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1 46 1学校教育 学級日誌 伊丹尋常高等
小学校

仮綴 1 大正10.5.～
10.7.

1921 高等科2年2組の日誌

2-5 6 1学校教育 児童考査書用紙綴 仮綴 1 昭和前期

3-1 20-1 1学校教育 成績一覧表 （浜国民学校） 状 1 昭和19 1944 第6学年

3-2 20-3 1学校教育 成績一覧表 浜国民学校 状 1 昭和20 1945

3-3 20-2 1学校教育 成績一覧表 （浜国民学校） 状 1 昭和前期

4 31 1学校教育 公文書控え 浜国民学校 書冊 1 昭和20 1945 県・市学務課からの
通達や、学校から市・
県への報告書類

5 48 1学校教育 学級運営関係記録簿 藤田寛治 書冊 1 昭和前期 出席状況、父兄負担
金徴収などのチェック
表、その他

6 149 1学校教育 学習指導案簿冊 藤田寛治 書冊 1 昭和前期 科目教育、防空対策
等に関するメモ、請
求番号148～157まで
一括

7-1 49-1 1学校教育 学籍簿委員会記録 下坂部国民学
校初等科五学
年

仮綴 1 昭和18 1943

7-2 49-2 1学校教育 学籍簿委員会記録 初等科第一学
年

仮綴 1 昭和18 1943
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7-3 49-3 1学校教育 学籍簿委員会記録 初等科第四学
年

仮綴 1 昭和18 1943

8 50 1学校教育 学年打合せ会記録 仮綴 1 昭和18.9.～
19.1.

1943 表紙に「四年」とあり

9 51-1 1学校教育 学校経営上の困難対策メモ 下坂部国民学
校

状 1 昭和前期 請求番号51-1～51-
7まで一括

10 152 1学校教育 下坂部国民学校校舎配置図
及び平面図

状 3 昭和前期 請求番号148～157ま
で一括

11 47 1学校教育 学校防衛団組織編成及び業
務分掌

下坂部国民学
校・青年学校

書冊 1 昭和17 1942

12-1 51-4 1学校教育 学校防衛計画メモ 下坂部国民学
校

仮綴 1 昭和前期 藁半紙にて仮綴、請
求番号51-1～51-7ま
で一括

12-2 51-5 1学校教育 学校防衛に関するメモ （下坂部国民学
校）

状 1 昭和前期 請求番号51-1～51-
7まで一括

13 51-6 1学校教育 主要努力事項並びにその実
施具体策

下坂部国民学
校

冊子 3 昭和18 1943 請求番号51-1～51-
7まで一括

14 51-2 1学校教育 通知簿用紙 下坂部国民学
校

状 1 昭和前期 請求番号51-1～51-
7まで一括

15 56 1学校教育 保健科試験問題用紙 状 4 (昭和前期) 請求番号52～129箱
入り一括
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16 51-3 1学校教育 「教育のうた」楽譜 状 3 昭和前期 請求番号51-1～51-
7まで一括

17 121 1学校教育 郊外遠足プリント 状 1 近代 請求番号52～129箱
入り一括

18 10 2学童疎開 学童疎開関係事務提要 文部省 冊子 1 昭和19.10. 1944

19 157 2学童疎開 疎開に関する書類綴 石像寺寮 書冊 1 昭和19.9.～
20.8.12

1944 請求番号148～157ま
で一括

20 156 2学童疎開 集団疎開関係通達綴 石像寺寮 書冊 1 昭和19.9.～
20.11.

1944 請求番号48～157ま
で一括

21 16 2学童疎開 集団疎開に関する文書綴 宗福寺寮 書冊 1 昭和20 1945

22 40 2学童疎開 前山村宗福寺寮設営予定図
面

（宗福寺寮） 仮綴 1 昭和前期

23 155 2学童疎開 郵便切手受払簿 石像寺寮 書冊 1 昭和19.10.3～
20.3.12

1944 請求番号148～157ま
で一括

24 153 2学童疎開 学童集団疎開精算書・領収書
綴

石像寺寮 書冊 1 昭和19.9. 1944 請求番号148～157ま
で一括

25-1 36 2学童疎開 現金出納簿 法泉寺寮 書冊 1 昭和20.4.～
20.11.

