
鹿野忠雄アーカイブ(Ⅱ- 紙資料) 2019年3月19日現在

資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

1 写真  49枚（1カット2.5×4）
 標本保存（標本-113）の化石と同梱されていたもの、保存状
態不良　風景、人物など

○

2 名刺  [鹿野忠雄]  
 標本保存（標本-113）の化石と同梱されていたもの、東京市
外淀橋町柏木348

3 冊子  フランス美術展覽會  A5判1冊 昭和6年5月2日～31日  展覧会の目録

4 別刷
 臺灣先史時代に於ける北方文化の影響 / 金關丈
夫

 A5判1冊（16頁） 昭和18年12月25日  臺灣文化論叢、表紙に｢鹿野大兄　著者｣の書き込み有

5 冊子  東京地學協會定款  A5判1冊（9頁）  裏表紙に「駒井卓先生」など書き込み有

6 冊子  昆蟲研究用具カタログ / 志賀昆蟲普及社  A5判1冊（16頁） 1935年  NO.4

7 冊子  JOSEPH SZICETI  A5判1冊（38頁） 昭和6年5月26日～30日  ヨゼフ・シゲティ提琴大演奏會曲目解説

8 雑誌  民族學研究  A5判1冊（79頁） 昭和19年6月  新第二巻　第六號

9 冊子  陳列品目録 / 日本民族學會附屬博物館  A5判1冊（19頁） 昭和14年5月  

10 冊子  [Wilhe-Totenge Brauche in Schantung]  A5判1冊  表紙なし、ドイツ語、華韓の図版

11 絵葉書
 浄ノ池指定魚類繒葉書 : 内務大臣指定天然記念
物

 5枚  小袋入り、未使用

12 スケッチ図版  ［昆虫の図版原図］  4枚
 小封筒（木場一夫名　「カット四コ鹿野」などの書き込み有）入
り

13 F-1 スケッチブック   4ツ切1冊  内容は風景、民具のスケッチ

14 F-1 写真   （4.5×6.3）9枚  風景写真8、人物１ ○

15 F-1 抜刷
 ERSTER BEITRAG ZUR COLEOPTEREN FAUNA
DER PHILIPINEN

 A5紙8枚
虫ピン留め

《錆びのため撤去》
 pp.271-277, 279 書き込み多数有

16 F-1 雑誌  The Philippine Journal of Science  B5判2枚
 表紙、図版（PLATE １．PHOTOGRAPH　OF　ARELIEF MAP
OF　PANAY）1枚ずつのみ

17 F-1 抜刷
 THE FLYING-FISH INDUSTRY OF THE
NORTHWESTERN AND SOUTHWESTERN
COASTS OF CEBU / By CLARO MARTIN

 B5判1冊  pp.177-187, The Philippine Journal of Science

18 F-1 写真  [山岳風景]  （54×21）1枚  紙焼き ○

F-2 封筒  Tadao Kano宛　Department of Zoologyより  「甲虫類原図」の記述有  

19 F-2 スケッチ図版  ［昆虫の着色図版原図］
 画用紙（14×19）など14
枚

 鉛筆書き、彩色有

20 F-2 スケッチ図版  ［植物の図版原図］  黒画用紙（14×19）4枚
 彩色済の原画（サクラセキコウなど）を台紙に貼付、チゃプ
ター有

21 F-2 手書き地図  [台湾地形図]  透写紙（21×10) 1枚 破損有  

22 F-2 冊子
 北ボルネオの原始農業（リング・ロース） / 太平洋
協会調査局

 B5判1冊（16頁） 破損有 昭和19年3月  謄写版刷

F-3 ファイル  「銅凸原寸」の記述有   

23 F-3 スケッチ図版  ［甲虫の図版原図］  23枚
 彩色有、封筒（The League of Nations Association of Japan）
入り1枚含む

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態
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アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

24 F-3 写真   2枚  ○

25 F-3 キャプション  [PLATE　No.]  四六半裁7枚  裁断前の原稿

26 F-3 レポート
 A　Rough Classification of Village-Types in
Northern part of Idze Province By Tadao Kano

 (32×24) 1冊 1931年3月  伊豆地方の村について、黒の厚紙に地図など多数貼付有

27 F-3 写真  ［地形図　白頭山ほか］  (24.5×29.5）2枚  白頭山、北胞胎山附近の地形図

28 F-3 手書き絵  ［東大動物学大教室ニ於ケル鹿野博士ノ講義振］  （22.5×29）1枚
 厚紙にペン書きで絵を描いた画用紙を貼付、壁かけ用？の
穴有、

29 F-3 草稿   B5原稿用紙など276枚
目玉クリップ留め

《錆びのため撤去》

 土器、石器スケッチ6枚含む、（冨山房百科辞典用箋の裏利
用）、草稿（太平洋協會原稿用紙利用、カーボン複写されたも
の）

30 F-3 写真図版草稿  [風景、人物など]  67枚  小袋（カメラ昭營堂技術部）入り、チャプター付

31 F-3 地図図版草稿  [フィリピン高度分布表など]  24枚  

32 F-3 写真  ［動物、風景など］  14枚
 小袋（カメラ昭營堂技術部）入り裏面に「Anurosorex
canopanensis Kishida.」の印字、「岸田久吉」のゴム印有

○

33 F-3 写真  ［人物の記念写真、風景など］  18枚  小袋（オリエンタル冩眞工業）入り ○

34 F-3 写真図版  [雪山風景など]  7枚
昭和13年8月30日の消

印
 封筒（、鹿野忠雄より台北市　瀬■■宛、）入り、封筒に手紙
貼付「小生5日程急に出張･･･」

F-4 封筒  オリエンタル冩眞工業  「1933」の記述有  

35 F-4 写真  [風景、人物など]  57枚（1カット2.5×3.5）  小袋入り ○

36 F-4 写真  ［人物］  2枚（1カット6.5×4）  小封筒(冨士アート冩眞社）入、全て（2.5×3.6）の小片 ○

37 写真  [風景、人物など]  81枚  小袋（オリエンタル冩眞工業）入、「1931」のｌ記述有 ○

38 写真  [山岳風景]  3枚
昭和13年12月13日の消

印
 封筒（台北市 出口一重氏より鹿野忠雄　宛）入り ○

39 写真  [人物]  6枚  小袋入り ○

40 写真  ［風景］  4枚  小袋入り ○

41 写真  ［風景、動物など］  13枚  小封筒入り ○

42 写真図版  [いろいろな種族の写真など]  43枚  封筒（New Guinea）入り、キャプション付

43 写真  ［人物］  写真32枚、切り抜き1枚  小袋入り、子供、学生、日本人の写真多数有 ○

44 絵葉書  ［年賀］  2枚 昭和12年1月8日消印
 1枚未使用、カラー絵葉書（鹿野忠雄　宛、差出人不明、）と、
東京市佐々木彦一郎名の未使用絵葉書（猫と本人？）

45 写真  [人物、儀式？]  14枚  封筒（三映社 鹿野忠雄宛）入り ○
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注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

46 スケッチ図版  ［甲虫の図版原画］  48枚
 8枚白紙片、封筒（The League of Nations Association of
Japan）入り、彩色有

47 メモ  ［英文リスト］  B5罫紙6枚  

48 スケッチ図版  ［民族資料の図版］  10枚  印刷物

49 写真図版  ［植物］  3枚  台紙に添付、名前付

50 スケッチ図版  ［考古民俗資料図版原図］  15枚  

51 写真  [風景など]  26枚  箱15の中に入っていた写真 ○

52 絵葉書  [鹿野忠雄より松下憲一様宛]  1枚  未投函「其の後はご無沙汰して居ます・・・」

53 絵葉書
 ［嘉義停車場、合歓山ヨリキライシ連峰ヲ望ムな
ど］

 5枚（未使用）  

54 情報カード  ［Stevenson, Paul H.］  （9×14）1枚  英文メモ

55 地図  最新世界地図  （78×108.5）1枚  キング第9巻第1号附録

56 地図  五万分一蕃地地形圖一覽圖 / 臺灣日々新報社  B4紙1枚  彩色有

57 地図図版  ［地図図版原図］  1枚  台東－中央山脈

58 手書き地図  ［地形図の写し］   (123×125）1枚  鉛筆書き

59 手書き地図  ［地形図の写し］  (76×80）1枚  鉛筆書き

60 地図  陸地測量部發行地圖區域一覽圖  (109.5×77）1枚  昭和11年3月末日現在同年4月製版

61 地図  ［地形図　白頭山］  （57×43）1枚  書き込み有

62 手書き地図  ［台湾分布図の原稿］  透写紙（66×43）1枚  

63 手書き地図  新高山棠概念圖  透写紙（34×27）1枚 破損有  

64 地図  ［鳳坡洞地形図］  （21.5×15）1枚  書き込み有

65 地図
 ［長野県-静岡県-愛知県－山梨県］赤石獄の地
形図

 （46×57.5）1枚
 イノシシ、サル、シカなどの生息域の書き込み、余白に佐々
木彦一郎の検印有

66 地図
 ［長野県-静岡県-愛知県－山梨県］井川の地形
図

 （46×57.5）1枚
 イノシシ、サル、シカなどの生息域の書き込み、余白に佐々
木彦一郎の検印有

67 地図
 ［長野県-静岡県-愛知県－山梨県］和田の地形
図

 （46×57.5）1枚
 イノシシ、サル、シカなどの生息域の書き込み、余白に佐々
木彦一郎の検印有
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68 地図
 ［長野県-静岡県-愛知県－山梨県］時又の地形
図

 （46×57.5）1枚
 イノシシ、サル、シカなどの生息域の書き込み、余白に佐々
木彦一郎の検印有

69 地図  [グウクツ社五万分の一地形図]  （82×109) 1枚  書き込み有

70 地図  東南アジア白地図 / 日本拓殖協會  B4紙1枚  未使用

71 資料  日本産陸亀類（Testudinata)　概要  B4紙2枚半  謄写版刷

72 論文
 THE DODO OF MAURITIU /  MARQUESS
HACHISUKA

 A4判（1枚）  英文の印刷物、侯爵蜂須賀正氏 進呈の札、封筒有

73 スケッチ  [土器]  A5原稿用紙1枚 破損有  冨山房百科辞典用箋の裏利用

74 雑誌  臺灣島に対する地史調査の必要 / 鷹取田一郎  A5判1枚 大正13年3月号  台湾時報第54号（）の論文pp.78-80のみ

75 雑誌  紅頭嶼生物地理学に関する諸問題  A5判2枚  pp.45-48のみ

F-5 紙包み  拓殖奨勵館   

76 F-5 手書き論文
 An Investigation on the altitudinal Distribution of
Birds in the Tsugitaka Mountain Range in Fomosa
/ Tadao Kano

 A4原稿用紙26枚
割りピン留め

《錆びのためこより
に交換》

 

77 F-5 手書きリスト   レターサイズ方眼紙11枚  縦罫に鳥名

78 F-5 手書きリスト   レターサイズ方眼紙10枚  縦罫に爬虫類、両棲類名

79 F-5 手書きリスト   レターサイズ方眼紙11枚  縦罫に鳥名

80 F-5 手書きリスト   レターサイズ方眼紙6枚  縦罫に獣名

81 F-5 手書き表   レターサイズ方眼紙10枚  

82 F-5 手書き表   レターサイズ方眼紙29枚  

83 F-5 手書き表   レターサイズ方眼紙5枚  

84 F-5 手書き表   レターサイズ方眼紙18枚  下書き

85 F-5 手書き表  [棒グラフ]  B5方眼用紙4枚  「Lower subtropical zone」の記述有

86 F-5 表  [分布表]  レターサイズ紙2枚  縦に％、横に高度　など

87 F-5 タイプ書類  Acknowledgment  レターサイズ紙1枚  英文
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アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

88 F-5 写真  [地図]  3枚  台湾の分布図を写真撮影 ○

89 手書き表  [鳥類高度分布表］  （207×54）1枚  縦罫に鳥名、横罫に高度

90 手書き表  ［生態分布表］  （79×109）1枚  下位草原、Subterranean　Stratum, などの記述有

91 手書き表  ［生態分布表］  （132×65）1枚  下位亜熱帯林、Subterranean　Stratum, などの記述有

92 手書き表  ［爬虫類、両棲類高度分布図］  （142×52）1枚  縦罫に爬蟲･兩棲類、横罫に高度

93 手書き表  ［獣類高度分布図］  （97×55）1枚  縦罫に獣名、横罫に高度

94 手書き表  ［標高別概念図］  方眼紙（136×64）1枚  彩色有

95 地図  臺灣全圖 三十万分一  （152×106）1枚 大正13年2月20日  臺灣總督府警務局発行

96
スクラップブッ

ク
 ピクチャーブック　Toolｓ  A4判1冊  写真6枚貼付はがした形跡多数有

97 F-6
スクラップブッ

ク
 SCRAP Book  A4判1冊  写真貼付５０枚、地形図３枚、分布図２枚挟み込み有

98 F-6 手書き地図  ETHNOLOGICAL MAP　OF FORMOSA　第１図  透写紙(79×55）1枚  臺灣分布図

99 F-6 手書き地図
 A map showing Probable Migration Route of the
Formosan Spongier

 透写紙(78×48）1枚  臺灣分布図

100 F-6 手書き地図  ［分布図]  B5紙64枚  64種類、未使用7枚

101 許可書  蕃地出入許可證　ウライ（鹿野忠雄20才）  (9×7.5)　1枚  大正14年5月9日下附、目的（昆虫採集）、ウライ一円

102 許可書  蕃地出入許可證　竹原郡役所（鹿野忠雄21才）  (13×8)　1枚  大正14年6月11日下附、目的（昆虫採集）、竹原郡役所

103 許可書  蕃地出入許可證　ウライ（鹿野忠雄22才）  (9×7.5)　1枚  昭和2年2月6日下附、目的（植物採集）、ウライ一円

104 許可書  蕃地出入鑑札　高雄洲（鹿野忠雄22才）  (12×9)　1枚  昭和2年3月17日～20日、目的（昆虫採集）高雄州

105 許可書  蕃地出入鑑札　高雄洲（鹿野忠雄22才）  (12×9)　1枚  昭和2年3月20日～31日、目的（昆虫採集）高雄州

106 許可書  蕃地出入許可證　花蓮港廳　（鹿野忠雄22才）  (9×7.5)　1枚  昭和2年4月12日～15日、目的（昆虫採集）高雄州

107 許可書  蕃地出入許可證　（鹿野忠雄22才）  B4罫紙半分 破損有  昭和2年5月7日、目的（昆虫採集・蕃地見学）臺中州

108 許可書  蕃地出入許可證　嘉義郡役所（鹿野忠雄22才）  (13.5×10)　1枚  昭和2年5月17日～20日、目的（昆虫採集・蕃地見学）嘉善州
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アルバ
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 形態

109 許可書  蕃地出入許可證 ウライララ山（鹿野忠雄22才）  (9×7.5)　1枚  昭和2年9月■日下附、目的（昆虫採集）

110 許可書  蕃地出入許可證　臺中（鹿野忠雄23才）  (12×8.5)　1枚  昭和3年8月29日～9月25日、目的（動植物採集）臺中州

111 許可書  蕃地出入許可證　臺中（鹿野忠雄26才）  (12×8.5)　1枚
 昭和6年7月2■日～8月24日、目的（博物學的■■及び蕃族
調査）臺中州

112 許可書  蕃地出入許可證　臺北（鹿野忠雄28才）  (13.5×10)　1枚  昭和8年9月9日～9月23日、目的（動物研究）臺北州

113 名刺  ［台湾の警察関係者の名刺など］  315枚  依頼文が書かれたものなど有

F-7 封筒  日本評論

114 F-7 図版  ［写真、スケッチ図版］  1１枚  黒の台紙に貼付

115 F-7 写真  ［スケッチ図版、動物など］  64枚  裏面にキャプション付 ○

116 F-7 ゲラ刷り  ［写真、スケッチ図版］  5枚  

117 F-7 地図図版  [地図原図]  6枚  透写紙に書かれたもの、台紙付

118 F-7 手書き地図  [分布図]  2枚  透写紙に書かれたもの

119 F-7 写真  [人物]  16枚  異なる民族衣装を着た人物、それぞれタイトル付 ○

120 F-7 手書き地図  [分布図　第1図～第4図]  4枚  No.119の写真をはさむ

F-8 封筒  Museum für　Länderkunde　LEIPZIG

121 F-8 抜刷
 DIE JAPANISCHE GEOGRAPHIE DER　LETZTEN
ZEHN JAHRE / Syuzi Inouye

 A5判1冊  表紙に「Kano Taikei mimiyu-no-Twagoto」の記述有

122 F-8 抜刷
 Die Bevölkerungsverteilung Japans im Jahre1930
 / Syuzi Inoue

 A4判1冊  表紙に「鹿野　兄　恵存」の記述有、PP.160-166

123 F-8 地図
 1939年度大日本本土人口密度圖 / 井上文學士
 ［東日本］

 1枚(91.5×58.5)  ライプチヒ獨逸地理學博物館學報　續編第4巻1936年

124 F-8 地図
 1939年度大日本本土人口密度圖 / 井上文學士
 ［西日本］

 1枚（76×79)  ライプチヒ獨逸地理學博物館學報　續編第4巻1936年

F-9 封筒  拓殖奨勵館   

125 F-9 原稿
 Zoogeographical Studies of TheTsugitaka
Mountains of formosa

 B5紙など7枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
1940年

 表紙・奥付の原稿など、表紙の原稿に奥付原稿送付依頼の
メモ書き有

 「鹿野氏地図　六枚在中」の記述有

 鹿野忠雄　宛　荻窪2ノ198　井上出、  14年11月14日消印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

126 F-9 原稿
 Zoogeographical Studies of TheTsugitaka
Mountains of formosa

 B5紙など134枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
1940年  図版の原稿など

F-10 封筒  拓殖奨勵館   

127 F-10 校正原稿
 Zoogeographical Studies of TheTsugitaka
Mountains of formosa

 B5紙など44枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 第1校　1-80頁

128 F-10 校正原稿
 Zoogeographical Studies of TheTsugitaka
Mountains of formosa

 B5紙など26枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 第1校　81-128頁　「要二校」の記述有

