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37000127 中川手村誌　第一輯 明科中学校 昭和 23 年 刊行物 要審査

37000174 Ｓ２５　学校日誌　中川手中学校 明科中学校 昭和 25 年度 文書 制限なし

37000168 Ｓ２６　学校日誌　東川手中学校 明科中学校 昭和 26 年度 文書 制限なし

37000175 Ｓ２６　学校日誌　中川手中学校 明科中学校 昭和 26 年度 文書 制限なし

37000169 Ｓ２７　学校日誌　東川手中学校 明科中学校 昭和 27 年度 文書 制限なし

37000176 Ｓ２７　学校日誌　中川手中学校 明科中学校 昭和 27 年度 文書 制限なし

37000170 Ｓ２８　学校日誌　東川手中学校 明科中学校 昭和 28 年度 文書 制限なし

37000177 Ｓ２８　学校日誌　川手中学校 明科中学校 昭和 28 年度 文書 制限なし

37000055 Ｓ２９　職員会誌　七貴中学校 明科中学校 昭和 29 文書 要審査

37000165 Ｓ２９　学校日誌　七貴中学校 明科中学校 昭和 29 年度 文書 制限なし

37000171 Ｓ２９　学校日誌　東川手中学校 明科中学校 昭和 29 年度 文書 制限なし

37000178 Ｓ２９　学校日誌　川手中学校 明科中学校 昭和 29 年度 文書 制限なし

37000166 Ｓ３０　学校日誌　七貴中学校 明科中学校 昭和 30 年度 文書 制限なし

37000172 Ｓ３０　学校日誌　東川手中学校 明科中学校 昭和 30 年度 文書 制限なし

37000179 Ｓ３０　学校日誌　川手中学校 明科中学校 昭和 30 年度 文書 制限なし

37000167 Ｓ３１　学校日誌　七貴中学校 明科中学校 昭和 31 年度 文書 要審査

37000173 Ｓ３１　学校日誌　東川手中学校 明科中学校 昭和 31 年度 文書 制限なし

37000180 Ｓ３１　学校日誌　川手中学校 明科中学校 昭和 31 年度 文書 制限なし

37000018 Ｓ３２　学校日誌　川手中学校 明科中学校 昭和 32 年度 文書 要審査

37000019 Ｓ３２　学校日誌　七貴中学校 明科中学校 昭和 32 年度 文書 要審査

37000020 Ｓ３３　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 33 年度 文書 要審査

37000044 Ｓ３３～Ｓ３７　明中新聞綴　明科中学校新聞部 明科中学校 昭和 33 Ｓ３３～Ｓ３７ 刊行物 要審査

37000021 Ｓ３４　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 34 年度 文書 要審査

37000022 Ｓ３５　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 35 年度 文書 要審査

37000023 Ｓ３６　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 36 年度 文書 要審査

37000001 Ｓ３７　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 37 年度 文書 要審査

37000002 Ｓ３８　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 38 年度 文書 要審査

37000003 Ｓ３９　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 39 年度 文書 要審査

37000050
Ｓ３９～Ｓ５０　生徒会新聞「ながみね」　明科中
学校

明科中学校 昭和 39 Ｓ３９～Ｓ５０ 刊行物 要審査

37000045 Ｓ３９～Ｓ４６　ながみね　明科中学校新聞部 明科中学校 昭和 39 Ｓ３９～Ｓ４６ 刊行物 要審査

37000004 Ｓ４０　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 40 年度 文書 要審査

37000005 Ｓ４１　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 41 年度 文書 要審査

37000006 Ｓ４２　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 42 年度 文書 要審査

37000098 アルバムＪ　明科中学校 明科中学校 昭和 42 写真 要審査

年代
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37000007 Ｓ４３　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 43 年度 文書 要審査

