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会田血涙資料

1014001 会田血涙資料【　資料群： 】

経済

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

108

108 昭和３０ 1955 信濃毎日新聞写真ニュース　昭和３０
－３７

信濃毎日新聞社 書籍 ２冊

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116

1 昭和１１ 1936 アリアンサ移住地　創設十年 西澤太一郎　信濃海
外移住組合

書籍 アリアンサ移住地創設十年史

2 昭和１３ 1938 古稀記念　三田村啞佛句集 三田村啞佛　啞佛句
集刊行会

書籍

3 昭和４３ 1968 きのこ全科 清水大典　家の光協
会

書籍

4 大正８ 1919 デモクラシィと日本の改造 植原悦二郎　中外印
刷工業

書籍

5 昭和４ 1929 大宰相　濱口雄幸 加藤鯛一　文武書院 書籍 ２冊

6 昭和１１ 1936 竹朗句集 佐々木節三 書籍 佐々木節朗金婚式記念

7 昭和３１ 1956 南安曇郡町村合併記念誌　安曇文化
と人物

高山豊次郎　安曇文
化研究会

書籍 序文　植原悦二郎

8 昭和３ 1928 元禄快挙　赤穂浪士 成田茂作　通俗図書
普及会

書籍 血涙の印あり

9 昭和１０ 1935 昭和十年　年刊句集信濃 田中美穂　長野石楠
会

書籍

10 大正１５ 1926 佛句集　大空 荻原井泉水 書籍

11 昭和２９ 1954 関忠英追懐録 関忠英 書籍

12 昭和９ 1934 句集讀本 比叡禽化　大東社 書籍

13 昭和１６ 1941 青人草　上巻 軍事保護院 書籍 聖戦を讃える文章

14 昭和１６ 1941 青人草　中巻 軍事保護院 書籍 聖戦を讃える文章
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15 昭和１６ 1941 青人草　下巻 軍事保護院 書籍 聖戦を讃える文章

16 昭和１１ 1936 田庭俳句　子規没後集 杉山田庭　奥田珪 書籍

17 昭和１１ 1936 帝国在郷軍人会南安曇郡聯合分会
史

上原寅太郎　信濃毎
日新聞社

書籍

18 大正１１ 1922 空挙努力　信濃立志傳 轟眞廣 書籍

19 昭和１３ 1938 萬古を貫く大精神 井上清純　地湧日本
社

書籍 会田血涙道元様贈呈の文章あり　手
書きの文章２枚あり

20 昭和１３ 1938 櫻の千句 川上泰岳　金剛社 書籍

21 昭和１９ 1944 小知徹二句集　地圓の前 小知徹二　開明堂 書籍 ２冊

22 昭和１７ 1942 國見する者　建国物語第一偏 永田稠　日本力行会
出版部

書籍

23 昭和１６ 1941 歌集　大黄河 酒井俊治　協力出版
社

書籍

24 昭和１２ 1937 歌人　内山眞弓 矢ケ崎榮次郎　内山
眞弓刊行会

書籍

25 昭和１２ 1937 妻を送りて 古村青山 書籍

26 昭和９ 1934 時雨集 田中美穂　丸萬宇先
生句碑建設記念集会

書籍

27 昭和１９ 1944 鳥石句集 黒岩鳥石 書籍

28 昭和１１ 1936 翠葉集 和田きくゑ 書籍 高松宮殿下台覧之榮の朱印あり

29 明治２１ 1888 舊新約全書　HOLY　BIBLE 日本横浜印行 書籍

30 昭和３２元 ― 謙信とその一党 河原信三　古今書院 書籍

31 昭和１４ 1939 雷庵贅録 雷庵生 書籍

32 昭和３０ 1955 西洋教育史 中央大学助教授　多
賀秋五郎　教育全書

書籍

2/34 ページ 安曇野市　教育委員会



会田血涙資料

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116

33 昭和１８ 1943 亡き妻を語る 古村青山 書籍

34 昭和３４ 1959 入宋覚心 河原信三　長野県味
噌工業協同組合連合
会

書籍

35 昭和１２ 1937 戯曲　発明と自由戀愛 武藤富男　東方国民
文庫第二編

書籍

36 昭和１１ 1936 歌集　安曇　帚木叢書　第十三篇 降旗吉衛 書籍

37 昭和２５ 1950 西洋政治思想史 原田鋼　有斐閣 書籍 「７月１２日雨の日、御茶の水にて」の
記述あり

38 昭和３ 1928 或る日の一休　陸奥直次郎 武者小路実篤　長興
善郎

書籍

39 昭和４ 1929 趣味の法律 上田保　帝國教育研
究会

書籍

40 大正１３ 1924 異教を翳して 柴田行々舌　文光社 書籍

41 昭和９ 1934 移住地の建設 永田稠　日本力行会 書籍

42 昭和２５ 1950 四國遍路記 紫雲荘　橋本徹馬　
紫雲荘出版部

書籍

43 大正２ 1913 明治大帝御偉業史 藤崎孝宗　家政協会 書籍

44 昭和２ 1927 明治大帝　附明治美談 長谷川卓郎　大日本
雄辯会講談社

書籍

45 昭和３ 1928 公案の藝術的種々相 乙部呑海　圓通寺布
教部

書籍

46 昭和１１ 1936 善光寺開帳奉讚句集 善光寺開帳奉讚俳句
会

書籍

47 昭和１８ 1943 己を耕す 小野周次郎　蔵王閣 書籍

48 大正９ 1920 日蓮上人聖典の新解釋 里見岸雄　天業民報
社

書籍

49 昭和８ 1933 神社経典　神道の友 双人社 書籍

50 昭和１２ 1937 南米雑録 山岸晋齋　信濃海外
協会

書籍 カバーに高津榮の名刺あり
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116

52 大正１３ 1924 無駄骨を折らぬ心得　能率増進法 枠本乙吉　東京・魁新
聞台北支社

書籍

53 明治４２ 1909 法然上人　芳躅集 記念出版会 書籍

54 明治３６ 1903 防疫学　完 伊藤彪 書籍

55 明治２９ 1896 長野県人　征清武鑑 須藤正夫　征清武鑑
発行所

書籍

56 昭和４６ 1971 南農　五十年の歩み 長野県南安曇農業高
等学校

書籍

57 大正１２ 1923 鐡水　三村壽八郎 横川類吉　松本尋常
高等小学校内三村先
生頌徳会

書籍

58 大正７ 1918 断食と修養 宮坂喆宗　成蹊学園
出版部

書籍

59 大正１２ 1923 呪われたる陸軍 中尾龍夫　日本評論
社出版部

書籍

61 昭和２４ 1949 新聞講座　編集編Ⅱ 日本新聞協会 書籍

62 昭和１３ 1938 インドの叫び ボース・ラスビハリ　三
教書院

書籍

64 昭和５ 1930 出世の礎 野間清治　大日本雄
辯会講談社

書籍

63 昭和１０ 1935 参戦二十提督　日露大海戦を語る 東京日日新聞社　大
阪毎日新聞社

書籍

65 昭和２ 1927 征韓論餘聞　赤坂食違事変 福島成行 書籍

66 昭和１３ 1938 素人手引　金銀鉱脈発見法 中央鉱業研究所 書籍

67 明治４５ 1912 教育上より見たる明治の漢字 後藤朝太郎　文学士
　宝文館

書籍

68 明治４５ 1912 増訂　国民之教養 北原種忠　皇道会出
版部

書籍

69 昭和５４ 1979 信州に於ける薬用植物 波多腰節　渓声出版 書籍
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70 昭和２５ 1950 新約聖書 日本聖書協会　昭和
２８．３．２１　祝卒業会
田進様　豊科保育園
の印あり