129 F-10 校正原稿
 Zoogeographical Studies of TheTsugitaka
Mountains of formosa

 B5紙など１７枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 第1校　129-145頁

130 F-10 校正原稿
 Zoogeographical Studies of TheTsugitaka
Mountains of formosa

 B5紙など10枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 第1校　プレート1-12頁

F-11 封筒  第八高等學校同窓會

131 F-11 地図  御殿場  1枚（38.5×47）  地形図

132 F-11 地図  山中湖  1枚（38.5×47）  地形図

133 F-11 地図  駿河大宮  1枚（38.5×47）  地形図

134 F-11 地図  沼津  1枚（38.5×47）  地形図

135 F-11 地図  小田原  1枚（38.5×47）  地形図

136 F-11 地図  富士山  1枚（38.5×47）  地形図

137 F-11 地図  泰野  1枚（38.5×47）  地形図

138 F-11 地図  熱海  1枚（38.5×47）  地形図

139 F-11 地図  修善寺  1枚（38.5×47）  地形図

140 F-11 地図  御蔵嶋  1枚（20.5×14）  地形図

141 F-11 地図  神津嶋  1枚（18.5×22.5）  地形図

142 F-11 地図  新嶋  1枚（28×16.5）  地形図

143 F-11 地図  三宅嶋  1枚（30×26）  地形図

144 F-11 地図  新嶋式根嶋  1枚（14.4×16.2）  地形図

145 F-11 地図  鵜渡根嶋  1枚（13.5×14.5）  地形図

146 F-11 地図  新店地図（5万分の1）、  1枚（45.5×57.5）  台湾、彩色有

F-12 封筒  拓殖奬勵館  Music　&　Dance  

147 F-12 手帳  ［金銭出納帳］  A6判1冊  １.１～9.30　年不明

148 F-12 リーフレット  三上孝子獨唱會  A5判１枚 折りたたみ 昭和14年6月26日  歌舞伎座、ちらし1枚挟み込み有

 東京帝國大學理學部学生地理學科　本田武夫殿
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

149 F-12 リーフレット
 SONATA　CONCERT　”BEETHOVEN EVENING”
LEO SIROTA ,　RONERT POLLAK

 A5判１枚 折りたたみ 6月7日
 HIBIYA PUBLIC　HALL  プログラム、TOKYO JIKEIKAI
MEDICAL　COLLEGE　SWEEMING CLUB

150 F-12 パンフレット
 メンデルスゾーン作64番ヴァイオリンと管弦樂の
爲の協奏曲ホ長調

 A5判1冊（12頁）  コロンビアレコード洋楽傑作集第181編　解説書

151 F-12 パンフレット  フランク作ピアノと絃樂器の爲の五重奏曲ヘ短調  A5判1冊（8頁）  コロンビアレコード洋楽傑作集第182編　解説書

152 F-12 パンフレット
 モーツルト（K・296番）ピアノとヴァイオリンの爲の
奏鳴曲

 A5判1冊（7頁）  コロンビアレコード洋楽傑作集第242編　解説書

153 F-12 パンフレット
 A-moll-Konzert fur 4 Klaviere und
Streichorchester

 A5判1冊（7頁）  日本テレフンケンレコード　解説書

154 F-12 パンフレット綴  ［レコードに附属するパンフレット］  B6判など18枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 コロンビアレコード洋楽傑作集の1枚ずつのレコードに附属す
る作曲者、演奏者に関する解説書18枚分

155 F-12 パンフレット綴  ［レコードに附属するパンフレット］  B6判など10枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 コロンビアレコード洋楽傑作集の1枚ずつのレコードに附属す
る作曲者、演奏者に関する解説書10枚分

156 F-12 リーフレット  シゲティ提琴大演奏會第一夜曲目  A5判1枚 折りたたみ 昭和6年5月26日～30日  プログラム、日比谷公會堂

157 F-12 リーフレット  シゲティ提琴大演奏會第二夜曲目  A5判1枚 折りたたみ 昭和6年5月26日～30日  プログラム、日比谷公會堂

158 F-12 リーフレット  シゲティ提琴大演奏會第三夜曲目  A5判1枚 折りたたみ 昭和6年5月26日～30日  プログラム、日比谷公會堂

159 F-12 リーフレット  シゲティ提琴大演奏會第四夜曲目  A5判1枚 折りたたみ 昭和6年5月26日～30日  プログラム、日比谷公會堂

160 F-12 リーフレット  シゲティ提琴大演奏會第五夜曲目  A5判2枚 折りたたみ 昭和6年5月26日～30日  プログラム、日比谷公會堂

161 F-12 パンフレット
 アンナパヴロワ追悼記念サカロフ夫妻決別舞踏
公演番組

 B6判1枚 昭和6年2月17日～18日  プログラム、日比谷公會堂

162 F-12 リーフレット  サカロフ夫妻舞踏公演  A5判1枚 折りたたみ 1934年9月23日～29日  プログラム、日比谷公會堂

163 F-12 パンフレット  MICHIO　ITO　DANCE RECITAL  A5判1枚 1931年5月3日  プログラム、帝國劇場

164 F-12 リーフレット  グラナドス嬢舞踏公演番組  B6判1枚 折りたたみ 昭和8年4月26日～30日   プログラム、東京劇場

165 F-12 リーフレット  グラナドス嬢告別公演  B6判1枚 折りたたみ 5月11日～12日  プログラム、日比谷公會堂

166 F-12 リーフレット  118ABONNEMENT  B5判1枚 折りたたみ 1932年12月1日  プログラム、日比谷公會堂

167 F-12 リーフレット  SZIGETI  A5判1枚 折りたたみ 1932年11月25日  プログラム、日比谷公會堂

168 F-12 リーフレット  SZIGETI  A5判1枚 折りたたみ 1932年12月7日  プログラム、日比谷公會堂

8 / 77 ページ



資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

169 F-12 リーフレット  SZIGETI  A5判1枚 折りたたみ 1932年12月8日  プログラム、日比谷公會堂

170 F-12 リーフレット  SZIGETI  A5判1枚 折りたたみ 1932年12月9日  プログラム、日比谷公會堂

171 F-12 パンフレット  クセニア・ザリナ舞踏公演  A5判1枚 1936年12月11.15日  プログラム、帝国ホテル

172 F-12 リーフレット  テレジイナ嬢舞踊大公演  A5判1枚 折りたたみ 1932年1月26日～30日  プログラム、 東京劇場

173 F-12 リーフレット  原智惠子嬢ピアノ獨奏會  A5判1枚 折りたたみ 1932年2月9日  プログラム、日比谷公會堂

174 F-12 リーフレット  Y.FUJIWARA　OPERA COMPANY  A5判1枚 折りたたみ 12月26日～28日  プログラム、歌舞伎座

175 F-12 パンフレット  Henri Gil-Inarchex  A5判1冊（23頁） 1931年10月19日  プログラム、 朝日講堂

176 F-12 パンフレット  アンリ・ジルマルジェックス氏告別演奏會  A5判1枚 1932年1月14日  プログラム、日本青年會舘

177 F-12 リーフレット  アンリ・ジルマルジェックスピアノ獨奏會  A5判1枚 1932年4月7日  プログラム、東京朝日新聞社講堂

178 F-12 リーフレット  Robert Pollak and Leo Sirota  B6判1枚 折りたたみ 2月3.10.17日、  プログラム、日本青年會舘

179 F-12 リーフレット  レオニード・クロイツアー敎授洋琴獨奏會  B6判1枚 折りたたみ 昭和6年5月4日  プログラム、日比谷公會堂

180 F-12 リーフレット  レオニード・クロイツアー敎授洋琴獨奏會  B6判1枚 折りたたみ 昭和6年5月13日  プログラム、日比谷公會堂

181 F-12 パンフレット  ムソルグスキィ五十年記念大演奏會  B6判1冊（16頁） 3月31日  プログラム、解説書、日比谷公會堂

182 F-12 リーフレット  フランス音楽の夕、シュメー女史提琴演奏會  A5判1枚 折りたたみ 5月10日  プログラム、日比谷公會堂他

183 F-12 リーフレット  HEIFETZ　Farewell Concert  A5判1枚 折りたたみ 1931年10月29日  プログラム、東京劇場

184 F-12 リーフレット  HEIFETZ　Farewell Concert  A5判1枚 折りたたみ 1931年11月3日  プログラム、 歌舞伎座

185 F-12 リーフレット  ベンノ・モイセイヴィッチ告別大演奏會  A5判1枚 折りたたみ 1931年11月14日  プログラム、 歌舞伎座

186 F-12 リーフレット  モイセイヴィッチ氏大演奏會曲目  A5判2枚 折りたたみ 3月12,15,16日  プログラム、日比谷公會堂

187 F-12 リーフレット  114　ABONNEMENT-KONZERT  A5判1枚 折りたたみ 1932年10月12日  プログラム、日比谷公會堂

188 F-12 リーフレット  アレキサンダア　チェレプニン　ピアノ獨奏會  A5判1枚 折りたたみ 10月15日  プログラム、 日本青年會舘での

189 F-12 パンフレット  エマヌエル　フォイヤーマン　チェロ獨奏會  A5判1冊 10月4日～9日  プログラム、軍人會館

190 F-12 パンフレット  モウリス・マレシヤル独奏会  A5判1冊 10月28日～11月1日  プログラム、軍人會館

191 F-12 パンフレット  東京市日比谷公會堂　日本のプログラム  A5判1冊 3月4日
 広告、アレキサンダーブライロフスキー洋琴演奏大会プログ
ラム挟み込み
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内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

192 F-12 リーフレット  アレキサンダーブライロフスキーピアノ獨奏會  B5判1枚 折りたたみ 1932年4月22日  プログラム、日比谷公會堂

193 F-12 リーフレット  フェオドル　シヤリアピン独唱会  A4判1枚 折りたたみ 1月27・30日2月1・4・6日  プログラム、日比谷公會堂

194 F-12 リーフレット  RENEE CHIMET  A4判1枚 折りたたみ 5月31日  プログラム、日比谷公會堂

195 F-12 リーフレット  シュメー女史提琴演奏會  A4判1枚 折りたたみ 4月29～5月2日  プログラム、東京劇場

196 F-12 リーフレット  レオニード・クロイツアー敎授洋琴獨奏會  A4判1枚 折りたたみ 昭和6年5月12日  プログラム、日比谷公會堂

F-13 封筒  拓殖奬勵館   

197 F-13 パンフレット  TESとは何か?  A5判1冊（28頁） 昭和7年3月26日発行
 東京演劇集団パンフレット第1號、「乞食芝居」解説筋書・東
京演劇集団趣意書など、メンバー紹介のための顔写真多数
掲載有

198 F-13 リーフレット  第1回日本俳優學校試演會番組  B6判1枚 折りたたみ 昭和6年6月27～28日
 　東京劇場、「仮名手本忠臣藏」「血笑記」「榮ある歌舞伎」
「ある小公園の夕」「俄地蔵」配役記載有

199 F-13 リーフレット  THE GEOLOGY of SOUTHWESTERN UGANDA  A4判1枚 折りたたみ  案内

200 F-13 チラシ  チャイコフスキーの夕  A4判1枚 昭和6年6月1日
 　日比谷公會堂でのプログラム、提琴獨奏モギレフスキー敎
授、主催：フィロテアの會

201 F-13 リーフレット  第1回-第２回、演奏會曲目解説  A4紙1枚 折りたたみ
 曲目解説のみ（ソナタ・三つの映像など）印刷物の一部であり
詳細不明

202 F-13 パンフレット  第拾参回美術展覧會陳列品目録 / 帝國美術院  A5判1冊
昭和七年拾月拾六日ヨリ

拾壹月貳拾日マデ
 

203 F-13 リーフレット
 公民教育ニ關スル鄕土敎育資料陳列目録 / 鄕
土敎育聯盟

 （20×9）1枚 折りたたみ 昭和7年5月12日～18日  東京上野公園内帝國圖書館、主催：文部省

204 F-13 リーフレット  劇圑 藝術小劇場第二回公演　飛行館  A5判1枚 折りたたみ 2月10～12日
 號「化石の森二巻」筋書、配役記述有、　　　裏面は「東洋平
和の道」映画案内

205 F-13 パンフレット  新橋演舞場  （19×9）1枚  松旭齋天勝一座の演目表、広告多数有

206 F-13 パンフレット  奥伊豆めぐり / 福田屋  （20.5×19）1冊 昭和4年8月20日
 下田自動車株式会社発行、伊豆略圖、下田遊覧圖、観光案
内など

207 F-13 パンフレット  芝園館　SHIBAZONO-KAN　（No.217）  (20×18）1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「ニーナ・ペトロヴナ」「戀多
き女」「ラブ・パレード」「屠殺者」「放浪の王者」

208 F-13 パンフレット  芝園館　SHIBAZONO-KAN　（No.235）  (20×18）1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「放浪船」「けだもの組合」
「最後の中隊」「喧嘩商會」「モロッコ」

209 F-13 パンフレット  芝園館　SHIBAZONO-KAN　（No.237）  (20×18）1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「青春倶樂部」「タイガ」「凸
凹海軍」「トム・ソーヤの冒険」
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アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

210 F-13 パンフレット  芝園館　SHIBAZONO-KAN　（No.244）  (20×18）1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「肉體の呼ぶ聲」「キートン
の決死隊」「白魔」「スパイ」

211 F-13 パンフレット  芝園館　SHIBAZONO-KAN　（No338）  (20×18）1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「巴里選手」「春」「掘鑿機１
０１０號」

212 F-13 パンフレット  芝園館　SHIBAZONO-KAN　（No.340）  (20×18）1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「魔法の時計」「ハア・マン」
「世界のメロディー」「1930年フオックス・フオリーズ」「踊子夫
人」

213 F-13 リーフレット
 牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（Vol.4 No.11）
1931年

 (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年3月12日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「毒瓦斯」「巴里選手」「春」
「月光の曲」「ハア・マン」「魔法の時計」

214 F-13 リーフレット
 牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（Vol.4 No.20）
1931年

 (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年5月15日発行  映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「モンテカルロ」「モロッコ」

215 F-13 リーフレット
 牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（Vol.4 No.21）
1931年

 (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年5月21日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「モンテカルロ」「モロッコ」
「嘆きの天使」「極樂島滿員」「エロ蜘蛛」「ラパロマ」

216 F-13 リーフレット
 牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（Vol.4 No.25）
1931年

 (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年6月18日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「リオ・リタ」「巴里の屋根の
下」「じゃじゃ馬馴らし」「ラブ・パレード」

217 F-13 リーフレット
 牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（Vol.4 No.39）
1931年

 (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年9月22日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「當世女大學」「間謀X27」
「地獄の天使」「裏切者」「キツクイン」「市街」「極北に進むソ
ヴェート」

218 F-13 リーフレット  牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（No.5 ）1932年  (20×18）1枚 折りたたみ 1932年
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「感激の怒涛」「大亂痴氣」
「トレイダホーン」「夜歩き巴里雀」「花嫁選手権」

219 F-13 リーフレット  牛込館　USHIGOME-WEEKLY　（No.14）1932年  (20×18）1枚 折りたたみ 昭和7年3月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「インスピレーション」「狂へ
る銀翼」「無冠の帝王」「大西洋横断」

220 F-13 リーフレット  本郷座　HONGO-ZA　(No.20）1931年  (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年6月11日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「怪紳士」「リオ・リタ」「巴里
の屋根の下」「西部戦線異状なし」

221 F-13 リーフレット  本郷座　HONGO-ZA　(No.44）1931年  (20×18）1枚 折りたたみ 昭和6年11月23日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「ラブ・パレード」「モロッコ」
「巴里の屋根の下」「マダムと女房」「巴里つ子」「アメリカの悲
劇」

222 F-13 パンフレット  松竹座　SHOCHIKUZA NEWS（Vol.5 No.10）  A5判1冊 昭和5年3月6日発行
 レビュー「浅草松竹座絶海の寳」「新宿松竹座フォリー・ベル
ヂェール」と映画「ハンガリア狂想曲」「ノアの箱船」の紹介

223 F-13 パンフレット  松竹座　SHOCHIKUZA NEWS（Vol.5 No.18）  A5判2冊 昭和5年5月1日発行
 レビュー「浅草松竹座エリアナ・パウロバ舞踏団公演」「新宿
松竹座東京おどり」と映画「砂漠の生靈」「大都會勞働篇」「巖
窟王」「パンチネロ」「五里霧中」の紹介
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224 F-13 パンフレット  松竹座　SHOCHIKUZA NEWS（Vol.6 No.19）  A5判1冊 昭和5年10月31日発行

 レビュー「浅草松竹座サアバント倶楽部」「新宿松竹座親爺敎
育浮氣の巻」と映画「愛の爆笑」「アジアの嵐」「巴里見るべし」
「若殿頑張る」「歡樂の巷」「ケンタッキーの歌」「情熱のメキシ
コ」「悲歌」「我が心の歌」の紹介

225 F-13 パンフレット  松竹座　SHOCHIKUZA NEWS（Vol.7 No.17）  A5判1冊 昭和6年4月23日発行

 レビュー「浅草松竹座街のルンペン」「新宿松竹座東京おど
り」と映画「アンナクリスチイ」「オラン・グータン」「結婚双紙」
「じゃじゃ馬馴らし」「曳かれ行く男」「サードアラーム」「全線」
「歡樂の巷」「ビック・ハウス」の紹介

226 F-13 リーフレット  目黒松竹座ニュース1930年  （23×15.5）1枚 折りたたみ 昭和5年8月14日発行
 番組の紹介「アスファルト」「東洋の秘密」「歸鄕」「ハンガリア
狂想曲」「春きたりなば」「ポーリ」「豪傑ダグ」など

227 F-13 リーフレット  目黒松竹座ニュース1930年  （23×15.5）1枚 折りたたみ 昭和5年9月11日発行
 番組の紹介「インガキ」「學窓を出でて」「男性の敵」「ニーナ・
ペトロヴナ」「六十八番の花嫁」など

228 F-13 パンフレット  日劇ニュース　NIPPONGEKIJO NEWS （N0.22）  A5判1冊 　昭和9年5月27日発行
 オールスターショウプログラム、映画紹介「家なき少年群」「世
界は還る」「異人種の争闘」「東への道」「彼の第六感」「スター
悩殺」など

229 F-13 パンフレット  TEIGEKI  B6判1冊 昭和13年年6月2日発行
 番組の紹介｢舞踏會の手帖｣｢国民の誓い｣｢氷上の乱舞｣｢ボ
ルネオ｣など

230 F-13 リーフレット  南明座　Nammei-za (週報第四十四號）  （20×18）1枚 折りたたみ 昭和11年10月18日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢来るべき世界｣｢丘の一本
松｣「二國旗の下に」「みどりの園」「テンプルの燈臺守」

231 F-13 パンフレット  MUSASHINO　WEEKLY（Vol.10 No.38）  (19×13)　1冊 昭和5年9月24日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢パラマウント･オン・パレー
ド日本版｣「放浪の王者」「沈黙の敵」「チュウインガム行進曲」
「法律と愛」ちらし挟み込み有

232 F-13 パンフレット  MUSASHINO　WEEKLY（Vol.2 No.12）  (19×13)　1冊 昭和8年3月15日発行  映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢マルガ｣｢戰時特務機關｣

233 F-13 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  (19×13)　1冊 昭和12年11月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢大地｣｢どん底｣｢悔悟｣｢間
謀｣｢サラトガ｣｢第七天國｣｢近代脱線娘｣

234 F-13 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  (19×13)　1冊 昭和13年5月19日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢ジェニィの家｣｢大自然の凱
歌｣｢火の夜｣｢歌う密使｣｢国民の誓い｣｢南海征服｣

235 F-13 パンフレット  METORO-GOLDWYN-MAYER映画会社　特輯  （22×15)　1冊 昭和10年10月24日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢彩られし女性｣「結婚十分
前」

236 F-13 リーフレット  シネマパレス　WEEKLY （Vol.1　No.27)  (18×19）1枚 折りたたみ 昭和6年12月15日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢ランゴ｣｢間謀X27｣レ
ヴュー｢ジャズエンドソング｣

