
徳島大学附属図書館　喜田貞吉関係資料一覧（原稿等の部）

区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

A 太平記に見えたる元弘元一建武元年に至る勤

王家湊川神社調査書ノ抄録

喜田新六箋 A1

（270件） 元弘元一建武元ニ功績アルモソノ事蹟アル

人々

喜田新六箋 A2

徳川時代商業叢書 喜田新六箋 D32

令制に於ける国の等級 喜田新六箋 D44

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

1/7

K11

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

2/7

K12

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

3/7

K13

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

4/7

K14

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

5/7

K15

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

6/7

K16

（元弘年間関係メモ） 喜田新六箋

7/7

K17

（原稿） 喜田新六箋 M16

大正十二年五月五日起稿村上専精先生に送る

文の控　謹んで村上先生に呈す

喜田貞吉 大正12 1923 A3

通俗日本農業史話（三） 齊東野人 教育農芸 I50

豊葦原の瑞穂国　─通俗日本農業史話（四）

─

齊東野人 教育農芸12

月号

昭和11 1936 I51

狩猟時代から農業時代へ　通俗日本農業史話

八

齊東野人 （教育農芸

月号）

昭和12 1937 G18

狩猟時代から農業時代へ（下）　（校正刷及

び原稿）　通俗日本農業史話九

齊東野人 （教育農芸

五月号）

A22

狩猟時代から農業時代へ（下）　通俗日本農

業史話九

齊東野人 （教育農芸

五月号）

A23

韓人池と所謂石器時代の農業（通俗日本農業

史話十一）

齊東野人 教育農芸 昭和12 1937 I60

検地の沿革　通俗日本農業史話十六 齊東野人 （教育農芸

十二月号）

昭和12 1937 A20

土地均一制度の崩壊　通俗日本農業史話十八 齊東野人 （教育農芸

月号）

昭和12 1937 A21

土地均一制度の崩壊（初校）　（通俗日本農

業史話十八）

齊東野人 教育農芸 G27

庄園の発生（通俗日本農業史話二十） 齊東野人 教育農芸 昭和13 1938 I61

半世紀前の或る農村風景　（上）　（通俗日

本農業史話　番外）

齊東野人 昭和13 1938 G26

日本民族論　日本民族の構成2/3 喜田氏 （31−61） A25

日本民族論　日本民族の構成2/3 喜田氏 （63−95） A24

武士道と日本魂（中） 喜田貞吉 （歴史地理

十二月号）

A26

（武士道と日本魂） A27

（誕辰状） 昭和3 1938 A28

池尻と池上　（校正刷） 齊東野人 （歴史地理

五月号）

A29

池尻と池上 齊東野人 （歴史地理

五月号）

A30

源頼朝奥州役後の処方と「みちのく」の蝦夷 喜田貞吉 （歴史地理

五月号）

A31
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

所謂堀立柱根と土居桁式建築 喜田貞吉 （歴史地理

四月号）

A32

所謂石器時代の農業に就いて 喜田貞吉 昭和12 1937 A33

蝦夷編年史料（三） （東北文化

研究　第一

巻第六号）

昭和4 1929 A34

東北文化研究第一巻第六号　（校正刷及び原

稿）

昭和4 1929 A35

東北文化研究第一巻総目次 （東北文化

研究　第一

巻第六号）

昭和4 1929 A36

東北文化研究一巻六号目次 昭和4 1929 G14

蝦夷編年史料三　校正刷 （東北文化

研究一巻六

号）

G15

（蝦夷編年史料三） （東北文化

研究一巻六

号）

昭和4 1929 G16

蝦夷志料（一） A37

六十年の回顧 C1

第二回原稿　日向国史第一冊第一編太古史ノ

一

C7

第二回原稿　日向国史第二冊太古史ノ二 C6

第二回原稿　日向国史第三冊第一編太古史ノ

三

C5

第二回原稿　日向国史稿本一第二編上古史第

四冊

C4

第二回原稿　日向国史稿本第五冊第二編上古

史ノ二

C3

第二回稿本　日向国史稿本第六冊第二編上古

史ノ三

C2

日向国史 I47

昭十五.夢殿　日本紀に見ゆる法隆寺 喜田貞吉 C8

（書付） 末尾に小宅氏系

