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　　　軍　事・戦．争
一般的なものを，この項に収める。特定の

主題をもつものは，別に項目を立てて収め

る。，

、287・日本赤十字社総会写真帖　小川一真

　：撮影　佐倉調弁　明31。11．5枚　30×37

　cm　・　・・　’，　〈401－55＞
　〔上野で開かれた，’第9画総会会場入口に

　・集まった人々の姿と王子演習地での状況

　の写真。〕

～閃　日本陸海軍写真帖．東京史伝編纂所

　明36．7℃52枚　20×27とm　　〈83－243＞

　宮城二重橋r青山御所楠会銅像’故
、北白川宮殿下銅像．参謀本部　第1師団．

司令部　陸軍大学校　東京帝国大学　海
tt

R大学校　農科大学　陸軍幼年学校　陸

軍士官学校　陸軍砲工学校引回戸山学

校．陸軍騎兵第1第2旅団司令部　陸軍

碓兵第13連隊及近衛砲兵連隊　陸軍：工兵

第1大隊銃前歩哨交代　陸軍近衛引回兵

1大隊　陸軍騎兵実施学校　陸軍鉄道大隊

陸軍電信大隊　陸軍電信大隊回光通信演

習　歩兵伏射膝射立の三姿勢　歩兵4列

1射撃　歩兵散兵射撃　歩兵散兵地物応用

射撃　歩兵真銃軒合　歩兵散兵進行歩

F兵散兵射撃　歩1兵負傷運搬指架演習　青

・山練兵場守兵式　陸軍騎兵実施学校三乗

1旧習　陸軍騎兵実施学校教導中隊野戦電

話架設演習　陸軍士官学校騎兵乗馬野戦

電話架設演習　陸軍砲兵砲列陣地’陸軍

野砲照準法（表天華空中）工兵鉄条網演

習工兵散兵壕演習　工兵九鹿柴演習

陸軍工兵隊架橋演習　陸軍工兵鉄造大隊

上武鉄道敷設作業　輻重兵駄馬教練横隊

整列・溢血兵駄馬各個教練・輻重兵乗馬

姿勢　輸卒梱包演習、士官学校生徒銃剣

術演習　士官学校生徒軍刀術演習陸軍

士官学校生徒器械体操木馬飛越無涯生

徒器械体操棒幅飛　士官学校生徒山砲駄

載駄竜前に於て放列地へ駄馬め誘導　同

校生徒山砲駄載駄載を結了せんとす・陸

軍戸山学校隼徒障碍物通過　陸軍士官学

’校生徒器械体操梁木通過、陸軍戸山学校に幽

於ける2人梯板塀の超越　向6入善　同校

に於ける断崖登の10人梯応用体操（10米

突）同断崖に於ける武器の運搬　同学

’校に於ける8人より成る中間人梯・同校

葡萄人梯　谷間を藤蔓により渡る樋里

自転車隊の二伍縦隊行進　同校自転車隊

あ散開　自転車隊の玉城　陸軍砲工学校

』にて挙行の凧式軽気球にして昇せる軽気

球より下図を撮影し下より輕気球を撮影

茸られしもめなり「陸軍獣医学校蹄鉄場

装蹄の図　陸軍獣医学校外科手術台倒馬

前　同外科手術　同校にて馬匹去勢術前

に於ける曲馬の図　同校にて去勢術実施

の図　靖国神社　日本赤十字社病院，陸

軍急行社　海軍省　東京商船学校　海軍

水路部・東京海軍造兵廠　横須賀鎮守府

同造船所　同海兵団　向海軍水交社　横

須賀海軍機関学校　横須賀海軍機関術練

習所　横須賀海軍水雷団　横須賀水雷団

前に集中する水雷艇横須賀造船所内船

渠にて水雷艇6号及29号の2艇修繕中あ図

横須賀造船所に於て建造中の音羽艦’C
軍水兵徒手体操　海軍陸戦隊銃剣突撃
海軍陸戦陵野砲演習・海軍陸戦隊野砲中

隊教練　海軍陸戦隊方陣射撃　海軍陸戦

隊徒手演習　海軍陸戦隊負傷者運搬担架

演習　海軍水兵手璋信号　海軍水兵ラッ
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パ教練海軍5等軍楽生音階練習1『海

軍々楽隊合奏練習機関下練習所に於け

る生徒機関作業（其1，其2）軍艦八雲発

砲演習　同等魚形水雷発射演習　軍艦和

泉陸戦隊甲板上に於ける三筆　同艦陸戦

隊短銃一斉射撃練習　軍艦和泉に於ける

犬砲手入tt同艦短銃射撃練習　軍盤和泉

乗組員端艇練習・同艦陸戦隊野砲操練

軍艦和泉に於ける火災操練　同艦に於け

る釣床収め方　同門鍛工作業　軍艦比叡

甲板上水兵海水入浴　軍艦金・剛甲板清掃．

　　　　　薩　　軍“

特別大演習については別項をたて，そちら

に年代順に収めた。

289兵営生活乃栞（篠山連隊）頼琴翠編

篠山町（兵庫）柏田やまと館　明43．10

　30枚　12p　16×23cm　　・《94－701＞

　〔写真師・柏田常次郎の訪問記が付いてい

　る。各回真上に説明文のついた薄紙があ

る駅の紙が纐してレ・る部砂多
　い。〕，

　　正門　板橋連隊長　軍旗　旗手高橋少

　尉　松浦中佐　中井大尉・山田中佐．阿
　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

　部少佐河久津中佐　長谷部大尉　河村

　少佐㌦森崎中尉安間少佐安田中尉、

　安井少佐声望中尉　田p大尉　中里大

　尉　宮村大尉　境田大尉　田中大尉　山

　本大尉　村井大尉　稲生大尉　川窪大尉

　太田大尉　富岡大尉　斉藤大尉肋龍門大

　尉　風紀衛兵・炊事場　機関室　洗濯場

　銃工場　縫工場　靴工場　営倉　将校集

　会場篠山衛戌病院’食事人員点呼
　不寝番　酒保　衛生部．敬礼　徒手体裸

　各個教練一銃剣術　器械体操　手旗信号

　斥候歩哨　射撃姿勢　散開教練　軍装

軍隊布教師講話

290・工兵第五大隊架橋演習写真帖本間，

　大介　広島・鳥影館本間写真館・明41．9

「19枚　28　×　35cm　2円50銭　　・〈406－20＞’

　　木越閣下rの書　第5師団長陸軍中将従3

　位勲1等功2級男爵木越安綱閣下　岩国千

　石原架橋場に於ける工兵第5大隊将校
　工兵第5大隊岩国演習廠舎表門』岩国廠

　云云校舎　同兵舎申庭　同兵舎内の一部

　2・3年兵連合応用架橋第1回舟橋晶晶加将

　校以下　2’・3年兵連合応用架橋第1回応用

　橋　岩国幽幽関戸応用架橋場全景　列柱

　橋架橋架設演習（打入の景）　論語橋架設

　演習（単冠材架柱設置の景）　応用舟橋架

　設演習（3点）2・3年忌連合応用架橋第3

　回応用橋、同橋梁上に於て休憩中の木越

　師団長閣下の一行原び工兵大隊長　端艇

　申に於ける木越師団長閣下・2’3年兵連

　合応用架橋第3回応用橋（完成の景）2・3

　年兵連合応用架橋第3回橋（右岸より見た

　る景）　同（左岸より、見たる景）・岩国町

　遠山縦列架橋場全景　第2中隊縦列架橋

　演習（撤収中の景）　第2中隊縦列架橋演

　習（架柱橋架殺の景）第1中隊縦列架橋

　演習（舟橋架設中の景）．第3中隊縦列架

　橋演習（2点）第1中隊縦列架橋上に於

　ける古賀大隊長及び飛鳥井中少尉　縦列

　’架橋演習　第5回従列架橋架設の全景

　橋梁歩兵駈足渡過の景　同素騎兵渡過の

　景同橋梁野砲兵渡過の景同橋梁重砲
　兵渡過ρ景　同橋梁右岸架柱橋強固法の

　景　同橋梁（15珊知重砲渡過の景〉・同橋

　梁（野砲渡過の景）、同橋梁（歩兵駈渡過

　の景）　同橋梁（野砲渡過の景〉、

「291　国華（在隊記念）兵林館　大2．9　24

　p　26×36c血　定価＄0銭　　　〈407－73＞
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〔兵座中の生活の写真。写真は小さい。〕