237 F-13 パンフレット  日活直営　帝都座（No.78）  B6判1冊 昭和7年11月3日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢ブロードウエイの西｣｢類猿
人ターザン｣｢隠密七生記｣｢東京の花｣｢研辰の討たれ｣｢愛に
叛くもの｣｢マデロンの悲劇｣
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238 F-13 リーフレット  不二館　(No.49）1936年  B6判1枚 折りたたみ 昭和11年
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢最後の駐屯兵｣｢朝の並木
路｣｢高橋是清自傳｣｢テキサス決死隊｣｢モロッコ｣｢極楽花嫁
塾｣｢瞼の母｣

239 F-13 パンフレット  成子不二週報　｢第16號｣  A5判1冊 昭和6年4月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢首都商賣｣｢ミスターニッポ
ン｣｢戀愛淸算帖｣｢日本娘｣｢英雄時代｣｢侍ニッポン｣

240 F-13 パンフレット  ＳＨＯＷＡＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（ＳＹ．NO.79）  B6判2冊 昭和9年11月29日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢スラダング｣｢四國廻り徳島
篇｣｢北進日本｣｢若草物語｣｢商船テナシチー｣｢クリスチナ女
王｣｢黒騎士｣｢泰西侠盗傳｣

F-14 封筒  拓殖奬勵館   

241 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和11年9月11日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢この3人｣｢地の果てを行く｣
｢男の敵｣｢二國旗の下に｣｢ガルシアの傳令｣｢ロビンフットの復
讐｣｢バーレスクの王｣

242 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和11年10月7日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢みどりの園｣｢小都會の女｣
｢世界を敵として｣｢隊長ブーリバ｣｢テンプルの燈臺守｣

243 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判2冊 昭和11年10月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢罪と罰｣｢夜の鶯｣｢世界を
敵として｣｢隊長ブーリバ｣｢テンプルの燈臺守｣｢高飛び成層圏｣
アトラクション｢ムーン･ライト・ソナタ｣

244 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和11年10月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有)　｢巨星ジーグフェルド｣ ｢罪
と罰｣｢夜の鶯｣｢人妻の戒律｣｢モヒカン族の最後｣｢國際間謀
團｣

245 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和11年12月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）　｢夜の空を行く｣｢桑港｣｢
シュヴァリエの放浪児｣｢私の太陽よ｣｢浮き雲｣｢國際間謀團｣

246 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和11年12月15日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢テンプルの福の神｣｢奇跡
人間｣｢新しき土｣

247 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和12年1月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢暁の爆撃機｣｢極楽双兒合
戦｣｢永遠の戰場｣｢流血船エルシノア｣｢極地の青春｣

248 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和12年10月18日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢陽氣な街｣｢巴里の暗黒
街｣｢グレイト・ガイ｣｢海はつわもの｣｢天国漫歩｣ちらしはさみ込
み有｢小林千代子獨唱｣

13 / 77 ページ



資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

249 F-14 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年5月26日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢月光の曲｣｢南海征服｣｢
ジェニイの家｣｢國民の誓｣｢氷上乱舞｣｢椿姫｣

250 F-14 パンフレット  S.P.　［松竹座］　（No.70）  B6判1冊 昭和7年10月6日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢ロビンソンクルーソー｣｢明
日は晴れ｣｢アトランテイド｣｢今晩愛して頂戴ナ｣

251 F-14 パンフレット  S.Y.　［武蔵野館］　(No.36）  B6判1冊 昭和8年3月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢會議は踊る｣「或る日曜日
の午後」｢ホワイトシスター｣｢無敵タルザン｣｢メキシコの嵐｣｢唄
へ踊れ｣「独裁大統領」

252 F-14 パンフレット  S.P.　［武蔵野館］　(No.92）  B6判1冊 昭和9年2月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢お蝶婦人｣｢暴君ネロ｣｢紐
育の仇討｣｢巴里祭｣｢恋愛百貨全書｣

253 F-14 パンフレット  S.Y.　［大勝館］　(No.130）  B6判1冊 昭和11年12月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「1936年今年の動き」「夜の
空を行く」「嵐の戰捷旗」「姿なき殺人」「毒牙の戰慄」｢國際間
謀團｣「テンプルの福の神」「紅天夢」｢シュヴァリエの放浪児｣

254 F-14 パンフレット  TEIDEKI  B6判1冊 昭和9年11月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「母の手」「商船テナシ
チー」「北進日本」「マンガマツリ」「雁來紅」「今日の男性」「維
納の再會」「クリスチナ女王」

255 F-14 リーフレット  SHIBAZONO-KAN　（No.288）  (19.5×18）1枚 折りたたみ 昭和7年
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「フ－ビー」「トレイダ・ホー
ン」「あけぼの」「白銀の亂舞」

256 F-14 リーフレット  目黒松竹座ニュース  （23×15）1枚 折りたたみ 昭和5年8月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「アスファルト」「東洋の秘
密」「子守唄」「六十八番の花嫁」「ニーナ・ペトロヴナ」「歸鄕」
「ハンガリアン狂想曲」「春來りなば」「ポーリ」「豪傑ダグ」

257 F-14 パンフレット  ＳＨＯＷＡＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（ＳＹ．No.92）  B6判1冊 昭和10年2月28日発行

 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「マゼブ博士」「モンブラン
の王者」「猫と提琴」「ロスチャイルド」「麥秋」「アラン」「可愛い
マーカちゃん」「白衣の騎士」「女優ナナ」「私と女王様」「なが
れ」「未完成交響楽」「痴人の愛」

258 F-14 パンフレット  ＳＨＯＷＡＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（ＳＹ．No.176）  B6判1冊 昭和11年10月7日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「丘の1本松」「ロビンフット
の復讐」「この3人」「みどりの園」「ガルシアの傳令」「國旗の下
に」「バレスクの王様」「テンプルの燈台守」「

259 F-14 パンフレット  ＳＨＯＷＡＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（ＳＹ．No.181）  B6判1冊 昭和11年11月11日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「將軍暁に死す」「夜の鶯」
「罪と罰」「シヨウボート」「モヒカン族の最後」「ゴルゴタの丘」
「ルコング」「踊る海賊」
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260 F-14 パンフレット  帝都座週報（第164号）  B6判1冊 昭和9年6月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「愛憎峠」「三家庭」「修羅道
春秋」「足輕出世譚」「若夫婦試驗別居」「夢の中のお孃さん」
「紅い唇紅い頬」「前線部隊」「仁俠二筋道」「唄祭三度笠」

261 F-14 リーフレット  ＵSHIGOME-WEEKLY　（Vol.3 No.36）  (15×15）1枚 折りたたみ 昭和5年5月11日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「春來りなば」「豪傑ダグ」
「異教徒」「インガキ」「ロベルト」

262 F-14 パンフレット  USHIGOME-WEEKLY　（Vol.4 No.4）  (15×15）1冊 昭和6年1月12日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「コンラッド・ファイトの最後
の中隊」「接吻」「鐵骨エロ騒動」「銀嶺の争闘」

263 F-14 リーフレット  大東京ニュース　五號  B6判1枚 折りたたみ 昭和6年5月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「蹄塵一蹴」「町内安全」「名
馬千里」［無理矢理一萬哩」

264 F-14 パンフレット  新映ニュース (No.17)  B6判1冊 昭和12年11月30日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「禍福」「運命の北京城」「キ
ングソロモン」「血路」「若い人」「牛づれ超特急」「愛國6人娘」
「たそがれの湖」「母の曲」

265 F-14 パンフレット  Ｃｏｌｕｍｂｉａ  B6判1冊 1932年  レコードのカタログ

266 F-14 パンフレット  HEIFETZ  A5判1冊 1931年  1931年9月26～9月29日、東京劇場でのプログラム

267 F-14 リーフレット  ヨゼフシゲティ氏來る  （37.5×14.8）2枚 折りたたみ
11月25日.12月7日～11

日
 日比谷公會堂でのプログラム

268 F-14 パンフレット  巴里・東京新興美術展覽會　目録  B6判1冊 1932年12月6日～20日  東京府美術館

269 F-14 リーフレット  MOULIN ROUGE  B6判1枚 折りたたみ 昭和12年10月28日発行
 第191回公演番組「珈琲賣る娘たち」「もぐら長屋の人々」「世
界の溜息」「颱風の言葉」

270 F-14 パンフレット  プログラム解説  B5紙1枚  ミチオの公演

271 F-14 チラシ  ミチオ・イトウ来る  (37×13.5）1枚 4月21日～22日  朝日講堂、歸朝第一回公演

272 F-14 パンフレット  Weekly Paramount（Vol.1No.20)  B6判1冊 昭和5年9月3日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「異敎徒」「ワイオミングの
男」「バード少將南極探検」「パラマウント・オン・パレード」「ラ
ブ・パレード」

273 F-14 リーフレット  新宿電気館（No.28)  B6判1冊 折りたたみ 昭和7年5月27日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「足輕は強いぞ」「唐人お
吉」「マダムと女房」「上陸第一歩」

274 F-14 リーフレット  レオニード・クロイツアー敎授告別洋琴獨奏會  B6判1枚 折りたたみ 昭和6年5月13日  日比谷公會堂でのプログラム

F-15 封筒  拓殖奬勵館   

275 F-15 パンフレット  S.P.(No.25)  B6判1冊 昭和6年11月24日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「カラマゾフの兄弟」「夜の
天使」「拳闘王」「女學生日記」「天國の一夜」「ウオタルウ橋」
「ボルネオの東」「陽気な中尉さん」
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276 F-15 パンフレット  S.P.(No.26)  B6判1冊 昭和6年12月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「陽気な中尉さん」「王様
ごっこ」「女學生日記」「拳闘王」「ハックルベリィ・フィンの冒險」

277 F-15 パンフレット  S.P.(No.28)  B6判1冊 昭和6年12月15日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「火の山」「陽気な中尉さ
ん」「王様ごっこ」「女學生日記」「拳闘王」「腕白大將」

278 F-15 パンフレット  S.P.(No.31)  B6判1冊 昭和7年1月7日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「腕白大將」「掻拂ひの一
夜」「鐵壁の男」「素晴らしい嘘」「沈黙」

279 F-15 パンフレット  S.P.(No.32)  B6判1冊 昭和7年1月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「腕白大將」「月世界征服」
「掻拂ひの一夜」「龍の娘」

280 F-15 パンフレット  S.P.(No.35)  B6判1冊 昭和7年2月4日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「フーピー」「旅愁」「インチ
キ商賣」「白銀の亂舞」

281 F-15 パンフレット  S.P.(No.37)  B6判1冊 昭和7年2月18日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「インチキ商賣」「白銀の亂
舞」「都会の世紀末」「ウオタルウ橋」「上海特急」「タッチダウ
ン」、挟み込みチラシ「三文オペラ」

282 F-15 パンフレット  S.P.(No.40)  B6判1冊 昭和7年3月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「最後の偵察」「三文オペ
ラ」「ガソリンボーイ三人組」「上海特急」

283 F-15 パンフレット  S.P.(No.40)  B6判1冊 昭和7年3月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「ダグラスの世界一周」
「タッチダウン」「愛國者」「ジギル博士とハイド氏」

284 F-15 パンフレット  S.P.(No.41)  B6判1冊 昭和7年3月17日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「ガソリンボーイ三人組」
「上海特急」「タッチダウン」「少年時代」

285 F-15 パンフレット  S.P.(No.44)  B6判1冊 昭和7年4月7日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「愛國者」「ジギル博士とハ
イド氏「ラスト・パレイド」「偽りのマドンナ」「夜の看護婦」「私の
殺した男」

286 F-15 パンフレット  S.P.(No.47)  B6判1冊 昭和7年4月27日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「街のをんな」「私の殺した
男」「人生案内」「偽りのマドンナ」「スーキイ」「自由を我等
に！」

287 F-15 パンフレット  S.P.(No.54)  B6判1冊 昭和7年6月15日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「頬は薔薇色」「バッド・ガー
ル」「借りた人生」「君とひととき」「奇蹟の人」など

288 F-15 パンフレット  S.P.(No.55)  B6判1冊 昭和7年6月22日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「借りた人生」「わがまま者」
「君とひととき」「國際盗賊ホテル」など

289 F-15 パンフレット  S.P.(No.59)  B6判1冊 昭和7年7月21日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「男に就いて」「ミラクルマ
ン」「チヤンプ」「ベノス・アイレスの灯」「ル・バル」「空の花嫁」、
挟み込みちらしS.P.NewsNo.1
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290 F-15 パンフレット  S.P.(No.61)  B6判1冊 昭和7年8月4日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「其の夜」「戀を喰べる女」
「暗に踊る」「翼破れて」「空の花嫁」、挟み込みちらし
S.P.NewsNo.2

291 F-15 パンフレット  S.P.(No.64)  B6判1冊 昭和7年8月25日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「プレジヤンの船唄」「進め
オリムピック」「愉快に我等地獄へ行く」「空の花嫁」「水上競技
篇」「ハリウッドは大騒ぎ」

292 F-15 パンフレット  S.P.(No.71)  B6判1冊 昭和7年10月13日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「アトランテイド」「今晩は愛
して頂戴ナ」「恐怖の手」「悪魔と深海」「幻の小夜曲」など

293 F-15 パンフレット  S.P.(No.83)  B6判1冊 昭和8年1月5日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「極楽特急」「南海の劫火」
「タイガー・シャーク」「拳骨大賣出し」「制服の處女」など

294 F-15 パンフレット  S.P.(No.90)  B6判1冊 昭和8年2月23日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「毎夜來る女」「世界とその
男」「ミッキー･マウス大会」

295 F-15 パンフレット  S.P.(No.101)  B6判1冊 昭和8年5月4日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「巴里祭」「ベテイの屋上庭
園」「ミス・ヨーロッパ」「サンライズ」「暗黒街の顔役」「密林の
王者」

296 F-15 パンフレット  S.Y.（No.50)  B6判1冊 昭和9年5月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「世界拳闘王」「晩餐八時」
「最後の一人迄」「女性二重奏」「濡れた拳銃」など

297 F-15 パンフレット  S.Y.（No.51)  B6判1冊 昭和9年5月17日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「キヤバレエの鍵穴」「麥畑
を荒す者」「ヒヨツトコ夫婦」「女性ニ重奏」「フラットライト・パ
レード」「濡れた拳銃」など

298 F-15 パンフレット  S.Y.（No.78)　本郷館ニュース  B6判1冊 昭和9年11月22日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「母の手」「北進日本」「スラ
ダング」「漫画大会」「泰西侠盗傳」「心のふるさと」「黒騎士」
「クカラチア」など

299 F-15 パンフレット  S.Y.　MUSASHINO NEWS  B6判1冊 昭和10年6月13日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「ソレルと其の子」「別れの
曲」「花咲く頃」「私は昼あなたは夜」「私のダイナ」「復活」など

300 F-15 パンフレット  S.Y.（No.127)　本郷館ニュース  B6判1冊 昭和10年10月31日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「私のテンプル」「歌の翼」
「結婚の夜」「沐浴」「結婚十分前」など

301 F-15 パンフレット  S.Y.（No.136)　本郷館ニュース  B6判1冊 昭和10年12月31日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「テンプルちゃんお芽出度
う」「桃源境」「怪傑デイアブロ」「ターザンの新冒險」「ポンペイ
最後の日」「トップハット」「スーダン」など

302 F-15 パンフレット  S.Y.（No.138)　本郷館ニュース  B6判1冊 昭和11年1月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「野生の叫び」「極楽槍騎
兵」「桃源境」「トップハット」など
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303 F-15 パンフレット  S.Y.（第4號)　武蔵野館ニュース  B6判1冊 昭和11年1月22日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「恋は終わりぬ」「海國の誉
れ」「ミモザ館」など

304 F-15 パンフレット  S.Y.（No.139)　武蔵野館ニュース  B6判1冊 昭和11年1月29日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「モスコウの一夜」「戀は終
りぬ」「ドン・ファン」など

305 F-15 パンフレット  S.Y.（No.146)　武蔵野館ニュース  B6判1冊 昭和11年12月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「スキー映畫大會」「浮き
雲」「丘の彼方へ」「巴里の女」「晩春」など

306 F-15 パンフレット  電気館ニュース（第1巻第10號）  B6判1冊 昭和5年3月7日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「リオ・リタ」「グレイト・ガツ
ポ」「アメリカ娘に栄光あれ」「幸運の星」など

307 F-15 パンフレット  MUSASHINO （Vol.2 No.9)  B6判1冊 昭和8年2月23日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「獨立守備隊」「偽國旗の下
に」「第一年」「武装ラグビー」など

308 F-15 パンフレット  MUSASHINO　Weekly （Vol.10 No.26)  B6判1冊 昭和5年6月26日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「桃色の巨盗」「世界の一億
年」「風」「曠野に叫ぶ」「戰艦くろがね號」など

309 F-15 パンフレット  MUSASHINO NEWS  B6判1冊 昭和10年11月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「モンパルナスの夜」「コブ
ラタンゴ」「君を夢みて」「リリオム」「黒人帝國エチオピア」など

310 F-15 パンフレット  MUSASHINO NEWS  B6判1冊 昭和13年3月24日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「東洋平和の道」「マルクス
一番乗」「愛國の騎士」「國民の誓」など

311 F-15 パンフレット  MUSASHINO NEWS  B6判1冊 昭和13年3月31日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「ワルツの季節」「東洋平和
の道」「スタア誕生」「結婚十字路」「レッド･ワゴン」など

312 F-15 パンフレット  MUSASHINO NEWS  B6判1冊 昭和13年4月７日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「スタア誕生」）「ワルツの季
節」「木に攀る女」「結婚十字路」「レッド･ワゴン」「暁の翼」など

313 F-15 パンフレット  ＳＨＯＷＡＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（ＳＹ．No.60）  B6判1冊 昭和9年7月19日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「愛の嗚咽」「女人禁制」「力
と栄光」「ナラタージュ」「家なき少年群」「バンジア」など

314 F-15 パンフレット  ＳＨＯＷＡＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（ＳＹ．No.129）  B6判1冊 昭和10年11月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「私のテンプル」「結婚十分
前」「彩られし女性」「総攻撃三千哩」「ゴールドディガース36
年」など

315 F-15 パンフレット  SHOCHIKUZA NEWS（Vol.5 No.14）  A5判1冊 昭和5年4月2日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「歸鄕」「「青春の夢」、レ
ビュー「世界の東京」ボードビル「家元鏡味小仙一座」など

316 F-15 パンフレット  SHOCHIKUZA NEWS（Vol.7 No.9）  A5判1冊 昭和6年2月27日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「悪魔の寵児」「掘鑿機１０１
０號」「ビックトレイル」「嘆きの天使」「西部戦線1918年」、レ
ビュー「流行の世界」「女性王國萬歳」など
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317 F-15 パンフレット  帝都座（No.24）  B6判1冊 昭和6年10月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「続大岡政談魔像解決篇」
「心の日月」「冬木心中」「女を打つ勿れ」「やきもち讀本」「白い
姉」など、歌詞カード1枚挟みこみ有

318 F-15 パンフレット  帝都座（No.63）  B6判2冊 昭和7年7月22日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「旅は青空」「彦座の一本
槍」「社長さんはお人好し」「愛は何處までも」「勝つて歸れよ」
「伊藏の與吉」など

