12979 

4139 追想のワルツ カスパー・ロストルプ 色刷 85 7枚 98P12980 

4140 追悼のざわめき 松井良彦 色刷 85 6枚 98P12981 

4141 追悼のメロデイ アンリ・ベルヌイユ 色刷 85 l枚 98P12982 

4142 ツインズ アイパン・ライトマン 色刷 85 4枚 98P12983 

4143 ツイン・ドラゴン ツイ・ハーク 色刷 85 9枚 黒色ベース 98P12984 

4144 ツイン・ドラゴン ツイ・ハーク 色刷 85 4枚 白色ベース 98P12985 

4145 ツイン・ピークス ローラ・パ デビッド・リンチ 色刷 85 2枚 縦位置 98P12986 
ーマー最後の七日間
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4146 ツイン・ピクス ローラ・パ デビッド・リンチ 色刷
ーマー最後の七日間

85 9枚 横位置 98P12987 

4147 ツーフィンガー鷹 ユアン・ウーピン 色刷 85 l枚 98P12988 

4148 ツェッペリン エチエンヌ・ペリエ 色刷 37.0x 13.0 l枚 98P12989 
二つ折り

4149 津軽 五十嵐匠 色刷 85 4枚 98P12990 

4150 津軽じょんがら節 斉藤耕一 色刷 85 l枚 98P12991 

4151 っきせぬ想い イー・トンシン 色刷 85 l枚 98P12992 

4152 月の輝く夜に ノーマン・ジュイソン 色刷 85 5枚 98P12993 

4153 月の子ども アウグスティン・ピラロンガ 色刷 85 4枚 98P12994 

4154 月の出をまって ジJレ・ゴッドミロー 色刷 85 l枚 98P12995 

4155 月はどっちに出ている 崖洋一 色刷 85 7枚 98P12996 

4156 月日の光 制作日月舎 色刷 85 l枚 98P12997 

4157 月より帰る じんのひろあき 色刷 85 l枚 98P12998 

4158 対馬丸 さようなら沖縄 対馬丸製作委員会 色刷 85 l枚 青色ベース 98P12999 

4159 対馬丸 きようなら沖縄 対馬丸製作委員会 色刷 85 l枚 茶色ベース 98P13000 

4160 つながれたヒバリ イジー・メンツェル 色刷 85 4枚 98P13001 

4161 翼はd心につけて 堀川弘通 色刷 85 l枚 98P13002 

4162 妻と女の問 豊田四郎外l名 色刷 85 l枚 98P13003 

4163 妻はフィリピーナ 寺田靖 色刷 85 l枚 98P13004 

4164 妻への恋文 ジャン・ポワレ 色刷 85 7枚 98P13005 

4165 積み木くずし 斉藤光正 色刷 85 l枚 タイトlレ縦書き 98P13006 

4166 積み木くずし 斉藤光正 色刷 85 l枚 タイトル斜め 98P13007 

4167 罪と罰 レフ・クリジャーノフ 色刷 17.9x35.2 2枚 98P13008 
二つ折り

4168 罪と罰 レフ・クリジョーノフ 色刷 85 l枚 98P13009 

4169 罪と罰 井筒和幸 色刷 85 l枚 98P1301O 

4170 罪深き天使たち レジス・ヴァlレニエ 色刷 85 2枚 98P13011 

4171 罪物語 ヴァレリアン・ホロフチク 色刷 l枚 98P13012 

4172 冷たい月を抱く女 ハロルド・ベッカー 色刷 85 2枚 タイトル縦書き 98P13013 

4173 冷たい月を抱く女 ハロルド・ベッカー 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P13014 

4174 つめたく冷えた月 パトリック・ブシテー 色刷 85 4枚 98P13015 

4175 爪と牙 フランソワ・ベル外l名 色刷 85 l枚 98P13016 

4176 釣りパカ日誌スペシャル 森崎東 色刷 85 4枚 98P13017 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4177 つ る鶴 市川昆 色刷 85 7枚 98PI3018 

4178 鶴は掬んでゆく ミハイル・カラトーゾフ 色刷 85 l枚 98PI3019 

4179 ツルモク独身寮 今関あきよし 色刷 85 l枚 98PI3020 

4180 出逢い シドニーポラック 色刷 85 l枚 98PI3021 

4181 デアボリカ O'へルマン.R・パレット 色刷 85 l枚 98PI3022 

4182 ディア・アメリカ 戦場からの ビル・コーチュリー 色刷 85 4枚 98PI3023 
手紙

4183 ディア・ハンター マイケル・チミノ 色刷 85 l枚 98PI3024 

4184 ディア・ハンター マイケル・チミノ 色刷 85 l枚 98PI3025 

4185 D.O.A(ディー・オー・エー) ロッキー・モ一トン外l名 色刷 85 l枚 98PI3026 

4186 D.O.A 伝説のパンクス、セッ レック・コワルスキー 色刷 85 l枚
クス・ピストルズ

4187 D.C.キャブ ジョエル・シュマッチャー 色刷 85 4枚 98PI3028 I 

4188 ディーパ ジャン・ジャック・ベネッ 色刷 85 6枚 タイトル黄色字 98PI3029 
クス

4189 ディーパ ジャン・ジャック・ベネッ 色刷 85 2枚 タイトル黒字 98PI3030 
クス

4190 デイープ・アブノーマル牝臭 ジェラルド・ダミアーノ 色刷 85 l枚 98PI3031 

4191 デイープ・カバー ビル・デューク 色刷 85 l枚 98PI3032 

4192 ディープスロート ジェラルド・ダミアーノ 色刷 85 l枚 98PI3033 

4193 ディープ・ブルー・ナイト 剥治 色刷 85 l枚 98PI3034 

4194 ディーラーズ コーリン・パックセー 色刷 85 l枚 98PI3035 

4195 ティーン・ウルフ ロンド・ダニエル 色刷 85 3枚 98PI3036 

4196 帝王伝説 ロパート・ラドラー 色刷 85 l枚 98P13037 

4197 テイクオフ 佐野俊明 色刷 85 l枚 98PI3038 

4198 抵抗 レオンス・アンリ・ビュレル 色刷 85 1枚 98PI3039 

4199 抵抗の詩(うた) トーリ・ヤンコピッチ 色刷 85 l枚 98PI3040 
二つ折り

4200 抵抗の詩(うた) トーリ・ヤンコピッチ 色刷 85 l枚 98PI3041 

4201 抵抗のプラハ ウラジミール・チェフ 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98PI3042 

4202 抵抗のプラハ ウラジミール・チェフ 色刷 85 l枚 タイトJレ横書き 98P13043 

4203 ディジー・ガレスピーナイ ジョン・ホランド 色刷 85 3枚 98PI3044 
ト・イン・ハパナ

4204 ディス・イズ・マイ・ライフ ノーラン・エフロン 色刷 85 7枚 98P13045 

4205 デイズ・オブ-サンダー トニー・スコット 色刷 85 7枚 赤色ベース 98P13046 

4206 デイズ・オブ-サンダー トニー・スコット 色刷 85 8枚 黒色ベース 98P13047 
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平成10年度収集寄脂質料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4207 デイツク・トレイシー ウォーレン・ベイァイ 色刷 85 4枚 図柄人物2人 98P13048 

4208 デイツク・トレイシー ウォーレン・ベイテイ 色刷 85 l枚 図柄人物の横顔 98P13049 

4209 デイックの奇妙な日々 ゲーリー-ウォルコウ 色刷 85 l枚 98P13050 

4210 帝都大戦 藍乃才 色刷 85 l枚 98P13051 

4211 帝都物語 実相寺昭雄 色刷 85 2枚 特別優待割引券 98P13052 
付き

4212 情都物語 実相寺昭雄 色刷 85 7枚 98P13053 

4213 ティナ ブライアン・ギブソン 色刷 85 l枚 98P13054 

4214 ティファニーで朝食を ブレーク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P13055 

4215 ディフェンスレス 密会 マーティン・キャンベル 色刷 85 l枚 98P13056 

4216 テイル・オブ・ワンダー アレクサンドル・ミッタ 色刷 85 l枚 98P13057 I 

4217 テインク・テインク 照屋林賢 色刷 85 4枚 98P13058 

4218 デヴイツド・パーンのトゥル デヴィッド・パーン 85 l枚 98P13059 
一・ストーリー

4219 デーヴ アイヴァン・ライトマン 色刷 85 4枚 98P13060 

4220 テープヘッズ ビフレ・フイツシュマン 色刷 85 2枚 98P13061 

4221 テオレマ ピエル・パオロ・パゾ、リーニ 色刷 85 l枚 98P13062 

4222 デカメロン ピエル・パオロ・パゾリーニ 色刷 85 2枚 98P13063 

4223 デカメロン夜話 ヒユーゴ・フレゴネス 色刷 19.5X29目9 l枚 98P13064 
三つ折り

4224 敵 ユルマズ・ギュネイ 色刷 85 l枚 98P13065 

4225 敵、ある愛の物語 ポール・マザースキー 色刷 85 8枚 98P13066 

4226 テキーラ・サンライズ ロパート・タウン 色刷 85 4枚 98P13067 

4227 テクニシャン貴婦人 ロパート・マッカラム 色刷 85 l枚

4228 テクノポリス21C 松本正志 色刷 85 l枚 98P13069 

4229 デザーター パート・ケネディ 色刷 85 l枚 98P13070 I 

4230 デザンシャンテ フツワ・ジャコー 色刷 85 2枚 98P13071 

4231 デサント・オ・ザンファ一 地 フランシス・ジロー 色刷 85 l枚 98P13072 
獄に堕ちて

4232 デシデーリア欲望 ジャンニ・パルチェッローニ 色刷 85 l枚 98P13073 

4233 デジャヴュ ダニエル・シュミット 色刷 85 l枚 98P13074 

4234 テス ロマン・ボランスキー 色刷 85 l枚 98P13075 

4235 デスクルーズ欲望の嵐 ジョン・マッケンジー 色刷 85 l枚 98P13076 

4236 デスストーカー最後の闘い ハワード.R.コーエン 色刷 85 l枚 98P13077 

4237 テスタメント リン・リットマン 色刷 85 l枚 98P13078 
」一ー
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4238 デスティニー愛は果てしなく グレゴリー・ナパ 色刷 85 2枚 98P13079 

4239 デストラップ死の畏 シドニー・ルメット 色刷 85 l枚 98P13080 

4240 デス・ライダー ジェームズ・ウィルソン 色刷 85 l枚 98P13081 

4241 デス・リバー スティーブ・カーパー 色刷 85 l枚 98P13082 

4242 デス・レース2000年 ポール・パーラル 色刷 85 l枚 98P13083 

4243 デスロック 戦略ガス兵器を追 マニー・コト 色刷 85 1枚 98P13084 
え!

4244 鉄男 塚本晋也 色刷 85 2枚 98P13085 

4245 鉄男H BODY HAMMER 塚本晋也 色刷 85 7枚 98P13086 

4246 鉄男H スーパーリミックスパ 塚本晋也 色刷 85 2枚 98P13087 
ージョン

4247 テックス ティム・ハンター 色刷 85 l枚 98P13088 

4248 鉄拳 阪本順冶 色刷 85 8枚 98P13089 

4249 鉄眼(てつげん) 中村佳厨王 色刷 22.5X8.0 l枚 98P13090 

4250 鉄眼(てつげん) 中村住厨王 白黒印刷 A4 l枚 98P13091 

4251 鉄道員 ピエトロ・ジェルミ 色刷 85 l枚 98P13092 

4252 デッドゾーン デイヴィッド・クローネン 色刷 85 5枚 98P13093 
パーグ

4253 デッドタイム・ストーリー ウィリアム・ポール 色刷 85 l枚 98P13094 

4254 テ、ッドヒート デビッド・ウインターズ 色刷 12.8x36.4 2枚 98P13095 
二つ折り

4255 デッドフォール アンドレイ・コンチャロフ 色刷 85 10枚 裏面解説文赤字 98P13096 
スキー

4256 デッドフォール アンドレイ・コンチャロフ 色刷 85 3枚 裏面解説文白抜 98P13097 
スキー 字

4257 テッドラインU.S.A. リチヤード・ブルックス 色刷 85 l枚 98P13098 

4258 テッドリー・フレンド ウェス・クレイブン 色刷 85 l枚 98P13099 

4259 鉄の男 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 l枚 98P13100 

4260 鉄の大地・銅の空 ズルフェ・リヴァネリ 85 2枚 98P13101 

4261 鉄砲玉の美学 中島貞夫 色刷 25.6x28.7 2枚 98P13102 

4262 てなもんやコネクション 山本政志 色刷 85 8枚 98P13103 

4263 デニス ジョン・ヒューズ 色刷 85 l枚 98P13104 

4264 テネシー・ナイツ ニコラス・ゲスナー 色刷 85 l枚 98P13105 

4265 デビル・ドール ローランド・エメリッヒ 色刷 85 l枚 98P13106 

4266 デビルジヤンク ショーン.S .カニンガム 色刷 85 l枚 98P13107 

4267 デビルズ・ゾーン デビッド・シュモエラー 色刷 85 l枚 98P13108 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト ノレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4268 デビルスピク エリック・ウエストン 色刷 B5 2枚 98PI3109 

4269 デビルゾーン ジョセフ・サージェント 色刷 B5 l枚 98PI311O 

4270 デモリションマン マルコ・プランビヤ 色刷 B5 l枚 98PI3111 

4271 デモン・シード ドナルド・キャメル 色刷 B5 l枚 98PI3112 

4272 デモンズ ランベルト・パーパ 色刷 B5 l枚 98PI3113 

4273 デモンズ3 ミケーレ・ソアビ 色刷 B5 l枚 98PI3114 

4274 デモンボーイズ ティボー・タカックス 色刷 B5 l枚 98PI3115 

4275 テ、ユエリスト 決闘者 リドリー・スコット 色刷 B5 l枚 98PI3116 

4276 テラー・トレイン ロジャー・スポティスウッド 色刷 B5 l枚 98PI3117 

4277 テラコッタ・ウォリア秦傭 チン・シュウタン 色刷 B5 l枚 98PI3118 

4278 地球(テラ)へ 恩地日出夫 色刷 B5 l枚 98PI3119 

4279 デリーシャス2肉芯 ロパータ・フィンドレー 色刷 B5 l枚 98PI3120 

4280 テリー・フォックス物語 ラルフ・トーマス 色刷 B5 l枚 98PI3121 

4281 デリカテッセン ジャン=ピエール・ジュネ 色刷 B5 II枚 98PI3122 
外l名

4282 デリンジャー ジョン・ミリアス 色刷 B5 l枚 98PI3123 

4283 デリンジャー ジョン・ミリアス 単色刷 B5 l枚 98PI3124 

4284 デルス・ウザーラ 黒津明 色刷 B5 l枚 98PI3125 

4285 デルタ・フォース メナハム・ゴーラン 色刷 B5 l枚 赤・白ベース 98PI3126 
タイトル黒・赤
字

4286 デルタ・フォース メナハム・ゴーラン 色刷 B5 6枚 茶色ベースタ 98PI3127 
イト lレ赤字

4287 デルタフォース2 アーロン・ノリス 色刷 B5 2枚 98PI3128 

4288 デルタフォース3 サム・フアーステンパーグ 色刷 B5 l枚 98PI3129 

4289 デルタフォース・コマンド フランク・パレンティ 色刷 B5 l枚 98PI3130 

4290 テルマ&ルイーズ リドリー・スコット 色刷 B5 10枚 98P13131 

4291 テルレスの青春 フォルカー・シュレーンド 色刷 B5 l枚 98P13132 
ルフ

4292 テレーズ アラン・カヴァリエ 色刷 B5 8枚 98P13133 

4293 デレク・ジャーマン:レトロス 色刷 B5 l枚
ベクティヴ

4294 テレフォン ドン・シゲール 色刷 B5 l枚 98P13135 

4295 テレマークの要塞 アンソニー・マン 単色刷 B5 l枚 98P13136 

4296 テロリスト・ゲーム デヴィッド.s・ジャクソン 色刷 B5 2枚 98P13137 

4297 テン ブルーク・エドワーズ 色刷 B5 l枚 98P13138 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4298 田園に死す 寺山修司 色刷 84 l枚 98P13139 
三つ折り