譜とあるほかは

白紙

D1

（日記及び史料抜粋） 明治38 1905 D5

（史料索引） D6

（満済准后日記） D7

原稿（三八､十一､二十五）　歴史教授法の一

班

明治38 1905 D8

稲葉正縄文書 D9

有馬城墟の一夜 D10

古氏族分布研究史料 D11

非人研究資料 D12

（表）土蜘蛛に関する伝説に就いて　（裏）

（幕末関係論文原稿）

D13

（文献目録） 史学会原稿用紙 D17

（文献目録） D18

秋田實季消息 昭和元 1926 D19

（五､社会組織と他の人文との関係） D21

本州に於ける蝦夷の末路 D22

上代の国防 （歴史地理

63巻5号）

昭和9 1934 D23

継体以下天皇皇位継承に関する疑問 喜田貞吉 D25

はしがき　此の書を読む児童たちへ D26
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

この書を見られる児童の先生や父母の方々に 喜田貞吉 日本児童文

庫　日本歴

史物語

昭和3 1928 D33

大宝令職員表　蝦夷討伐の歴史に就て 張り付いている D27

烝證雑録巻二ほか 張り付いている D28

烝證雑録巻三 D59

（史料抜粋ほか） 張り付いている D29

日本民族史概説 風俗史講座 D30

日本民族史概説（断片3種） 喜田貞吉 風俗史講座 D31

日本民族史概説 喜田貞吉 風俗史講座 D51

日本民族史概説 喜田貞吉 風俗史講座 D52

日本民族史概説 喜田貞吉 風俗史講座 D53

日本民族史概説 喜田貞吉 風俗史講座 D54

日本民族史概説 喜田貞吉 風俗史講座 G19

日本民族史概説 喜田貞吉 風俗史講座 M44

（日本歴史地理） 地理学講座 D34

齋東史話目次 D37

（齋東史話　百一〜百十） D38

齋東史話　三〜五 齊東野人 D39

齋東史話　目次・自序 齊東野人 昭和10 1935 D40

齋東史話　自序 齊東野人 昭和10 1935 D41

著者の言葉（齊東史話） F28

（齊東史話ほか） F32

（齊東史話） H35

奥羽地方に於ける夷地狄地の存在（下） 喜田貞吉 D42

奥羽地方に於ける夷地狄地の存在（下）

（校正刷）

喜田貞吉 歴史地理63

巻4号

D43

八坂瓊之曲玉考（校正刷） 喜田貞吉 歴史地理60

巻1号

D45

浄土宗史研究序 昭和12 1937 D46

日本民族の起源に就いて D47

著名寺院表 D49

著名神社表 D50

（第四節　米国の要請に対する幕閣の態度と

国論の帰趨

D56

（幕末大名武士の窮乏） M45

八坂瓊之曲玉考 喜田貞吉 昭和7 1932 D58

福神研究　道祖神の教育を補って序言に代ふ 喜田貞吉 昭和10 1935 D60

藤原京に就いて 喜田貞吉 D62

銅鐸民族研究の一断片 喜田貞吉 考古学雑誌 D63

西大寺三宝料田園目録　　興福寺資財帳 （歴史地理

三巻五・六

号）

（歴史地理

四巻五・六

号）

D77

佐倉宗吾一件 E1

七月四日　敬礼の民衆化 E4

素人の疑問　（時代と宗教） 齊東野人 E5

法隆寺五重塔心柱下の空洞に就いて 喜田貞吉 E6

素人の疑問　（神社と祭神） 齊東野人 E7

素人の疑問　（王法為本の気風） 齊東野人 E8

素人の疑問　（書き損じ） E9

素人の疑問 齊東野人 F37

素人の疑問 齊東野人 F38

ハフリ考 E10

無姓の百姓 E11

無姓の百姓 史林 昭和4 1929 M38
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

（東北歴史年表） E14

（后妃等書上） E15

日本国現報善悪霊異記 E16

山民マタギの研究（三） 喜田貞吉 E17

古代ノ兵庫及附近ノ沿革（要旨） 大正8 1919 E18

仁徳天皇「高き崖」の御製（余白録） E19

弥生式土器と石器時代（余白録） E20

学徒の本末争ひ（余白録） E21

第一回大名領地沿革調査報告書 喜田貞吉 大正7 1918 E22

第三回大名領地調査報告書 G45

第二回大名領地沿革調査報告書 G46

史話 E23

秘密を持るものゝ苦痛 E24

（法制関係史料抜粋ほか） E25

（歴史地理原稿綴） 喜田貞吉「遠江

国濱名湖口の沿

革」収録

E26

（考古学調査要領） E27

後淡海宮御宇天皇論　上 喜田貞吉 大正11 1922 E28

史籍解題 E29

恭仁遷都考　（大養徳恭仁大宮） 喜田貞吉 E31

中臣習宜阿曽麿（校正刷） 喜田貞吉 中央史壇

大正10.5

大正10 1921 E33

聖徳太子の奇蹟（校正刷） 喜田貞吉 聖徳太子論

纂

E34

日本読史地図短評 喜田貞吉 史学雑誌八.