319 F-15 パンフレット  帝都座（No.79）  B6判1冊 昭和7年11月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「類人猿ターザン」「隠密七
生記」「東京の花」「研辰の討たれ」「愛に叛くもの」「マデロン
の悲劇」「キートンの決闘狂」など

320 F-15 パンフレット  帝都座（No.83）  B6判1冊 昭和7年12月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「地獄のサーカス」「キュー
バの戀歌」「受難華」「小市民」「時代の寵児」「キートンの決闘
狂」など

321 F-15 パンフレット  帝都座（No.98）  B6判1冊 昭和8年3月15日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「萬太郎暴風雨」「國定忠
治」「燃ゆる花片」「上州七心嵐」「未来花」「大盗甚内数奇帳」
など

322 F-15 パンフレット  帝都座週報（No.236）  （15.5×11.5）1冊 昭和10年11月13日発行  映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「大菩薩峠」など

323 F-15 パンフレット  帝都座週報（No.283）  （15.5×11.5）1冊 昭和11年10月15日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「女の階級」「荒木又衛門」
「東の伊達男」「蒼氓」「口笛吹いて百万両」など

324 F-15 パンフレット  松竹館週報（Vol.8 Ｎo.31)  B6判1冊 昭和7年7月29日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「新四谷怪談」「鬼火」「情
人」「また逢う日まで」「怒涛の騎士」「怪談ゆうなぎ草子」など

325 F-15 リーフレット  ＵＳＨＩＧＯＭＥＫＡＮ　ＮＥＷＳ　（No.33）  B6判1枚 折りたたみ 昭和11年10月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「テンプルの燈台守」「二國
旗の下に」「ショウボート」「モヒカン族の最後」「踊る海賊」「將
軍暁に死す」など

326 F-15 リーフレット  CINEMA　GINZA WEEKLY　（Vol.1 Ｎo.8)  （15.5×10.5）1枚 折りたたみ 昭和6年6月4日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）「じゃじゃ馬馴らし」「放浪
船」「極楽島満員」など

327 F-15 チラシ  シネマ銀座  （15.2×10.7）1枚  映画紹介「モロッコ」「足が第一」

328 F-15 チラシ  ［封切予告］  B4紙1枚 両面  映画紹介（粗筋、配役、カット写真、批評）「モスコウの一夜」

329 F-15 チラシ  ［封切予告］  A5紙1枚 両面  映画紹介（粗筋、配役、カット写真）「その夜」［海底二千尺］
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330 F-15 リーフレット  ［封切予告］  B6判1枚 折りたたみ  映画紹介（粗筋、カット写真）「西藏と蒙古」

331 F-15 リーフレット  新宿座　ムーラン・ルージュ　（No.16）  A5判1枚 折りたたみ 昭和7年4月28日発行
 番組紹介「朗らかな彼奴」「5月のイデオロギー」「春の危險信
號」「作者が探す一人の登場人物」「ウアラエティ」

332 F-15 リーフレット  MOULIN ROUGE　（No.162）  A5判1枚 折りたたみ 昭和11年11月21日発行
 第162回公演番組「この母の場合」「散文詩」「殉死」「明るい
溜息の街」

333 F-15 リーフレット  ハイフェッツ氏提琴大演奏會曲目  (13×10)　1枚 折りたたみ 昭和6年9月26日～29日  東京劇場でのプログラム

F-16 封筒  半沢正四郎様宛　（鹿野忠雄名）   

334 F-16 拓本  タイトルなし  和紙（76×28）1枚  

335 F-16 拓本  Manuel , Paiwan 楯の彫刻  和紙（72×28）1枚  

336 F-16 拓本  Kamipaiwan, Paiwan家の入り口の扉  和紙（57×28）1枚  

337 F-16 拓本  Kamipaiwan, Paiwan 家内の天井の支柱  和紙（27×17）1枚  

338 F-16 拓本  Budai, Paiwan 蕃刀の柄  和紙（27×12）1枚  

339 F-16 拓本  Kamipaiwan, Paiwan 家内の彫刻  和紙（62×28）1枚  

340 F-16 拓本  Manul, Paiwan 蕃刀の鞘  和紙（28×18）1枚  

341 F-16 拓本  Kuwarusa-sha, Paiwan 枕の彫刻  和紙（149×41）1枚  

342 F-16 拓本  Budai, Paiwan 蕃刀の鞘の彫刻  和紙（28×13）1枚  

343 F-16 拓本  Bobo Adel, Paiwan 家内の彫刻  和紙（63×28）1枚  

344 F-16 拓本  Toa, Paiwan Bobo  和紙（126×28）1枚  

345 F-16 拓本  Kinura Paiwan 家内の彫刻（横）  和紙（69×28）1枚  

346 F-16 拓本  Budai, Paiwan 家内の天井の飾支柱  和紙（86×28）1枚  

20 / 77 ページ



資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

347 F-16 拓本  Tao, Paiwan 天井の支柱  和紙（41×28）1枚  

348 F-16 拓本
 Budai, Paiwan 蕃刀の鞘の彫刻（蕃名：Chiocho
aves)

 和紙（28×13）1枚  

349 F-16 拓本  Kamipaiwan, Paiwan 家内の飾板  和紙（96×28）1枚  

350 F-16 拓本  Budai ,Paiwan 家内の柱の彫刻  和紙（39×28）1枚  

351 F-16 拓本  Manul, Paiwan Samiyan  和紙（106×28）1枚  

352 F-16 拓本  Budai, Paiwan 家内の彫刻  和紙（58×28）1枚  

353 F-16 拓本  Toa, Paiwan 蕃刀の柄  和紙（28×16）1枚  

354 F-16 拓本  Budai, Paiwan 枕の彫刻  和紙（47×28）1枚  

355 F-16 拓本  Kamipaiwan, Paiwan 家内の天井の支柱  和紙（83×28）1枚  

356 手書き表  ［RADITAN KAWARAN(jipaputok)］  （120×47）1枚  方眼紙を張り合わせた台紙にデータが貼付されている

357 手書き表  ［RADITAN KAWARAN（jipigagun)］  （120×47）1枚  方眼紙を張り合わせた台紙にデータが貼付されている

358 手書き表  ［標高別生態表］  （62×46）1枚  センザンカウ、メクラヘビ、トゲネズミ、ハブモドキなど

359 手書き地図  ［台湾分布図（方眼紙）］  (120×56）1枚 破損大  地図上の多数の地点に小さい丸印

360 手書き地図  ［台湾分布図（薄紙）］  透写紙(120×56）1枚
 地図上の多数の地点に小さい丸印と附番、No.358の方眼紙
と重ねて作成されたと推察される

361 拓本  ［鹿など］  和紙（260×28）1枚  紅色で拓本

362 手書き地図  ［分布図］  透写紙（115×50）1枚 破損大  等高線の地図に地点番号・地名の記入、彩色有

363 手書き地図  ［分布図］  透写紙（120×55.5）1枚 破損有
 彩色の数種類のマークで分類された地図3種類、3枚
（No.363-365） で一まとめで保存されていた
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

364 手書き地図  ［分布図］  透写紙（120×55.5）1枚 破損有
 彩色の数種類のマークで分類された地図3種類、3枚
（No.363-365） で一まとめで保存されていた

365 手書き地図  ［分布図］  透写紙（120×55.5）1枚 破損有
 彩色の数種類のマークで分類された地図3種類、3枚
（No.363-365） で一まとめで、保存されていた

366 手書き地図  宜蘭濁水渓流域　耕地、草原、森林分布図  透写紙（92×78）1枚
 彩色有、裏面に「2頁析入」と記述有、2枚（No.366-367） で一
まとめで保存されていた

367 手書き地図  宜蘭濁水渓流域　住民族各社狩猟区域図  透写紙（92×78）1枚
 彩色有、裏面に「2頁析入」と記述有、2枚（No.366-367） で一
まとめで保存されていた

368 拓本  ［漁労具拓本（版下）］  （63×48）1枚  切抜を方眼紙に貼付

369 系譜  イラタイ社（Iratai)系譜の一部  （63×48）1枚  方眼紙一部分大きく切り取られている

370 系譜  イワリヌ社（Ivarina）第一系譜  （63×48）1枚 破損大  

371 地図  JAPONIAE INSVLAE DESCRIPTIO(1595)  （41× 56.5 ）1枚 破損大
 1995年にヨーロッパで日本のみを載せた最初の図、裏面は
「IAPONIAONSVLA」言語不明、4枚（No.371-374） で一まとめ
で保存されていたと推察

372 説明文
 日本圖オルテリウス竝にテイセラ　一五九五年
 理学博士　山崎直方藏

 1枚（23×30,5）
 図版の解説、4枚（No.371-374） で一まとめで保存されていた
と推察

373 説明文  日本圖　アー　1700年　理学博士　山崎直方藏  1枚（23×20.5）
 図版の解説、4枚（No.371-374） で一まとめで保存されていた
と推察

374 地図
 Voyage de Guillaume Adams aux Indes
Orientaies

 1枚（32.5×23）
 彩色有、4枚（No.371-374） で一まとめで保存されていたと推
察

375 拓本  Rai-Sha Paiwan石壁上の彫刻  (120×82）1枚  タイトル横に「鹿野」の押印有

376 拓本  ［鹿など］  （30×23）1枚  台紙に貼付

377 手書き地図  ［東南アジアの分布地図］  （22×15）1枚  彩色有

378 手書き地図  ［東南アジアの分布地図］  （22×15）1枚  彩色有

379 手書き地図  ［FUKIEN～KWANGTUNG の地図］  （24×33　）1枚  彩色有

380 手書き地図  ［東南アジアの］農産図  （17×10）1枚  ココ椰子、コーヒー、茶など彩色有

22 / 77 ページ



資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

381 図版原稿
 [Fig.2.Altitudinal distribution of Vegetation zones
in the Tsugitaka mountains.]

 (28×22）41枚  それぞれの図版にキャプションが貼付されている

382 ハガキ  鹿野忠雄宛（弘前市能登路宇一郎氏より）  1枚  消印不鮮明

383 雑誌  海南島の奇習  B5判1枚  雑誌を破り取ったもの（写真5枚に解説文）

384 目次  ［ヘ 生物篇、ト 人文地理篇　一冊］  B4紙2枚  太平洋協會の用紙,題目と所属と氏名の一覧

385 会報  日本生物地理學會會報　     June,1943年  A4紙1枚  Vol.13 No.13

386 会報  日本生物地理學會會報　　　June,1943年  A4紙1枚  Vol.13 No.14

387 会報  日本生物地理學會會報　　　June,1943年  A5紙1枚  Vol.13 No.15

388 会報  日本生物地理學會會報　　　Augusｔ,1943年  A5判1冊  Vol.13 No.16

389 会報  日本生物地理學會會報　　October,1943年  A5判1冊  Vol.13 No.17

390 会報  日本生物地理學會會報　　October,1943年  A5判1冊  Vol.13 No.18

391 会報  日本生物地理學會會報　　October,1943年  A5判1枚  Vol.13 No.19

392 会報  民族研究彙報　(　第3巻　第一･二合併號　)  A5判1冊（42頁） 　シミ多数有 昭和29年8月30日発行  

393 抜刷
 三度び紅頭嶼の鳥相に就て
 / 理學士公爵　鷹司信輔, 理學士　鹿野忠雄

 A5判2冊  「鳥」第10巻　第47号（pp.101-110）1938年11月

394 雑誌  新亜細亜 (第6巻　第8号)  A5判1冊（72頁） 昭和19年8月1日発行  

395 雑誌  臺湾公論　（第9巻　第10号）  A5判1冊（96頁） 昭和19年10月1日発行  

396 拓本  Tamokk,Imorouod, yami ヨリ（４）  1枚（28×57）  

397 写真図版  ［風景］  1枚  

398 スケッチ図版  ［昆虫の図版原画］  (2×19）2枚  台紙に貼付
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

399 手書き地図  TOPOGRAPHICAL MAP OF GERMANY  1枚（77×59）  3年鹿野正代の記名有

400 地図
 第四版　欧羅巴州全図 / 京都帝國大學教授　理
学博士　小川琢治　著

 1枚（107×114.5） 布張り製  

F-17 封筒  拓殖奬勵館   

401 F-17 雑誌  A NEOLITHIC SITE IN WUPING, FUKIEN  表紙なし  ｐｐ133-142,231-312のみ

402 F-17 雑誌  図版の頁  17枚 表紙なし  

403 F-17 メモ  ［英文タイプメモ］  B紙1枚  

F-18 封筒  「台湾山岳資料」の記述有   

404 F-18 資料  旅行日程・［森林植物帯の表］  B4大紙1枚
 謄写版刷、往路（第一日）ピヤハウ発ハブンプラン経由大濁
水南渓支流コクコク渓着など

405 F-18 資料  ［現地地図、図］  B4大紙1枚  謄写版刷、手書きの地図、表のデータを図で表したもの

406 F-18 しおり  新高登山のしをり / 青木　繁, 臺灣山嶽會  A5判1冊（27頁） 昭和8年6月10日発行  

407 F-18 地図  新高山登山地圖  B6判 折りたたみ 昭和2年8月14日発行  縮尺5万分の一、折りたたみ地図

408 F-18 小冊子  臺灣山嶽會設立趣意書  B6判（5頁） 大正15年11月8日  

409 F-18 雑誌  山岳　第22年第3號  A5判1枚 表紙なし 昭和3年4月發行  pp.1-2（目次部分のみ）

410 F-18 雑誌  山岳　第22年第3號  A5判 表紙なし 昭和3年4月發行  pp.349-372（阿里山より新高東山へ）

411 F-18 雑誌  山岳　第22年第3號  A5判 表紙なし 昭和3年4月發行  pp.395-468（次高山に就て、他）

412 F-18 雑誌  山岳　第22年第3號  A5判5枚 表紙なし  写真図版

413 F-18 雑誌  新高山を中心として（三） / 青木　繁  A5判 ステープラ留め
 ｐｐ63-88のみ、雑誌タイトル不明、名刺1枚（神谷　一男（東京
農業大學學生）挟み込み有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