4299 添河伝説殺人事件 市川昆 色刷 85 l枚 98P13140 

4300 天空の城ラピュタ 宮崎駿 色刷 85 l枚 タイトル上 98P13141 

4301 天空の城ラピュタ 宮崎駿 色刷 85 l枚 タイトル下 98P13142 

4302 転校生レナ ローラン・ブィコフ 色刷 85 l枚 98P13143 

4303 天国から落ちた男 カール・レイナー 色刷 85 l枚 98P13144 

4304 天国から来たチャンピオン ウォーレン・ビーティ・パ 色刷 85 l枚 98P13145 
ック・へンリー

4305 天国と地措 黒津明 色刷 85 l枚 98P13146 

4306 天国に行けないパパ グ?レッグ・チャンピオン 色刷 85 7枚 98P13147 

4307 天国にいちばん近い島 大林宣彦 色刷 85 2枚 98P13148 

4308 天国にいちばん近い島 大林宣彦 色刷 A3 2枚 98P13149 

4309 天国の駅 出目昌伸 色刷 85 l枚 タイトル中央 98P13150 

4310 天国の駅 出目昌伸 色刷 85 l枚 タイト lレ右

4311 天国の大罪 舛田利雄 色刷 85 5枚 98P13152 

4312 天国の晩餐 トマス・グティエレス・ア 色刷 85 l枚 98P13153 
レア

4313 天国の半分 マヌエル・グティエレス・ 色刷 85 l枚 98P13154 
アラゴン

4314 天国の日々 テレンス・マリック 色刷 85 7枚 98P13155I 

4315 天国の門 マイケル・チミノ 色刷 85 l枚 98P13156 

4316 天国の門完全版 マイケル・チミノ 色刷 85 l枚 98P13157 

4317 天国は待ってくれる エルンスト・ルピッチ 色刷 85 l枚 98P13158 I 

4318 天国平和ラッパ 藤原章 色刷 21.0x21.0 5枚 98P13159 

4319 天国への300マイル マーチェイ・デイテェル 色刷 85 l枚 98P13160 

4320 天才悪魔フー・マンチュー ピアーズ・ハガード 色刷 85 l枚 青色ベース 98P13161 

4321 天才悪魔フー・マンチュー ピアーズ・ハガード 色刷 85 l枚 黄色ベース 98P13162 

4322 天使 パトリック・ボカノウスキー 色刷 85 4枚 白色ベース 98P13163 

4323 天使 パトリック・ボカノウスキー 色刷 85 l枚 白枠あり 98P13164I 

4324 天使 パトリック・ボガノウスキー 色刷 85 2枚 黒色ベース 98P13165 

4325 天使が降りたホームタウン アンドレイ・コンチャロフ 色刷 85 l枚 98P13166 
スキー

4326 天使行動 テレサ・ウー 色刷 85 l枚 98P13167 

4327 電子頭脳人間 マイク・ホッジス 色刷 85 l枚 98P13168 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4328 天使とデート トム・マクローリン 色刷 B5 6枚 98P13169 

4329 天使にラブソングを エミール・アンドルリーノ 色刷 B5 7枚 98P13170 

4330 天使にラブソングを2 ビル・テ、ューク 色刷 B5 7枚 98P13171 

4331 天使の詩(うた) ルイジ・コメンチーニ 色刷 B5 l枚 タイトル縦書き 98P13172 

4332 天使の詩(うた) lレイジ・コメンチーニ 色刷 B5 l枚 タイトル横書き 98P13173 

4333 天使のコイン ポール・アミュ 色刷 B5 l枚 98P13174 

4334 天使の悦惚 若松孝二 単色刷 B5 l枚 98P13175 
二つ折り

4335 天使の失綜 スタンリー・ジャフィー 色刷 B5 l枚 98P13176 

4336 天使の接吻 ジャン=ピエーlレ・リモサン 色刷 B5 l枚 98P13177 

4337 天使のともしび チェル・グレーデ 色刷 B5 l枚 98P13178 

4338 天使のはらわた 赤い閃光 石井隆 色刷 B5 l枚 98P13179 

4339 デンジャーヒート 地獄の最前 サミュエル・フラー 色刷 B5 6枚 98PI3180 I 
線

4340 デンジャー・ポイント ボート・シーン 色刷 B5 l枚 98P13181 

4341 デンジャラス・ウーマン ルイジ.}レッソ 色刷 B5 l枚 98P13182 

4342 天山回廊ザ・シルクロード ツィー・シャオミン 色刷 B5 l枚 98P13183 

4343 天井 ヴェラ・ヒティロヴァ 色刷 25.8x36.4 l枚 98PI3184 
二つ折り

4344 天井桟敷の人々 マルセル・カルネ 色刷 B5 5枚 98PI3185 

4345 伝説巨神イデオン 滝沢敏文 色刷 B5 l枚 98P13186 

4346 テンタクルズ オリバー・へルマン 色刷 B5 l枚 98P13187 

4347 天地創造 ジョン・ヒューストン 白黒印刷 B4 l枚 98P13188 
二つ折り

4348 天地創造 ジョン・ヒューストン 色刷 B5 l枚 98PI3189 

4349 天中挙 チェン・シー・フォア 色刷 B5 l枚 98PI3190 

4350 天と地 オリヴァー・ストーン 色刷 B5 6枚 赤色ベース 98P13191 

4351 天と地 オリヴァー・ストーン 色刷 B5 6枚 茶色ベース

4352 天と地と 角川春樹 色刷 B5 5枚 98PI3193 

4353 天平の聾 熊井啓 色刷 B5 l枚 横位置 98P13194 

4354 天平の聾 熊井哲 色刷 B5 l枚 縦位置 98P13195 

4355 てんびんの詩(うた) 梅津明治郎 色刷 B5 l枚 98P13196 

4356 テンペスト デレク・ジャーマン 色刷 B5 5枚 98P13197 

4357 天保水滞伝 山本薩夫 色刷 B5 l枚 98PI3198 

4358 天菩薩 巌浩 色刷 1O.8x 15.1 l枚 98PI3199 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4359 天菩薩 巌浩 色刷 85 l枚 98P13200 

4360 DOOR(ドア) 高橋伴明 色刷 85 2枚 98P13201 

4361 ドアーズ オリバー・ストーン 色刷 85 5枚 98P13202 

4362 トイズ パリー・レピンソン 色刷 85 4枚 図柄青空 98P13203 

4363 トイズ パリー・レビンソン 色刷 85 l枚 図柄草原 98P13204 

4364 トイ・ソyレジャー ダニエル・ぺトリーJr. 色刷 85 5枚 98P13205 

4365 ドイツ青ざめた母 へルマ・サンタ'ース・ブラ 色刷 85 2枚 98P13206 
ームス

4366 ドイツの恋 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 I枚 98P13207 

4367 De山 ドゥーふたり クロード・ジデイ 色刷 85 6枚 98P13208 

4368 トゥー・ムーン ザルマン・キング 色刷 85 11枚 98P13209 

4369 トゥームストーン ジョージ.p.コスマトス 色刷 85 2枚 タイトル黒字に 98P13210 
赤色

4370 トゥームストーン ジョージ.p.コスマトス 色刷 85 2枚 タイトル黒字に 98P13211 
機色

4371 トゥームストーン ジョージ .p・コスマトス 色刷 85 2枚 98P13212 

4372 ドゥームド・ラブ宿命之恋 アンドリュー・ホーン 色刷 85 l枚 98P13213 
(さだめのこひ)

4373 東海道四谷怪談 中川信夫 色刷 85 l枚 98P13214 

4374 東京画 ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 4枚 98P13215 

4375 東京交差点 松井稔外2名 色刷 85 l枚 98P13216 

4376 東京裁判 小林正樹 色刷 85 l枚 銀色ベース 98P13217 

4377 東京裁判 小林正樹 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P13218 

4378 東京裁判 小林正樹 色刷 A4 l枚 98P13219 

4379 東京ジョー スチュアート・へイスラー 色刷 85 l枚 98P13220 

4380 東京放争戦後秘話 大島渚 色刷 85 l枚 98P13221 

4381 東京の休日 長尾直樹 色刷 85 2枚 タイトル縦書き 98P13222 

4382 東京の休日 長尾直樹 色刷 85 10枚 98P13223 

4383 東京物語 小津安二郎 色刷 85 2枚 98P13224 

4384 東京レガッタ 片嶋一貴 色刷 85 l枚 98P13225 

4385 東京湾炎上 石田勝心 色刷 85 l枚 98P13226 

4386 道化師の夜 イングマール・ベルイマン 白黒印刷 A3 l枚 98P13227 
二つ折り

4387 ドゥ・ザ・ライト・シング スパイク・リー 色刷 85 8枚 98P13228 

4388 等身大の恋人 ライフ・サイズ ルイス・ベルランガ 色刷 85 l枚 98P13229 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4389 逃走迷路 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 98P13230 

4390 道中の点検 アレクセイ・ゲルマン 色刷 85 l枚 98P13231 

4391 盗聴作戦 シドニー・ルメット 色刷 85 l枚 98P13232 

4392 童貞物語3 Virgin Love! 福岡芳徳 色刷 85 i枚 98P13233 

4393 童貞物語4 広木隆一 色刷 85 l枚 98P13234 

4394 動天 岡田茂 色刷 85 l枚 98P13235 

4395 道頓堀川 深作欣二 色刷 85 l枚 98P13236 

4396 童年住事(どうねんおうじ) 時 侯孝賢 色刷 85 l枚 98P13237 
の流れ

4397 盗馬賊(とうばぞく) 田荘荘 色刷 85 4枚 98P13238 

4398 動物と子供たちの詩(うた) スタンリー・クレーマー 色刷 85 l枚 98P13239 

4399 同胞 山田洋次 色刷 85 l枚 98P13240 

4400 逃亡者 アンドリュー・ディヴィス 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P13241 

4401 逃亡者 アンドリュー・デイヴィス 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P13242 

4402 逃亡者 マイケル・チミノ 色刷 85 4枚 98P13243 

4403 動脈列島 瑠村保造 色刷 85 l枚 98P13244 

4404 透明人間 ジョン・カーベンター 色刷 85 l枚 98P13245 

4405 童謡物語 森川時久 色刷 85 l枚 98P13246 

4406 動乱 森谷司郎 色刷 85 l枚 98P13247 

4407 トゥルー・ストーリー デヴイツド・パーン 色刷 85 2枚 98P13248 

4408 トゥルーライズ ジェームズ・キャメロン 色刷 85 4枚 タイトル赤字 98P13249 

4409 トゥルーライズ ジェームズ・キャメロン 色刷 85 4枚 タイトル黒字 98P13250 

4410 トゥlレーライズ ジェームズ・キャメロン 色刷 85 4枚 タイトル黒字い 98P13251 
赤色

4411 トゥルー・ロマンス トニー・スコット 色刷 85 11枚 98P13252 

4412 遠い一本の道 左幸子 色刷 85 l枚 98P13253 

4413 遠い声、静かな暮し テレンス・デイヴィス 色刷 85 2枚 98P13254 

4414 遠い日の家族 クロード・ルルージュ 色刷 85 4枚 98P13255 

4415 遠い道 サタジット・レイ 色刷 85 l枚 98P13256 

4416 遠い夜明け リチヤード・アッテンボロー 色刷 85 5枚 タイトル日本語 98P13257 

4417 遠い夜明け リチヤード・アッテンポロー 色刷 85 8枚 タイトル日本語 98P13258 
-英語

4418 速い雷鳴 サタジット・レイ 色刷 85 1枚 98P13259 

4419 トーキョーポップ フラン・ル・ベル・クズイ 色刷 85 l枚 図柄旭日旗 98P13260 
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4420 トーキョーポップ フフン・ル・ベル・クズイ 色刷 B5 l枚 図柄星条旗 98P13261 

4421 遠き落日 神山征二郎 色刷 B5 2枚 縦位置 98P13262 

4422 遠き落日 神山征二郎 色刷 B5 7枚 横位置 98P13263 

4423 トーキング・ヘッド 押井守 色刷 B5 l枚 98P13264 

4424 トーク・レディオ オリバー・ストーン 色刷 B5 5枚 98P13265 

4425 遠すぎた橋 リチヤード・アッテンボロー 色刷 B5 l枚 図柄14名の顔 98P13266 

4426 遠すぎた橋 リチヤード・アッテンボロー 色刷 B5 l枚 図柄爆発 98P13267 

4427 遠すぎた橋 リチヤード・アッテンボロー 色刷 B5 l枚 図柄歩兵 98P13268 

4428 トータル・バラライカ・ショー 色刷 B5 l枚 98P13269 

4429 トータル・リコール ポール・パーホーベン 色刷 B5 11枚 カップヌードル 98P13270 
の広告付き

4430 トータル・リコール ポール・パーホーベン 色刷 B5 5枚 タイトル赤字 98P13271 

4431 トータル・リコール ポール・パーホーベン 色刷 B5 5枚 タイトル白字 98P13272 

4432 トーチソングトリロジー ポ-}レ・ボガート 色刷 B5 l枚 98P13273 

4433 遠野物語 村野錨太郎 色刷 B5 l枚 98P13274 

4434 ド-}'(ー海峡殺人事件 デズモンド・デーピス 色刷 B5 l枚 98P13275 

4435 ドーベルマン・ギャング ボイロン・ロス・チャドナウ 色刷 A4 l枚 98P13276 

4436 ドーベlレマン・ギャング2 パイロン・ロス・チャドナウ 色刷 B5 l枚 98P13277 

4437 都会のアリス ヴィム・ヴェンダース 色刷 B5 5枚 98P13278 

4438 トカレフ 阪本順治 色刷 B5 4枚 98P13279 

4439 時の支配者 ルネ・ラルー 色刷 B5 l枚 98P13280 

判40時の翼にのって ファラウェ ヴィム・ヴエンダース 色刷 B5 2枚 98P13281 
イ-ソー-クロース!