2．92近衛歩兵第三連隊写真帖　中村義一

大3．1154枚　15×22cm　定価60銭

　　　　　　　　　　　　　〈318－291＞
　連隊長中屋大佐　連隊副官西欠尉　連

隊旗手津田少尉六村少佐梅津中佐
長村少佐　谷元大尉継大海　笹井大尉

1大隊長竹内少佐　2大隊長藤田少佐　3

大隊長高島少佐　ユ大隊副官小野中尉　2

大隊副官子爵鍋島中尉’3大隊副官井手

、中尉　飯村1等主計　清水1等軍医　窪美

1等軍医寺沢2等軍医坪田3等軍医正

三内2等軍医　稲富3等軍医　古川3等主

計皆崎3等主計第i中隊第2中隊
第3中隊　第4中隊’第5中隊　第6中’隊

・第7中隊　第8中隊　第9中隊　第10中隊

第11中隊　第12中隊　営門　風紀衛兵の

交代　本部　兵舎　軍旗祭（其IL其5）

・新式（端典式）体操　各個教練（速歩行進）

初年兵教育予習　射撃予行渾一　露営の

設備　名挙旗下志津原に於ける機関銃隊

戦闘射撃青山射撃実包温感雨天銃剣

術　銃剣術互格試合　器械体操　応用体

操（人梯）雨中最用体操将校集会所

（玄関）将校集会所（貴賓室）．勧下賜品

（天盃〉将校集会出歯L’将校集会所

（娯楽室）’下士集会所．酒保　通信班演．

習　衛生隊演習　機関銃隊の出発　機動

演習出発前の営庭’ e工場　靴工場　縫：

、工場銃手心証心見洗面所入浴場

炊事場（其1，其2）食事　日夕点呼　床

・臥　起床　銃剣術間稽古’診断室　治療・

室　薬室　消防士出動一消防隊の非常演

習　集合

293、大機動演習写真版帖（明治30年秋季）

小川写真製作所明31．2，50枚4p

28×40cm　一　’@’ q401－78＞

〔耀米地方における郷郷師謄写抗の．

横習写真6演習中の状況が中心と〕、

．．294　第二第八両師団対抗演習記念写真帖

　横手　長谷川清　大10．．　3　38枚15×23、

　cm　，　〈423－39＞
295　第六師団機動演習記念写真帖（歩兵第

　六四連隊）（大正3年11月）都城町（宮崎）

、福島写真館大3・・1240枚16×23・m

　　　　　　　　　　　　　＜318－294＞

　〔大正3年11月宮崎，鹿児島両県にわたる

　地域での演習風景。〕

296．東寧殿†行啓記念写真帖（明治44年8’

　月）歩兵第25連隊　札幌榎本写真館
『明44．1119枚21×28・m、〈408－47＞

　澱下．御旅館正門　御旅館豊平館　3

　等軍医正茜春旧知　連隊副官上野九一層

　隊連附中佐高橋於菟丸　連隊附少佐安達

磨　運隊附大尉鐸田喜蔵　第ユ中隊長管

安右衛門　第2中隊長藤村善北　第1大隊

長横山重雄　第3中隊長中野研二郎　第

4中隊長中村清吉　第5中隊長大島一生

第6中隊長花井久夫　第2大隊長松江豊寿

第7中隊長清水千里　第8中隊長根岸一郎

第9中隊長飯野与市　第10中隊長中島秋

’麿第3大隊長永山武敏第11中隊長能

村久次郎　第12回忌長平尚明　正門　将

模集会所全景　三内御座所（其1，其2），

将校集会所内拝謁室　将校集会所内朝顔

苑壇tt将校集会所内洗面室　同所内記念

品陳列室　内所内庭園内御手の水松、兵

営内庭に於げる将校剣術試合’兵営内庭

膿繍笹蟹試聴営内庭に
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297歩兵第五十連隊信飛国境山地強行軍
　記念帖（大正6年7月）・松本・小松兵林堂

　大6．9’4P　地図2枚幽39枚　20×27cm

　定価80銭　　』　　　　　’　〈419－94＞

　〔撮影者；中坪政衛，中村定吉，松岡弥門，、

　松波出血〕

　　連隊長　軍旗　松本城　書　軍装検査

　終了後’行軍隊営門を出発せん・どす　稲

　核橋の絶景　大野川に於ける加賀中隊

　金山に於ける行軍隊先頭将に森林帯に入

　らんとす　乗鞍岳中腹森林帯に於ける休

　憩　行軍隊乗鞍の大雪践を通過して露営

　地に向ふ　行軍隊雪風に悩む　乗鞍岳に

　於て　乗鞍岳に於ける露営・乗鞍岳に於

　ける熊美中隊の武器手入　乗鞍露営地に

　於て　夜の露営天幕内　乗鞍岳上板細面

　人宿に仮宿す　乗鞍絶頂より宮城を拝す，・

　午前4時45分乗鞍　乗鞍剣ケ峰に於ける

　軍旗　乗鞍絶頂に於ける遙拝式を後再び

　露営堆　乗鞍絶頂に於ける伊藤木隊集合

　同伊藤大隊の幹部　乗鞍頂上に於ける．作

　業隊．通信班　乗鞍頂上に『歩50踏破』の

　文字を刻す　乗鞍仙人板殿正太郎　絶頂

　を極めて　飛騨平良に入る　飛騨栃尾橋

　に於ける高木中隊　付近の人々初めて軍

像を見んとす　戦の準備　千古不滅の大

　笹野　飛騨蒲田r鎗の肩に集合せる鎗支
　隊　上高地追分に於で　焼岳を占領　1信

　飛国境の争奮戦　上高地河童橋より　松

　本に向って今島々を発す、営門を入る　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　ユヘヨ　
298’ 熾ｺ第三連隊写真帖　坂元兼良　明

　36．8　23枚　非売品　　　　　〈8Y918＞

　、〔緒言：陸軍歩兵中尉三元兼良識とある〕

　　正門と衛謡曲衛兵の取れ亡父歩哨　将

　校集会所　第2第3大隊兵舎tt火薬庫及倉

　庫　器機体操場　営倉及大隊本部　雨中

衛兵交代　洗濯場　炊事揚　炊事場及食

事運搬　下士集会所・兵舎り整頓及食事

’酒保　医務室及治療　入浴場　散兵壕構

築　銃剣術　柔軟体操　各個教練　分隊

教練　小隊教練衛成大射撃会射撃場
射撃場　第1師団司令部　東京晩成病院

299　歩兵第六四連隊機動演習記念写真帖

　都城　福島写真館　明44．2　35枚　13×

　19cm　　、』、’　，　　　　　＜94－714＞

　　歩兵第64連隊軍旗　連隊長和田大佐ど、

　歩兵第64連隊正門一価城全縁病院　第1

　樟機動演習（13日目南軍大崎村に背進す）

　第1種機動溝習（13日・大時に於ける南軍

　歩兵の退却）　第1種機動演習（13日目野井

　倉原に歩兵第64連隊第2大隊休憩）　第1

　種機動演習（13日・・大崎村西端に於ける後

　衛砲兵の奮戦）　第1種機動演習（14日・野

　井食原に砲兵陣地）．第1種機動演習（14、

　日・野井倉原に於て南重砲兵の戦闘）第

　1種機動演習（14日・安楽耐蝕に南軍砲兵

後衛の奮蜘第1種機動演習（14日・野井

　倉原に於ける歩兵第64連隊第7中隊奮戦

　して当に逆襲に転せんとす）第2種機動

　演習（16日・木の前に於て南軍騎兵前衛の

　進撃）　第2種機動演習（16日・下長飯村木

　の前に於ける粛軍騎兵前衛の衝突徒歩

　戦〉　第2種機動演習（16日・木の前に於け

　る南軍歩兵前衛の進撃）、第2種機動演習

　（16臼・三軍支隊長と其幕僚下三飯附近占

、領をして当に都城を躁面せんとす）第2

・種機動演習（16日・木の前川を徒渉して南

　軍歩兵第64連隊の進撃）　第2種機動演習

　．（16日・三軍歩兵第64連隊木の前川を徒渉

　して三軍に迫る）　第2種機動演習（16日・

　北軍を駆逐して歩兵第64連隊軍旗都城に

　入る）　第2種機動演習（17日・沖水橋附近

　1こ南軍歩兵第64連隊第3大隊の奮戦）第

・一@2種機動演習（17日，■沖水橋附近の三軍砲
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兵陣地）　第2種機動演習（17日・南軍の歩