414 F-18 雑誌  臺灣山岳紹介號（臺灣山岳彙報號外）  タブロイド判（11頁）  昭和13年７月22日發行

415 F-18 写真図版  臺灣蕃地畫報  A5判（4枚）  ちぎり取られている

416 F-18 新聞記事  處女峰の踏破３（北一中生手記）  1枚  新聞社名、年月日不明（8月１日ー3日の手記）

417 F-18 新聞記事  處女峰の踏破４（北一中生手記）  1枚  新聞社名、年月日不明（8月4日ー5日の手記）

418 F-18 新聞記事  處女峰の踏破５（北一中生手記）  1枚  新聞社名、年月日不明（8月6日ー7日の手記）

F-19 封筒  拓殖奬勵館  破損有  

419 F-19 拓本  Kuwarusu-sha, Paiwan  和紙（128×56）1枚 破損有  「鹿野」の捺印有

420 F-19 拓本  Saurai Kapiyan -sha木彫  和紙（110×49）1枚 破損有  「鹿野」の捺印有

421 F-19 拓本  タイトルなし  和紙（75×60）1枚  

422 F-19 拓本  タイトルなし  和紙（63×63）1枚  

423 F-19 拓本  タイトルなし  和紙（130×68）1枚  

424 F-19 拓本  タイトルなし  和紙（82×78）1枚  

425 F-19 拓本  Rai-sha, Paiwan石壁上の彫刻  和紙（113×82）1枚  「鹿野」の捺印有

426 F-19 拓本  Maga, Paiwan 祖先伝承の壷　　No30  和紙（26×18）1枚  「鹿野」の捺印有

427 F-19 拓本  Maga, Paiwan祖先伝承の壷　　No31  和紙（20×26）1枚  「鹿野」の捺印有

428 F-19 拓本  Kamipaiwan, Paiwan臼の側面の彫刻  和紙（28×28）1枚 破損有  「鹿野」の捺印有

429 F-19 拓本  Tapavon, Ami 家内の柱  和紙（52×28）1枚  「鹿野」の捺印有

430 F-19 拓本  Kuwarusu-sha1 N0.40  和紙（20×25）1枚  「鹿野」の捺印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

431 F-19 拓本  Kapiyan-sha1N0.14  和紙（20×20）1枚  「鹿野」の捺印有

432 F-19 拓本  Tona,Paiwan 祖先伝承の壷Sagradan家No33  和紙（20×30）2枚  「鹿野」の捺印有

433 F-19 拓本  Kuwarusu-sha1No7  和紙（19×21）1枚  「鹿野」の捺印有

434 F-19 拓本  Rokuh?  和紙（30×28）1枚  

435 F-19 拓本  Rokuh?  和紙（80×38）1枚  

436 F-19 拓本  タイトルなし  和紙（74×41）1枚  

437 F-19 拓本  Saurai Kuwarusu-sha Paiwan  和紙（31.5×20）1枚  「鹿野」の捺印有

438 封筒  資源科学  和紙（100×41）1枚  茶封筒のみ

F-20 封筒    

439 F-20 拓本  Tapavon,Ami(3枚1組、家内の柱）  和紙3枚組み 紙紐結び  

440 F-20 拓本  Tapavon,Ami入口の横柱の彫刻（右）♂1-3  和紙3枚組み 紙紐結び  

441 F-20 拓本  タイトルなし  和紙3枚組み 紙紐結び  

442 F-20 拓本  Kapiyan-sha  和紙（41×70）1枚  頭２つ

443 F-20 拓本  Kapiyan  和紙（112×34）1枚  

444 F-20 拓本  Tapavon家内の柱1-3  和紙4枚組み 紙紐結び  

445 F-20 拓本  Tapavon,Ami家内の柱  和紙2枚組み 紙紐結び  

446 F-20 拓本  倒れたるSatoko局部,腰部  和紙6枚組み 紙紐結び  

447 F-20 拓本  Tona PaiwanNo.1-6  和紙3枚組み 紙紐結び  
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

448 F-20 拓本  タイトルなし  和紙6枚組み 紙紐結び  

449 F-20 拓本  Kuwarusu-sha Paiwan Saurai1  和紙（50×50）1枚  

450 F-20 拓本  タイトルなし  和紙（50×28）1枚  

451 F-20 拓本  タイトルなし  和紙（22×18）1枚  鉛筆利用

F-21 封筒  さくら染井印画紙   

452 F-21 新聞記事  地名と分類　點在する諸島群 / 足柄三坂  1枚 昭和17年5月4日  

453 F-21 新聞記事  各国の南方民族政策  1枚 昭和17年5月4日  

454 F-21 新聞記事  南方文化の發掘 /太田正雄  1枚 昭和17年5月4日  

455 F-21 新聞記事
 中央機關は東京に設置　南方研究所の一元的再
出發論 /林　雄二郎

 1枚 昭和17年7月9日  

456 F-21 新聞記事  大東亜博物館類似施設差控  1枚 昭和17年9月14日  

457 F-21 新聞記事  文化評論　科學文献の邦譯  1枚 昭和17年9月25日  

458 F-21 新聞記事  大東亜文化へ①  1枚 昭和17年10月26日  

459 F-21 新聞記事  大東亜文化へ②  1枚 年月日不明  

460 F-21 新聞記事  大東亜文化へ③  1枚 年月日不明  

461 F-21 新聞記事  大東亜文化へ④  1枚 昭和17年11月16日  

462 F-21 新聞記事  大東亜文化へ⑤  1枚 年月日不明  

463 F-21 新聞記事  大東亜文化へ⑥  1枚 年月日不明  

464 F-21 新聞記事  大東亜文化へ⑦  1枚 年月日不明  
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

465 F-21 新聞記事  南方音楽の整理と指導 / 田邊尚雄  1枚 昭和17年11月9日  

466 F-21 新聞  帝國大學新聞（1面）  1枚 昭和18年1月1日  

467 F-21 新聞記事  共榮圈民族政策樹立に民族研愈々發足  1枚 昭和18年1月25日  

468 F-21 新聞記事
 史的経済構造観の強み「ビルマの経済」 / 岡田宗
司

 1枚 昭和18年2月1日  

469 F-21 新聞記事  文化評論　民旅人口政策に就いて  1枚 昭和18年3月1日  

470 F-21 新聞記事  南方の文化工作 素朴に過ぐ同化策 / 中島健藏  1枚 昭和18年4月19日  

471 F-21 新聞記事
 特輯 山西の資源 第一次學術調査研究圑報告そ
の2

 1枚 年月日不明  

472 F-21 新聞記事  「農業地理學の諸問題」 / 安藤鏗一  1枚 年月日不明  

473 F-21 新聞記事  大東亜資源館設立に寄す / 橋爪克己  1枚 年月日不明  

474 F-21 新聞記事
 民族生活の實態把握　「北方ツングースの社會構
成」 / 杉浦健一

 1枚 年月日不明  

475 F-21 新聞記事  我が先史學に示唆　「黄土地帯」 / 守屋美都雄  1枚 年月日不明  

476 F-21 新聞記事  東亜民族研究所を創設　共榮圏確立の基本對策  1枚 年月日不明  

477 F-21 新聞記事
 南方科學研　資料整理の段階　昨年度の研究經
過

 1枚 年月日不明  

478 F-21 新聞記事  高砂挺身隊員の神技　蕃刀で拓く突撃路  1枚 年月日不明  

479 F-21 新聞記事
 南方敎育に中央機關　大東亜學術敎育聯絡協議
會生る

 1枚 7.13  

480 F-21 新聞記事  共榮圏百八民族の大研究所旗舉げ  1枚 年月日不明  

481 F-21 新聞記事  ニューギニア探檢  1枚 年月日不明  

482 F-21 新聞記事  民族要誌を刊行　東亜諸民族調査進む  1枚 年月日不明  
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

483 F-21 新聞記事  熱帯研究所整備の方向に望む（下）/ 内海富士夫  1枚 年月日不明  

484 F-21 新聞記事  理研25周年その業績と實際化 （上）/ 鈴木梅太郎  1枚 年月日不明  

485 F-21 新聞記事  理研26周年その業績と實際化 （下）/ 鈴木梅太郎  1枚 年月日不明  

486 F-21 新聞記事
 輝かしい業績　満25周年を迎へて　理研の今昔
 ① 辻　二郎

 1枚 年月日不明  

487 F-21 新聞記事
 輝かしい業績　満26周年を迎へて　理研の今昔
 ② 辻　二郎

 1枚 年月日不明  

488 F-21 新聞記事
 輝かしい業績　満27周年を迎へて　理研の今昔
 ③ 辻　二郎

 1枚 年月日不明  

489 F-21 新聞記事  東印度の植物① / 山本由松  1枚 年月日不明  

490 F-21 新聞記事  東印度の植物② / 山本由松  1枚 年月日不明  

491 F-21 新聞記事  東印度の植物③/ 山本由松  1枚 年月日不明  

492 F-21 新聞記事  東印度の植物④ / 山本由松  1枚 年月日不明  

493 F-21 新聞記事  南ボルネオ奥地探險記（上）  1枚 年月日不明  

494 F-21 新聞記事  南ボルネオ奥地探險記（下）  1枚 年月日不明  

495 F-21 新聞記事  マングローブ② / 小倉　謙  1枚 年月日不明  

496 F-21 新聞記事  マングローブ③ / 小倉　謙  1枚 年月日不明  

497 F-21 新聞記事
 時評　宗教學　體系整備の必要　南方資料により
積極的研究へ / 田澤康三郎

 1枚 年月日不明  

498 F-21 新聞記事
 時評　地政學　歴史學との協力を　戒無べき政策
への追随 / 江澤譲爾

 1枚 年月日不明  

499 F-21 新聞記事
 時評　民族學　體系整備の段階　獨立性を要望 /
小山榮三

 1枚 年月日不明  

500 F-21 新聞記事
 南方研究に嚮ふ　西藏方面にも漸く着手 / 泉　康
順

 1枚 年月日不明  

29 / 77 ページ



資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

501 F-21 新聞記事  ヨーロッパと英國（中） / 飯塚浩二  1枚 年月日不明  

502 F-21 新聞広告  ［書籍案内］  9枚 年月日不明
 「印度支那の原始文明」「南方民族と政治對策」「探檢記」「セ
レベス」「原始民族の文化と宗教」など

F-22 封筒  拓殖奬勵館、さくら染井印画紙

503 F-22 スケッチ図版  ［昆虫の図版原図］  27枚  一部に鉛筆書きキャプション有

F-23 手製の厚紙ファイル  鹿野氏   

504 F-23 スケッチ図版  ［昆虫の着色図版原図］ 1冊
 台紙に描かれたもの、台紙から切り抜き5枚、全14点の昆虫
の彩色画、N.mizushima.　のサイン有、「此の着色圖は御用済
み次第後返却を■■■鹿野忠雄」の記述有

505 F-23 スケッチ図版  ［昆虫の着色図版原図］ 1枚
 台紙に貼付された４点の昆虫の彩色画「捨身銅版（中刷」）の
記述有、「鹿野忠雄氏」の記述のある罫紙に包装されている

506 F-23 手書き地図  民族分布図  透写紙(24×16）1枚  彩色有、安南人、リメル人、チャム族、泰族、モン族など

507 F-23 手書き地図  地質分布図  透写紙(14×9）1枚  彩色有

508 拓本  [矢じり]  和紙（39×20）1枚  和紙に切抜を貼付

509 拓本  [矢じり]  和紙（77×20）1枚  和紙に切抜を貼付

510 拓本  [矢じり]  和紙（124×20）1枚  和紙に切抜を貼付

511 拓本  [矢じり]  和紙（83×20）1枚  破損有、和紙に切抜を貼付

512 拓本  [矢じり]  和紙（81×20）1枚  和紙に切抜を貼付

513 拓本  [矢じり]  和紙（90×20）1枚  和紙に切抜を貼付

 さくら染井印画紙に一部の図版が入っていた可能性有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

514 拓本  [矢じり]  和紙（88×20）1枚  和紙に切抜を貼付

515 拓本  [矢じり]  和紙（93×20）1枚  和紙に切抜を貼付

516 拓本  [矢じり]  和紙（95×20）1枚  和紙に切抜を貼付

517 拓本  [矢じり]  和紙（82×20）1枚  和紙に切抜を貼付

518 手書き地図  [地形図]  透写紙（80×93）1枚  

519 雑誌  紅頭嶼生物地理学に関する諸問題(3)  A5版1部 綴じはずれ  P.33-46,49,51-64,69-75のみ

520 雑誌  索引：民族第二巻  A5版1部（14頁）  

521 雑誌  臺灣山岳彙報：第3年第6號  B5判1部(4頁） 昭和11年11月11日発行  

522 手書き地図  雨量分布図(年総量）  透写紙(23×13）１枚  彩色有

523 手書き地図  雨量分布図(年総量）  透写紙(14×9）1枚  彩色有

524 ポストカード  写真  1枚  「RYOKODO PHOTOCO.,KANDA TOKIO」の刻印有

525 雑誌  雑纂：蕃俗瑣談 / 丙　牛生  1部(50枚） 紐とじ
 原稿用紙に印刷物(雑纂：蕃俗百話を蕃俗瑣談に手書きで訂
正）貼付

F-24 封筒  さくら染井印画紙   

526 F-24 写真   11枚
 記念写真（日の丸を背景に人物4人）、建物外観（BUREAU
OF　SCIENCE　や　AS.WATSONの名前有)の建物内部（陳列
ケース）

○
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

527 雑誌  写真図版の頁  2枚  写真9枚にキャプション付

528 抜刷
 ZOOLOGICAL SERIES　OF FIELD MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

 A5判1部 ステープラ留め
 pp.37-43、余白に「MITOSI　TOKUDA　■■■■
Kyoto,Lapan」のゴム印有

529 スクラップ  大豹蕃の回顧（上）/ 丙　牛生  A4紙1枚 両面  

530 スクラップ  大豹蕃の回顧（下） / 丙　牛生  A4紙1枚 保存状態不良  

F-25 封筒  「ヤミ拓本」の記述有   

531 F-25 拓本  Iratai, Yami Chinurikuran,  和紙（28×62 ）1枚  

532 F-25 拓本  Iratai Yami仕事場, Mamaof  和紙（33×28）1枚  

533 F-25 拓本  Iratai,Yami 仕事場の前面  和紙（42×28）1枚  

534 F-25 拓本  Iratai,Yami 仕事場の前面  3枚組み 紙紐結び  

535 F-25 拓本  Iratai,Yami 仕事場の前面  和紙（33×28）1枚  

536 F-25 拓本  Pottery,Yami  和紙（15×26）1枚  

537 F-25 拓本  船腹に彫刻さるるマオグの形象  和紙（26×28）1枚  付箋「第5図船腹に彫刻さるるマオグの形象、鹿野附図(5)｣付

538 F-25 拓本  Iratai Yami Chinurikuran Mata no tatara  和紙（28×39）1枚  

539 F-25 校正原稿  ［先史学研究　口画1-32止メ、折込1枚］  A4紙17枚 紐とじ  図版の原稿「要再校」の記述有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

F-26 封筒  拓殖奬勵館   

540 F-26 雑誌  甕棺に関する一考察（上） / 森本六爾  A5判 綴じはずれ  史学第6巻第1号（昭和2年3月）pp.39-68

541 F-26 雑誌  甕棺に関する一考察（下)  A5判 綴じはずれ  史学第6巻第2号（昭和2年5月）pp.133-152

542 F-26 原稿  英文、他  A4罫紙23枚  

543 F-26 書き写し  ［Aarde Urnen(earth uｒｎｓ）］  A4罫紙7枚  土器に関する文献の書き写し

544 別刷  氷河問題に關する生物學的寄與 / 大島正滿  A5判1部
 植物及動物第２巻第19号別刷pp.17-24、「著者謹呈」書き込
み有

545 別刷
 ヤマメ及びアマゴの系統並びに生活史に關する二
三の知見 / 大島正滿

 A5判1部
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 自然科学Vol.4 Ⅳ.1,April,1929(昭和44）pp.129-150

546
手書き

講演要旨

 地理学上より見たる本邦冷水性亀類の分布 / 大
島今正満氏講演　11月29日　於：日本地理学会例
会

 B5原稿用紙15枚  土井喜久一筆記

547 資料  サラマオマス分布地域  B5罫紙5枚  地図、表、メモなど

F-27 封筒  「Photographs of N,E,Kwea MH」の記述有   

548 F-27 写真  雄基全景（4枚つなぎ）他  64枚  ○

549 F-27 写真図版  ［地形図］  （30×25）1枚  

F-27-1 封筒

550 F-27-1 写真  ［風景、人物］  28枚  人物1枚有 ○

 冠帽峰頂上茂山側ヨリ雪岑支脈六枚ツヅキ　昭和11年6月11日　午後2時20分　斎藤■本作
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

F-27-2 封筒

551 F-26-2 写真  虹台峰、赤旗乗越  2枚  ○

552 F-27-2 手紙  鹿野忠雄宛（差出人判読不可能）お礼状  B5便箋1枚  

553 手書き地図  ［分布図］東南アジア  透写紙(29×32）1枚  彩色有

554 手書き地図  ［分布図］東南アジア  透写紙(29×32）1枚  彩色有

555 手書き地図  ［分布図］東南アジア  透写紙(29×32）1枚  彩色有

556 メモ  ［支那西蔵語族］  A5ルーズリーフ3枚  

557 メモ  ［タイ種］  B5罫紙2枚  拓殖奬勵館の罫紙

558 地図図版
 第１図最近十年間（1930～1939)における台湾原
住民族の移住蕃社［分布図］

 B5紙1枚  台紙に貼付

559 地図図版
 第２図最近十年間（1930～1940)における台湾原
住民族の移住［分布図］

 B5紙1枚  台紙に貼付

F-28 封筒  電通スタディオ   

560 F-28 スケッチ図版  ［農具のスケッチの原図］  32枚  1点づつ切り抜き、キャプション有、小袋（電通スタディオ）入り

561 白地図  ［分布図］東南アジア  B4紙1枚  財團法人日本拓殖協會、彩色有

562 スケッチ  ［台湾北部の山々］  B5紙4枚
 山の名前入り、うち1枚の用紙の下方に「ブヌンの暦」と記述、
拓殖奬勵館の原稿用紙の裏面利用

 冠帽峰頂上茂山側ヨリ虹台峰及び赤旗乗越　昭和11年6月11日　午後2時35分　斎藤■本作
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

563 スケッチ  ブヌンの暦  （59×11）1枚  ブヌン族の絵文字カレンダー

F-29 封筒

564 F-29 写真  ［集落・人物･船など］  23枚
 裏面に14.8.1拓殖奬勵館の検印、「フリッピンの土人船」など
のキャプション有

○

F-30 封筒  拓殖奬勵館「図版綱版」の記述有   

565 F-30 スケッチ図版  ［楯のスケッチの原図］  35枚  切り抜き多数、キャプション有

566 手書き地図  フィリピン種族分布図  透写紙(56×40）1枚  「左右三寸四分に縮小」に記述有

567 原稿  東亜及南洋地質総図略説  A3紙1枚 両面  裁断前

568 スクラップ  秀姑巒山から見て新高山連峯  B5原稿用紙1枚  大阪毎日新聞4月20日（火）、原稿用紙（森用箋）に貼付

569 スクラップ  玉里指して　山越にて（1） / 丙　牛生  B5原稿用紙1枚  No.568とクリップ留めされている

570 スクラップ  玉里指して　山越にて（2）、「此の男」と牛生君  B5原稿用紙1枚 両面  No.568とクリップ留めされている

571 スクラップ  玉里指して　山越にて（3） / 丙　牛生  B5原稿用紙1枚  No.568とクリップ留めされている

572 スクラップ  玉里指して　山越にて（4） / 丙　牛生  B5原稿用紙1枚  No.568とクリップ留めされている

573 スクラップ  玉里指して　山越にて（5） / 丙　牛生  B5原稿用紙1枚  No.568とクリップ留めされている

574 スケッチ図版  ［昆虫の図版原図］  B5紙1枚  「鹿野氏」の記述有、台紙に貼付透写紙付

 FUJI PHOTO FILM (台湾鹿野様、Philipinesの）記述有）
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

575 新聞記事  能高南峰頂上の深き思ひで  1枚  余白に8.27の記述有

576 地図  北海道（其の一・大正 8年版　）  （55×38）1枚
 金刺分縣圖、北海道を三分割、60万分の１、裏面に各地の特
筆事項の紹介有

577 地図  北海道（其の二・大正 9年版　）  （55×38）1枚
 金刺分縣圖、北海道を三分割、60万分の１、裏面に各地の特
筆事項の紹介有

578 地図  北海道（其の三・大正 10年版　）  （55×38）1枚
 金刺分縣圖、北海道を三分割、60万分の１、裏面に各地の特
筆事項の紹介有

579 スケッチ図版  ［トビウオのマークS.I.E..Aの原図］  A5紙1枚  切り抜き2枚有

F-31 封筒

580 F-31 スケッチ図版  ［校正原稿］  A5罫紙他10枚  

581 F-31 地図図版  ［校正原稿］  B5紙他4枚  

582 F-31 写真  ［人物・装身具］  3枚  ○

F-32 封筒

583 F-32 手書き地図  フィリッピン諸島種族別分布図  透写紙（57×47) 1枚  

584 F-32 手書き地図  フィリッピン群島地勢概要図  透写紙（46×30）1枚  彩色有

585 F-32 手書き地図  フィリッピン高度分布図  透写紙（46×29）1枚  「鹿野」の署名有

586 F-32 手書き地図  フィリッピン諸島地質図  透写紙（40×26）1枚  「鹿野」の署名、彩色有

 古今書院の荷札に「南洋地図世界地■」の記述有

 鹿野忠雄宛（京大瀬戸臨海實■所 宮地傳三郎氏より）16.2.23消印有「第二巻原稿図版挿図」の朱書き有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

587 F-32 手書き地図  フィリッピン降雨型分布図  透写紙（46×29）1枚  「鹿野」の署名有

588 F-32 手書き地図  フィリッピン人口密度分布図  透写紙（39×27）1枚  「鹿野」の署名、彩色有

589 F-32 手書き地図  フィリッピン人口密度分布図  透写紙（40×31）1枚  「鹿野」の署名、彩色有

590 F-32 手書き地図  フィリッピン群島年平均気温分布図  透写紙（45×29）1枚  

591 F-32 手書き地図  フィリッピン群島降雨量分布図  透写紙（45×27）1枚  

592 F-32 手書き地図  ［フィリッピン、タイトルなし］  透写紙（35×26）1枚  地点に●丸印

593 F-32 手書き地図  ［フィリッピン、タイトルなし］  透写紙（56×34）1枚  結晶片岩,彩色有

594 F-32 手書き地図  スマトラ東北部栽培景  透写紙（29×30）1枚  彩色有

595 F-32 手書き地図  スマトラ火山分布図  透写紙（38×48）1枚  彩色有

596 F-32 手書き地図  スマトラ島地質図  透写紙（30×24）1枚  彩色有

597 F-32 手書き地図  スマトラ主要鉱産分布図  透写紙（22×22）1枚  

598 F-32 手書き地図  スマトラ植物帯分布図  透写紙（23×20）1枚  彩色有

599 F-32 手書き地図  スマトラ高度分布図  透写紙（29×28）1枚  

600 F-32 手書き地図  スマトラの政治的区割と交通地図  透写紙（27×27）1枚  
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

601 F-32 手書き地図  スマトラ農林産物分布図  透写紙（26×27）1枚  

602 F-32 手書き地図  ［スマトラ、タイトルなし］  透写紙（24×23）1枚  馬来人、南スマトラ人、アチェ人など

603 F-32 手書き地図  ［スマトラ、タイトルなし］  透写紙（28×14）1枚  50～600米,彩色有

604 F-32 手書き地図  ［スマトラ、タイトルなし］  透写紙（25×29）1枚  第4紀層、中世代層、花崗岩など彩色有

605 F-32 手書き地図  ［スマトラ、タイトルなし］  透写紙（45×40）1枚  第5紀層、中世代層、花崗岩など彩色有

606 F-32 手書き地図  ボルネオ主要鉱産分布図  透写紙（26×16）1枚  彩色有

607 F-32 手書き地図  セレベス島地勢図  透写紙（26×18）1枚  彩色有

608 F-32 手書き地図  外南洋に於ける生物分布之要境界線と大陸棚  透写紙（19×29）1枚  彩色有

609 スクラップ綴

 南洋土人(3）～(5）、イバヤット島及土人に就て
(1)(2) / 黄　楊生、迷信の利用 / 森　丑之助、南進
私議 / 木瓶生、臺灣の生蕃（上）（下）、蕃通丙牛
生