三.九-二

E35

払田本楯の柵址と華夷勢力の消長 喜田貞吉 昭和6 1931 E36

東北文化研究第一巻第五号（目次等原稿） 昭和4 1929 E37

（蝦夷関係） F3

藤原保則伝 F4

解説　盾形埴輪と久米部 F5

八月二十二日水　津軽領分内の蝦夷記事 F7

賤民概説 喜田貞吉 F8

東北文化研究六号目次 F9

（封筒） 　写真　日本古

建築の精華の後

に　国栖の名義

特殊部落区別撤

廃の急務　風俗

沿革図説の発行

を聞いて　出雲

民族より見たる

日本建国史　弘

文天皇と天武天

皇との取りちが

へ　＋（各種史

料抄出など）

F11

（武将家系史料等書上） F12

不均一なる能力の児童を均一に帰せしめよ F14

（封筒） 各種原稿・校正

刷

F15

（加賀・能登・越中地誌） F17

（史料関係覚書） F19

沿海紀聞三十五抄出 F20
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

書きかけ原稿 袴　生殖器崇拝

といふ事と道祖

神の研究　日本

地理の沿革　壬

生狂言と大念仏

日蓮聖人遺文集

問題に就いて

上古史概説

F22

鳥居の新研究 喜田貞吉 文化3（11） 昭和11 1936 F24

鳥居の新研究 文化3（11） 昭和11 1936 M15

（図書目録） F25

弘法大師の入定説に就いて 史林5巻2号 大正9 1920 F26

日本都制と藤原京 喜田貞吉 F27

（契約書） F29

小林康彦に遣はすの書 F34

昭和十.三.十四　小林康彦につかはす箇条書 昭和10 1935 F35

坪井先生の追憶 喜田貞吉 F36

三高史学同好会に望む 喜田貞吉 F39

研究報告書（第五回） 喜田貞吉 F40

藤原京再考 喜田貞吉 F41

森本六角君の追憶 喜田貞吉 F42

藤原宮と藤原京とに就いて 喜田貞吉 F43

附録　野馬台詩起并起原 G5

大和国古都略記図 G7

帝都考　大和国部 北浦定政 G8

神武天皇御陵考　畝火山図添 G9

河内御陵略記并略図 G10

応永廿五年戊戌九月日　　春日若宮御社領大

和国葛上郡西東御庄

G11

（日記・世態雑観） 明治38 1905 G20

精神科学奨励金交付申請書 G22

（四天王寺五重塔の魅か） G23

「四天王寺五重塔の謎」補遺 喜田貞吉 G24

四天王寺五重塔の謎 喜田貞吉 G25

武士道と日本魂（二） 喜田貞吉 G28

武士道と日本魂（二） 喜田貞吉 G29

武士道と日本魂（上） 喜田貞吉 （歴史地理

正月号）

G48

素人と玄人（初校）ほか 齊東野人 歴史地理 G30

素人と玄人 齊東野人 G51

所謂堀立柱根と土居桁式建築　（再考） 喜田貞吉 歴史地理 G31

所謂堀立柱根と土居桁式建築　（初校） 喜田貞吉 歴史地理 G32

津軽蝦夷考 G33

「愚禿」といふ事　ー村上先生の愚禿草を拝

見してー

齊東野人 G34

アイヌの熊祭実演映写 G35

広告文の趣意 G37

笠井藍水編　新編阿波志序 昭和3 1929 G38

東北文化研究　第二巻第五号 G39

（書付） G40

源頼朝の奥羽平定と津軽　ー安東氏の研究の

二ー

喜田貞吉 G43

民族と歴史　第七巻第一号　（表紙原稿） 大正11 1922 G47

（コラム目録） 学窓日誌等 H30

阿波国徴古雑抄　その1 H41

阿波国徴古雑抄　その2 H42

三たび薬師寺東塔の建築年代に就いて 喜田貞吉 夢殿論誌5巻 昭和7 1932 I6

（辞典原稿か） I30