兵第64連隊第ユ大隊郡元台に敵の迫撃を

撃退す）　第2種機動演習（17日・南軍の砲

兵郡元附近に進出す）第2種機動演習．

（18日・沖永河畔に歩兵第64連隊第3大隊

の奮闘）第2種機動演習（ユ8日・南軍沖水

より退きで下三飯附近に防禦工事を施す

〔第6中隊〕〉　第2種機i動演習（19日・歩兵

第64連隊第9中隊上村の散兵壕内に夜を

徹して敵の辛襲を待つ）　第2種機動演習

（19日・嬉野神社附近に於ける歩兵第64連

隊第5中隊の展望哨）　第2種機動演習（19

日・狭野神社附近に於ける歩兵第64連隊

第5中隊及び機関銃隊ゐ奮戦）　第2種機

動溝習（19自・野州公園に歩兵第64連二二

7中隊の大混戦）第2種機動演習（19日・

甲州公園の南軍砲兵陣地に於ける参謀其

他の幕僚）　師団仮設敵演習（21日・二軍

の師団本隊暁天志和地橋附近を通過す）

師団仮設敵演習（21日・志和地村岩満南端

に於て歩兵第64連隊戦闘前の昼食）「師

団仮設敵演習（21日・縄瀬原に於ける歩兵

第64連隊g）戦闘準備）　師団仮設敵演習

（21日・縄瀬原の北下を駆逐せんとし歩兵

第64連隣険岨を冒かして敵塁に迫る）

師団仮設敵演習（21日」縄瀬原に於ける歩

兵第64連隊第3大隊の進撃）・師団仮設敵

演習（21日・北町の砲兵陣地）

300水戸之干城長久保公敏　水戸　水

　陽館大元．1050p　65枚20×26cm　一
定価70銭’　　tt　　．　　　〈419－15＞

　〔歩兵第2連隊の写真liN8ページに箭14

師団長門54名の関係者の肖像がある。〕

　水戸城趾　歩兵第27旅団司令部と歩兵
衛成司令部’歩兵第2連隊め全景　水戸

平成部隊官衙　歩兵第2連隊旗松樹山

の爆岐　軍旗σ？転営　衛成司令官　軍隊

歓迎会　楷三社　将校集会所と下士集会

所将校集会所の会食と週番将校、新兵

入営　兵舎内　兵卒の精神教育　閲兵式

銃剣術試合’梁木　機械体操斥候　機

関銃隊の射撃　水戸家の大極砲　戦利攻

城砲　散兵壕　水雷爆破「地雷火　工兵

’道路開墾工兵架橋演習　射撃三姿勢

競点射撃　製図演習　靴工場と縫工場

戦闘命令二三演習　日光消毒と洗濯場

細密検査　勅諭捧読式　蒸気炊嬰　食事

分配　兵卒の食事　風紀衛兵所　面会所

・軍旗祭　満州踊　兵士大角力　入院患者

二成病院の手術血忌入浴場　酒保
営倉兵営農園　兵卒の寝室　在郷軍人

名簿　追晶晶　水戸家の大太鼓

301陸軍士官学被写真帖　陸軍士官学校

　帝国戦友社出版部　大3．522枚　19×

　26cm　定価60～70銭　　　「　〈419－26＞

、学校絶景　校長・本部　便殿職員

　学生　下士集会所外景　同内部　校庭の

　一部カブト松，本部前より四谷見附を

　望む　馬見所附近より市ケ谷見附を望む

学庭の’部　生徒舎　学科　自習室　寝

室　文庫　模型室　歩兵生徒　教練　馬

．術　野砲兵生徒の教練剣術「体操　砲

廠厩舎生徒食堂・休養応診断所
理髪所　生徒集会所内の’部　野営演習

及測図演習

302．陸軍士官学校写真帖　河原佐平編

　河原商店　明44．715枚　14×20cm

　　　　　　　　　　　　　　〈297－38＞

　　正門　本部　講堂　生徒舎　磁心　自

『習室　撃剣道場　食堂’馬場　演習砲台

、生徒演習（其1～其3）体操場（其1，其2）

303・陸軍写真画帖　付皇族写真帖tt美盛
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堂　明44．IJ　63枚　12×20cm，定価25

銭　　　　　　　　　　　〈特4’6－787＞

394、・陸軍写真帖（通俗教育）　田山宗尭

　ともゑ商会大元．95p　47枚21米

L30cm　・　’〈408－67＞
　〔陸軍のPR用のもので，陸海軍人に賜り層

　たる勅諭（明治・大正）・階級表・勲章記章

’の図・制服識別図が付いている。〕

　　三大節に於ける宮城正門前の元景　靖

　国神社く大華表，遊就館）徴兵検査（身環・

　検査，体質検査，聴力視力検査，学力検

　査）入営　誓文式　入隊式被服支給

　器械体操徒手体操銃剣術軍刀術
　応用体操（樹木蓼登，障碍物三越，人梯登

　崖）・炊事場（炊事場，食物運搬，’食事，，

　食器）衛兵所　面会所，営倉　三管
　g）手入　武器検：査　臥床・馬の手入、射、

　撃射撃姿勢・依托射撃　突撃散兵、
　馬の調教及新兵馬術教育（騎兵馬術教育，

　馬の調教）乗馬演習（整列，．疾駆，障碍

　物三越）　曲馬　将校室娯楽室　衛兵

　内務班洗濯干場掃除　入浴理髪
　蹄鉄工場　銃エ場　縫工場　靴工場　酒

　保『医務室（治療所，薬室）・獣医室　歩

　兵騎兵砲兵（野砲兵，山砲兵）輻重

輸卒車踵輸轍載演習鯉箆鷺輔
　演習噛輻重行軍　輻重自衛，四時渡河～

　野戦重砲　機関銃（歩兵機関銃・陣地の移tt

　動，騎兵機関銃，騎兵機関銃の運搬）tt攻一，

　撃’防禦　行軍　山登り　鉄道輸送　衛

　二二車輔渡河　軍学　鉄道連隊　‡嚢

　運搬　工事　天幕露営　露営　信号　電

　話通信　軍旗祭　軍旗祭余興（其1・造物，

　飾り物干擬飲食店，蓄音機，，仮装行列，

　競技）　軍：旗祭余興（其2・茶番，相撲土俵’

　入，相i撲，仮装行列）騎兵斥候伝令

　歩哨　歩兵斥候地雷架橋「鉄条網

　　　　　　　　　　　’　1

気球及飛行機（繋留気球，フクールマン式

飛行機，自由気球）三八式榴弾砲’三八

式機関砲　三ナ年式歩頬擦　要塞砲、三．

八式野砲　二十八珊知榴砲　二十四珊知

加農砲’ ?尞d砲兵観測所　十二珊知加

農砲あ射撃　分列式（歩兵，騎兵，砲兵）

在郷軍人会　簡閲点呼（勅諭捧読，点呼試

問）大演習一斑　鴫野立場　騎兵斥候

騎兵尖兵　将校斥候　展望哨　展望　行

軍縦隊　小行李－大行李　命令伝達，攻

撃命令下達　防禦　砲兵陣地、急造砲兵

肩叩　電話（輩線架設；電話通信所，随所

通信）砲兵隊長の命令下達　射弾及目

標の観測　機関銃装著　中隊長　散兵伏

、射　前進　主力の突撃　予備隊　軍旗の

層前進　放列架橋準備　騎兵渡河　気球

1衛生隊　鉄道隊軍隊休憩　拝観者．陪

観将校観戦外国武官講評　閲兵式
大回会場’

305群馬駐剤軍隊記念写真帖　附満洲風
’景　葛西虎次郎　逡陽　金光堂，明44．，

　1166枚’15×22cm　　　．　〈94－760＞

　　一陽鉄道附近属地及び市街あ全景　第

　5師団長陸軍中将大谷閣下、経：理部長神

　田1等主計正　鉄騎旅団長吉岡閣下　軍

　医部長渡辺1等軍医正「工兵大隊長　芝

　生中佐　参謀長新免大佐　歩兵第42連隊

　付国司中佐　第2大隊副官斎藤中尉　歩

tt ｺ第42連隊副官中島大尉・第1大隊副官、

　安田中尉　第5師団司令部大谷師団長及

　高等官　工兵大隊本部　歩兵第42連隊本

　部　歩兵第42連隊第1大隊本部　遼陽駐

　屯歩兵連隊兵営全景　歩兵第42連隊第1

　中隊歩兵第42連隊第2中隊　歩兵第42

　連隊第3中隊・事解42連隊第4中隊　歩兵

．第42連隊第9中隊　歩兵第42連隊第10中

　隊　歩兵第42連隊第11中隊　歩兵第42連

　　　　ト
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　図解12中隊　工兵第1中隊　工兵第3中隊

．工兵第2中隊　明治44年4月28日歩兵第42

　連隊斜陽停車場着の光景t／同歩兵連隊普．

　営（7？光景　侃家台に於ける炊事場　侃家

i台に於ける露営　後三尊子に於ける演習

　羊乎勾に於ける演習　代署屯に於ける演

　習　酉勢家溝に於ける演習・早飯屯に於

　ける演習　演習野南門外に集合の景　工

　兵架橋演習（其17其3）　明治44年9月2日’

首山梨に於ける歩兵連隊の名誉射撃名

誉旗授与式（其1，其2）工兵隊全県‡∫

兵大隊長官舎　工兵隊営門’遼陽憲兵分

隊　独立守備隊遼陽分遣隊：澄陽衛成監

獄と満倉　遼陽編成病院　首山守　穴山、

墾絶壁　首山墾山腹の寺院　遼陽停車場

・連隊将校官舎：通り、（其1，其2）、連隊三士

』官々舎　遼陽機関庫　遼陽車町街　遼陽

領事館　城内西門街，遼陽警務署　平門・

郵鵬横浜正鑓陽出張所醐瀞t．
分院　遼陽満鉄経理係　遼陽尋常高等小

学校　遼陽西門　遼陽孔子廟　遼陽金銀

庫寺　明治44年2月21日遼楊林子に於け、

る徐疫医ペスト患者を診察する光景tt同

・所に於ける隠匿せうべ夙ト死体を雪中よ

り発掘レ馬車にて運搬する光景　東洋街

裏通潰家の景三原連賑知顔燃長
官穿掘の景　千山無量観の碑文ゴ千山無

量観　千山の勝景．千山中戸寺　千山竹

琴の梨花’煙台駅　関聯炭坑　本渓湖あ，

龍洞　橋頭釣魚台　橋頭第1軍記念1碑

下馬塘g）トンネル　鳳鳳城の東門　架橋

中の唖聾江　奉天北陵着綿　奉天北陵内

、庭　奉天停車場　奉天小河沿の蓮　欝欝

有明橋　鉄嶺龍首山　長春の連絡停車場，

、長春貨物ホ・一ム内大豆積込の景　海城孔・

子廟、六石橋停車場金州の南山金州

城　木連日本橋　大連大桟橋　大連ヤマ

トホテル　大連発電所『大連電気遊園

老虎灘の勝景椥創り要塞司令部三三

の衛成病院　旅順赤十字病院　旅順白玉

の納骨堂温順露：国の表忠魂旅順白玉

山の表忠三二〇三高地頂上の記念碑
旅順二〇三高地　；．gz砲台後芳掩兵部

大盛子鉄条綱の景　閉塞舶報国丸の余江

東鶏冠山　砲台掩兵部内面　万里の長城

冬の満州　満州の処女　満州の婦人　満

州の髪結　満州の楽師，洗濯と捕魚　枯

草採集満州の果案播種の実景養牧
雨後の荷馬車満州の高州田家の打遣

馬賊の死刑満州の墳墓

，
豊
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山

頭
纐

　
年

大
漁
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306特別陸軍大演習写真版帖（明治31年大圏

　阪地方）陸地測量部撮影小川写真製

版所・明32。352枚　27×35cm

　　　　　　　　　　　　　　〈400－77＞

　〔明治31年11月大阪地方で行われた特別・

大演習。演習観覧の諸外国文武官，貴三三

　院議員の写真も収載。〕

307陸軍特別大演習写真帖（明治34年秋

　季）．陸地測量部撮影　小川写真製版所

　明35．337枚　28×39cm　　　〈401－83＞

　〔明治34年仙台地方で行われた特別大逆

　習〕

308　熊本地方特別大演習写真帖　共益商

社編明36。164枚19×25cm定価
・25r40銭．　　　　　　’　〈83－196＞

　〔明治35年11月あ演習。演習中の写真巌

　影の日，時，地点を明記。’清国・欧米陪観

　諸武官の写真を収載。〕
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309特別大演習写真帖（明治36年11月姫路