 B4紙6枚 破損有
明治四十四年7月10日

～14日、12月8日
 台湾日日新聞の記事の切り抜きをスクラップ用紙に貼付、大
正元年の記述有

610 雑誌  過去に於ける北勢蕃 / 丙牛生  B5判1部  pp.5-16のみ

611 スクラップ綴
 新城に於ける新舊ニ碑(上下］、史實を無視した二
廳分界（上中下） / 丙牛生

 B5判9枚 紐とじ 大正14年8月  臺■新報 コラム「東遊偶感」4編

612 別刷
 紅頭嶼より発見されたフィリピン系の鼠に就て /
徳田御稔, 鹿野忠雄

 B5判1部 昭和12年2月  動物學雜誌50巻2號別刷、pp.84-87

613 地図  ［台湾の地図の一部分（東南部、紅頭嶼）］  (53×39）1枚  作業のあと有

614 抜刷  蝶類の群居に就て / 鹿野忠雄  和紙B5判1部 昭和20年11月4日受領  pp.71-76
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

615 拓本  Tomokk, Imourod, Yami  和紙6枚組み 紙紐結び、破損有  

616 拓本  Iratai,YamiChinurikuran  和紙4枚組み 紙紐結び、破損有  

617 拓本  Iwatas,YamiTatara  和紙2枚組み 紙紐結び、破損有  

618 拓本  mourod,Yami,Wagai棚の裏面  和紙4枚組み 紙紐結び、破損有  

619 拓本  Chinurikra,Imourod Yami  和紙2枚組み 紙紐結び、破損有  

620 拓本  Imourad,Yami  和紙（29×29）1枚 破損有  

621 拓本  Imourad,Yami,Tatara  和紙（65×28）1枚 破損有  

622 原稿
 陛下御所所蔵に係る台湾産若干の甲虫に就て /
鹿野忠雄

 B4原稿用紙31枚
クリップ留め

《錆のため撤去》
 余白に2月2日の記述有

623 原稿  (3）煙草とパイプ  B4原稿用紙4枚
クリップ留め

《錆のため撤去》
 1枚目破損有

624 会報誌  山 / 日本山岳会  B5判（16頁）1部 昭和21年6月20日  

625 雑誌  地學雑誌　南洋號第十二  B5判 (22頁）1部 昭和19年4月発行  第56年第662號

626 雑誌  地學雑誌　南洋號  B5判(43頁）1部 昭和19年5月発行  第56年第663號

627 雑誌  地學雑誌　南洋號第十五  B5判 (35頁）1部 昭和19年8月発行  第56年第666號

628 雑誌  地學雑誌　南洋號第十六  B5判（30頁）1部 昭和19年9月発行  第56年第667號
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

629 抜刷
 紅頭嶼生物地理学に関する諸問題(1),(3),(4）
/ 鹿野忠雄

 A5判1部
ステープラ留めにて

合冊
 別にpp.41-44のみ重複有

630 抜刷
 裏南洋パラオより穫られるAmblypygi/ 江崎悌三,
九州帝國大學農學部昆蟲學教室

 A5判1部 1936年7月1日
 東亜蜘蛛學會　Acta Arachnologica Vol.1.No.2 別刷　pp.51-
53

631 抜刷
 Das Vorkommen der charontiden Amblypygi auf
den Palau-Inseln / TEISO ESAKI

 A5判1部 1936年6月18日  Reprinted from LANSANIA, Tokyo, Vol.8, No.75, pp79-80

632 冊子
 ［TOTENBRAEUCHE IN SCHANTUNG. /
WILHELN, Tsingtau.］

 B5判1部 破損大  背、表紙なし、糸切れ有

633 会報誌  博物館研究 / 日本博物館協會  B5判1部 昭和19年7月30日  昭和19年6，7月合併号

634 パンフレット  MENSCHEN DER SŰDSEE  B5判1部  

635 冊子  ［佐川重雄の著作の最終頁と裏表紙］  1部  P459、臺灣新高山についての記述4行のみ

636 新聞  都新聞夕刊（一面）南海の原始民  3部 昭和10年11月25日  鹿野忠雄の記・撮影

637 新聞
 東京朝日新聞～樺太国境踏破　同志社大學山岳
部の壮舉～

 1部 昭和11年1月19日  

638 新聞  都新聞夕刊（一面）半島の新雪  1部 昭和11年10月5日  鹿野忠雄の撮影、「新雪ルポタージュ」

639 地図  MAP OF CHINA AND ITS TERRITORIES  (43×58）1部  

640 原稿  ［キャプション］  (47×31)2枚  

641 地図  [沖縄・先島群島、北方４島などの一部分]  
破損大、数片に分

かれる
昭和6年12月28日  

642 メモ  ［鹿野忠雄　婚姻関係の記録］  A4原稿用紙1枚  裏面に本籍、媒介者などの名前の記述有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

F-33 封筒

643 F-33 写真図版  [分布図、表などの図版]  5枚  中国、臺灣

F-34 封筒  拓殖奬勵館「Chinese　Pottery」   

644 F-34 スケッチ図版  ［昆虫の図版原図］  31枚  

F-35 封筒

645 F-35 写真図版  ［土器などの図版］  8枚  

646 F-35 メモ  [リスト]  レターサイズ5枚  

F-36 封筒  「紅頭嶼動物挿図」の記述有   

647 F-36 写真   5枚
 「新たに発見されたキロガンロこうもり、鍾乳洞の内部」など
の記述有

○

648 F-36 スケッチ図版  ［昆虫の図版原図］  2枚  蜘蛛、S. Sakamotoの署名有

649 表紙  標本昆虫目録（表紙）  B5紙1枚 破損大  「日本産（朝鮮・琉球・台湾を除く）標本蟲科目録　鹿野忠雄」

650 新聞記事  實地調査に樺太へ動く東亜諸民族調査委員會  1枚  

651 手書き地図  鉱産図分布図  （17×10.5）1枚  ベトナム

652 メモ  ［各種証明書について］  B5便箋1枚  「鹿野がーと婚姻している証明書」などの記述あり

 鹿野忠雄宛（京都帝國大學理學部動物學教室　川村多實二氏より）15.9.30消印有

 さくら印画紙八重「シカノ様九月十四\3.50」の記述有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

F-37 木箱  ふたなし、つくだにの箱   

F-37-
１ 封筒  The League of Nation Association of Japan   

653 F-37-1 スケッチ図版  ［昆虫の図版原図］  22枚  

F-37-2 封筒  拓殖奬勵館   

654 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　WEEKLY (Vol.10 No.9)  B6判1冊 昭和5年2月27日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢リオ・リタ｣｢シャーロック･
ホームズ｣｢アメリカ娘に榮光あれ｣

655 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和10年5月9日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢外人部隊｣｢男の世界｣｢ソ
レルと其の子｣「復活」ちらしはさみ込み有

656 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和10年5月30日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢メリイウイドウ｣｢接吻とお
化粧｣｢花咲く頃｣｢別れの曲｣｢椿姫｣｢紅雀｣「私のダイナ」

657 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和10年10月10日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢悪夢｣｢巴里っ子｣｢薔薇色
遊覧船｣「ワルツ合戰」「結婚の夜」

658 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年1月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）　｢狙はれたお嬢さん｣｢踊る
不夜城｣｢鎧なき騎士｣｢捷ちたる新婚｣「ひめごと」

659 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年1月22日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢ひめごと｣｢鎧なき騎士｣｢捷
ちたる新婚」「十三番目の椅子」｢モダンタイムズ｣

660 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年2月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有）｢ひめごと｣｢輝く肉体美｣｢膝
にバンジョー」「十三番目の椅子」｢モダンタイムズ｣

661 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年2月23日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有)　｢モダンタイムズ｣ ｢北京の
嵐｣｢南十字星は招く｣｢夜は必ず來る｣「戦友」

662 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年3月2日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢北京の嵐｣｢南十字星は招
く｣｢夜は必ず來る｣｢東洋平和の道｣｢都會の雷鳴｣「戦友」「か
らくり花」

663 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和13年4月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢或夜の出来事｣｢新婚道中
記｣｢ジェニイの家｣｢百萬｣｢結婚の十字路｣「春に叛くもの」
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

664 F-37-2 パンフレット  MUSASHINO　NEWS  B6判1冊 昭和15年6月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢オクラホマ･キッド｣｢ヴァリ
エテの乙女｣｢スタンレー探檢記｣｢おしゃれ地獄｣「驛馬車」

665 F-37-2 パンフレット  SHOWAKAN  B6判1冊 昭和9年6月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢にんじん｣｢卒業試驗｣｢世
界拳鬪王｣｢青空天國｣「國境の町」

666 F-37-2 パンフレット  SHOWAKAN　NEWS No.92  B6判1冊 昭和10年2月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢モンブランの王者｣｢猫と提
琴｣｢女優ナナ｣｢私と女王様｣「ながれ」

667 F-37-2 パンフレット  SY.大勝館ニュース　No.191  B6判1冊 昭和13年2月16日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢北京の嵐｣｢南十字星は招
く｣｢夜は必ず來る｣｢東洋平和の道｣｢世界動員令｣「戦友」「膝
にバンジョー」

668 F-37-2 パンフレット  SP No.28  B6判1冊
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢火の山｣｢女學生日記｣｢拳
鬪王｣｢時計の殺人｣｢蹴球大學｣

669 F-37-2 パンフレット  SP No.87  B6判1冊 昭和8年2月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢制服の處女｣｢謎の眞空
管｣｢百万円貰ったら｣｢時計の殺人｣｢蹴球大學｣

670 F-37-2 パンフレット  SY.道玄坂キネマ　No.41  B6判1冊 昭和10年11月7日発行  映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) ｢ワルツ合戰｣｢Gメン｣

671 F-37-2 パンフレット  TEIGEKI  B6判1冊 昭和10年3月14日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「未完成交響樂」｢ながれ｣
「ロスチャイルド」「麥の秋」

672 F-37-2 パンフレット  大東京ニュース　No.99  B6判1冊 昭和12年10月28日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「八幡船隊」｢輝く新天地｣
「旗本傳法」「男なりやこそ」

673 F-37-2 パンフレット  大東京  B6判1冊 昭和13年2月1日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「地熱」｢上海｣「南京」「安部
一族」「巨人傳」

674 F-37-2 パンフレット  大東京　第十九號  B6判1冊 昭和13年4月21日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有)「藤十郎の戀」「世紀の合
唱」｢街は春風｣「田園交響樂」「風車」

675 F-37-2 リーフレット  Weekly Ushigome No.6  （19×18）1枚 折りたたみ 昭和7年5月
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「夜歩き巴里雀」｢トレイダ
ホーン｣「花嫁選手權」

676 F-37-2 パンフレット  Weekly Ushigome No.15  B6判1冊 昭和7年4月7日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「太平洋横断」｢無冠の帝
王｣「ニユウ・ムーン」「暁の市街戰」

677 F-37-2 リーフレット   Ushigome　Weekly Vol.3　No.46  B6判1枚 折りたたみ 昭和5年11月21日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「ポルカシカ」｢トウルクシ
ブ｣「アジアの嵐」「ダダの蝋人形」「伯林の處女」
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

678 F-37-2 リーフレット  新宿座　ムーラン・ルージュ　（No.15）  B6判1枚 折りたたみ 昭和7年4月19日発行
 番組紹介「伯父様と彼女と僕」「上海自殺」「男爵様はお金持
ち」「チョコレート・ソルヂヤ」「ヴァリエテ」

679 F-37-2 リーフレット  MOULIN ROUGE　（No.119）  B6判1枚 折りたたみ 昭和10年5月25日発行
 第119回公演番組「海鼠山戰記」「旅鴉子持無職」「ヴァラエ
ティ古今芝居選集」「タンポポ女學校」

680 F-37-2 パンフレット  Shochikuza News  (21×15)　1冊 昭和5年5月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「東京おどり」｢高速度尖端
娘｣「岩窟王」「パンチネロ」「女の秘密」

681 F-37-2 パンフレット  浅草電気舘ニュース　279号  (13×15　1冊 昭和11年12月3日発行
 第120回公演番組「伊達競演録」「暴風」「武道傳來記」「やき
もち會」

682 F-37-2 リーフレット  KôON-ZA NEWS　No.5  (13×13）1枚 折りたたみ 昭和13年2月8日発行
 映画紹介（粗筋に写真や挿絵有) 「どん底」｢歴史は夜作られ
る｣

683 F-37-2 ちらし  [モダンタイムス］  1枚  

684 F-37-2 ちらし  ［夜の鶯]  1枚  

685 F-37-2 パンフレット  歌舞伎座番組  （20.5×9.5）1冊 1833年8月  3月興行「時今也桔梗旗揚」

686 F-37-2 パンフレット  松竹大レヴユウ  （20.5×9.5）1冊
 7月興行「アルルの女」「バラエティ近世見世物風景」「ジュ
ジュ」「虎」「松竹大レヴユウ」

687 F-37-2 リーフレット  SZIGETI  A5判1枚 折りたたみ 5月26日～28日  演奏会案内、東京劇場

688 F-37-2 リーフレット  アンリ・ジルマルジェックスピアノ獨奏會  B5判1枚 折りたたみ 1932年4月7日  プログラム,東京朝日新聞社講堂

689 F-37-2 パンフレット  HEIFETZ  A5判1冊 1931年9月26日～29日  プログラム、東京劇場

690 F-37-2 リーフレット  PROGRAMME BEETHOVEN  （15×10）2枚 折りたたみ 2月3.10.17日  プログラム、日本青年会館

691 F-37-2 ちらし  ロバート・ポラック提琴獨奏會  B5紙1枚  プログラム、軍人會館
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

692 F-37-2 ちらし  レオ・シロタ教授ピアノ獨奏會  B6紙1枚 昭和10年4月21日  プログラム、日本青年会館

693 F-37-2 ちらし
 ［リリー･クラウス嬢、シモン･ゴールドベルグ氏ジョ
イントリサイタル］

 B6紙1枚  予告

F-37-3 封筒  FUJI PHOTO FILM 「India,普通8枚」記述有   

694 F-37-3 写真  「Alley near Islamabadi」  17枚  裏面にキャプション有 ○

695 F-37-3 単語帳  [Germany Wards]  A6判1冊  

696 F-37 写真  [風景]  10枚  小袋（金城商會）入り ○

697 F-37 名刺  [東京帝國大学教授　長谷川秀治]  1枚  

698 F-37 Post Card  ［シンガポール山本直方氏より多田文男氏宛］  1枚  大蛇の写真、大正10年1月31日の消印有

699 F-37 官製ハガキ  ［鹿野忠雄より鹿野直司氏宛の表書き］  1枚  朝鮮鶴屋旅館内の記述あるが裏面白紙、未投函

700 F-37 官製ハガキ
 ［横山桐郎氏より台北高等学校理科1年鹿野忠雄
宛］

 1枚  お年賀、大正15年1月1日消印有

701 F-37 Post Card
 ［臺灣の山、ヤミ族の風景、大雪山、美術展出展
作品、ブロマイドなど］

 35枚（未使用）  現地の写真をポストカードにしたもの多数有

702 F-37 解説  ［ゼーランヂヤ城の圖］  B7紙1枚  No.701のポストカードの解説書と推察される

703 F-37 地図  ［一部分］  (20×27）1枚  日本の地図と推察される

704 F-37 新聞記事  ［一部分］  1枚
 日本人の福山氏が蕃人に殺害された事件について（一部分
のみ）
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No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

705 F-37 ラベル  [キンバネホイビイ]  （2×3)　1枚
 紐とおしの穴が開いている、裏面に「合■山(三角■■■
9500ｆｔ.ユメワガの■■）31.ⅩⅡ.1928 Coll.T.Kano」の記述有

706 F-37 情報カード   （6×4サイズ）2枚  1枚見出し

707 F-37 地図  ［一部分］  小片1枚  臺灣の地図と推察される

708 F-37 メモ帳  1936年Diary  （8×5.5）1冊  メモ欄に少々の書き込み、スケジュールの書き込みなし

709 F-37 手書き地図  ［分布図（一部分）］  透写紙（23×10）1枚  

710 F-37 原稿  PLATE  B4紙1枚  切り取り有

711 F-37 図版  [亀スケッチなど]  3枚  

712 F-37 新聞記事  石器時代の剣  1枚  図版、年月日不明

713 F-37 メモ用紙  ［3穴ルーズリーフ］  （8.5×17）24枚  未使用

714 F-37 スケッチ図版  ［土器の図版原図］  3枚  キャプション付

715 F-37 単語カード   （5.3×3）892枚  手製カード

716 F-37 情報カード   （5×3サイズ）219枚
輪ゴム

《撤去しこよりで結
束》

 A～インデックス付

717 F-37-4 新聞紙  朝日新聞　昭和15年10月15日付   

718 F-37-4 情報カード   （5×3サイズ）219枚
輪ゴム

《撤去しこよりで結
束》

 B～インデックス付、
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

719 F-37 手書き地図  ［分布図］  透写紙（88×95)　1枚  薄紙

720 F-37 写真   112枚 保存状態不良  山岳風景、荒地、海、魚、人物など、1枚切り取り有 ○

721 スクラップ  領台湾ニ於ケル民俗の変化  B5用紙3枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
大正5年5月、6年6月17

日
 森　丙牛の記事が貼付

722 空封筒  ［芝区白金・安江安宣氏より鹿野忠雄宛］など  3枚 昭和14年4月10日消印  

723 F-37 新聞紙   1枚 折りたたみしわ多数
 柳行李内に有、昭和38年6月27日付であり、後日、作業中に
入れられた可能性大、「湯島」のマジック書き有

724 F-37 紐  [紙紐など]  6本  柳行李内に有、どのように使用されていたかは不明

725 地図  東南アジア白地図 / 日本拓殖協會  (55×79）1枚  未使用

726 図版  TOPOGRAPHY OF A BIRD  （15×22）1枚  鳥の体の名称を書いたもの

727 メモ  ［矢じりについて］  A4紙2枚  矢じりのスケッチ多数有

728 手書き地図  台湾の分布図  透写紙（54×40）2枚  1枚は地点に通し番号の記入有

729 地図  蕃族分布圖  （51×34）1枚  臺灣蕃界展望附圖、彩色、書き込みの作業有

730 地図  ［台湾･中国の沿岸一部地図］  (37×27)1枚  透写紙付

731 地図  日本全図  (90×78）1枚 破損大  

732 F-38
スクラップブッ

ク
 [魚のスケッチ]  （31×22)　1冊

 シート（スケッチ21枚、魚の写真を貼付したもの8枚）、、魚の
写真１枚が挟まれている
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

733 F-38 スケッチ  [魚、浜辺の様子など]  6つ切画用紙など21枚  

734 F-38 スクラップ  [魚の写真]  8枚  魚の写真の切抜を貼付、名前メモ付、1枚剥離

735 F-38 写真  [魚の切り抜き]  39枚  小袋（Ｆｕｊｉ　PHOTO FILM）入り ○

736 F-38 写真  [魚など]  33枚  小袋（拓殖奬勵館）入り ○

737 地図  NEW GUINEA and PAPUA / 巧務省巧務局  （53×74) 1枚  

738 スクラップ  東南亜細亜諸島の動物と分布①～③ / 鹿野忠雄  B5罫紙1枚  新聞社名、日付不明

739 冊子
 ニュー・ギニア探檢談 / 田山利三郎
 地理學的に見た中支及び南支 / 渡邊　光

 A5判（22頁）1冊 昭和16年3月  太平洋協會謄寫、例會発表要旨

740 冊子  太平洋科學研究會第一回議事録  A5判（21頁）1冊 昭和15年6月29日  謄写版刷、出席者裏表紙に記載有

F-39 封筒  拓殖奬勵館｢朝沖　名刺｣の記述有   

741 F-39 名刺   34枚  

F-40 封筒  Ｆｕｊｉ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ   

742 F-40 写真   30枚  臺灣の生活の風景 ○

743 アルバム  Expedion in 1927 Album  A5判１部
 臺灣の山並み、家屋、拓本に残された建造物、記念写真など
全て（4×6）の写真

744 ノート
 創作ノート：雲と山と蕃人と。蕃人印象記 / 椎葉照
彦

 1部  後表紙より数枚虫による被害有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

745 リスト   （26×42）罫紙など6枚  独語、手書き地図（東南アジア）2枚挟み込み有

746 ノート  [鹿野氏欧文抄録]  A4判　1部

 An Investigation on the Distributions of Population and The
Altitude of The Habitation of The Formosan aborigines. (Ré
sumé) などのタイプうち原稿綴じ込み、「Explanation of
Photographs 」のメモ挟み込み有

747 ノート  Papers on Indonesian Prehistory  A4判　１部  TIBET AND THE ORIGIN OF MAN By A. W. Grabau, Peking.