1945

25-2 22 2学童疎開 現金出納簿 （浜国民学校） 仮綴 1 昭和20 1945
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26 150 2学童疎開 物品購入簿 浜国民学校竹
田石像寺寮

書冊 1 昭和20.2.2～
20.3.13

1945 請求番号148～157ま
で一括

27-1 4 2学童疎開 予算差引簿 浜国民学校宗
福寮

仮綴 1 昭和20 1945

27-2 35 2学童疎開 予算差引簿 法泉寺寮 書冊 1 昭和20 1945

27-3 23 2学童疎開 予算差引簿 （浜国民学校） 仮綴 1 (昭和20) (1945)

27-4 17 2学童疎開 予算差引簿 宗福寺寮 仮綴 1 昭和20 1945

28-1 7-1 2学童疎開 国民学校諸費清算書 石像寺寮他四
寮訓導

浜国民学校 仮綴 1 昭和20.9. 1945 昭和20年9月分 「清
算書綴」の紙にて一
括

28-2 7-2 2学童疎開 国民学校諸費清算書 石像寺寮他四
寮訓導

浜国民学校 仮綴 1 昭和20.4. 1945 昭和20年4月分 「清
算書綴」の紙にて一
括

28-3 7-3 2学童疎開 国民学校諸費清算書 石像寺寮他四
寮

浜国民学校 仮綴 1 昭和20.5. 1945 昭和20年5月分 「清
算書綴」の紙にて一
括

29 8 2学童疎開 国民学校諸費収支一覧 （浜国民学校） 状 1 (昭和20) (1945)

30 11 2学童疎開 備品台帳 吉見村梶原公
会堂寮

仮綴 1 昭和19.9.9 1944
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31 39 2学童疎開 備品原簿 宗福寺寮 仮綴 1 昭和20 1945

32 34 2学童疎開 備品保管簿 法泉寺寮 仮綴 1 昭和20 1945 一部破損著しいが、
史料解読には影響な
し

33 21 2学童疎開 消耗品受払簿 （浜国民学校） 仮綴 1 昭和19.9.9 1944

34 24 2学童疎開 職員俸給・手当支給領収書綴 （浜国民学校） 仮綴 1 昭和20.8. 1945

35 29 2学童疎開 父兄会会費領収通帳 常光寺新町班 状 1 昭和19.9. 1944

36-1 30-2 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収簿 常光寺本町班 仮綴 1 昭和20.4.～
20.10.

1945 裏面出席表

36-2 30-3 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収簿 浜北班 仮綴 1 昭和前期.4.～
.11.

裏面出席表

36-3 30-1 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収簿 常光寺西町会 仮綴 1 昭和20.6. 1945

36-4 30-4 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収簿 浜南班 仮綴 1 昭和前期.4.～
.11.

裏面出席表

36-5 30-5 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収簿 西川班 仮綴 1 昭和前期.4.～
.10.

裏面出席表

36-6 30-6 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収簿 常光寺北町班 仮綴 1 昭和前期.4.～
.11.

裏面出席表
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36-7 26 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収一覧
表

常光寺栄町班 仮綴 1 昭和前期 領収証の紙片（負担
金ｶ）あり 裏面は出
席表

36-8 27 2学童疎開 集団疎開父兄会費徴収一覧
表

常光寺新町班 状 1 昭和前期 裏面は出席簿

39 28 2学童疎開 疎開参加児童父兄負担金領
収通帳

常光寺新町班 状 1 昭和前期.11.
～翌.7.

40-1 43-4 2学童疎開 疎開費用明細 石像寺寮他五
寮

浜国民学校長
藤田寛治

状 1 昭和前期.6.