　地方）陸地測量部撮影　業益商社　明

　36．1250枚　19×27c甲　室価3円

　　　　　　　　　　　　　　〈83－276＞

310　特別大演習記念写真帖（明治40年忌

　軍）谷田部写真館撮影佐倉町（千葉）
　幸村書店　明4i．1　58枚　20×28cm

　　　　　　　　　　　　　　＜407－15＞

　〔明治40年11月結城三芳で行われた特別

　大演習。演習中の写真を中心にしている

　が演習に関係した連隊の隊長副官の肖

　像，建物の写真も収載。〕

311「 ﾁ別大回三三臨幸言己念帖（明治40年）

　茨城県　明41．9『22枚　27p　16×22cm

　　　　　　　　〈特28－137＞’〈94－582＞

』〔明治40年11月結城地方で行われた特別．

、大演習の写真で，演習の施設，県知事等関

　係者を収載。また演習の説明文もある。〕

212特別大演習写真帖（明治40年）　陸地

　測量部撮影小川写真製版所　明41．6

　50枚　28×39cm　　　　　〈401－83イ〉

　〔明治40年11月結城地方で行われた演習〕－

313特別大演習皐念写真帖（明治41年）2

　高石村（大阪）国越富太郎　明41．12，

　70枚　12p、15×22cm，定価75銭
　　　　　　　　　　　　　’＜特49－852＞

　〔明治41年11月奈良付近で行われた演習〕・

314特別大演習写真帖』陸地測量部撮影

　小川写真製版所　明42’．　360枚　28×39

　cm　　　　　　　一　『　　〈401－83ロ〉

　〔明治41年11月奈良地方で行われた大回

　習〕

315　陸軍特別大演習記念写真帖（明治41年

　11月）明42．3　17枚　29×35cm

　　　　　　　　　　　　　　〈406－28＞

〔明治4↓年11月奈良地方で行われた大罪

　習〕

316大演習写真帖　写真通信社撮影　博

　報堂　明42．1226枚、19×27cm

　　　　　　　　　　　　　　＜特55－14＞

　〔明治42年宇都宮附近で行われた大演習〕

317　特別大演習写真帖（明治42年）・．陸地

　測量部撮影小川写真製版所明43．8
’60枚’28×39dn　　「「　　　〈401－83＞

　〔明治42年11月宇都宮附近で行われた特…

別大演習〕

318’ ､軍特別大演習行幸記念写真帖（明治

欝）岡峠騨313枚く3器
．〔明治43年11月陸軍の甲山陽近で行われ

　た大演習〕

　　岡山停車場御着輩前の光景　岡山停車

　場通の奉迎門　岡山停車場通奉迎門の夜

　景，岡山停車場通奉迎者整列の光景　大

　本営前の奉迎門　大本営前奉迎門の夜景

　大本営御正門　大本営御車寄・大本営内

玉座大本営全景、倉敷停車場の光景
　倉敷停車場附近の奉迎門　菅生村御野立

　所　菅生村行二院所蔵西岡ゐ古図　吉備

　津停車場の光景　吉備津停車場附近ρ奉

　迎門　真金村所在奉迎門　加茂三三野立

　所加：茂村演習地の光景西大寺停車場

　1前の奉迎門　西大寺停車場附近奉迎者整

　列の光景　古都村二野立所右都村三野

　立所の遠望　観兵式場入口り奉迎門　観

　兵式場軍隊行進の光景　観兵式場（其1，
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　其2）大宴会当日岡山市内御通路の光景

　下西川橋上の奉迎門　大宴会場前の光景

　大船会場の正門　二二会場（其1～其4）

　特別大演習統監部　外国武官旅舎休憩室

　（其17其3）外国武官旅舎の食堂　外国

　武官旅舎あ寝室　天覧物産陳列場の（其

　1，其2）

　狩野元信筆水墨花鳥の図　豊臣秀吉筆辞

　世の和歌　周文筆淡彩真山水の図漆桶万

　里門　池田継政筆池田光政の像　巨勢金

　三筆着色風神雷神の図双幅　三三三筆水

　墨山水の図　頼山陽筆五十鈴川の詩　池

　大雅筆水墨富士あ図　曾我蒲三筆水墨象

，の図馬達筆水墨松竹の図　松村景文筆

　着色旭に筍の図　雪舟筆水墨達磨忌可の

　図　浦上玉堂筆水墨山水の薗　呉直筆淡

　彩松石の図　円山応挙温温色鯉の図双幅

　田能村竹平筆着色山水の図　浦上春心筆’

　浅鋒山水の図　谷二二筆着色武陵桃源の

　図　広瀬台山筆着色碧梧清暑の図　釧路

’雲泉筆着色山水め図三幅対　月山筆着色

　駿馬の図　宮川長春筆着色風俗画巻「白

■神碑一筆着色花卉図巻贈正三位池田光

　政黒糸絨甲冑　池田治政萌黄絨甲腎旧

　岡山藩老伊木二二浅黄絨甲青松，シコt”

　ラン，楓の盆栽　松，石付栢の盆栽，桧，

石の盆栽‘

319　特別大演習記念写真帖（大左元年）

　田山北野編．とも翠商会　大2．119枚

　地図　22×30cm　　　　　　　＜408－73＞

　〔：夫正元年11月川越附近で行われた演習〕

　　両軍司令官及師団長　大本営　稲荷山

内野立場　立川中学校二野立場　稲荷出

御野立場より見たる入間川全景　入王子

支隊の砲兵多摩川を渡渉す南軍騎兵第

■旅団所沢に達す　敵を撃濡し所沢を占
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囁領す　一軍近衛師団所沢に達す『三軍第

　　1師団大和田に達す　三軍砲兵陣地の一L一・

　　部　北軍砲兵陣地の一部　北軍砲兵の偵

　　察　北軍歩兵将校斥候　三軍砲兵陣地

．　1北軍第13師団の小行李　近衛師団入間川

　　町の攻撃展開　攻撃前進開始　近衛師団

　　入間川附近の機関銃隊’近衛歩兵第4連

　　隊の奮戦　騎兵旅団の戦闘　三軍近衛師

　　団の追撃　三軍歩兵第50連隊の予備隊

　　北台歩兵第58連隊の進出　演習中止中入

　tt間川岸の朝食’在郷軍人会員あ熱情　11

　　月17日朝第14師団方面の状況　同日正午

　　南面の状況幽南夷砲兵の退却　多摩川左

　　岸に於ける虚血第14師団の散兵　中央審

　　判官の活動　赤十字救護班観戦武官

　　観戦外国武官　統監部列車　パ式飛行船

　　信号気球徳川式第4号飛行機　飛行機
　　の天覧　所沢地方大演習盛況の一般　御’

　　講評賜餐場

320　陸軍特別大演習滋賀県記念（大正6年）

，滋賀県　大8．3　1冊』　一　　〈319－410＞

　〔製本中）

321　陸軍特別大演習記念写真帖（大正9年

度皇太子殿下行啓）・大分玉泉堂　大

　9。1245p　17×25cm　発売：宮崎書店

定価2円　　　　　　　　　　〈423「29＞

　〔大正9年中津地方で雇われた大演習。皇’

　太子殿下の行啓された学校・工場の写真

　もある。〕

322陸軍特別大演習記念帖（大正13年）

　高岡　帝国在郷軍入会高岡市連合分会

　大14．883枚　77p’20×28cm

　　　　　　　　　　　　　　〈423－191＞

　〔大正13年加越地方で行われた特別大演
1習〕
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　　　　　海　　軍
観艦式，大演習・小演習はそれぞれ別項を