4441 ときめきに死す 森田芳光 色刷 B5 l枚 98P13282 

4442 ドキュメント '89 脱原発元年 小池征人 色刷 B5 l枚 98P13283 

4443 時よとまれ君は美しい 色刷 A4 l枚 98P13284 

4叫4時を数えて、砂漠に立つ ジョナス・メカス 色刷 B5 7枚 98P13285 

4445 徳川一族の崩嬢 山下耕作 色刷 B5 l枚 98P13286 

判46 ドクサページの大冒険 マイケル・アンダーソン 色刷 B5 l枚 98P13287 

4447 読書義人 田壮壮 色刷 B5 l枚 98P13288 

4448 読書する女 ミシェル・ドビル 色刷 B5 6枚 98P13289 

制49独身アパート どくだみ荘 阿部誠華 色刷 B5 l枚 98P13290 

4450 ドクター ランダ・へインズ 色刷 B5 10枚 98P13291 

4451 ドクター・ギグルス マニー・コト 色刷 B5 5枚 98P13292 
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4452 ドクター・ギグlレス マニー・コト 色刷 B5 l枚 98PI3293 

4453 ドクター・ギグルス マニー・コト 色刷 B5 l枚 98PI3294 

4454 ドクタースランプ 永丘昭典 色刷 B5 l枚 98P13295 

4455 Doctor Detroit(ドクター・デト Michael PRESSMAN 色刷
ロイト)

27.9x20.2 l枚 英文ちらし 98P13296 

4456 Doctor Drittle(ドクター・ドリ Richard FLEISCHER 色刷 21.7X41.0 l枚 英文ちらし 98PI3297 
トノレ) 三つ折り

4457 ドクター・モローの島 ドン・テーラー 色刷 B5 l枚 98P13298 

4458 ドクトル・ジパゴ デビッド・リーン 色刷 B5 l枚 タイトル上 98P13299 

4459 ドクトlレ・ジパゴ デビッド・リーン 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P13300 

4460 ドクトル・ジパゴ デビッド・リーン 色刷 B5 l枚 東京音協11月例 98P13301 
会ちらし

4461 ドク・ハリウッド マイケル・ケイトン・ジョ 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98PI3302 
一ンズ

4462 ドク・ハリウッド マイケル・ケイトン・ジョ 色刷 B5 3枚 タイトル白字 98P13303 
ーンズ

4463 特別な一日 エットーレ・スコラ 色刷 B5 l枚 98P I 3304 

4464 ドク・ホリデイ フランク・ペリー 色刷 B5 l枚 98PI3305 

4465 ドグラ・マグラ 松本俊夫 色刷 B5 2枚 98P133061 

4466 時計 倉本聴 色刷 B5 5枚 タイトル黒字 98P13307 

4467 時計 倉本聴 色刷 B5 l枚 タイトル白字 98P13308 

4468 時計じかけのオレンジ スタンリー・キューブ‘リック 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98PI33091 

4469 時計じかけのオレンジ スタンリー・キューブリック 色刷 B4 7枚 白色ベース 98P133IO 
二つ折り

4470 年上の女 ロパート・スティグウッド 色刷 B5 l枚 98PI3311 

4471 としごろ マイケル・パウエlレ 色刷 B5 l枚 98PI3312 

4472 都市とモードのビデオノート ヴィム・ヴェンダース 色刷 B5 4枚 98P13313 

4473 トスカニーニ フランコ・ゼッフイレリ 色刷 B5 5枚 98P13314 

4474 トスカの接吻 ダニエル・シュミット 色刷 B5 3枚 98P13315 

4475 土俗の乱声 前回窟ー 色刷 B5 4枚 98P13316 

4476 どついたるねん 阪本順次 色刷 A4 10枚 98P13317 

4477 どついたるねん 阪本順冶 色刷 B5 l枚 98P13318 

4478 ドッキリボーイ 窓拭き大騒動 パル・グェスト 色刷 B5 l枚 98P13319 

4479 ドッグ パート・プリンカーロフ 色刷 B5 l枚 98P13320 

4480 ドッグインスペース マイケル・ハッチェンス 色刷 B5 l枚 98P13321 

4481 ドッグ・イン・パラダイス ドゥッチョ・テッサリ 色刷 B5 l枚 98PI3322 
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4482 ドッグ・ソルジャー カルレ・フイス 色刷 B5 l枚 98P13323 

4483 ドッグ?チェイス アントニオ・イサシ 色刷 B5 l枚 98P13324 

4484 突撃博多愚連隊 石井聴亙 色刷 B5 l枚 98P13325 

4485 特攻大作戦 ロパート・アルドリッチ 色刷 A4 l枚 98P13326 

4486 特攻大戦略 チュー・ヤン外l名 色刷 B5 i枚 98P13327 

4487 特攻任侠自衛隊 士方鉄人 色刷 B5 l枚 98P13328 

4488 突然、炎のごとく ジュールと フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 98P13329 

ジム

4489 どっちにするの。 金子修介 色刷 B4 l枚 98P13330 
二つ折り

4490 どっちもどっち 生野滋朗 色刷 B5 3枚 98P13331 

4491 トッツィー シドニー・ポラック 色刷 B5 4枚 コピー「第5回ア 98P13332 
カデミー賞10部
門ノミネート!

4492 トッツィー シドニー・ポラック 色刷 B5 l枚 98P13333 

4493 突破口! ドン・シーゲlレ 色刷 B5 l枚 98P13334I 

4494 トップガン トニー・スコット 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P13335 

4495 トップガン トニー・スコット 色刷 B5 12枚 タイトル白字 98P13336 

4496 トップガン トニー・スコット 色刷 19.7x50.3 2枚 98P13337 

4497 トップ・シークレツト ジム・アブラハムズ外2名 色刷 B5 l枚 98P13338 I 

4498 トップドッグ 高木巌 色刷 B5 l枚 98P13339 

4499 トップをねらえ! 庵野秀明 色刷 B5 l枚 98P13340 

4500 どですかでん 黒i宰明 色刷 B5 l枚 98P13341 

4501 トト・ザ・ヒーロー ジャコ・ヴァン・ドルマル 色刷 B5 10枚 98P13342 

4502 隣の女 フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 98P13343 

4503 となりのトトロ 宮崎駿 色刷 B5 l枚 98P13344 

4504 となりのトトロ 宮崎駿 色刷 24.0X 15.7 4枚 大トトロ型切り 98P13345 
抜き

4505 となりのボブ・マーリィ 大鶴義丹 色刷 A4 l枚 98P13346 

4506 トパーズ アルフレッド・ヒッチコック 色刷 B5 l枚 98P13347 

4507 トパーズ 村上龍 色刷 B5 l枚 98P13348 

4508 とびだせ!らんま1/2 芝山努 色刷 B5 l枚 98P13349 

4509 扉の影に誰かいる ニコラ・ジェスネール 色刷 B4 l枚 98P13350 
二つ折り

4510 飛ぶ夢をしばらく見ない 須川栄三 色刷 B5 l枚 98P13351 

4511 期ベイカロスの翼 森川時久 色刷 B5 l枚 タイトル赤字 98P13352 
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4512 期べイカロスの翼 森川時久 色刷 B5 2枚 タイトル燈・黄 98P13353 
字

4513 飛べないアヒル スティーヴン・へレク 色刷 B5 2枚 98P13354 

4514 トミー ケン・ラッセル 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P13355 

4515 トミー ケン・ラッセル 色刷 B5 l枚 タイトル黄色字 98P13356 

4516 トミー ケン・ラッセル 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P13357 

4517 ドミノ・ターゲ、ット スタンリー・クレイマー 色刷 B5 l枚 98P13358 

4518 トム・ソーヤの冒険 ドン・テイラー 色刷 B5 4枚 98P13359 

4519 トムとローラ ベルトラン・アルテュィス 色刷 B5 2枚 98P13360 

4520 トム・ホーン ウィリアム・ウィヤード 色刷 B5 l枚 98P13361 

4521 友達 シェル・オーケ・アンデシ 色刷 B5 l枚 98P13362 
ョン

4522 友だちのいる孤独 稲木淳、倉沢順 色刷 B5 l枚 縦位置 98P13363 

4523 友だちのいる孤独 稲木淳、倉沢順 色刷 B5 l枚 横位置 98P13364 

4524 友だちの恋人 エリック・ロメール 色刷 B5 6枚 98P13365 

4525 友よ、風に抱かれて フランシス・コッポラ 色刷 B5 l枚 98P13366 

4526 友よ、静かに死ね ジャック・ドレー 色刷 B5 l枚

4527 友よ、静かに眠れ 雀洋一 白黒印刷 21.0X42.3 2枚 98P13368 
二つ折り

4528 トライアル審判 デエビッド・ジョーンズ 色刷 B5 6枚 98P13369 

4529 ドライビング・ハイ! 橋本以蔵 色刷 B5 l枚 98P13370 

4530 ドライビング・フォース アンドリュー-プロウズ 色刷 B5 l枚 98P13371 

4531 ドライビング・ミス・デイジー ブルース・ペレスフォード 色刷 B5 8枚 白色ベース 98P13372 

4532 ドライピング・ミス・デイジー ブルース・ペレスフォード 色刷 B5 13枚 茶色ベース 98P13373 

4533 トラウマ鮮血の叫び ダリオ・アルジェント 色刷 B5 l枚 98P13374 

4534 ドラキュラ ジョン・パダム 色刷 B5 l枚 98P13375 

4535 ドラキュラ ジョン・パダム 色刷 B4 l枚 98P13376 I 
二つ折り

4536 ドラキュラ フランシス・フォード・コ 色刷 B5 7枚 縦位置 98P13377 
ッポラ

4537 ドラキュラ フランシス・フォード・コ 色刷 A4 21枚 横位置 98P13378 
ッポラ

4538 ドラキュラ都へ行く スタン・ドラゴッティ 色刷 B5 l枚 98P13379 

4539 ドラキュラ都へ行く スタン・ドラゴッティ 色刷 1O.9X40目l l枚 98P13380 
二つ折り

4540 ドラキュリアン フレッド・デツカー 色刷 B5 l枚 98P13381 

」
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4541 ドラグネット 正義一直線 トム・マンキウィッツ 色刷 85 16枚 98P13382 

4542 ドラゴン怒りの鉄拳 ロー・ウェイ 色刷 85 l枚 98P13383 

4543 ドラゴン危機一発 ロー・ウェイ 色刷 85 l枚 98P13384 

4544 ドラゴン水滞伝 チャン・チー・ホイ 色刷 85 l枚 98P13385 

4545 ドラゴン特攻隊 シュ・エン・ピン 色刷 85 l枚 98P13386 

4546 ドラゴン ブルース・リー物語 ロブ・コーエン 色刷 85 6枚 98P13387 

4547 ドラゴンへの道 ブルース・リー 色刷 85 l枚 98P13388 

4548 ドラゴンボール2 西尾大介 色刷 85 l枚

4549 ドラゴンロード ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 縦位置 98P13390 

4550 ドラゴンロード ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 横位置 98P13391 

4551 ドラゴンを消せ! へンリー・レビン外l名 色刷 85 l枚 98P13392 

4552 トラスト・ミー ハル・ハートリー 色刷 85 7枚 98P13393 

4553 トラック29 ニコラス・ローグ 色刷 85 l枚 98P13394 

4554 ドラッグストア・カウボーイ ガス・グァン・サント 色刷 85 7枚 98P13395 

4555 トラックダウン リチヤード・ T.へフロン 色刷 85 l枚 98P13396 

4556 トラック野郎男一匹桃次郎 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P13397 

4557 トラック野郎天下御免 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P13398 

4558 トラック野郎度胸一番星 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P13399 

4559 トラック野郎突撃一番星 鈴木則文 色刷 85 1枚 98P13400 

4560 トラ・トラ・トラ リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98P13401 
外2名

4561 トラヴィアータ 1985.椿姫 フランコ・ゼフイレツリ 色刷 85 2枚 茶色ベース 98P13402 

4562 トラヴィアータ 1985・椿姫 フランコ・ゼフイレッリ 色刷 85 7枚 白色ベース 98P13403 

4563 ドラブル ドン・シーゲル 色刷 85 l枚 98P13404 

4564 トラブル・イン・マインド アラン・ルドルフ 色刷 85 l枚 98P13405 

4565 トラブルシュータ一過去を消 クリストファー・バーナード 色刷 85 2枚 98P13406 
す男

4566 ドラム スティーブ・カーパー 色刷 85 l枚 98P13407 

4567 ドラム スティーブ・カーパー 色刷 A4 l枚 98P13408 

4568 とられてたまるか!? 萩庭貞明 色刷 85 4枚 98P13409 

4569 囚われの美女 アラン・ロブ・グリエ 色刷 85 6枚 98P1341O I 

4570 トランザム7000 激突パトカ ハル・ニーダム 色刷 85 l枚 98P13411 
一軍団

4571 トランザム7000 激突パトカ ハル・ニーダム 色刷 85 l枚 98PI3412 
一軍団
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4572 トランス愛の晩餐 エックハルト・シュミット 色刷 B5 l枚 98P13413 