40-2 43-5 2学童疎開 疎開費用明細 石像寺寮他五
寮

浜国民学校長 仮綴 1 昭和前期.7.

40-3 43-6 2学童疎開 疎開費用明細 浜国民学校 状 1 昭和前期.8.

41 25 2学童疎開 学童疎開地訪問費用一覧 （浜国民学校） 状 1 昭和前期

42-1 154 2学童疎開 職員出勤簿 石像寺寮 浜国民学校長 書冊 1 昭和19.9.～
20.7.

1944 請求番号148～157ま
で一括

42-2 3 2学童疎開 職員出勤簿 浜国民学校宗
福寺寮

仮綴 1 昭和20 1945

42-3 9 2学童疎開 職員出勤簿 （浜国民学校） 仮綴 1 昭和20.11. 1945

43 38 2学童疎開 職員勤務表（控え） 宗福寺寮 仮綴 1 昭和20 1945
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44 15 2学童疎開 集団疎開児童名簿 浜国民学校宗
福寺寮

仮綴 1 昭和前期

45 151 2学童疎開 児童出席調査表（石像寺寮） 浜国民学校長
藤田寛治

尼崎市長八木
林作

書冊 1 昭和19.9.～
20.7.

1944 請求番号148～157ま
で一括

46-1 13 2学童疎開 児童出席簿 美和村法泉寺
寮

仮綴 1 昭和20.4. 1945

46-2 33 2学童疎開 児童出席簿 氷上郡吉見村
情幼寺分教場

仮綴 1 昭和20.4.～
20.11.

1945

46-3 32 2学童疎開 児童出席簿 白亳寺寮 仮綴 1 昭和20.8.～
20.11.

1945

46-4 12 2学童疎開 児童出席簿（五学年女子・三
学年吉見村鴨神社寮）

担任亀尾悦・田
中正

仮綴 1 昭和19.9.～
20.

1945

46-5 1 2学童疎開 児童出席簿 浜国民学校宗
福寺寮

書冊 1 昭和20 1945

46-6 37 2学童疎開 児童出席簿 前山村宗福寺
寮

仮綴 1 昭和20 1945

47 44 2学童疎開 疎開児童住所一覧 石像寺寮他八
寮

仮綴 1 昭和前期

48 45 2学童疎開 集団疎開児童町会別名簿 （浜国民学校） 仮綴 1 昭和20 1945

49 41 2学童疎開 児童小使銭出納簿 宗福寺寮 仮綴 1 昭和20 1945
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50 42 2学童疎開 病床日誌 宗福寺寮 仮綴 1 昭和20.5.～
20.8.

1945

51-1 58 3地図 五万分ノ一地形図兵庫県域
図幅一覧図（本州側）

状 1 (昭和前期) 請求番号52～129箱
入り一括、請求番号
58･59は一対

51-2 59 3地図 五万分ノ一地形図兵庫県域
図幅一覧図（淡路島側）

状 1 (昭和前期) 請求番号52～129箱
入り一括、請求番号
58･59は一対

52-1 68 3地図 地形図収納袋 その他 1 (昭和前期) 請求番号52～129箱
入り一括

52-2 60 3地図 地形図収納袋 その他 1 (昭和前期) 請求番号52～129箱
入り一括

52-3 100 3地図 地形図収納袋 その他 1 近代 請求番号52～129箱
入り一括

53-1 96 3地図 五万分ノ一地形図（大阪東南
部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.10.30 1932 請求番号52～129箱
入り一括

53-2 80 3地図 五万分ノ一地形図（大阪西北
部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和4.6.25 1929 請求番号52～129箱
入り一括

53-3 75-7 3地図 五万分ノ一地形図（大阪西北
部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和11.8.30 1936 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括、請
求番号75-1～75-6
は2万5千分ノ1地図
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53-4 75-8 3地図 五万分ノ一地形図（大阪西北
部）

