
llllHIIUIIlllllllllJ　　　　　　13・衆議院謙溺広中の回忌文
彙　報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草稿及びメモ

Illllllllllllllllllll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野家文書　明治36年12．月10日

　展示出品関係（昭和47年！月～5月）　　　　　　14．西園寺公望書簡（桂太郎宛）

憲蟹開瀬瀬負、・迅翻喜簡（程鎌脚
展示場所同E　　　　　　　桂家郷』証2年1月14　「，1
展示期間昭和47年3．月・・日一4噛 獅P7・El　1鯨囎鰍井囎宛）

轡政府糸＿（坂奉竜馬）　17．大農繍藩饗

　　　　石田家文書　慶応3年11月　　　　　　　　　寺内家文書　大正5年7月6日

　　2．立華体の詔騨案　　　　1＆饗膳重郎舗（三三蹴）

聴講鴛1欝1’19．・鈴糠喜盛典鋸
　　　書　同副本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．牧野家Jik書　昭和8年7月30日

　　　　河野譲文＝書　明治13年4　）1　17i三1　　　　20・古島一雄書：簡，（牧野三三宛）

　　4．参議大隈重信の国会開設の意見書　　　　　　　　牧野家‡書　昭和12年1月25日

　　　（写）　　　　　　　　　　　　　　　　21．二・二六事件の反乱軍に対する香

　　　　伊藤家文書油粕14年3月　　　　　　　椎1令官の通告ビラ

　　5．参議伊藤三文憲法取調のため欧州　　　　　　　　　　　　昭和11年2月29　F，1

　　　派遣の勅語　　　　　　　　　　　　　　　22．日本国憲法制定関係資料（第3・

　　　　伊藤家文書　明治15年3月3．日　　　　　　4．5．6）
　　6．伊藤博文在欧憲法取調訓条　　　　　　　　Constitutioll　of　’Japan　I（いわゆる

　　　　伊藤家文書　　　　　　　　　　　　　　、マッカーサー草案）

　　7・三大事腱膳（案）　　　　　　　1召命21年明13El
　　　　三島家文書　明滑20年10月　　　　　　　23・議会典例　旨

　　8．伊藤博文・書簡（三条実美宛）　　　　　　　、24．英国議院章程

　　　　　三条家文＝書　明治21年5月111・ド　　　　25．英国衆議院先類例集

　　9．憲法七島草案（八月草案）　　　　　　　　26・仏国議院典型

　　　　伊東家文書　明治20年8．月　　　　，　　27．各藩議院章程・

　　10・憲法枢密院諮訥案　　　　　　　　　　　　28．各国衆議院規則

　　　　　三条家文書　明治21年6月　　　　　　　．29．国防の本義とその強化の提唱（い

婦離響離籍1、1、　わゆる騨ンラ齢釦、
　　12．「：第1回総選挙当選通知　　　　　　　　　　30．国憲汎論’（小野梓書）

　　　　河野家文書　明治23年7月7日・　　　　　　　　　　以上　9冊　24点
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目本国憲法資料展

主催者鎌倉市
　展示場所』鎌倉市役所ロビー

　展示期間　昭和47年5月1日～10日

　貸出図書

　　日本憲法民主化の焦点（金森徳次郎）’