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

第弐章　沿革一　（第二集） I31

高橋関野両君の槨と壙との説に就て 考古学雑誌6

巻12号

大正5 1916 I32

多武峯墓に就いて谷井氏に答ふ 考古学雑誌6

巻5号

大正5 1916 I33

（原稿等） 随筆日録　鹿嶋

閑人　歴史地理

62巻2号校正刷

ほか　　裏面に

喜田自身の病状

等について記さ

れた原稿あり

I35

（抜粋） I37

維新後被贈官位姓名一覧表 I39

読続紀 I40

読史のまにまに乙 I44

読史のまにまに甲 I45

（封筒） 位階制の変遷に

ついて

I46

足立康君の薬師寺に関する新研究を読む 考古学雑誌

21巻4号

I53

読史百話　一 明治45 1912 I65

読史百話　二 I66

読史百話　三 I67

読史百話　四 I68

読史百話　五 J31

読史百話　六 J32

読史百話　七 J33

帝都論纂　浄写の分 I69

内藤政恒君卒業論文所載古代寺院表 I71

古代ノ部族 I75

阿波の古墳墓に関する笠井君の再駁文に就い

て

考古学雑誌5

巻11号

大正4 1915 J22

再び古墳墓の年代に就いて　　附棺槨の意義

に就いて　　高橋君の評言に答ふ

考古学雑誌4

巻10号

大正3 1914 J23

国分寺の創設と東大寺の草創 （京大）考

古学論叢

昭和十二年

秋季号

昭和12 1937 J25

古墳墓の年代に就いて　高橋健自君の評論に

答ふ

考古学雑誌4

巻8号

大正3 1914 J29

（文献目録） J30

三省堂百科　日本歴史 J35

国司制之変遷 喜田貞吉 史学雑誌8-1

〜4

J36

（第九編　徳川時代史） K7

（史料稿本） K10

（薬師寺関係） M2

（条里制関係） M3

（調査記録） M4

（山窩関係） M5

（長谷寺関係） M6

（原稿断簡） M7

先住民族の生活 （郷土読

本）

M8

（書付） M9

（出土品スケッチ） M10

（書付） M11
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

（凡例） 喜田貞吉

杉山寿栄男

日本石器時

代植物性遺

物図録

昭和6 1931 M12

「伝説の旭川及某附近」の再版を聞いて 喜田貞吉 昭和6 1931 M13

（原稿断簡） （齊東野

人）

M17

（原稿） 昭和11 1936 M18

（学窓日誌か） M19

（古代史関係） M20

（女性史関係） M21

（農業史関係） M22

（シシとは肉の古語） M24

（史料集稿本） M25

（史料抜粋等） M26

喜連川判鑑要目 M27

（史料抜粋） M28

（史料抜粋） M29

（史料抜粋） M30

（氏族別史料抜粋等） M31

（史料抜粋） M32

（テーマ別史料抜粋） M33

古代の村落 M35

古代ノ制度 M36

奴婢賤民 M37

（学窓日誌） M39

（歴史理論関係） M40

（蝦夷関係） M41

「サンカ」の名義 喜田貞吉 M42

（蝦夷関係） （東北文化

研究）

M43

東北方言の矯正といふ事に就て 東北文化研

究

M46

学窓日誌 喜田貞吉 （東北文化

研究）

M49

（原稿断簡） M50

（原稿） M57

B 八月十五日　歴史地理学　喜田貞吉君 A4

（34件） 文学博士喜田貞吉君講演　歴史地理学一班

明治四十二年十月二十五日於華族会館火曜会

明治42 1909 A7

歴史地理　文学士喜田貞吉君講話 A43