地理調査所 状 1 昭和26.9.30 1951 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-5 61-5 3地図 五万分ノ一地形図（神戸） 地理調査所 状 1 昭和23.2.28 1948 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-6 61-6 3地図 五万分ノ一地形図（須磨） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-7 63-2 3地図 五万分ノ一地形図（明石） 地理調査所 状 1 昭和22.6.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-8 66-2 3地図 五万分ノ一地形図（姫路） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-9 61-1 3地図 五万分ノ一地形図（篠山） 内務省地理調
査所

状 1 昭和21.11.30 1946 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-10 61-2 3地図 五万分ノ一地形図（福知山） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-11 61-3 3地図 五万分ノ一地形図（大江山） 地理調査所 状 1 昭和23.4.30 1948 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-12 61-4 3地図 五万分ノ一地形図（宮津） 地理調査所 状 1 昭和23.3.30 1948 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-13 61-7 3地図 五万分ノ一地形図（三田） 地理調査所 状 1 昭和30.3.30 1955 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括
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53-14 66-1 3地図 五万分ノ一地形図（龍野） 内務省地理調
査所

状 1 昭和21.10.30 1946 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-15 66-3 3地図 五万分ノ一地形図（坊勢島） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.6.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-16 66-4 3地図 五万分ノ一地形図（鳴門海峡） 地理調査所 状 1 昭和23.1.30 1948 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-17 62-1 3地図 五万分ノ一地形図（浜坂） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.3.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-18 62-2 3地図 五万分ノ一地形図（若桜） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-19 62-3 3地図 五万分ノ一地形図（坂根） 地理調査所 状 1 昭和23.2.28 1948 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-20 62-4 3地図 五万分ノ一地形図（佐用） 地理調査所 状 1 昭和22.2.28 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-21 63-1 3地図 五万分ノ一地形図（高砂） 地理調査所 状 1 昭和22.6.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-22 63-4 3地図 五万分ノ一地形図（北條） 内務省地理調
査所

状 1 昭和21.11.30 1946 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-23 63-3 3地図 五万分ノ一地形図（北條） 地理調査所 状 1 昭和26.8.30 1951 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括
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53-24 63-5 3地図 五万分ノ一地形図（洲本） 内務省地理調
査所

状 1 昭和21.10.30 1946 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-25 63-6 3地図 五万分ノ一地形図（由良） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-26 64-1 3地図 五万分ノ一地形図（香住） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.1.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-27 64-2 3地図 五万分ノ一地形図（村岡） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-28 64-3 3地図 五万分ノ一地形図（大屋市場） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.3.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-29 64-4 3地図 五万分ノ一地形図（山崎） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.3.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-30 65-1 3地図 五万分ノ一地形図（上郡） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-31 65-2 3地図 五万分ノ一地形図（周匝） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.5.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-32 65-3 3地図 五万分ノ一地形図（寒霞溪） 参謀本部 状 1 昭和前期 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-33 65-4 3地図 五万分ノ一地形図（播州赤穂） 地理調査所 状 1 昭和22.7.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括
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53-34 69-1 3地図 五万分ノ一地形図（城崎） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.2.28 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-35 69-2 3地図 五万分ノ一地形図（但馬竹田） 地理調査所 状 1 昭和22.7.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-36 69-3 3地図 五万分ノ一地形図（生野） 内務省地理調
査所

状 1 昭和22.2.28 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-37 69-4 3地図 五万分ノ一地形図（出石） 地理調査所 状 1 昭和22.6.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-38 71 3地図 五万分ノ一地形図（今治西部） 地理調査所 状 1 昭和26.6.30 1951 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-39 69-5 3地図 五万分ノ一地形図（塩江） 地理調査所 状 1 昭和22.1.30 1947 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-40 98 3地図 五万分ノ一地形図（桜井） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.9.30 1932 請求番号52～129箱
入り一括