　　憲法環言　　　　（　同　）
　　憲i法うちおもて　　　（　同’）唱

　　新憲法におけ碗鶴賜に基本．

　　　的入権　　　　　　て　　同　　）

　　新憲法講話．　　　　（憲法普及会）

　1繍法と司法新旧と木身の舳
　　　　　’　　　、　　（　同　　）

　　新憲法と文化；新憲法と労働

　　　　　　　　　　　（同）

　　事業概要報告書　　　　（　　同　　）

　　新憲法の解説　　　・（内　　　閣）

Lあたらし畷勘はるじ（文部省）

　　新憲法の解説　　　’　　（内務省）

　　あたらしい憲法のはなし（宮派俊義），「

　　新憲法り解説　　　　、（中山　宏）

　　新憲法縦横．　　　（中島隣一郎）

　，平島に解いた獅論法a？解説－

　　　　　　　　　　　　，（皇野武雄）

　　図解憲法　　　』　　（北浦圭太郎）

　　私たちの憲法　　，　・・（穂積重遠）

　　逐条憲法読本　　・　ttt（十河清行）

　　新憲法と民主季義　　　（恒藤　恭）

　　日本の新憲法と英米憲法（法貴三郎〉

　　わたくしたちの憲法　（宮沢俊義他）

憲政記念展

　展示場所　憲政記念館

欝欝細論聯即
岩組翻代筆）明欝7月

　　伊興燐簡（岩倉具視宛）

　x　’，　1　，，，

　　　　　　　　　　萌治14年7月2日

　井上、馨書簡（伊藤博文宛）層

　　　　　　　　　　明治14年10月1g日

　憲法夏島草案（十月草案台本）

　　　　　　　　　　明治20年10月

　伊藤博文書込憲法草案（浄書三月案）

　　　　　　　　　　明治21年

　帝国憲法義解　　　明治22年4月

　　国務大剛瞬醐飯ぴ貴緬
　　院議員に賜わった勅語草案

　　　　　　　　　　明治26年2月／

騰大降樋会畠簿3、軸25日

　　犬養i毅書簡（寺内正毅宛）

　　　　　　　　　　大正6年i2月3日

　全国普選連合会決議

　　　　　　　　　　1大正9年2月22日

　　　　　　　く資料三三三部図書課提供〉

　出　張　等
’2月22日（火）L25日（金）　　文部省主

催第11向ドキュメンテージョン講習会

会場三献学附属図書館議索引
三主査　橋本敏夫’科学技術課　佐々木

　良　同　鈴木尚子

3月1日（水）一3日（金）　』朝鮮本（韓

籍）の所蔵と内容調査　三品先一天理図

・館　大阪府立図書館　　出張　アジア・

’アフリカ課主査　建部喜代子

3月6日（月）一g日（木）　　信越地区

　科学技術資料館との業務連携および利用

』実態調査　技術情報センターの実態調査

　用務三一新潟大学附属図書館　新潟県立

　新潟図書館　長野県立長野図書館　長野

県商工部工業課　出張科学技術課

大口早子　　1．
5月26戸（金）一27目（土）、鹸駆
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公共図書館協議会総会ならびに研究発表

大会　「全国特殊コレクション要覧」に

対する協力依頼　会場一村上屋（新潟県

北魚沼郡湯三三村大場温泉）　　出張

人文課長　鈴木重三、

　見学．．

　5月31日（水）、午後，東京・千代田区の

北の丸公園内に新築なった，国立公文書館

を訪問。参加者は，参考書三部の有志職員

24名。内閣文庫時代にかつて訪れているが，

今回は公文書関係を主として見学した。

レファレンス業務統計（参考書誌部）

　（昭和46年4月～昭和47年3E）

（単位　件）

回
答
手
段
別
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頼
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別

．文 書噛
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（電話を含む）

合 昌
言
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国会関係者

行政・司法関係
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図書館
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2，　347

2，　379

8

5

50
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6，　118
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（文書レファレ詫ス業務統計）

文献目録文献簡易な書誌的
　　　　　　　　　　：事項作．　　成　調　　査　事実調査

所在
調査

利用
案内

その他 合計

依

頼

者

別

国会議員 5 71 3 61 41

国会縣司
磁司翻劇 5 1 6

地図三二 1 01 1 1 13

図書館

関係

大学【、 82 63 ・・183・レ・21 31　g43

公共
741　118［ 241　326］ 1 4］”　547

その副 2 2 －
－

i2i．　i1 18

調査研懸劇 08 02 301　60s［ 02 2［　757

搬出・衆［， ny－M4ggl　2421　．2ssl　1，g601 89
2i］　3，078

外 酬 3 57 95 sol　496E 1 1i　715

合 計1 fft　7761　4’ss［　423i　4，2（s7［1　1341 32［　6，　118

レフプレンス業務統計（画料）

一般参考課

騨鰻i文欄査1肇熱壁齢在調査【利用矧そ剛合計
31　i，70sl ．　ls1791 1111，’566］・　34，494［　i」4，4sll・　2，17gl．一！tllllilLii6　1，598