書籍

71 昭和２１ 1946 カトリック入門 上智大学教授ビュー
モン　ドン・ボスコ社

書籍

72 昭和３９ 1964 ケネディは生きている　名演説２１篇と
その背景

黒田和雄　原書房 書籍

51 昭和１２ 1937 南米雑録　続編　皇紀二千六百年記
念

山岸晋齋　信濃海外
協会

書籍

60 昭和２３ 1948 新聞講座　編集編 日本新聞協会 書籍

73 昭和２３ 1948 才能教育 鈴木鎮一　才能教育
研究会

書籍

74 昭和１１ 1936 善光寺句集 田中美穂　北信濃保
勝会

書籍

75 昭和１３ 1938 日に吠え雪に吠ゆ　浪々生活記 佐久間作太郎 書籍

76 昭和１０ 1935 世間雑話 野間清治　大日本雄
辯会講談社

書籍

77 昭和１０ 1935 國立博物館陳列品目録 國立博物館 書籍

78 昭和２５ 1950 新工場労働規則大集 長野県警察部工場課 書籍

79 大正９ 1920 悪筆矯正の秘訣 小野東涯　三光社 書籍

80 昭和４８ 1973 日本ナショナリズム史論 木村時夫　早稲田大
学出版部

書籍

81 昭和３０ 1955 私立探偵養成講義　第一巻 東京・JSP探偵社 書籍

82 昭和２３ 1948 リンゴ剪定整枝ト薬剤撒布 中田儀一　信州莽果
研究会長・長野県園
芸協会理事　明倫堂
書店

書籍

83 昭和６ 1931 田庭俳句　子規時代集 杉山田庭　俳書堂 書籍

84 昭和１８ 1943 子寶々典 木富巳雄　大日本法
令印刷

書籍
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85 世界外交史 田村幸策 書籍 大売出しの広告でカバー

86 大正７ 1918 ブラジルとヒリッピン 中村國穂　信濃毎日
新聞社

書籍

87 昭和４ 1929 蠶絲業　發達史料 長野県蠶業試験場松
本支場　信濃毎日新
聞松本支局

書籍

88 昭和３ 1928 梓川農業水利沿革史　全編 梓川農業水利期成同
盟会

書籍

89 昭和１０ 1935 冬柏山房抄 内山英保　越山荘 書籍

90 大正１４ 1925 刑法要論　全 大審院検事法学博士
　平井彦三郎　松華
堂書店

書籍

91 昭和４ 1929 人間　大倉喜大郎 横山眞雄　萬里閣書
房

書籍

92 昭和２３ 1948 無月句集 矢島無月　無月先生
句集刊行会

書籍

93 大正６ 1917 信濃古文献考 信濃郷土研究会 書籍

94 昭和２４ 1949 警察教科書　防犯篇 國家地方警察本部 書籍

95 昭和２４ 1949 労働運動と警察活動の限界　警察文
化特輯号

警察文化社 書籍

96 昭和２７ 1952 歌集　ひまらや杉 青木一男　青木千代 書籍 太田水穂の序文あり

97 昭和２２ 1947 法句教 友松松圓諦　小升屋
書房

書籍

98 大正１３ 1924 善光寺案内訳並戸隠紅葉狩伝訳 倉島元彌　佛都新報
社

書籍

99 昭和１０ 1935 記念句抄　藪鶯 矢吹淡月　清水谷俳
道場

書籍

100 昭和１８ 1943 傳道学の研究 文学博士　小松雄道
　日本出版配給株式
会社

書籍

101 大正９ 1920 鷗州戦后の資本と勞働 植原悦二郎　精文館
書店

書籍
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102 大正１４ 1925 精神作興詔書十講 渡辺小洋　国民精神
協会

書籍

103 昭和２６ 1951 当用漢字辞典 中教出版 書籍 長野県南安曇郡豊科町成相　会田勲
の記録あり

104 昭和２６ 1951 現代国語辞典 小林国雄 書籍 豊科中学校一年九組　会田勲の記録
あり

105 大正１１ 1922 和英辞典 三省堂 書籍 松商学園高一・五　会田税の記録あり

106 画報と近代百年史１５５０－１８５０ 国際文化情報社 書籍

107 画報と近代百年史１８５０－１９５０ 国際文化情報社 書籍

110 昭和３４ 1959 週刊読売　臨時増刊　皇太子ご結婚
式への招待

読売新聞社 書籍

109 平成７ 1995 写真で読む　私の歩んだ二十世紀 八十二銀行 書籍

111 昭和５０ 1975 １億人の昭和史　１～１５ 毎日新聞社 書籍

112 大正７ 1918 外政新論 信夫淳平　大鐙閣 書籍

113 明治２９ 1896 佛教会大問題　四個格言 加藤熊一郎　東華堂 書籍

114 明治１９ 1886 雷名十勇臣傳 大久保常𠮷　春陽堂 書籍

115 明治３３ 1900 人世の基礎 林稲州　日本中央文
社

書籍

116 昭和３５ 1960 英作文小辞典 旺文社 書籍 高校時代九月号付録

117 大正１５ 1926 法律経済語辞典 高城運七　江花常與
　日本法律研究会

書籍

118 ― 最新コンサイス和英辞典 三省堂 書籍 昭和二十六年八月二十二日　豊科町
安曇書店にて求む　県陵二A　会田
倭　の記録あり

119 明治４０ 1907 園藝辭典 片山熊太郎　建文館 書籍

120 昭和４ 1929 新語辞典 吉田熊次　高谷隆　
創造社

書籍

121 昭和７ 1932 新特高辭典 横溝光暉　松華堂書
店

書籍
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122 昭和２４ 1949 警察實務法令集 大阪警察管区本部 書籍

123 昭和２１ 1946 實用日米會話 内務省警保局 書籍 ２冊　警察官が進駐軍と話をする際に
役立つとされたテキスト集

124 昭和３６ 1961 易入門　自分で自分の運命を開く法 黄小娥　光文社 書籍

125 昭和３３ 1958 夢に罪あり 柴田錬三郎　大日本
雄辯会講談社

書籍

126 昭和２２ 1947 草鞋村長百話 鎌田三之助　日米文
化社

書籍

127 大正１２ 1923 政戦餘業　第一輯 尾崎行雄　大阪毎日
新聞社　東京日日新
聞社

書籍

128 昭和１８ 1943 軍事援護功勞　銃後奉公會及隣組表
彰記録

軍人援護會 書籍

129 明治２９ 1896 偉人史叢　第五巻　平□國臣　全 東京　裳華房 書籍

130 昭和２５ 1950 南農　第四號　創立三十周年記念號 長野県南安曇農業高
等学校同窓会

書籍

131 大正３ 1914 立志奮勵　大臣の書生時代 墨堤隠士　東京　大
学館

書籍

132 昭和２１ 1946 信濃安筑史談 松本史談會　明倫堂
書店

書籍

133 昭和７ 1932 北鮮名鑑 北鮮日報社 書籍

134 昭和７ 1932 野間清治短話集 野間清治　大日本雄
辯会講談社

書籍

135 人生を楽観すべし 紫雲荘橋本徹馬　紫
雲荘出版部

書籍

136 昭和５ 1930 體験を語る 野間清治　大日本雄
辯会講談社

書籍

137 昭和７ 1932 警衛規程 長野県警察部 書籍

138 明治２５ 1892 作文祝詞例 梅原忠蔵　圖書出版
會社

書籍

139 明治２９ 1896 記事問題 小島安太郎 書籍
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140 文語例 書籍 手づくりで製本したもの

