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（1）日誌類 001 日誌　大正12年 大正12年1月4日～9月1日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

9月1日：「関東大震災被災」の記述あり 001

（1）日誌類 002 日誌　大正13年1月起 大正13年1月1日～4月30日
池ノ端バラック図
書館

曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

4月30日：本日限り閉鎖 002

（1）日誌類 003 日誌　大正13年起 大正13年2月1日～5月1日 市立芝公園図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

4月30日：本日ヲ以テ芝公園臨時図書閲覧
所閉止ス
5月1日の頁に合紙挟み込みあり

003

（1）日誌類 004 日誌　大正13年2月起 大正13年2月1日～6月7日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

6月７日：本日當図書館閉鎖ス
最終頁に一橋図書館主任島田宛日比谷図
書館会計係保坂書簡（備品通知、廃棄品
取扱、仮証控、備品目録）挟み込みあり

004

（1）日誌類 005 日誌　大正13年5月起 大正13年5月1日～12月27日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

5月1日：昨年震災後東京市六バラックニ
市設図書館附設セシ所4月限リ九段ヲ除ク
他撤廃セシ
6月6日：本日ヲ限リ九段バラック図書館
撤廃

005

（1）日誌類 006 日誌　大正14年1月起 大正14年1月4日～12月28日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

006

（1）日誌類 007 日誌　大正15年1月起 大正15年1月4日～12月28日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

12月25日：「大正天皇崩御」の記述あり 007

（1）日誌類 008 日誌　昭和2年1月起 昭和2年1月4日～12月28日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

008

（1）日誌類 009 日誌　昭和3年1月起 昭和3年1月4日～12月27日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

009

（1）日誌類 010 日誌　昭和4年1月起 昭和4年1月4日～12月27日 一橋図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

12月1日：「市立駿河台図書館への名称変
更（東京市告第502号）」の記述あり

010

（1）日誌類 011 日誌　昭和5年1月起 昭和5年1月1日～12月28日 駿河台図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

2月11日と4月11日の頁に〔記念品出資者
一覧〕挟み込みあり

011

（1）日誌類 012 日誌　昭和6年 昭和6年1月1日～12月29日 駿河台図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

012

（1）日誌類 013 日誌　昭和7年 昭和7年1月1日～12月27日 駿河台図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

10月11日の頁に〔名刺（岡田辰治)〕挟み
込みあり

013

（1）日誌類 014 日誌　昭和8年 昭和8年1月1日～12月22日 駿河台図書館
曜日・気象・温度（華氏）・館員出
欠・摘要

2月20日の頁に「図書館整理事務」、3月
14日の頁に〔メモ（「一橋栗原栄外八名
男237女210」等と記載）〕、5月3日の頁
に「気罐定期検査施工ノ通知」、12月17
日、27日、最終頁に反古紙挟み込みあり

014

（1）日誌類 015 日誌　昭和9年1月 昭和8年1月1日～12月2日 駿河台図書館 曜日・気象・摘要
この日誌から書式が変更される
10月10日の頁に〔名刺（宇田川吉平）〕
挟み込みあり

015

（1）日誌類 016 宿直日誌　大正14年4月起 大正14年4月1日～12月31日 一橋図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 016

（1）日誌類 017 宿直日誌　昭和3年1月起 昭和3年1月1日～12月31日 一橋図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 017

（1）日誌類 018 宿直日誌　昭和4年起 昭和4年1月1日～12月31日 一橋図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 018

（1）日誌類 019 宿直日誌　昭和5年1月起 昭和5年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要
〔東京市立駿田外図書館年賀状〕（未使
用）2枚挟み込みあり

019

（1）日誌類 020 宿直日誌　昭和6年1月 昭和6年1月1日～12月31日 駿河台図書館
曜日・気象・宿直員名・摘要・電気
使用量

「電気使用量」は1月17日より記載開始 020

（1）日誌類 021 宿直日誌　昭和7年 昭和7年1月1日～12月31日 駿河台図書館
曜日・気象・宿直員名・摘要・電気
使用量

021

（1）日誌類 022 宿直日誌　昭和8年 昭和8年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 8月9日:「防空演習」の記載あり 022

（1）日誌類 023 宿直日誌　昭和9年 昭和9年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 023

（1）日誌類 024 宿直日誌　昭和10年 昭和10年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 024

（1）日誌類 025 宿直日誌　昭和11年 昭和11年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 025

（1）日誌類 026 宿直日誌　昭和12年 昭和12年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要
2月13日：内務省ヨリノ寄贈本壱百四十余
冊書記付添自動車ニテ配達サル
5月28日：内田嘉吉文庫公開記念展覧会

026

（1）日誌類 027 宿直日誌　昭和13年 昭和13年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 027
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（1）日誌類 028 宿直日誌　昭和14年 昭和14年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 028

（1）日誌類 029 宿直日誌　昭和15年 昭和15年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 029

（1）日誌類 030 宿直日誌　昭和16年 昭和16年1月1日～12月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要
12月8日：「今八日午後五時ヨリ関東地区
北関東地区静岡地区ニ警戒警報発令サ
ル」

030

（1）日誌類 031 宿直日誌　昭和17年 昭和17年1月1日～18年6月30日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 031

（1）日誌類 032 宿直日誌　昭和18年7月起 昭和18年7月1日～19年3月31日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要 032

（1）日誌類 033 宿直日誌　昭和19年4月起 昭和19年4月1日～20年4月1日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要

3月9日：「夜間空襲警報発令（中略）本
郷方面ノ火災猛烈ニテ火焔天ヲ蔽ヒ飛火
ニヨリ延焼防止ノ為宿直員、所在警防団
員ト協力シ終夜警戒ヲ厳ニセリ」

033

（1）日誌類 034
〔宿直日誌　昭和20年〔4〕月
起〕

昭和20年4月1日～7月13日 駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要
表紙取れ
7月13日：時局ニ対応シ一時閉館全館員京
橋図書館勤務

034

（1）日誌類 035 宿直日誌　昭和21年度 昭和21年4月1日～12月31日
東京都立駿河台図
書館

曜日・気象・宿直員名・摘要 035

（1）日誌類 036 宿直日誌　昭和22年度 昭和22年4月1日～12月31日
〔東京都立日比谷
図書館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 036

（1）日誌類 037 宿直日誌　昭和31年度 昭和31年1月1日～12月31日
千代田区立千代田
図書館

曜日・気象・宿直員名・摘要
表裏表紙は『現代世界学童美術全集』の
カバーを再利用したもの

037

（1）日誌類 038 日直宿直日誌　昭和23年 昭和23年1月1日～12月31日
〔東京都立図書
館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 038

（1）日誌類 039 日直宿直日誌　昭和24年 昭和24年1月1日～12月31日 都立駿河台図書館 曜日・気象・宿直員名・摘要

1月22日ふせん：「用紙節約のために半分
（上欄と下欄）づつにお書き下さい」
裏表紙は「昭和17年度予算差引簿」の表
紙を再利用したもの

039

（1）日誌類 040 日直宿直日誌　昭和25年 昭和25年1月1日～12月31日
〔都立駿河台図書
館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 040

（1）日誌類 041 日直宿直日誌　昭和〔26〕年 昭和26年1月1日～12月31日
〔都立駿河台図書
館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 041

（1）日誌類 042 日直宿直日誌　昭和27年 昭和27年1月1日～12月31日
〔都立駿河台図書
館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 042

（1）日誌類 043 日直宿直日誌　昭和28年 昭和28年1月1日～12月31日
〔都立駿河台図書
館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 043

（1）日誌類 044 日直宿直日誌　昭和29年 昭和29年1月1日～12月31日
〔都立駿河台図書
館〕

曜日・気象・宿直員名・摘要 044

（2）予算差引簿 045 予算差引簿　大正11年度 〔大正11年度〕 一橋図書館 大礼、普通、新聞 045

（2）予算差引簿 046 予算差引簿　大正12年度 〔大正12年度〕 一橋図書館 大礼、普通図書、新聞雑誌 046

（2）予算差引簿 047 予算差引簿　大正13年度 〔大正13年度〕 一橋図書館
大礼、普通図書、復旧図書、
震災善後会寄付金、備品臨時費

047

（2）予算差引簿 048 予算差引簿　大正14年度 〔大正14年度〕 一橋図書館 大礼、普通図書、新聞雑誌、備品 048

（2）予算差引簿 049 予算差引簿　大正15年度 〔大正15年度〕 一橋図書館
大礼図書、普通図書、新聞雑誌、備
品

049

（2）予算差引簿 050 予算差引簿　昭和2年度 〔昭和2年度〕 一橋図書館
大礼図書、普通図書、新聞雑誌、備
品、臨時費

050

（2）予算差引簿 051 予算差引簿　昭和3年度 〔昭和3年度〕 一橋図書館
大礼図書、普通図書、新聞雑誌、備
品、復興費備品、復興図書

051

（2）予算差引簿 052 予算差引簿　昭和4年度 〔昭和4年度〕 一橋図書館
大礼図書、普通図書、新聞雑誌
復興図書、普通備品、臨時費備品

052

（2）予算差引簿 053 予算差引簿　昭和5年度 〔昭和5年度〕 駿河台図書館
普通図書、新聞雑誌、備品
復興図書、普通備品、臨時費備品

12月分新聞雑誌費の頁に〔メモ「九月分
差引残」〕、〔メモ「2.5日選定会ニ
テ」〕、記載有り頁の最終頁に〔メモ
「日本米食史未払」〕、最終頁に〔購入
書目断片〕挟み込みあり

053
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（2）予算差引簿 054 予算差引簿　昭和6年度 〔昭和6年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、郵便通
信、電話、電気水道、普通図書（含
新聞雑誌）、大礼記念図書

7月8日「現代長編小説全集」の頁に〔名
刺「古橋栄一」〕、2月24日「世界古代文
化史」の頁に〔メモ「3月分大礼」〕挟み
込みあり

054

（2）予算差引簿 055 予算差引簿　昭和7年度 〔昭和7年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、郵便通
信、電話、電気水道、普通図書（含
新聞雑誌）、大礼記念図書

30頁に「加入者の皆様へ温注意致しま
す」（東京電信局）、45ページに〔メモ
「4740220」〕、記載なし頁に〔メモ
「842Ｋ」〕挟み込み込みあり

055

（2）予算差引簿 056 予算差引簿　昭和8年度 〔昭和8年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、瓦斯電気水道、大礼
図書、普通図書（含新聞雑誌）

冒頭頁に〔メモ「インク233」〕、〔メモ
「大礼記念図書費」等〕、大礼図書費の
頁に〔メモ789月分10月徴収」〕、〔メモ
「特別亀鑑20Ｋ」〕挟み込みあり

056

（2）予算差引簿 057 予算差引簿　昭和9年度 〔昭和9年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、瓦斯電気水道、大礼
記念図書、普通図書（含新聞雑誌）

瓦斯電気水道料の頁に〔メモ「水道
料」〕、記載なし頁に〔メモ「八年
度」〕挟み込みあり

057

（2）予算差引簿 058 予算差引簿　昭和10年度 〔昭和10年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、瓦斯電気水道、大礼
記念図書、普通図書（含新聞雑誌）

10月29日事務服の次頁に〔メモ「タイプ
ライター〕、〔メモ「自転車修繕」〕挟
み込みあり

058

（2）予算差引簿 059 予算差引簿　昭和11年度 〔昭和11年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、瓦斯電気水道、大礼
記念図書、普通図書（含新聞雑誌）

059

（2）予算差引簿 060 予算差引簿　昭和12年度 〔昭和12年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、瓦斯電気水道、大礼
記念図書、普通図書（含新聞雑誌）

060

（2）予算差引簿 061 予算差引簿　昭和13年度 〔昭和13年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、瓦斯電気水道、大礼
記念図書、普通図書（含新聞雑誌）

061

（2）予算差引簿 062 予算差引簿　昭和14年度 〔昭和14年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、電気水道、大礼記念
図書、普通図書（含新聞雑誌）

062

（2）予算差引簿 063 予算差引簿　昭和16年度 〔昭和16年度〕 駿河台図書館
舟車馬賃、備品、消耗品、印刷、郵
便通信、電話、電気水道、大礼記念
図書、普通図書（含新聞雑誌）

備品、消耗品、印刷、郵便通信は項目の
み

063

（2）予算差引簿 064 予算差引簿　昭和17年度 〔昭和17年度〕 駿河台図書館
電話、電気水道、大礼記念図書、普
通図書（含新聞雑誌）

064

（2）予算差引簿 065 予算差引簿　昭和18年7月起 昭和18年5月～昭和19年4月 駿河台図書館
電話、電気水道、図書（含新聞雑
誌）

065

（2）予算差引簿 066 予算差引簿　昭和19年度 〔昭和19年度〕 駿河台図書館
電話、電気水道、図書（含新聞雑
誌）

冒頭頁に「昭和19年度予算（図書費）内
示ノ件」（教図発第70号）貼付あり

066

（3）各種図書目録 067
大正12年震災臨時購入図書目
録

〔大正12年〕 一橋図書館 225冊 067

（3）各種図書目録 068
大礼図書目録　　大正13年3月
起

大正12年7月18日～昭和4年3月4
日

一橋図書館
「大礼記念新刊図書選定目録」第68回～
99回

068

（3）各種図書目録 069
寄贈図書パンフレット仮受簿
昭和2年4月起

昭和2年4月～昭和6年7月 一橋図書館 寄贈図書評価票寿表あり 069

（3）各種図書目録 070 昭和3年度図書予約及返本簿 昭和3年 一橋図書館 070

（3）各種図書目録 071 昭和3年起落丁図書受渡簿 昭和3年 一橋図書館 071

（3）各種図書目録 072
昭和4年起落丁及事故図書受渡
簿

昭和4年 一橋図書館 072

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/054.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/054.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/055.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/055.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/056.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/056.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/057.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/057.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/058.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/058.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/059.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/059.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/060.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/060.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/061.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/061.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/062.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/062.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/063.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/063.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/064.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/064.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/065.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/065.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/066.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/066.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/067.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/067.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/068.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/068.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/069.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/069.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/070.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/070.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/071.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/071.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/072.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/072.pdf


1．グループ 2.目録番号 3.簿冊タイトル 4.簿冊作成年 5.文書タイトル 6.文書作成年 7.宛先 8.作成者 9.内　容 10.備考 画像番号

（4）図書購入関係書類 073 図書見積書綴　各書店 〔昭和3年～昭和5年〕 一橋図書館

国民国書株式会社、東京日日通信
社、高石栄、国際情報社、合資会社
日本帝国議会誌刊行会、建築資料研
究会、大日本法令出版株式会社、曽
根廉郎、斎藤正雄、松本亀造、山崎
八郎、一誠堂書店、朝鮮史学会、中
谷定吉、内閣印刷局内戦場会長、丸
善株式会社、岸直治、関隆治、大日
本国柱社、北沢弥三郎

見積書は東京市立日比谷図書館宛
日付なし多し

073

（4）図書購入関係書類 074 図書見積書綴　三省堂書店 一橋図書館 三省堂書店、誠明堂
見積書は東京市立日比谷図書館宛
日付なし

074

（4）図書購入関係書類 075 図書見積書綴　津久井書店 〔昭和4年〕 一橋図書館 津久井書店
見積書は東京市立日比谷図書館宛
日付なし多し

075

（4）図書購入関係書類 076 図書見積書　津久井書店 〔昭和5年〕 駿河台図書館 津久井書店
見積書は東京市立日比谷図書館宛
日付なし多し
大礼分も含む

076

（4）図書購入関係書類 077 図書見積書　各書店 〔昭和5年〕 駿河台図書館

日本図書刊行会、三省堂書店、弥吉
光長、先進社、大日本思想全集刊行
会、大内季吉、テトラ社、大東出版
社、佐藤銀平、厳松堂書店、丸善株
式会社、コドモ芸術学園、誠明堂書
店、星野豊次郎、合資会社間宮商店
東京事務所、酒井宇吉、日露貿易通
信社、四宮寅次郎、渡辺並、ロシア
通信社

見積書は東京市立日比谷図書館宛のもの
あり、
日付なし多し
大礼分も含む

077

（4）図書購入関係書類 078 一誠堂送付書 昭和3年6月～昭和5年 一橋図書館
一誠堂、北沢書店、厳松堂書店、東
美堂、丸善株式会社、

御送書綴 078

（4）図書購入関係書類 079 昭和7年度　普通費見積書綴① 昭和7年度 駿河台図書館

永田国造、小沢徳一、橋本五雄、三
省堂書店、誠明堂書店、厳松堂書
店、帝国日日通信社、、内山善三
郎、佐久間晃、大日本思想全集刊行
会、酒井宇吉、弥吉光長、柳沢省
三、日露貿易通信社、東京堂

079

（4）図書購入関係書類 080
昭和8年度　普通費購買図書見
積書

昭和8年度 駿河台図書館

三省堂書店、厳松堂、一誠堂、合資
会社間宮商店東京事務所、誠明堂書
店、岸野憲吾、松元常松、満陽堂書
店、高山中助、中沢宇三郎、田中清
之、長谷川英幡、稲垣芳元、丸山哲
造、中西舜二、帝国判例法規出版
社、靖国神社忠魂史頒布事務所、四
宮寅次郎、新田勇次、児玉四郎

080

（4）図書購入関係書類 081 昭和9年度　普通図書費見積書 昭和9年度 駿河台図書館

島村金重郎、三省堂書店、河野信
一、産業調査会、経済雑誌ダイヤモ
ンド社、栖多子全集刊行会、富山
房、猪瀬昌彦、工藤武重、天童頼太
郎、大塚清員、石原明、物集高量、
吉田百邦、頼山陽文徳殿建設翼賛
会、沖邑亀吉、小熊信吉、川俣馨
一、株式会社人事興信社、中村舜二

081

（4）図書購入関係書類 082 昭和10年度　普通図書見積書 昭和10年度 駿河台図書館

三省堂書店、白井保男、猪野三郎、
天童頼太郎、スカウト商会、佐野武
男、大山貞一、福岡益雄、富山房、
和田真太郎、大井久五郎、関谷渡、
川俣馨一、中村薫、間宮不二雄、田
中鉄次郎、牛来丈助、物集高量、靖
国神社忠魂史分頒事務所、波多野輿
一

082

（4）図書購入関係書類 083
昭和11年度　普通図書購買見
積書綴

昭和11年度 駿河台図書館

川俣馨一、津久井書店、三省堂書
店、三友社書店、厳松堂書店、酒井
宇吉、内山善三、橋井鶴次郎、松岡
寿八、大井久五郎、小桐新太郎、天
童頼太郎、土屋耕二、山崎敏、東京
教材出版社、四宮寅次郎

083
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（4）図書購入関係書類 084 昭和7年度　大礼費見積書綴 昭和7年度 駿河台図書館
丸善株式会社、三省堂書店、弥吉光
長、誠明堂、

084

（4）図書購入関係書類 085
昭和8年度　大礼図書購買見積
書

昭和8年度 駿河台図書館
東京毎夕新聞社、誠明堂、深尾逸
雄、一誠堂、三省堂書店、

085

（4）図書購入関係書類 086 昭和9年度　大礼図書費見積書 昭和9年度 駿河台図書館 三省堂書店、津久井書店 086

（4）図書購入関係書類 087
昭和10年度　大礼図書購買見
積書

昭和10年度 駿河台図書館 三省堂書店 087

（4）図書購入関係書類 088
昭和11年度大礼記念図書購買
見積書

昭和11年度 駿河台図書館 津久井書店、三省堂書店 088

（5）蔵書月報
089

蔵書月報　昭和7年1月起 昭和7年１月～昭和16年10月
東京市立駿河台図
書館

部門・和書・洋書別、前月蔵書、増
減、現在高、備考、摘要

089

10.備考

（6）閲覧料日計簿 090 閲覧料日計簿　昭和4年度 昭和5年3月 駿河台図書館
月日、起番号、終番号、交付数、回
数券引換数、無料券引換数、売渡
数、金額

090

（6）閲覧料日計簿 091 閲覧料日計簿　昭和5年度 昭和5年4月～昭和6年3月 駿河台図書館
月日、起番号、終番号、交付数、回
数券引換数、売渡数、金額

4月25日の頁に「昭和5年6月12日受付会計
報告」挟み込みあり

091

（6）閲覧料日計簿 092 閲覧料日計簿　昭和6年度 昭和6年4月～昭和7年3月 駿河台図書館
月日、起番号、終番号、交付数、回
数券引換数、売渡数、金額、乙種帯
出券、丙種帯出券

092

（6）閲覧料日計簿 093 閲覧料日計簿　昭和7年度 昭和7年4月～昭和8年3月 駿河台図書館
月日、起番号、終番号、交付数、回
数券引換数、売渡数、金額、乙種帯
出券、丙種帯出券