4573 烏 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 B5 l枚 98P13414 

4574 ドリアングレイ 美しき肖像 マッシモ・ダラマーノ 色刷 B5 l枚 98P13415 

4575 ドリーム・チーム ハワード・ズィーフ 色刷 B5 5枚 98P13416 

4576 ドリームチャイルド ギャビン・ミラー 色刷 B5 5枚 98P13417 

4577 ドリーム・ドリーム マーク・ロッコ 色刷 B5 4枚 98P13418 

4578 ドリーム・マシーン ライマン・デイトン 色刷 B5 l枚 98P13419 

4579 トリエステから来た女 パスクァーレ・フェスタ・ 色刷 B5 l枚 98P13420 
カンパニーレ

4580 トリコロール青の愛 クシシュトフ・キェシロフ 色刷 B5 4枚 98P13421 
スキ

4581 トリコロール赤の愛 クシシュトフ・キェシロフ 色刷 B5 4枚 98P13422 
スキ

4582 トリコロール 自の愛 クシシュトフ・キェシロフ 色刷 B5 4枚 98P13423 
スキ

4583 烏たちの戦争オリバーとオリ ヤニク・ハストロップ 色刷 B5 l枚 98P13424 
ビア

4584 トリナクリア 村野錨太郎 色刷 B5 5枚 98P13425 

4585 トリプル・ボギー エイモス・ポー 色刷 B5 l枚 98P13426 

4586 トリュフォーの思春期 フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 98P13427 

4587 奴隷貴婦人 イン・ユプ・チュン 色刷 B5 2枚 98P13428 

4588 トレイダー・ホーン レザ .s・バディイ 色刷 B5 l枚 98P13429 

4589 トレスパス ウォルター・ヒル 色刷 B5 6枚 98P13430 

4590 ドレッサー ピーター-イェーツ 色刷 B5 6枚 98P13431 

4591 トレマーズ ロン・アンダーウッド 色刷 B5 6枚 98P13432 

4592 ドレミファ娘の血は騒ぐ 黒沢清 色刷 B5 7枚 98P13433 

4593 トレンチコートの女 ジャック・ドレー 色刷 B5 l枚 98P13434 

4594 トロイアの女 マイケル・カコヤミス 色刷 B5 l枚

4595 泥だらけの純情 富本壮吉 色刷 B5 l枚 98P13436 

4596 泥の河 小栗康平 色刷 B5 l枚 98P13437 

4597 トロン スティーブン・リズパーガー 色刷 B5 4枚 98P13438 

4598 トワイライツ 少年王者館 天野天街 色刷 85 l枚 98P13439 

4599 トワイライトゾーン超次元の ジョン・ランディス 色刷 B5 l枚 98P13440 
体験

4600 永遠(とわ)に美しく ロパート・ゼメキス 色刷 B5 7枚 98P13441 

4601 永遠(とわ)の愛に生きて リチヤード・アッテンボロー 色刷 B5 11枚 98P13442 
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平成10年度収集寄贈賀料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4602 ドン・キホーア グリゴリー・コージンツェフ 色刷 85 l枚 98P13443 

4603 豚鶏心中(とんけいしんじゅう) 松井良彦 色刷 85 l枚 98P13444 

4604 敦燈 佐藤純禰 色刷 85 10枚 タイトル青字 98P13445 

4605 敦煙 佐藤純繍 色刷 85 6枚 タイトル赤字 98P13446 

4606 ドン・サパティーニ アンドリュー・パーグマン 色刷 85 7枚 98P13447 

4607 ドン・ジョヴアンニ ジョセフ・ロージー 色刷 85 4枚 白色ベース 98P13448 

4608 ドン・ジョヴァンニ ジョセフ・ロージー 色刷 85 l枚 茶色ベース 98P13449 

4609 掬んだカップルラブコールH 相米慎二 色刷 85 l枚 98P13450 
IROKO オリジナル版

4610 冬冬(トントン)の夏休み 侯孝賢 色刷 85 l枚 98P13451 

4611 首領(ドン)になった男 降旗康男 色刷 85 l枚 98P13452 

4612 トンニャット ベトナム 山本薩夫・片桐直樹 色刷 85 l枚 98P13453I 

4613 ドンマイ 神山征二郎 色刷 85 i枚 98P13454 

4614 ドン松五郎の生活 中田新一 色刷 85 5枚 98P13455 

4615 ドン松五郎の大冒険 後藤秀司 色刷 85 5枚 98P13456 

4616 首領(ドン)を殺(と)った男 中島貞夫 色刷 85 l枚 98P13457 

4617 ナーザの大あばれ 王樹枕 色刷 85 l枚 98P13458 

4618 ナースコール 長崎俊一 色刷 85 4枚 98P13459 

4619 ナイト・アイズ危険な肉体 ジャグ・マンダーラ 色刷 85 l枚 98P 1 3460 

4620 ナイト・アンド・ザ・シティ アーウィン・ウインクラー 色刷 85 9枚 98P13461 

4621 ナイト・ウィッシュ ブルース.R.クック 色刷 85 l枚 98PI3462 

4622 ナイト・オブ・ザ・リビングデ トム・サピーニ 色刷 85 l枚 98PI3463 
ット 死霊創世記

4623 ナイト・オブ・ペンシルズ エクトル・オリベラ 色刷 85 2枚 98P 1 3464 

4624 ナイト・オン・ザ・プラネット ジム・ジャームッシュ 色刷 85 2枚 98PI3465 

4625 ナイト・ゲーム ロジェ・バディム 色刷 85 l枚 98P13466 

4626 ナイト・ズー ジャン・クロード・ローゾン 色刷 85 l枚 98PI3467 

4627 ナイト・チャイルド ジェームズ・ケリー 色刷 85 l枚 98PI3468 

4628 ナイト・ヘッド 飯田譲治 色刷 85 2枚 98PI3469 

4629 ナイト・ホークス ブルース・マルムース 色刷 85 l枚 98PI3470 

4630 ナイト・ムーブス アーサー・ベン 色刷 85 l枚 98PI3471 

4631 ナイトメアー・ピフォア・クリ インリー・セリック 色刷 85 2枚 裏面解説文青字 98PI3472 
スマス

4632 ナイトメアー・ビフォア・クリ インリー・セリック 色刷 85 2枚 裏面解説文赤字 98PI3473 
スマス
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4633 ナイル殺人事件 ジョン・ギラーミン 色刷 B5 l枚 98P13474 

4634 ナイル殺人事件 ジョン・ギラーミン 色刷 B5 l枚 98P13475 

4635 ナイルのほとりの物語 フサイン・カマーlレ 色刷 B5 l枚 98P13476 

4636 ナイルの宝石 ルイス・ティーグ 色刷 B5 l枚 98P13477 

4637 ナイルの娘 侯孝賢 色刷 B5 4枚 98P13478 

4638 9th(ナインス)デスフェイス スキップ・スクーニック 色刷 B5 l枚 98P13479 
死霊のささやき

4639 ナインハーフ エイドリアン・ライン 色刷 B5 l枚 98P13480 

4640 ナインハーフ エイドリアン・ライン 色刷 B5 l枚 98P13481 

4641 ナオミ 高林陽一 色刷 B5 l枚 98P13482 

4642 長い見送り キム・ムラートワ 色刷 B5 l枚 98P13483 

4643 長く熱い夜 ダグ・キャンベル 色刷 B5 l枚 98P13484 

4644 長くつ下ピッピの官険物語 ケン・アナキン 色刷 B5 9枚 図柄海 98P13485 

4645 長くつ下ピッピの冒険物語 ケン・アナキン 色刷 B5 l枚 図柄ピッピ 98P13486 

4646 流されて リナ・ウェルトミューラー 色刷 B5 l枚 98P13487 

4647 流されて リナ・ウェルトミューラー 色刷 B5 l枚 98P13488 

4648 流されて2 リナ・ウェルトミューラー 色刷 B5 4枚 98P13489 

4649 泣かないで グレン・ジョーダン 色刷 B5 l枚 98P13490 

4650 眺めのいい部屋 ジェイムズ・アイヴォリィ 色刷 B5 6枚 98P13491 

4651 中指姫 堤ユキヒコ 色刷 B5 l枚 98P13492 

4652 流れの譜 貞永方久 色刷 l枚 98P13493 

4653 流れ者 クロード・ルルーシュ 色刷 B5 l枚 98P13494 

4654 渚の白い家 斉藤耕一 色刷 B5 l枚 98P13495 

4655 泣きながら笑う日 松山善三 色刷 B4 l枚 98P13496 
二つ折り

4656 泣きぼくろ 工藤栄一 色刷 B5 7枚 98P13497 

4657 嘆きの天使 ジョセフ・フォン・スタン 色刷 B5 l枚 98P13498 
J<;ーグ

4658 ナザレのイエス フランコ・ゼッフイレッリ 色刷 B5 l枚 98P13499 

4659 ナショナル・ランプーン・クリ ジェレマイア.s .チュチ 色刷 B5 l枚 98P13500 
スマス・バケーション ック

4660 ナスターシャ アンジェイ・ワイダ 色刷 85 4枚 98P13501 

4661 ナスティ・ガール ミハエル・フェアホーへン 色刷 B5 11枚 98P13502 

4662 謎の完全殺人 レイ・ダントン 色刷 B5 l枚 98P13503 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4663 ナタリーの朝 フレッド・コウ 色刷 17.7 x 35.4 l枚 98P13504 
二つ折り

4664 ナチュラル パリー・レピンソン 色刷 85 l枚 98P13505 

4665 ナック リチヤード・レスター 単色刷 13.0X36.6 l枚 98P13506 
二つ折り

4666 ナック リチヤード・レスター 色刷 85 7枚 98P13507 

4667 夏草の女たち 高橋勝 色刷 85 l枚 98P13508 

4668 ナッシュピル ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 98P135091 

4669 ナッツ マーティン・リット 色刷 85 10枚 98P13510 

4670 夏に抱カ通れて ロベール・アンリコ 色刷 85 7枚 98P13511 

4671 夏の嵐 ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 98P13512 

4672 夏のアルバム ダニエル・ヴィーニュ 色刷 85 8枚 98P13513 

4673 夏の妹 大島渚 色刷 l枚 98P13514 

4674 夏の庭 相米慎二 色刷 85 4枚 98P13515 

4675 夏の日のフォスティーヌ ニナ・コンパネーズ 色刷 85 l枚 98Pl3516 

4676 夏のページ 及川義弘 色刷 85 5枚 タイトル縦書き 98Pl3517 

4677 夏のページ 及川義弘 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98Pl3518 

4678 夏の夜の10時30分 ジュールス・ダッシン 色刷 85 l枚 98P13519 

4679 夏の夜の夢 リチヤード・デーグィス 色刷 85 2枚 98Pl3520 

4680 夏祭り 二見薫 色刷 85 2枚 98Pl3521 

4681 夏休みの宿題は終わらない 山部伸貴 色刷 85 l枚 98Pl3522 

4682 ナナカマドの挽歌 木村元保 色刷 85 l枚 98Pl3523 

4683 難波金融伝 ミナミの帝王 萩庭貞明 色刷 85 l枚 98P13524 

4684 難波金融伝 ミナミの情王劇 西村昭五郎 色刷 85 l枚 98P13525 
場版 PARTill 

4685 ナバロンの嵐 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P13526 

4686 ナピゲイター ランダル・クライサー 色刷 85 2枚 98Pl3527 

4687 NAPOLEON 色刷 26.8 x 71.1 l枚 英文 98Pl3528 
四つ折り

4688 ナポレオン アベル・ガンス 色刷 84 l枚 98P13529 
二つ折り

4689 ナポレオン アベル・ガンス 色刷 84 l枚 98P13530 
二つ折り

4690 ナポレオン生誕 ネリー・カプラン 色刷 85 l枚 98Pl3531 

4691 なまいきシャJレロット クロード・ミレー 色刷 85 2枚 タイトル縦 98P13532 

4692 なまいきシヤJレロット クロード・ミレー 色刷 85 l枚 タイトル横 98Pl3533 
」 ー
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4693 泊橋 黒木和雄 色刷 B5 l枚 98P13534 

4694 波の数だけ抱きしめて 馬場康夫 色刷 B5 6枚 98P13535 

4695 名もなく貧しく美しく 松山善コ 色刷 B5 l枚 98P13536 

4696 楢山節孝 今村昌平 色刷 B5 l枚 98P13537 

4697 楢山節孝 木下恵介 色刷 B5 l枚 98P13538 

4698 南海の楽園 レオナルド・ボンツィ外5名 色刷 36cmX 13.2 i枚 98P13539 
二つ折り

4699 南極物語 蔵原惟繕 色刷 B5 l枚 98P13540 

4700 南極物語 蔵原a惟繕 色刷 B5 l枚 98P13541 

4701 南極物語 蔵原惟繕 色刷 8.5X72cm l枚 98P13542 
八つ折り

4702 南極物語 蔵原惟繕 色刷 A4 l枚 98P13543 

4703 ナンズ・オン・ザ・ラン走れ ジョナサン・リン 色刷 B5 5枚 98P13544 
尼さん

4704 南東からきた男 エリセオ・スピエラ 色刷 B5 l枚 98P13545 

4705 ナンミン・ロード 五十嵐匠 色刷 B5 l枚 98P13546 

4706 ニードフル・シングス プレイザー.c.へストン 色刷 B5 2枚 黒色ベース 98P13547 

4707 ニードフル・シングス フレイザー.c.へストン 色刷 B5 2枚 図柄灯台と雷 98P13548 

4708 ニキータ リュック・ベツソン 色刷 B5 3枚 98P13549 

4709 にぎやかな森 ホセ・ lレイス・クエルダ 色刷 B5 4枚 98P13550 

4710 肉体と財産 フノワ・ジャコ 色刷 B5 8枚 98P13551 

4711 肉体の悪魔 ケン・ラッセル 色刷 B5 l枚 98P13552 

4712 肉体の悪魔 スコット・マレー 色刷 B5 l枚 98P13553 

4713 肉体の悪魔 マルコ・ベロッキオ 色刷 B5 l枚 98P13554 

4714 肉体の門 五社英雄 色刷 B5 l枚 98P13555 

4715 逃げる天使 デニス・ホッパー 色刷 B5 4枚 98P13556 

4716 濁った水 ぺ・ヨンギョン 色刷 B5 10枚 98P13557 

4717 濁った水 へスース・ガライ 色刷 B5 l枚 98P13558 

4718 ニコライとアレクサンドラ フランクリン・ J.シャフ 色刷 B5 4枚 赤色ベースに図 98P13559 
ナー 柄写真

4719 ニコライとアレクサンドラ フランクリン・ J.シャフ 色刷 B5 3枚 図柄イラスト 98P13560 
ナー

4720 西陣心中 高林陽一 色刷 B5 l枚 98P13561 

4721 虹のアルバム キドラット・タヒミック 色刷 B5 4枚 98P13562 

4722 虹の橋 松山善コ 色刷 B5 6枚 98P13563 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4723 二十四の瞳 朝間義隆 色刷 B5 l枚 98P13564 