53-41 94 3地図 五万分ノ一地形図（桜井） 地理調査所 状 1 昭和29.3.30 1954 請求番号52～129箱
入り一括

53-42 72-1 3地図 五万分ノ一地形図（三国） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和8.8.30 1933 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-43 72-2 3地図 五万分ノ一地形図（福井） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和8.7.30 1933 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括
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53-44 72-3 3地図 五万分ノ一地形図（永平寺） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和8.7.30 1933 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-45 72-4 3地図 五万分ノ一地形図（岐阜） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正13.3.30 1924 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-46 77-1 3地図 五万分ノ一地形図（吉野山） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.6.30 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-47 83 3地図 五万分ノ一地形図（吉野山） 地理調査所 状 1 昭和30.8.30 1955 請求番号52～129箱
入り一括

53-48 77-2 3地図 五万分ノ一地形図（高野山） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和12.5.30 1937 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-49 77-3 3地図 五万分ノ一地形図（五條） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和10.8.30 1935 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-50 95 3地図 五万分ノ一地形図（山上ヶ嶽） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.6.30 1932 請求番号52～129箱
入り一括

53-51 74-3 3地図 五万分ノ一地形図（駿河大宮） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和5.5.30 1930 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-52 74-2 3地図 五万分ノ一地形図（山中湖） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和5.5.30 1930 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

53-53 74-1 3地図 五万分ノ一地形図（富士山） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和5.5.30 1930 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括
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54-1 86 3地図 二万五千分ノ一地形図（伊丹） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和2.9.30 1927 請求番号52～129箱
入り一括

54-2 73-1 3地図 二万五千分ノ一地形図（伊丹） 大日本帝国陸
地測量部

状 2 昭和7.9.30 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-3 73-2 3地図 二万五千分ノ一地形図（西宮） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和11.2.28 1936 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-4 70 3地図 二万五千分ノ一地形図（西宮） 状 1 (昭和前期) 請求番号52～129箱
入り一括

54-5 73-3 3地図 二万五千分ノ一地形図（有馬） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和元.12.28 1926 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-6 106 3地図 二万五千分ノ一地形図（宝塚） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和2.2.28 1927 請求番号52～129箱
入り一括

54-7 104 3地図 二万五千分ノ一地形図（広根） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和2.4.30 1927 請求番号52～129箱
入り一括

54-8 112 3地図 二万五千分ノ一地形図（大阪
東北部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和9.12.30 1934 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-9 81 3地図 二万五千分ノ一地形図（大阪
西北部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和2.2.28 1927 請求番号52～129箱
入り一括

54-10 74-4 3地図 二万五千分ノ一地形図（大阪
西北部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和9.10.30 1934 駿河地方の収納袋内
に混入、請求番号52
～129箱入り一括
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54-11 97 3地図 二万五千分ノ一地形図（大阪
南東部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和9.11.30 1934 請求番号52～129箱
入り一括

54-12 84 3地図 二万五千分ノ一地形図（大阪
西南部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和9.11.30 1934 請求番号52～129箱
入り一括

54-13 85 3地図 二万五千分ノ一地形図（堺） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.10.30 1932 請求番号52～129箱
入り一括

54-14 92 3地図 二万五千分ノ一地形図（富田
林）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和10.12.30 1935 請求番号52～129箱
入り一括

54-15 75-4 3地図 二万五千分ノ一地形図（京都
東北部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.12.28 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-16 75-5 3地図 二万五千分ノ一地形図（京都
東北部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.12.28 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-17 75-6 3地図 二万五千分ノ一地形図（京都
東南部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.10.30 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-18 75-2 3地図 二万五千分ノ一地形図（京都
西南部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正14.11.30 1925 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-19 75-1 3地図 二万五千分ノ一地形図（京都
西南部）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.12.28 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-20 99 3地図 二万五千分ノ一地形図（桜井） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和6.3.30 1931 請求番号52～129箱
入り一括
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54-21 76-1 3地図 二万五千分ノ一地形図（宇治） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和6.7.30 1931 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-22 76-2 3地図 二万五千分ノ一地形図（淀） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.10.30 1932 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-23 75-3 3地図 二万五千分ノ一地形図（瀬田） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和4.10.30 1929 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-24 105 3地図 二万五千分ノ一地形図（奈良） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和6.1.30 1931 請求番号52～129箱
入り一括