人 文 言
fft’　7401”5s71．io7i　74sl－wt31　ii312，7i3

法律政治課
pt，，3031一’．61？．o．t．ii21　20s1 3

1［　2，　2so

経済社会課
・［9521、2・・レ341・6・1，・・i 2［　1，363

科学技術課
ptt　，2，3s8）　”2，5001，7，4121　3，801］ 68図579

アジアrアフリカ課 レ・［S211　7631・6・・｝722i・9S1 25陪939．

合 計
pmt．5，628［51537］．s一，9．2－s［wyt，74217g，2061・2，37gk42，43g

文書レファレ7ス業務統計（課別）

1評目二二調査腰継二三齢在調査細劉その他1合計

一般参考課
31　一lsgi　21g）　・・3s9］一ww，，s341．　112］ 27］．　4，7041・

入 文 課．
41　・，　233i

77 7 3「
4

4 1 369冒

法律政治課：
．　3］’　1，　72．［　11？［・

4 32 3 1レ2・8

経済社会課 ggレ2自1、2ド31 3 ．21　132

科学、技術課、 651 82 601　’3181 21 1］　575
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・騨鰻韓紅黒熱瞬誌霧／所在調査画帳勘他1合計

アジア・アラリカ課 1 75 62 6、
3

120

合 十舌ロ
T，’　i61”1’　．485［　423i　4・257i　i341”　321　’．Sr－U8

郵送による複写業務処理内訳　’（昭和47年1月～3月分）

所定の申．込み

によるもの

一般文書によ

るもの（参レ）
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月
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Q
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1月
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処理件数

956
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ユ，588
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3，　297

417
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4，’

R95

複写おぶび調
査資料件数’
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1，　042 2，　628

8261・
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105

71
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140

186

’1，　114

1，　287

1，　083

285

571

3，　484

複写不能件数
小・計1所蔵な・脚本yl・・Zの他

　　　　　　　　　　　　　37　　　　　1401，　　　　　　　　　19196

2361・　’・669
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29

26

ユ32
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36

311

301

299

！10

145

164

449

48］’

121　78

18

19

．21

18

207

911H　178

　　200

・58

585

231　76

24

2

2

！

5

6

3

26

41

28

58

49

27

144

51　．i51　49

14

95

7

14

9

15

・78

82

71

38

231

〈閲覧部運営課〉

　ハ寿キアンケごトめ中開報告　　　　．　　道府県立・大学図・書館の案内の利用度，当

　3’月から，個人の文書による問い合わせ　』館の巨録などの利用度を見るためであ否∴

の回答に，ハガキを同封して，利用者につい　　　・124通のう「ち大学関係ほ35であるから，

ての訥査を行なつできたが，半年間．をかけ　　　4分の1強が大学図書館を利用でき6人達’』

て，三聖してみようとしてレ、る。5月18日　　である・都道府県立図書館のレファレンス，

までに，176通発送して124通回収してい・業務を知ってない人が57であるから，半数

．る1月に平均70通を発送している計算になtt以上は知ってい喬ことが判明した。’しかし

・る。4月の統計では，文書レファ、レンスの　．．当鮪の蔵書目録が至巧道府県享図書館に衛

総数320，．うち約半数が一般k・あるふら，　　旋つけ9あ喬ことを，・196人の方達に知ら，

その半数亭亭で嫡こと漏る・このア・、れてないごと潜り・’深く考矯せ．られ

・ンケ’Tト媚的は里人棚者歓きくわ、た・鰍Fまかな頒は・完了してから発

．けて，大学関係かしからttるかの確認・．都　・　表し・これに対する処置，都道府県立図書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一107二