748 方眼紙  未使用、5厘目  方眼紙（64×46）2枚  

749 手書き地図  高砂族標高別の蕃社分布図  方眼紙（113×63）1枚 昭和4年末現在  ｢分布挿図第4｣の記述、彩色有

750 F-41 新聞紙  朝日新聞　昭和31年8月18日付   

751 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part１.Physical feautures　( Introductoin 1-30 )  (32×23）21枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋つき

752 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part2. Habitation (36-56)  (32×23）18枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋（｢馬淵氏分担｣の記述）有

753 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part3. .Clothing and adorrment　（57-118）  (32×23）36枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋つき

754 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part4. .Agriculture（119-150）  (32×23）18枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有

755 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part5. Fishing　（167-224）  (32×23）49枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋つき

756 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part6.Food Supply　（225-276）  （32×24）28枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋つき
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No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

757 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part7.Boats,Navigation and Boat Building　（151-
166）

 (32×23）58枚 紐とじ
 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋つき

758 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part8. Industrial arts　（277-362）  (32×23）48枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有

759 F-41
写真図版

校正原稿綴
 Part9.　FAMILY LIFE AND RECREATION　（415-
440）

 (32×23）22枚 紐とじ
 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、台紙に写真
原稿を貼付し綴ったもの、○印や｢交換スル、大きく｣などの校
正の指示、写真の説明有,付箋つき

760 F-42 新聞紙  朝日新聞昭和31年9月1日紙片   

761 F-42
写真図版

校正原稿綴
  I.Physical Features of the Yami (体質）  (32×23）16枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きや印字されたキャプション付、図版は
全て剥がされている

762 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Part Two   Habitation (居住）  (32×23）13枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がされ
ている

763 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Part Four   Agriculture  (32×23）18枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がさ
れ、印字したキャプション付の台紙（10枚）が挟み込まれてい
る。

764 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Part Five  Boat and its geaｒs (船と船具）  (32×23）9枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がさ
れ、印字したキャプション付の台紙（5枚）が挟み込まれている

765 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Part Six  Fishing (漁業)  (32×23）33枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がさ
れ、印字したキャプション付の台紙（6枚）が挟み込まれている

766 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Part Seven　　ＦOOD SUPPLY (第7部食物）  (32×23）27枚 割鋲留め

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がされ
ている、メモ1枚挟み込み

767 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Pt. Ⅷ.  Industrial Arts (工藝)  (32×23）39枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がさ
れ、台紙（3枚）が挟み込まれている
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

768 F-42
写真図版

校正原稿綴
 Pt. Ⅷ　Boat Building d Launching Ceremony (大
船建造と船祭）

 (32×23）33枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿と推察される、表紙付、図
版のレイアウトに手書きキャプション付、図版は一部剥がさ
れ、印字したキャプション付の台紙（10枚）が挟み込まれてい
る

769 F-42
写真図版

校正原稿綴
 [表紙なし]  (29×21.5）１１枚 紐とじ

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿の一部と推察される、写真
のみ貼付

770 F-42
写真図版

校正原稿綴
 [表紙なし]  (32×23）3枚

 『台湾原住民族図誌』の校正原稿の一部と推察される、
（No.465,467-469)写真のみ貼付

771 紐   1本  「台湾蕃人研究原始資料」荷札付

F-43 ファイルケース  Manuscript of Kotosho Ethnography   

772 F-43 ノート
 Le　Escritoire Anthropologies　　  Tadao Kano
1929

 B5判1冊
表紙はずれ 、一部

クリップ留め
《錆びのため撤去》

1929年
 フィールドノートのまとめ、｢第一節　頭髪、人体，第二節　衣
服｣など、分野別に調査結果をまとめいる、イラストも多数有、

773 F-43 ノート
 Le　Escritoire Zoo logic　             Tadao Kano
1929

 B5判1冊 1929年  生物についての記述、情報ノート1枚有

774 F-43 ノート
 Le　Escritoire Anthropologies   　 Tadao Kano
1929

 B5判1冊 1929年
 コンテンツに第1編ー第24編までタイトル有、ノートに破損が
あり、順不同であるが調査結果がまとめられている、一部ク
リップ留め《錆びのため撤去》

775 F-43 ノート
 Le　Escritoire Histories natuelb    Tadao Kano
1929

 B5判1冊 1929年
 インデックスにタイトル有、言語に就いての記述、原稿用紙の
裏利用のメモ25枚、写真1枚挟み込み有

776 F-43 手製ノート  [メモ、スケッチ]  A5判3冊  鉛筆書き

777 F-43 手製メモ帳  Vocabulary  (17×12）1冊 紐とじ  メモ

778 F-43 手製メモ帳  C0llection  (17×12）1冊 紐とじ  メモ

779 F-43 手製メモ帳  Photo  (17×12）1冊 紐とじ  メモ

780 F-43 手製メモ帳  Miscellaneous  (17×12）1冊 紐とじ  メモ
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

781 F-43 手書き地図  [Iralai Sya　図版の原図]  透写紙(56×43）など3枚  

782 F-43 手書き地図  [地質分布図]  （62×57)　1枚  彩色有

783 F-43 手書き地図  [地形図]  （11×10)　1枚  ｢大キスギル｣の記述有、図版？

784 F-43 メモ   （16.5×9.5)方眼紙10枚
 聞き取り調査した内容が細かく記述されている、イラスト多数
有

785 F-43 写真図版   B5紙など9枚
《クリップ留め撤去
後薄葉紙で結束》

 写真を台紙に貼付

786 F-43 スケッチ図版  家屋（2）紅頭嶼　頭目之母屋  B5紙1枚  名称を手書きで書き込み

787 F-43 スケッチ図版  家屋(3)　紅頭嶼工作小屋  B5紙1枚  

788 F-43 スケッチ   B5紙など1枚  船など

789 F-43 メモ   A5ルーズリーフなど85枚
《クリップ留め撤去
後薄葉紙で結束》

 調査のメモなど数種類が混在していると思われる

790 F-43 メモ   （34×21）罫紙22枚
 ｢ⅩⅡ.個人生活の流儀、｣など聞き取り調査した内容が細かく
記述されている

F-43-1 封筒  松本信廣　様   

791 F-43-1 メモ  [出産]
 ルーズリーフ（24×20）
 12枚

クリップ留め
《錆びのため撤去》

 聞き取り調査した内容

792 F-43-1 メモ  [Mipaｔpor]
 ルーズリーフ（24×20）
 24枚

クリップ留め
《錆びのため撤去》

 単語

793 F-43-1 メモ  [Mipaｔpor漁]  B5原稿用紙他14枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 古今書院地理學評論用利用
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

794 F-43-1 メモ  [家を作る順序]
 ルーズリーフ（24×20）
 11枚

クリップ留め
《錆びのため撤去》

 

795 F-43-1 メモ  [Miparos]  B5原稿用紙他26枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 

796 F-43-1 メモ  [Mapishasha]
 ルーズリーフ（24×20）
 13枚

クリップ留め
《錆びのため撤去》

 

797 F-43-1 メモ  [Papatan]  B5原稿用紙他5枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 

798 F-43-1 メモ  [食事がすんでも]
 ルーズリーフ（24×20）
 5枚

クリップ留め
《錆びのため撤去》

 

799 F-43-1 メモ  [里芋（Keitan)]  B5原稿用紙他20枚  

別置 F-44 ファイルケース    

800 F-44 図版  [スケッチ図版などの切り抜き]  51枚
 厚紙に印刷されたもの、裏面に台紙より剥がした痕跡あり一
部結合している（鹿野忠雄宛封筒入り)

801 F-44 写真   16枚  小袋入り ○

802 F-44 スケッチ図版  [矢じりなど]  3枚  厚紙に印刷

803 F-44 図版原稿  [Rain-Coats]  B5紙19枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

804 F-44 図版原稿  [KNIVES]  B5紙49枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

805 F-44 図版原稿  [Shield]  B5紙28枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

806 F-44 図版原稿  [AXE TYPE A]  B5紙3枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

807 F-44 図版原稿  [ADZE TYPES A and B]  B5紙3枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

808 F-44 図版原稿  [DAGGERS]  B5紙10枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

809 F-44 図版原稿  [SPEAR]  B5紙10枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

810 F-44 図版原稿  [SPEAR]  B5紙36枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

811 F-44 図版原稿  [HOE]  B5紙5枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

812 F-44 図版原稿  [Wooden CLUBS]  B5紙2枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

813 F-44 図版原稿  [BOATS]  B5紙10枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

814 F-44 図版原稿  [ONE-Membrane DRUMS]  B5紙13枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

815 F-44 図版原稿  [PLANTING STICK OR DIGGING STICK]  B5紙2枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

816 F-44 図版原稿  [TOPS]  B5紙4枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

817 F-44 図版原稿  [Silver Earring]  B5紙5枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

818 F-44 図版原稿  [Bzcol]  B5紙8枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版

819 F-44 図版原稿  [Kalinaa＆Itugao-Bontok]  B5紙19枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版

820 F-44 図版原稿  [BASKEY FROM IVATAN]  B5紙7枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

821 F-44 図版原稿  [Map Xylophone]  B5紙7枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 分布図と図版

822 F-44 図版原稿  [SHELL RICE-HEADER]  B5紙10枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 分布図と図版

823 F-44 図版原稿  [Sketch Map]  B5紙2枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 分布図

824 F-44 図版原稿  [Small Knife]  B5紙3枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 手書き図版

825 F-44 図版原稿   B5紙18枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 図版と英文チャプターなど

826 F-44 論文の写し
 Journal and Proceedings of the Asiatic Society of
Bengal  / THE JEW'S HARP IN ASSAM By Willifer
Young

 B5紙13枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 New Series, vol.4, pp.233-38,1908 英文タイプ、図版

827 F-44 論文の写し
 JOURNAL OF THE STRAITS BRANCH OF THE
ROYAL ASIATIC SOCIETY / JEWS-HARPS.

 B5紙8枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 No.40, pp.40-44,1904 英文タイプ、図版

828 F-44 論文の写し
 Shan and Palaung Jew's Harps from the Northern
Shan States.  / By J.Coggin Brown, M.sc.,F.G.S.

 B5紙6枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 英文タイプ、図版

829 F-44 論文の写し  Guimbarde  ou Jew's harp.  B5紙6枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 英文タイプ、図版

830 F-44 手書き地図  [フィリピン民族分布図]  (38×28）1枚  彩色有

831 F-44 地図図版草稿  フィリピン諸島の言語層（ベイヤー教授原図）他  レターサイズ他2枚  

832 F-44 地図図版草稿
 インドネシアに於ける穀類の東方分布限界線略図
 (著者原図）

 (23×18）1枚  

833 F-44 地図図版草稿  穀類のLljaba系語彙の分布　(著者原図）  (22×16）1枚  彩色有

834 F-44 メモ  [Reaping Knife]
 ルーズリーフ（24×15）
 2枚
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

835 F-44 メモ   B5原稿用紙2枚  拓殖奬勵館の原稿用紙を利用

836 手書き地図  台湾分布図（白地図)  A3紙8枚  未使用7枚含む

837 白地図  台湾分布図（白地図)  透写紙（54×49）3枚  未使用、1～５の分類有

838 手書き地図  ［分布図］  透写紙（60×79）1枚  模造紙付

839 手書き地図  ［分布図］  透写紙(29×39）1枚  

840 写真  [山]  (55×45）1枚  B4メモあり

841 手書き地図  ［地形標高図］  透写紙（38×123）1枚  模造紙付

842 手書き地図  ［地形標高図･分布図］  透写紙(56×80）など10枚  9枚方眼紙

843 手書き地図  ［系統図］  方眼紙(49×64）1枚 破損有  人物にナンバリング有　1-69

844 手書き地図  ［系統図］  方眼紙(49×64）1枚 破損有  人物にナンバリング有　70-192

845 手書き地図  ［系統図］  方眼紙(49×64）1枚 破損有  人物にナンバリング有　193-244

F-45 封筒

846 F-45 地図図版草稿
 第一図 最近10年間(1930-1939年）に於ける
 台湾原住民族の移住蕃社

 （49×40）1枚  

847 F-45 地図図版草稿
 第二図 最近10年間(1930-1939年）に於ける
 台湾原住民族の移住

 （24.5×17）1枚  

 拓殖奬勵館｢草稿①　人口移住｣の記述、東京大学教養学部文化人類学研究室のゴム印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

848 F-45 地図図版草稿
 第三図 1929年に於ける台湾原住民族の人口分
布

 （29.5×20）1枚  彩色有

849 F-45 地図図版草稿
 第四図 1939年に於ける台湾原住民族の人口分
布

 （29.5×20）1枚  彩色有

850 F-45 地図図版草稿
 最近10年間(1930-1939年）に於ける台湾原住民
族の分布変化

 （29.5×20）1枚  彩色有

851 F-45 手書き地図  [人口分布図]  透写紙（64×48）1枚  1929[年]

852 F-45 手書き地図  [人口分布図]  透写紙（64×48）1枚  1939[年]

853 F-45 地図図版草稿  八秤平方内　人口密度分布図  （15.5×23.5）1枚  

854 F-45 手書き地図  [台湾分布図（白地図)]  透写紙（54×49）1枚  赤丸

855 F-45 白地図  [台湾]  （29.5×20）3枚  未使用

856 F-45 メモ  [人口に関するメモ]  B5罫紙14枚  拓殖奬勵館の罫紙を利用

F-46 封筒

857 F-46 冊子  臺灣原住民族の新分類 / 鹿野忠雄  A5判1冊（33頁）  日本拓殖協會季報　第二巻　第一號　別冊

858 F-46 冊子  台湾蕃族工芸図版解説  B5判1冊(22頁）  一部分のみ《クリップ留め錆びのため撤去》

859 F-46 地図  臺灣蕃族分布圖　附平埔蕃分布地  （27×19.5)　1枚  種族の顔写真付の分布図

860 F-46 地図図版  人口密度絶対分布図  （24.5×17）1枚  

 拓殖奬勵館｢草稿２　台湾原住民の新分類｣の記述、東京大学教養学部文化人類学研究室のゴム印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

861 F-46 地図図版  四秤平方内　人口密度分布図  （24.5×17）1枚  カラー印刷

862 F-46 地図図版  四秤平方内　人口密度線図  （24.5×17）1枚  

863 F-46 地図図版  高度分布図  （24.5×17）1枚  

864 F-46 地図図版  居住上限界図  （24.5×17）1枚  カラー印刷

865 F-46 地図図版  蕃社移住図（昭和5年より13年5月まで）  （24.5×17）1枚  

866 F-46 地図図版草稿  第一回臺灣原住民族分布図  （24.5×17）1枚  透写紙付

867 F-46 地図図版草稿  [表・グラフ]  （24.5×17）1枚  

868 F-46 図版  [人口密度絶対分布図]  （24.5×17）2枚  

869 F-46 地図図版草稿  [分布図]  （24.5×17）1枚  １里四方無居住地域など

870 F-46 地図図版草稿  [分布図]  （24.5×17）1枚  ２里四方無居住など

871 F-46 地図図版草稿  [分布図]  （24.5×17）1枚  地名

872 F-46 地図図版草稿  [分布図]  （24.5×17）1枚  ＜100メートルなど

F-47 封筒

873 F-47 草稿
 高砂族の人口密度分布並びに蕃社高度分布に関
する調査報告 / 嘱託　鹿野忠雄

 西洋紙美濃型前葉罫紙
 19枚

 臺灣總督府の罫紙を使用

 拓殖奬勵館｢草稿３　高砂族の人口密度分布並びに蕃社高度分布に関する調査報告｣の記述、東京大学教養学部文化人類学研究室のゴム印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

874 F-47 手書き表  [103ケ村の調査データ]  A3罫紙3枚  

875 F-47 図版草稿  [種族と高度の相関関係のグラフ]  A3方眼紙など2枚  

876 F-47 地図図版草稿  第六図　高砂族人口等密度線図  方眼紙（64×48）1枚  彩色有

877 F-47 地図図版草稿  [分布図]  透写紙（138×80）1枚  

878 F-47 地図図版草稿
 第2図　AUTHORS　ROUTES DURING THE
YEARS　1925-1937

 透写紙（56×80）　1枚  

879 F-47 写真   16枚
 電通スタディオの小袋に入り5枚含む、｢台湾　昭和13年7月6
日、No｣と朱書き、その他裏面に拓殖奬勵館・14.8.1の日付印
の有るフィリピン関係の写真も有

○

880 F-47 Post Card  Filipino Children  1枚  カラー写真

F-48 封筒

881 F-48 手書き表  [折れ線グラフ]  方眼紙（48×140）1枚  

882 F-48 手書き表  [標高と植栽の相関図]  方眼紙（48×42）1枚  彩色有

883 F-48 地図  [台湾地形図]  （112×127）1枚  彩色有

884 F-48 手書き地図  [台湾]  透写紙（80×110）1枚  山、渓谷など

885 F-48 手書き地図  次高山彙略図  透写紙( 55×79)　1枚  山、渓谷、蕃社、宿泊地、筆者踏査路など印の説明有

886 F-48 手書き地図  [台湾地形図]  透写紙( 81×56)　2枚  

 臺北帝國大學理農學部　動物學敎室より鹿野忠雄宛　｢草稿④　北部蕃地地勢図｣の記述、東京大学教養学部文化人類学研究室のゴム印有,167.9の消印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