54-25 79-1 3地図 二万五千分ノ一地形図（畝傍
山）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和6.8.30 1931 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-26 79-2 3地図 二万五千分ノ一地形図（郡山） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正14.9.30 1925 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-27 82 3地図 二万五千分ノ一地形図（大和
高田）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.2.28 1932 請求番号52～129箱
入り一括

54-28 93 3地図 二万五千分ノ一地形図（信貴
山）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.5.28 1932 請求番号52～129箱
入り一括

54-29 78 3地図 二万五千分ノ一地形図（古市） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.9.30 1932 請求番号52～129箱
入り一括

54-30 103 3地図 二万五千分ノ一地形図（生駒
山）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 昭和7.10.30 1932 請求番号52～129箱
入り一括
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54-31 72-5 3地図 二万五千分ノ一地形図（岐阜） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正12.4.30 1923 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-32 72-6 3地図 二万五千分ノ一地形図（犬山） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正12.5.30 1923 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

54-33 72-7 3地図 二万五千分ノ一地形図（各
務ヶ原）

大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正12.5.30 1923 袋入り、請求番号52
～129箱入り一括

55-1 101 3地図 二万分ノ一地形図（池田村） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治31.12.28 1898 請求番号52～129箱
入り一括

55-2 87 3地図 二万分ノ一地形図（高田） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治43.11.30 1910 請求番号52～129箱
入り一括

55-3 89 3地図 二万分ノ一地形図（御影） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治44.10.30 1911 請求番号52～129箱
入り一括

55-4 90 3地図 二万分ノ一地形図（伊丹） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治44.10.30 1911 請求番号52～129箱
入り一括

55-5 91-1 3地図 二万分ノ一地形図（有馬） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治44.10.30 1911 請求番号52～129箱
入り一括

55-6 91-2 3地図 二万分ノ一地形図（有馬） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治44.10.30 1911 請求番号52～129箱
入り一括

55-7 88 3地図 二万分ノ一地形図（生瀬） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 明治44.10.30 1911 請求番号52～129箱
入り一括

－17－ 尼崎市立地域研究史料館



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

藤田浩明氏文書目録

56 102 3地図 一万分ノ一地形図（戸ノ内） 大日本帝国陸
地測量部

状 1 大正15.5.25 1926 請求番号52～129箱
入り一括

57 124 3地図 上海戦局進展略図 大阪朝日新聞
社

状 1 昭和7.3.4 1932 大阪朝日新聞社第
13面、請求番号52～
129箱入り一括

58 111 3地図 最新世界大地図 大阪朝日新聞
社

状 1 昭和8.3.5 1933 請求番号52～129箱
入り一括

59 110 3地図 最新大日本地図 大阪朝日新聞
社

状 1 昭和8.7.5 1933 請求番号52～129箱
入り一括

60 118 3地図 支那要図 状 1 昭和11.10.1 1936 週報第48号付録、請
求番号52～129箱入
り一括

61 128 3地図 最近の東亜形勢図解 大阪毎日新聞
社

状 1 昭和12.1.1 1937 請求番号52～129箱
入り一括

62 125 3地図 上海戦局全図 大阪朝日新聞
社

状 1 昭和12.8.23 1937 新聞付録、請求番号
52～129箱入り一括

63 109 3地図 最新世界詳密大地図 伊林書店 状 1 昭和13.6.5 1938 請求番号52～129箱
入り一括

64 114 3地図 支那事変及び内外情勢経過
一覧

内閣情報部 状 1 昭和13.11.23 1938 週報第110号付録、
請求番号52～129箱
入り一括
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65 129 3地図 支那事変第一年戦闘経過図 陸軍省新聞班
他