館との連携協力についても，考えをまとめ

てみる予定である。．　．

　図書館界の出版物摘録

　（当館に昭和47年1月以降に納本されたもの）

北海道総務部　　　　　　　　一

　．資料目録　No．2　BB歴史（1971．10．

　　31現在）　▼昭46・12159　P、26bm

市；立室蘭図書鯨，

　室蘭港のパイオニア

　　日歯46．3　、145p　　21cm

　　、室蘭港湾資料第7集「非売品

札幌市立図書館

　札幌市立図書館郷土資料目録　改訂増補

　版昭和46年8月31目現在
　　日量47…　56’P26・m・

東回日報社調李部

灘騰県内資料篇日傘3年i2月蓼託
　在　　昭44．2　98P　26Cln

八戸古三図＝書館

　江灘嶺郷土の思想象初入と年譜

　　昭47．1　．188p　肖像　19cm

壁県議会図画岩悪政資料センタ

　資料案内　1971部もな資料の紹介

　岩手県発行資料一覧

　　日召46．12　44p　　21cln，

目本原子力研究所’．、

　i三i本原子力薪究所雑誌目録　1968年版tt

　・969年版昭46’2’冊2働

　日本原子力研究所雑誌目録　1971年中

　　昭4661・P、26・・、

群馬県立図書館

　1移動図書館20年のあゆみ

　　日召46．11　’90　p　　21cm

埼玉県立浦和図書館『

　埼手県郷土資料総合目録昭和45年3月

　31日現在　1　HB　46．　11631　P　26cm・

みんなの本棚昭和45年噸面恥浦和

　図書館増加図書目録．

　　昭46・　12285P．　　・2
国立国会図書館

　PBリポート所蔵目録　第4巻

　　昭46．12　　363p　　25cm

　環境問題資料集　その1　自然環境破壊

　の人聞に友ぼす影響に関する共同研究会

．編』

　　昭47．2　314P1’　216m　ぐ調査資料〉

　国立国会図書館年報　昭和45年度，

　　昭47．2　138P　26cm

　目本法令索引　197」年三

　　昭46．12647P　21cn1
　国立国会図書館所蔵科学技術関係欧文会

　議録目録　1948T1959年

　　昭47．2．443P2伽

、国立国会図書館職員名簿　昭和46年12月

　5日現在　　昭46．12127P　18cm「

　政府刊行物展巌壁目録　昭和46年刊行物

　昭和45年11月一昭和46年12月

　　日召47．4　53p　　26cm

．歯立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録’

継政治榊・社会・轡礫
1齢教嘉6呼鐘・

法務図書館

　収書年報　第1号　昭和46年
　　日召47．』3　　133P　　25cm

法律関係雑記事索引第11号昭和45・

　46年　　昭47．3　429P

通商産業省図書館，　　　　　　、　
　通商産業省図書館蔵書目録　善旧名索引

　・・書名索引　　昭4712　406P　27cnl

弓打叢術院所属試験研究機関
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　外国雑誌総合目録　第2版

　L，ist　of　Foreign　Periodicals　1972

　　日当47．3　　147P　　26cm

内閣文庫

　内閣文庫沿革略

　　目召46．6’8p『　21cm

外務省外交史料館

　外務省外交史料鯨，準枚22×46cm

文部省

　学術用語集　キリスト教学編

　　日召47．：3　248p　　18cm

特許庁万国工業所有権資料館

　内外国工業所有椎公報類解題目録
　　日召46．10　191P　　26cm

建設省図書館

　官公庁資料目録

　　日召47．4　138P　25cnl

金属鉱物探鉱促進事業団

　海外資料リスト

　　1972．2　16P　25cm

　資料センター図書室利用案内

　　1972．　1　13　P　・　21cm

総理府統計局図書館

　増加図＝書年報　昭和46年

　　昭47．3　143P　25cm・

防衛庁図書館

　防衛関係雑誌記事索引　自昭和46年1月

　二昭秘6年6月　’

r　・昭46．8　1冊18×26cn1

防衛研修所

　図書目録　昭和46年

　　目鼻46　180p　　26cm

国立教育研究所附属教育図書館

　雑誌所蔵目録　欧文誌の部

　　昭46，12　30P　26cm

大手町資料室連絡会

　外国逐次刊行物所在目録1

　　目零46　161P　、25cm

経済団体連合会図書館部　　　’

’図書目録　昭和43年1月一昭和45年12月・

　　目召46．11　255p　　26　cm’