37000008 Ｓ４４　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 44 年度 文書 要審査

37000103 アルバムＫ　明科中学校 明科中学校 昭和 44 写真 制限なし

37000147 Ｓ４４　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 44 刊行物 要審査

37000009 Ｓ４５　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 45 年度 文書 要審査

37000010 Ｓ４６　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 46 年度 文書 要審査

37000137 学級指導の計画 明科中学校 昭和 46 年 文書 要審査

37000011 Ｓ４７　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 47 年度 文書 要審査

37000051 Ｓ４８．３　職員文集押野崎　明科中学校 明科中学校 昭和 47 文書 要審査

37000148 Ｓ４７　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 47 刊行物 要審査

37000012 Ｓ４８　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 48 年度 文書 要審査

37000013 Ｓ４９　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 49 年度 文書 要審査

37000047 古文書及資料目録　明科中学校 明科中学校 昭和 49 刊行物 要審査

37000014 Ｓ５０　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 50 年度 文書 要審査

37000095 アルバムＧ　明科中学校 明科中学校 昭和 50 Ｓ５０～Ｓ５３ 写真 要審査

37000015 Ｓ５１　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 51 年度 文書 要審査

37000064 Ｓ５１　ながみね　第２号　明科中学校 明科中学校 昭和 51 刊行物 要審査

37000016 Ｓ５２　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 52 年度 文書 要審査

37000046
Ｓ５２～Ｓ５７　生徒会新聞「ながみね」　明科中
学校

明科中学校 昭和 52 Ｓ５２～Ｓ５７ 刊行物 要審査

37000062 二十年の歩み　明科中学校 明科中学校 昭和 52 刊行物 要審査

37000065 Ｓ５２　ながみね　第３号　明科中学校 明科中学校 昭和 52 刊行物 要審査

37000094 アルバムＦ　明科中学校 明科中学校 昭和 52 写真 要審査

37000017 Ｓ５３　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 53 年度 文書 要審査

37000049 Ｓ５３　職員文集あかしな　明科中学校 明科中学校 昭和 53 文書 要審査

37000058 Ｓ５３　研究報告書 明科中学校 昭和 53 文書 要審査

37000066 Ｓ５３　ながみね　第４号　明科中学校 明科中学校 昭和 53 刊行物 要審査

37000092 アルバムＤ　明科中学校 明科中学校 昭和 53 写真 要審査

37000104 アルバム　明科中学校 明科中学校 昭和 53 写真 制限なし

37000149 Ｓ５３　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 53 刊行物 要審査

37000024 Ｓ５４　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 54 年度 文書 要審査

37000048 Ｓ５４　職員文集あかしな　明科中学校 明科中学校 昭和 54 文書 要審査

37000054 Ｓ５４～Ｓ５９　職員会記録　明科中学校 明科中学校 昭和 54 Ｓ５４～Ｓ５９ 文書 要審査

37000067 Ｓ５４　ながみね　第５号　明科中学校 明科中学校 昭和 54 刊行物 要審査

37000150 Ｓ５４　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 54 刊行物 要審査
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37000025 Ｓ５５　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 55 年度 文書 要審査