たて，年代順に収める。遠洋航海の項も見よ。　♪

麗3∫造英艦隊記念帖　遥英艦隊記念二二

i纂委員編　画報支社　明45。787p・105

枚地図23×29cm　』〈408－60＞
　〔イギリス，「ジョージ5世の戴冠式を記念

　して行われた観艦式に軍艦鞍轟・利根を

　派遣。収載されている写真は戴冠式，観艦

　式，航海中のもの。〕

324常備艦隊運動写真帖　泉谷氏デ神

戸’光村写真部　明32．1025枚31×
38cm　非売品　　　　　　tt〈401－81＞，

　〔明治31年11月9日，天皇陛下御臨幸に際

　し，艦墜運動を行っfe，時の写真。〕

　　軍艦富士　軍艦八島　軍艦橋立　軍艦

　鎮遠軍艦松島　軍艦秋津洲　軍艦準速

　軍艦高砂　軍艦富士礼砲発射　各艦礼砲

　発射　艦隊神戸出発（其1～其3）艦隊運

　動単縦陣　艦隊運動横陣の一部（其1，某

　2）、艦隊運動小隊縦陣を制らんとす（其

ユ～其3）艦隊運動小隊縦陣を制らんと

　する際の御召艦艦隊運動第1第2小隊間

　の艦列離を縮めんとす　第1小隊の先頭

　艦御召艦富士を望む艦隊運動小隊縦陣

　艦隊運動小隊縦陣の側面　艦隊神戸投錨

325大日本軍艦写真・藤田精一編　海上

協会　大13．91冊19×26cm　非売品

　　　　　　　　　　　　　　〈423－158＞

　〔図版と戦艦の説明が交互に入？ている〕

　　戦艦　山城’日向　長門

　巡洋戦艦　霧島

　巡洋艦（二等巡洋艦）利根、平戸　大井

、夕張

・航空母艦・鳳翔’・

水雷母艦　迅鯨

敷設艦」勝力

海防艦一等海防艦（浅間1吾妻，出雲〉二

等海防艦（満洲，対馬）

砲艦　’等砲艦最上一
駆逐艦　一等駆逐艦（海風，浦風）、二等

駆逐艦（桜）　　　　1

潜水艦　第十四　第三十三

特務艦　富士膠洲　関東・
艦内生活の一・一・・班　将官公室／t艦長室、士

’官室士官次回準士官室㌧軍艦出入
港・同子棄．探海燈照射・魚雷肇射　反守

谷の懲軍艦に備掃賭信号の
発受．

326，帝国軍艦河内殉難者英霊之碑除幕式

記念写真帖　青木儀兵衛編　山口「富田

町往場　大8；’　12枚　16×21cm

　　　　　　　　　　　　　　〈186－272＞

　〔大正7年7月12日，徳山湾上で軍艦河丙

　が，火災により沈没。乗組員1，000名余響，

62i名がこの難に殉じた6富田町はこの事

　故現地に近く，また町長が碑建＝liに：努力・

　この町に建設するこζ、になった・’収載写

　真は式当日と建設中のもの。撮影は佐古

写真館。〕

327帝国軍艦帖　帝国水難救済会出版部

　120p　22×30qm　4円50銭，　〈412－27＞

　　帝国海軍旗（石版色刷〉帝国溝口区

　（同）、列国海軍勢カー覧表（同）・日本海

軍総人員（同）観艦式参列艦船一算表

　（同1　軍艦及備砲の沿革対照図（同）　海

　軍服制の概略（同）帝国海軍艦型図（大

判両面開き）．観艦式（三色版）二回戦

　艦の進水式（；頁大写真版）戦艦（扶桑

　摂津，河内，安芸，薩摩，．鹿島，’香取，三
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前，朝日，敷島，’三笠），，　・一戦艦山城の進水

式　戦艦摂津の一斉射撃　巡洋戦艦霧島
の一斉射撃　巡洋戦艦（三島，榛名，比叡，’

金剛，金剛の部分写真伊吹，鞍馬生駒，

筑波）海軍生活の一班　一＄巡洋艦（常

盤，浅間，八雲，吾妻，磐手，出雲，春日，

日進，阿蘇）　転回巡洋艦（笠置，千歳，津

軽，利根，筑摩，平戸，矢矧，須磨，『明石，

新高，対馬，音羽）　憎等海防艦及二等海

防艦（石見，富士，、周防，沖島；見島，厳

島，・橋立，千代田，秋津洲，韓崎，満州，

大和，武蔵，松江，駒橋）　一一一：IF砲艦及二

等砲艦（千早，淀，’最上，宇治，隅田，伏

見，鳥羽，嵯峨）「等駆逐艦（山風，海風）

；等駆逐艦及三等駆逐艦（浦圃，橘，’桜，

楠，，桂，榊，楓，梅，．柏，松，桐e’杉，叢

雲∴夕霧，不知火，陽炎，．蓉雲，曙，朧，

自雲ゴ朝潮，村雨，朝霧，有明，吹雪，鍛，

’潮，初霜，神風，弥生，子日，郊月，山彦，

’朝風，夕暮，若葉，春風，追風；白露，初

雪，時雨，夕立，朝露，白雪，初春，疾風

三日月・野分・夕凪，卯月，水無月，長月，

松風，菊月，浦波，磯波，綾波）　駆逐艦

内日常の「班　水雷艇（鴻，隼，白鷹，鵤，

真鶴，層千鳥，雁，蒼鷹，鵤う、燕，雲雀，維，

鷺鴎，鶴，二十九号，七十三号，七十四

号，七十五号）潜航艇（第十号，第一号，

第二号，第三号，．第四号，第五号；第六号，

第七号，第三号，第九号，第十一号，第十

二号，第十三号）潜航艇の内部　魚雷発

射機械水雷爆発の光県　海軍飛鴛機
軍艦製造9）順序

328　帝国最新軍艦帖　　　『海軍』編輯局編

明44．．111冊　15×216m．．　く408－45≧

　〔増補版がある〕

329帝国最新軍艦帖（増訂）『海軍』編輯

三編　画報社宰店　大元．li，36p　148

枚14×21cm　 ．　＼〈408－45イ〉

〔艦艇表が付いており，「同表は本編輯局

、に覧て調査の上蔀も正確なるものと信ず

るも思う所あり」と記載がある。〕

　、1遡監、金剛　敷島　朝日、三笠　肥前

香取　鹿島　薩摩　安芸　河内　摂津

巡墜戦艦　筑波　生駒　鞍馬　伊吹層

一等巡洋艦　浅間　常磐・八雲吾妻
磐手　出雲　春日、．日進　阿蘇

二等巡洋艦　笠置　千歳　津軽宗谷

利根・筑摩平戸’ 赶叶{磨明石
新高　対馬　音羽

一等海防艦壱岐丹後富士石見
相模周防
二等海防艦　沖島　三島　高千穂　厳島

橋立　千代三，秋津洲　鈴谷　満州　豊

橋　韓崎　葛城　武蔵　松淀

一等砲艦　龍田　千阜’淀　最：上

二等砲艦宇治　隅田　伏見　鳥羽　・

一等駆逐艦　海風　山風「

二等駆逐艦桜橘
三等駆逐艦　野分　東雲　雷　叢雲　文

月　夕霧　漣　陽炎　巻雲．’曙’霰　朧

朝潮’ 忠_　白露　追風　霞　吹雪　時

雨　薄雲　村雨　夕暮　朝霧　有明　白

雪　潮　初霜　神風　弥生　敷波．、子日

三日月　朝風　山彦若葉’朝露・夕立

疾風’夕凪響初春菊月　水無月
綾波　浦波，磯波tt白妙　卯月　不知火

皐月

一等水雷艇　鶴　鷺　白鷹　燕　鵡　維

雁　鴇雲雀　隼　千鳥　蒼頭．鴻　鴎

四十　四十一　四十三　辱

二等杢雷艇　第四十四号　第三十九号

第二十九号　第六十八号　第六十七号

第三十号．第七十号　第七十一号　第七
十二号’ 謗ｵ十三号第七十四号　第七
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十五号