093

（6）閲覧料日計簿 094 閲覧料日計簿　昭和8年度 昭和8年4月～昭和9年3月 駿河台図書館

普通閲覧票：月日、起番号、終番
号、交付数、回数券引換数、売渡
数、金額、婦人閲覧票、回数閲覧
券、乙種帯出券、丙種帯出券、優待
閲覧票

閲覧料：２銭。回数閲覧券1月30日の頁に
〔メモ「交付数」〕挟み込みあり

094

（6）閲覧料日計簿 095 閲覧料日計簿　昭和9年度 昭和9年4月～昭和10年3月 駿河台図書館

普通閲覧票：月日、起番号、終番
号、交付数、回数券引換数、売渡
数、金額、婦人閲覧票、回数閲覧
券、甲種帯出券、乙種帯出券、丙種
帯出券、丁種帯出券、無料閲覧票

閲覧料：３銭 095

（6）閲覧料日計簿 096 閲覧料日計簿　昭和10年度 昭和10年4月～昭和11年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
特別男子閲覧票、特別回数閲覧券、
甲種帯出券、乙種帯出券、丙種帯出
券、丁種帯出券、優待閲覧券、無料
閲覧券

閲覧料：３銭 096

昭和12年8月：受託欄ノ内和漢書4773冊、洋書12206冊ハ内田嘉吉文庫受託図書
昭和12年9月：現在高59265ノ内受託図書ハ内務省258、内田嘉吉文庫16979
昭和12年10月：現在高59892ノ内受託図書ハ内務省760、内田嘉吉文庫16979
昭和12年１1月：現在高60160ノ内受託図書ハ内務省875、内田嘉吉文庫16979
昭和12年１2月：現在高60331ノ内受託図書ハ内務省893、内田嘉吉文庫16979
昭和13年１月：現在高60576ノ内受託図書ハ内務省1724、内田嘉吉文庫16979
昭和13年2月：現在高60727ノ内受託図書ハ内務省1761、内田嘉吉文庫16979
昭和13年3月：受託図書ハ内務省1761、内田嘉吉文庫16979
昭和13年4月：受託図書ハ3月末現在内務省1829、内田嘉吉文庫16979
昭和13年8月：昭和12年度蔵書年報、内務省1829、内田嘉吉文庫16979
昭和13年5月：受託図書ハ4月末現在内務省1868、内田嘉吉文庫16979
昭和13年6月：此他受託図書現在数ハ内務省2017、内田嘉吉文庫16979
昭和13年7月：此他受託図書現在数ハ内務省2146、内田嘉吉文庫16979
昭和13年8月：此他受託図書現在数ハ内務省2273、内田嘉吉文庫16979
昭和13年9月：此他受託図書現在数ハ内務省2295、内田嘉吉文庫16979
昭和13年10月：此他受託図書現在数ハ内務省2588、内田嘉吉文庫16979
昭和13年11月：此他受託図書現在数ハ内務省2746、内田嘉吉文庫16979
昭和13年12月：此他受託図書現在数ハ内務省2807、内田嘉吉文庫16979
昭和14年1月：此他受託図書現在数ハ内務省3192、内田嘉吉文庫16979
昭和14年2月：此他受託図書現在数ハ内務省3422、内田嘉吉文庫16979
昭和14年3月：此他受託図書現在数ハ内務省3491、内田嘉吉文庫16991
昭和14年4月：此他受託図書現在数ハ内務省3583、内田嘉吉文庫16992

昭和14年5月：此他受託図書現在数ハ内務省3887、内田嘉吉文庫16992
昭和14年6月：此他受託図書現在数ハ内務省4369、内田嘉吉文庫16992
昭和15年4月：此ノ内他受託図書現在数22229、内務省5237、内田嘉吉文庫16992
昭和15年4月：昭和14年度蔵書年報、此ノ内他受託図書現在数22229、　内務省5237、内田嘉吉文庫16992
昭和15年5月：此ノ内他受託図書現在数22236、内務省5244、内田嘉吉文庫16992
昭和15年6月：此ノ内他受託図書現在数22246、内務省5254、内田嘉吉文庫16992
昭和15年7月：此ノ内他受託図書現在数22246、内務省5254、内田嘉吉文庫16992
昭和15年8月：此ノ内他受託図書現在数22272、内務省5280、内田嘉吉文庫16992
昭和15年9月：此ノ内他受託図書現在数22272、内務省5280、内田嘉吉文庫16992
昭和15年10月：此ノ内他受託図書現在数22287、内務省5295、内田嘉吉文庫16992
昭和15年11月：此ノ内他受託図書現在数22307、内務省5315、内田嘉吉文庫16992
昭和15年12月：此ノ内他受託図書現在数22316、内務省5324、内田嘉吉文庫16992
昭和16年1月：此ノ内他受託図書現在数22330、内務省5338、内田嘉吉文庫16992
昭和16年2月：此ノ内他受託図書現在数22330、内務省5338、内田嘉吉文庫16992
昭和16年3月：此ノ内他受託図書現在数22330、内務省5338、内田嘉吉文庫16992
昭和16年4月：此ノ内他受託図書現在数22330、内務省5338、内田嘉吉文庫16992
昭和16年5月：此ノ内他受託図書現在数22345、内務省5353、内田嘉吉文庫16992
昭和16年6月：此ノ内他受託図書現在数22345、内務省5353、内田嘉吉文庫16992
昭和16年7月：此ノ内他受託図書現在数22395、内務省5403、内田嘉吉文庫16992
昭和16年8月：此ノ内他受託図書現在数22395、内務省5403、内田嘉吉文庫16992
昭和16年9月：此ノ内他受託図書現在数22395、内務省5403、内田嘉吉文庫16992
昭和16年10月：此ノ内他受託図書現在数22395、内務省5403、内田嘉吉文庫16992

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/084.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/084.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/085.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/085.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/086.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/086.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/087.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/087.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/088.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/088.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/089.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/089.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/090.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/090.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/091.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/091.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/092.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/092.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/093.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/093.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/094.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/094.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/095.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/095.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/096.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/096.pdf


1．グループ 2.目録番号 3.簿冊タイトル 4.簿冊作成年 5.文書タイトル 6.文書作成年 7.宛先 8.作成者 9.内　容 10.備考 画像番号

（6）閲覧料日計簿 097 閲覧料日計簿　昭和11年度 昭和11年4月～昭和12年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
特別閲覧票、特別回数閲覧券、甲種
帯出券、乙種帯出券、丙種帯出券、
丁種帯出券、優待閲覧票、無料閲覧
票

普通回数券：40銭（15回分）
特別閲覧票：10銭
特別回数券：1円20銭（15回分）
甲種帯出券：5円（1年有効）
乙種帯出券：3円（6ｶ月有効）
丙種帯出券：70銭（1ｶ月有効）
丁種帯出券：30銭（10日間有効）

097

（6）閲覧料日計簿 098 閲覧料日計簿　昭和12年度 昭和12年4月～昭和13年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
特別閲覧票、特別回数閲覧券、甲種
帯出券、乙種帯出券、丙種帯出券、
丁種帯出券、優待閲覧票、無料閲覧
票

普通回数券：40銭（15回分）
特別閲覧票：10銭
特別回数券：1円20銭（15回分）
甲種帯出券：5円（1年有効）
乙種帯出券：3円（6ｶ月有効）
丙種帯出券：70銭（1ｶ月有効）
丁種帯出券：30銭（10日間有効）

098

（6）閲覧料日計簿 099 閲覧料日計簿　昭和13年度 昭和13年4月～昭和14年4月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
特別閲覧票、特別回数閲覧券、甲種
帯出券、乙種帯出券、丙種帯出券、
丁種帯出券、優待閲覧票、無料閲覧
票

普通回数券：40銭（15回分）
特別閲覧票：10銭
特別回数券：1円20銭（15回分）
甲種帯出券：5円（1年有効）
乙種帯出券：3円（6ｶ月有効）
丙種帯出券：70銭（1ｶ月有効）
丁種帯出券：30銭（10日間有効）

099

（6）閲覧料日計簿 100 閲覧料日計簿　昭和14年度 昭和14年4月～昭和15年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
定期閲覧券、特別閲覧票、特別閲覧
票（転換用）、特別回数閲覧券、甲
種帯出券、乙種帯出券、丙種帯出
券、丁種帯出券、優待閲覧票、無料
閲覧票、定期閲覧票

定期閲覧券：75銭（1月有効）
特別閲覧票（転換用）：7銭

100

（6）閲覧料日計簿 101 閲覧料日計簿　昭和15年度 昭和15年4月～昭和16年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
定期閲覧券、特別閲覧票、特別閲覧
票（転換用）、特別回数閲覧券、甲
種帯出券、乙種帯出券、丙種帯出
券、丁種帯出券、優待閲覧票、無料
閲覧票、定期閲覧票

101

（6）閲覧料日計簿 102 閲覧料日計簿　昭和16年度 昭和16年4月～昭和17年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
定期閲覧券、特別閲覧票、特別閲覧
票（転換用）、特別回数閲覧券、甲
種帯出券、乙種帯出券、丙種帯出
券、丁種帯出券、優待閲覧票、無料
閲覧票、定期閲覧票

102

（6）閲覧料日計簿 103 閲覧料日計簿　昭和17年度 昭和17年4月～昭和18年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、回数閲覧券、
定期閲覧券、特別閲覧票、特別閲覧
票（転換用）、特別回数閲覧券、甲
種帯出券、乙種帯出券、丙種帯出
券、丁種帯出券、優待閲覧票、無料
閲覧票、定期閲覧票

103

（6）閲覧料日計簿 104 閲覧料日計簿　昭和18年度 昭和18年4月～昭和19年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金額
普通婦人閲覧券、回数閲覧券、定期
閲覧券、特別閲覧票、特別閲覧票
（転換用）、特別回数閲覧券、甲種
帯出券、乙種帯出券、丙種帯出券、
丁種帯出券、優待閲覧票、無料閲覧
票、定期閲覧票

104
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http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/097.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/098.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/098.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/099.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/099.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/100.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/100.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/101.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/101.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/102.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/102.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/103.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/103.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/104.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/104.pdf
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（6）閲覧料日計簿 105 閲覧料日計簿　昭和19年度 昭和19年4月～昭和20年3月 駿河台図書館

普通男子閲覧券：月日、起番号、終
番号、交付数、回数券引換数、金
額、普通婦人閲覧券、定期閲覧券、
特別閲覧票、特別閲覧票（転換
用）、特別回数閲覧券、甲種帯出
券、乙種帯出券、丙種帯出券、丁種
帯出券、定期閲覧票

105

（6）閲覧料日計簿 106 閲覧料日計簿　昭和20年度
昭和20年4月～6月
10月～昭和21年3月

駿河台図書館

普通券（男子）、定期券、特別、特
○、甲種帯出券、乙種帯出券、丙種
帯出券、丁種帯出券、定期閲覧票、
優待閲覧票

106

（6）閲覧料日計簿 107 閲覧料日計簿　昭和22年度 昭和22年4月～昭和23年3月 駿河台図書館

一回券（男女）、十回券、五十回
券、
優待券、団体貸出、児童(男女）、
児童十回券

一回券（男女）：～4月＝50銭、5月～＝1
円
十回券：6月～＝8円
五十回券：6月～＝30円
団体貸出：5月～＝30円
児童：～4月＝10銭、5月～＝50銭
児童十回券：～4月＝80銭、6月～4円

107

（6）閲覧料日計簿 108 閲覧料日計簿　昭和23年度 昭和23年4月～昭和24年3月 駿河台図書館

一回券（男女）、十回券、五十回
券、
優待券、団体貸出、児童(男女）、
児童十回券

一回券（男女）：～10月19日＝2円、10月
20日～＝5円
十回券：35円
五十回券：～10月6日＝50円　10月25日～
＝125円
団体貸出：60円
児童：1円
児童十回券：8円

108

（6）閲覧料日計簿 109 閲覧料日計簿　昭和24年度 昭和24年4月～昭和25年3月 都立駿河台図書館

一回券（男女）、十回券、五十回
券、
優待券、児童(男女）、児童十回
券、
児童五十回券

一回券（男女）：～7月＝5円、8月～＝8
円
十回券：～7月＝35円、8月～＝60円
五十回券：～7月＝125円、8月～＝200円
児童：1円
児童十回券：8円
児童五十回券：30円

109

（6）閲覧料日計簿 110 閲覧料日計簿　昭和25年度 昭和25年4月～昭和26年9月 都立駿河台図書館
一回券（男女）、十回券、五十回
券、優待券、児童(男女）、児童十
回券、児童五十回券

一回券（男女）：8円
十回券：60円
五十回券：200円
児童：1円
児童十回券：8円
児童五十回券：30円

110

（6）閲覧料日計簿 111
閲覧料日計簿　昭和25年10月1
日起

昭和25年10月～昭和26年3月
千代田区立駿河台
図書館

一回券（男女）、十回券、五十回
券、優待券、児童(男女）、児童十
回券、

一回券（男女）：8円
十回券：60円
五十回券：200円
児童：1円
児童十回券：8円

111

（6）閲覧料日計簿 112
〔閲覧料月別明細表・図書閲
覧料〕

昭和9年度～昭和21年6月 都立駿河台図書館

閲覧料月別明細表（昭和9年度～昭
和16年度、欠：昭和14年度）
図書閲覧料〔月計〕（昭和13年4月
～昭和20年6月、昭和20年10月～昭
和21年6月

表紙のタイトル部分が墨消されている 112

（7）令達・報告・諸願届
類

113 令達簿 昭和5年10月～昭和17年6月 駿河台図書館 人事発令記録 113

（7）令達・報告・諸願届
類

114-000 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔表紙/裏表紙〕
〔大正13年～昭和5
年〕

一橋図書館 114-000

（7）令達・報告・諸願届
類

114-001 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
メートル法宣伝ポスター掲載方依頼
ノ件

大正13年4月14日 一橋図書館 東京市役所 商発第644号 114-001

（7）令達・報告・諸願届
類

114-002 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正13年度所要数量調査ノ件照会 大正13年3月22日 一橋図書館主任
日比谷図書館会計
係

大人帯出券等 114-002

（7）令達・報告・諸願届
類

114-003 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正13年度備品請求ノ件 大正13年4月10日 一橋図書館主任
日比谷図書館会計
係

「新聞挟二十組」等のメモ書きあり 114-003

（7）令達・報告・諸願届
類

114-004 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
〔講演会費用支給希望につき意向調
査〕

〔大正13年〕5月8
日

主任
日比谷図書館庶務
係

著者講演会、児童講演会 114-004

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/105.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/105.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/106.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/106.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/107.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/107.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/108.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/108.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/109.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/109.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/110.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/110.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/111.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/111.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/112.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/112.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/113.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/113.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/114-000.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/114-000.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/114-001.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/114-001.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/114-002.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/114-002.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/114-003.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/114-003.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/114-004.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/114-004.pdf
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（7）令達・報告・諸願届
類

114-005 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔本年度予算通知〕
〔大正13年〕11月
21日

一橋図書館主任 日比谷図書館頭 復興費五百円含む 114-005

（7）令達・報告・諸願届
類

114-006 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔綱紀粛正につき訓示〕 大正13年6月17日 一橋図書館主任
東京市長　永田秀
次郎

東京市内訓甲第1号 114-006

（7）令達・報告・諸願届
類

114-007 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔市吏員休暇規程〕 大正13年6月30日 日比谷図書館
東京市長　永田秀
次郎

東京市訓令甲第18号 114-007

（7）令達・報告・諸願届
類

114-008 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 贈答品等廃止ニ関スル件通牒 大正13年7月3日
日比谷図書館頭
今沢慈海

東京市助役　馬渡
俊雄

内発第425号 114-008

（7）令達・報告・諸願届
類

114-009 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 給仕小使等ノ休暇ニ関スル件通牒 大正13年7月19日 一橋図書館主任
日比谷図書館頭
今沢慈海

東京市内発446号の移牒 114-009

（7）令達・報告・諸願届
類

114-010 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
臨時特別手当支給規程ニ関スル件通
達

大正13年10月20日
東京市立一橋図書
館

東京市立日比谷図
書館

図発第210号（東京市訓令甲第42号の移
牒）

114-010

（7）令達・報告・諸願届
類

114-011 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔臨時特別手当支給程〕 大正13年10月6日 日比谷図書館
東京市長職務管掌
内務省参事官　堀
切善次郎

東京市訓令甲第42号 114-011

（7）令達・報告・諸願届
類

114-012 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
臨時特別手当支給ニ関シ注意方ノ件
通牒

大正13年10月7日 館頭
東京市長職務管掌
内務省参事官　堀
切善次郎

内発第642号 114-012

（7）令達・報告・諸願届
類

114-013 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔『島根県史　古墳編』宣伝〕 大正13年11月1日
島根県内務部学務
課島根県史編纂掛

発史第2723号 114-013

（7）令達・報告・諸願届
類

114-014 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 備品名変更ノ件 大正13年9月24日
一橋図書館主任
島田邦平

日比谷図書館会計
係

114-014

（7）令達・報告・諸願届
類

114-015 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔勤務替通知〕 大正13年9月10日
一橋図書館主任
島田邦平

日比谷図書館庶務
係

市立図書館間での異動 114-015

（7）令達・報告・諸願届
類

114-016 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 月報提出之件 大正13年11月25日 一橋図書館主任
日比谷図書館庶務
係

114-016

（7）令達・報告・諸願届
類

114-017 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
〔選定会出陳図書中購入差し止め依
頼〕

大正13年9月24日 図書館主任
市立日比谷図書館
目録係

酒井不木『殺人論』等3冊 114-017

（7）令達・報告・諸願届
類

114-018 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 事務調査ノ件通牒 大正13年9月 一橋図書館主任
日比谷図書館頭
今沢慈海

出勤簿及欠勤届書勤怠報告書等の書
類の調査

114-018

（7）令達・報告・諸願届
類

114-019 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 警火ニ関スル件通牒 大正13年12月2日 市立一橋図書館
東京市立日比谷図
書館

図発237号 114-019

（7）令達・報告・諸願届
類

114-020 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 帯出保証金取扱ノ件照会 大正13年12月13日
一橋図書館主任
島田邦平

東京市日比谷図書
館頭　今沢慈海

別表に記入あり 114-020

（7）令達・報告・諸願届
類

114-021 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔物品購入金額等調査〕 大正13年12月10日
東京市立一橋図書
館

神田橋税務署 直第3550号 114-021

（7）令達・報告・諸願届
類

114-022 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 図書寄贈ニ関スル照会 大正13年11月20日 一橋図書館
財団法人偕行社編
纂部

『日露戦史』等寄贈 偕編発第278号 114-022

（7）令達・報告・諸願届
類

114-023 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正13年度図書館費歳出予算 〔大正13年度〕 〔日比谷図書館〕 114-023

（7）令達・報告・諸願届
類

114-024 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
大正13年度市経済（経常部）図書費
各館別配当表

〔大正13年度〕 〔日比谷図書館〕 114-024

（7）令達・報告・諸願届
類

114-025 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
大正13年度震災善後費経済（臨時
部）図書費各館別配当表

〔大正13年度〕 〔日比谷図書館〕 朱書追記あり 114-025

（7）令達・報告・諸願届
類

114-026 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
大正13年度市経済（経常部）備品費
各館配当表

〔大正13年度〕 〔日比谷図書館〕 114-026

（7）令達・報告・諸願届
類

114-027 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正13年度職員配置表 〔大正13年度〕 〔日比谷図書館〕 114-027

（7）令達・報告・諸願届
類

114-028 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 寄贈図書送付ノ件 大正14年1月9日 各公私立図書館 東京府 『大倉鶏彦翁』寄贈 子学第15021号 114-028

（7）令達・報告・諸願届
類

114-029 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 皇太子殿下海外御巡遊日誌配布ノ件 大正14年2月7日
一橋図書館主任
島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

114-029

（7）令達・報告・諸願届
類

114-030 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔綱紀粛正につき訓示〕 大正14年2月19日 東京市立図書館
東京市長　中村是
公

東京市訓令甲第6号 114-030

（7）令達・報告・諸願届
類

114-031 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 職員貸付金ニ関スル件依命通牒 大正14年3月16日 館頭
東京市助役　岡田
忠彦

財発第356号 114-031

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/114-005.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/114-005.pdf
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（7）令達・報告・諸願届
類

114-032 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 印刷物送付ノ件 大正14年4月11日 東京一橋図書館 台湾総督府 『台湾マラリア統計』 総警第706号 114-032

（7）令達・報告・諸願届
類

114-033 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 市訓令伝達ノ件 大正14年4月23日
市立一橋図書館主
任　島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

靖国神社例大祭につき職員休暇差し
支えなし

図発第72号（東京市訓令乙第223号の移
牒）

114-033

（7）令達・報告・諸願届
類

114-034 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔俸給その他支払調査〕 大正14年4月4日
東京市立一橋図書
館主任

神田橋税務署長 付調書用紙 直資第65号 114-034

（7）令達・報告・諸願届
類

114-035 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔東京都刊行物閲覧措置依頼〕 大正14年4月30日 図書部長
東京府社会課長
神尾式春