日本生産性本部生産性図書室

主題別目録21インダストリアノレ・．エ

　ンジニアリング

　　旧召46．12　86p　　26cm．

International　House　of　Japan

　List　of　major　secortd－hand　book

storeS　in　．．Tokyo

　　昭45　17P　21cm

東京都寸日比谷図書館　、

　東京都立類比谷図書館蔵書目録　1868－

　1954　人文科学・学術・語学・JSZ学

　　昭47．3　579十112P　26cm、

東京都立教育研究所

　学校保存資科概要目録　東京都公立学校

　　昭45．3　22P　26cm

港区立三田図書館

　描かれた港区下

　　昭47．1　172P（おもに図版）　15cm

　　〈港区資料シリーズ〉

棘糖区近代瀞図集高輪・自金

　港南　　昭47．1　180P　29丁目

中野区立中野図書館

　レファレンスの記鋒

　，昭46．10　12p　26cm

　野馳機関名簿　　28p　26cm、

神奈川県立教育センター、

　図書目録　2　神奈川県立教育センタs一一・

　図書室所蔵

　　数学・自然科学・医学・工学・工業・

　　技術・家事・農林永産業・商業・交通

　　1971　53p　26cm
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神奈川県立図書鎗

　文学賞展出陳目録　神奈川県にゆかりの

　作家と作品．　昭43．10「ユ7P　26cm

　絹本の文学賞付：神奈川県関係受賞者

　一覧表　　　日召43．10　99P　　26cm

　神奈川県史料　第8巻　附録部　1，

　　日長47．2　　751P　　22cm

平塚市図書館

　岩田：輝目録

　　昭47．3　197P　26cm、

新潟県図書館協会

　新潟県の図・書館．1971・

　　日羽46．7　　78P・26cm

新潟県議会図書室

　新潟県議会図書室図書自録緯目録

　昭和46年3月31日現在、

　　目召46．3　　383P　　26cm

関東地区公共図書館協議会

新潟県図書館協会　　　’

　関東地区公立図書餌研究集会会議録　総

　務部門’昭和46年摩

　　昭47．・1　’37P　26c111

・片野記念館（岐阜市）

　濃州厚見郡示熊村記録

　　H召46．3　　80P　　21cm‘

　　岐阜市史　資料（一）．

　下加納村水論「件

　　昭46・3　5，7　P　21cm

　　岐阜市史．資料（二）tt　　’t

　岐阜無関係資料

　　’昭46．3　74＋8／P　2‡cln

　　岐阜市史　資料（三）』

磐田市立図書館

　郷土資料目録（含地方行政資料）　昭46

　年8月31．H現在一

　　昭46．11．72p　26cm

名古屋市会図書室

　函書室要覧　昭和46年版

　　昭46．1220p　21cm

瀬戸市立図書館

　瀬戸市立図書館機要　　1枚　20個月

豊橋市’

　豊橋市史関係文献目録」1971

　　七癖46．12　45p　－15×21cm

大阪府立図書館

　奥田家文書　第5巻

　　日計46，2　1102P　21c血

　奥田家文書1第6巻

　　日置46．3　　1031P　　21cm’

　大阪府立図書館増加’目録　昭和45年度

　　昭47・2　1冊27cm．、

　大阪府立図書館蔵書目録　和漢書　第1

　巻総記，第2巻宗教，第3巻哲学2教育・

　第4巻文牽1，第二巻文学2・・語学，第

　14巻補遺・索引あ一こジ第15巻索引さ一

　と，第16巻索引な一わ，昭和42年3・月31

　日現在　　　日野47．3．　8一冊　　27cm

大隊府立放射線中央研究所図書室

　大隅研図書目録　第1集．1969

　　目召46．11　235p・26cm

尼崎市

　資料目録招和46年

　　昭46。12200p　26cm

京都市統計センター

　京都市行政資料総合目録一改訂版T

　　HEI47．　2’　497　p　26cm

福井生立図書館　　．、ヨ

　福井県立図書館蔵書目録　歴史・地理

　昭和44年！2月31日現在

　　昭46．4　317’P　26cm

　同　社会科学・

　，昭47．3’508P　26c血，
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岡山県議会

　図書目録（岡山県議会図書室）

　　昭46．、11147P　26cm

　　議会資料　No．319（46－19）

山口県立山口図書館

　山口県立山口図書館　参考図書目録　H

　＜書誌・泰引・辞書・事典・全書・ハン

、ドブック編〉昭和46年5月31日現在

　　口繕46．12　172p　　26　cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kx．一
，山口県文書館

　萩藩閥三審　第4巻

　　日召46．3　　456P　　21cm

　萩藩閥三三遺漏

　　日照46．3　　368P　　21cm

岩薗微古館、

　周防岩国紙に関する資料（二）

　　昭46．11　122P　21cm　非売品

岩国市立岩国図書館

　岩国柔道史　、昭47．ゴ172P　21Cn1

香川県学校図書館協議会

香川県図書館協会レファレンス研究会

　讃岐ものしり：事典　第2集

　　目召46．17　　70P　　26cm

愛媛県

　図書保存目録　昭和46年9月現在

　　’42p　26cm

愛媛県立図書館．

　愛媛県立図書館増加図書目録　昭和44年

　度本館分（小中学生室を含む）

　　日召47．2　　164，71P　　25cln

高知市民図書館『

　高知県人名事典

　’　日暮46．12　422p　 21cm

専門図書館九州地方協議会

　九州各県刊行物目録　1970年度

　　日雀46．12　　26p　　｛26cm

千葉商科大学付属図書餌

　千葉商科大学図書目録　和書の部　第1

　音β　　　目召46．6　，407P　　26cm

日本大学生産工学部図書館　　　　　　　’