141 明治３１ 1898 美妙　後篇 大月隆　文學仝志會 書籍

142 安政２ 1855 志のぶぐさ 八田知紀 書籍

143 和漢文学　美文斷片　後篇 書籍

144 詔勅　明治天皇御製　青年必携 書籍 昭和二十一年十一月三日に勅語を
記したという手書きあり

145 昭和２６ 1951 部外秘　長野県警察統計要覧 長野県公安委員会協
議会

書籍

146 昭和３７ 1962 新約聖書 日本聖書協会 書籍 英文と和文が併記されている

147 昭和２４ 1949 新約聖書 日本聖書協会 書籍

148 大正１１ 1922 譯註　近古史談 山田鶴川　岡村書店 書籍 東京神田錦町一ー一二松華堂出版
部の手書きあり

149 大正１０ 1921 佛教信仰の正統 大僧正　本多日生　
中央出版社

書籍

150 昭和１０ 1935 省政彙覽　第一輯　吉林省篇（満文） 國務院總務龐情報處 書籍 康徳２年

151 昭和５ 1930 強く正しく明るき政治 濱口雄幸　春秋社 書籍

152 昭和５ 1930 日本經濟の再建設 濱口雄幸　安達謙蔵
　俵孫一　井上準之
助　春陽堂

書籍

153 昭和１４ 1939 月下の惨劇 森村豊　岩波書店 書籍

154 昭和１３ 1938 幸福な王子 山田昌司　岩波書店 書籍

155 昭和１４ 1939 大教正　小山進傳　附歌集 足立幸太郎　長野新
聞社

書籍

156 昭和１２ 1937 國民に訴ふ　各党派代表演説集 報知新聞社 書籍

157 昭和３ 1928 歌集　旋花集 松岡虎生　信濃毎日
新聞社

書籍

158 昭和１０ 1935 日本改造の具體案 田中澤二　立憲養正
會

書籍 中澤酉次氏より氏子総代宛のハガキ
あり
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159 昭和２４ 1949 学校新聞の作り方 島崎憲一　信濃毎日
新聞社

書籍

160 昭和１６ 1941 消防戦法概論 大日本警防協会技師
　栗原久作　大日本
警防協會

書籍 ２冊

161 昭和８ 1933 警察受験叢書　第一編　憲法論 山田洋一郎　新光閣 書籍

162 昭和７ 1932 政局動乱の眞相　若槻さんの立場 衆議院議員　佐藤正
　先進社

書籍

163 明治２８ 1895 册刂　修近古史談字引大全　完 奥山猪吉　林書房 書籍 南安曇郡　会田実の記述あり

164 大正１１ 1922 信州政當史 江川爲信　盛文堂書
店

書籍 植原悦二郎他手書きの選挙票数の記
述あり（大正１３年、昭和１２年）

165 昭和１６ 1941 概説支那阿片史 禁煙總局　馬場□ 書籍 康徳８年

166 大正１３ 1924 善戦善勝 星一　星製薬株式会
社

書籍

167 昭和１５ 1940 尊攘堂講演速記　第一號　吉田松陰
先生と日本精神

廣島高等師範学校教
授　玖村敏雄

書籍

168 明治３６ 1903 天人論　全 黒岩周六　朝報社 書籍

169 昭和１０ 1935 家事の科学　台所讀本 谷孫六　家事科学研
究所

書籍

170 昭和２６ 1951 里んご祭　りんご祭 吉村青山　長野白雲
会

書籍

171 ― 周川文粹 常田周策　周川 書籍 信州警察文芸作品集やまなみの表紙
がはさまれている

172 大正 ― 長野県南安曇農学校生徒實習簿 書籍 金森の印がある

173 昭和１４ 1939 世相録 町田繁太郎　西澤書
店

書籍

174 昭和１２ 1937 問題兒の研究 下高井郡女教員會 書籍

175 昭和１８ 1943 義勇軍送出指針 東筑摩郡教育会興亜
部　信濃海外協會東
筑支部

書籍

176 昭和３１ 1956 特集人物往来　書かざる日本史 八谷政行　人物往来
社

書籍

10/34 ページ 安曇野市　教育委員会



会田血涙資料

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116

177 昭和３ 1928 天籟の聲 法学士　奥名滋次郎
　専賣協會

書籍

178 昭和２３ 1948 刑事警察 内務省警察局鑑識第
一課

書籍

179 大正１３ 1924 實験　山葵栽培法 青柳豊秋　山葵栽培
普及会

書籍

180 明治１３ 1880 女教訓　嫁入道具 兵庫県士族　善積順
蔵　大阪府平民　佐
藤信義

書籍

181 明治３０ 1897 婦人　實務録 林恕哉　文学同志会 書籍

182 明治４２ 1909 北安商工案内 小林九重　明倫堂書
店

書籍

183 昭和５ 1930 盗犯等防止法釋義 平井彦三郎　松華堂
書店

書籍

184 大正１４ 1925 軍教問題對談會記事 帝國在郷軍人會　下
伊那

書籍

185 昭和５ 1930 登波離橋　独一の奇勝　無二の異構 伊藤銀治　池田鉄道
株式会社

書籍 池田鉄道沿線ハイキングコースのパ
ンフレットあり

186 昭和１７ 1942 観自在 清水寺 書籍 曾田貢宛の包みあり

187 明治４５ 1912 東洋拓殖株式会社　事業概要　明治
４４年度

書籍 朝鮮京城明治町

188 明治３７ 1904 般若心経　佛説法滅盡教 大内青巒　光融館 書籍

189 明治３８ 1905 来世三有無 新佛教徒同志會　井
洌堂

書籍

190 昭和１５ 1940 北京景観 北京特別市 写真 中華民国２９の年号

191 昭和６ 1931 写真帖　上水道竣工記念　豊科町役
場

三原儀十郎　豊科町
役場

写真

192 穂高神社　御遷宮記念　飾物の面影 写真

193 見延土産　日蓮上人　御一代画帖 写真

194 大正天皇写真帖 写真 大正天皇の崩御に際して出された写
真帳

195 明治４２ 1909 北安曇郡写真帖 明倫堂書店 写真
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196 明治３８ 1905 厳嶋写真帖　附名所案内記 春錦堂 写真

197 明治４５ 1912 帝室畫報 澤田忠次郎　帝國軍
人教育會

写真

198 明治３９ 1906 日本赤十字社長野支部　第四回総会
記念

写真

199 大正４ 1915 写真五拾年史 國民タイムス社 写真

200 アルバム 写真 明治期の写真集　皇后宮御歌（唱歌
用）がはさまれる

201 昭和１３ 1938 如是我観 加藤廣吉 書籍 加藤宗吉追悼文集

202 昭和２３ 1948 閑月還暦記念帖 知久今朝重 書籍

203 大正１５ 1926 梓川遺稿 丸山春美 書籍 丸山直光追悼文集

204 明治２９ 1896 三都看花記 川合清丸　日本國教
大道社

書籍

205 昭和１６ 1941 長野県殉職警察官吏彰功録 警察協會長野支部 書籍

206 明治３０ 1897 皇陵祭拝記　偉人史叢臨時発行 櫻田文吉　裳華書房 書籍

207 明治３０ 1897 平田篤胤　偉人史叢第四巻 長田權次郎　裳華書
房

書籍

208 昭和５ 1930 永田兵太郎翁　紺綬褒章記念遺話 唐澤兵四郎 書籍

209 昭和１１ 1936 市岡勘三君追悼誌 昭和７年松本高等学
校文科甲類卒業生

書籍

210 昭和１７ 1942 附録　福島晩晴翁 不忘會 書籍

211 大正９ 1920 神霊界　一月一日號 大日本修齋會 書籍

212 明治２７ 1894 旧約聖書の子供 基督教書類會社 書籍

213 昭和１１ 1936 貞享義民傳 石田傳吉　地方改良
協會

書籍
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214 明治３９ 1906 二宮翁夜話 福住正兄　報徳学園
書館