『中等階級生計費調査』 114-035

（7）令達・報告・諸願届
類

114-036 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正14年度歳出経常部予算 〔大正14年〕
東京市日比谷図書
館

「赤書大正一五年度分」とあり数値の書
き込みあり
日比谷の上に×書きあり

114-036

（7）令達・報告・諸願届
類

114-037 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正14年度図書館費各館別配当表 〔大正14年〕 東京市図書館 114-037

（7）令達・報告・諸願届
類

114-038 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正14年度歳出経常部予算 〔大正14年〕
東京市日比谷図書
館

朱書きで数値の書き込みあり 114-038

（7）令達・報告・諸願届
類

114-039 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
山陰地方大震災罹災者救恤義損ニ関
スル通牒ノ件

大正14年6月19日
一橋図書館主任
島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

図発106号（東京市内発第329号の移牒） 114-039

（7）令達・報告・諸願届
類

114-040 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 職員貸付金ニ関スル件 〔大正14年〕 一橋図書館長
財務課長　大里常
弘

財発第1087号 114-040

（7）令達・報告・諸願届
類

114-041 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 公私立図書館調査ニ関スル件 大正14年7月28日 図書館長
神田区長　正県鉄
武

庶学収第2900号
別紙（調査用紙）に記入あり

114-041

（7）令達・報告・諸願届
類

114-042 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
帯出図書中預金証券扱ニ関スル件照
会

大正14年9月29日
市立一橋図書館主
任　島田邦平

市立日比谷図書館 図発第60号 114-042

（7）令達・報告・諸願届
類

114-043 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 通牒移牒ノ件 大正14年10月23日 一ツ橋図書館
東京市立日比谷図
書館

「朝鮮水害義損ニ関スル件」
図発第179号（東京市内発第549号の移
牒）

114-043

（7）令達・報告・諸願届
類

114-044 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 優良図書館調査ニ関スル件照会 大正15年2月4日 図書館長
神田区長　柴原国
松

設立年月日等調査 庶学収第281号 114-044

（7）令達・報告・諸願届
類

114-045 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正14年度図書館表ノ件 大正15年4月27日 一橋図書館長
神田区長　柴原国
松

庶学収第1542号 114-045

（7）令達・報告・諸願届
類

114-046 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正15年度糞尿汲取契約決定通知 大正15年5月10日 一橋図書館主任 日比谷図書館 114-046

（7）令達・報告・諸願届
類

114-047 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 建物修繕箇処調査ノ件照会 大正15年5月4日
一橋図書館主任
島田邦平

日比谷図書館頭
今沢慈海

図発第69号 114-047

（7）令達・報告・諸願届
類

114-048 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正15年度予算配布ノ件 大正15年6月29日
一橋図書館主任
島田邦平

日比谷図書館頭
今沢慈海

114-048

（7）令達・報告・諸願届
類

114-049 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔来年度予算主任会議開催通知〕 大正15年7月15日 主任　島田邦平
日比谷図書館頭
今沢慈海

114-049

（7）令達・報告・諸願届
類

114-050 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 曝書施行期日ニ関スル件照会 大正15年7月24日
島田邦平（一橋図
書館主任）

東京市立日比谷図
書館

図発135号 114-050

（7）令達・報告・諸願届
類

114-051 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 備品受渡計算表ニ関スル件 大正14年5月14日
一橋図書館主任
島田邦平

日比谷図書館 114-051

（7）令達・報告・諸願届
類

114-052 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 特価即売周知方ノ件 大正15年9月6日 一橋図書館 社会局職業課 授産場製品の販売 職発784号 114-052

（7）令達・報告・諸願届
類

114-053 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔配布図書回収依頼〕 大正15年12月7日 東京一橋図書館
台湾総督府官房調
査課

『南洋に於ける邦人の事業』
調第1550号
返送の記録あり

114-053

（7）令達・報告・諸願届
類

114-054 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔先帝崩御につき職員へ訓令〕 昭和元年12月27日
市立一橋図書館主
任　島田邦平

日比谷図書館 図発第238号（東京市訓令乙号外の移牒） 114-054

（7）令達・報告・諸願届
類

114-055 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 建物所在地変更ニ関シ通知 昭和2年1月18日 市立一橋図書館 神田区役所 114-055

（7）令達・報告・諸願届
類

114-056 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 樹苗交付ノ件 昭和2年1月14日 東京市神田区役所 庶収第16号-2 114-056

（7）令達・報告・諸願届
類

114-057 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大行天皇御喪儀ニ関スル件 昭和2年1月17日
東京市立　図書館
主任

東京市立日比谷図
書館

東京市教育局教甲第5号の移牒 114-057

（7）令達・報告・諸願届
類

114-058 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大行天皇御喪儀ニ関スル件 昭和2年1月13日 東京市長 東京府学務部長 学第3号 114-058

（7）令達・報告・諸願届
類

114-059 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 照会（奉職志願者について） 昭和2年1月28日 一ツ橋図書館 両国橋駅長
両第1号
回報欄なし

114-059
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1．グループ 2.目録番号 3.簿冊タイトル 4.簿冊作成年 5.文書タイトル 6.文書作成年 7.宛先 8.作成者 9.内　容 10.備考 画像番号

（7）令達・報告・諸願届
類

114-060 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 建物統計調査ニ関スル件 昭和2年3月1日 東京市神田区役所 庶発第82号 114-060

（7）令達・報告・諸願届
類

114-061 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 図書館閲覧用図書撤廃ニ関スル件 昭和2年2月25日
図書館　公私立中
等学校

東京府学務部長 久米邦武『奈良朝史』閲覧停止 外学発甲第156号 114-061

（7）令達・報告・諸願届
類

114-062 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
北丹地方大震災罹災者救恤義損ニ関
スル件通牒

昭和2年3月10日
日比谷図書館頭
今沢

東京市助役　勝正
憲

秘発第151号 114-062

（7）令達・報告・諸願届
類

114-063 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正15年昭和1年度図書館表ノ件 昭和2年4月15日 市立一橋図書館長 神田区長 庶学発第215号 114-063

（7）令達・報告・諸願届
類

114-064 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
〔出勤簿整理に関する規定制定につ
き注意〕

〔昭和2年〕4月6日
市立一橋図書館
島田邦平

日比谷図書館庶務
係

114-064

（7）令達・報告・諸願届
類

114-065 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 履歴書事項ニ関スル照会 昭和2年5月13日 一橋図書館長
東京市土木局道路
課長

奥喜作に関する人物照会
回報欄なし
付〔回答案〕

114-065

（7）令達・報告・諸願届
類

114-066 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和2年度予算配布ノ件 昭和2年5月13日
一橋図書館主任
島田邦平

日比谷図書館頭
今沢慈海

図発第104号
数値訂正あり

114-066

（7）令達・報告・諸願届
類

114-067 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 贈物等廃止方ノ件通牒 昭和2年7月11日
東京市立一橋図書
館主任　島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

図発第144号（東京市秘発第476号の移
牒）

114-067

（7）令達・報告・諸願届
類

114-068 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 調査表ニ関スル件 昭和2年8月25日 図書館 神田区長
庶学収第3016号
調査表に記入あり

114-068

（7）令達・報告・諸願届
類

114-069 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 市長訓話ニ関スル件通牒 昭和2年9月5日
市立一橋図書館主
任

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

震災4周年ニ際シ局課長区長等ニ対
スル西久保市長訓話ノ要旨

図発第193号 114-069

（7）令達・報告・諸願届
類

114-070 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 災害防止ニ関スル件移牒 昭和3年2月
市立一橋図書館主
任　島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

図発第38号（東京都文発198号の移牒） 114-070

（7）令達・報告・諸願届
類

114-071 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
傭員ノ衆議院議員選挙権行使状況ノ
調査ニ関スル件

昭和3年2月
市立一橋図書館主
任　島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

報告欄一部分に記入あり 114-071

（7）令達・報告・諸願届
類

114-072 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和2年度図書館表提出方ノ件 昭和3年4月13日 一橋図書館長 神田区長 庶学発第170号 114-072

（7）令達・報告・諸願届
類

114-073 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和3年度予算通達ノ件 昭和3年4月27日
市立一橋図書館主
任　島田邦平

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

図発第96号 114-073

（7）令達・報告・諸願届
類

114-074 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 図書館規定等送付方照会 昭和3年4月23日 各図書館 大阪府内務部 文第37号 114-074

（7）令達・報告・諸願届
類

114-075 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 社会局保護課事務分科改正ノ件 昭和3年5月18日 一橋図書館長
社会局長　御厨規
三

社発第837号 114-075

（7）令達・報告・諸願届
類

114-076 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 図書館状況調査ニ関スル件 〔昭和3年〕
東京市立図書館長
等

東京府学務部長 辰学発580号 114-076

（7）令達・報告・諸願届
類

114-077 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 経済名改称之件 昭和3年6月4日 一橋図書館主任
市立日比谷図書館
会計係

「市経済」を「普通経済」と改称 114-077

（7）令達・報告・諸願届
類

114-078 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔館報原稿用紙送付〕 〔昭和3年〕 主任　島田
日比谷図書館頭
今沢慈海

114-078

（7）令達・報告・諸願届
類

114-079 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
〔史料編纂のため入場特別券交付依
頼〕

昭和3年8月24日 一橋図書館主事
東京下谷区長　森
岡保喜

庶発第1128号 114-079

（7）令達・報告・諸願届
類

114-080 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔入館者統計作成依頼〕 昭和3年7月30日 一ツ橋図書館
日比谷図書館統計
掛

114-080

（7）令達・報告・諸願届
類

114-081 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔入館者統計作成依頼につき補足〕 〔昭和3年〕 一ツ橋図書館
〔日比谷図書館統
計掛〕

114-081

（7）令達・報告・諸願届
類

114-082 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
昭和2年度市立図書館収支表提出ノ
件

昭和3年9月3日 一橋図書館 東京市神田区役所 庶教発第425号 114-082

（7）令達・報告・諸願届
類

114-083 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和3年度図書館表提出方ノ件 昭和4年4月9日 一橋図書館長 神田区長 庶教発第172号 114-083

（7）令達・報告・諸願届
類

114-084 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 印刷物配布ノ件 昭和4年4月30日 各公立図書館 東京府学務部長 文部省「米国教育映画一班」 巳学第5934号 114-084

（7）令達・報告・諸願届
類

114-085 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 図書選定及購入ニ関スル件通牒 昭和4年5月3日 主任
日比谷図書館頭
今沢慈海

114-085

（7）令達・報告・諸願届
類

114-086 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
大礼記念図書選定委員会休止ノ件通
牒

昭和4年5月3日 主任
日比谷図書館頭
今沢慈海

114-086

（7）令達・報告・諸願届
類

114-087 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和3年度歳出経常部予算 〔昭和4年〕
東京市立日比谷図
書館

「協議事項　昭和4年度予算ニ関スル件」
と書き込みあり

114-087
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（7）令達・報告・諸願届
類

114-088 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔館員休暇日数調査依頼〕 昭和4年6月5日
一橋図書館主任
島田

日比谷図書館庶務
係

114-088

（7）令達・報告・諸願届
類

114-089 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和4年度図書費予算額 〔昭和4年〕
〔東京市立日比谷
図書館〕

114-089

（7）令達・報告・諸願届
類

114-090 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 東京市立図書館復興状況 〔昭和4年〕
昭和2年度東京市立図書館蔵書統計摘要あ
り

114-090

（7）令達・報告・諸願届
類

114-091 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔出納手3名派遣通知〕 昭和4年7月13日
一橋図書館主任
島田

日比谷図書館出納
係主任

114-091

（7）令達・報告・諸願届
類

114-092 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
昭和2年度市長村立図書館収支表
〔回答依頼〕

昭和4年8月17日 一橋図書館 東京市神田区役所 庶教発第427号 114-092

（7）令達・報告・諸願届
類

114-093 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 警視庁統計書寄贈方依頼ノ件 昭和4年9月4日
東京市立一橋図書
館主任

警視庁官房統計係
長

官統発第50号 114-093

（7）令達・報告・諸願届
類

114-094 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 代理人名義変更届 昭和4年9月2日
東京市立一橋図書
館

丸善株式会社取締
役山崎信興代理
島崎菊雄

委任状、印鑑届あり 114-094

（7）令達・報告・諸願届
類

114-095 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 図書館調査ニ関スル件 昭和4年10月10日 各公私立図書館長 東京府学務部長
巳学第12706号、
調査表の一部分に記入あり

114-095

（7）令達・報告・諸願届
類

114-096 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 一橋図書館之名変更認可申請 昭和4年10月8日 市長 館頭 図発第262号 114-096

（7）令達・報告・諸願届
類

114-097 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 一橋図書館之名変更ニ関スル件 昭和4年10月24日
東京市立日比谷図
書館頭

東京市教育局長
藤井利挙

教発第1824号 114-097

（7）令達・報告・諸願届
類

114-098 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔事務報告参考資料調査依頼〕
〔昭和4年〕11月14
日

主任 各館係 図書館の施設改善等 書き込み多数 114-098

（7）令達・報告・諸願届
類

114-099 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
傭員忌引ニ依ル休日日数調査ノ件照
会

昭和4年11月19日 一橋図書館主任 日比谷図書館
図発第307号
調査欄に記入あり

114-099

（7）令達・報告・諸願届
類

114-100 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 大正15年度歳出経常部予算 〔昭和4年〕
東京市立日比谷図
書館

114-100

（7）令達・報告・諸願届
類

114-101 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和3年度歳出経常部予算 〔昭和4年〕
東京市立日比谷図
書館

「前年度予算ニ比シ赤ハ減、黒ハ増」と
書き込みあり

114-101

（7）令達・報告・諸願届
類

114-102 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 昭和3年度歳出経常部予算 〔昭和4年〕
東京市立日比谷図
書館

「協議事項　昭和4年度予算ニ関スル件」
と書き込みあり

114-102

（7）令達・報告・諸願届
類

114-103 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 物品検査表 昭和4年12月28日
事務員　島田邦
平、宇田川吉平

114-103

（7）令達・報告・諸願届
類

114-104 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
衆議院議員選挙投票ノ棄権防止ニ関
スル件

昭和5年2月12日 一橋図書館長 神田区長
庶教収第415号（東京府午地発第7号の移
牒）

114-104

（7）令達・報告・諸願届
類

114-105 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月 〔興行許可通知〕 昭和5年2月20日 興行人　島田邦平
神田西警察署長
警視　水野薫

活動写真 指令第86号 114-105

（7）令達・報告・諸願届
類

114-106 公文書類綴　自大正13年3月 大正13年3月～昭和5年2月
〔市立駿河台図書館暖房用汽罐取扱
主任選定許可通知〕

昭和5年2月3日 東京市
警視総監　丸山鶴
吉

指令第3665号 114-106

（7）令達・報告・諸願届
類

115-000 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔表紙/裏表紙〕
〔昭和5年～昭和7
年〕

115-000

（7）令達・報告・諸願届
類

115-001 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 寄贈大礼写真帳送付之件 昭和5年4月23日
東京市立駿河台図
書館

東京府
関屋貞三郎（大礼使残務取扱宮内次
官）よりの寄贈

午秘第230号 115-001

（7）令達・報告・諸願届
類

115-002 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔寄贈申込書〕 昭和5年4月5日
東京市立駿河台図
書館

三井物産株式会社
機械部陳列所

『日本大地図』掛軸等 115-002

（7）令達・報告・諸願届
類

115-003 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 規約貯金調査ノ件照会 昭和5年4月24日
市立駿河台図書館
長

東京市神田区役所 庶発第71号 115-003

（7）令達・報告・諸願届
類

115-004 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 保管転換図書　日比谷ヨリ駿河ヘ 昭和5年5月
『新訳西遊記絵入模範文庫入』等35
冊

「保留」等書き込みあり 115-004

（7）令達・報告・諸願届
類

115-005 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 駿河台図書館食堂内物品供給者 〔昭和5年〕 氏名、期間 115-005

（7）令達・報告・諸願届
類

115-006 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 退職願 昭和5年5月27日
東京市教育局長
藤井利誉

市立駿河台図書館
勤務東京市雇　能
登精之助

115-006

（7）令達・報告・諸願届
類

115-007 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
市立図書館内売店開設ノ許否館頭ニ
於テ取計ニ関スル件

昭和5年4月14日 日比谷図書館頭
東京市助役　白上
佑吉

教発第407号 115-007
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（7）令達・報告・諸願届
類

115-008 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔児童室経営状況照会〕 昭和5年6月2日 市立駿河台図書館
熊本県立熊本図書
館

照会項目に記入あり 115-008

（7）令達・報告・諸願届
類

115-009 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書縦覧券交付方依頼之件 昭和5年6月11日
東京市駿河台図書
館館長

東京地方職業紹介
事務局長　福原誠
三郎

庶発第107号 115-009

（7）令達・報告・諸願届
類

115-010 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 回章 昭和5年6月12日
発起人　横谷宣布
他

退職者への記念品贈呈資金拠出依頼 賛成者指名等の記入あり 115-010

（7）令達・報告・諸願届
類

115-011 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館事業調査ノ件 昭和5年6月12日 各公私立図書館長 東京府学務部長
午学発第473号
調査欄に記入あり

115-011

（7）令達・報告・諸願届
類

115-012 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 電気設備調査ノ件 昭和5年6月20日 小谷誠一 学務課長　井上桂
教発第978号
書き込みあり

115-012

（7）令達・報告・諸願届
類

115-013 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 昭和5年度通知予算ノ件 昭和5年4月1日 駿河台図書館主任
日比谷図書館頭
今沢慈海

昭和5年度図書費予算額 115-013

（7）令達・報告・諸願届
類

115-014 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館事項講習会開催ノ件 昭和5年7月16日 公私立図書館長 東京府学務部長
文部省主催図書館事項講習会参加者
募集

午発第8432号 115-014

（7）令達・報告・諸願届
類

115-015 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔主任会議開催通知〕
〔昭和5年〕7月22
日

主任　小谷 日比谷図書館 館則改正ノ件　他 115-015

（7）令達・報告・諸願届
類

115-016 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 曝書施行期日決定ノ件 昭和5年7月26日
駿河台図書館主任
小谷

日比谷図書館庶務
係

115-016

（7）令達・報告・諸願届
類

115-017 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 上納書 昭和5年8月8日
東京市立駿河台図
書館

帝国秘密探偵社
山田盛夫

『第三版大衆人事録』 115-017

（7）令達・報告・諸願届
類

115-018 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書廃棄の手続 〔昭和5年〕 115-018

（7）令達・報告・諸願届
類

115-019 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔新聞雑誌製本保存状況照会〕 〔昭和5年〕 駿河台図書館
日比谷図書館蔵書
係

照会項目に記入あり 115-019

（7）令達・報告・諸願届
類

115-020 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔建物撮影許可願〕 昭和5年9月3日
一ツ橋図書館庶務
課

日本トランスコン
鋼材株式会社

窓枠納入者の記録写真撮影許可願 115-020

（7）令達・報告・諸願届
類

115-021 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 主任会開会ノ件 昭和5年9月8日 主任　小谷
日比谷図書館頭
今沢慈海

図書館週間開催方ニ就テ　等 115-021

（7）令達・報告・諸願届
類

115-022 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 受領書 昭和5年9月6日
駿河台図書館主任
小谷誠一

深川図書館主任
田所糧助

『無線と実験』　他13種 115-022

（7）令達・報告・諸願届
類

115-023 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 回覧
〔昭和5年〕9月11
日

事務室勤務者各位 駿河台図書館主任 退庁時間につき通知 115-023

（7）令達・報告・諸願届
類

115-024 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 塵芥受託処分ニ関スル件 昭和5年9月6日
東京市駿河台図書
館

東京市神田区役所 衛発第112号、付箋貼附 115-024

（7）令達・報告・諸願届
類

115-025 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔図書館利用実例入選作品通知〕 昭和5年11月6日
東京市立日比谷図
書館

115-025

（7）令達・報告・諸願届
類

115-026 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
〔映画とレコードの夕開催に関する
通知〕

〔昭和5年〕11月6
日

各館主任 日比谷図書館 115-026

（7）令達・報告・諸願届
類

115-027 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
〔勤務中における読書禁止につき注
意〕

昭和5年12月4日 館員
〔日比谷図書館〕
館頭

115-027

（7）令達・報告・諸願届
類

115-028 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 贈物等廃止方ノ件通牒 昭和5年12月10日
東京市立駿河台図
書館主任　小谷誠
一

東京市立日比谷図
書館頭　今沢慈海

図発第302号（東京市秘発743号の移牒） 115-028

（7）令達・報告・諸願届
類

115-029 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
年末年始ニ於ケル贈答品並廻礼賀状
贈答等廃止ニ関スル件

昭和5年12月17日
教育局長　藤井利
誉

115-029

（7）令達・報告・諸願届
類

115-030 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔年末挨拶につき参集通知〕 昭和5年12月22日 駿河台図書館主任
日比谷図書館庶務
係