日本地理講義　喜田貞吉講述 明治33 1900 F23

（講演録） A13

上代の帝都　文学博士喜田貞吉君講演　（京

都大学夏季講演会に於て）

A5

文学博士喜田貞吉君述　古墳と横穴 E30

十二月六日修文館（第一回）　文学博士喜田

貞吉君述

A42

大正十年一月二十三日京都帝国大学文科特別

研究室にて喜田博士の講義

大正11 1922 M23

喜田文学博士述　地理講義第三回 A9

文学博士喜田貞吉君述　地理講義第四回 A8

喜田文学博士　地理学とは何ぞや第一回

（下関講演会）

A38

下関講習会七月二十二日　喜田文学博士講演

第二回

A10
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

文学博士喜田貞吉君述　行政区画沿革一般

（通俗講談会）

山本和吉 明治42

講話

明治43

持参

1909

講話

1910

持参

A41

文学博士喜田貞吉君述　行政区画沿革一般

（続き）

A40

朝鮮歴史講義　文学博士喜田貞吉君述 I49

喜田博士講演　朝鮮地理及歴史第一回 I48

喜田博士　朝鮮・歴史及地理第三回ノ上 A11

喜田博士続　三回の下 F13

喜田博士　演説　四回上

喜田博士述　朝鮮の歴史と地理　第四回下

第五回

F10

文学博士喜田貞吉氏　社会史上より見たる浄

土教の発達　一　布教講習会

G44

文学博士喜田貞吉氏　社会史上より見たる浄

土教の発達　二　　布教講習会

G12

本邦古代史管見（第一日） F16

本邦古代史管見（第二日） I41

本邦古代史管見（第三日） I43

本邦古代史管見（第四日） I42

米子講演会筆録　山陰地方の古代　（上）

喜田貞吉演

J28

米子講演会筆記　山陰地方の古代　（下）

喜田貞吉演

J27

融和問題に関する歴史的考察　喜田貞吉述 A39

特殊部落問題　文学博士喜田貞吉君講演 F18

特殊部落区別撤廃の要　文学博士喜田貞吉述 （日本魂四

巻十一号）

大正8 1919 G13

歴史上より見たる差別撤廃問題　（講演録原

稿）

G52

所謂特殊部落と仏教　第二日目　文学博士喜

田氏

K1

C （古代史） 大正3 1914 B1

（75件） 藩政一覧表 B2

京大日本古代史講義四 大正3 1914 B3

国史概説 大正2 1913 B4

（古代史） 大正3 1914 B5

国史地理三　（行政区画） B6

古代史　（日本民族概説） B7

日本考古学 1933 B8

京都帝国大学文科大学日本古代史講義一 1912 B9

（国史地理講義） B10

国史地理講義 B11

江戸時代史 中村助教授 D64

（古代史） D65

（天正以降各国沿革） D66

（歴史地理関係） D67

（第四編　平城京外の条里） D68

（第四章　帝都都城の沿革ほか） D69

（地理歴史関係） D70

（交通史関係編年史料抜粋） D71

国史地理講義 大正3 1914 D72

教育学概論 D73

西洋中世史 山中講師 D74

西洋史概説 齊藤教授 D75

東洋史概説 D76

（ノート断簡） E2
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

政治地理学　巻之一 E3

征夷地理考 F2

藤原京　平城京内諸寺の敷地 G6

雑料 H2

日本憲法　　藩政ノ研究　　大名ノ生活

氏族雑媛研究資料　日本紀書ぬき

H3

（史料写し） H4

（史料抜き書き） H5

（古代史）　一五〜一六 H25

（古代史）　一七〜二七 H8