潜水艇

33b渡英のおもかげ　神戸一中尾新太郎
「明36．453枚．17×26bln　非売品

　　　　　　　　　　　　　　〈83r217＞

　〔英国皇帝陛下戴冠の成典参列のため浅

　間，高砂の両艦が明治35年4月から11月28

　日にわたり派遣された。英国までの往復

航海中の写真。撮影者は浅間機関長関重

　忠。〕

　　台湾沖航行の高砂　台湾沖航行の浅間

　新底面埠頭繋留　同地に於ける石炭積

　同地の蛮語濾水の景　軍楽隊奏楽（艦内

　での練習）印度洋中三二二会合（其

　1ト其3）1油鼠・母に於ける石炭積　駆逐

　艦白雲古血母出発印度洋中端艇競漕
　蘇士軍慮通航（某1～：＃　4）　ポートセッド

　英国地中海艦隊旗艦レナヲン号　マルタ

　港内英艦フォーミデーブル及高砂　ジブ

　ラルタル港口の景　ジブラルタル全景
r’ U月下旬観艦式前スピットヘッドの壮観ド

　（其1～其4）ジャース．ト軍港に於ける浅

　間　同地に出て催せし彼我兵員の運動会

　新愛盛艦朝潮まさに帰朝の途にっかんと，

　す　白耳義国アントワープの景埠頭よ

　り見たる2艦　埠頭見物人雲集　艦内宴

　会余興　同国軍楽隊告別の楽を奏す　ア

　ントワLプ告Sil観艦式の工め英艦ズピ

　ットヘッドに集合　』斎撰錨　定位置に

　碇泊　観艦式日の壮観（其1，其2）御召

　艦に敬礼（其1～其3）　当日の来客　葡萄

　牙リスボン全景　ジブラルタル側面地

　中海に於て英艦テリブルに出会す　三国

　ネープルス　ベズビヤス火山　紅海の入

　口ベリム沖の燈台島　四丁の全景・三三

　母幣内　逞国忌谷に至る途上の風景　磐

　谷市遠望

331　日本海軍　第1～5巻　大阪・関西

写真製版印刷　明35．13冊（合本）、

26　×　37cm　・．　・　〈400－71＞　，

　〔日本海軍所有の軍艦・駆逐艦等の写真を

収載〕　　　　パ

　　第1巻
　　軍艦敷島激島上甲板　同安式12吋露

　砲塔　軍艦朝日，軍艦富士のヰ甲板　軍

　艦鎮運　軍艦朝日の舵楼　軍艦富士軍艦

　松島保式47密利速射砲　軍艦平遠　軍艦

三遠め弾痕と上甲板　軍艦松島

　　第2巻
　　軍艦八島　水雷駆逐艦叢雲・．、同筆禅室

　同艦長室　同士官室一ts軍艦千歳1軍艦笠・

　四望式8吋砲　軍艦re．［立加式32果断　軍

　艦高千穂　軍艦高千穂側砲（安式12珊砲）

　軍艦筑紫5連機関砲’水雷駆逐艦雷　水

　雷野鴨2号

　　第3「巻
　　軍艦初瀬　軍艦初瀬安寧i2吋速射砲

　軍艦高砂　軍艦高砂安式8．吋連射砲　軍

　艦1秋津州　軍艦秋津州側砲　軍艦金剛

　軍艦金剛側砲　軍艦金剛町勢17珊砲　軍

　三島暦　軍艦筆海解式21珊砲　永雷駆逐

　艦東雲

　　第4巻
　　軍艦扶桑　軍艦扶桑探海燈　乳下甲板

　克式24珊旋廻砲　軍艦常磐　軍艦常磐安

，式八雨露砲塔　同安式15珊速射砲　同艦

　長室　同士官室　軍艦常磐安爺12膀砲
周将官室軍艦厳島軍艦即下甲板砲．

　台「軍艦武蔵　軍艦武蔵旧式17三三　軍

　艦赤城　赤城上甲板　水雷艇隼

　　第5巻
　　軍艦浅間　軍艦浅間安式8吋速射砲

　軍艦浅間上甲板　軍艦済遠軍艦燐遠野

　式15三三一軍艦三遠四三24珊砲一軍艦三
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磨　軍艦須磨安式15珊速射砲　軍艦須磨

機関室　軍艦夕霧　水雷艇第14号　水雷

艇第46号．

右千代甲）参列軍艦（吾妻）参列軍艦

（常磐）参列軍艦（左三笠右秋津洲）参

列軍艦御親閲後の御召艦　軍艦出雲甲

板の御宴会場

　　　　”観，艦　式

　　　　　行われた年代順に排列

　r
332・観艦式写真帖　中尾新太郎．神戸

’光村写真部　明33．6’12枚　31又38cm

非勢品　　一－、　・　．　　tt＜400－89＞『

　〔明治33年4月下旬に明治天皇ほ摂播での

海軍大演習に行幸，その後の4月30日遅神

戸で行われた観艦式の写真。豊橋，龍田，

笠置の三艦から写したもの。写真の大き

さ25×26．5cfn。〕

　観艦式各艦整列の全景　各論祝抱発射

の状　御召艦溝間航走．御召艦浅間にて

心血御親閲の状御召艦及供奉艦投錨の

景御召艇にて敷島へ御臨幸の景　第1

列の各面祝砲発射の景（笠犀より撮影，龍

田よりi撮影）　第2列先回艦笠置より同列

を望む　第3列豊橋より御召艦及第1列及

第2列を望な（其1，共2）軍艦豊橋よP．第

1列第2列を望む　第3列及第4列水雷艇：逐・

艇及水雷艇整列の景　潔癖御召艦浅間及

供奉艦と共に舞子に御還幸の景・

333海軍大演習観艦式写真帖（明治36年4

月10日’．於神戸港）神戸小曽根貞松
明36L　9　13枚　29x　37cm　』　〈401－6＞

　御親閲fi）際鎮遠より皇礼砲発射　参列

各回り皇礼砲発射　御親閲中の艦隊第2

列を望む　御親閲中の御召艦英（左御召

艦浅間二藍遠）御親閲中の御召艦（右御

召艦浅間左千代田）参列軍艦（中藍手左

秋津洲幽明石）参列軍艦（中入雲左和泉

@33’4観艦式　高木秀太郎著　大阪　関西

　写真製版印刷明36．幽1012枚22×26・’

　cm　　一，　〈83－263＞
　〔明治36年3月，海軍大演習の後づ神戸港で

　行われた観艦式の写真。集合した艦艇は，

　朝日，三笠，敷島，初瀬，富士，八島，吾妻，

　磐手，出雲，浅間，常磐，八雲，吉野，千歳，

　笠置，高砂？千代田，浪速，和泉，平遠，鎮

　遠，須磨，明石，秋津洲，宮古，千早，傘謝

　筑紫扶桑，高雄，豊橋，等。なお各写真の

　説明はない。〕

　大g小津習
演習の行われた年代順に排列

335海軍大演習記念写真帖（戊申）三章

大演習統監部編　光村出版部　明42．4

41枚　119×27cm　　　　　、　〈22－486＞

　〔明治41年10月中旬から11月上旬に行わ

れた海軍大演習時の写真を同質，演習記

事もある。〕

　海軍大演習統監海軍大将伯爵東郷平八

榔に賜りたる勅語舞子行在所御召艦
浅間　御召艦浅間に於ける御座所　統監

の乗艦満州．軍艦満州に於ける依仁親王

殿下の御室軍艦満州に於ける統監部員

明石に於ける統監部　依仁親王殿下並統

監海軍大将伯爵東郷平八郎三三監直属員1

依仁親王殿下並統監海軍大将伯爵東郷平

，八郎及統監職員　海軍中将男爵片岡七郎．

・及第1艦隊配属統監部職掌梅強弩将男
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　　爵上村彦之丞及第2艦隊配属統監部職員

　　海軍中将男爵向山慎吉及第3艦隊配属統

　　監部職員第1艦隊司令・長官海軍中将男，

　　爵伊集院五郎及幕僚　第2艦隊司令長官

　　海軍中将男爵出羽重遠友幕僚　第3艦隊

　　司令長官海軍中将男爵富岡定両班幕僚

　　第1艦隊司令長官及幕僚並三笠乗員　第2

　　艦隊司令長官旧幕僚船香聖乗員　演習

’　（其1～其16）統監の講評　神戸沖に於「

　　ける連合艦隊御召艇　皇礼砲　連合艦

　　隊旗艦三笠観艦式御親閲（其1，其2）、

　　潜水艇　電燈艦飾　軍艦満州食堂　軍艦

　　満州喫煙室

336海軍大演習写真帖（明治41年）、海軍

大演習統監部編　光村合資会社朋42．4

48枚　25×36cm、．　　　　』〈407－43＞

　〔明治41年10月から11月にかけて九州地

芳で行われた大演習の写真。海軍軍令部

　長寄贈本。〕

　　海軍大演習統監海軍大将伯爵東郷平八

　郎に賜りたる勅語　大元帥陛下　有栖川

　宮威仁親王殿下　東伏見宮依仁綿王殿下

　舞子行在所，御召艦浅間　御召艦浅間に

　於ける御座所統監の乗艦満州　軍艦満．

　州に於ける依仁親王殿下の御室　軍艦瀬．

　州に於ける統監部員　明石に於ける統監

　部依仁親王殿下並統監海軍大将伯瞬東
・郷平八郎及統監直属員　依仁親王殿下並

　統監海軍大将伯爵東郷平八郎及統監襲職

　員　海軍中将男爵片岡七郎及第1艦隊配

　属統監部職員・海軍中将男爵上村彦之丞

　及第2艦隊配属統監部職貝　海軍中将男．

　纏向山慎吉及第3艦隊配属統外部職員

　第1艦隊司令長官海軍中将男爵伊集院五

　郎及幕僚　第2艦隊司令長・官海輪中将男

　日出羽重遠猷幕僚　第3艦隊司令長官海

　軍中将男爵富岡定恭戎幕僚　第1艦隊司

「令長官及幕僚並三笠乗員『 謔Q艦隊司令

長官及幕僚並香取乗員　演習（其1～其

15）統監の講評　神戸沖に於ける連合

艦隊　御召艇　皇礼砲　連合艦隊旗艦三

笠観艦式，御親閲・潜水艇　電燈艦飾．

軍艦満州食堂・軍艦満州喫煙室

　337　海軍大演習写真帖（大正元年）小川

　一真小川一真出版部大2．255枚

　23×29cm　’　〈408－76＞
　　’大演習参ガロ員に賜わりたる勅語写　東

　伏見宮依仁親王殿下伏見宮博恭王殿下

　1御召艦筑摩御召艦筑摩に於ける御座所
X一

　　統監海軍大将男爵伊集院五郎及統監部員’

　　統監海軍大将男爵伊集院五郎及中央審判、

　’部員　統藍の乗艦満州　赤軍横須賀鎮守

　　府審判部員　面面艦隊審判部員　赤軍艦

　　隊審判部員　青軍艦隊各級指揮官二二僚

　　赤軍横須賀鎮守府艦隊各級指揮官及幕僚

　　懸軍艦隊司令長官海軍大将男爵出羽重遠

　　及幕僚　赤軍艦隊司令長官海軍中将吉松

　　茂太郎及幕僚　赤軍横須賀鎮守府司令長

　　官海軍大将男爵瓜生外吉及幕僚　観艦式

　　事務委員長海軍少幣財部高詠委員　二軍』』

　　陸上演習に於ける血温及見学将校　佐世

　　保軍港碇泊中の青軍艦隊青軍艦隊の佐

　　世保出港　青島第1戦隊の航行　同情5戦

　　隊の航行赤軍艦隊の航行’同工4戦隊
　　の航行第1戦隊の陣形運動（其1，其2）・

　　赤軍駆逐隊の炭火補充（其1，其2）青軍

　．駆逐隊の有明湾入港　掃海艇の集合　陸

　　戦隊　陸上対抗演習統監中の青軍艦隊司

　　令長官及審判倉　機関銃隊　陸戦隊の戦

　．闘（其1～其3）合戦準備　戦訓準備なμ

　　る戦艦　駆逐隊の襲撃　二軍主隊の砲戦

　　敵艦隊を遠望せる青軍艦隊司令長官　赤

　　軍巡洋戦艦隊の全速力集中詰軍艦隊の

　　戦闘（其1十其5）・赤軍艦隊の航行 赤軍

．一
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騨の戦闘（其1一期，青軍水雷戦隊の．

活動，赤軍第4駆逐隊の活動　相模灘を

制圧せ為青軍艦墜　赤軍潜水艇の外洋に

於ける活動赤軍主隊東京海湾に入泊
横浜沖観艦式場に入泊、中の青，赤艦隊

統監の講評窺艦式場（其1，其2）皇礼

砲・御親閲蜴餐艦安芸に臨御（其1，其

2）　飛行機・飛行船

338　特別観艦式海軍大演習写真帖（大正4／

年）梅軍軍令部　大4．’12　175枚　27×

37cm　’　〈412－62＞
　〔横浜沖で行われた即位記念め観艦式の’