115-030

（7）令達・報告・諸願届
類

115-031 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔帯出記録統一委員会開催通知〕 昭和6年1月8日 委員　小谷誠一
東京市日比谷図書
館頭　今沢慈海

115-031

（7）令達・報告・諸願届
類

115-032 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔書店よりの寄贈図書分配通知〕 昭和6年1月9日
駿河台図書館主任
小谷

日比谷図書館蔵書
係

115-032

（7）令達・報告・諸願届
類

115-033 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
〔書類及び図書閲覧等に関する各種
統計照会〕

〔昭和5年〕12月30
日

一ツ橋図書館 仏国大使館 書き込みあり 115-033

（7）令達・報告・諸願届
類

115-034 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔電灯瓦斯配置等照会〕 昭和5年12月24日 図書館主任
日比谷図書館会計
課係

115-034

（7）令達・報告・諸願届
類

115-035 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔今年度消耗品受渡票提出依頼〕
〔昭和6年〕1月21
日

駿河台図書館主任
日比谷図書館会計
係

115-035
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（7）令達・報告・諸願届
類

115-036 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 寄贈図書送付ノ件 昭和6年1月23日 市立一橋図書館 文部省社会教育局 『無量光寿』　等 雑社200号 115-036

（7）令達・報告・諸願届
類

115-037 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 樹苗交付方ノ件通知 昭和6年1月23日 市立駿河台図書館 東京市神田区役所 庶収雑101号 115-037

（7）令達・報告・諸願届
類

115-038 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔年賀状送付先調査〕 昭和5年12月8日 駿河台図書館主任
日比谷図書館会計
係

日比谷図書館が一括送付を行う 115-038

（7）令達・報告・諸願届
類

115-039 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
〔退職者への記念品贈呈資金拠出依
頼〕

昭和6年1月27日 駿河台図書館
東京市社会局　佐
藤伝四郎　等5名

115-039

（7）令達・報告・諸願届
類

115-040 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 無料閲覧券交付先調査之件 昭和6年2月2日 駿河台図書館主任
日比谷図書館庶務
係

115-040

（7）令達・報告・諸願届
類

115-041 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
少額給料生活者授職事業従業員勤務
ニ関スル件

昭和6年2月6日 教育局長
東京市社会局長
安井誠一郎

社発第517号 115-041

（7）令達・報告・諸願届
類

115-042 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔名札〕 〔昭和6年〕 小谷誠一
株式会社安田貯蓄銀行神田支店の定
期預金印鑑票を模して記入

用途不明 115-042

（7）令達・報告・諸願届
類

115-043 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 塵芥処分ニ関スル件照会 昭和6年3月11日
東京市立駿河台図
書館

東京市神田区役所 衛発第31号 115-043

（7）令達・報告・諸願届
類

115-044 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔帳簿持参依頼〕 昭和6年3月19日 駿河台図書館主任
日比谷図書館庶務
係

郵便発送簿 115-044

（7）令達・報告・諸願届
類

115-045 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 東京市立図書館庶務規定　改正通知 昭和6年4月1日
東京市長　永田秀
次郎

東京市訓令甲第19号　写 115-045

（7）令達・報告・諸願届
類

115-046 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 規約貯金調査ノ件照会 昭和6年4月23日
東京市立駿河台図
書館

東京市神田区役所 庶発第73号、駿図収第1号 115-046

（7）令達・報告・諸願届
類

115-047 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
昭和5年度公私立図書館表提出方ノ
件

昭和6年4月30日 駿河台図書館 神田区役所 庶発発第134号、駿図収第2号 115-047

（7）令達・報告・諸願届
類

115-048 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
〔退職者への記念品贈呈資金拠出依
頼〕

昭和6年5月 駿河台図書館
発起人　広谷宣布
等3名

115-048

（7）令達・報告・諸願届
類

115-049 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
〔退職者への記念品贈呈資金拠出依
頼〕

昭和6年5月 駿河台図書館
発起人　広谷宣布
等3名

今沢日比谷図書館頭の退職 115-049

（7）令達・報告・諸願届
類

115-050 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
指定物品供給見積書使用の件
物品供給見積書

昭和6年5月13日 市立図書館長主任 社会教育課図書掛 物品供給見積書
綴り順は「物品供給見積書」「指定物品
供給見積書使用の件」

115-050

（7）令達・報告・諸願届
類

115-051 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書購入の件 昭和6年5月13日
市立図書館館長、
主任

社会教育課図書掛 115-051

（7）令達・報告・諸願届
類

115-052 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 東京市立図書館庶務細則設定ノ件 昭和6年5月1日 駿河台図書館館長
教育局長　藤井利
誉

教発第646号 115-052

（7）令達・報告・諸願届
類

115-053 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 予算配当ノ件 昭和6年5月23日
駿河台図書館長
波多野賢一

教育局長　藤井利
誉

教発第734号 115-053

（7）令達・報告・諸願届
類

115-054 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 掛長事務打合会開催ノ件 昭和6年5月25日 駿河台図書館館長
教育局長　藤井利
誉

教発第739号 115-054

（7）令達・報告・諸願届
類

115-055 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 電灯料瓦斯料請求書提出の件 昭和6年6月26日
市立図書館館長、
主任

教育局社会教育課
図書館掛

115-055

（7）令達・報告・諸願届
類

115-056 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 報告書請求書提出期日の件 昭和6年6月27日
市立図書館館長、
主任

教育局社会教育課
図書館掛

115-056

（7）令達・報告・諸願届
類

115-057 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館費予算減額ノ件 昭和6年7月6日 駿河台図書館館長
東京市教育局長
藤井利誉

教発第1013号 115-057

（7）令達・報告・諸願届
類

115-058 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 市立図書館曝書施行ニ関スル件 昭和6年7月22日
駿河台図書館長
波多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

昭和6年度市立図書館曝書施行期日
一覧

115-058

（7）令達・報告・諸願届
類

115-059 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 未成年男子其ノ他雇傭員ニ関スル件 昭和6年7月17日 駿河台図書館館長
社会教育課長　藤
岡真一郎

照会項目に記入あり 115-059

（7）令達・報告・諸願届
類

115-060 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 〔館運営状況照会〕 昭和6年6月10日
東京市立駿河台図
書館主任　小谷誠
一

広島市長　伊藤貞
次

本年度経常費　等 広教甲発第202号 115-060

（7）令達・報告・諸願届
類

115-061 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
本年度経費予算書並ニ印刷物送付方
御依頼ノ件

昭和6年7月29日 図書館
鳥取県立鳥取図書
館

鳥図発第47号 115-061
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（7）令達・報告・諸願届
類

115-062 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
知識階級失業救済事業ニ関スル依頼
ノ件

昭和6年8月27日 駿河台図書館
東京市社会局職業
課長 篠崎国男

各種筆耕ノ請負　等 職発第701号 115-062

（7）令達・報告・諸願届
類

115-063 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館調査ニ関スル件 昭和6年8月4日 公私立図書館長 東京府学務部長 未学第8986号 115-063

（7）令達・報告・諸願届
類

115-064 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 河海増水ノ場合ノ措置ニ関スル件 昭和6年9月8日 駿河台図書館長
東京市助役 菊池慎
三

教発第1242号 115-064

（7）令達・報告・諸願届
類

115-065 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 堺市史寄贈ニ関スル件 〔昭和6年〕9月9日
東京市立駿河台図
書館

堺役所 庶第701号 115-065

（7）令達・報告・諸願届
類

115-066 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書費執行ニ関スル調査ノ件 昭和6年9月22日 駿河台図書館長
社会教育課長 藤岡
真一郎

予算額以上の購入調査
秘印
調査項目に記入あり

115-066

（7）令達・報告・諸願届
類

115-067 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書選定会案 〔昭和6年〕 図書選定会の開催日時、職域　等 115-067

（7）令達・報告・諸願届
類

115-068 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
館内清掃日（図書館掃除日）ニ関ス
ル案

〔昭和6年〕 115-068

（7）令達・報告・諸願届
類

115-069 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館週間実行ニ関スル件 〔昭和6年〕 期間スケジュール 115-069

（7）令達・報告・諸願届
類

115-070 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 汽缶防錆剤ニ関スル件 昭和6年10月24日
駿河台図書館長 波
多野賢一

教育局長　藤井利
誉

教発第1446号（財務局経理課財発671の移
牒）

115-070

（7）令達・報告・諸願届
類

115-071 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 職員貸付資金貸付ニ関スル件 昭和6年10月26日
駿河台図書館長 波
多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

職員貸付資金取扱注意事項 教発第1451号 115-071

（7）令達・報告・諸願届
類

115-072 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 事務報告ニ関スル件 昭和6年11月25日
駿河台図書館長 波
多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

教発第1581号 115-072

（7）令達・報告・諸願届
類

115-073 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
無料閲覧券発行ニ関シ調査方依頼ノ
件

昭和7年1月18日
駿河台図書館長 波
多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

教発第56号 115-073

（7）令達・報告・諸願届
類

115-074 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 市立図書館報材料提出ノ件 昭和7年1月19日 駿河台図書館
東京市教育局社会
教育課

教発第67号 115-074

（7）令達・報告・諸願届
類

115-075 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
本市職業紹介所求職事情調査書送付
ノ件

昭和6年12月17日 駿河台図書館
東京市社会局長
山下又三郎

社発第5423号 115-075

（7）令達・報告・諸願届
類

115-076 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館長主任会議ノ件 昭和7年2月2日
駿河台図書館長 波
多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

教発第136号 115-076

（7）令達・報告・諸願届
類

115-077 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
衆議院議員選挙ニ於ケル棄権防止ニ
関スル件

昭和7年2月18日 図書館長
東京市教育局長
藤井利誉

教発第222号 115-077

（7）令達・報告・諸願届
類

115-078 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
図書館ノ小学校並青年団進出案中追
加ノ件

〔昭和7年〕 115-078

（7）令達・報告・諸願届
類

115-079 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 市立図書館報材料提出ノ件 昭和7年3月4日
駿河台図書館長 波
多野賢一

教育局社会教育課
長　藤岡真一郎

教発第294号、収受5号 115-079

（7）令達・報告・諸願届
類

115-080 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 塵芥掃除委託ニ関スル件照会 昭和7年2月27日 駿河台図書館 東京市神田区役所 衛発第25号 115-080

（7）令達・報告・諸願届
類

115-081 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書請求書提出ノ件 昭和7年3月31日
市立図書館館長、
主任

東京市教育局社会
教育課長　藤岡真
一郎

教発第458号、収受7号
提出項目に記入あり

115-081

（7）令達・報告・諸願届
類

115-082 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 時間外勤務報告 〔昭和7年〕 様式 115-082

（7）令達・報告・諸願届
類

115-083 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
付近建物ノ配置其ノ他ニ関スル調査
ノ件

昭和7年3月30日
駿河台図書館長 波
多野賢一

東京市教育局学務
課長　井上桂

教発第451号、収受第8号 115-083

（7）令達・報告・諸願届
類

115-084 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 東京市立図書館内売店貸付規定 〔大正7年〕 115-084

（7）令達・報告・諸願届
類

115-085 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
駿河台図書館売店貸付料徴収ニ関ス
ル件

昭和7年4月1日
駿河台図書館長 波
多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

教発第474号-2 115-085

（7）令達・報告・諸願届
類

115-086 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 瓦斯使用ニ関スル件照会 昭和7年5月3日 駿河台図書館 東京市役所文書課 文発第476号 115-086
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（7）令達・報告・諸願届
類

115-087 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 昭和7年度図書館予算配当ノ件通牒 昭和7年5月4日 駿河台図書館
教育局長　藤井利
誉

教発第696号、収受第5号
数値の記入あり

115-087

（7）令達・報告・諸願届
類

115-088 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書並物品寄附受領取扱ニ関スル件 昭和7年5月4日
駿河台図書館長 波
多野賢一

社会教育課長　藤
岡真一郎

教発第693号 115-088

（7）令達・報告・諸願届
類

115-089 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 閲覧人住所別調報告ノ件 〔昭和7年〕 駿河台図書館長
教育局社会教育課
長　藤岡真一郎

教発第919号 115-089

（7）令達・報告・諸願届
類

115-090 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 生徒募集広告票掲出ノ件 昭和7年7月1日
東京市教育局社会
教育課長　藤岡真
一郎

教収第2196号 115-090

（7）令達・報告・諸願届
類

115-091 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
昭和7年版東京市政概要実費頒布ノ
件

昭和7年7月21日 駿河台図書館長
文書課長　村山正
修

文発第776号 115-091

（7）令達・報告・諸願届
類

115-092 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 曝書施行期日決定ノ件通牒 昭和7年7月23日 駿河台図書館長
教育局長　藤井利
誉

教発第1141号、収受第10号 115-092

（7）令達・報告・諸願届
類

115-093 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 昭和8年度予算ニ関スル件 昭和7年7月30日 駿河台図書館長
教育局社会教育課
長　藤岡真一郎

教発第1090号 115-093

（7）令達・報告・諸願届
類

115-094 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館評議員会等ニ関スル件照会 昭和7年7月21日
市立駿河台図書館
長

岩手県立図書館長
事務取扱　及川喜
一

「図書館経営上ノ援助トナルベキ評
議委員会」　等

115-094

（7）令達・報告・諸願届
類

115-095 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館表同収支表提出方ノ件 昭和7年8月19日 駿河台図書 東京市神田区役所
昭和6年度公立市立図書館表、昭和6
年度市立図書館収支表

庶教発第276号
調査表に記入あり

115-095

（7）令達・報告・諸願届
類

115-096 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
10月1日自治記念日市施設物縦覧場
所

〔昭和7年〕 115-096

（7）令達・報告・諸願届
類

115-097 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 図書館ニ関スル調査ノ件照会 昭和7年9月9日 各図書館長 東京府学務部長
申学第9586号
調査表に記入あり

115-097

（7）令達・報告・諸願届
類

115-098 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月
館報「市立図書館とその事業」資料
提出ノ件

昭和7年9月8日 駿河台図書館長
社会教育課長　藤
岡真一郎

教発第1243号、収受第 13号 115-098

（7）令達・報告・諸願届
類

115-099 公文書 昭和5年3月～昭和7年10月 傭員ノ待遇等ニ関スル件 昭和7年10月4日 各図書館 図書館掛 115-099

（7）令達・報告・諸願届
類

116-000 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔表紙/裏表紙〕
〔昭和16年～20
年〕

昭和16年12月8日：「米英両国ニ対シ宣戦
ノ御詔勅」についての試聴訓示要旨

116-000

（7）令達・報告・諸願届
類

116-001 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 感謝状贈呈式ニ関スル件 昭和20年2月5日 駿河台図書館長
日比谷図書館長
中田邦宜

教図発第11号 116-001

（7）令達・報告・諸願届
類

116-002 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 学童集団疎開冬季対策ニ関スル件 昭和19年10月16日
兵事体練課長　杉
浦

東京都教育長　生
悦住求馬

教国発第877号　写 116-002

（7）令達・報告・諸願届
類

116-003 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
支那事変文官論功行賞発令ニ関スル
件

昭和19年10月14日 官房課長　等
東京都長官官房人
事課長　吉武恵市

官人発第1256号　写
東京都立日比谷図書館の印あり

116-003

（7）令達・報告・諸願届
類

116-004 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
都制施行一週年記念職場座談会開催
ノ件

昭和19年6月29日 駿河台図書館長 日比谷図書館 116-004

（7）令達・報告・諸願届
類

116-005 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 用紙類使用節約ニ関スル件 昭和19年5月11日 日比谷図書館長
官房用度課長　岡
安彦三郎

官用発第422号、駿図収13号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-005

（7）令達・報告・諸願届
類

116-006 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
都庁舎其他所官公庁舎学校等ニ付町
会費負担ニ関スル件

昭和18年9月1日
各局長、官房各課
長

東京都次長　村松
光治

民振発第30号、駿図収第10号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-006

（7）令達・報告・諸願届
類

116-007 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
健民修練所ニ入所ヲ命セラレタル場
合出勤簿等ノ取扱ニ関スル件

昭和19年4月4日 官房各課長　等
東京都長官官房人
事課長　吉武恵市

官人発第289号、駿図収第9号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-007

（7）令達・報告・諸願届
類

116-008 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 非常持出書類物件ニ関スル件 昭和19年2月22日 庁中一般　等
東京都次長　松村
光磨

官会発第303号、駿図収第7号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-008

（7）令達・報告・諸願届
類

116-009 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 神谷富蔵殿記念品代 昭和19年2月24日 駿河台図書館 秋岡梧郎　他有志 116-009

（7）令達・報告・諸願届
類

116-010 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
都職員食糧増産挺身ニ関スル件依命
通牒

昭和19年2月24日 官房各課長　等 東京都次長

官人発第108号、駿図収第6号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付
左上部欠損

116-010

（7）令達・報告・諸願届
類

116-011 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
渇水期ニ於ケル電力消費節約徹底ニ
関スル件

昭和19年2月22日 官房各課長　等 東京都次長
官会発第209号、駿図収第5号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-011
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http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-089.pdf
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http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-090.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-090.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-091.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-091.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-092.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-092.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-093.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-093.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-094.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-094.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-095.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-095.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-096.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-096.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-097.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-097.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-098.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-098.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/115-099.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/115-099.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-000.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-000.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-001.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-001.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-002.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-002.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-003.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-003.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-004.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-004.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-005.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-005.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-006.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-006.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-007.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-007.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-008.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-008.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-009.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-009.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-010.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-010.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-011.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-011.pdf


1．グループ 2.目録番号 3.簿冊タイトル 4.簿冊作成年 5.文書タイトル 6.文書作成年 7.宛先 8.作成者 9.内　容 10.備考 画像番号

（7）令達・報告・諸願届
類

116-012 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 庁舎灯火管制訓練実施ニ関スル件 昭和19年2月24日 各局庁 東京都次長
官会発第323号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-012

（7）令達・報告・諸願届
類

116-013 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 職域仇討貯蓄実施ニ関スル件通牒 昭和19年2月4日 官房各課長　等 東京都次長
付：職域仇討貯蓄実施要領
　　「㊙　主要兵器単価調」

官人発第62号、駿図収第4号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-013

（7）令達・報告・諸願届
類

116-014 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 東京都庁親和会規約 昭和18年 写 116-014

（7）令達・報告・諸願届
類

116-015 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 お知らせ 昭和18年11月17日 駿河台図書館長
東京都日比谷図書
館長　藤野重次郎

抑留者青木得聞講演会 116-015

（7）令達・報告・諸願届
類

116-016 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 回章 昭和18年11月8日 各図書館職員 有志 退職者への記念品贈呈資金拠出依頼 116-016

（7）令達・報告・諸願届
類

116-017 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 故波多野賢一殿弔慰金 〔昭和18年〕 拠出者名簿 116-017

（7）令達・報告・諸願届
類

116-018 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
服装簡素化ニヨル貯蓄増強ニ関スル
件依命通牒

昭和18年11月10日 官房各課長　等 東京都次長
官人収第259号、駿図収第27号
写を駿河台図書館に回付

116-018

（7）令達・報告・諸願届
類

116-019 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 東京都紋章制定ニ関スル件通牒 昭和18年11月8日 官房各課長　等 東京都次長
官文発第574号、駿図収第26号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-019

（7）令達・報告・諸願届
類

116-020 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
省社線定期乗車立替購入取扱一部変
更ノ件

昭和18年10月15日 各課長　等
東京都職員共済組
合長　海老沢武

付：日用品販売通知（昭和18年10月
13日）

組合発第207号　写 116-020

（7）令達・報告・諸願届
類

116-021 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 御通知 〔昭和18年〕
日比谷図書館　藤
野重次郎　等

日比谷図書館事業係長波多野賢一告
別式通知

116-021

（7）令達・報告・諸願届
類

116-022 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 官庁非常執務態勢強化ニ関スル件 昭和18年10月1日 各官房各課長　等 東京都次長
官人発第350号、駿図収第21号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-022

（7）令達・報告・諸願届
類

116-023 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 宿直強化ニ関スル件依命通牒 昭和18年10月4日 官房各課長　等 東京都次長 官文発第447号　写 116-023

（7）令達・報告・諸願届
類

116-024 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 木炭空俵供出方ニ関スル件 昭和18年9月18日 各課長　等 教育局長
教庶収第1166号、駿図収第20号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-024

（7）令達・報告・諸願届
類

116-025 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
東京都議会議員選挙ニ関シ本都職員
ノ投票取計方ニ関スル件

昭和18年9月9日 官房各課長　等 東京都次長
官人発第192号、駿図収第16号
写を駿河台図書館に回付

116-025

（7）令達・報告・諸願届
類

116-026 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
東京都職員飯田橋病院開設ニ関スル
件

昭和18年9月6日 各図書館長、主任
日比谷図書館長
藤野重次郎

教図収第10号、駿図収第15号 116-026

（7）令達・報告・諸願届
類

116-027 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔節水依頼〕 昭和18年6月 駿河台図書館 東京都水道局 116-027

（7）令達・報告・諸願届
類

116-028 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 夏期練成について
〔昭和18年〕8月9
日