書籍

215 明治２８ 1895 補註　神鋼製糖皇正統記 大久保初雄　岡本仙
助

書籍

216 昭和１３ 1938 明治天皇御製讀本 加藤三津夫　愛之事
業社

書籍

217 明治３１ 1898 偉人史叢　第貮拾巻　高山彦九郎 長田權次郎　裳華書
房

書籍

218 昭和２４ 1949 日米交渉秘話 越智秀一　紫雲荘出
版部

書籍

219 昭和１１ 1936 名言名訓集　武者小路實篤 淵田忠良　大日本雄
辯会講談社

書籍 養命酒の宣伝広告あり

220 昭和２ 1927 反古句集 小林久七　公友新報
社

書籍

221 明治３４ 1901 祝詞式講義　上下巻 大久保初雄　中川明
善堂

書籍

222 昭和３１ 1956 私の生活記録　二軒長屋の独言 唐沢信夫　鶴林堂書
店

書籍

223 明治３５ 1902 斬奸状 川村八郎　文学同志
會

書籍

224 昭和２４ 1949 少年法概要 内藤文質　警察時報
社

書籍

225 明治２７ 1894 眞宗教導會法話説教集　第壹 白川造酒江　教導會 書籍

226 大正１４ 1925 原人論之要領 奥村洞麟　大阪道友
會出版部

書籍

227 明治３０ 1897 佛教演説 川合淸丸　日本國教
大道社

書籍

228 明治２７ 1894 信濃名士傳　初編 松下軍次　國友社 書籍

229 昭和１９ 1944 歌か丘松韻 古村靑山　大日本法
令

書籍 信濃の国の歌についての解説集

230 英照太后御大葬記事 博文館 書籍

231 昭和３ 1928 故秋風庵未得宗匠建碑追善句集 高橋伊豫之助 書籍

232 昭和１１ 1936 會員名簿 松本中學校同窓會 書籍
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233 昭和１９ 1944 大東亜戦争信濃傷痍軍人短歌・俳句
集

山口菊十郎　大日本
傷痍軍人會長野懸支
部

書籍

234 昭和１６ 1941 明治大正昭和　南安曇雅人名鑑 曾田貢　信濃不二社 書籍 １８冊　曾田血涙の写真が裏表紙に印
刷

235 大正２ 1913 第二十四回長野縣々治一斑 長野縣 書籍

236 大正５ 1916 御大典記念　南安公務録 曾田貢　信濃不二社 書籍

237 明治３６ 1903 粋な楽しみ 鈴木興八　盛陽堂 書籍

238 昭和２７ 1952 長野縣警察職員録 長野県公安委員会協
議会

書籍

239 昭和２９ 1954 長野縣警察職員録 長野県公安委員会協
議会

書籍

240 昭和５ 1930 衆議院要覧 衆議院事務局 書籍

241 大正１５ 1926 皇孫殿下御降誕記念　北安公務録 曾田貢　信濃不二社 書籍 ２冊

242 明治２９ 1896 開國先登　提督彼理 米山梅吉　博文館 書籍

243 明治３７ 1904 甫水論集 文学博士　井上圓了
　博文館

書籍

244 昭和１５ 1940 在京　南安曇人會名簿 南安曇人會　会長白
澤保美

書籍

245 昭和８ 1933 「信州人」會員名簿 村田直治　信州人會
事務局

書籍

246 昭和４ 1929 信州松代藩　眞田幸弘公　恩田木工 大平喜間多　信濃郷
土文化普及會

書籍

247 大正５ 1916 南安之町村 菊池宇太郎　交文社 書籍

248 昭和１６ 1941 大阪三十三所観音巡り 梅原書店 書籍

249 大正１４ 1925 彌生ついおく 丸山彌源太 書籍

250 大正３ 1914 現代　全國俳人名簿 三苫巌　中央出版協
会

書籍
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251 大正１２ 1923 学校創立五十周年紀念　有明村誌 宮坂亮　有明村役場 書籍

252 大正６ 1917 大典記念　有明山神社記 内山太一　有明山神
社社務所

書籍 ２冊

253 昭和１６ 1941 神戸村の歴史 中島彌生　信州信濃
毎日新聞社松本支局

書籍

254 昭和５９ 1984 ふるさとの昔 豊科町老人クラブ連
合会

書籍

255 大正１３ 1924 鐡道旅行案内 鐡道省 書籍

256 昭和１５ 1940 山の内温泉 島矢義行　山の内温
泉旅舎組合

書籍

257 昭和３ 1928 きそ 西筑摩郡聯合事務所 書籍 木曽の歴史書

258 大正３ 1914 名所案内　木曽の御岳　附駒ヶ嶽案
内

藤森書店 書籍

259 大正１４ 1925 豆相温泉めぐり 日本旅行文化協會 書籍 伊豆半島、箱根方面のガイドブック

260 昭和５ 1930 妊娠中の心得と赤ちゃんのそだてか
た

大日本産育保健協會 書籍

261 昭和５１ 1976 憩いとけんこう 電設工業健康保険組
合

書籍

262 昭和１６ 1941 歌のジェットライン　平凡１２月号付録 平凡社 書籍

263 昭和４６ 1971 創価学会 聖教新聞社 書籍

264 明治２９ 1896 数学三千題　上 成美堂 和綴じ

265 明治３３ 1900 算術二千題 中川朝三郎　松栄堂 書籍

266 大正１５ 1926 法醫學提要　附救急處置法 磯貝一簣 書籍

267 大正１０ 1921 動物學　上 中等教育研究所 書籍 金森弐兵の記述

268 明治２６ 1893 幾何學初歩　講義録 長澤亀之助　大日本
中學會

和綴じ
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269 明治３６ 1903 世界歴史譚　第三偏　耶蘇 上田敏　博文館 書籍 大日本国賊の墨筆

270 教育原理 木宮乾峰 書籍 昭和３２年７月１６日学校地下売店に
て　会田章人の記載

271 近代日本政治外交史　講義案Ⅱ 曾村保信 書籍

272 政治原論ノート 川原次吉郎 書籍 会田章人の記載

273 昭和２６ 1951 世界史 旺文社 書籍 昭和２７年１月２１日豊科新道社にて
求む　会田倭の記載

274 明治３２ 1899 世界歴史譚　第壱偏　釋迦 高山林次郎　博文館 書籍

275 明治２９ 1896 露國東邦策 露國ア、ヤ、マクシ
モーフ　日本東邦協
會　哲學書院

書籍

276 明治２６ 1893 日本歴史　上巻 第一高等学校講師　
増田于信　大日本中
學會

和綴じ

277 明治３４ 1901 新撰　日本歴史 高橋光正　林盛林堂
　魚住書店

書籍

278 明治２４ 1891 通俗教育全書　初等教育小植物書 大熊權平　博文館 書籍

279 昭和２６ 1951 高等國文研究資料　中世篇 信濃教育会 書籍 県陵　曾田倭の記載

280 昭和３４ 1959 大学受験本位　日本史の要領 諏訪徳太郎　旺文社 書籍

281 昭和１１ 1936 信州に於ける薬用植物　成分並に薬
効

波多腰節　長野縣南
安曇農學校校友會

書籍

282 昭和２７ 1952 日本史 史学会　山川出版社 書籍 豊科中学校　会田勲の記載

283 明治３３ 1900 植物學問答 冨山房 書籍

284 明治３４ 1901 通俗問答　禪學八十則 三浦兼助　藍外堂 書籍

285 大正１１ 1922 簡易　衛生試験法 北原貞義 書籍

286 昭和２４ 1949 ＴＨＲＥＥ　ＴＡＬＥＳ 刀江書院 書籍 英文小説
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287 昭和２１ 1946 ハーモニカ獨習 川口章吾　白眉社 書籍 中林文彦の記載

288 昭和２２ 1947 新民法早わかり　付法律相談 讀賣新聞社 書籍

289 昭和１０ 1935 德本行者 中野善英　增上寺出
版部

書籍

290 大正３ 1914 第４１期少尉候補生　練習航海記 書籍

291 昭和１９ 1944 宗教文化叢書二　大東亜に於ける佛
教文化の全貌

高楠順次郎　文部省
教學局

書籍 一乗寺より曾田貢宛の書簡あり

292 明治４４ 1911 警察官吏　修養資料 清水書店 書籍

293 昭和２４ 1949 般若心経と人生 清水谷善照　關書院 書籍

294 大正３ 1914 アカギ叢書第四篇　群集心理 葛西又次郎　赤城正
蔵

書籍

295 昭和２０ 1945 捜査提要 長野縣刑事課 書籍

296 昭和２７ 1952 図解式　術科の栞 警察部教養課 書籍

297 作詩法良材 修學堂 書籍

299 昭和１９ 1944 大日本史と水戸教學 文部省教學局 書籍

300 昭和１９ 1944 戰記物語と日本精神 文部省教學局 書籍

298 明治２５ 1892 日用有益　萬民實鑑目録 書籍 曾田貢の記名

301 明治２１ 1888 活髑髏 西村時彦　博文堂 書籍 曾田血涙の記名

302 昭和１８ 1943 朝夕のお勤め 總本山身延山久遠寺 和綴じ 正しい法華経のよみ方とおけいこのた
めに

303 明治３３ 1900 几董全集 高濱淸　東京堂書店 書籍 俳諧叢書

304 明治４４ 1911 千筥の玉 中澤春光　豊科升連
事務所

書籍

305 昭和５ 1930 中央線日出□驛　開通祝歌集 市岡皆吉 書籍
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306 昭和７ 1932 蔦逎舎歌集 田邊友次郎 書籍