写真と大正4年度海i軍大演習第1期から3

期の演習風景の写真とを収載〕．

339特別大演習写真帖（大正8年）　〔海軍

’省〕60枚　28×38cr血、　　』‘〈416－23＞

　〔大正8年10月の海軍大演習〕

340海軍小演習写真帖（大正10年）海軍・

小演習統監部　画報社　大11．．16’10三枚

26×38ご血　非売品　　　、　　〈416－62＞

　統，言及中央審判部員・娘心審判部貝

赤軍審判部員（其ユ，其2）青軍連合艦隊

司令長官旧幕僚三軍艦隊：幹部（其1，其

2）赤軍艦隊幹部赤軍艦隊司令部員
赤軍舞鶴鎮守府幹部　赤軍舞鶴鎮守府司

令長官激幕僚’統監乗艦満州及随伴駆透

隊　満州艦橋に於ける統監及中央審判三

二　油谷港に集合せる青軍連合艦隊（其

1ん其7）大湊に於ける赤軍艦隊哨戒
艇香取に集合翻心に就かんとす、飛行機

爆弾投下・臨戦準備を整へたる鹿島　臨－

戦準備実施中の鹿島　臨戦準備を整へた’
　　　　　　ヨぼう鹿島艦橋、駆運艦に石炭補給中の赤軍

第5戦隊栗田湾飛行場に於ける東伏見

ヒ宮依仁親王殿下　飛行機より見たる栗田

湾飛行場『 葬ﾟ枝隊摂津及肥前　栗田湾

乖行場　栗田湾飛行場三無線電信所　栗

福音飛行隊　飛行機ホり見たる舞鶴市街

第2期演習開始されんとし満州め出動

曲射連合艦隊の油谷湾出動（其1～其9）

硯沖に於ける青軍主力陣形運動（其1～其

3）赤軍艦隊大湊出動（其1，其2）赤軍

艦隊陣形運動（其1～其4）輸送艦隊正に

美保湾に入らんとす一輸送艦隊投錨揚陸

を開始せんとす　陸戦隊揚陸（其1，其2）

米子附近陸上に於ける続監及蕃判部員

陸上防備急設作業（其1～其8）完成せる「

糎高角砲’野砲の運搬　完成せる仮設発

電所　仮tt救護所　軽爆陸一1一に於ける連、

’合艦隊主脳及青軍審判部員　第1防備隊

‘幹部及青軍審判部員　舞鶴封鎖中の第2

艦隊主力　能登沖第3期演習開始時に於

ける第2艦隊　捜索列配備に就かんとす

る第2水雷戦隊　戦備を整へたる第3戦隊

（共1，其2）　第5戦隊砲火を開き青軍大井

の撃破努む『砲戦益々盛なワ　赤軍主力

青軍捜索艦に急迫　赤軍水雷戦隊主力に

、協力青軍に当る激に向ひつつある青軍

主力　赤軍主力　赤軍艦隊合同戦闘開始’

（其1，其2）’赤軍主力の砲戦赤軍主力

ホり青軍第3戦隊を望む　青軍駆逐隊煙

幕を張る（其1～其3）戦闘中の第5第6戦

隊　青軍主力赤軍に迫る　赤軍水雷戦隊

の戦闘　青赤駆逐隊の接戦戦闘正に酎

なり・錦部主力益々赤軍た近接す’赤軍

主力及硅酸隊青軍主力合同第3戦隊よ

り青年主力を望む　赤軍第3水雷粒隊の

煙幕（其工，其2）演習中止時に於ける赤

軍艦隊　演習中止各隊の舞鶴回航（其
’1ん其6）舞鶴海兵団内に於ける講評’

341・海軍大演習写真帖（大正13年）海軍

大演習統監部　帝国海軍社　大14．8－66
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枚26×38cm 〈416－128＞

342海軍小演習写真帖（大正14年）海軍

小演習統監部　大15．356枚、27〆37
　cm　非売品　　　　　’　　　　．〈417－3＞

　〔大正14年秋の演習風景〕

343海軍小演習写真帖（大正15年）海軍．

軍令部　昭2’45枚　28×36cm

〔奥付なし〕

〈417－3イ）

　　　　北　清tt事　変
　　　　　　　　　　　　　　He

344北清事変写真帖『河唐鋤ピ編　吉沢層

　商店　明34．550枚，16×23cm

　　　　　　　　　　　　　　〈90－165＞

　〔柴田常吉・深谷駒吉の従軍撮影とある〕’

　　宇品通信支部へ山口師団長等の着　宇

　品陸軍通信支部べ工兵第5大隊の着t．我

　41連隊宇品港より乗船の実況　宇品にて

　馬匹積込の実況　5師団長以下宇品三橋

　へ到着の実況　第5師団句誌部の各将校

　小蒸汽船にて西京丸に乗船の実況　5師

　団司令部の将校を回せたる西京丸の出帆

　天津居留地より武備学堂を望む景　天津・

　’白河の河岸に団匪の三体散乱の実況　天

　津居留地の日本領事館　天津居留地の川

　岸た於ける英国訓練隊天津の白河に独

　逸三兵が架したる仮橋　天津居留地に於

　ける連合軍の墓　天津居留地に於ける服

　部少佐の墓　天津に於ける日本論点監部

　にて勅語奉読式の実況・天津器機局の遠・

　望　天津城南門の第1門　天津城南門の

　第2門　天津都督衙門　天津水師営砲台

Jの外面　夫津師営砲台の内部　天津停車

　場に連合軍総司令ワルデルゼー氏を出向

ふ実況　天津停車場へ連合軍総司令官ワ’

ルゼルデ・一．氏の到着の実況　北倉守備隊

前の白河に我工兵の架したる船橋　北倉

に於ける日本軍の守備隊及粘支部　呼野

に於ける日本軍の守備隊　三州南門の四

通州に於ける英国守備隊本部の将校及印

度兵通州城内天主教会堂の門　通船に

て日本軍の占領したる米倉　野州城丙の

焼跡’三州城内火薬庫破裂の為め城壁及

附近の家屋破壊の実況　通州城の中にあ

る高塔　三州北門に於ける仏国守備刷本．

部－ k京朝陽門第一門壁上櫓の焼跡　北

京主陽門の火災，北京城内三親三三第一

．・ ﾌ表門　北京城内粛親王府の焼跡　北京

城内日本公使館前にて将燐及公使の合掌

北京城内団匪の防禦工事　北京宮城乗取

比感日高将校諸君天安門外に休憩の実況

北京夫安門前に連合軍休憩の実況　各国

』公使宮城に乗込の実況　北京宮城乗取式

当日天安円に入り来る露国の将校’北京

宮城乗取式当日二軍天安門より乗込む実

況　北京宮城の全景　北京城内神武門

北京城内景山の山上にある六角堂　北京

宮城内の御学問所　北京宮城内御苑の蓮

池に架したる石橋　　一

345” k清事変写真帖　第5師団司令部…撮影

　小川写真製版所　明3S　．』4133枚　30×

　38cm：　　　　’〈特70－83＞〈400－72＞

　〔列国軍帽・濃淡・．肩章袖章の図が彩色入

　り。北京，天津等関連地区の地図が写真図

　版の前に付いている。写真は1ページに約

　4枚。ユ枚の大きさは高さ9．5×横14．5

　cmo）

　・北京皇城西北隅　皇城内午門（米軍守

　備）皇銭内大工門皇城内天安門　皇

　城内養心門、皇城丁丁早宮皇城内（翔

　三三林）宮　皇城内武英殿火災後光景
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　皇城内乾前門、皇城折中和訓　皇城内乾