887 F-48 手書き地図  [台湾植生分布図]  透写紙( 40×56)　1枚  彩色有

888 F-48 手書き地図  [中国]  透写紙( 156×136)　1枚  彩色有

889 F-48 手書き地図  [台湾植生分布図]  透写紙( 58×56)　1枚  

890 F-48 手書き地図  [台湾植生分布図]  透写紙( 55×80)　1枚  彩色有

891 F-48 手書き地図  [台湾植生分布図]  透写紙( 56×120)　1枚  新高山の標高など

892 F-48 手書き地図  [台湾]  透写紙( 31×36)　1枚  標高、彩色有

893 F-48 手書き地図  [台湾分布図]  透写紙( 28×40)　1枚  彩色有、｢三十二図｣の記述有

894 F-48 手書き地図  [中国・台湾分布図]  透写紙( 80×55)　1枚  彩色有

895 F-48 手書き地図  [中国・台湾分布図]  透写紙( 80×55)　1枚  彩色有

896 F-48 手書き地図  [中国・台湾分布図]  透写紙( 56×39)　1枚  彩色有

897 F-48 手書き地図  [台湾地形図]  透写紙( 56×60)　1枚  

F-49 封筒

898 F-49 図版草稿  [集落図]  方眼紙(25×30)1枚  透写紙付、彩色有

899 F-49 図版草稿  次高山氷帽地域図（鹿野原図）  (12.5×10）1枚  

 拓殖奬勵館｢草稿⑤タイヤル付近地勢図｣の記述、東京大学教養学部文化人類学研究室のゴム印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

900 F-49 スケッチ  [間取り図など]  A5方眼紙2枚  

901 F-49 手書き地図  霧社蕃耕地分布図  透写紙( 45×55)　1枚  彩色有、耕地、森林、草原など色分けの説明有

902 F-49 手書き地図  次高山彙附近タイヤル族狩猟区域分布図  透写紙( 55×78)　1枚  彩色有

903 F-49 手書き地図  次高山東側の狩猟区域  透写紙( 56×42)　1枚  彩色有

904 F-49 手書き地図
 次高山彙に於けるルントヘッカーの保存程度を示
す分布図

 透写紙(39×28)　1枚  

905 F-49 手書き地図
 ハイラロ、ハラタン、イバタン、マシタルン、四社
 狩猟区域

 透写紙(54×39)　1枚  彩色有

906 F-49 手書き地図  南蕃里程圖（集集支廳）  透写紙(47×55)　1枚  彩色有、余白に｢森｣の押印有

907 F-49 手書き地図  南蕃里程圖（埔里社支廳）  透写紙(62×42)　1枚  彩色有、余白に｢森｣の押印有

908 F-49 手書き地図  無双マシタルン狩猟区域  透写紙(55×80)　1枚  彩色有

909 F-49 手書き地図  [台湾地形図]  透写紙(40×55)　1枚  

910 F-49 手書き地図  [台湾地形図]  透写紙(139×68）　1枚  彩色有

911 F-49 手書き地図  [台湾分布図]  透写紙(55×80)　1枚  彩色有

912 F-49 地図図版草稿  台湾に於ける氷触地形発見地と礫層台地の分布  透写紙(32×27)　１枚  

913 F-49 地図  濁水渓流域林相圖  透写紙(51×40)　1枚  蕃人農耕地、草生地、松生地など
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

F-50 封筒

914 F-50 草稿  東南亜細亜民族学先史学研究　第二巻  A4原稿用紙10枚  

915 F-50 校正原稿  東南亜細亜民族学先史学研究  A4原稿用紙8枚  原稿用紙に図版が貼付

916 F-50 草稿
 紅頭嶼に於けるアウム介製二種の身飾品とモ
チーフ / 鹿野忠雄

 A4原稿用紙6枚  

917 F-50 草稿  次高、大雪、小雪山の縦走 /  鹿野忠雄  A4原稿用紙5枚  2枚未使用含む

918 F-50 草稿  ピヤナン越 / 鹿野忠雄  A4原稿用紙6枚
割鋲止め

《錆びのため撤去》
 

919 F-50 草稿
 カブロガン（大武山）の山懐にパイワンは住む
 / 鹿野忠雄

 A4原稿用紙38枚
割鋲止め

《錆びのため撤去》
 

920 F-50 草稿  山に聴く / 椎葉照彦  A4原稿用紙8枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 

921 F-50 草稿  真黒き山の誘悪 / 椎葉照彦  A4原稿用紙5枚
クリップ留め

《錆びのため撤去》
 

922 F-50 スケッチ図版   2枚  

923 地図  最新支那大地圖　附満州帝國圖  (79×110) 破損有  320万分の1

924 地図  花蓮港廳管内圖  (79×109)  15万分の1

925 地図  台湾地質鑛産圖  (102×65） 破損有 昭和10年  50万分の1

926 地図  臺灣地図  (91×63）  50万分の1

 [草稿⑥]東京大学教養学部文化人類学研究室のゴム印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

927 地図  臺灣地図  (155×108） 破損有  30万分の1

928 地図  系統別分布図　パングツア族  (46×26）  臺北帝國大学土俗人種學研究室調製

929 地図
 系統別分布地図　ルカイ族、パイワン族、
 パナパナヤン族

 (46×29）  臺北帝國大学土俗人種學研究室調製

930 地図  蕃族分布図  (51×32）  地図上にデータの貼付有

931 地図  台東廳■■圖  (110×79） 破損有 昭和7年  20万分の1

932 地図  臺灣全圖  (110×79）  50万分の1

933 地図  台湾全図（白地図）  (110×79）  50万分の1

934 地図  台湾全図（白地図）  (110×79）  50万分の1

935 地図  臺灣  （46×58）1枚  20万分の1

936 地図  嘉義  （46×58）1枚  20万分の1

937 地図  臺北  （46×58）1枚  20万分の1

938 地図  花蓮港  （46×58）1枚  20万分の1、｢鹿野忠雄」の署名有

939 地図  抜仔庄  （46×58）1枚  20万分の1

940 地図  蘇澚  （46×58）1枚 破損有  20万分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

941 地図  大渓  （46×58）2枚  2万5千分の1

942 地図  坪林  （46×58）2枚  2万5千分の1

943 地図  新店  （46×58）2枚  2万5千分の1

944 地図  大里簡  （46×58）2枚  2万5千分の1

945 地図  濶瀬  （46×58）2枚  2万5千分の1

946 地図  頭圄  （46×58）1枚  2万5千分の1

947 地図  宣蘭  （46×58）1枚  2万5千分の1

948 地図  三星  （46×58）1枚  2万5千分の1

949 地図  礁渓  （46×58）1枚  2万5千分の1

950 地図  羅東  （46×58）1枚  2万5千分の1

951 地図  蘇澳  （46×58）1枚  2万5千分の1

952 地図  三叉  （46×58）1枚  2万5千分の1

953 地図  臺灣豐原  （46×58）1枚  2万5千分の1

954 地図  東勢  （46×58）1枚  2万5千分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

955 地図  新社  （46×58）1枚 破損有  2万5千分の1

956 地図  臺中  （46×58）1枚  2万5千分の1

957 地図  霧峯  （46×58）1枚  2万5千分の1

958 地図  彰化北部  （46×58）1枚  2万5千分の1

959 地図  彰化南部  （46×58）1枚  2万5千分の1

960 地図  草屯  （46×58）3枚 彩色有  2万5千分の1

961 地図  南投  （46×58）2枚  2万5千分の1

962 地図  員林  （46×58）1枚  2万5千分の1

963 地図  日月譚  （46×58）1枚  2万5千分の1

964 地図  雙冬  （46×58）1枚  2万5千分の1

965 地図  外車埕  （46×58）3枚  2万5千分の1

966 地図  竹山  （46×58）1枚  2万5千分の1

967 地図  斗六  （46×58）1枚  2万5千分の1

968 地図  小基隆  （46×58）2枚 彩色有  2万5千分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

969 地図  淡水  （46×58）3枚 彩色有  2万5千分の1

970 地図  富貴角  （46×58）2枚 彩色有  2万5千分の1

971 地図  大屯山  （46×58）3枚 彩色有  2万5千分の1

972 地図  竹圍  （46×58）1枚  2万5千分の1

973 地図  大園  （46×58）1枚  2万5千分の1

974 地図  観音  （46×58）1枚  2万5千分の1

975 地図  北■  （46×58）3枚 彩色有  2万5千分の1

976 地図  臺北西部  （46×58）1枚  2万5千分の1

977 地図  大南湾  （46×58）2枚  2万5千分の1

978 地図  南崁  （46×58）2枚  2万5千分の1

979 地図  楓子林  （46×58）2枚  2万5千分の1

980 地図  士林  （46×58）3枚 彩色有  2万5千分の1

981 地図  臺北東部  （46×58）1枚 彩色有  2万5千分の1

982 地図  蚵殻港  （46×58）1枚  2万5千分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

983 地図  舊港  （46×58）1枚  2万5千分の1

984 地図  中壢  （46×58）1枚  2万5千分の1

985 地図  楊梅  （46×58）1枚  2万5千分の1

986 地図  新屋  （46×58）1枚  2万5千分の1

987 地図  湖口  （46×58）1枚  2万5千分の1

988 地図  樹林  （46×58）2枚  2万5千分の1

989 地図  桃園  （46×58）2枚  2万5千分の1

990 手書き地図  本島人との婚姻度  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録12

991 手書き地図  漢服使用  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録13

992 手書き地図  [福建・廣東語]  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録14

993 手書き地図  福建語  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録15

994 手書き地図  廣東語  透写紙（55×40）　1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録16

995 手書き地図  [郡・洲・番界]  透写紙（44.5×31)　1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録17

996 手書き地図  福建省合計  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録18
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

997 手書き地図  廣東語合計  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録19

998 手書き地図  廣東語合計  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録20

999 手書き地図  福建語  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録21

1000 手書き地図  福建語･廣東語  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録22

1001 手書き地図  廣東語  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録23

1002 手書き地図  福州府  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録24

1003 手書き地図  龍山省  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録25

1004 手書き地図  潮洲府  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録26

1005 手書き地図  恵洲府  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録27

1006 手書き地図  その他  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録28

1007 手書き地図  與化府  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録29

1008 手書き地図  同安  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録30

1009 手書き地図  永春洲  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録31

1010 手書き地図  シナ洲府  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録32
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1011 手書き地図  嘉応洲  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録33

1012 手書き地図  漳洲府  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録34

1013 手書き地図  三邑  透写紙（44.5×31)　1枚
 台紙付｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
鹿野文庫地図類目録35

1014 手書き地図  ヒエ  透写紙（55×40）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録36

1015 手書き地図  トオモロコシ  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録37

1016 手書き地図  キビ  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録38

1017 手書き地図   透写紙（55×40）2枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録39

1018 手書き地図  小羊  透写紙（55×40）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録40

1019 手書き地図  ブタ  透写紙（55×40）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録41

1020 手書き地図  ヤマブタ  透写紙（55×40）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録42

1021 手書き地図  羗仔  透写紙（55×40）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録43

1022 手書き地図  鹿  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録44

1023 手書き地図  サル  透写紙（55×40）1枚 破損有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録45

1024 手書き地図  各群別に見たる台湾原住民族の廣東語使用度  （24×16.5）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録46
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1025 手書き地図  各群別に見たる台湾原住民族の福建語使用度  （24×16.5）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録47

1026 手書き地図
 各群別に見たる台湾原住民族の漢語使用度（福
建・廣東両語）

 （24×16.5）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録48

1027 手書き地図  各群別に見たる台湾原住民族の漢族との婚姻度  （24×16.5）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録49

1028 手書き地図
 各種族別に見たる台湾原住民族の漢族との婚姻
度

 （24×16.5）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図類目録50

1029 手書き地図  各群別に見たる台湾原住民族の漢服使用度  （24×16.5）1枚
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
 鹿野文庫地図目録51

1030 地図  臺灣全圖  （156×108）1枚
 30万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録1

1031 地図  臺灣全圖  （156×108）1枚 破損大、欠損有 T.13.3.30
 30万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録2

1032 地図  臺灣全圖  （78×108 ）1枚
 45万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録3

1033 地図
 海南島明細圖（三縣加設以前）/臺灣総督府臨時
情報部

 （104×64）1枚
 24.9万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押
印有、鹿野文庫地図目録4

1034 地図  陸地測量部発行地圖区域一覧圖  （110×80  ）1枚 両面
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、鹿野文
庫地図目録5

1035 地図  新竹洲管内圖  （108×100 ）1枚 彩色有
 10万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録6

1036 地図  台北州蕃地圖  （110 ×80 ）1枚 青焼き
 10万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録7

1037 地図  台中州管内蕃地圖  （132×100 ）1枚 青焼き 昭和8年3月
 10万分の1｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録8

1038 地図  大屯火山彙地質圖  （78×50）1枚 彩色有
 10万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録9
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1039 地図  Map of Northern Formosa  （43×30）枚 彩色有
 50万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録10

1040 地図  南洋ニ於ケル邦人栽培事業状況圖  （53×78）1枚 彩色有
 ｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、鹿野文
庫地図目録11

1041 地図  卑南  (46×58）　1枚
 5万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有、鹿野文庫地図目録11’

1042 地図  東勢  (46×58）　1枚  5万分の1

1043 地図  白狗大山  (46×58）　4枚  5万分の1

1044 地図  ハック大山  (46×58）　2枚  5万分の1

1045 地図  華禄山  (46×58）　2枚  5万分の1

1046 地図  タビト  (46×58）　1枚  5万分の1

1047 地図  グウクツ  (46×58）　1枚  5万分の1、｢Kano」の署名有

1048 地図  淡水  (46×58）　1枚  5万分の1

1049 地図  油羅山  (46×58）　2枚 破損有  5万分の1

1050 地図  樹杞林  (46×58）　3枚  5万分の1

1051 地図  笛栗  (40×55）　1枚  5万分の1

1052 地図  五指山  (46×58）  2枚  5万分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1053 地図  ボンボン山  (46×58）　2枚  5万分の1

1054 地図  叭哩沙  (46×58）　3枚  5万分の1

1055 地図  蘇澚  (46×58）　5枚  5万分の1、｢Kano」の署名有

1056 地図  シルビヤ山  (46×58）　4枚  5万分の1

1057 地図  南湖大山  (46×58）　1枚  5万分の1

1058 地図  ピアナン社  (46×58）　1枚  5万分の1

1059 地図  ブタ社  (46×58）　1枚  5万分の1、｢Kano」の署名有

1060 地図  コーゴツ社  (46×58）　5枚  5万分の1

1061 地図  南澳  (46×58）　1枚 破損有  5万分の1、｢Kano」の署名有

1062 地図  大南澳  (46×58）  4枚  5万分の1

1063 地図  東勢角  (46×58）　1枚 破損有  5万分の1

1064 地図  大湖  (46×58）　2枚  5万分の1

1065 地図  次高山  (46×58）　2枚  5万分の1

1066 地図  臺北西部  (46×58）　2枚  5万分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1067 地図  桃園  (40×55）　2枚  5万分の1

1068 地図  新店  (46×58）　1枚  5万分の1

1069 地図  深坑  (46×58）　1枚  5万分の1

1070 地図  竹東  (46×58）　1枚  5万分の1

1071 地図  角板山  (46×58）　1枚  5万分の1

1072 地図  宣蘭  (46×58）　3枚  5万分の1

1073 地図  李■山  (46×58）　4枚 破損有  5万分の1

1074 地図  グウクツ社  (46×58）　5枚  5万分の1

1075 地図  グウクツ社東部  (46×58）　4枚  5万分の1

1076 地図  南投  (46×58）　1枚  5万分の1

1077 地図  国姓  (46×58）　1枚  5万分の1

1078 地図  バイバラ  (46×58）　3枚  5万分の1

1079 地図  霧社  (46×58）　5枚  5万分の1

1080 地図  ﾊﾞﾝﾀﾞｲ  (46×58）　1枚  5万分の1

73 / 77 ページ



資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1081 地図  合歓山  (46×58）　1枚  5万分の1

1082 地図  ■萊主山  (46×58）　5枚  5万分の1

1083 地図  新城  (46×58）　1枚  5万分の1

1084 地図  加禮宛  (46×58）　5枚  5万分の1

1085 地図  埔里  (46×58）　1枚  5万分の1

1086 地図  埔里社  (46×58）　1枚  5万分の1

1087 地図  能高山  (46×58）　1枚  5万分の1

1088 地図  木瓜山  (46×58）　1枚  5万分の1、｢Kano」の署名有

1089 地図  花蓮港  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1、｢Kano」の署名有

1090 地図  鳳林  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1091 地図  水璉尾  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1092 地図  竹崎  (46×58）　1枚  5万分の1、｢Kano」の署名有

1093 地図  阿里山  (46×58）　1枚  5万分の1

1094 地図  郡大社  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1095 地図  抜子  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1096 地図  貓公  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1097 地図  打訓社  (46×58）　1枚  5万分の1

1098 地図  玉里  (46×58）　1枚  5万分の1

1099 地図  公埔  (46×58）　1枚  5万分の1

1100 地図  加走湾  (46×58）　1枚  5万分の1

1101 地図  里■  (46×58）　1枚  5万分の1

1102 地図  新港  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1103 地図  都鑾山  (46×58）　2枚 彩色有  5万分の1

1104 地図  馬武窟  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1105 地図  臺東  (46×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1106 地図  卑南  (46×58）　1枚  5万分の1

1107 地図  太麻里  (42×58）　1枚 彩色有  5万分の1

1108 地図  火墝島  (46×58）　1枚  5万分の1

1109 地図  観音鼻  (46×58）　1枚  5万分の1
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1110 地図  高士佛  (46×58）　1枚  5万分の1

1111 地図  鵞鑾鼻  (46×58）　1枚  5万分の1、｢Kano」の署名有

1112 地図  [東勢角の南側]  (39×52)   1枚 彩色有  5万分の1

1113 地図  [バイバラの南側]  (39×52)   1枚 彩色有  5万分の1

1114 地図  海南島位罝圖  (104×63)   1枚 彩色有
 5万分の1、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印
有

1115 手書き地図  安渓  （47×31）1枚 破損、彩色有
 分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有、
裏面にメモ書き有

1116 手書き地図  三邑  （47×31）1枚 破損、彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1117 手書き地図  [福建語・廣東語]  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1118 手書き地図  廣東語  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1119 手書き地図  福建語  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1120 手書き地図  福建省合計  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1121 手書き地図  廣東省合計  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1122 手書き地図  [蕃界線、洲界、郡界]  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1123 手書き地図  永春洲  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1124 手書き地図  與化府  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1125 手書き地図  福洲府  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有
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資料
No.

封筒
No.

内容  タイトル 年  備考
アルバ
ム（注）

注：紙焼き写真はアルバムにまとめて室内棚D18に別置（民族学史資料室）

 形態

1126 手書き地図  龍山省  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1127 手書き地図  汀洲府  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1128 手書き地図  漳洲府  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1129 手書き地図  同安  （47×31）1枚 彩色有  分布図、｢東京大学教養学部文化人類学研究室｣の押印有

1130 地図  陸地測量部凹版地圖區域一覧圖  （63×98）2枚 両面  日本の地図

1131 地図  PACIFIC 　OCEAN  （46×56) 1枚  

抜刷 　鹿野抜刷（１－３４） 　34冊 東京大学教養学部文化人類学研究室において製本
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