307 明治１４ 1881 俳諧季寄大全　坤 手塚幸七 書籍 贈　血涙兄の記入

308 俳諧季寄大全　乾 手塚真彦　嵩山堂 書籍

309 昭和９ 1934 俳諧献詠集 富田秀甫 書籍

310 昭和２ 1927 雲雀櫻 平林縫治 書籍 血涙雅兄の記入

311 昭和１９ 1944 槙乃志づく 武郎 書籍

312 明治４２ 1909 故郷集 和綴じ 曽良居士記念誌

313 大正元 1912 学び乃句集 和綴じ ２冊

314 明治３０ 1897 中等教育國文讀本第三編　土佐日記
讀本

三樹一平　明治書院 書籍 裏表紙に曾田貢の日記あり

315 明治４３ 1910 三女歌集 伹村はつ　祇園風流 和綴じ 贈　血涙様の記述

316 明治３０ 1897 殘月集 岡村阜一 和綴じ

317 昭和３ 1928 肅忠親王遺集 小平總治 和綴じ 発行年が戊辰十一月と記載

318 明治１３ 1880 女範　上中下 小田深蔵 和綴じ ３冊　上中下

319 明治４０ 1907 高砂 三谷宗三 和綴じ

320 昭和６ 1931 昭和百大家選輯 中村喜三郎　不老會 書籍

321 昭和２４ 1949 錦川集 常田周川 書籍 ２冊

322 昭和１５ 1940 西澤枯風 小林郊人　信濃郷土
出版社

書籍

323 昭和１１ 1936 梅能薫 小笠原孝三郎 和綴じ 呈　会田大人の記載　林豊子追悼集

324 明治４２ 1909 百人一首講義 青木恒三郎　青木嵩
山堂

書籍
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325 昭和１１ 1936 歌集　蘆むら　宮川高保追悼号 武井文雄 書籍

326 明治３０ 1897 女子之友臨時発刊　第二才媛詞藻 東洋社 書籍

327 明治３４ 1901 女子之友臨時発刊　第三才媛詞藻 東洋社 書籍

328 昭和１０ 1935 路影　花能奥 如水 書籍 発行年に昭和乙亥の記載

329 明治３１ 1898 越佐史談　教師用 新潟縣教育會 和綴じ

330 昭和１６ 1941 懐慕 丸山長男 書籍 母親の追悼集

331 昭和１８ 1943 丸山雲田畫伯遺稿 古村靑山 書籍

332 明治２４ 1891 妙明心源略鈔 安達達淳 書籍

333 近古史談　巻之二 有明村金森の記名 和綴じ

334 昭和２４ 1949 安曇集 中島彌生 和綴じ

335 昭和１５ 1940 野戦記 三溝康平 書籍 父潤一が記した日記

336 昭和２１ 1946 探楽畫伯の追憶 古村靑山 書籍

337 大正５ 1916 彰功録 長野縣警察部 書籍

338 昭和２３ 1948 歌と随筆　梓川 古村靑山　白雲會 書籍 拝呈　曾田血涙様

339 明治４２ 1909 日露戦後　殉國志工事蹟 井戸川辰三 書籍

340 明治２７ 1894 明治軍人譚 大橋新太郎 書籍 曾田の印

341 昭和５ 1930 昭和第二政戰史 瀬戸崎七之丞　中外
通信社

書籍

342 昭和１０ 1935 海外在留長野縣人名簿 信濃海外協會 書籍

343 昭和１５ 1940 清朝革命秘話 小平總治 書籍 昭和１４年１月２３日　奉天中央放送
局にて放送するもの
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344 昭和１３ 1938 日ソの危機欧米の策謀 堀文雄 書籍

345 昭和９ 1934 日本改造の具體案 田中澤二　立憲養正
會

書籍

346 南米、ブラジル、アリアンサ移住地　渡
航手引

信濃海外移住組合 書籍

347 大正１５ 1926 支那みやげと普選に直面せんとする
私

植原悦二郎 書籍

348 昭和２６ 1951 平和の守り國際連合 田付景一　日本國際
連合協会

書籍

349 昭和６ 1931 國民は叫ぶ 久保山雄三　公論社 書籍

350 昭和２５ 1950 朝鮮動乱とわれらの立場 外務省情報部 書籍

351 昭和１２ 1937 七十議会はなぜ解放されたか 永松淺造　新ジャー
ナリズム社

書籍

352 明治２７ 1894 見聞随記　朝鮮時事 棚瀬軍之佐　久保田
米僊　春陽堂

書籍 内務省検閲

353 大正５ 1916 肅親王 石川半山　警醒社書
店

書籍

354 大正１２ 1923 臺灣懐古録 枠本乙吉 書籍 有明青木醫院主　上原寅太郎より曾
田貢宛の葉書がはさまる

355 昭和１９ 1944 決戰下の食糧増産 加藤完治　朝日新聞
社

書籍

356 昭和１６ 1941 戯曲　轉業する家庭 佐倉□二　満洲移住
協會

書籍

357 昭和１２ 1937 帝國及び列國の陸軍 陸軍省 書籍 ２冊

358 昭和１５ 1940 帝國及び列國の陸軍 陸軍省 書籍

359 大正７ 1918 信濃植民讀本 中村國穂　信濃毎日
新聞社

書籍

360 昭和１６ 1941 大陸歸農運動と最近の動向 猪狩恭介　満洲移住
協會

書籍

361 昭和１６ 1941 戰後經濟と産業再編成 美濃部洋次　満洲移
住協會

書籍
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362 昭和１６ 1941 開拓團の經營 淺川其二　南満洲鐡
道株式會社

書籍

363 昭和１６ 1941 農業立地と歸農問題　米穀業者と満
洲開拓

竹山祐太郎　瓜生田
岩喜　満洲國通信社
出版部

書籍

364 昭和１２ 1937 新満洲風土記 藤山一雄　満洲文化
協會

書籍

365 昭和１１ 1936 満洲と日本 南満洲鐡道株式會社 書籍

366 昭和１５ 1940 満洲現勢圖解 芝田研三　南満洲鐡
道株式會社

書籍

367 昭和１１ 1936 満洲移民の重大性 廣瀬壽助　満洲移民
協會

書籍

368 昭和１５ 1940 宋徽宗欽宗二帝の満洲配流 小平總治 書籍 観世教の拓本がはさまる

369 昭和１７ 1942 新たに満洲生活に入る人の為に 満洲帝國開拓總局 書籍 渡満者ｎ心得　2冊

370 昭和１３ 1938 統計から見た満洲 松本豊三　南満洲鐡
道株式會社

書籍

371 昭和１５ 1940 皇紀二千六百年記念創刊　満洲開拓
年鑑

藤澤忠雄　満洲國通
信社出版部

書籍

372 昭和１１ 1936 移民の栞 満洲日日新聞社 書籍

373 昭和１７ 1942 満洲移民夜前物語 永田稠　日本力行會 書籍

374 昭和１１ 1936 満洲信濃村建設概況 長野縣學務部 書籍

375 昭和１７ 1942 縣是竝縣政三箇年計畫 江省穆棱縣 書籍

376 昭和１４ 1939 興満談 小野秀一　信濃郷土
誌刊行會

書籍

377 昭和１７ 1942 満洲開拓民概要 拓務省拓北局 書籍

378 昭和１２ 1937 満洲信濃村建設の栞 長野縣職業課 書籍

379 昭和１６ 1941 拓土教本 下川兵次郎　藤井書
店

書籍
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380 昭和１４ 1939 新農村の建設　大陸への分村大移動 農林省經濟更生部 書籍 ２冊

