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賜r品関係（騨5月一）∫’

仏蘭西学q］）あ戦醸ρ一村上英俊をヰ心とし

て；催老白轍磯四
　展示場所　明治大学第逸旧館第3会議室

　、展示期間　昭和49年5月25日，

　貸出資料
，’@五方通話（村上英俊）『・1～3

越繋争∴t＋t
彫場所桐ll

餐離郷5脚一醐
　　二野擁簡（峰）朗治・4鯛」
　　一伊東家：支書，　　　　　．・．　　．・、ズ

　　糠漱舗（岩倉具嗣朋灘
　　　年7月2日．伊藤家文書

師点．，　，、’・
憲政資料犀

　主催春憲政記念館
　展示場所同上

養麟昭磯明2g∵即
　　日本鴎按（agr次案），明治9年1明

　　　陸奥家文書
　　大詰重信意見書（写）・明治14年i3月

　　ゼ瞬記文諏ドー’．・｝

　　．ほか7点

憲政資料展、

　主催者ズ憲政記念館tt
　展示場所伺　上：tttt　，・　．・．幽

『講三冠　∵騨

　国務大臣・枢密顔間官及び貴衆両院議

　　員に賜わった勅語草案　明治26年2

　　月　伊藤家文書

　伊藤・大隈・板垣・会見録　明、治31午

　　　6月25目　伊東家文書

　　ほか5点

解体新書出版土百年記念洋学二百年記念会

主催者洋学二百年講会
．展示場所　日木橋三越

・展示期間　昭和49年8月13日一8月18日

飴資料　　　’

　　新獺地図説麺騨繊重訪，
　　国全図’：・物品筆名（拾遺とも）　新撰・

　　地誌　Thunberg，　Karl　Peter；Caroli，

　　Petri　’15hunberg　Flora　japonica　sis－

　　tens　insularum　Jap’onicarum　Sie－

　　bold，　Phillipp　Franz　von　；　Nippon．

　　訂正増訳来覧異言　大立利太泥亜誌tt、

　　万国全図
　　西国文書（和蘭紀行　開題門‘和蘭9

　　　リ帰路紀行　学原稿本　ほか3点）・

　　箕作：文書（新製輿地全図　民法釈義

　　　和蘭簡略　町史外伝　ほか9点）

憲政論館「躰の甲舗膿
　主惟者衆議院　　　　　　　、

屡示獅鰍記念館
展示期間．昭和49年1・月・目一・・月22目

　貸出資料

　　亡友帖（石田家文書）　憲政党立党宣

　　言書（河野家文書），　普選ポスター集

　　ほか6点

洋学関係資料展

　主催者宮内庁
　犀示場所東宮御所日月の間

展示鯛昭和49年叩24日一26日

貸出資料

　　和蘭紀行　開題門・生性発纏美妙学

　　説層社会党論ノ説人智論英主比較

÷・エ9一



　　論入主比較論（以上西周文書）

　　Francoise　Halma　；　Wootdenboek　der

　　Nederduilsche　en　Fransche’tea！en；

　　dictionnaire　Flamand　ret’　Francois．　・

　　Jehn　Holtrbp；　English　and　Dutch

　　dictionary　；．　Engelsch　en　Nederduitch

　　woordenboek．工Kra皿ers；　Alge－

　　meene　kunstwpordentolk．

　　ほか4点
絵本展

　主催者　神奈加胃壁図書館　’

展示野袴川恥丁丁鱒展示ホ
　　　．　　　　一・ノレ

犀示野饗b年・・月27日一・・月i・目

　貸出資料

　　　「も・もたろう」ならびに「ちび，くろ

　　　サン麹関係絵本62冊
「巌の古地図曝

　主催者　徳島県博物館

、展示場所同上
展示軸昭和49隼1・月5日十1明・白

tt

O蹟粒
　　，阿波国新島庄絵図

「昭和49年度北方領土展」

叢叢1欝幽晦：1
講卿騨9年11」1　19　III，『11　・El　24　H・

　　寛政蝦夷乱取調日記

憲政資料犀・

　主催者憲政記念館

f選示場所同上
　展示期間　昭和49午10月31日一11月　3P日

　資出資料

　　躰購按（ee一一次案）明治9年i・丹

　　陸璽家文書、

　　伊藤博文・三沢栄一会談覚書朋治31

　　　午6月18目　伊藤家：文書　’

　　ほか7点

「水野忠央旧蔵本特別展示会」’

　主催者　宮内庁書陵余

響嵩徽翻三三霊示皐
　貸出資料’

　　新添書蔵目録

「文学めなかの房総展」

　主催者千葉県立：ヒ総博物館

　展示場所’同　上

　展示期間　昭和49牟10月18日一1．1月19旧

貸串資料

　　雨月物語（安永五年版）

「和漢朗詠集展⊥レ

　主催者五島美碕館　　　　’