駿河台図書館庶務
掛

片瀬江島海岸にて 116-028

（7）令達・報告・諸願届
類

116-029 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 都立学校職員希望者ニ関スル件照会 昭和18年8月5日 官房各課　等 東京都次長
発秘第126号、駿図収第8号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-029

（7）令達・報告・諸願届
類

116-030 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 海水浴場開設ニ関スル件 昭和18年7月21日 各館長、主任 日比谷図書館長 京成千葉海岸 116-030

（7）令達・報告・諸願届
類

116-031 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 本年度曝書施行期日決定ノ件 昭和18年7月23日 駿河台図書館長
教育局長　生悦住
求馬

教図発第9号、駿図収第6号 116-031

（7）令達・報告・諸願届
類

116-032 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
戦争生活確立270億貯蓄総進軍移動
展ニ関スル件

昭和18年7月12日 各図書館長
東京都民政局振興
課

民振発第24号、駿図収第4号 116-032

（7）令達・報告・諸願届
類

116-033 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 館長更迭ノ件通知 昭和18年7月7日 駿河台館長 日比谷図書館長 駿図収第1号 116-033

（7）令達・報告・諸願届
類

116-034 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 物品調書提出方ノ件 昭和18年6月24日 駿河台図書館長
日比谷図書館物品
出納吏

駿図収第34号 116-034

（7）令達・報告・諸願届
類

116-035 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
館外特殊貸出図書回収並停止方ニ関
スル件

昭和18年5月28日 駿河台図書館長
東京市日比谷図書
館長　中島清一

教図発第135号、駿図収第29号 116-035

（7）令達・報告・諸願届
類

116-036 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
都制施行ニ関スル事務引継要項ニ関
スル件

昭和18年6月14日 図書館長、主任
日比谷図書館都制
事務引継図書館連
絡係

付：様式第21、25、26号　記入あり 116-036

（7）令達・報告・諸願届
類

116-037 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
市立図書館職員懇談会出席予定者報
告ノ件

昭和18年6月10日
日比谷図書館長
中島清一

駿河台図書館長代
理　鈴木皓

駿図発第43号 116-037
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（7）令達・報告・諸願届
類

116-038 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 市立図書館職員懇談会開催ノ件 昭和18年6月7日 駿河台図書館長
東京市立日比谷図
書館長　中島清一

教図発第151号、駿図収第32号 116-038

（7）令達・報告・諸願届
類

116-039 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 職員時間尊重ニ関スル件通牒 昭和18年6月3日 日比谷図書館館長
東京市助役　大村
清一

総発第976号、駿図収第30号
日比谷図書館から写を駿河台図書館に回
付

116-039

（7）令達・報告・諸願届
類

116-040 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 ㊙東京市傭員事情臨時調査票 昭和18年5月1日 未使用、同一6枚 116-040

（7）令達・報告・諸願届
類

116-041 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 団体貸出実施要綱ニ関スル件 昭和18年5月20日 各館長
中島清一（東京市
立日比谷図書館
長）

付：団体帯出券様式等 116-041

（7）令達・報告・諸願届
類

116-042 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 市電定期券取扱上注意方依頼ノ件 昭和18年5月28日
各館市電定期券事
務取扱者

日比谷図書館管理
掛市電定期券取扱
者

駿図収第28号 116-042

（7）令達・報告・諸願届
類

116-043 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 調査票記入心得 〔昭和18年〕
116-40「東京市傭員事情臨時調査票」に
関するものか

116-043

（7）令達・報告・諸願届
類

116-044 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 昭和18年度有料館図書費内示ノ件 昭和18年4月26日 駿河台図書館長
東京市立日比谷図
書館長　中島清一

教図発第103号、駿図収第26号
数値の記入あり

116-044

（7）令達・報告・諸願届
類

116-045 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 回章 昭和18年2月8日 各図書館長、主任 有志 退職者への記念品贈呈資金拠出依頼 116-045

（7）令達・報告・諸願届
類

116-046 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 館長主任会議ニ関スル件 昭和18年4月12日 各館長、主任
日比谷図書館長
中島清一

開催通知、議題は「図書館運営ノ基
本方針ニ関スル件」等

教図発第87号、駿図収第23号 116-046

（7）令達・報告・諸願届
類

116-047 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 物品会計検査施行ニ関スル件 昭和18年3月29日 各館長、主任
日比谷図書館長
中島清一

教図発第62号、駿図収第22号 116-047

（7）令達・報告・諸願届
類

116-048 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 各官庁国旗掲揚ニ関スル件依命通牒 昭和18年3月25日 各館長、主任
日比谷図書館長
中島清一

教図収第6号（東京市秘財第52号、東京府
未秘第11号の移牒）、駿図収第20号

116-048

（7）令達・報告・諸願届
類

116-049 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔資料展示会案内〕 昭和18年3月23日 駿河台図書館長
東京市立日比谷図
書館長　中島清一

日本文化史料展覧会 116-049

（7）令達・報告・諸願届
類

116-050 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
物品請求ノ様式ニ関スル件、
麻縄送付ノ件

昭和18年3月20日
各図書館館長、主
任

日比谷図書館管理
掛

麻縄は金属回収によって失われた机の引
き手に用いる

116-050

（7）令達・報告・諸願届
類

116-051 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 ポスター掲示方依頼ノ件 昭和18年3月24日 駿河台図書館長

麹町区霞ヶ関文部
省構内財団法人社
会教育会理事長
河上哲太

第四回女性生活文化講座のポスター 116-051

（7）令達・報告・諸願届
類

116-052 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 新年度用簿冊必要数調査ノ件 昭和18年3月15日
各図書館館長、主
任

日比谷図書館管理
掛

付：新年度使用帳簿類報告書 116-052

（7）令達・報告・諸願届
類

116-053 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 館長更迭ノ件通知 昭和18年3月10日 各館長、主任
日比谷図書館館長
代理管理掛長　大
槻陸雄

116-053

（7）令達・報告・諸願届
類

116-054 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
〔市電定期券購入希望者取り纏めに
関する通知〕

昭和18年3月8日 各図書館長、主任
教育局日比谷図書
館

116-054

（7）令達・報告・諸願届
類

116-055 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔母への感謝の会開催通知〕 昭和18年3月2日
駿河台図書館長
秋岡梧郎

神田区方面委員長
田中覚造　等

116-055

（7）令達・報告・諸願届
類

116-056 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 第六回清掃勤労奉仕ニ関スル件 昭和18年2月22日
教育局職員懇談会
主管者

東京市職員懇談会
東京市勤労報国会
事務局長　前田賢
次

職総勤報発第15号 116-056

（7）令達・報告・諸願届
類

116-057 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
〔干ばつによる水不足につき節水依
頼〕

昭和18年2月 駿河台図書館
東京市水道局長
小野基樹

「調査票記載の方法」（「回答済」と記
入）貼付

116-057

（7）令達・報告・諸願届
類

116-058 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 図書館長会議開催ノ件 駿河台図書館長
日比谷図書館長
斎藤正恒

開催通知、議題は「保存雑誌統制ニ
関スル件」等

日図発第61号、駿図収第13号 116-058

（7）令達・報告・諸願届
類

116-059 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 年末年始館外無料帯出実施ノ件 昭和17年12月22日 駿河台図書館長
日比谷図書館事業
掛長　波多野賢一

戦時下庶民の教養を高める目的 駿図収第66号 116-059

（7）令達・報告・諸願届
類

116-060 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔館長年末挨拶につき参集通知〕 昭和17年12月26日
東京市立日比谷図
書館

駿図収第65号 116-060

（7）令達・報告・諸願届
類

116-061 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 会費徴収ノ件 昭和17年12月21日 駿河台館長
東京市図書館協和
会常務理事

116-061

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-038.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-038.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-039.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-039.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-040.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-040.pdf
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http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-046.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-046.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-047.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-047.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-048.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-048.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-049.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-049.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-050.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-050.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-051.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-051.pdf
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（7）令達・報告・諸願届
類

116-062 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 入営応召職員ニ対シ慰問文発送ノ件 昭和17年12月1日 駿河台図書館長
教育局日比谷図書
館長　斎藤正恒

日図発第218号 116-062

（7）令達・報告・諸願届
類

116-063 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
俸給支給額証明書送付ニ関スル件通
牒

昭和17年11月18日
教育局日比谷図書
館長　斎藤正恒

満州第四三九一部
隊

職員多田穣四郎（一等兵）にかかる
もの

号外 116-063

（7）令達・報告・諸願届
類

116-064 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 受取証 〔昭和17年〕11月 駿河台図書館 田島清輔 窓ガラス７枚破損取り換え代金
付：納品書。島田は小石川の建築板硝子
商

116-064

（7）令達・報告・諸願届
類

116-065 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 各館目録係事務打合会開催ノ件 昭和17年11月13日 各館長、主任
日比谷図書館長
斎藤正恒

日図発第198号、駿図収第58号 116-065

（7）令達・報告・諸願届
類

116-066 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔成田図書館見学会通知〕 昭和17年11月11日 会員各位
東京市図書館協和
会長　斎藤正恒

戦勝祈願のため成田山にも立ち寄る 116-066

（7）令達・報告・諸願届
類

116-067 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 講演並映画ノ開催ノ件 昭和17年11月11日 会員各位
教育局懇談会長
今井時郎

四川忠一郎講演「豪州ニ就イテ」 教懇発第3号 116-067

（7）令達・報告・諸願届
類

116-068 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 払下品荷受書 昭和17年11月21日 駿河台図書館 高松慎喜郎 古新聞89貫目　等 付箋貼付 116-068

（7）令達・報告・諸願届
類

116-069 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 戦時中ノ勤務時間延長ニ関スル件 昭和17年11月5日 各図書館長、主任
日比谷図書館長
斎藤正恒

日図発第190号（総発第326、328の移牒） 116-069

（7）令達・報告・諸願届
類

116-070 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
東京市役所及所属公庁執務時限戦時
特例ニ関スル件

昭和17年10月31日
東京市助役　大村
清一

総発第327号　写 116-070

（7）令達・報告・諸願届
類

116-071 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 講演会ニ関スル件 昭和17年11月4日 館長　秋岡
東京市立日比谷図
書館長　斎藤正恒

「児童と読書文化講演会」 日図発第186号‐2、裏面書き込みあり 116-071

（7）令達・報告・諸願届
類

116-072 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
皇軍慰問用月遅レ館外貸出用雑誌
十一月送付文

昭和17年11月6日 駿河台図書館 「新女苑」、「婦人公論」　等53冊 116-072

（7）令達・報告・諸願届
類

116-073 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 各館閲覧事務打合会開催ノ件 昭和17年10月10日 駿河台図書館
東京市立日比谷図
書館長　斎藤正恒

日図発159号、駿図収第52号 116-073

（7）令達・報告・諸願届
類

116-074 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
月遅レ館外貸出用雑誌類送付方ニ関
スル件

昭和17年10月6日 駿河台図書館
東京市立日比谷図
書館長　斎藤正恒

皇軍慰問用として送付 日図発155号、駿図収第53号 116-074

（7）令達・報告・諸願届
類

116-075 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 払下品荷受書 昭和17年10月31日 駿河台図書館
古新聞紙雑誌商
北村瑞吉

書籍232貫匁　等 控 116-075

（7）令達・報告・諸願届
類

116-076 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 払下品買受書 昭和17年10月15日 駿河台図書館
古新聞紙雑誌商
北村瑞吉

古閲覧票13年度分74貫目400匁　等 写 116-076

（7）令達・報告・諸願届
類

116-077 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
図書館現職員死亡弔慰金支出ニ関ス
ル件

昭和17年9月15日 各図書館長、主任
日比谷図書館長
斎藤正恒

本所図書館長坂民蔵への弔慰金 116-077

（7）令達・報告・諸願届
類

116-078 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
前日比谷図書館事業掛長故山田正佐
殿御香典贈呈者芳名

昭和17年8月末日 116-078

（7）令達・報告・諸願届
類

116-079 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 館長更迭ノ件通知 昭和17年9月3日 各図書館長、主任
日比谷図書館長代
理管理掛長　大槻
陸雄

日図発117号 116-079

（7）令達・報告・諸願届
類

116-080 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
職員昇格、転勤ノ場合ノ挨拶状並挨
拶廻廃止ニ関スル件

昭和17年9月2日 日比谷図書館長
総務局長　前田賢
次

総人職秘第1129号　写 116-080

（7）令達・報告・諸願届
類

116-081 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔新旧館長歓送迎会開催通知〕 昭和17年10月6日
協和会理事、協和
会評議員

東京市図書館協和
会理事

歓送迎会後、臨時総会開催 116-081

（7）令達・報告・諸願届
類

116-082 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔斎藤新館長挨拶につき参集通知〕 昭和17年9月25日 各図書館長、主任 日比谷図書館 116-082

（7）令達・報告・諸願届
類

116-083 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
図書館現職員死亡弔慰金支出ニ関ス
ル件

昭和17年9月15日 各図書館長、主任
日比谷図書館長
斎藤正恒

本所図書館長坂民蔵への弔慰金 116-083

（7）令達・報告・諸願届
類

116-084 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 水泳練成大会（教育局主催） 〔昭和17年〕
8月22日　神田区一ツ橋国民学校に
て開催

116-084

（7）令達・報告・諸願届
類

116-085 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 回章 昭和17年7月22日
日比谷図書館長
渡辺年　等

日比谷図書館業務掛長山田正佐死去
に伴う弔慰金収集

山田宅への地図付属 116-085

（7）令達・報告・諸願届
類

116-086 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
戦時国民防諜強化運動実施ニ関スル
件

昭和17年7月15日 教育局長
東京市助役　橋本
祐幸

付：戦時国民防諜強化運動実施要領 動収第105号（午振発第271号の移諜）写 116-086
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（7）令達・報告・諸願届
類

116-087 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
親切感謝運動実施ニ伴フ会計事務促
進ニ関スル件通牒

昭和17年7月1日 日比谷図書館長
東京市助役　橋本
祐幸

付：親切運動ニ関シ図書館ニ於テ実
施スベキ事項

財発第1403号　写 116-087

（7）令達・報告・諸願届
類

116-088 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 親切運動ニ関スル件 昭和17年7月2日 駿河台図書館長
日比谷図書館長
渡辺年

付：親切感謝運動教育局員実践要綱 日図発第8号、駿図収第37号 116-088

（7）令達・報告・諸願届
類

116-089 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 回章 昭和17年7月9日
日比谷図書館長
渡辺年　等

京橋図書館雇佐藤造死去に伴う弔慰
金収集

116-089

（7）令達・報告・諸願届
類

116-090 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
隣組防空群長、特別防空群長基本訓
練実施ニ関スル件

昭和17年7月9日
特別防空群東京市
図書館

駿河台防衛長　桑
原信助

7月11日駿河台3丁目5番地付近及び
中央大学内にて実施

116-090

（7）令達・報告・諸願届
類

116-091 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
〔雇員増給辞令交付につき参集通
知〕

昭和17年8月13日
駿河台図書館長
波多野賢一

東京市立日比谷図
書館

はがき 116-091

（7）令達・報告・諸願届
類

116-092 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 市会議員選挙ニ関スル件通牒 昭和17年6月1日 駿河台図書館長
日比谷図書館長
渡辺年

日図発第6号（東京市総発第861号の移
牒）、駿図収第33号

116-092

（7）令達・報告・諸願届
類

116-093 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
昭和16年版市政概要実費頒布ニ関ス
ル件照会

昭和17年6月2日 駿河台図書館長
日比谷図書館長
渡辺年

日図収第3号（東京市総発第866号の移
牒）、駿図収第32号

116-093

（7）令達・報告・諸願届
類

116-094 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 慰霊祭執行ノ件報告 昭和17年5月15日 東京市長 東部第三部隊長 東部三人慰第267号　写 116-094

（7）令達・報告・諸願届
類

116-095 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 重要文書ノ非常収納ニ関スル件 昭和17年5月13日 駿河台図書館長
社会教育課長　山
口喬蔵

教社収第45号（東京市教育局教発第276号
の移牒）、駿図収第30号

116-095

（7）令達・報告・諸願届
類

116-096 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
空襲ニ対スル流言蜚語防止方ニ関ス
ル件通牒

昭和17年5月12日 駿河台図書館長
社会教育課長　山
口喬蔵

教社収第48号（東京市防発2717号の移
牒）、駿図収第31号

116-096

（7）令達・報告・諸願届
類

116-097 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 物資活用ニ関スル件 昭和17年5月12日
駿河台図書館長
波多野

社会教育課長　山
口喬蔵

教社発第168号（教育局教発第266号の移
牒）、駿図収第26号

116-097

（7）令達・報告・諸願届
類

116-098 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 警火ニ関スル件 昭和17年5月7日
駿河台図書館長、
主任

社会教育課長　山
口喬蔵

教社発第161号（東京市財発第826号の移
牒）、駿図収第24号

116-098

（7）令達・報告・諸願届
類

116-099 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 守衛候補者詮衡施行ニ関スル件 昭和17年4月22日 教育局長
財務局長　棟居俊
一

付：昭和17年3月施行守衛講習会出
席成績表

財発第849号。写 116-099

（7）令達・報告・諸願届
類

116-100 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 昭和16年度教育局鍛錬会決算書 昭和17年3月31日
教育局鍛錬会長
今井時郎　等

付：事業費内訳 116-100

（7）令達・報告・諸願届
類

116-101 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 臨時休暇日ニ関スル件 昭和17年4月20日 駿河台図書館長
社会教育課長　山
口喬蔵

教社収第24号、駿図収第19号 116-101

（7）令達・報告・諸願届
類

116-102 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
火王炭販売ニ関スル件
朝鮮人参末販売中止ニ関スル件

昭和17年4月7日 各課長　等
東京市職員共済組
合長

組合発第383号 116-102

（7）令達・報告・諸願届
類

116-103 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 自治記念式挙行ニ関スル件 昭和17年4月16日 駿河台図書館長
社会教育課長　山
口喬蔵

教社発第136号、駿図収第18号 116-103

（7）令達・報告・諸願届
類

116-104 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 教育局職員懇談会講演会開催ノ件 昭和17年3月30日
教育局長　今井時
郎

「大詔奉載ト東亜ノ教育」 教発第174号－1、駿図収第15号 116-104

（7）令達・報告・諸願届
類

116-105 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 種痘実施ニ関スル件 昭和17年2月28日
館長、主任、自治
会館長

社会教育課長　山
口喬蔵

付：職員種痘時間割表 教社発第67号、駿図収第9号 116-105

（7）令達・報告・諸願届
類

116-106 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 回章 昭和17年2月19日
発起人　金原進
等

社会教育課東京自治会館館長主事大
野隆死去に伴う弔慰金収集

116-106

（7）令達・報告・諸願届
類

116-107 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 戦歿者慰霊祭施行ノ件通牒 昭和17年2月12日 東京市長
東部第十四部隊長
岩崎成雄

東十四恩第198号　写 116-107

（7）令達・報告・諸願届
類

116-108 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 防空訓練ニ関スル件 昭和17年2月13日 各図書館長
社会教育課長　山
口喬蔵

付：防空訓練日割 教社発第53号、駿図収第8号 116-108

（7）令達・報告・諸願届
類

116-109 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 守衛講習会開催ニ関スル件 昭和17年3月7日
駿河台図書館長、
自治会長

社会教育課長　山
口喬蔵

教収第3509号。駿図収第11号 116-109

（7）令達・報告・諸願届
類

116-110 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 強壮剤ビオスゼリー販売ニ関スル件 昭和17年2月2日 課長　等
東京市職員共済組
合長　根本厳

組合発第99号 116-110

（7）令達・報告・諸願届
類

116-111 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
冬季優勝花瓶争奪卓球各課対抗試合
挙行ノ件

昭和17年2月3日 会員各位
教育局鍛錬会会長
今井時郎

写 116-111
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（7）令達・報告・諸願届
類

116-112 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 紀元節奉祝式挙行ニ関スル件 昭和17年2月6日
図書館長、自治会
館長

社会教育課長　山
口喬蔵

教社収第16号、駿図収第7号 116-112

（7）令達・報告・諸願届
類

116-113 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 教育局職員戦勝祈願参拝実施ノ件 昭和17年2月6日
駿河台図書館長
波多野賢一

社会教育課長　山
口喬蔵

鎌倉八幡宮へ
教社発第45号（教育局教発第50号-1の移
牒）

116-113

（7）令達・報告・諸願届
類

116-114 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 図書閲覧年報其他提出ニ関スル件 昭和17年1月27日 駿河台図書館長
社会教育課長図書
館掛

116-114

（7）令達・報告・諸願届
類

116-115 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
〔新聞之雑誌社『報国』購読中止を
めぐる往復〕

昭和17年1月17～29
日

駿河台図書館長
波多野賢一、新聞
之雑誌社専務取締
役　後藤金寿

駿河台図書館長
波多野賢一、新聞
之雑誌社専務取締
役　後藤金寿

駿図発第4号 116-115

（7）令達・報告・諸願届
類

116-116 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 洗濯石鹸頒布ニ関スル件 昭和17年1月22日 図書館長、主任
教育局社会教育課
図書館掛