381 昭和１７ 1942 満洲の交通 満鐡・広報課 書籍

382 昭和１７ 1942 満鐡の輪郭 芝田研三　満鐡・広報
課

書籍

383 昭和１０ 1935 満洲ト満鐡 南満洲鐡道株式會社 書籍

384 昭和１１ 1936 満洲ト満鐡 南満洲鐡道株式會社 書籍

385 昭和２ 1927 満洲の鐡道網 大島興吉　大阪屋號
書店

書籍

386 昭和１１ 1936 満鉄沿線案内 南満洲鐡道株式會社 書籍

387 昭和１６ 1941 旅順戰抄 池田信治　関東州戰
蹟保存會

書籍

388 昭和１１ 1936 撫順商工要覧 撫順實業協會 書籍

389 昭和４ 1929 日比のくさび 在比聯合日本人會 書籍

390 昭和１１ 1936 軍備の充實とその精神　國民の覚悟 陸軍省新聞班 書籍

391 昭和２８ 1953 日本に迫る冷い戰争 欧亜協会 書籍

392 昭和１１ 1936 産業の大連 大連市役所産業課 書籍

393 昭和１６ 1941 満洲安曇郷建設本部日記 曾田貢 書籍 曾田貢の日記

394 大正７ 1918 通俗教育　貮拾年記念　附海外発展
誌

岸本與 書籍

395 昭和１８ 1943 我が邦に於ける家と國 文部省教學局 書籍

396 昭和１３ 1938 戰時體制と勞働力涵養 池田宏　文部省 書籍

397 昭和１８ 1943 臣民の道 文部省教學局 書籍
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398 昭和１１ 1936 日本歴史地理概説 長野縣警察練習所 書籍

399 昭和１４ 1939 郵便貯金五十億圓突破記念講演集 貯金局 書籍

400 昭和１３ 1938 信濃教育會南安曇部會　創立五十周
年記念　沿革誌要

信濃教育會南安曇部
會

書籍

401 昭和９ 1934 青年讀本 長野縣 書籍

402 公民科教材 土屋 書籍 国体と政体について

403 大正１０ 1921 宮中重大事件に就て 書籍

404 昭和７ 1932 土肥慶蔵先生を悼む 西牧保市 書籍

405 昭和１２ 1937 愛兒を立派に育てる為に　世の父母
に捧ぐ

信濃兒童相談所　長
野縣少年教護員　福
永万三郎

書籍

406 昭和１６ 1941 大政翼賛と議員選挙 長野縣翼賛壮年團 書籍

407 昭和１６ 1941 水田用噴霧器の使用法 長野縣立農事試験場 書籍 食料増産に関する質問事項在中

408 昭和１６ 1941 稲作耕種改善基準 豊科町農會 書籍

409 昭和１６ 1941 中小商工業者の行くべき道 長野縣厚生協會 書籍

410 昭和１６ 1941 金属類特別回収関係法規 長野縣 書籍

411 昭和１５ 1940 長野縣翼賛壮年團結成の経過 長野縣翼賛壮年團 書籍

412 昭和６ 1931 長野縣南安曇郡有明村土地利用計
畫書

農林省農務局 書籍

413 昭和２６ 1951 子供としつけ 島田四郎 書籍

414 昭和２ 1927 欧米財界と世界に於ける我國の信用 井上修一　東京講演
同行會

書籍

415 昭和９ 1934 讀み易い分かり易い　佛説阿彌陀經 西田貞亮　日本語を
よくする會

書籍
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416 大正１５ 1926 邦文パンフレット通信　米國は今年も
景氣がよいか　米國経済政策の研究

ジャパンタイムス社 書籍

417 大正１５ 1926 邦文パンフレット通信　米國外交奇聞
　日米戦争の危機　米独國交断絶の
序幕

ジャパンタイムス社 書籍

418 大正１５ 1926 邦文パンフレット通信　各國経世家の
時局観　上篇

ジャパンタイムス社 書籍

419 大正１５ 1926 邦文パンフレット通信　各國経世家の
時局観　中篇

ジャパンタイムス社 書籍

420 大正１５ 1926 邦文パンフレット通信　世界の裏長野
　バルカンの現勢

ジャパンタイムス社 書籍

421 昭和１６ 1941 農道の歓喜 満洲移住協會 書籍

422 昭和１２ 1937 満洲信濃村移住團員名簿 長野縣 書籍

423 昭和１４ 1939 興満談 信濃郷土誌刊行會 書籍

424 昭和７ 1932 民政党内閣の功績　商工及農林篇 立憲民政党本部 書籍

425 昭和４ 1929 のぞみ　四月號 希望社 書籍

426 昭和２４ 1949 新聞文庫３　新聞の出来るまで 梅津八重茂　信濃毎
日新聞社

書籍

427 大正８ 1919 日本國危ふし 日高瓊々彦　皇學寮 書籍

428 信濃海外移住組合定款 信濃海外移住組合 書籍

429 昭和２２ 1947 民主的新聞の基礎　附新聞記者の義
務と責任

日本新聞協會　ミズー
リ大学新聞学部長フラ
ンク・ルーサー・モット
博士

書籍

430 昭和８ 1933 兒童虐待防止法に就いて 長野縣 書籍 ２冊

431 昭和７ 1932 犬養内閣の臣節無視 國體擁護聯盟 書籍 大逆事件についての記述あり

432 昭和９ 1934 南陽地方梗概 長崎移住教養所 書籍
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433 昭和１４ 1939 奉天同善堂要覧 奉天同善堂 書籍

434 昭和１７ 1942 眞理の大道 町田繁太郎 書籍

435 昭和２５ 1950 観自在　新年号 清水寺 書籍

436 大正６ 1917 死生の覺悟 山室軍平　救世軍日
本々營

書籍

437 昭和２９ 1954 警備訓練　部外秘 国警本部警備部　警
ら交通課

書籍

438 明治３６ 1903 總選挙勝利廼曙 磯萍水　金港堂書籍 書籍

439 昭和６ 1931 名もない小鳥　小笠原彌榮子遺稿 小笠原幸彦 書籍

440 昭和１８ 1943 日本精神叢書４４　三經義疏と日本佛
教

金子大榮　文部省教
學局

書籍

441 昭和１９ 1944 太平記と武士道 高木武　文部省教學
局

書籍

442 大正３ 1914 アカギ叢書　日本建築史要 龍居松三助　赤城正
蔵

書籍

443 大正３ 1914 アカギ叢書　オイケンの哲学 中嶋萬次郎　赤城正
蔵

書籍

444 大正３ 1914 アカギ叢書１１篇　文化文政　江戸の
世態

龍居松三助　赤城正
蔵

書籍

445 大正３ 1914 アカギ叢書　奈良の美術 佐々木恒淸　赤城正
蔵

書籍

446 昭和１６ 1941 隣組讀本　戦費と國債 大政翼賛會 書籍

447 昭和４ 1929 使徒行傳 米國聖教協會 書籍

448 昭和７ 1932 衛生知識普及　第一輯　防疫要綱 長野縣衛生課 書籍 ２冊

449 昭和３８ 1963 政研録　No.１５ 松本県ケ丘高等学校
　生物研究部

書籍

450 昭和４２ 1967 季刊　明治２１ 明治大学 書籍
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451 昭和７ 1932 濱口雄幸氏を偲ぶ 西牧保市 書籍