4724 二十世紀少年読本 林海象 色刷 B5 5枚 98P13565 

4725 二十四の瞳 木下恵介 B5 l枚 98P13566 

4726 虹をかける子どもたち 宮城まり子 色刷 B5 l枚 98P13567 

4727 虹をわたる風船 マリオ・ガリアッツオ 色刷 B5 l枚 98P13568 

4728 ニジンスキー ハーパート・ロス 色刷 B5 2枚 98P13569 

4729 2001年宇宙の旅 スタンリー・キューブリック 色刷 A4 2枚 98P13570 

4730 2001年宇宙への旅 スタンリー・カブリック 色刷 B4 l枚 98P13571 
二つ折り

4731 200X年期 秋山豊 色刷 B5 l枚 98P13572 

4732 2300年未来への旅 マイケル・アンダーソン 色刷 B5 l枚 98P13573 

4733 2010年 ピーター・ハイアムズ 色刷 B5 9枚 図柄宇宙と大き 98P13574 
な子供

4734 2010年 ピーター・ハイアムズ 色刷 B5 4枚 図柄宇宙と小さ 98P13575 
な子供

4735 尼僧の恋 フランコ・ゼッフイレツリ 色刷 B5 l枚 98P13576 

4736 尼僧ヨアンナ イエジー・カワレヴィッチ 色刷 B5 l枚 98P13577 

4737 日曜日が待ち遠しい! フランソワ・トリュフォー 色刷 B5 l枚 98P13578 

4738 日曜日のピュ ダニエル・べイルマン 色刷 B5 4枚 98P13579 

4739 日曜日は別れの時 ジョン・シユレンジャー 単色刷 B5 l枚 98P13580 

4740 日蓮 中村登 色刷 B5 l枚 98P13581 

4741 ニッケJレオデオン ピーター・ボグダノピッチ 色刷 B5 l枚 98P13582 

4742 ニッポン国古屋敷村 小川紳介 色刷 B5 l枚 98P13583 

4743 226(ににろく) 五社英雄 色刷 B5 13枚 98P13584 

4744 二百三高地 舛田利雄 色刷 B5 l枚 98P13585 

4745 日本海大海戦海ゆかば 舛田利雄 色刷 B5 l枚 98P13586 

4746 日本人のへそ 須川栄三 色刷 B5 l枚 98P13587 

4747 日本沈没 森谷司郎 色刷 B5 l枚 98P13588 I 

4748 日本の悪霊 黒木和雄 色刷 B5 1枚 98P13589 

4749 日本の首領(ドン) 完結編 中島貞夫 色刷 B5 l枚 98P13590 

4750 日本の首領(ドン) やくざ戦争 中島貞夫 色刷 B5 l枚 98P13591 

4751 日本の首領(ドン) 野望編 中島貞夫 色刷 B5 l枚 98P13592 

4752 ニモ ウィリアム・ T.ハーツ 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P13593 

4753 ニモ ウィリアム・ T.ハーツ 色刷 B5 i枚 白色ベース 98P13594 
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平成10年度収集寄贈貿料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4754 ー『コ. シネマパフダイス ジュゼッペ・トルナトーレ 色刷 85 5枚 表茶色枠あり 98P13595 

4755 ニューシネマパラダイス ジュゼ、ツペエ・トルナトーレ 色刷 85 7枚 表黒縁あり 98P13596 

4756 ニュー・ジャック・シティ マリオ・ヴァン・ビープルス 色刷 85 l枚 98P13597 

4757 乳泉(にゅうせん)村の子清涼 謝晋 色刷 85 5枚 98P13598 
寺鐙整

4758 ニューマン トニー-クックソン 色刷 85 l枚 98P13599 

4759 ニューヨーカーの青い烏 ロパート・アルトマン 色刷 85 5枚 98P13600 

4760 ニューヨーク 1997 ジョン・カーベンター 色刷 51.6X8.2 l枚 98P13601 
二つ折り

4761 ニューヨークー撞千金 マーク・ライデル 色刷 85 l枚 98P13602 

4762 ニューヨーク恋泥棒 リチヤード・シェパード 色刷 85 l枚 98P13603 

4763 ニューヨーク・ストーリー マーチン・スコセッシ外2名 色刷 85 2枚 98P13604 

4764 ニューヨーク・ニューヨーク マーチン・スコシージ 色刷 85 l枚 98P13605 

4765 ニューヨーク・ニューヨーク マーチン・スコシージ 単色刷 85 l枚 98P13606 I 

4766 ニューヨークのいたずら ロッド・ダニエル 色刷 85 4枚 98P13607 

4767 ニューヨークの休日 ピーター・テュウクスペリー 色刷 20.8x24.6 l枚 98P13608 
二つ折り

4768 ニューヨークの恋人 マーチン・デビットソン 色刷 85 l枚 98P13609 

4769 ニューヨークの奴隷たち J .アイボリー 色刷 85 l枚 98P1361O 

4770 N.Y.パット・ボーイズ ペネロープ・スフィーリス 色刷 85 l枚 98P13611 

4771 摩天楼(ニューヨーク)はパラ色 ハーパート・ロス 色刷 85 8枚 98P13612 

4772 ニューヨーク・パリ大冒険 ジエラール・ウーリー 色刷 85 l枚 98P13613 

4773 ニューヨーク東8番街の奇跡 マシュー・ロビンス 色刷 85 5枚 98P13614 

4774 女体拷問人グレタ ジェス・フランコ 色刷 85 l枚 98P13615 

4775 女体の神秘 エリック・ F.べンデル 色刷 85 l枚 98P13616 

4776 ニlレスのふしぎな旅 鳥海永行 色刷 85 l枚 98P13617 

4777 撒の木陰の愛 ジャン・ルイジ・カルデロ 色刷 85 l枚 98P13618I 
ーネ

4778 橡の木陰の愛 ジャン・ルイジ・カルテ、ロ 色刷 85 l枚 98P13619 I 
ーネ

4779 人形 ヴォイチェフ・イエジー・ 色刷 85 l枚 98P13620 
ハス

4780 任侠外伝玄海灘 唐十郎 色刷 85 l枚 98P13621 

4781 人形嫌い 日高武冶 色刷 85 l枚 98P13622 

4782 人形の家 ジョセフ・ロージー 色刷 85 l枚 98P13623 
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4783 人形ファンタジー くるみ割り 中村武雄 色刷 B5 l枚 98P13624 

人形

4784 人形ファンタジー くるみ割り 中村武雄 色刷 B5 l枚 98P13625 

人形

4785 人魚伝説 池田敏春 色刷 31.3X23.3 l枚 アートシアタ1398P13626 
二つ折り

4786 人間 新藤兼人 色刷 25.8x36.5 l枚 98P13627 
二つ折り

4787 人閥解剖 ファン・ロガール 色刷 B5 l枚 98P13628 

4788 人間革命 舛田利雄 色刷 B5 2枚 98P13629 

4789 人間の運命 セルゲイ・ボンダルチュク 色刷 B5 4枚 98P13630 

4790 人聞の係件 小林正樹 色刷 B5 2枚 98P13631 
二つ折り

4791 人聞の証明 佐藤純禰 色刷 B5 l枚 98P13632 

4792 人間の骨 木之下晃明 白黒印刷 B5 l枚 98P13633 

4793 人聞の街大阪被差別部落 小池征人 単色刷 B4 l枚 98P13634 
二つ折り

4794 人間の約束 吉田喜重 色刷 B5 6枚 タイトル縦書き 98P13635 

4795 人間の約束 吉田喜重 色刷 B5 l枚 タイトル横書 98P13636 
き・赤字

4796 人聞の約束 吉田喜重 色刷 B5 l枚 タイトル横書 98P13637 
き・白抜き字

4797 忍者武芸帖百地三太夫 鈴木則文 色刷 B5 l枚 98P13638 

4798 ヌードの夜 石井隆 色刷 B5 8枚 98P13639 

4799 ヌーヴェルヴアーグ ジャン=リュック・ゴダール 色刷 B5 4枚 98P13640 

4800 盗まれた肖像 セルジュ・トゥピアナ 色刷 B5 5枚 98P13641 

4801 盗まれた飛行船 カレル・ゼマン 色刷 B5 l枚 98P13642 

4802 命(ぬち)どう宝 前田憲二 色刷 B5 l枚 98P13643 

4803 ヌレエフのドン・キホーテ ルドルフ・ヌレエフ外1名 色刷 B5 l枚 98P13644 

4804 ネイキッド マイク・リー 色刷 B5 l枚 98P13645 

4805 ネイキッド・タンゴ レナード・シュレーダー 色刷 B5 6枚 98P13646 

4806 ネイパース ジョン.G.アビルドセン 色刷 B5 2枚 98P13647 

4807 ネイビー・シールズ ルイス・ティーク 色刷 B5 6枚 98P13648 

4808 ネイビー・フォース メナハム・ゴーラン 色刷 B5 l枚 98P13649 

4809 ネオアミスの翼王立宇宙軍 山賀博之 色刷 B5 l枚 98P13650 

4810 ネオ・ファンタジア ブルーノ・ポゼット 色刷 A4 2枚 98P13651 

4811 ネオン・エンパイア ラリー・ピアース 色刷 B5 l枚 98P13652 
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4812 猫 デビッド・ロウエル・リッチ 色刷 85 l枚 98P13653 

4813 猫耳 黒j宰潤 白黒印刷 14.8X42.0 l枚 98P13654 
二つ折り

4814 熱愛 ペドロ・ラザガ 色刷 85 l枚 98P13655 

4815 熱血ゴルフ倶楽部 児玉高志 色刷 85 l枚 98P13656 

4816 熱砂に抱カミれて アレクサンドル・アルカデイ 色刷 85 l枚 98P13657 

4817 熱砂の日 ジェイムズ・アイヴォリィ 色刷 85 l枚 98P13658I 

4818 熱帯楽園倶楽部 滝田洋二郎 色刷 85 4枚 98P13659 

4819 ネットワーク シドニー・ルメット 色刷 85 l枚 98P13660 

4820 寝盗られ宗介 若松孝二 色刷 85 5枚 98P13661 

4821 ネパーエンデイングストーリー ウォルフガング・ベーター 色刷 85 5枚 青色ベース 98PI3662 
ゼン

4822 ネパーエンディングストーリー ウォルフガング・ベーター 色刷 85 l枚 黒色ベース 98PI3663 
ゼン

4823 ネパーエンデイングストーリー ジョージ・ミラー 色刷 85 3枚 裏面登場人物紹 98PI3664 
第2章 介あり

4824 ネパーエンデイングストーリー ジョージ・ミラー 色刷 85 5枚 裏面右下に原作 98PI3665 
第2章 本紹介あり

4825 ネパーエンデイングストーリー ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 裏面右下にクイ 98PI3666 
第2章 ズあり

4826 ネパーエンデイングストーリー ジョージ・ミラー 色刷 85 12枚 裏面右下原作本 98PI3667 
第2章 紹介なし

4827 ネパーエンデイングストーリー ピーター・マクドナルド 色刷 85 l枚 白縁あり 98PI3668 
第3章

4828 ネパーエンデイングストーリー ピーター・マクドナルド 色刷 85 4枚 縁なし 98PI3669 
第3章

4829 ネパー・クライ・ウlレフ キャロル・バラード 色刷 85 l枚 98PI3670 

4830 ネパー・セイ・ダイ 地獄のデ ヨッシ・ウェイン 色刷 85 l枚 98PI3671 
ルタ・フォース

4831 ねむの木の詩(うた) 宮城まり子 色刷 85 l枚 98PI3672 

4832 ねむの木の詩(うた)がきこえる 宮城まり子 色刷 85 l枚 98PI3673 

4833 ねむの木の詩(うた)がきこえる 宮城まり子 色刷 85 l枚 98PI3674 

4834 眠らない街新宿鮫 滝田洋二郎 色刷 85 l枚 98PI3675 

4835 眠れぬ夜のために ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P13676 

4836 ネメシス アルパート・ピュン 色刷 85 1枚 98P 1 3677 

4837 ねらわれた学園 大林宣彦 色刷 85 l枚 98PI3678 

4838 ネルソン・マンデラ フランク・ダイアマンド 色刷 85 l枚 98PI3679 

4839 ノエルの不思議な冒険 前田庸生 色刷 85 l枚 98PI3680 
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4840 ノーサイド 25年目のスクフム アラン・クレイトン 色刷 85 l枚 98P13681 

4841 ノー・スキン・オフ・マイ・ア ブルース・ラ・ブルース 色刷 85 l枚 98P13682 

ス

4842 ノース・ダラス40 テッド・コチェク 色刷 85 l枚 98P13683 

4843 ノー・マーシィ 非情の愛 リチヤード・ピアス 色刷 85 2枚 98P13684 

4844 ノーマ・レイ マーチン・リット 色刷 85 l枚 98P13685 

4845 ノーマンズ・ランド ピーター-ワーナー 色刷 85 l枚 98P13686 

4846 ノーライフキング 市川準 色刷 85 l枚 98P13687 

4847 野菊の墓 津井信一郎 色刷 85 . l枚 98P13688 

4848 ノスタルジア アンドレイ・タルコアスキー 色刷 85 10枚 98P13689 

4849 ノストラダムスの大予言 舛田利雄 色刷 85 2枚 98P13690 

4850 ノスファラトゥ ヴェルナー・ヘルツオーク 色刷 85 8枚 98P13691 

4851 野山 顔学怒 色刷 85 4枚 98P13692 

4852 野ゆき山ゆき海べゆき 大林宣彦 色刷 25.8X25.8 l枚 98P13693 
二つ折り

4853 の、ようなもの 森田芳光 色刷 85 l枚 98P13694 

4854 NORANEKO 風を感じる時 三原光尋 色刷 85 l枚 98P13695 

4855 典子は、今 松山善三 色刷 85 l枚 98P13696 

4856 のるかそるか ジョー・ピトカ 色刷 85 8枚 98P13697 

4857 呪いの迷宮 ジャンフランコ・ジャンニ 色刷 85 l枚 98P13698 
ー
一

4858 ハーヴェイ・ミルク ロパート・エプスタイン外l色刷 85 12枚 98P13699 
名

4859 ハーヴェスト デイヴィッド・マルコーニ 色刷 85 2枚 98P13700 

4860 ヴァージニア 佐藤嗣嫡子 色刷 85 l枚 98P13701 

4861 ヴァージン・スピリト カトリーヌ・ブレイヤ 色刷 85 3枚 98P13702 

4862 ハーダー・ゼイ・カム ペリー・へンゼル 色刷 85 l枚 98P13703 

4863 バーチャル・ウォーズ ブレツト・レオナード 色刷 85 4枚 98P13704 

4864 パーデイ アラン・パーカー 色刷 85 2枚 98P13705 

4865 バード クリント・イーストウッド 色刷 85 8枚 98P13706 

4866 バード リム・チャボン 色刷 85 l枚 98P13707 

4867 ハードウェア リチヤード・スタンリー 色刷 85 l枚 98P137081 

4868 ハード・ウェイ ジョン・パダム 色刷 85 l枚 98P13709 

4869 ハート・オブ・ダークネス コ ファックス・パー外l名 色刷 85 7枚 98P13710 
ッポラの黙示録
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4870 ハート・オブ・ミッドナイト マシュー・チャップマン 色刷 B5 l枚 98P13711 

4871 バード・オン・ワイヤー ジョン・パダム 色刷 B5 3枚 98P13712 

4872 ハード・カバー黒衣の使者 ティボー・タカクス 色刷 B5 l枚 98P13713 

4873 バード・シット ロパート・アルトマン 色刷 B5 l枚 98P13714 

4874 ハード・ターゲ、ット ジョン・ウー 色刷 B5 9枚 98P13715 

4875 ハード・ターゲット ジョン・ウー 色刷 B5 l枚 98P13716 

4876 ハード・ツー・ホールド ラリー・ピアース 色刷 B5 l枚 98P13717 

4877 ハード・トゥ・キル ブルース・マルムース 色刷 B5 l枚 98P13718 

4878 ハートに火をつけて アラン・スミシー 色刷 B5 l枚 98P13719 

4879 ハート・ビートで追いかけて B 'W' L ・ノートン 色刷 B5 l枚 98P13720 

4880 ハード・プリズマン エリック・ロウジル 色刷 B5 l枚 98P13721 

4881 ハートブルー キャスリン・ピグロー 色刷 A4 13枚 98P13722 

4882 ハートブルー キャスリン・ピグロー 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P13723 