状 1 昭和13 1938 請求番号52～129箱
入り一括

66 115 3地図 興亜現勢図 内閣情報部 状 1 昭和14.6.28 1939 週報付録、請求番号
52～129箱入り一括

67 117 3地図 欧州時局要図 内閣情報部 状 1 昭和14.10.11 1939 週報付録、請求番号
52～129箱入り一括

68 119 3地図 大東亜共栄圏及び太平洋要
図

情報局 状 1 昭和16.4.30 1941 週報付録、請求番号
52～129箱入り一括

69 108 3地図 大東亜共栄圏地図 国際地学協会
研究所

状 1 昭和16.6.1 1941 請求番号52～129箱
入り一括

70 127 3地図 大東亜戦果学習絵図 国民教育錬成
会

状 1 昭和18.9.20 1943 請求番号52～129箱
入り一括

71 107 3地図 最新精密日本大地図 大阪読売新聞
社

状 1 昭和27.1.12 1952 請求番号52～129箱
入り一括

72 116 3地図 東京市街地図 東京日日新聞 状 1 昭和5.3.1 1930 請求番号52～129箱
入り一括

73 120 3地図 京都及び大阪地図 陸地測量部 状 1 明治31.9.25 1898 請求番号52～129箱
入り一括

74 67 3地図 大阪市街全図 日興證券 状 1 (昭和後期) 裏面日興證券チラ
シ、請求番号52～
129箱入り一括
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75 126 3地図 大阪湾近辺地図 状 1 近代 請求番号52～129箱
入り一括

76 113 3地図 吉野山近辺案内図 関西急行鉄道 状 1 近代 請求番号52～129箱
入り一括

77 52 3地図 観光案内書『日がへりの旅路』 長文堂書店 冊子 1 大正10.9.25 1921 請求番号52～129箱
入り一括

78 123 3地図 日本交通分県地図 兵庫県ノ
二

大阪朝日新聞
社

状 1 大正14.5.21 1925 請求番号52～129箱
入り一括

79 122 3地図 一目でわかる日本旅行地図 主婦之友社 状 1 昭和6.8.1 1931 『主婦之友』第15巻
第8号付録、請求番
号52～129箱入り一
括

80 57 3地図 新改正摂津国名所旧跡細見
大絵図コピー

大坂書林 状 1 昭和42.9.26 1967 原本は天保7年、芦
屋市民会館郷土室
蔵、請求番号52～
129箱入り一括

81 53 4市政（近現代） 市政要覧 尼崎市 冊子 1 昭和23.12.5 1948 請求番号52～129箱
入り一括

86-1 130 4市政（近現代） 職員名簿 尼崎市役所 書冊 1 昭和39.4. 1964

86-2 131 4市政（近現代） 職員名簿 尼崎市役所 書冊 1 昭和40 1965

87 55 5家 生活必需品購入通帳 藤田梅太郎 書冊 1 昭和17 1942 請求番号52～129箱
入り一括
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88 54 5家 寺江亭阯顕彰に就いて 田中仁蔵（塩野
義整薬青年学
校）

冊子 1 昭和18.3.31 1943 請求番号52～129箱
入り一括、塩野義商
店の史跡建碑事業に
ついて

89 5 5家 学資保険加入申込書 状 6 昭和前期

93 158 5家 （手習手本） 状 1 (近世) ふすま裏張

94 148 5家 大阪朝日新聞「阪神文化史」
スクラップ

（藤田寛治） 仮綴 1 昭和15.1.5～
15.2.8

1940 請求番号148～157ま
で一括、「所有者藤
田寛治」の札あり

95 51-7 6雑 藁半紙（未使用） 状 2 昭和前期 請求番号51-1～51-
7まで一括

96 159 7村政・村況（近代） 町内会回覧物綴り 仮綴 1 昭和21.3～
21.12.

1946 共同購入・配給メモ、
戸数人員調査表など
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