116-116

（7）令達・報告・諸願届
類

116-117 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔茨城新聞購入依頼〕 昭和17年1月13日
駿河台図書館長
波多野賢一

常総新聞社 付：追伸 「断りの返」と書き込みあり 116-117

（7）令達・報告・諸願届
類

116-118 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 宿直ニ関スル件 昭和17年1月9日 駿河台館長
教育局社会教育課
長　山口喬蔵

教社発第4号、駿図収第2号 116-118

（7）令達・報告・諸願届
類

116-119 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 防空並時局下注意方ニ関スル件 昭和16年12月13日 駿河台図書館長
社会教育課長　山
口喬蔵

付：市長訓示要旨 教社発第518号、駿図収第53号 116-119

（7）令達・報告・諸願届
類

116-120 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 防空実施下令ニ関スル件 昭和16年12月8日 教育局長
東京市助役　橋本
祐幸

防発第622号　写 116-120

（7）令達・報告・諸願届
類

116-121 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 職員ノ服務ニ関スル件依命通牒 昭和16年12月8日 各局部課　等
東京市助役　橋本
祐幸

総発第3094号　写 116-121

（7）令達・報告・諸願届
類

116-122 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 燈火管制規則一部適用ニ関スル件 昭和16年12月8日 東京市長 警視長警務部 警防空第710号－2　写 116-122

（7）令達・報告・諸願届
類

116-123 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔防空令実施についての注意事項〕 昭和16年12月9日 社会教育課長
社会局長　今井時
郎

写 116-123

（7）令達・報告・諸願届
類

116-124 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 庁中警火ニ関スル件 昭和17年1月14日 館長、主任
社会教育課長　山
口喬蔵

教社発第11号（東京市財発第28号の移
牒）、駿図収第3号

116-124

（7）令達・報告・諸願届
類

116-125 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 大詔奉載日ニ関スル件通牒 昭和17年1月7日
東京市助役　橋本
祐幸

総発第1号　写 116-125

（7）令達・報告・諸願届
類

116-126 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 俳句の会新設に付て 昭和17年1月14日 教育局員各位
発起人　金原進
他

116-126

（7）令達・報告・諸願届
類

116-127 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月
〔荒川図書館長父死去に伴う弔慰金
収集〕

昭和17年1月7日
発起人　山口喬蔵
他

116-127

（7）令達・報告・諸願届
類

116-128 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 宿直強化整備ニ関スル件 昭和16年12月24日 各局、所、院長
総務局長　上原六
郎

付：通信指定時刻表（別表） 総発第3265号　写 116-128

（7）令達・報告・諸願届
類

116-129 雑纂 昭和16年11月～昭和20年2月 〔宿直日割表〕
〔昭和16年1月〕～
昭和16年11月29日

〔駿河台図書館〕 東京市罫線 116-129

（7）令達・報告・諸願届
類

117-000 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 〔表紙/裏表紙〕 〔昭和8年～20年〕 駿河台図書館 117-000

（7）令達・報告・諸願届
類

117-001 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 参考図書選定並ニ搬入ノ件報告 昭和20年3月31日
日比谷図書館長
中田邦造

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

駿図発第14号 117-001

（7）令達・報告・諸願届
類

117-002 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 図書館閉鎖事務ニ関スル件 昭和20年3月31日
日比谷図書館長
中田邦造

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

外神田、小石川、下谷の無料図書館
の図書延滞状況

駿図発第13号、付箋貼付 117-002

（7）令達・報告・諸願届
類

117-003 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
勤労動員中等学校生徒向図書冊数調
査

昭和20年2月5日
日比谷図書館長
中田邦造

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

755冊 駿図発第6号 117-003

（7）令達・報告・諸願届
類

117-004 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
疎開学童向児童図書冊数調査ニ関ス
ル件

昭和20年1月17日
日比谷図書館長
中田邦造

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

2814冊 駿図発第5号 117-004

（7）令達・報告・諸願届
類

117-005 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 防衛宿直員増強ニ関スル件報告 昭和19年12月9日
日比谷図書館長
中田邦造

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

駿図発第29号 117-005

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-112.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-112.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-113.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-113.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-114.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-114.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-115.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-115.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-116.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-116.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-117.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-117.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-118.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-118.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-119.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-119.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-120.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-120.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-121.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-121.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-122.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-122.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-123.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-123.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-124.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-124.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-125.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-125.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-126.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-126.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-127.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-127.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-128.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/image_pdf/116-128.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/gyoumushiryou/detail_pdf/116-129.pdf
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（7）令達・報告・諸願届
類

117-006 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 一部図書閲覧禁止ノ件報告 昭和19年8月29日
西神田警察署長
瑞保登治郎

東京都立駿河台図
書館長　玉ノ井宗
一

『サロン談叢』他85冊 駿図発第24号、書名一覧あり 117-006

（7）令達・報告・諸願届
類

117-007 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 誓約書 昭和19年8月16日
麹町憲兵分隊長
山野久雄

東京都立駿河台図
書館長　玉ノ井宗
一

山野よりの指示により『日本地理風
俗体系」閲覧禁止の上、概書の秘密
事項漏洩なきことを誓約

「『日本地理風俗体系』等館所蔵分」一
覧あり

117-007

（7）令達・報告・諸願届
類

117-008 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
都立図書館無料閲覧券発行ニ関スル
調査ノ件

昭和19年3月27日
日比谷図書館長
谷原儀一

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

「昭和19年都立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査」一覧

駿図発第9号 117-008

（7）令達・報告・諸願届
類

117-009 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 担任事務及通学関係ニ関スル件回答 昭和18年10月5日
日比谷図書館長
藤野重次郎

駿河台図書館長
玉ノ井宗一

駿図発第11号
別紙回答の控えなし

117-009

（7）令達・報告・諸願届
類

117-010 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 担任事務及通学関係ニ関スル件照会 昭和18年9月28日
駿河台図書館長、
主任

日比谷図書館長
藤野重次郎

教図発第63号、駿図収19号 117-010

（7）令達・報告・諸願届
類

117-011 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 館員住所録提出方ノ件 昭和18年9月27日 各図書館長、主任
日比谷図書館管理
係

駿図収第18号
117-011

（7）令達・報告・諸願届
類

117-012 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
市立図書館無料閲覧券発行ニ関スル
調査方ノ件

昭和18年2月12日 各館長、主任
日比谷図書館長
斎藤正恒

日図第50号、駿図収第11号 117-012

（7）令達・報告・諸願届
類

117-013 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和18年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査ノ件報告

昭和18年2月23日
日比谷図書館長
斎藤正恒

駿河台図書館長
秋岡梧郎

「昭和18年度市立図書館無料閲覧券
発行ニ関スル調査」一覧 駿図発第15号 117-013

（7）令達・報告・諸願届
類

117-014 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和17年度追加購入雑誌調自6月至3
月駿河台図書館

〔昭和18年〕 駿河台図書館 館外帯出用 117-014

（7）令達・報告・諸願届
類

117-015 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 東京市史稿ニ関スル件回答 昭和18年1月22日
市長室総務部長
前田賢次

駿河台図書館長
秋岡梧郎

駿図発第9号
回答の控えなし

117-015

（7）令達・報告・諸願届
類

117-016 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 東京市史稿ニ関スル件照会 昭和18年1月18日 駿河台図書館長
市長室総務部長
前田賢次

総発第71号、駿図収第2号 117-016

（7）令達・報告・諸願届
類

117-017 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和18年度購入新聞雑誌選定ノ件報
告

昭和18年1月22日
日比谷図書館長
斎藤正恒

駿河台図書館長
秋岡梧郎

「昭和18年度購入雑誌調」「昭和18
年度購入新聞調」一覧

駿図発第10号 117-017

（7）令達・報告・諸願届
類

117-018 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 昭和18年度購入新聞雑誌選定ノ件 昭和18年1月15日 駿河台図書館長
日比谷図書館長
斎藤正恒

戦時下にかんがみ、娯楽的なもの、
低級なものは選定に留意すること

日図発第19号、駿図収第3号 117-018

（7）令達・報告・諸願届
類

117-019 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和17年度備付新聞雑誌等購入希望
誌名報告ノ件

昭和17年3月4日 課長 館長 「昭和17年度購入雑誌調」一覧 駿図発第13号 117-019

（7）令達・報告・諸願届
類

117-020 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和17年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査ノ件

昭和17年2月2日 課長 館長
「昭和17年度市立図書館無料閲覧券
発行ニ関スル調査」、「図書等寄贈
者其ノ他」一覧

駿図発第5号 117-020

（7）令達・報告・諸願届
類

117-021 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
市立図書館無料閲覧券発行ニ関スル
調査資料の件

昭和17年1月30日 各館長、主任
教育局社会教育課
長　山口喬蔵

教社発第35号、駿図収5号 117-021

（7）令達・報告・諸願届
類

117-022 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和16年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査ノ件

昭和16年3月13日 課長 館長
「昭和16年度市立図書館無料閲覧券
発行ニ関スル調査」、「図書等寄贈
者其ノ他」一覧

駿図発第12号 117-022

（7）令達・報告・諸願届
類

117-023 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和16年度新聞雑誌等備付ニ関スル
件

〔昭和16年〕 各図書館 図書館掛
付：「昭和16年度購入雑誌調」「昭
和16年度購入新聞調」

調査依頼 117-023

（7）令達・報告・諸願届
類

117-024 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 閲覧室坪数並ニ定員ニ関スル調査 昭和15年11月 〔駿河台図書館〕 117-25の回答 117-024

（7）令達・報告・諸願届
類

117-025 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
閲覧室坪数並ニ定員報告ニ関スル
件、照会

昭和15年1月1日 駿河台図書館長長 社会教育課長 教社教発第89号、駿図収第20号、 117-025

（7）令達・報告・諸願届
類

117-026 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 自治記念日施設参観者数報告ノ件 昭和15年10月10日 課長 館長 駿図発第50号 117-026

（7）令達・報告・諸願届
類

117-027 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
〔自治記念日市施設公開時、参観者
人数調査依頼〕

昭和15年10月5日 駿河台図書館長
教育局社会教育課
長　伊藤義末

117-027

（7）令達・報告・諸願届
類

117-028 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 暖房施設調査ニ関スル回答ノ件 昭和15年10月9日 課長 館長
「暖房設備ニ関スル調査」一覧、図
書館内平面図（1～3階

駿図発第49号 117-028

（7）令達・報告・諸願届
類

117-029 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 暖房設備調査ニ関スル件 昭和15年9月25日 館長　波多野
社会教育課長　伊
藤義末

教社発第45号、駿図収第19号 117-029
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（7）令達・報告・諸願届
類

117-030 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 目録用カード調査ニ関スル回答ノ件 昭和15年9月26日
日本図書館協会理
事長

館長 「目録用カード必要量調」 駿図発第47号 117-030

（7）令達・報告・諸願届
類

117-031 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 目録用カード調査ニ関スル件 昭和15年8月30日 図書館
財団法人日本図書
館協会理事長　高
柳賢三

「目録用カード必要量調」 117-031

（7）令達・報告・諸願届
類

117-032 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
建物修理及備品調製並修繕ニ関スル
件

昭和15年7月25日 課長 館長 「建物並施設修理」等一覧 駿図発第38号 117-032

（7）令達・報告・諸願届
類

117-033 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
建物修理及備品調製並修繕ニ関スル
件

昭和15年7月18日 駿河台図書館長
社会教育課長　木
村利夫

市社発第744号、駿図収第15号 117-033

（7）令達・報告・諸願届
類

117-034 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 左翼関係図書目録提出ノ件 昭和15年7月22日 課長 館長
河上肇『資本主義入門』等図書名一
覧

駿図発第37号 117-034

（7）令達・報告・諸願届
類

117-035 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 左翼出版物ニ関スル件 昭和15年7月18日 図書館長、主任
社会教育課長　木
村利夫

図書取扱方法指示
付：対象図書一覧

市社発第744号、駿図収第16号 117-035

（7）令達・報告・諸願届
類

117-036 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和15年度購入予定図書雑誌及新聞
名等報告ノ件

昭和15年3月30日 課長 館長
「昭和15年度予約図書一覧」、「昭
和15年度購入新聞雑誌調」

駿図発第12号 117-036

（7）令達・報告・諸願届
類

117-037 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和15年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査回答ノ件

昭和15年2月26日 課長 館長

〔昭和15年度市立図書館無料閲覧券
発行ニ関スル調査〕、「図書其他ノ
継続寄贈者及図書館ニ特殊関係者ナ
ルニヨリ交付セラレタキモノ」一覧

駿図発第6号 117-037

（7）令達・報告・諸願届
類

117-038 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和15年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関シ調査方依頼ノ件

昭和15年2月9日 駿河台図書館長
市民局社会教育課
長　木村利夫

市社発第136号、駿図収第3号 117-038

（7）令達・報告・諸願届
類

117-039 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
自家用電気工作物施設規則第四十一
条ニ依ル電気工作物施設状況報告ニ
関スル件

昭和15年2月9日
各自家用電気工作
物施設者

東京地方逓信局
地電第304号
回答表に記入あり

117-039

（7）令達・報告・諸願届
類

117-040 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 図書調査ニ関スル件回答 昭和14年12月14日
光州地方法院検事
局朝鮮総督府検事
松本孝義

東京市立駿河台図
書館長　波多野賢
一

駿図発第66号 117-040

（7）令達・報告・諸願届
類

117-041 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 〔図書調査依頼〕 昭和14年12月11日
東京市立駿河台図
書館長　波多野賢
一

光州地方法院検事
局朝鮮総督府検事
松本孝義

被疑者が反戦思想について影響を受
けたという『人生随想集』の書誌情
報の送付依頼

駿図収第28号
封筒付き

117-041

（7）令達・報告・諸願届
類

117-042 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 〔施設内燃力発電所に関する調査〕 昭和14年11月16日 駿河台図書館
東京地方逓信局電
気課調査係

別紙調査用紙に記入あり 117-042

（7）令達・報告・諸願届
類

117-043 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
10月1日自治記念日無料開館閲覧状
況報告ノ件

昭和14年10月26日
社会教育課長　木
村利夫

駿河台図書館　波
多野賢一

駿図発第49号 117-043

（7）令達・報告・諸願届
類

117-044 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 購入新聞並雑誌名報告ノ件 昭和14年3月30日 課長 館長 「昭和14年度購入新聞雑誌調」一覧 駿図発第19号 117-044

（7）令達・報告・諸願届
類

117-045 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 掛員事務分掌提出方ノ件 昭和14年3月25日 各図書館長、主任
教育局社会教育課
長　松崎正夫

教発第2123号 117-045

（7）令達・報告・諸願届
類

117-046 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 掛員事務分掌提出ノ件 昭和14年3月27日 課長 館長 「駿河台図書館事務分掌」一覧 駿図発第17号 117-046

（7）令達・報告・諸願届
類

117-047 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和14年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査報告ノ件

昭和14年3月15日 課長 館長
〔昭和14年度市立図書館無料閲覧券
発行ニ関スル調査〕等一覧

駿図発第15号 117-047

（7）令達・報告・諸願届
類

117-048 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和14年度市立図書館無料閲覧券発
行ニ関スル調査ノ件

昭和14年3月8日 図書館長・主任
教育局社会教育課
長

駿図収第2号 117-048

（7）令達・報告・諸願届
類

117-049 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 種痘者氏名報告ノ件 昭和14年2月27日
社会教育課長　松
崎正夫

駿河台図書館長
波多野賢一

接種者一覧 駿図発第7号 117-049

（7）令達・報告・諸願届
類

117-050 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 種痘者氏名報告ノ件 昭和14年2月20日 館長、主任
社会教育課図書館
掛

117-050

（7）令達・報告・諸願届
類

117-051 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 兵役関係者ニ関スル報告ノ件 昭和13年9月5日 課長 館長 応召者２名 駿図発第51号 117-051

（7）令達・報告・諸願届
類

117-052 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 暴風雨被害報告ノ件 昭和13年9月1日 課長 館長 窓ガラス9枚破損 駿図発第48号 117-052

（7）令達・報告・諸願届
類

117-053 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 刊行物寄贈方依頼回答ノ件 昭和13年4月19日 樺太庁図書館 図書館
依頼により『主要統計書件名索引』
等4冊を郵送

駿図発第25号 117-053
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（7）令達・報告・諸願届
類

117-054 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 購入新聞並雑誌名報告ノ件 昭和13年3月9日 課長 館長 「購入新聞雑誌名調査」一覧 駿図発第17号 117-054

（7）令達・報告・諸願届
類

117-055 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和13年市立図書館無料閲覧券発行
ニ関シ調査方回答ノ件

昭和13年3月9日 課長 館長
〔昭和13年度市立図書館無料閲覧券
発行ニ関スル調査〕一覧

駿図発第16号 117-055

（7）令達・報告・諸願届
類

117-056 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
「市立図書館と其事業第七十三号」
原稿提出之件

昭和13年3月3日 館長
児童大会、館内縦覧、支那事変文
庫、日本精神文庫、館長台湾ニ出張
の記事添付

117-056

（7）令達・報告・諸願届
類

117-057 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 購入新聞並雑誌名調査回答之件 昭和13年2月1日 図書館掛 館長 「購入新聞雑誌名調査」一覧 駿図発第5号 117-057

（7）令達・報告・諸願届
類

117-058 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
庁廨度量衡計量器調査ニ関スル件回
答

昭和12年5月15日 局長 館長代理 117-058

（7）令達・報告・諸願届
類

117-059 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
市立図書館無料閲覧券発行ニ関スル
調査回答ノ件

昭和12年2月20日 課長 館長
「東京市内日刊新聞及雑誌寄贈者
調」

駿図発第発5号 117-059

（7）令達・報告・諸願届
類

117-060 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和10年度消耗品受払ニ関スル回答
ノ件

昭和11年6月1日 課長 館長 〔消耗品一覧〕 駿図発第20号 117-060

（7）令達・報告・諸願届
類

117-061 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 図書館開設状況調査回答ノ件 昭和11年3月3日 課長 館長 3月26～29日の閲覧人員と種別 駿図発第9号 117-061

（7）令達・報告・諸願届
類

117-062 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
無料閲覧券発行ニ関スル調査回答ノ
件

昭和11年2月10日 館長
「新聞・雑誌寄贈者（昭和10年）」
等一覧

駿図発第9号 117-062

（7）令達・報告・諸願届
類

117-063 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 職員納税貯金組合組織方回答ノ件 昭和10年1月13日 課長 館長 駿図発第2号 117-063

（7）令達・報告・諸願届
類

117-064 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 〔製本を要する図書調査依頼〕 昭和10年5月28日 駿河台図書館
日比谷図書館製本
係

回答欄に記入あり 117-064

（7）令達・報告・諸願届
類

117-065 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
消耗品受払ニ関スル調査資料提出ノ
件

昭和10年6月7日 課長 館長 「消耗品受払調」一覧 駿図発第41号 117-065

（7）令達・報告・諸願届
類

117-066 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 昭和9年度公立図書館表提出ノ件 昭和10年4月24日 神田区長 館長 「昭和9年度公立私立図書館表」 駿図発第26号 117-066

（7）令達・報告・諸願届
類

117-067 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 閲覧状況ニ関スル回答ノ件 昭和9年12月3日 図書館掛 図書館
「自昭和8年11月至9月10月閲覧状
況」

117-067

（7）令達・報告・諸願届
類

117-068 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 書架ニ関スル回答ノ件 昭和9年5月10日 神戸市立図書館 館長 書架の注文先、大きさ等 駿図発第29号 117-068

（7）令達・報告・諸願届
類

117-069 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 昭和8年公立図書館表提出ノ件 昭和9年4月13日
神田区長　宮尾時
司

館長 「昭和8年度公立私立図書館表」 駿図発第23号 117-069

（7）令達・報告・諸願届
類

117-070 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 暖房施設並燃料費調査回答ノ件 昭和9年5月10日 商工省燃料研究所 館長 駿図発第31号 117-070

（7）令達・報告・諸願届
類

117-071 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 暖房気罐石炭消費高調査ノ件回答 昭和9年1月24日 商工省鉱山局 図書館 駿図発第5号 117-071

（7）令達・報告・諸願届
類

117-072 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
「市立図書館ト其事業」原稿提出之
件

昭和8年10月25日 課長 館長

児童室の催し、露天図書館、館内模
様替、児童の学年（年齢）と読書傾
向、児童読物調査表、青年団貸出文
庫、本図書館参考事務に現れた閲覧
者の質疑傾向等の原稿添付

駿図発第74号 117-072

（7）令達・報告・諸願届
類

117-073 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 図書館職員調査回答ノ件 昭和8年10月7日 課長 館長 「図書館職員調査」一覧 117-073