4883 ハートブルー キャスリン・ビグロー 色刷 B5 11枚 白色ベース 98P13724 

4884 ハード・プレイ ロン・シェルトン 色刷 B5 4枚 98P13725 

4885 ハートブレイク・タウン マーク・ロッコ 色刷 B5 l枚 98P13726 

4886 ハートブレイク・リッジ勝利 クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚
の戦場

4887 ハートブレイク・リッジ勝利 クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 98P13728 
の戦場

4888 ハード・ボイルド新男たち ジョン・ウー 色刷 B5 7枚 98P13729 
の挽歌

4889 ハードロック・ハイジャック マイケル・リーマン 色刷 B5 4枚 98P13730 

4890 パートン・フインク ジョエル・コーエン 色刷 B5 7枚 98P13731 

4891 パーニーズあぶなし、!?ウィー テッド・コッチェフ 色刷 B5 l枚 98P13732 
クエンド

4892 パーニング トニー・メイラム 色刷 B5 l枚 98P13733 

4893 ハーパー探偵シリーズ新・動 スチュアート・ローゼンパ 色刷 B5 l枚 98P13734 
く標的 ーグ

4894 バーバリアン刑事(デカ) ジョン・パラゴン 色刷 B5 l枚 98P13735 

4895 バーバリアン・ブラザーズのシ ジョン・タートルトーブ 色刷 B5 3枚 98P13736 
ンクビッグ

4896 ノtーパレラ ロジェ・ヴァデイム 色刷 B5 l枚 98P13737 

4897 パーフェクト ジェームス・ブリッジス 色刷 B5 l枚 98P13738 

4898 パーフェクト ジェームス・ブリッジス 色刷 B5 l枚 98P13739 

4899 パーフェクト・ワールド クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P13740 
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4900 パーフェクト・ワールド クリント・イーストウッド 色刷 B5 7枚 白色ベース 98P13741 

4901 ハーフムーン・ストリート ボブ・スウェイム 色刷 B5 l枚 98P13742 

4902 パーフライ パルベット・シュローダー 色刷 B5 5枚 98P13743 

4903 パーマネント・バケーション ジム・ジャームッシュ 色刷 B5 7枚 98P13744 

4904 ヴァーリャ!愛の素顔 ニキータ・ミハルコフ 色刷 B5 l枚 98P13745 

4905 ノ、ーレーダピッドソン&マルボ サイモン・ウィンサー 色刷 B5 11枚 98P13746 
ロマン

4906 ハーレム アルチュール・ジョフェ 色刷 B5 4枚 98P13747 

4907 ハーレム135丁目 カーレン・トーセン 色刷 B5 l枚 98P13748 

4908 ハーレム・ナイト エデイ・マーフィ 色刷 B5 l枚 茶色ベース 98P13749 

4909 ハーレム・ナイト エデイ・マーフィ 色刷 B5 2枚 青色ベース 98P13750 

4910 バイオレンス・ハンター 黄金 テッド・カプラン 色刷 B5 l枚 98P13751 
の謎

4911 バイオレント・サタデー サム・ペキンパー 色刷 B5 l枚 98P13752 

4912 はいかぶり姫物語 斉藤久志 色刷 B5 l枚 98P13753 

4913 l品、かぶり姫物語 斉藤久志 色刷 B4 l枚 98P13754 
二つ折り

4914 バイキング リチヤード・フライシャー 色刷 B5 l枚 98P13755 

4915 廃市 大林宣彦 色刷 B4 9枚 98P13756 

4916 ハイジャック ジョン・ギラーミン 色刷 B5 l枚 98P13757 

4917 背信の日々 コスタ・ガプラス 色刷 B5 l枚 98P13758 

4918 ハイスクール マーティン・デビッドソン 色刷 B5 l枚 98P13759 

4919 ハイスクール・グラフティー ブルース・ペレスフォード 色刷 B5 l枚 98P13760 
渚のレッスン

4920 l品、すくーる仁義 小松隆志 色刷 B5 l枚 98P13761 

4921 はL、すくーる仁義2 小松隆志 色刷 B5 l枚 98P13762 

4922 配達されない三通の手紙 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P13763 

4923 配達されない三通の手紙 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P13764 

4924 ハイティーン・ブギ 舛回利雄 色刷 B5 l枚 98P13765 

4925 背徳の仮面 クリストファー・モラハン 色刷 B5 2枚 98P13766 

4926 背徳の噴き マイク・フィッギス 色刷 B5 12枚 98P13767 

4927 背徳の謝肉祭 パオロ・クァレグナ 色刷 B5 l枚 98P13768 

4928 パイナップル・ツアーズ(麗子 真喜屋力・中江裕司・首間 色刷 B5 5枚 3話オムニバス 98P13769 
おばさん/春子とヒデヨシ/爆 早志
弾小僧)

4929 パイ・パイ・ベイビー エンリコ・オルドイーニ 色刷 B5 l枚 98P13770 
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4930 パイ・パイ・ベトナム マーク・デイビス 色刷 B5 l枚 98P13771 

4931 パイパイ・モンキー マルコ・フェレーリ 色刷 B5 l枚 98P13772 

4932 ハイヒール ペドロ・アルモドパル 色刷 B5 7枚 98P13773 

4933 パイプス秘宝の謎 ケン・クワヒス 色刷 B5 6枚 98P13774 

4934 ハイランダー悪魔の戦士 ラッセル・マルケイ 色刷 B5 9枚 タイトル下 98P13775 

4935 ノ、イランダー悪魔の戦士 ラッセル・マルケイ 色刷 B5 l枚 タイトル中央 98P13776 

4936 ノ、イランダー2 蘇る戦士 ラッセル・マルケイ 色刷 B5 6枚 98P13777 

4937 ハイル・ミュタンテ! 電撃xxアレックス・デ・ラ・イグ 色刷 B5 4枚 98P13778 
作戦 レシア

4938 パイレーツによろしく 後藤幸一 色刷 B5 l枚 98P13779 

4939 ハイ・ロード ブライアン .G・ハットン 色刷 B5 l枚 98P13780 

4940 ノ、イローリング ピーター・カーター 色刷 B5 l枚 98P13781 

4941 ハウス 大林宣彦 色刷 B5 l枚 98P13782 

4942 ハウスシッター結婚願望 フランク・オズ 色刷 B5 7枚 98P13783 

4943 ハウス・パーティ レジナルド・ハドソン 色刷 B5 l枚 98P13784 

4944 ハウリング ジョーダンテ 色刷 B5 l枚 98P13785 

4945 パウワウ・ハイウェイ ジョナサン・ワックス 色刷 B5 5枚 98P13786 

4946 パウンティ 愛と反乱の航海 ロジャー・ドナルドソン 色刷 B5 l枚 98P13787 

4947 パウンティ・ハンター ロパート・ギンティ 色刷 B5 2枚 98P13788 

4948 パウンティフルへの旅 ピーター・マスターソン 色刷 B5 l枚 98P13789 

4949 蝿の王 ハリー・フック 色刷 B5 7枚 98P13790 

4950 宝島(パオタオ) トレジャー・ 陳国富 色刷 B5 l枚 98P13791 
アイランド

4951 破壊 ピーター・ハイアムス 色刷 B5 l枚 98P13792 

4952 墓石と決闘 ジョン・スタージェス 色刷 17.4X 17.4 l枚 98P13793 

4953 馬鹿宣言 李長鏑 色刷 B4 l枚 98P13794 
二つ折り

4954 パガニーニ クラウン・キンスキー 色刷 B5 l枚 98P13795 

4955 パガニーニ・ホラー 呪いの旋 ルイス・コーテス 色刷 B5 l枚 98P13796 
律

4956 パカヤロー! 森田芳光 色刷 B5 2枚 98P13797 

4957 パカヤロー!4 YOU!お前の 加藤良一 色刷 B5 7枚 3話オムニパス 98P13798 
ことだよ

4958 パギーチェイス ファード・セパスチャン 色刷 B5 l枚 98P13799 

4959 吐きだめのヒーロー マックス・リード 色刷 B5 l枚 98P13800 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4960 爆! 吉原健一 色刷 B5 l枚 98P13801 

白銀に燃えて チャールズ・ハイド 色刷 B5 2枚 98P13802 

4962 白銀のシュプール ウォーレン・ミラー 色刷 29.6X20.8 l枚 98P13803 

4963 白銀の冒険 ジョージ・イングランド 色刷 B5 l枚 98P13804 

4964 パグジー v.ボイノフ 色刷 B5 10枚 98P13805 

4965 白日夢 武智鉄二 色刷 B5 l枚 98P13806 

4966 白日夢2 武智鉄二 色刷 B5 l枚 98P13807 

4967 白蛇抄(はくじゃしよう) 伊藤俊也 色刷 B5 l枚 98P13808 

4968 爆走! マイケル・タックナー 色刷 B5 l枚 98P13809 

4969 爆走!キャノンボーlレ ポール・パーテル 色刷 85 l枚 98P13810 

4970 爆走!サイドカーレーサー アール・ベラミー 色刷 85 l枚 98P13811 

4971 爆走トラック '76 ジョナサン・カプラン 色刷 85 l枚 98P13812 

4972 バグダッド・カフェ パーシー・アドロン 色刷 85 8枚 98P13813 

4973 パク'タ'ッド・カフェ 完全版 パーシー・アドロン 色刷 85 2枚 98P13814 

4974 バグダッドの盗賊 クライブ・ドナー 色刷 85 l枚 98P13815 

4975 白痴 黒津明 色刷 85 l枚 98P13816 I 

4976 白昼の死角 村川透 色刷 85 l枚 98P13817 

4977 白昼の死角 村川透 色刷 85 l枚 98P13818 

4978 白鳥の歌なんか聞えない 渡辺邦彦 色刷 85 l枚 98P13819 

4979 白熱 ジョゼフ・サージェント 色刷 B5 l枚 98P13820 

4980 爆発! ジェットへリ 500 ジョゼフ・サージェント 色刷 85 i枚 98P13821 

4981 幕末 伊藤大輔 色刷 17.2X34.8 l枚 98P13822I 
二つ折り

4982 幕末太陽侍 川島雄= 色刷 85 l枚 98P13823 

4983 爆裂都市 石井聴亙 色刷 84 l枚 98P13824 
二つ折り

4984 はぐれ刑事純情派 吉川一義 色刷 B5 4枚 98P13825 

4985 激しい季節 ヴァレリオ・ズルリーニ 色刷 B4 l枚 98P13826 
二つ折り

4986 波光きらめく果て 藤田敏八 色刷 84 l枚 98P13827 
二つ折り

4987 パサジェルカ アンジェイ・ムンク 単色刷 19.6X41.6 2枚 アートシアター 98P13828 
二つ折り

4988 橋の上の貴婦人 シド・マカートニー 色刷 85 l枚 98P13829 

4989 橋のない川 東陽一 色刷 85 7枚 98P13830 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

4990 橋のない川 第一部 今井正 色刷 7.6x26.2 l枚 98P13831 

4991 パシフィック通り ベルナール・シュミット 色刷 85 l枚 98P13832 

4992 パシフィック・ハイツ ジョン・シュレンジャー 色刷 85 l枚 98P13833 

4993 初めての愛 森谷司郎 色刷 51.6x 16.6 l枚 98P13834 
二つ折り

4994 走れジュリー 山田隆 色刷 85 l枚 98P13835 

4995 走れ走れ!救急車 ピーター・イェーツ 色刷 85 l枚 98P13836 

4996 走れメロス おおすみ正秋 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P13837 

4997 走れメロス おおすみ正秋 色刷 85 4枚 タイトル横書き 98P13838 

4998 はしれリュウ 小松崎和男 色刷 85 l枚 98P13839 

4999 パス 小松隆志 色刷 85 l枚 98P13840 

5000 パスカリの島 ジェームス・ディアダン 色刷 85 l枚 98P13841 

5001 バスケットケース フランク・ヘネンロッター 色刷 85 5枚 98P13842 
二つ折り

5002 バスケットケース2 フランク・へネンロッター 色刷 85 l枚 98P13843 

5003 バスケット・ボーイ フランク・シュローダー 色刷 85 l枚 98P13844 

5004 パスター デイビッド・グリーン 色刷 85 l枚 98P13845 

5005 パスティアンとパスティエンヌ ミシェル・アンドリュー 色刷 85 1枚 桜色ベース 98P13846 
湖畔にて

5006 パスティアンとパスティエンヌ ミシェル・アンドリュー 色刷 85 4枚 緑色ベース 98P13847 
湖畔にて

5007 パスティアンとパスティエンヌ ミシェル・アンドリュー 色刷 18.2x52.2 l枚
湖畔にて 二つ折り

5008 ハスラー2 マーティン・スコセッシ 色刷 51cmX 18.2 l枚 98P13849 
二つ折り

5009 パタアシ金魚 松岡錠司 色刷 85 4枚 98P13850 

5010 裸で根の群のなかに フランク・バイヤー 単色刷 19.3x27.5 l枚 98P13851 

5011 裸の銃(ガン)を持つ男 色刷 19.7X53.2 l枚 98P13852 
二つ折り

5012 裸の銃(ガン)を持つ男 デビッド・ズッカー 色刷 85 13枚 98P13853 

5013 裸の銃(ガン)を持つ男 デビッド・ザッカー 色刷 85 7枚 98P13854 
PART2・1/2

5014 裸の銃(ガン)を持つ男 ピーター・シーガル 色刷 85 4枚 98P13855 
PART33・1/3 最後の侮辱

5015 裸のキッス サミュエル・フラー 色刷 85 l枚 98P13856 

5016 裸の大将放浪記 山下清物語 山田典吾 色刷 85 l枚 98P13857 

5017 裸の大将放浪記山下清物語 山田典吾 色刷 85 l枚 98P13858 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5018 裸のランチ デヴィッド・クローネンパ 色刷 B5 8枚 98P13859 
ーグ