　雑誌目録　昭和46年4月1日現在

　　昭46、60P　26cm

東京都私立短期大学協今図書館研究委員会「

　私立大学1・短期大学紀要類論文題目索引

　1968一一1970

　　．昭44．3一昭46．3　3冊25cm

慶応義塾大学

　、国内政府刊行物’慶応義塾大学所蔵リス

　ト　昭和46年7Ls月現在

　　H召46．12　70p　』25cm

大東文化大学図書館

　夫東文化大学別置本目録　大河内文書・

　高島蔵書・前川蔵書

　　日召46．9　　220，102P　　25cm

国立音楽大学図書館

　逐次刊行物目録　1971．5．1現在

　　日召46．10　35　’P　　26cn1

東京重子大学比較文化研究所’

　比較文化研究所蔵書目録　1欧米語によ

　る日本および東洋研究1

　　日召46．3　　51P　　26cm

潤本薬学図書館協議会

　薬学部図書館白・書　第2回＝1970年調査

　　目召46　57P　　26cm・

駒沢大学図書館

　駒沢大学父兄会文庫増加目録，1970．4－

　1971．3　　昭4670P　25cm

　和漢書増加目録　1970．4－1971．3

　　目召46　　327P　　25cm

、一一ｴ大学附属図書鯨

　Catalogue　of　Foreign　Books　in　the

　Hitotsubashi　Universit”y　Library　1971

一　111　一一



　　昭471冊26、。1

　一橋大学附属図書館継続受入雑誌目録

　　一昭和4．7年1月末現在一　1972

　　日召47．3　181P、25cm

一橋大学経済研究所

　一橋大学経済研究所所蔵“nJIAHOBOE

XO3分HCTBO，1923－194騰『次
　　’昭47・、3　231P．25cm

　　特殊蝋騰シリーズN…4
　蔵・書目録　昭和45年度版，

　　昭47・2663　P25・m　’，

玉川大学図書館

　玉川大学雑誌目録　昭和46年5丹1白現’

　在．昭46．5131P、25ごnゴ

東京薬科大学附属図書館、

　所蔵学術目録：1970

　　’昭45．1128p　26cnl
tt京芸術大学附属図書館

　収翻録N・・10こ口7・年度、
　　RPm47．3　230p　2，6cm　／／’

．名古屋大学附属図書館、

　名古屋大学予約雑誌目録・

　　日召46　　166p　　26cm　　ト

三重大学附属図書館』』

　三重大学学術雑誌目録　昭和45年11n．30

　日現在　　昭46．1　63P　26cm

中部工業大学附属図書館

　中部工業大学増加図書目録昭和46年

　　Hli146．11　172　P　26　cm　’

岐阜工業高等専門学校図書館

雑戯録・97・昭4623b　26clll

金沢大学附属図＝書館

鑓学図醐脚弊

　　日召4ク．3　　633P　　26cm

奈良女子大学附属図書館』

　奈良女子大学増加図書目録　昭和45年度

　　，日召46．ユ2　239p　　26cm

天理大学図書館

　善本写真集　35，36、

　　昭46．、10　2冊22cm

京都犬学人文科学研究所　　　　・　1－

　東洋学文献類目　1970年度

　　日召47．3　　373P　　26CiP　　　　　．tt

京都大学教育学部図書室　　　　　，

、寄贈資料目録　2号，2号別冊

　　昭46．7　2冊「26cm
・仏教大学図善館

　仏教木白和雑誌目録

　　昭46．9　S6　P　2’5cm謄写版

鳥取大学附属図書館

　蔵書目録　第2巻　昭和45年度版

　　日召47．1　　258，51，78P　　26cm

彿犬学附属鰭館、

　国立大学工学系図書館商魂外国雑誌及び

　予約外国雑誌目録
　　目召44．　12’326P　．25cm　　三三旧

藩参画喩日騨贈
九州南学九州文化史研究施設

　九州文化史研究所所詮古文書目録　9

　萩直黒田家文書

　　自召46。7　121P’26cm

九州芸術工科大学附属図書館

　九州芸術工科大学増加図書目録　昭和45

　年4月一46年3月，

　　日向46．10　264P　　26cln
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