（古代史）　二八〜三十六 H7

（古代史）　三十七 H6

国史地理概説二 H9

倭人考　（未定稿） H10

（歴史地理） H11

国史地理講義稿　第一 H12

考古史話 H14

（年表） H15

鎌倉時代史　星野教授講 H16

日誌索引 H17

（随筆） H18

（天皇陵関係史料抜粋） H19

国史地理講義稿　四 H20

古代史稿　一 大正3 1914 H21

大正九一十年度京大国史特殊講義 H22

古代史講義稿　奈良朝補 H23

（神社一覧） H24

社会資料索引 H26

国史地理概説 明治42

大正6

〜7

1909

1917

〜

1918

H27

日向年表 H28

津軽家系図 H29

姓氏録考証　　清正資料 H31

（西洋史） H32

（数学） H33

（漢文） H34

史料 H36

日本古代史講義　二 大正元 1912 H38

日本古代史講義　三 大正元

〜大正

2

1912

〜

1913

H37

江戸史料 はさみこみあり H39

雑抄　一 H40

（手帳） I2

（手帳） I3

地名の話 I55

大宝以来外交文学政治の沿革 J26

人文地理概説　山崎　　日本地理概説　原 K2

（ノート） K3

考古学　喜田博士 法文学部

泉山コト

K4

国史地理学　大正元年度京大講 大正元 1912 K5

国史地理概説 K6

（書籍等メモ） M52

（メモ） M53
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

D 第五回夏期講演会招待状発送名簿 （日本地理

歴史学会）

ハガキ､名刺は

さみこみあり

D20

（24件） （日本歴史地理研究会　名簿） G42

（日本歴史地理学会　会員帳簿） 大正3 1914 G50

（出納帳） 日本歴史地

理学会

大正8

〜大正

11

1919

〜

1922

I4

（会費納入記録） 大正9

〜大正

10

1920

〜

1921

J1

（会費納入記録） J2

（出納簿） 大正3

〜大正

4

1914

〜

1915

J3

（会費納入記録） 大正5

〜大正

6

1916

〜

1917

J4

（会務記録） 明治32

〜明治

41

1899

〜

1908

J5

大正三年度会員会費記入簿 日本歴史地

理学会

J6

日本歴史地理学会蔵書目録 J7

明治三十五年一月改正　日本歴史地理研究会

会員名簿

J8

明治丗六年九月一日改正　会員名簿 日本歴史地

理研究会

J9

明治四十二年度　会費領収簿 日本歴史地

理研究会

J10

明治四十五年度　会員会費簿 日本歴史地

理学会

J11

明治四拾壱年度　会費領収簿 日本歴史地

理学会

J12

⃞年度　（日本歴史地理）研究会会員領収簿 J13

（受贈図書目録） 日本歴史地

理学会

J14

（出納簿） J15

（会費納入記録） J16

明治四十一年度　会員名簿　附会費領収明細

簿

明治41 1908 J17

（会費納入記録） 大正7

〜大正

10

1918

〜

1921

J18

（会費納入記録） J19

（東北文化研究購読名簿） H13

E 昭和五年国史学科修学旅行日程ほか 昭和5 1930 A6

（100件） 蝦夷の大和民族化　（下） 橋本實 （

五号）

A12

東方学報京都第三冊　東方文化学院京都研究

所

福田富貴夫 （歴史地理

六号）

昭和8 1933 A14

還暦記念六十年の回顧　喜田貞吉編 花見朔巳 （歴史地理