5019 裸足のイサドラ カレル・ライス 色刷 17.6X 17.8 l枚 98P13860 

5020 はだしのゲン 真崎守 色刷 B5 l枚 98P13861 

5021 はだしのゲン涙の爆発 山田典吾 色刷 B5 l枚 98P13862 

5022 はだしのゲン2 平田敏夫 色刷 12.8X 18.2 l枚 98P13863 

5023 はだしのゲン2 平田敏夫 色刷 B5 l枚 98P13864 

5024 はだしのゲンPART3 ひろし 山田典吾 色刷 B5 l枚 98P13865 
まのたたかい

5025 裸足のマリー マリアン・ハントヴェルカー 色刷 B5 l枚 98P13866 

5026 二十歳(はたち)の恋 フランソワ・トリュフォー 白黒印刷 29.7X62.8 l枚 98P13867 
外4名 三つ折り

5027 二十才の微熱 橋口亮輔 色刷 B5 6枚 98P13868 

5028 バタフライはフリー ミルトン・カトセラス 色刷 B5 l枚 98P13869 

5029 ハタリ! ハワード・ホークス 色刷 B4 l枚 98P13870 
二つ折り

5030 パタリアン ダン・オパノン 色刷 B5 l枚 98P13871 

5031 パタリアン2 ケン・ヴィーダー・ホン 色刷 B5 l枚 タイトル上 98P13872 

5032 パタリアン2 ケン・ヴィーダー・ホン 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P13873 

5033 パチ当たり修道院の最後 ペドロ・アルモドパル 色刷 B5 l枚 98P13874 

5034 パチエラー・パーティ ニール・イズリエル 色刷 B5 l枚 98P13875 

5035 八月の鯨 リンゼイ・アンダーソン 色刷 B5 10枚 98P13876 

5036 八月の狂詩曲(ラプソディー) 黒津明 色刷 B5 9枚 98P13877 

5037 ハチ公物語 神山征二郎 色刷 B5 8枚 98P13878I 

5038 八十七歳の青春市川房枝生涯 村山英冶 色刷 B5 l枚 98P13879 I 
を語る

5039 80日間世界一周 マイケル・アンダーソン 色刷 B5 l枚 98P13880 

5040 八十日間世界一周旅行 マイケル・アンダーソン 色刷 18.2x51.5 l枚 98P13881 
二つ折り

5041 84会チャーリー・モピック パトリック・ダンカン 色刷 B5 l枚 98P13882 
ベトナムの照準

5042 8 1/2(はちとにぶんのいち) フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 l枚 黒・緑色ベース 98P13883 

5043 8 1/2(はちとにぶんのいち) フェデリコ・フェリーニ 単色刷 18.3 x 51.8 l枚 横位置アート 98P13884 
二つ折り シアターニュー

ス

5044 8 1/2 (はちとにぶんのいち) フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P13885 

5045 二十日鼠と人間 ゲイリー・シニーズ 色刷 B5 7枚 98P13886 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5046 ハッカリの季節 エルデン・キフル 色刷 85 l枚 98P13887 

5047 パック・トゥ・ザ・フューチャー ロパート・ゼメキス 色刷 85 6枚 98P13888 
PART3 

5048 パック・イン・ザ・ USSR デラン・サラフィアン 色刷 85 5枚 98P13889 

5049 パック・トゥ・ザ・フューチャー ロパート・ゼメキス 色刷 20.3x35.4 14枚 98P13890 
三つ折り

5050 パック・トゥ・ザ・フューチャー ロパート・ゼメキス 色刷 85 7枚 98P13891 

5051 パック・トゥ・ザ・フューチャー ロパート・ゼメキス 色刷 85 8枚 98P13892 
PART2 

5052 パック・トゥ・スクール アラン・メッター 色刷 85 l枚 98P13893 

5053 }~ックドラフト ロン・ハワード 色刷 85 7枚 図柄人物あり 98P13894 

5054 ノtックドラフト ロン・ハワード 色刷 85 17枚 図柄人物なし 98P13895 

5055 初国知所之天皇(はつくにしら 原将人 単色刷 21.1 X29.7 l枚 98P13896 
すめらみこと) 二つ折り

5056 パック・ビート イアン・ソフトリー 色刷 85 4枚 黒色ベース 98P13897 

5057 }~ック・ビート イアン・ソフトリー 色刷 85 l枚 赤色ベース

5058 パックマン家の人々 ロン・ハワード 色刷 85 7枚 98P13899 I 

5059 ハックルペリーの冒険 J .リー・トンプソン 色刷 85 l枚 98P13900 

5060 初恋 ソロルド・ディキンスン 色刷 85 l枚

5061 初恋 マクシミリアン・シェル 色刷 85 l枚

5062 初恋時代 森永健次郎 色刷 85 l枚 98P13903 

5063 初恋物語 デビッド・フイツシャー 色刷 85 l枚

5064 八甲田山 森谷司郎 色刷 84 l枚 98P13905 I 
二つ折り

5065 八甲田山 森谷司郎 色刷 85 l枚 98P13906 

5066 パッサーゲ、ン H.Rギーガーの フレディ .M.ムーラー 色刷 85 l枚 98P13907 
世界

5067 ノtッジ373 ハワード .w・コッチ 色刷 85 l枚 98P13908 

5068 ノtッショネイト 悪の華 スチュアート・ローゼンパ 色刷 85 l枚 98P13909 
ーグ

5069 ノtッション ジャン・リュック・ゴダール 色刷 85 6枚 98P1391O 

5070 パッション・ダモーレ エットーレ・スコラ 色刷 85 l枚 98P13911 

5071 パッション・ベアトリス ベルトラン・タヴェルニエ 色刷 85 4枚 98P13912 

5072 ハッスル ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P13913 

5073 初体験 ピム・ド・ラ・パラ 色刷 85 l枚 98P13914 

5074 初体験 リッジモンド・ハイ エイミー・へッカリング 色刷 85 l枚 98P13915 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5075 パッチンして!おばあちゃん 辻伸一 色刷 B5 4枚 98P13916 

5076 八点、鐙がH烏るとき エチエンヌ・ベリエ 色刷 B5 l枚 98P13917 

5077 J~ッド・インフルエンス 悪影 カーティス・ハンソン 色刷 B5 4枚 98P13918 
響

5078 パッド・ガールズ、 ジョナサン・キャプラン 色刷 B5 2枚 98P13919 

5079 パッド・テイスト ピーター・ジャクソン 色刷 B5 l枚 98P13920 

5080 パット21 ピーター・マークル 色刷 B5 4枚 98P13921 

5081 パッド・ボーイズ リック・ローゼンソール 色刷 B5 2枚 98P13922 

5082 パットマン ティム・パートン 色刷 B5 4枚 98P13923 

5083 パットマン・リターンズ ティム・パートン 色刷 B5 l枚 裏面解説文白抜 98P13924 
き字

5084 ノふJノトマン・リターンズ ティム・パートン 色刷 26cmX72cm l枚 98P13925 
六つ折り

5085 パットマン・リターンズ ティム・パートン 色刷 B5 4枚 裏面解説文黒字 98P13926 

5086 パッド・ルーテナント 刑事と アベル・フエラーラ 色刷 B5 4枚 98P13927 
ドネッグとキリスト

5087 パットン大戦車軍団 フランクリン・ J・シャフ 色刷 B4 2枚 98P13928 
ナー

5088 ハッピー・トゥギャザー メル・ダムスキー 色刷 B5 2枚 98P13929 

5089 ハッピーエンドの物語 栃原広昭 色刷 B5 l枚 98P13930 

5090 ノ ~V ピー '49 ストーレ・ポポブ 色刷 B5 l枚 98P13931 

5091 ノtッフィ ザ・パンパイア・キ ツラン・ルーペル・クズイ 色刷 B5 5枚 98P13932 
フー

5092 パ・テ・オ 楠田泰之 色刷 B5 4枚 98P13933 

5093 ハドソン・ホーク マイケル・ハーマン 色刷 B5 3枚 タイトル赤字 98P13934 

5094 ハドソン・ホーク マイケル・ハーマン 色刷 B5 5枚 タイトル赤に白 98P13935 
枠字

5095 波止場 エリア・カザン 色刷 B5 l枚 98P13936 

5096 パトリオット・ゲーム フィリップ・ノイス 色刷 B5 2枚 たいとる赤字 98P13937 

5097 パトリオット・ゲーム フィリップ・ノイス 色刷 B5 l枚 タイトル黄色字 98P13938 

5098 パトリシアの夏 ジギ・グッツ 色刷 B5 l枚 98P13939 

5099 バトル・ウォーズ デビッド・ウインターズ 色刷 B5 l枚 98PI3940 

5100 バトルガンM-16 J .リー・トンプソン 色刷 B5 3枚 98P13941 

5101 バトルクリークプロー ロパート・クローズ 色刷 B5 l枚 青色ベース 98P13942 

5102 パトlレクリークブロー ロパート・クローズ 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P13943 

5103 バトルクリークブロー ロパート・クローズ 色刷 B5 l枚 図柄ジャッキー 98P13944 
-チェン3人
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5104 バトルドラゴン ビュー・デービス 色刷 B5 l枚 98P13945 

5105 バトルトラック ハーレー・コックリス 色刷 B5 l枚 図柄黄色い荒野 98P13946 

5106 バトルトラック ハーレー・コックリス 色刷 B5 l枚 図柄雪山 98P13947 

5107 バトルトラック 2053 モンテ・マーカム 色刷 B5 l枚 98P13948 

5108 バトルヒーター 飯田譲治 色刷 B5 2枚 98P13949 

5109 バトル・ヒーロー 秘宝強奪作 パート・ピーターセン 色刷 B5 2枚 98P13950 
戦

5110 バトル・へルハウス クライド・アンダーソン 色刷 B5 l枚 98P13951 

5111 バトルランナー ポール・マイケyレ・グレイ 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P13952 
ザー

5112 バトルランナー ポール・マイケル・グレイ 色刷 B5 10枚 タイトル中央上 98P13953 
ザー

5113 花いちもんめ。 伊藤俊也 色刷 B5 4枚 98P13954 

5114 花園の迷宮 伊藤俊也 色刷 B5 l枚 98P13955 

5115 バナナシュート裁判 佐藤闘介 色刷 B5 l枚 98P13956 

5116 花の季節 中田新一 色刷 B5 l枚 98P13957 

5117 花のズッコケ児童会長 中島俊彦 色刷 B5 l枚 98P13958 

5118 花の降る午後 大森一樹 色刷 B5 2枚 98P13959 

5119 花のようなエレ ロジェ・バディム 色刷 B5 l枚 98P13960 

5120 華の乱 深作欣二 色刷 B5 4枚 98P13961 

5121 花街の母 西河克己 色刷 B5 l枚 98P13962 

5122 花嫁の家族 マックス・べア 色刷 B5 l枚 98P13963 

5123 花嫁のパパ チャーlレズ・シャイヤー 色刷 B5 l枚 98P13964 

5124 花嫁はエイリアン リチヤード・べンジャミン 色刷 B5 7枚 98P13965 

5125 はなれ普女(ごぜ)おりん 篠田正浩 色刷 B5 l枚 98P13966 

5126 パニシング ルジェツロ・デオダート 色刷 B5 l枚 98P13967 

5127 パニシングin60"(秒) H.B.ハリッキー 色刷 B5 l枚

5128 パニシング1nターボ ロン・ハワード 色刷 B5 l枚 98P13969 

5129 パニシング・チェイス ピーター・マソス 色刷 B5 l枚 98P13970 

5130 パニシング・ポイント リチヤード・ C・サラフイ 色刷 B5 l枚 98P13971 
アン

5131 パニシング・レッド ヴィク・アームストロング 色刷 B5 4枚 98P13972 

5132 パニック・イン・スタジアム ラリー・ピアース 色刷 B5 l枚 98P13973 

5133 パニッシャー マーク・ゴールドプラット 色刷 B5 l枚 タイトル青字 98P13974 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5134 パニッシャー マーク・ゴールドブラット 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P13975 
裏面解説文赤字

5135 パニッシャー マーク・ゴールドブラット 色刷 85 4枚 タイトル赤字 98P13976 
裏面解説文黒字

5136 ハヌッセン イシュトパン・サボー 色刷 85 7枚 98P13977 

5137 ハネムーン・イン・ベガス アンドリュー・パーグマン 色刷 85 l枚 タイトル赤字 98P13978 
裏面緑字

5138 ハネムーン・イン・ベガス アンドリュー・パーグマン 色刷 85 2枚 タイトJレ黄字 98P13979 
裏面赤字

5139 ハネムーン・イン・ベガス アンドリュー・パーグマン 色刷 85 2枚 タイトル黄字 98P13980 
裏面緑字

5140 ハネムーン・イン・ベガス アンドリュー・パーグマン 色刷 A4 6枚 98P13981 

5141 ハネムーンは無人島 伊藤秀裕 色刷 85 l枚 98P13982 

5142 ハノーパー・ストリート 哀愁 ピーター・ハイアムズ 色刷 85 l枚 98P13983 
の街かど

5143 パノラマブルー アラン・ロパーツ 色刷 85 I枚 98P13984 

5144 ノtノt yレイス・ジャン・カlレリーノ 色刷 85 l枚 98P13985 

5145 パパ、ずれてるワ! ミロス・フォアマン 色刷 85 l枚 98P13986 

5146 母たち 黒川芳正 色刷 85 l枚 98P13987 

5147 母たち 杉本俊夫 色刷 A4 l枚 98P13988 
二つ折り

5148 ハ・パ・ナ シドニー・ポラック 色刷 85 12枚 裏面解説文青字 98P13989 

5149 ハ・パ・ナ シドニー・ポラック 色刷 85 11枚 裏面解説文赤字 98P13990 

5150 母の贈りもの トニー・ビル 色刷 85 4枚 98P13991 

5151 パパは、出張中! エミール・クストリッツァ 色刷 85 l枚 98P13992 

5152 パパまた脱いじゃった ブルーノ・コレッラ 色刷 85 l枚 98P13993 

5153 母をたずねて=千里 製作橋本浩一 色刷 85 2枚 98P13994 

5154 母をたずねて二千里 製作橋本浩一 色刷 85 l枚 98P13995 

5155 パピヨン フランクリン・ J.シャフ 色刷 84 l枚 98P13996 
ナー 二つ折り

5156 パピヨン フランクリン・ J.シャフ 色刷 85 l枚 98P13997 
ナー

5157 パピヨン フランクリン・ J・シャフ 色刷 A4 l枚 98P13998 
ナー

5158 パビロン愛欲の予言 コスタ・フェリス 色刷 85 l枚 98P13999 

5159 パブリック・アイ ハワード・フランクリン 色刷 85 l枚 98P14000 

5160 パブリック・コア変態うぐい へンリー・パチヤード 色刷 85 l枚 98P14001 
す嬢
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平成10年度収集寄贈質料 中村洋一資料

番号 タ イ ト ノレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5161 バブルガム・ラパーズ マリー・キヤフハン 色刷 85 i枚 98P14002 