452 昭和１１ 1936 直興遺筐 納谷孝一　警察精神
社

書籍

453 昭和５ 1930 安曇野に於ける和漢生薬　薬草木目
録

長野縣南安曇農業學
校校友會農芸部

書籍

454 昭和９ 1934 偉大なる百姓精神　農村経済更生運
動を語る

農林大臣　後藤文夫 書籍

455 昭和２４ 1949 誰でも知っておかねばならぬ　家庭裁
判所の話

熊澤利吉 書籍

456 昭和２５ 1950 日米経済科學文化協會講演集 日本アメリカ経済科学
文化協會

書籍 朝鮮事件と日本経済　講話問題に対
する意見　自由の死と必然の死

457 昭和１４ 1939 警防團の話 内務事務官　小幡治
和　大日本警防協會

書籍 ２冊

458 昭和２７ 1952 日本共産党の對警闘争 書籍 部外秘の印

459 昭和９ 1934 薬の常識 内務省衛生局 書籍

460 昭和１３ 1938 防火講演資料 大日本消防協會 書籍 ２冊

461 昭和７ 1932 脚氣の話 内務省社會局保険部 書籍

462 ダンス参考書　其の二　基本足型集 書籍

463 昭和１５ 1940 初めて工場へ入った方の　安全と衛
生の手引

長野縣工場懇話會 書籍

464 昭和２１ 1946 日本國憲法 大日本教育會長野縣
支部

書籍

465 昭和１４ 1939 講演筆記　人生と宗教 町田繁太郎　西澤書
店

書籍

466 昭和１６ 1941 立憲養正會　宣伝用パンフレット９　重
大時局に際して為政者の根本的反省
を促す

衆議院議員　田中耕 書籍

467 昭和４ 1929 文部省調査　中等學校　作法要覧解
説

中等教育學會 書籍

468 昭和１６ 1941 憲法擁護と大政翼賛會 植原悦二郎　皇道會
本部

書籍
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469 昭和１６ 1941 二大戦時立法　國防保安法　國家總
動員法　附全條文　提案理由と質疑
応答等

信興社指導部 書籍

470 昭和８ 1933 榮峯句集　第二編 椿静堂 書籍

471 昭和１３ 1938 烈女山口不二傳 早川圓澄　長源寺 書籍

472 昭和２９ 1954 第三種郵便物の利用案内 長野郵政局 書籍

473 昭和２７ 1952 大なる岩陰 中澤博 書籍

474 昭和１０ 1935 度量衡器の使用心得 長野縣 書籍 ２５９５．１２の記述

475 大正１５ 1926 邦文パンフレット通信　世は移り行く　
野人より廟堂へ

ジャパンタイムス社 書籍

476 昭和２３ 1948 アメリカ合衆國における防犯活動 國家地方警察本部　
刑事部　防犯課

書籍

477 公用文作成の手引 国警長野県本部　警
務部　教養課

書籍 手づくり冊子

478 昭和２６ 1951 新礼法讀本　男女の交際と礼儀 文部省純潔教育分科
審議会

書籍

479 昭和元 1926 完全なる結婚Ⅲ　技術篇 三島和郎　學術図書
刊行會

書籍

480 昭和３３ 1958 新しい村づくり　農協共済のしおり 長野県共済農業協同
組合連合会

書籍

481 昭和１９ 1944 防空監視隊員必携 長野縣警防課 書籍 秘の印

482 大正１５ 1926 皇孫殿下御降誕記念　北安公務録 會田貢　信濃不二社 書籍

483 明治４５ 1912 御大典記念　南安公務録 信濃不二社 書籍

484 昭和１０ 1935 「南傳大蔵經」早わかり 高楠順次郎　大蔵出
版

書籍

485 神社参向の志るべ 長野縣 書籍

486 昭和２６ 1951 当用漢字と現代かなづかい 日本当用漢字研究会 書籍
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487 昭和２５ 1950 佛教文化パンフレット　佛教より観たる
嫉妬の心理

半田孝海　長野縣佛
教会

書籍

488 昭和１３ 1938 カルピス修養パンフレット　どんな小さ
なことでも１　因縁と果報のはなし

上野陽一　カルピス製
造株式會社

書籍

489 明治４５ 1912 妙力小觀 高島平三　日蓮宗大
學同窓會

書籍

490 大正１０ 1921 大聖日蓮 日蓮宗宗務院 書籍

491 昭和３ 1928 喜壽の祝ひ 會田貢　信濃不二社 和綴じ 會田代次良氏への祝い　６冊

492 由多加 由多加會 和綴じ 歌集

493 説教論題　十七則　甲府新聞第八十
八號附録

大経院 和綴じ

494 昭和２５ 1950 京 京都川柳社 書籍 通巻第３３５号

495 明治３５ 1902 日置神社考證 宮川正直　日置神
社々務所

書籍

496 昭和１１ 1936 私の詩吟観 小磯極東　吟詩極東
會

書籍

497 大正９ 1920 實語教童子教歌 山中愛之助 書籍

498 昭和２ 1927 濱口雄幸を繞る重なる人々　政界人
物傳（野党の巻）

角屋謹一　文王社 書籍

499 昭和５ 1930 行幸七日 静岡縣 書籍

500 昭和１３ 1938 感謝 西原貢　小室教雄 書籍

501 松本深先生略歴 書籍

502 昭和９ 1934 弘法大師の偉徳 豊山派弘法大師壹千
百年御遠忌事務局

書籍

503 昭和１５ 1940 私の眼に映したる　花田先生 東亞報徳會總務所 書籍

504 昭和２４ 1949 囀り　宗右先生還暦祝賀句集 野村古陵 書籍

505 昭和２４ 1949 山極塩子女子の　母のことば 古村靑山　白雲會 書籍

28/34 ページ 安曇野市　教育委員会



会田血涙資料

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116

506 学問のすすめ 和綴じ 表紙、裏表紙に會田氏の書あり

507 昭和７ 1932 會寧燒と今、藤四郎の崔氏 小山佐平　會寧産業
評論社

書籍

508 昭和５ 1930 はの字　相場川柳 播磨谷哲助　都新聞 書籍

509 昭和３４ 1959 ヒットジャズ 新興楽譜出版社 書籍

510 昭和２３ 1948 みなさんのユネスコ 世界日報社 書籍

511 昭和５ 1930 鉄道全通　二十週年記念誌 福島町役場 書籍

512 大正１３ 1924 塩断ちの禁令 書籍

513 昭和１８ 1943 偲ぶ草 鈴木林九 書籍 父の霊に捧ぐ

514 道草 書籍

515 大正１２ 1923 呼醒園 山田晩華 書籍 亡母に捧ぐ　山田きぬ

516 昭和９ 1934 思親憐子 丸山岩雄 和綴じ 亡父に捧ぐ

517 昭和２４ 1949 かるかや　句と随筆 坂巻佐和子 和綴じ

518 昭和１７ 1942 蒼園の花 高木恩 和綴じ

519 昭和２３ 1948 松僊畫伯の建碑成りて 古村靑山　白雲會 和綴じ

520 烈婦不二琵琶歌 妙龍道人 書籍

521 国のかほり 和綴じ 赤穂浪士の句

522 昭和１４ 1939 亡き妻と共に 古村靑山 書籍

523 昭和１３ 1938 皇后宮御歌　やすらかに　歌唱教科
書

全國神職會 紙 支那事變の戦傷病死者への慰めの
歌

524 昭和２９ 1954 花岡靑陽印譜 古山靑山　白雲社 和綴じ

525 火災防禦要綱 武藤巳之 書籍

526 一般新聞に使用される　証券用語の
解説

書籍 手づくり冊子
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527 大正１２ 1923 創立貮拾週年記念帖 安曇電氣株式會社 書籍