六号）

昭和8 1933 A15

校訂　馬淵・宣長訓古事記神代巻 小嶋鉦作 （歴史地理

六号）

昭和8 1933 A16

新刊紹介　横浜市史稿　横浜市史編纂係編 喜田新六 （歴史地理

六号）

昭和8 1933 A17

平野村誌　今井登志喜監修 蘆田伊人 （歴史地理

六号）

昭和8 1933 A18
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

地球儀の用法 秋岡武次郎 （歴史地理

六号）

昭和8 1933 A19

御肇国史　大槻如電著 石村吉甫 D2

昭和五年度　修学旅行日程予定表 D3

大阪府史蹟調査委員会郷土史料展覧会八尾会

場出品目録

大正5 1916 D4

弔辞　旧湯本塾生一同 大正14 1925 D14

日記　小泉氏 明治16

〜17

1883

〜

1884

D15

（燈明台局関係） D16

宮内省図書寮稿　藤山鶴城氏「後西院天皇の

後諡号改廃に就いて」に就テ

昭和9 1934 D24

（小林雨塔原稿） D35

土蜘蛛論　土蜘蛛種族に対する余の見解　小

林庄次郎）

D36

仙台方言に就て 土井八枝 昭和3 1928 D48

三河一向宗徒の乱 小林雨塔 D55

（採点ずみレポート） 昭和3 1928 D57

日本四大民族占拠地の沿革 久米邦武 D61

秦氏及勝部の分布 著者名切り抜き E12

邪馬台国及び卑弥呼に関する論文項概 E13

秘書集探巻之第三 E32

昭和十三年八月十七日　関保三助氏批評 昭和13 1938 F6

雑誌索引　第二巻（第十七回） 昭和6 1931 F21

（徳川大名の配置） F30

うた　二 F31

株式会社日本美術学院　趣意書　起業目論見

書　収支予算書　定款

はさみ込みあり F33

意見書　一 F44

御前物御台式目一本 文久2 1862 F45

新聞切抜　自明治四十四年一月至明治四十四

年四月

明治44 1911 G1

明治十二・十三両年度歳入出現況表 調査局 G2

明治十四年三月分　十三年度歳入出現計表及

準備減債紙幣部収支金月□（計）表

調査局 内容　明治十四

年三月丗一日

十三年度歳入出

現況表　　同五

月丗一日　同上

同五月　准備

部・減債部・紙

幣部収支金月計

表　　人名調査

乙

G3

（梅原古墳報告） 山崎常磐 大正11 1922 G4

興教大師と現代 大正14 1925 G17

京都帝国大学第八回講演会喜田博士　「本邦

古代史管見」聴講者名簿

G36

大正拾壱年春　系図書 阿瀬川貞雄 大正11 1922 G41

平泉の諸寺院と山西五台山との関係に就いて 菅野義之助 G49

文芸春秋在庫明細 H1

（ガラス乾板） I1

日本古代史答案六通 東北帝国大学法

文学部

I5

淡路考古資料　辰馬悦蔵君抄録所贈 I7

法隆寺創建年代考 會津八一 東洋学報19

巻2号

昭和6 1931 I8
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

唐招提寺御影堂の研究 安藤更正 東洋建築1巻

3号

昭和12 1937 I9

上総菅生遺跡　予報第二回 大場磐雄 考古学9巻10

号

昭和13 1938 I10

東京府下調布村千鳥窪貝塚所見 大山 柏 人類学雑誌

41巻11号

大正15 1926 I11

History of the Japanese Medical Gardens Sanpei

Ueda

Proceedings

of the

Imperiai

Academy .