37000068 Ｓ５５　ながみね　第６号　明科中学校 明科中学校 昭和 55 刊行物 要審査

37000151 Ｓ５５　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 55 刊行物 要審査

37000026 Ｓ５６　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 56 年度 文書 要審査

37000059 Ｓ５６　研究報告書 明科中学校 昭和 56 文書 要審査

37000069 Ｓ５６　ながみね　第７号　明科中学校 明科中学校 昭和 56 刊行物 要審査

37000152 Ｓ５６　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 56 刊行物 要審査

37000027 Ｓ５７　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 57 年度 文書 要審査

37000060 Ｓ５７　研究報告書 明科中学校 昭和 57 文書 要審査

37000070 Ｓ５７　ながみね　第８号　明科中学校 明科中学校 昭和 57 刊行物 要審査

37000097 アルバムＩ　明科中学校 明科中学校 昭和 57 写真 要審査

37000106 アルバム　塚原高等学校 明科中学校 昭和 57 写真 制限なし

37000028 Ｓ５８　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 58 年度 文書 要審査

37000061 Ｓ５８　研究報告書 明科中学校 昭和 58 文書 要審査

37000071 Ｓ５８　ながみね　第９号　明科中学校 明科中学校 昭和 58 刊行物 要審査

37000093 アルバムＥ　明科中学校 明科中学校 昭和 58 写真 要審査

37000110 Ｓ５８～Ｓ５９アルバム　明科中学校 明科中学校 昭和 58 Ｓ５８～Ｓ５９ 写真 要審査

37000111 航空写真　明科中学校 明科中学校 昭和 58 写真 制限なし

37000153 Ｓ５８　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 58 刊行物 要審査

37000029 Ｓ５９　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 59 年度 文書 要審査

37000072 Ｓ５９　ながみね　第１０号　明科中学校 明科中学校 昭和 59 刊行物 要審査

37000096 アルバムＨ　明科中学校 明科中学校 昭和 59 写真 制限なし

37000099 アルバムＬ　明科中学校 明科中学校 昭和 59 写真 制限なし

37000101 アルバムＯ　明科中学校 明科中学校 昭和 59 写真 要審査

37000142 Ｓ５９　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 59 刊行物 要審査

37000030 Ｓ６０　学校日誌　明科中学校 明科中学校 昭和 60 年度 文書 要審査

37000073 Ｓ６０　ながみね　第１１号　明科中学校 明科中学校 昭和 60 刊行物 要審査

37000090 アルバムＡ　明科中学校 明科中学校 昭和 60 Ｓ６０～Ｓ６１ 写真 要審査

37000100 アルバムＮ　明科中学校 明科中学校 昭和 60 写真 要審査

37000143 Ｓ６０　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 60 刊行物 要審査

37000074 Ｓ６１　ながみね　第１２号　明科中学校 明科中学校 昭和 61 刊行物 要審査

37000102 アルバムＯ－２　明科中学校 明科中学校 昭和 61 写真 要審査

37000105 アルバム　’８６　明科中学校 明科中学校 昭和 61 写真 制限なし

37000109 開校３０年誌用アルバム　明科中学校 明科中学校 昭和 61 開校時からＳ６１年まで 写真 制限なし
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37000075 Ｓ６２　ながみね　第１３号　明科中学校 明科中学校 昭和 62 刊行物 要審査