528 短歌新譯 尾上八郎　早稲田大
學出版部

書籍

529 昭和１５ 1940 詔勅 書籍

530 昭和１６ 1941 ローマ字世界　ROMAZI SEKAI 日本のローマ字社 書籍

531 昭和２４ 1949 社交ダンス　アマルガメーションズ かほる會 和綴じ

532 昭和１２ 1937 服務必携 長野縣 書籍

533 昭和１０ 1935 消防組大巡検計畫書 大日本消防協會長野
支部

書籍 皇紀２５９５年

534 大正５ 1916 御題目 井上治作　平楽寺書
店

書籍

535 昭和７ 1932 淋疾とその絶對療法 西謙一郎　使徒行社
診療所出版部

書籍

536 平面　三角法教科書 光風館 書籍

537 昭和７ 1932 臣節　蹂躙の犬養内閣 國體擁護聯盟　春秋
社

書籍

538 昭和１６ 1941 大陸歸農叢書　第四輯　轉職の對策
について

倉橋定　満洲移住協
會

書籍 會田貢宛の葉書

539 明治１７ 1884 解説　普通生理學 江馬春熈 書籍 會田貢氏手づくり冊子

540 昭和２６ 1951 世界動乱渦中の人物 旺文社 書籍

541 大正１１ 1922 松澤求策君建碑紀念 信濃民報社長　三澤
啓一

和綴じ

542 昭和５ 1930 復興記念　大東京 報知新聞社 書籍

543 昭和５ 1930 第二次普選　代議士名鑑 岡田晴吉 書籍

544 寺子屋から學校へ　保等學校の回顧 下條直幹 書籍 井口喜源治の名

545 明治３６ 1903 教訓百首 永田隆　佛教館 書籍

546 佐渡ヶ島 新潟交通 書籍 パンフレット
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547 昭和４５ 1970 日光山 日光山輪王寺社会事
業部

書籍

548 昭和１６ 1941 下高井 高津榮　下高井銃後
奉公會

書籍

549 昭和５ 1930 手裏剣 石川淸人　髑髏庵 書籍

550 野澤温泉４人風呂　民謡集 信州野澤温泉　常盤
屋旅館

書籍

551 昭和６ 1931 帝國新書畫番附 帝國繪畫協會 書籍

552 信玄公零廟建設會趣意書 信玄公零廟建設會事
務局

書籍

553 昭和２４ 1949 國寶史蹟　松本城 松本城保存會 書籍

554 明治４０ 1907 松本城 草間五郎 書籍

555 昭和３２ 1957 関東への旅 豊科中学校 書籍 豊科中学校３年　会田勲　旅行のしお
り

556 昭和２８ 1953 安曇傳節　有明の鬼 三原淸造 書籍 ２冊

557 昭和２１ 1946 木曽谷の食草 長野縣西筑摩郡地方
事務所

書籍

558 昭和４ 1929 高遠案内 高遠史蹟調査會 書籍

559 日本アルプス登山案内 長野縣南安曇郡豊科
警察署内　日本アル
プス休泊業組合　日
本アルプス案内人組
合

書籍 パンフレット

560 大正７ 1918 霊刹　栗尾の栞 小林俊善　萬願寺 書籍

561 大正１４ 1925 中房温泉 奥村榮喜彌 書籍 ３冊

562 義勇軍臺帳 南安曇地方事務所 和綴じ 個人名　入植地　帰郷日　生死

563 持参荷目録 横帳

564 由緒書 横帳
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565 昭和１５ 1940 成相　隣組常會ろ組誌 和綴じ

566 明治４５ 1912 村社献備品員数目録　竝仝請渡簿 本村成相両耕地　成
相區氏子惣代保管

書籍

567 昭和６ 1931 祭典費徴収簿 成相町氏子総代 書籍

568 昭和１６ 1941 八坂神社日誌 書籍

569 昭和６ 1931 神社日誌 氏神　八坂社　市神　
氏子總代

書籍

570 昭和８ 1933 村社　諏訪社　八幡社　合殿神社　石
燈籠基礎工事監督日誌

書籍

571 雑記帳 和綴じ 病症　応急処置

572 安曇伝説　有明の鬼 和綴じ

573 結婚協力血涙會入會申込書 紙

574 農地解放者同盟豊科支会　関係書類
１

書籍 会計簿　申込者名簿

575 農地解放者同盟豊科支会　関係書類
２

書籍 通知書　申告者名簿

576 廣告及賛助者芳名簿 書籍 表紙のみ　白紙

577 昭和２２ 1947 定期預金通帳　曾田貢殿 豊科町農業會 その他

578 昭和１１ 1936 定期預金通帳　曾田貢殿 豊科町信用販賣購買
利用組合

その他

579 大正７ 1918 特別當座預金通帳　曾田貢殿 南安銀行 その他

580 大正６ 1917 當座預金通帳　豊科町南安同志倶楽
部展

南安銀行 その他

581 帝國地方行政學會発行　手帳 書籍 覚書　昭和２４年１２月１５日発行民主
新聞　同封

582 中嶋輪兵衛記録之写　第一輯 中嶋和平 和綴じ 十ケ堰ニ関スル記　塚原新発ニ関ス
ル記　輪兵衛小傳

583 中嶋輪兵衛ニ對スル十ケ堰開発功勞
者事蹟調書　（輪兵衛小傳）

書籍

584 明治３８ 1905 サイン帳 曾田貢 書籍 征露記念の為の帳と自序に記載
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585 昭和２３ 1948 徳富猪一郎　蘇峰　英國を解剖す 書籍 新聞記事の切り貼り

586 大正７ 1918 帝國繪畫番附 帝國繪畫教會 紙

587 世界第一大勉強　広告 美篶商會 紙

588 集金票　５３人 個人名あり　給与支給
明細書

その他

589 SBCニュース　昭和３１年３月１０日発
行

紙

590 新村翠石氏　老松 紙 台帳に登記する見本

591 昭和１３ 1938 新東亞資源開発解説地圖　支那實情
早わかり

東京日日新聞社 紙 東京日日新聞社調査編纂

592 昭和３４ 1959 最新　長野縣全圖 信濃毎日新聞社 紙 長野県市町村合併経過一覧

593 大正１０ 1921 長野縣南安曇郡地圖 信濃教育會南安曇郡
會

紙 ２部

594 昭和２４ 1949 斈習　参考用　日本全圖 富国出版社 紙 世界全圖

595 大正４ 1915 松本市全圖　松本市要覧 紙

596 昭和１２ 1937 日支事變明細地圖 信濃毎日新聞社 紙

597 昭和１３ 1938 漢□戦局明細地圖 信濃毎日新聞社 紙

598 昭和１５ 1940 満洲開拓民入植圖 拓務省 紙

599 昭和１６ 1941 満洲開拓民入植圖 拓務省 紙

600 昭和１３ 1938 満洲支那全土明細地圖 讀賣新聞社 紙

601 昭和１４ 1939 満洲農業移民入植圖 拓務省 紙

602 昭和９ 1934 アリアンサ移住地 紙

603 満洲帝國地圖 満洲事情案内所 紙

604 昭和１２ 1937 北支事變明細圖解 東京日日新聞社 紙
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会田血涙資料

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116

605 南安曇郡蠶種同業組合員一覧　南安
曇郡略圖

紙

606 大正３ 1914 鷗州大戦明細地圖 星製薬株式会社 紙 交戦國関係資料

607 大正３ 1914 全鷗戦局新地圖 春江堂書店 紙

608 昭和１０ 1935 最新　欧州大地圖 大日本雄辯會講談社 紙

609 最近　ヨーロッパ全圖 鷗亞學會 紙

610 昭和２９ 1954 すごろく　小学一年生正月号付録 小学館 紙 ２部

611 長野縣警察の歌　雲ははれたり 長野縣警察協會 紙

612 昭和８ 1933 俳諧　１４首 短冊  豊科町曾田貢殿　東京麹町区三国町
一―二　加藤犀水

613 昭和８ 1933 俳諧　３１首 短冊  豊科町曾田貢殿　東京麹町区三国町
一―二　加藤犀水

614 俳諧　６２首 短冊 信濃不二周年記念

615 俳諧　６首 短冊 乃し　信濃不二周年記念　横山茂

616 ひと口つけ　雪峯巻 短冊 雪峰の印

617 俳諧　４３７首 短冊 記念

618 信濃不二週年記念品 その他 襖

619 信濃不二社　記念品　至誠有良民 その他 額

620 信濃不二 その他 額

621 泰然自得 その他 額

622 新文化 その他 額

623 信濃不二　記念品 その他 屏風

624 喜寿　古稀　記念品 その他 屏風

625 喜寿　古稀　記念品２ その他 屏風
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