（7）令達・報告・諸願届
類

117-074 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和7年度閲覧料月別明細表提出ノ
件

昭和8年9月4日 課長 館長 「昭和7年度閲覧料月別明細表」 117-074

（7）令達・報告・諸願届
類

117-075 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 予算書送付ノ件 昭和8年8月29日 葵文庫長 館長
「昭和8年度駿河台図書館歳出予算
書」

117-075

（7）令達・報告・諸願届
類

117-076 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 図書館ニ関スル回答ノ件 昭和8年7月3日 海軍文庫主管 館長 蔵書数　等 駿図発第48号 117-076

（7）令達・報告・諸願届
類

117-077 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和7年度図書館表及同収支表提出
ノ件

昭和8年4月24日 神田区長 館長
「昭和7年度公立図書館表」、「昭
和7年度市立図書館収支表」

駿図発第36号 117-077
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（7）令達・報告・諸願届
類

117-078 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
普通閲覧券（15回金20銭）ニ関スル
件報告

昭和8年4月11日 課長 館長 駿図発第34号 117-078

（7）令達・報告・諸願届
類

117-079 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 普通閲覧券（15回金20銭）返納ノ件 昭和8年4月1日 物品出納吏 物品取扱主任 駿図発第32号 117-079

（7）令達・報告・諸願届
類

117-080 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和7年度瓦斯電気水道料支出額ノ
件回答

昭和8年4月5日 図書館掛 館長 117-080

（7）令達・報告・諸願届
類

117-081 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月
昭和7年度瓦斯電気水道料支出額問
合の件

昭和8年3月31日
市立図書館館長、
主任

社会教育課図書館
掛

117-081

（7）令達・報告・諸願届
類

117-082 報告回答綴　昭和11年起 昭和8年2月～昭和20年3月 火災共済ニ関スル動産調査ノ件回答 昭和8年2月20日 局長 館長 「火災共済ニ関スル動産調査」等 駿図発第28号 117-082

（7）令達・報告・諸願届
類

118 諸願届書綴　昭和7、8年 昭和7年9月～昭和8年12月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引等に関する
届

118

（7）令達・報告・諸願届
類

119 諸願届書綴　昭和9年 昭和9年3月～昭和9年12月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引等に関する
届

119

（7）令達・報告・諸願届
類

120 諸願届書綴　昭和10年 昭和10年1月～昭和10年12月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引等に関する
届

120

（7）令達・報告・諸願届
類

121
「届」「願」「伺」綴　昭和
11年

昭和11年1月～昭和11年12月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引等に関する
届

121

（7）令達・報告・諸願届
類

122 諸願届書綴　昭和12年 昭和12年3月～昭和12年12月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引等に関する
届

122

（7）令達・報告・諸願届
類

123 諸願届書綴　昭和13年 昭和13年1月～昭和13年12月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引、入営、辞
職等に関する届

123

（7）令達・報告・諸願届
類

124 伺、届、願書綴 昭和17年1月～昭和26年11月 駿河台図書館
職員の転居、欠勤、忌引、入営、辞
職等に関する届

124

（8）その他 125-001
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館地階並配置図　縮尺
1/100　1/200

〔昭和3年〕 田中工業所 配置並地階給排水配管図 昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-001

（8）その他 125-002
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館1階平面図　縮尺
1/100

〔昭和3年〕 田中工業所 一階給排水配管図 昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-002

（8）その他 125-003
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館2階平面図　縮尺
1/100

〔昭和3年〕 田中工業所 二階給排水配管図 昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-003

（8）その他 125-004
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館衛生給水消化設備3階
平面図　縮尺　1/100

〔昭和3年〕 田中工業所 三階給排水配管図 昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-004

（8）その他 125-005
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館屋上平面図　縮尺
1/100

〔昭和3年〕 田中工業所 屋上給（排）水配管図 昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-005

（9）その他 125-006
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
東京市立一ツ橋図書館暖房工事配管
図 　縮尺　1/100

〔昭和3年〕 〔田中工業所〕 昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-006

（8）その他 125-007
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕 封筒 〔昭和3年〕
東京市立図書館の封筒。125－1～6
を収納。

保存
給排水配管図、暖房配管図、電気配図の
記述あり

125-007

（8）その他 125-008
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第1号　縮尺
1:100  1:200　各階平面図　配置図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-008

（8）その他 125-009
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第2号　縮尺
1:100　立面図  断面図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-009

（8）その他 125-010
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第3号　縮尺
1:20　1:50　玄関入口詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-010

（8）その他 125-011
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第4号　縮尺
1:20　一般矩計図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-011

（8）その他 125-012
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第5号　縮尺
1:20　1:50　書庫矩計及ビ詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-012

（8）その他 125-013
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第6号　縮尺
1:50　1:20　児童閲覧室及新聞雑誌
室詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-013
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（8）その他 125-014
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第7号　縮尺
1:50　1:20　閲覧室　目録室詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-014

（8）その他 125-015
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第8号　縮尺
1:50　1:20　講堂控室　食堂休憩室
詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-015

（8）その他 125-016
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第9号　縮尺
1:20　1:50　階段室詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-016

（8）その他 125-017
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第10号　縮尺
1:20　1:50　便所詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-017

（8）その他 125-018
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第11号　縮尺
1:50　1:20　小使室　宿直　製本室
汽缶室

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-018

（8）その他 125-019
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第12号　縮尺
1:200　柱梁伏図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-019

（8）その他 125-020
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第13号　縮尺
1:20　一般鉄筋矩計図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-020

（8）その他 125-021
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第14号　縮尺
1:200　1:20　基礎伏及基礎詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-021

（8）その他 125-022
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第15号　縮尺
1:20　梁詳細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-022

（8）その他 125-023
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第16号　縮尺
1:20　柱断面　床板配筋図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-023

（8）その他 125-024
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第17号　縮尺
1:50　1:20　煙突及トップライト詳
細図

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-024

（8）その他 125-025
〔駿河台図書館設計図（青焼
き）〕

〔昭和3年〕
一ツ橋図書館設計図　第18号　縮尺
1:50　建具表及梁表

〔昭和3年〕
東京市土木局建築
課

昭和4年12月東京市立駿河台図書館と改称 125-025

（8）その他 126-000 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔表紙/表2/表3/表4〕
〔昭和13年～25
年〕

市立一橋図書館 126-000

（8）その他 126-001 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「わが子のためにどん
な本を選ぶ　読書週間を定め親御さ
ん達への導き」

大正13年10月22日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-001_005

（8）その他 126-002 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「お芝居の展覧会　日
比谷の図書館で　玄人にも素人にも
為になる」

大正13年10月22日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-001_005

（8）その他 126-003 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「古雑誌を安売して読
書趣味宣伝　日比谷図書館の今沢さ
んが読書週間利用して」

大正13年10月26日
新聞切り抜き

126-001_005

（8）その他 126-004 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔三省堂タイムス〕「読書子の傾
向」

大正14年6月11日
切り抜き

126-001_005

（8）その他 126-005 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「早大に出来た東洋一の図書館　製
図室学生ホールも　きのふ一緒に開
館祝ひ」

〔大正14年〕
新聞切り抜き

126-001_005

（8）その他 126-006 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔日刊教育通信　第71号〕「図書館
に行はるる悪徳　偽名者が最も多く
特に鮮人に多い　夏期には上衣の竊
盗が頻々とある　醜怪極まる便所の
壁画と便所文」

大正14年8月15日
切り抜き

126-006

（8）その他 126-007 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔都新聞〕「一橋図書館増築」 大正14年7月5日 新聞切り抜き 126-007_013

（8）その他 126-008 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔朝日新聞〕「一橋図書館休館」 大正14年7月5日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-007_013

（8）その他 126-009 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「一ツ橋図書館婦人室
等増築来15日開館」

大正14年7月6日
新聞切り抜き

126-007_013

（8）その他 126-010 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「市が三百万円を投じ大図書館を建
てる　焼けた三つの図書館にも百万
円かけて面目を一新」

大正13年7月12日
新聞切り抜き

126-007_013
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（8）その他 126-011 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「講演室や研究室も館内に設ける
国際的でならでばならぬと　設計者
今沢日比谷図書館長談」

大正13年7月12日
新聞切り抜き

126-007_013

（8）その他 126-012 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「図書館へ15年間一日
の如く通ふ本間老婦人」

大正14年9月22日
新聞切り抜き

126-007_013

（8）その他 126-013 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔中央新聞〕「十五年間を図書館通
ひ　五十婦人の勉強』

大正14年9月22日
新聞切り抜き

126-007_013

（8）その他 126-014 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「図書館へ日参する晩学
の女性　試験を前に本と首引　家庭
破綻で発奮の本間さん」

大正14年9月22日
新聞切り抜き

126-014_017

（8）その他 126-015 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔時事新報〕「大不平小不平　図書
館へ」

大正14年11月8日 一ツ橋図書館の回答も掲載
新聞切り抜き

126-014_017

（8）その他 126-016 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「百万円かける三つの図書館　神
田、京橋、本所区に、いずれも日比
谷同様に」

新聞切り抜き
126-014_017

（8）その他 126-017 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「近く竣工する三大図書
館　深川、一ツ橋、築地三か所に
更に中央大図書館をも建設」

昭和3年2月25日
新聞切り抜き

126-014_017

（8）その他 126-018 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔読売新聞〕「読書界出版界　閲覧
書の不足　紐育公衆図書館近況
（上）ローズ・リー氏報告書『紐育
タイムス紙』から」

大正14年10月20日
新聞切り抜き

126-018_022

（8）その他 126-019 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔読売新聞〕「読書界出版界　発給
で続続辞職　紐育公衆図書館近況
（下）ローズ・リー氏報告書『紐育
タイムス紙』から」

大正14年10月21日
新聞切り抜き

126-018_022

（8）その他 126-020 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「全国の都市で図書週間
を　読書趣味喚起のため　1日から
開く」

大正14年10月26日
新聞切り抜き

126-018_022

（8）その他 126-021 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「両図書館で閲覧者最
多新著（上）（下）帝国・日比谷両
館調査」

大正14年10月27日
新聞切り抜き

126-018_022

（8）その他 126-022 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「読書の習慣を家庭にい
れたい　書物に冷淡すぎる家族　家
は食つて寝るだけの所でなく　日比
谷図書館長　今沢慈海氏談」

大正14年10月31日
新聞切り抜き

126-018_022

（8）その他 126-023 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「全国一斉に読者週間
来月1日から　東京でも各所で催
し」

大正14年10月31日
新聞切り抜き

126-023_027

（8）その他 126-024 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「図書館週間　きょう
から7日いろいろな催し」

大正14年11月1日
新聞切り抜き

126-023_027

（8）その他 126-025 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「読書界出版界　今1
日から全国に催される図書館週間に
就いて　文部省　原図書館主事談」

大正14年11月1日
新聞切り抜き

126-023_027

（8）その他 126-026 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔毎夕新聞〕「図書館から見た世の
中　日本人は読書せぬ　いや読む余
裕がないのだ　夫はそんな余分な金
は全然ないし　妻は雑用と育児で呼
吸もつけない　日比谷図書館長　今
沢慈海」

大正14年11月11日
新聞切り抜き

126-023_027

（8）その他 126-027 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日々新聞〕「万引きする為に
寄付　両国図書館、神田荒し捕は
る」

大正15年1月31日
新聞切り抜き

126-023_027

（8）その他 126-028 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕〔写真　一ツ橋図書館
全景〕

大正15年11月16日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-028_029

（8）その他 126-029 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔毎夕新聞〕「日本一になる一ツ橋
図書館　係員の手を経ないでも誰で
も自由に借り出せる」

大正15年11月
新聞切り抜き

126-028_029

（8）その他 126-030 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔報知新聞〕「震災で潰れた図書館
復興　何れも面目を一新して日比谷
図書館はいよいよ改築」

17日
新聞切り抜き

126-030_033

（8）その他 126-031 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔国民新聞〕「読書余談　円本の功
徳　図書館の閑散な四月　一ツ橋図
書館主任島田邦平」

4月30日
新聞切り抜き

126-030_033
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（8）その他 126-032 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「新味溢るる駿河台図書
館工費30万円で明年6月に竣工」

7月29日
新聞切り抜き

126-030_033

（8）その他 126-033 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔教育新報〕「今年は図書館週間
「読書週間」の趣向換へ」

10月18日
新聞切り抜き

126-030_033

（8）その他 126-034 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔時事新報〕「千年前の図書館「芸
亭」を世界に紹介　渡辺徳太郎氏の
研究を英文に翻訳して」

大正15年3月1日
新聞切り抜き

126-034_039

（8）その他 126-035 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「新設備を整へ大橋図
書館開く　食堂や理髪室も設け　い
よいよ明日から」

大正15年6月14日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-034_039

（8）その他 126-036 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「牛ケ淵の大橋図書館　関東大震災
後四年振りの復興」

大正15年7月1日
新聞切り抜き

126-034_039

（8）その他 126-037 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「優良図書館指定　文
部省で最初の試み　大阪府立図書館
を全国の模範に」

大正15年7月4日
新聞切り抜き

126-034_039

（8）その他 126-038 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「「魚雷に跨りて」を
著はして列強海軍の驚異とする謎を
下位氏が説く」

大正15年7月31日
新聞切り抜き

126-034_039

（8）その他 126-039 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「設備の完全した新図書館を　文部
省が来年度予算に計上　建設場所は
上野か」

〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-034_039

（8）その他 126-040 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「ロンサアール　ある
モダンガールの読書　新井格」

大正15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-040_042

（8）その他 126-041 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「喜ばしい読書傾向
図書館の当事者として　日比谷図書
館頭　今沢慈海」

大正15年年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-040_042

（8）その他 126-042 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「親しむべき灯火　書
斎の照明法　河野元彦」

昭和15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-040_042

（8）その他 126-043 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 「けふ開館式の工業図書館」 〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-043_047

（8）その他 126-044 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「愈々修築成つた藤山工業図書館
12日から開く」

〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-043_047

（8）その他 126-045 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「七年目にひらく藤山工業図書館
研究室講堂浴室まで　老後の茶の湯
と自慢のもの」

〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-043_047

（8）その他 126-046 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「けふ開館した　藤山氏の工業図書
館　一時に三十人は読書できる」

〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-043_047

（8）その他 126-047 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「医学から見た読書法
医学博士　杉田直樹」

大正15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-043_047

（8）その他 126-048 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「読書奨励号　読書の
態度　露伴道人」

大正15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-047_050

126-049 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年13月
〔朝日新聞〕「親しむべき灯火　書
斎の証明法　河野元彦」

昭和15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-047_050

126-050 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年14月
〔読売新聞〕「読書に孤独なし　読
書週間　講演会日程」

昭和15年10月28日
新聞切り抜き

126-047_050

（8）その他 126-051 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「読書奨励号　読書の
態度　露伴道人」

大正15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-051_053

（8）その他 126-052 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔朝日新聞〕「医学から見た読書法
医学博士　杉田直樹」

大正15年9月28日
新聞切り抜き
東京朝日新聞

126-051_053

（8）その他 126-053 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 「エマーソンの読書訓」 〔昭和15年〕
新聞切り抜き

126-051_053

（8）その他 126-054 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「読書号　進歩した読書
界と図書館の改善問題　著しく変つ
た読書家の傾向　これに対する図書
館の設備　大橋図書館長　坪井善四
郎」

大正15年10月4日
新聞切り抜き

126-054
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（8）その他 126-055 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「読まぬよりは読むがま
し　小説でも講談でも自由に読ませ
たい　日比谷図書館長　今沢慈海」

大正15年10月4日
新聞切り抜き

126-055_057

（8）その他 126-056 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「婦人の読書　男子より
も一世紀遅い　それでも目醒めて来
たか　図書館利用者多い　日比谷図
書館長　今沢慈海氏談」

大正15年10月12日
新聞切り抜き

126-055_057

（8）その他 126-057 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 「図書館週間　来月1日から」 〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-055_057

（8）その他 126-058 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 「帝大図書館の新築工事進む」 〔大正15年〕
新聞切り抜き

126-058_061

（8）その他 126-059 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔東京日々新聞〕「読書と思索」 大正15年11月12日
新聞切り抜き

126-058_061

（8）その他 126-060 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「我国最初の全国図書
館長会議来月上旬」

大正15年10月27日
新聞切り抜き

126-058_061

（8）その他 126-061 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「最も多く読まれた新
著　日比谷、帝国両図書館で10月24
日発表」

大正15年10月27日
新聞切り抜き

126-058_061

（8）その他 126-062 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「ライブレリアンは一
属僚の雑務にあらず　満鉄図書館館
長　柿沼介」

大正15年11月14日
新聞切り抜き

126-062_064

（8）その他 126-063 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「米国図書館の五十年
祭に列して　帝国図書館司書　山田
珠樹」

大正15年11月15日
新聞切り抜き

126-062_064

（8）その他 126-064 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京朝日新聞〕「書籍の虫　日本
図書館協会理事　橘井清五郎」

大正15年11月17日
新聞切り抜き

126-062_064

（8）その他 126-065 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「全国図書館長会議の
収穫（上）文部省や各府県に新たに
図書館主事の官職を置く」

大正15年11月18日
新聞切り抜き

126-065_070

（8）その他 126-066 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「全国図書館長会議の
収穫（下）図書館の使命の重大さを
強調する今後の施設」

大正15年11月19日
新聞切り抜き

126-065_070

（8）その他 126-067 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「図書館員の資格を検
定で付与　番人扱ひは大間違ひと文
部省新計画に取掛る」

大正15年11月20日
新聞切り抜き

126-065_070

（8）その他 126-068 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「小学児童に図書と図
書館の理解を　文部省図書館掛主任
原忠篤」

大正15年11月20日
新聞切り抜き

126-065_070

126-069 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年13月 〔読売新聞〕「閑談」 大正15年11月20日
新聞切り抜き

126-065_070

126-070 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年14月
〔読売新聞〕「精読された良書　日
比谷図書館、帝国図書室調査」

大正15年10月25日
新聞切り抜き

126-065_070

（8）その他 126-071 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔東京日々新聞〕「書庫の起源　秋
と読書　ビブリオテクの語源　文庫
と図書館　世界最古の書庫　アス
ル・バニ・パル王　アッシリヤの発
掘　二ネべ、バビロニアの遺跡　帝
大司書官　植松安」

大正15年10月25日
新聞切り抜き

126-071

（8）その他 126-072 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔東京日々新聞〕「書庫の起源　そ
の三　聖典貯蔵箱　古羅馬時代の書
棚　コーデキス・アミアチヌス・バ
チカン宮殿の書庫　シキスタス五世
以来の史実　ホーン・ブックス其他
帝大司書官　植松安」

大正15年11月8日
新聞切り抜き

126-072_073

（8）その他 126-073 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔東京日々新聞〕「書庫の起源　そ
の四　東洋方面一瞥　木簡竹簡の類
カラシアルの壁画　羅振玉氏の報告
経蔵と輪蔵　梁の伝大士　図書館長
老子　世界最古の巡回文庫　帝大司
書官　植松安」

大正15年11月
新聞切り抜き

126-072_073
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（8）その他 126-074 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔東京日々新聞〕「書庫の起源　そ
の五　古語拾遺の序文　出来てない
紙の研究　小樽手宮の原始文字　秘
庫或は秘閣の語　書物の貴重品扱ひ
石上宅嗣卿の芸亭　芸草と書庫　帝
大司書官　植松安」

大正15年11月1日
新聞切り抜き

126-074_076

（8）その他 126-075 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「復興の市立図書館　第
一に深川の岩崎公園に」

昭和2年3月11日
新聞切り抜き

126-074_076

（8）その他 126-076 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔婦人室〕 〔昭和2年〕
新聞切り抜き

126-074_076

（8）その他 126-077 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「読書界出版界　公衆
図書館の問題　蔵書の消毒法（上）
日比谷図書館館長今沢慈海（談）」

昭和2年9月7日
新聞切り抜き

126-077_079

（8）その他 126-078 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「読書界出版界　欧米
図書館行脚　（上）帝国図書館長
松本喜一」

昭和2年4月2日
新聞切り抜き

126-077_079

（8）その他 126-079 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「読書界出版界　欧米
図書館行脚　（下）帝国図書館長
松本喜一」

〔昭和2年〕
新聞切り抜き

126-077_079

（8）その他 126-080 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「読書週間来月1日か
ら」

10月31日
新聞切り抜き

126-080_085

（8）その他 126-081 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日々新聞〕「一日の閲覧者
上野の図書館　大田司書談」

12月22日
新聞切り抜き

126-080_085

（8）その他 126-082 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「紅葉照る霜月1日か
ら愈読書週間の催し　本社読売講堂
でも講演会」

10月25日
「最も精読された新刊書　帝国、日
比谷、大橋の三図書館調査」あり

新聞切り抜き
126-080_085

（8）その他 126-083 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「最も多く読まれた新
刊書」（2）

新聞切り抜き
126-080_085

（8）その他 126-084 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「最も多く読まれた新
刊書」（3）