37000113 開校３０周年記念アルバム　明科中学校 明科中学校 昭和 62 写真 制限なし

37000114 Ｓ６２～Ｓ６３アルバム　明科中学校 明科中学校 昭和 62 Ｓ６２～Ｓ６３ 写真 制限なし

37000154 Ｓ６２　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 62 刊行物 要審査

37000155 Ｓ６３　学校要覧　明科中学校 明科中学校 昭和 63 刊行物 要審査

37000076 Ｈ１　ながみね　第１５号　明科中学校 明科中学校 平成 1 刊行物 要審査

37000107 大連市　訪問写真 明科中学校 平成 1 写真 制限なし

37000108 大連市　友好代表団来校写真 明科中学校 平成 1 写真 制限なし

37000115 Ｈ１アルバム　明科中学校 明科中学校 平成 1 写真 要審査

37000118 Ｈ１～Ｈ３アルバム　明科中学校 明科中学校 平成 1 Ｈ１～Ｈ３ 写真 制限なし

37000156 Ｈ１　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 1 刊行物 要審査

37000077 Ｈ２　ながみね　第１６号　明科中学校 明科中学校 平成 2 刊行物 要審査

37000116 Ｈ２アルバム　明科中学校 明科中学校 平成 2 写真 要審査

37000157 Ｈ２　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 2 刊行物 要審査

37000078 Ｈ３　ながみね　第１７号　明科中学校 明科中学校 平成 3 刊行物 要審査

37000117 Ｈ３アルバム　明科中学校 明科中学校 平成 3 写真 制限なし

37000158 Ｈ３　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 3 刊行物 要審査

37000079 Ｈ４　ながみね　第１８号　明科中学校 明科中学校 平成 4 刊行物 要審査

37000119 Ｈ４～Ｈ７アルバム　明科中学校 明科中学校 平成 4 Ｈ４～ 写真 制限なし

37000120 Ｈ４訪中団　明科中学校 明科中学校 平成 4 写真 制限なし

37000159 Ｈ４　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 4 刊行物 要審査

37000122 Ｈ５　アルバム集　明科中学校 明科中学校 平成 5 写真 制限なし

37000123 Ｈ５～Ｈ６　アルバム集　明科中学校 明科中学校 平成 5 Ｈ５～Ｈ６ 写真 要審査

37000160 Ｈ５　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 5 刊行物 要審査

37000161 Ｈ６　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 6 刊行物 要審査

37000080 Ｈ７　ながみね　第２１号　明科中学校 明科中学校 平成 7 刊行物 要審査

37000162 Ｈ７　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 7 刊行物 要審査

37000081 Ｈ８　ながみね　第２２号　明科中学校 明科中学校 平成 8 刊行物 要審査

37000063 すこやかにやゆみなく　明科中学校 明科中学校 平成 9 刊行物 要審査

37000082 Ｈ９　ながみね　第２３号　明科中学校 明科中学校 平成 9 刊行物 要審査

37000112 ツタンカーメンのエンドウ　明科中学校 明科中学校 平成 9 写真 制限なし

37000124 Ｈ９　アルバム集　明科中学校 明科中学校 平成 9 文書 要審査

37000125 Ｈ９～１２　アルバム集　明科中学校 明科中学校 平成 9 Ｈ９～Ｈ１２ 文書 要審査

37000126 すこやかにたゆみなく　明科中学校 明科中学校 平成 9 年 刊行物 要審査
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37000133 アルバム 明科中学校 平成 9 年度
平成９年度～平成１１
年度

写真 制限なし

37000181 Ｈ９　学校日誌　明科中学校 明科中学校 平成 9 年度 文書 要審査

37000083 Ｈ１０　ながみね　第２４号　明科中学校 明科中学校 平成 10 刊行物 要審査

37000182 Ｈ１０　学校日誌　明科中学校 明科中学校 平成 10 年度 文書 要審査

37000084 Ｈ１１　ながみね　第２５号　明科中学校 明科中学校 平成 11 刊行物 要審査

37000131 Ｈ１１　学校日誌　明科中学校 明科中学校 平成 11 年度 文書 要審査

37000085 Ｈ１２　ながみね　第２６号　明科中学校 明科中学校 平成 12 刊行物 要審査

37000129 ながみね　第２５号　明科中学校生徒会 明科中学校 平成 12 年 刊行物 要審査

37000163 Ｈ１２　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 12 刊行物 要審査

37000183 Ｈ１２　学校日誌　明科中学校 明科中学校 平成 12 年度 文書 要審査

37000164 Ｈ１３　学校要覧　明科中学校 明科中学校 平成 13 刊行物 要審査

37000042 Ｈ１４　大連訪問　　明科中学校 明科中学校 平成 14 写真 要審査

37000086 Ｈ１４　ながみね　第２８号　明科中学校 明科中学校 平成 14 刊行物 要審査

37000087 Ｈ２４　ながみね　第３８号　明科中学校 明科中学校 平成 24 刊行物 要審査

37000088 Ｈ２６　ながみね　第４０号　明科中学校 明科中学校 平成 26 刊行物 要審査

37000089 Ｈ２７　ながみね　第４１号　明科中学校 明科中学校 平成 27 刊行物 要審査

37000091 アルバムＣ　明科中学校 明科中学校 昭和６０年度前後 写真 要審査

37000121 家庭科作品集　明科中学校 明科中学校 写真 制限なし
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