ゴ展示場所層同　上

・展示；期間　1召和49年1Q月．4目一11月4日

袋虫資料

　　和漢朗詠抄（室町中期写）和漢朗詠集

　　（慶長17年写）、和漢朗詠集私注（醍醐

査羅朗詠競旧年干1）

「幕末・明治の芦居版画展」、

　主催者国立劇場
　展示場所　成立劇場資料犀心室

　展示資料

　　白藍謬　明治役者絵版画帖　芝居番付

　　愉き影、9来也物語1
　　〃まカtS　13，点

憲政資料展

　主催者，憲政記念館

　展示場所’同　上

　展示期間．昭和49年11月　30－12月27日’

貸出資料　　　　　　　　　1’t

　犬養毅書簡（寺内正毅宛》大正6年1・2

　　月30日、寺内家謹書
　伊藤博文書簡ぐ岩倉具視宛）一曲治14年

g19＝



　　　7月2月伊醐文書
　　をまカtS　5、点　

「凧　幽展」・　　　　　1

　主催、者　町田郷土資料館

　展示場所桐上
　展示期間　昭和49年斗2月4日二5g年1月・

　　　　　　23日・

　貨出資料

　　鰭の結守貞漫無期必鷹
慮政資料展

　主催者憲政記念餌

　展示場所同＃－
　展示期間　昭和56年1月4目一1月31日

　貸由資料

　　日本国憲按（第一・次回）　明治9年10月

　　　縢家文書．

　　憲法夏島草案（八月草案）・明治20年8

　　　月伊東三女書

　　伊藤博文・渋沢栄一会談覚書　明治31’

　　　年6月18日伊藤家文書．・

　　ほか5点

憲政資料展

　主催・者　憲政記念会館

　展示場所　同　上

　展示期間　昭和50年・1月31日一2月28目

　貸出資料層

岩欝難（蘭騨糊
’、’ 骰糟尠@i義解（初版本）　明治22年4月

　　細細書簡（寺内正毅殉大E6年・2

　　　月30白『．寺内家文書

　　爾か4点
．憲政資料展．「

　．主催者憲政記念館噛「

　展示場所，同上

　　廊騨昭和5・年2脚日一3耳31目

　　貸出資料
　　　伊藤博文書簡（三条実美宛）．明治21

　　　　．］

　　年5月11一三条家嬉1通
　　帝国憲法義解「明治22年4灯心東家

　　文書
　論鮫紐会齢察大正6年・・月’　・．

　　　30日　寺内家文書

　　ほか5点

上方浮世絵展

主催考リ！・’力嘆艦・日雄漸

　　　　　聞社

　展示場所、リッカー美術館

　展示期間　昭和SO年　4月1日一5月5日

　貸出資料

　　三三可之課（岡田玉山）　葬水回画（流

　　二二）画本行療（同前）三生言語備

　　（同前）絵本水や空（耳鳥斎）

憲政資料展

　主催者憲政記念館
　展示場所　同　上

　展示期間　昭和50年3月31日r4月30目

　　貸出資料，

　　　岩倉具視書簡（代筆）明治14年7月

　　　伊東家文書

　　憲法夏島草案（十月草案台本〉　明治20

　　　年10回忌伊東家文書

　　’ほか5点

　出　張　等’

昭和49年7月27日一8月31日　東南ナジア

　の出豚事情調査および資料収集のため’

　用務地一々レイシア　シンガギール　イ

　ソヒドネシア幽出張　アジア・アフリカ課

　主査多田芳雄

8月19日一23日輪劇回書の受取手続

　き　用務先一権藤鴻二氏宅（北九州市小．

　倉区篠崎　大三輪長兵衛女書の受取手続』

　き　南務先一松崎武俊民宅（北九州市若

　’松区赤岩）「近代政治卑料調牽　用務先

L　20　一一



　一福岡県文化会館　出張　法律政治三主

　査　桑原伸介

．9月13日一14日　IPU議員団贈呈用複製

　画校正のため　用務三一便利堂（京都市）“

　出張　人文課長　鈴木重三

10月14日一17日　近代政治史料調査のため』

　（鵜飼郁次郎文庫　用務先一鵜飼正太郎

　二二（新潟県両津市）　　近代政治史料調

　査のため（有田八郎文書）　用務先一相

　川郵土博物館内有田八郎記念館（新潟県

　佐渡郡相川町）出張、法律啄治課副主査

　渡辺恭夫
10月14目一18目　関西地区科学技術資料館

　　の利用実態調査　用務先一大阪府立夕陽

　丘図書館　関西地区科学技術資料館ξQ

　業務連携調査　用務面一大阪府立中之島

　・図書館　中部地区科学技術資料館の利用

　　実態調査　用務先一名古屋市鶴舞中央図

　　書館　中部地区科学技術資料館との業務

　　連携調査　用務先一愛知県文化会館愛知

　・図書館　専門図書館協議会中部地区協議

　　会’出張　科学技術課主査　酒巻淑郎
・　’