5162 パベットの晩餐会 ガブリエル・アクセル 色刷 85 l枚 98P14003 

5163 パベットの晩餐会 ガブリエル・アクセル 色刷 85 l枚 98P14004 

5164 ハマースミスの6日間 バーナード・ローズ 色刷 85 l枚 98P14005 

5165 はみだした男 ユーゴ・サンチャゴ 色刷 85 l枚 98P14006 

5166 ハムレット グレゴーリ・コージンツェフ 色刷 85 2枚 98P14007 

5167 ハムレツト フランコ・ゼツフイレツリ 色刷 85 l枚 98P14008 

5168 ハムレット ローレンス・オリピエ 色刷 85 l枚 98P14009 

5169 ノ、メット ヴィム・ヴエンダース 色刷 85 9枚 98P14010 

5170 破滅への警告 ジェマ・フィルソワ 色刷 85 l枚 98P14011 

5171 ハメルンの笛吹き ジャック・ドミー 色刷 85 l枚 98P14012 I 

5172 ハモンド家の秘宝 ロッド・ダニエル 色刷 85 6枚 98P14013 

5173 ハモンハモン ビガス・ルナ 色刷 85 8枚 98P14014 

5174 早すぎた埋葬 ジェラJレド・キコイン 色刷 85 l枚 98P14015 

5175 早池峰(はやちね)の賦(ふ) 羽田澄子 色刷 85 l枚 98P14016 

5176 パラ色の選択 パリー・ソネンフェルド 色刷 85 5枚 図柄人物小 98P14017 

5177 パラ色の選択 パリー・ソネンフェルド 色刷 85 6枚 図柄人物大 98P14018 

5178 パラキ テレンス・ヤング 色刷 85 l枚 98P14019 

5179 ハラギャティ 波羅掲諦 林権、湾 色刷 85 4枚 98P14020 

5180 ハラスのいた日々 栗山富夫 色刷 85 l枚 98P14021 

5181 パラダイス スチュワード・ギラード 色刷 85 l枚 98P14022 

5182 パラダイス ドーリス・デリー 色刷 85 l枚 98P14023 

5183 パラダイス・アーミー アイパン・ライトマン 色刷 85 l枚 98P14024 

5184 パラダイス・アレイ シルベスター・スタローン 色刷 85 l枚 98P14025 

5185 パラダイスビュー 高嶺剛 色刷 85 l枚 98P14026 

5186 パラダイム ジョン・カーペンター 色刷 85 7枚 98P14027 

5187 原田真二ステージ・ドキュメン 龍村仁 色刷 85 l枚 98P14028 
ト OURSONG and all of you 

5188 醤額の王国 ヴェルナー・シュレーター 色刷 85 2枚 98P14029 

5189 茜被の貴婦人 マウロ・ボロニーニ 色刷 85 l枚 98P14030 

5190 パラの刻印 ロパート・ドルンハルム 色刷 85 9枚 98P14031 

5191 曹識の素顔 リチヤード・ラッシュ 色刷 85 4枚 赤色ベース 98P14032 

5192 沓磁の素顔 リチヤード・ラッシュ 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P14033 
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平成10年度収集寄贈質料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5193 欝識のスタピスキー アフン・レネ 色刷 85 l枚 98P14034 

5194 欝磁の葬列 松本俊夫 色刷 85 l枚 98P14035 

5195 蓄額の名前 ジャン=ジャック・アノー 色刷 85 15枚 98P14036 

5196 パララックス・ビュー アラン・ J・パクラ 色刷 85 l枚 98P14037 

5197 ハリー奪還 アラン・スミジー 色刷 85 l枚 98P14038 

5198 ハリーとトント ポール・マザースキー 色刷 85 l枚 98P14039 

5199 ハリーとへンダスン一家 ウィリアム・ディア 色刷 85 7枚 図柄片目と人物 98P14040 
4人

5200 ハリーとへンダスン一家 ウィリアム・ディア 色刷 85 l枚 図柄片目のみ 98P14041 
人物なし

5201 パリー-リンドン スタンリー・キューブリック 色刷 85 l枚 98P14042 

5202 ハリウッドにくちづけ マイク・ニコルズ 色刷 85 4枚 98P14043 

5203 パリエラ イエジィ・スコリモフスキ 色刷 85 l枚 98P14044 

5204 パリ警視J ジャック・ドレー 色刷 85 l枚 98P14045 

5205 ハリケーン ヤン・トロエル 色刷 85 l枚 98P14046 

5206 ハリケーン ヤン・トロエル 色刷 85 l枚 98P14047 

5207 張り込み ジョン・パダム 色刷 85 l枚 タイトル青字 98P14048 

5208 張り込み ジョン・パダム 色刷 85 4枚 タイトル赤字 98P14049 

5209 張り込みプラス ジョン・パダム 色刷 85 5枚 98P14050 

5210 パリス・パイ・ナイト デビッド・へアー 色刷 85 l枚 98P14051 

5211 パリ・セヴェイユ オリヴイエ・アサヤス 色刷 85 3枚 98P14052 

5212 パリで一緒に リチヤード・クワイン 色刷 85 l枚 98P14053 

5213 パリ、テキサス ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 l枚 98P14054 

5214 パリところどころ ジャン=ダニエル・ポレ他 色刷 85 7枚 6話オムニパス 98P14055 

5215 パリの哀愁 出目昌伸 色刷 85 l枚 98P14056 

5216 巴里のアメリカ人 ヴィンセント・キネリ 色刷 85 l枚 98P14057 

5217 巴里の気まぐれ娘 アルク・アレグレ 色刷 85 l枚 98P14058 

5218 パリの恋人 スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 98P14059 

5219 パリの灯は遠く ジョゼフ・ロージー 色刷 85 l枚 98P14060 

5220 針の限 リチヤード・マーカンド 色刷 85 l枚 98P14061 

5221 パリは霧にぬれて ルネ・クレマン 色刷 28.0X21.0 l枚 98P14062 
二つ折り

5222 巴里ホテルの人々 ヤナ・ボコーワ 色刷 85 7枚 98P14063 

5223 ハリマオ 和田勉 色刷 85 6枚 98P14064 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5224 パリ、夜は眠らない ジエ一一・リヴイングソトン 色刷 B5 4枚 98P14065 

5225 巴里を追いかけて ジャン=シャルル・タケラ 色刷 B5 2枚 98P14066 

5226 春男の掬んだ空 山田典吾 色刷 B5 l枚 98P14067 

5227 遥かなる青い海 フオlレコ・クイリチ 色刷 B5 2枚 98P14068 

5228 遥かなる甲子園 大津豊 色刷 B5 7枚 98P14069 I 

5229 遥かなる甲子園 大津豊 色刷 B5 3枚 98P14070 I 

5230 遥かなる走路 佐藤純禰 色刷 B5 l枚 98P14071 

5231 遥かなる大地へ ロン・ハワード 色刷 B5 2枚 タイトル赤字 98P14072 

5232 遥かなる大地へ ロン・ハワード 色刷 B5 5枚 タイトル白字 98P14073 

5233 遥かなる山の呼び声 山田洋次 色刷 B5 l枚 98P14074 

5234 はるか、ノスタlレジィ 大林宣彦 色刷 B5 l枚 98P14075 

5235 バルカン超特急 アルフレッド・ヒッチコック 色刷 B5 l枚 98P14076 

5236 バルカンランナー マックス・スティール 色刷 B5 l枚 98P14077 

5237 春駒のうた 神山征二郎 色刷 B5 l枚 黒色ベース 98P14078 

5238 春駒のうた 神山征二郎 色刷 B5 11枚 白色ベース 98P14079 

5239 春駒のうた 神山征二郎 色刷 B5 l枚 第35回仙台親と 98P14080 
子のよい映画を
みる会上映会ち
らし

5240 パルジョーでいこう! ジエローム・ボワヴァン 色刷 B5 l枚 98P14081 

5241 パルスーズ ベルトラン・ブリエ 色刷 B5 l枚 98P14082 

5242 春にして君を想う フリドリック・トール・フ 色刷 B5 l枚 98P14083 
リドリクソン

5243 春の鐙 蔵原惟繕 色刷 B5 5枚 98P14084 

5244 春のソナタ エリック・ロメール 色刷 B5 l枚 98P14085 

5245 ヴァルピィの奇跡 オーケ・サンドグレン 色刷 B5 l枚 98P14086 

5246 パルプ・フィクション クエンティン・タランティ 色刷 B5 4枚 薄茶色ベース 98P14087 
ーノ

5247 パルプ・フィクション クエンティン・タランティ 色刷 B5 2枚 黒色ベース 98P14088 
一ノ

5248 パルプ・フィクション クエンティン・タランティ 色刷 B5 2枚 白色ベース 98P14089 
一ノ

5249 ハルムスの幻組 スロボタン・ロ・ペシチ 色刷 B5 l枚 98P14090 

5250 ヴァルモン恋の捉 ミロシュ・フォアマン 色刷 B5 3枚 98P14091 

5251 晴れた日に永遠が見える ビンセント・ミネリ 色刷 B5 l枚 98P14092 

5252 はれときどきぶた 平田敏夫 色刷 B5 l枚 98P14093 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5253 はれときどきぶた 平田敏夫 色刷 85 l枚 98P14094 

5254 HARE TO KE(ハレ ト ケ) レギーナ・ウルヴァー 色刷 85 l枚 98P14095 

5255 はれ日和 ぼくらのクソ記念日 首間早志 色刷 85 l枚 98P14096 

5256 パレルモ フランチェスコ・ロージ 色刷 85 l枚 98P14097 

5257 パレンチナ物語 アントニオ・ホセ・ベタン 色刷 85 l枚 98P14098 
コール

5258 パレンチノ ケン・ラッセル 色刷 85 l枚 98P14099 

5259 ハロウィン ジョン・カーペンター 色刷 85 l枚 98P14100 

5260 ハロウィン ジョン・カーベンター 色刷 85 l枚 98P14101 

5261 ハローキッズ 宮城まり子 色刷 85 l枚 98P14102 

5262 パローギャングBC 和泉聖冶 色刷 85 l枚 98P14103 

5263 パローギャングBC 和泉聖治 色刷 85 l枚 98P14104 

5264 ハロー・グッドパイ ジーン・ネグレスコ 色刷 85 l枚 98P14105 

5265 ハロー-ドーリー ジーン・ケリー 色刷 17.0x34.0 l枚 98P14106 
二つ折り

5266 バロック ポール・ルデュク 色刷 85 2枚 98P14107 

5267 }~ロツコ アンドレ・テシネ 色刷 85 l枚 98P14108 

5268 ノtロン テリー・ギリアム 色刷 85 7枚 98P14109 

5269 パワー・オブ・ワン ジョン.G.アヴィルドセン 色刷 85 4枚 98P14110 

5270 ハワーズ・エンド ジェイムズ・アイボリィ 色刷 85 12枚 98P14111 

5271 ハワード・ザ・ダック ウイラード・ハイク 色刷 85 11枚 図柄卵からタ'ツ 98P14112 
ク

5272 ハワード・ザ・ダック 暗黒魔 ウイラード・ハイク 色刷 85 l枚 98P14113 
王の陰謀

5273 パワープレイ マーティン・パーク 色刷 85 l枚 98P14114 

5274 ハワイ ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 12.4X36.8 l枚 98P14115 
二つ折り

5275 ハワイアン・ドリーム 川島透 色刷 85 6枚 98P14116 

5276 挽歌 河崎義祐 色刷 85 l枚 98P14117 

5277 ノ、ンガー トニー・スコット 色刷 85 l枚

5278 パンカー・パレス・ホテル エンキ・ピラル 色刷 85 2枚 98P14119 

5279 ハンガリアン ファーブリ・ソルタン 色刷 85 l枚 98Pl4120 

5280 ハンガリアン狂詩曲(ラプソデ ヤンチョー・ミクローシュ 色刷 85 l枚 98P14121 
ィー)

5281 ハンキー・パンキー シドニー・ポワチエ 色刷 85 l枚 98P14122 

5282 ハンギング・オン・スター マイク・マクフアーランド 色刷 85 l枚 98P14123 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト lレ 監 管 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

5283 ノ、ング ジュゼツベ・スコアーゼ 色刷 85 l枚 98P14124 

5284 ハングジャック リチヤード・ブルックス 色刷 85 l枚 98P14125 

5285 パングラディシュのコンサート ソール・スイマー 色刷 85 l枚 98P14126 

5286 パンク・ロック・ムービー ドン・レッツ 色刷 85 l枚 98P14127 

5287 晩秋 ゲイリー・デビッド・ゴー 色刷 85 6枚 98P14128 
ルドパーグ

5288 伴奏者 クロード・ミレール 色刷 85 l枚 98P14129 

5289 ハンター パズ・キューリック 色刷 85 4枚 98P14130 

5290 ヴァン・ダム ジョン・ウー 色刷 85 5枚 98P14131 

5291 パンダ物語 新城卓 色刷 85 2枚 タイトlレ2行 98P14132 

5292 パンダ物語 新城卓 色刷 85 l枚 タイトル中央下 98P14133 

5293 パンツの穴 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P14134 

5294 パンツの穴 鈴木則文 色刷 84 l枚 98P14135 
二つ折り

5295 パンツの穴キラキラ星みつけ 鎮西尚一 色刷 85 l枚 98P14136 
た

5296 パンツの穴花柄畑でインプッ 小平裕 色刷 85 l枚 98P14137 
ト

5297 パンデットQ テリー・ギリアム 色刷 85 l枚 青色ベース 98P14138 

5298 パンデツトQ テリー・ギリアム 色刷 85 i枚 赤色ベース 98P14139 

5299 ハンドフル・オプ・ダスト チャールズ・スタリッジ 色刷 85 11枚 98P14140 

5300 ハンドラ マット・シンパー 色刷 85 1枚 98P14141 

5301 ハンナ・セネシュ メナハム・ゴーラン 色刷 85 l枚 98P14142 

5302 ハンナとその姉妹 ウッデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P14143 

5303 ハンバーガー・ヒル ジョン・アーピン 色刷 85 6枚 赤色ベース 98P14144 

5304 ハンバーガー・ヒル ジョン・アービン 色刷 85 3枚 白色ベース 98P14145 

5305 パンパイア・イン・ペニス オーガスト・カミニート 色刷 85 l枚 98P14146 

5306 パンパイアキス ロパート・ピアマン 色刷 85 l枚 98P14147 

5307 パンパイア最後の晩餐 ランベルト・パーパ 色刷 85 l枚 98P14148 

5308 吸血鬼(パンパイア)ハンターD 芦田豊雄 色刷 85 5枚 98P14149 

5309 パン・パニング・パン ウィリアム・サックス 色刷 85 l枚 98P14150 

5310 パンピン・アイアンII ジョージ・パトラー 色刷 85 l枚 98P14151 

5311 パンプキンヘッド スタン・ウィンスン 色刷 85 4枚 98P14152 

5312 ハンプス ジョー・キャンプ 色刷 85 l枚 98P14153 

5313 ハンボーン ロイ・ワッツ 色刷 85 9枚 98P14154 
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