Ⅴ，No.10

1929 I12

四天王寺の建立年代に関する研究 福山�男 東洋美術21

号

昭和10 1935 I13

「花より」の今様歌詞に対する弁明　花明吉

野の今様と其の作者に就いて

筑紫史談71

集

昭和12 1937 I14

片桐といふ町 京谷康信 昭和3 1928 I15

吉野離宮址関係記事 I16

鳥見霊畤附近図 I17

日本に於ける最初の検黴に就て 正木慶文 長崎皮膚科

泌尿器科1巻

1号

I18

丹生川上に於ける鳥見霊畤と吉野離宮址 昭和3 1928 2部あり I19

宮瀧の吉野離宮址に就て 昭和3 1928 I20

神武天皇親祭の聖蹟 昭和2 1927 I21

鳥見霊畤考　　吉野離宮考 昭和4 1929 I22

飛鳥浄見原宮址一部発掘ニ就テ 昭和4 1929 2部あり I23

霊畤乃址 鳥見霊畤顕

彰会

昭和2

被贈

1927 鳥見霊畤之発見

等合綴

I24

鳥見霊畤に就て 京谷康信

久保田猶蔵

昭和3 1928 I25

続吉野離宮考 森口奈良吉 I26

豊田氏の吉野離宮考を難ず 中岡清一 昭和4 1929 I27

吉野離宮考 森口奈良吉 昭和3 1928 I28

奈良県神職会会報　第百七号 昭和3 1928 I29

神奈川県中部伊勢堂町東大竹　八幡台石葺遺

蹟写真及スケッチ　亀田輝時君所贈

I34

膽振国千歳村火山灰下の竪穴遺跡 河野廣道 人類学雑誌

47巻5号抜刷

昭和7 1932 I36

（民族と歴史　8巻1号憑物研究号投稿） 大正11 1922 I38

東海道地理志 明治32 1899 I52

郡区改正図（三・五） I54

（封筒） 大正13 1924 杉田定一→喜田

貞吉

I56

柳生の研究　古文書篇 杉田定一 I57

野迫川村史料　北股古文書 杉田定一 I58

野迫川村史料　北股古文書 杉田定一 J34

奈良県吉野郡野迫川村の歴史と史蹟 杉田定一 昭和2 1927 J24

吉野茶話　No.3 大正13 1924 I59

丹生川上神社考　補遺 森口奈良吉 大正4 1915 奈良県神職会会

報35号等合綴

I62

出雲国造北島家沿革要録 大正5 1916 I63

幕府朝鮮交通文書 I64

周代古音鑑 I70

人類学 J21

切抜帖　第壱冊 K8

木曽谷植物調査報告第十八　木曽駒ヶ岳山彙

植物目録

横内 齋 K9

（新聞スクラップ） K18
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区分 標題 著者 掲載書誌 年代

（和

暦）

年代

（西

暦）

備考 予備

整理

番号

（和歌短柵） K19

浦嶋保勝会趣意書 M1

（印刷写真） M14

東北地方の「契約」制度に就いて 伊東 東北文化研

究

M47

東北地方における奴隷制度の遺風についての

小資料

伊藤信雄 東北文化研

究

M48

（新聞切り抜き） M51

御案内書 M54

（明治天皇・皇后絵ハガキ） M55

東京ハーピー 2巻6号 明治40 1907 M56

（紹介書） M58

庚午年籍　永世保存の理由 高橋 崇 古代学5-3・

4

昭和32 1957 喜田新六蔵書 I72

正倉院御物調庸絁布墨書銘（常陸国）に就い

て

宮田俊彦 茨城大学文

理学部紀要

（人文科

学）9号

昭和34 1959 喜田新六蔵書 I73

時範記 書陵部紀要

14号

喜田新六蔵書 I74

法隆寺移建論 田村吉永 昭和21

到来

1946

到来

喜田新六蔵書 J20

連歌俳諧資料展覧会陳列目録 昭和26 1951 喜田新六蔵書か F1

各種用紙（白紙） M59

（以上503件）
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