A10月18　er19日・法律系図書館職員事務連

∫1融参加吐め騰先一京鰍学法学’

　部誌面．浩律政治課主査住谷雄幸』

　・淳美
　i1月、4日・一7日ゴ鎗6回国連寄託血書三会

　　議に参加のたbt？用弩二一はかた会館・

　’（福岡帝中央区薬院）　出張　一般参考課

　　主査．石川米二

　11月5，日r8日　r名家自筆本展示会」へ

　　の出陳資料返却のため用務二一小浜市

　　立図書館　古地図調査のため　用務先一

　　福井県立函書館　石川県立図書館1富山

　　県立図書館　出張　人文課主査tt田中藤

、吉郎

11月5日一10臼　武田範之：文書のマイク戸

　・フィルムによる複写のため　用務先一一L一

　薬師院（新潟県上越市）　出張　法律政

　治課．広瀬順晧　　　．　　　，　1

11月24日一26日　特殊コレクションの調査、

　のため　用務先一汁縄県立図書館　琉球

　大学附腐図書館　出張アジア・アフゾ

　ヵ課主査平和彦

12月9日一13日　信越地区科学技術資料館

　との業務連携調査　用務先一遇立長野図

一書館信州大学工学部図書鯖新潟県工
　業技術セン女一　信越地区科学技術資料・

　の利用実態調査　用務先丁県立新潟図書

　館出張　科学技術課副主査伊藤博子

騨5・年2月24目一27目教育関係資料調

弊あ神騰轟購学奇言灘

　社会課副主査．鈴木　明　．

2月24日一3月1日　原爆関係資料の調査

1のため　用務先一広島平和文化センター

　原爆放射能医学研究所　広島原爆影響研

　究所　国際文化会館　長崎原爆影響研究ヒ

　所　出張層科学技術課主査　山口義一

2，月24目r27日　南および西南アジア地域

　の資料調査　用務先「大阪外国語大学そ

　ンド．・パキズタン研究室　大阪市立大学

　．経済研究所「大阪大学くンド・東南ナジ

　ア研兜センター　京都大学東南アジア研

　郵亭γター特殊コンクシ・ンの調査

　用務先一京都大学西南アジア研究センタ

　一出張「ア■“7・・アフリカ酔興奪

　河嶋慎一

．2月24日一25日　裁判記録の調査用務

　先一大阪弁護士会図書室』関西大学図書

　館　出張　法律政治課副主査　内野光子

3月3日一7．日　特殊コレクションの調査

　用務先一広島女学院大学　三原市立図書

一一　21　一



　館　福山市民図書館　出張　珠律政治課

　’副主査　山口美代子

3月4日一5日．特殊コレク．ショ’ンの調査

　用務三一杉田六一旧記睾（日光市ttH元）

　出張　アジア●アフリカ課副主査・中

　林隆明

「3月5白一7日　特殊コレクシ・ンの調査

　用務四二高野山大学図書館　延暦寺叡山

　文庫　出張　人文課主査．沢西良子

，3月10日一14月．参考業務調査のため　用・

　務十一福岡県文化会館　佐賀県立図書館

　県立長崎図書館　出張　一般参考課主査

　北川和彦

3月14日　Yイクロシステみの見学用務

　先一出光興産㈱中央研究所．出張．科学

　技術課太田富美子．

・明ユ4臼一1S日特蜘吻シ・ンの調査

　および連絡一三務三一栃木県立図書館

福島県立図書館　出張　アジア・アフリ

　ヵ課副主査　中林隆明

3月15目　雑誌記事票引㊧利用状況調査

用務先一回忌県立図書館出張索引課

　副主査　野村　稔

3月17目一20目　雑誌記事索引ゐ利用調査

用務先7福島県立図書館　山形県立図書

館　東北大学付属図書館　出張　票引課

副主査野村構
3月18日　雑誌記事索引の利用状況調査

用務二一東京経済大学図書館　一ッ橋大

学図書館　出張　索引課主査　戸田和也

索引課有住玲子
3月・8日一22日北髄・千島・樺太関係・

の地図三三　用務先一三海道大学付属図

書館・北海道大学理学部研究室　千島関

係の地図調査tt、用務先回北海道庁総務部

出張　人文課主査　田中瞭吉郎

昭和49年度（昭和49年4月一昭和50年3月）．

レファレンス業務統計く参考書誌部〉、

レファレンス業務統計一回答手段別丁

（単位　件）

＼回想璽熱源三豊1所在楚i禾U用案内その他降三
女 書

eq．471　・　．　1　2241　ls’Eisl　’一 垂高狽P2
341 8ド6・722

噌（編を含む＞i4…sl　4，　sgsl’agQg／36・・s7167，　2s・1・・43・1
120，　8501．

合 十二一
両

twts21　4，s221　7，497L　41，s6g’1pt’7・39311，4bg
127，　572

『ゼ22一

N