新聞切り抜き
126-080_085

（8）その他 126-085 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「読書シーズンと市内図書館　図書
館週間と俳書展覧会等の催し」

新聞切り抜き
126-080_085

（8）その他 126-086 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔読売新聞〕「新たに出来る商工図
書館　府の御大礼記念事業　商工奨
励館の裏手に」「竣工した宮内省図
書寮」

8月25日
新聞切り抜き

126-086_090

（8）その他 126-087 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「珍籍の山を負って忙しい図書整理
来月3、4両日大講堂で図書館復興展
覧会」

新聞切り抜き
126-086_090

（8）その他 126-088 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「読書に現れた市民の思
想傾向　社会主義に対する批判書が
読まれて来たのは確に進歩　日比谷
図書館の調査」

新聞切り抜き
126-086_090

（8）その他 126-089 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「二十年を図書館発展に　日比谷の
館頭今沢氏　今秋表彰されん」

新聞切り抜き
126-086_090

（8）その他 126-090 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「東大図書館甦る　各国の寄贈書三
十万冊」

昭和3年12月1日
新聞切り抜き

126-086_090

（8）その他 126-091 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「図書館と世相　上野図書館長　松
本喜一」

昭和3年10月22日
新聞切り抜き

126-091_093

（8）その他 126-092 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京朝日新聞〕「新装成れる東大
図書館」

昭和3年11月26日
新聞切り抜き

126-091_093

（8）その他 126-093 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京朝日新聞〕「図書館の建築
地方小図書館への注意　東大助教授
岸田日出刀」

昭和3年11月26日
新聞切り抜き

126-091_093
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（8）その他 126-094 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京朝日新聞〕「現代文化の殿堂
新東大図書館　工費四百万円を投じ
て成る　毛利宮彦」

昭和3年11月26日
新聞切り抜き

126-094_095

（8）その他 126-095 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京朝日新聞〕「図書館から見た
最近の読書界　生活と思想の迷路に
立つ」

昭和3年11月26日
新聞切り抜き

126-094_095

（8）その他 126-096 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京朝日新聞〕「奨励されるべき
農村図書館について　日比谷図書館
頭　今沢慈海」

昭和3年11月26日 新聞切り抜き 126-096

（8）その他 126-097 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔読売新聞〕「読売文献賞の受賞者
発表　厳正なる一般投票に依る　栄
えある入選者　一等は無慮二十一万
四千票を得て「日本とは如何なる国
ぞ」入選」

昭和3年12月3日
新聞切り抜き 126-097_100

（8）その他 126-098 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「受賞者のことば「文
献賞」偶感　田中智学」

昭和3年12月3日 読売文献賞の受賞者所感
新聞切り抜き

126-097_100

（8）その他 126-099 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「恩賜賞と民衆賞
『日本紋章学』二重の光栄　沼田頼
輔」

昭和3年12月3日 読売文献賞の受賞者所感
新聞切り抜き

126-096_100

（8）その他 126-100 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「報いられた一研究
永見徳太郎」

昭和3年12月3日 読売文献賞の受賞者所感
新聞切り抜き

126-097_100

（8）その他 126-101 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「大衆文芸の将来に
輝しい光明が投げられた　平凡社
下中弥三郎」

昭和3年12月3日 読売文献賞の受賞者所感
新聞切り抜き

126-101_105

（8）その他 126-102 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「「権威」を書いた心
持　著者　後藤静香」

昭和3年12月3日 読売文献賞の受賞者所感
新聞切り抜き

126-101_105

（8）その他 126-103 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「児童の読み物は空想的
より実録へ　科学的の本も喜ばれる
教科書外のものも寧ろ奨励せよ　日
比谷図書館頭　今沢慈海氏語る」

昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-101_105

（8）その他 126-104 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「下町と山の手の図書館
と児童」

昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-101_105

（8）その他 126-105 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「子供雑誌の新年号いろ
いろ　日比谷図書館児童部の選定に
かかる物の中から」

昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-101_105

（8）その他 126-106 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「楽しい読書室　愛婦本
所隣保館内」

昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-106_108

（8）その他 126-107 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「労働者の家庭の子供は
どんな本を望むか　痛心に堪へない
活動写真の影響　愛国婦人会本所隣
保館　竹中主事の話」

昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-106_108

（8）その他 126-108 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「此頃の子供に乱読の弊　その力に
適応した健全な読物を撰べ　神田錦
華小学校長　後藤良平氏談」

新聞切り抜き
126-106_108

（8）その他 126-109 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読書標　第26号東京朝日新聞発
行〕「図書館見聞記　土岐善麿」

昭和3年11月15日
切り抜き

126-109_111

（8）その他 126-110 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔都新聞〕「図書館の窓から」 昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-109_111

（8）その他 126-111 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日々新聞〕「「読書週間」に
ついて　千葉亀雄」

昭和3年12月14日
新聞切り抜き

126-109_111

（8）その他 126-112 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「図書館へ来る婦人客
受験準備の婦人以外は実に少い」

昭和4年9月5日
新聞切り抜き

126-112_117

（8）その他 126-113 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔東京日々新聞〕「角笛　図書館」 昭和4年9月6日
新聞切り抜き

126-112_117

（8）その他 126-114 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「全集もの解約　円本お
断歓迎　小売業者から見た昨今の出
版界情勢」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-112_117
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（8）その他 126-115 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「労働者の読書は一に講
談、ニに小説　娯楽を読書に求むる
人々」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-112_117

（8）その他 126-116 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「児童専門の図書館　主
なる五ケ所その閲覧人員」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-112_117

（8）その他 126-117 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「工業図書館の新設備
外国工業雑誌の内容目録を調製」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-112_117

（8）その他 126-118 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔都新聞〕「写真説明」 昭和4年11月4日
駿河台図書館、帝大図書館玄関前、
京橋図書館全景、同館内部放射線の
自由閲覧書架

新聞切り抜き
126-118_119

（8）その他 126-119 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「近く出来揃ふ　市の三
図書館　京橋図書館の記念展　波多
野賢一」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-118_119

（8）その他 126-120 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「東洋一を誇る帝大の図
書館　七十五万巻の蔵書と建築美の
粋を集めて」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-120_121

（8）その他 126-121 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔都新聞〕「月曜よみもの読書の秋
読書のシーズン来る　さア何を読み
ませう　だんだん完備する図書館の
数　最も多く読まれる書物は何か」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-120_121

（8）その他 126-122 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「子供の読書をどう導き
ゆくか　先づ父兄の読書の浄化　日
比谷図書館児童室主任　小谷誠一」

昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-122_124

（8）その他 126-123 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔都新聞〕「珍しい貸本屋」 昭和4年11月4日
新聞切り抜き

126-122_124

（8）その他 126-124 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「写真説明」（『都新
聞』切り抜き）

昭和4年11月4日
本所愛国婦人会隣保館にての児童の
読書、深川図書館にての労働者の読
書

新聞切り抜き
126-122_124

（8）その他 126-125 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔報知新聞　夕版〕「素晴らしい駿
河台図書館」

昭和5年2月15日
新聞切り抜き

126-125_126

（8）その他 126-126 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「又も掘り出し物　一ツ橋図書館の
移転するニコライ堂下の工事中に横
穴から土器が沢山」

〔昭和5年〕
新聞切り抜き

126-125_126

（8）その他 126-127 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔国民新聞夕版〕「けふの写真」 昭和5年2月15日
駿河台図書館内部、トップライト設
置が特徴

新聞切り抜き
126-127_129

（8）その他 126-128 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「学生街の中心に　工
費四十万円の復興図書館　設備は空
前の現代式」

昭和5年2月25日
新聞切り抜き

126-127_129

（8）その他 126-129 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日々新聞〕「駿河台図書館1
日から公開」

昭和5年2月27日
新聞切り抜き

126-127_129

（8）その他 126-130 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「日活新映画紹介（4）謎の人形
師」

〔昭和5年〕
昭和5年2月26日駿河台図書館開館講
演会にて上演する映画

新聞切り抜き
126-130

（8）その他 126-131 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔駿河台図書館落成式招待状〕 昭和5年2月26日 和田万吉
堀切善次郎（東京
市長）

はがき 126-131

（8）その他 126-132 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔時事新報　夕版〕「大不平小不平
図書館が汚い」

昭和5年3月23日 駿河台図書館主任の回答掲載
新聞切り抜き

126-132_134

（8）その他 126-133 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔神田分論〕〔投書欄　駿河台図書
館での居眠りは注意すべき〕

昭和5年8月1日
切り抜き

126-132_134

（8）その他 126-134 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔館外貸出規程の通知〕 昭和6年3月1日 市立駿河台図書館 文書 126-132_134

（8）その他 126-135 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
世界的権威ライブラリ・ビウロウ製
銅鉄製書架

三井物産株式会社
機械部陳列所

駿河台図書館の書架写真他

パンフレット
「1930年5月9日、日本図書館協会総会ヲ
本館講堂デ開催ノ際、三井物産会ガ会員
ニ配布センモノ」と書き込みあり
また、駿河台の書架の影に写る人物につ
いて「此人物ハ当時ノ館員宇田川玄平氏
ナリ」と書き込みあり

126-135
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（8）その他 126-136 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「篤学者の楽園　新築の駿河台図書
館」

新聞切り抜き
126-136

（8）その他 126-137 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日々新聞〕「角笛　図書館の
改善」

昭和5年1月13日
新聞切り抜き

126-137_139

（8）その他 126-138 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日々新聞〕「図書文化祭　博
報堂記念事業として我国最初の企
て」

昭和5年6月20日
新聞切り抜き

126-137_139

（8）その他 126-139 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔東京日々新聞〕「図書館新風景
悲しい新使命　失業者の安息所　朝
から晩まで食事もせず　職業欄に
『無職』の二字」

昭和5年6月30日
新聞切り抜き

126-137_139

（8）その他 126-140 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
講演と映画の会　図書文化祭の第3
日

昭和5年7月4日
東京市・内外通信
社博報堂

プログラム　裏面 チラシ 126-140_141

（8）その他 126-141 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
講演と映画の会　図書文化祭の第3
日

昭和5年7月4日
東京市・内外通信
社博報堂

プログラム　表面 チラシ 126-140_141

（8）その他 126-142 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 書物供養の夕　図書文化祭 昭和5年7月3日
東京市・内外通信
社博報堂

プログラム、入場券　表面 チケット 126-142_144

（8）その他 126-143 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 書物供養の夕　図書文化祭 昭和5年7月3日
東京市・内外通信
社博報堂

プログラム、入場券　表面 チケット 126-142_144

（8）その他 126-144 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 図書文化祭 昭和5年7月2～6日
東京市・内外通信
社博報堂

プログラム チラシ 126-142_144

（8）その他 126-145 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
市立図書館の緑陰読書運動　キヤン
プライブラリ

昭和5年7月5日、6
日

東京市・内外通信
社博報堂・市立日
比谷・三田・麻
布・氷川図書館

日比谷公園内旧音楽堂、芝公園内東
照宮横広場での開催案内

チラシ 126-145_146

（8）その他 126-146 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 キヤンプ図書館開設
昭和5年7月5日、6
日

中和図書館・本所
図書館・深川図書
館・月島図書館

錦糸公園、深川公園での開催案内 チラシ 126-145_146

（8）その他 126-147 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 キャンプ図書館
昭和5年7月5日、6
日

東京市・内外通信
社博報堂

上野公園、浅草公園での開催案内 チラシ 126-147_148

（8）その他 126-148 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
最も新らしい試み　キヤンプ図書館
一度ご利用ください

昭和5年7月5日
京橋図書館・日本
橋図書館・両国図
書館

浜町公園での開催案内 チラシ 126-147_148

（8）その他 126-149 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 図書文化祭 昭和5年7月2～6日
東京市・内外通信
社博報堂

チラシ 126-149

（8）その他 126-150 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 東京市立図書館図書帯出申込票 〔昭和5年7月〕
リーフレット
「1930年7月5日6日「キャンプ図書館」入
場者二渡シタモノ　裏」と書き込みあり

126-150_151

（9）その他 126-151 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年13月
家庭に関する図書百種　‐茶の間文
庫‐

〔昭和5年7月〕
リーフレット
「1930年7月5日6日「キャンプ図書館」入
場者二渡シタモノ　表」と書き込みあり

126-150_151

（8）その他 126-152 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「代々木図書館の開
設」

昭和5年10月1日 新聞切り抜き 126-152_157

（8）その他 126-153 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月

〔読売新聞〕「図書館に現はれた暗
い世相　食はんが為の本を漁る女
家事家政は殆ど読まれず　子供は科
学を喜ぶ」

昭和5年10月1日
新聞切り抜き

126-152_157

（8）その他 126-154 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔時事新報〕「市の事業を御参観下
さい　自治記念日に公開」

昭和5年9月29日
新聞切り抜き

126-152_157

（8）その他 126-155 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔大連新聞〕「図書館で紅茶まで用
意　読書子を待つ　新設ホール小集
会に開放　当局者利用を希望する」

昭和5年10月2日
新聞切り抜き

126-152_157

（8）その他 126-156 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 〔読売新聞〕「天理図書館の落成」 昭和5年10月18日
新聞切り抜き

126-152_157
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（8）その他 126-157 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔都新聞〕「読者と記者　両国図書
館へ　閲覧者の取り締まり

昭和5年10月16日
新聞切り抜き

126-152_157

（8）その他 126-158 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 図書館利用実例募集 〔昭和5年〕10月 東京市立図書館
読書週間に合わせ図書館活用実話を
募集

チラシ 126-158_159

（8）その他 126-159 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「今世界各国図書館は
どれだけの蔵書を持つか」

昭和5年10月16日
新聞切り抜き

126-158_159

（8）その他 126-160 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 読まれた本と売れた本 昭和5年11月
財団法人　大橋図
書館

東京堂、三省堂、富山房、丸善、厳
松堂への調査結果

リ－フレット 126-160_161

（8）その他 126-161 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 図書館週間
昭和5年11月7日～9
日

日本図書館協会 しおり 126-160_161

（8）その他 126-162 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔東京日日新聞〕「日比谷図書館頭
更迭」

昭和5年3月29日
新聞切り抜き

136-162

（8）その他 126-163 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「読書に関する調査　昭和5年読書
週間発表」

昭和5年 三省堂書店

「最もよく読まれた新刊図書百五十
種　東京市立図書館調査」、「精読
された図書五九種　東京地日比谷図
書館調査」、「児童物五十種　東京
市日比谷図書館選」

リーフレット 126-163

（8）その他 126-164 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「図書館と自分と
（上）日比谷の二十三年を顧みて
今沢慈海」

昭和6年4月9日
新聞切り抜き

126-164_165

（8）その他 126-165 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「図書館と自分と
（中）日比谷の二十三年を顧みて
今沢慈海」

新聞切り抜き
126-164_165

（8）その他 126-166 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 「焚書」 昭和8年6月18日
新聞切り抜き

126-166_168

（8）その他 126-167 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 「ナチスの焚書」
新聞切り抜き

126-166_168

（8）その他 126-168 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
「随筆　読書と警察官　大行橋図書
館員生」

新聞切り抜き
126-166_168

（8）その他 126-169 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 東京市立駿河台図書館新築概要 昭和5年2月26日
リーフレット
落成式に記念品と共に来賓者に贈呈した
もの

126-169

（8）その他 126-170 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月 東京市立駿河台図書館落成式次第 昭和5年2月26日
リーフレット
落成式に招待者に記念品（書籍型置煙草
入）に添付したもの

126-170

（8）その他 126-171 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「今年の〝良書　ベス
ト・テン〟決る　児童への関心高ま
る　群小出版社物姿を消す」

昭和25年12月25日 一般書１位　波多野勤子『少年期』
新聞切り抜き

126-171_172

（8）その他 126-172 一般図書館切抜帳 大正13年10月～昭和25年12月
〔読売新聞〕「今年の文壇　名作十
篇」

昭和25年12月11日
新聞切り抜き

126-171_172

（8）その他 127 図書館設立ニ関スル記録 駿河台図書館 〔東京市立駿河台図書館沿革草稿〕 封筒あり 127

（8）その他 128-001
〔「東京市駿河台図書館復興
建築工事竣工式典」式辞〕

昭和5年2月26日 式辞 昭和5年2月26日
堀切善次郎（東京
市長）

封筒あり、継ぎ目はがれ 128-001

（8）その他 128-002
〔「東京市駿河台図書館復興
建築工事竣工式典」式辞〕

昭和5年2月27日 祝辞 昭和5年2月26日
田中隆三（文部大
臣）

包紙あり 128-002

（8）その他 128-003
〔「東京市駿河台図書館復興
建築工事竣工式典」式辞〕

昭和5年2月28日 祝辞 昭和5年2月26日
牛塚虎太郎（東京
府知事）

封筒あり、継ぎ目はがれ 128-003

（8）その他 128-004
〔「東京市駿河台図書館復興
建築工事竣工式典」式辞〕

昭和5年3月1日 祝辞 昭和5年2月26日
柳沢保恵（東京市
会議長）

包紙あり 128-004

（8）その他 128-005
〔「東京市駿河台図書館復興
建築工事竣工式典」式辞〕

昭和5年3月2日 祝辞 昭和5年2月26日
白鳥徳之助（東京
市神田区長）

封筒あり 128-005

（8）その他 128-006
〔「東京市駿河台図書館復興
建築工事竣工式典」式辞〕

昭和5年3月3日 工事報告 昭和5年2月26日
近新三郎（東京市
土木局長）

建築上の特徴に言及 封筒あり 128-006

（8）その他 129-001
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔外観〕 昭和5年8月14日
東京市建築課写真
掛

玄関を中心に斜め上から撮影 129-001
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（8）その他 129-002
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔外観〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

玄関を中心に正面から撮影 129-002

（8）その他 129-003
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔外観〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

全景 129-003

（8）その他 129-004
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔外観〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

窓を中心に
「駿河台図書館　昭和5年8月14日写　東
京市建築課写真掛」と記載あり

129-004

（8）その他 129-005
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔一般閲覧室〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-005

（8）その他 129-006
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔目録室〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-006

（8）その他 129-007
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔ロッカー室〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-007

（8）その他 129-008
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔児童閲覧室〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-008

（8）その他 129-009
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔新聞雑誌閲覧室〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-009

（8）その他 129-010
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔入口から見た館内〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-010

（8）その他 129-011
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年8月14日 〔公開書庫入口〕
〔昭和5年8月14
日〕

東京市建築課写真
掛

129-011

（8）その他 129-012
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年11月 〔児童閲覧室〕 昭和5年11月
「昭和5年11月」と裏書きあり
129-001～011と一緒に保管されていた

129-012

（8）その他 129-013
〔写真　駿河台図書館　外観
＋内観〕

昭和5年11月 〔読書週間の書架とポスター〕 昭和5年11月

「5.11読書週間」と裏書きあり
129-001～001と一緒に保管されていた
が、駿河台図書館の館内ではない可能性
がある

129-013

（8）その他 130-001
〔写真　駿河台図書館　外
観〕

昭和5年9月1日 駿河台図書館全景 昭和5年9月1日 全景 収納フォルダあり 130-001

（8）その他 130-002
〔写真　駿河台図書館　外
観〕

昭和5年9月1日 〔外観〕 昭和5年9月1日 玄関 「武井守城」と裏書きあり 130-002

（8）その他 130-003
〔写真　駿河台図書館　外
観〕

昭和5年9月1日 〔外観〕 昭和5年9月1日 看板
厚紙に貼付されており「寺島武夫四席
（入賞）」と裏書あり

130-003

（8）その他 131-001 〔閲覧券交付所ポスター〕 〔昭和12年〕 閲覧券交付所 〔昭和12年〕 〔駿河台図書館〕
ポスター
手書き、両面使用、茶紙に黒字、1回券10
銭時代のもの。

131-001

（8）その他 131-002 〔閲覧券交付所ポスター〕 閲覧券交付所 〔駿河台図書館〕 手書き、墨書、1回券10銭時代のもの。 131-002

（8）その他 131-003 〔閲覧券交付所ポスター〕 閲覧券交付所 〔昭和23年10月〕 〔駿河台図書館〕
手書き、黒紙に白文字。１回券5円の時代
のもの。

131-003

（8）その他 131-004 〔閲覧券交付所ポスター〕 閲覧券交付所 〔昭和24年8月〕 〔駿河台図書館〕
手書き、黒紙に白文字。１回券8円の時代
のもの。

131-004

（8）その他 132 出勤簿　昭和19年 駿河台図書館 132

（8）その他 133 移転に関する書類 昭和30年 駿河台図書館 備品の確認等からなる 133

（8）その他 134 館舎施設に関する綴 昭和21年～昭和33年 駿河台図書館 営繕の契約書等からなる 134

（8）その他 135
東京市立図書館秋葉原駅貸出
文庫写真

１葉 135

（8）その他 136 東京市立駿河台図書館案内 昭和7年 駿河台図書館 平成28年1月に日本図書館協会から寄贈 136

（8）その他 137 千代田図書館児童図書閲覧票 千代田図書館 137
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