　清殿　皇城内中和殿　皇城神武門　皇城

　乾清幽　皇城内（降雪軒）宮　皇城内の景

　北京籠城武宮（日本）　北京粛親王府焼跡

北京日本公使館食堂の惨状　北京日本公

　旧館　日本公使館内の景　日本公使館附

武官の宿倉　公民港’日本公使館内兵営

　建築用材料大虚池永安寺　景山より永

安寺を望む　景山の量　皇城大理石橋

　六理石橋より仏軍司令部を望む　北京徳

西門　徳勝門上より門外市街を望む’皇

、城東方東証門より東華門を望む・北京東

直門．東霞門外の景　北京朝陽門（斎化，

門）朝陽恩命より門外を望む　北京攻

撃の廟朝陽門外砲兵陣地皇城附近西．

安門．北京安定門　安定門より門外市街

を望む　北京韓楼　朝陽門上より城内を

望む　儀雨垂の島の景（皇帝の幽閉所）

幽幽殿東南部（独乙騎兵の宿舎）皇城西

北方北堂の景北風地雷孔（義和団あ爆

発せしもの）北京東北隅の地雷孔．北
京西方競馬場に於ける白・独・■仏国の軍楽

wa，（其1，其2）　北倉南方王民及南限附近

歩兵第41連隊の激戦場　北倉西南火薬局

の入P　北倉西南火薬局附近の堤防　火

薬局内雨跡　北京万国倶楽部の競馬　北

京西方競馬場に於ける白本軍将校の休憩，

天幕　朝陽引上より第三糧食紹列め凱旋，

を望む　北京射撃賞品授与式の時に於け「

る日本軍将校　北京第5師団司令部師団

長鉢前に於ける山口中将　室内に於ける

山口中将　山口中将室内の景　北京天壇．

騨場に於ける山・中将の凱旋単蹄
に山口中将め見送をなす印度兵及日本軍

養成の清国巡捕　山口中将凱旋を送る新

旧地軍及仏国の軍楽隊　北京日本野戦病

院北京病院の手術室安定門外の井
’（其1，其2）景山の雪景（其1，其2）．北京

　儀三殿　儀鷺殿の正門　万寿山仏喜喜を

　対岸より望む（其1，其2）万寿山入口

　’仏香閣の側面を望む　万寿山17三橋　北

　京先農壇米軍の幕営温州西方8里橋
　通州停車場の予定敷地　通湘南門　通州

．H本軍桟橋，通州西門　隔心日本愚痴司

　令部　通州白河三二兵立占支部　豪州西米．

　倉　通州東米倉内の景　庶家湾北門　張

　家湾市街戦後の光景　黄村停車場　楊村髄

　占領米倉庫　楊村軍橋　楊村日本守備隊

　の宿舎　閉村停車揚　白河氷上あ橘　前

　進中楊村に於ける第5師団司令部宿舎
　野村鉄道橋（修埋サるもの）（其1，其2）

　鉄道橋より東方を望む・楊村戦闘中の砲

　兵陣地　鉄道橋附近より楊村を望む’楊

　村の舟橋　楊村二二赤十字病院　暗愚軍

　占領の子房停車場　伺本高声嶺あ黄村停

∵車場　響町丈二二　白河右岸より差歯を

望む『 k倉南方二二山南倉附近歩兵第41

1連隊の激戦場　北倉南方武庫の残跡・北

倉より南倉及唐家山を望む　韓一樹の景

　（戦場）　唐家湾南方橋梁　天津北方西沽

の橋梁戦闘前連合軍の集合場附近堤防幽

より唐家湾を望む　北倉戦闘前集合場
北倉戦闘前歩兵第41連隊の集合場　天津

弗方骨橋（其1，其2）　天津居留地附近白

河の景1 V津日本兵姑監部　天津日本病

院内の景（其1，其2）’日本病院の支部に

属する運動場　　日本兵三門病院あ手直室

（其1，其2）t柏?t営球破壊天主教会堂の
景，』 V津将校墓地　天津下士以下の墓地　tt

天津市街・天津郡二二門前の橋梁・天津

市武備学堂　天津日奉兵器廠　日本兵器

麿の倉庫2棟　天津白河々岸の景停車

場附近破壊家屋天津に於ける元帥伯爵

ワルデルゼーソ宿舎　天津停車場（其ユ，

某2）　天津停車場附近亜鉛製家屋，停車

場より水師営を望む　水師當の備砲　天tt’
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津河岸に輻湊する舟の景　天津水師争

奪光門内の景　海光門外の景　海光調帯

よワ天津城表機器局を望む　天津海軍寺

機器局　機器局附近小橋及破壊家屋　機

器局の後方楊柳のある堤防7月9，13，14

日の鷹揚　機器局内日本兵営建築敷地へ

天津北洋機器局　北洋機器局の正門　小・

王臣より競馬場及其他の戦場を望む　天，

津都側衙門　天津陸揚場　天津連合競馬、

観覧所（其1，其2）天津米軍病院天津

独乙旅舎アストル・ハウス『 V津独乙橋・

畔より独乙軍病院（北洋大学堂）を望む

天津独乙居留地　天津英国居留地公園

天津日本領事舘　日本領事館内・南門よ

り天津城申央の鼓楼を望む　天津鼓楼
天津都響衙門天潮暗事館眼ける

戦死者の祭典　海光門外印華華の幕営

天津印度早め牧羊　天津連合競馬の馬見

場． 叝o学校i天津市秋山町1丁目10番地

天津白河右岸日本居留地に於ける道路開

修（日本工兵の作業）天津歩兵第41連鼻

茸1大隊本部　天津停車場　山海関北門

山海関南門　山海関東門　山海関西門

山海関第2砲台の入口、山海関停車場

山海関国遠砲台　山海関東門附近城壁上

より長城を望む　山海関野1砲台t’山海

関東門天下第1関　山海関第4砲台日本及

英軍にて占領，山海関東門ぷ山海関第1

砲台の備砲　山海関東階上より海岸を望

な　東門上ホり北方長里を望む　秦皇島．

の景（其1，其2）秦猿島の日本軍廠舎

秦皇島の景秦皇考長桟橋（其1，其2）

開平北方戦備学堂（独乙歩兵op宿舎）蚊

鳳山より唐山を望む　唐山石炭坑　唐山

セメント会社　唐山石炭坑の北面庸山

停車場　唐山石炭坑　昌黎西門上よ一り北

方を望む停車場より昌黎市街を望む

南門より永平府市街を望む　永平府西北，

　白河右岸首陽山麓の伯夷叔斎の廟　永平

　府東方城壁及北門　永平府南門より東方

　城壁を望む　永平府南方城壁より東面城

　玉璽：高点を望む　西南方より永平府城を

望む　永平府最高城壁上に於ける日本守

　備隊蒋幾等　偏況汀附近高地麓より鉄道
tt

ｴを望む　偏況汀北方高地東方より藻

　河鉄道橋を望む　市街北方高地より偏況’

　汀市街友藻洲城を望む　藻河鉄道橋　藻’

　河　漢沽新築鉄道橋　塘沽白河左岸の起

　重器　塘沽臼本運輸通信部の桟橋　塘沽

　日本守備隊宿舎塘沽日本兵姑司令部の

t？t新築舎　西大沽白河岸日本運輸通信支部．、

　の桟橋　7月8日凱旋の際弘済丸より太沽

　沖たある輝国艦隊を望む　山ロ中将凱旋

　の時の千歳艦．．弘済丸．より小倉丸を望む

　白河を下る紀伊川丸（伝染野幌輸送用）

　日本軍占領太宰北砲台（其1，其2）太沽

　水道局第3沈澱区に於ける貯水塔　凱旋

軍隊の宇品上陸広島にて山口中将凱旋

　の翠黛兵隊の分列　凱旋のため工兵の分

：列　凱旋のため騎兵の分列　凱旋のため

　砲兵の分列　天津に於ける日本中凝鮒秋

　山大佐其他の将校　北京平和条約調印の．

　室内の景（慶親王，李鴻章，仏国全権公使）

　米，英，独，露西，懊，白，似，日及蘭の全権

　公使　北京に於ける蓑世慰め兵　北京北・

　方練兵場に於ける衰世凱部下の歩兵　秦

　皇島の景（其1～其4）秦蘭島長桟橋（其

　L其2）秦皇臣より海岸を望む（其1，其

　2）　山口師団長居幕僚　北京公使館に於

　ける文武官会合英軍司令官くGaselee

・中将及幕僚　仏国少将Fely陣幕僚一独

　乙少将　Von　H6pfnet　厘幕僚露軍
　司令官，：Linevitch　及幕僚　米軍司令

　官　Chaff6e　及幕僚　露：軍歩兵旅団長

　Stessel　及幕僚　独乙元帥伯爵　Von

　Waldersee　元帥伯爵Walde士s6e・少将
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Sbhwaizho，ff及山口中将其他日独将校

明治33年9月日本公使館に於ける列国軍

指揮官　日英将校　日本公使館の防禦者

Chaffee及山口中将・塚本・福島少将其他t’

日米の将校　仏国Marchand中佐’
Vidal少佐同婦人及息女と山白中将　福．

島少将其他日仏将校・北京東直門上に於

けるVon　Trotha少将及山ロ中将　露国

Eugenel　Dodbert大佐及山ロ中将　福島

少将其他日零の将校・．at京に於ける列国L

獣医官独乙Bauer’少佐及日本軍参謀・
tt i田大佐其他日独将校　独乙Zit2ewitz

少佐及日本軍参謀永甲大佐其他日独の将

稼北京鋸公使館に於ける翻将校友
日本将校北京万国倶楽部に於ける米，

仏，独，伊，日，来由将校．露国大尉及中尉

「と日本将校英国Sir　Gasele6中将参

謀，0’Sullivan中佐其他保定府遠征軍の

本営に於1与る将校山海関に於ける英，

仏，日及轄払出医　北京に於ける；荘重将

校　山海関に於ける月露将校（其1，其2）

日照軍医　甲米軍医　’日英軍医　日出軍

医　甲霧軍医　日露将校、列国兵』日伊

将校鮭缶に於噛暎将校山海関
に於ける日英強勢将校　英国；Reid少佐’

及幕僚山海関に於ける印度第4パンジ

ャブ歩兵連隊将校印度ジョドボア槍騎

、兵連隊将校、米茱独仏典の小銃弾（其1，

　　　　　　　　　　　　　　　ヨノら其2）　日，英，独，米，伊tS仏7か国蹄鉄用釘．、

急迫　米国将校（騎兵連墜長）．米国歩兵　＼

歩兵武装及携帯天幕　米国看護人及タン

カー（其1，其2）北京に於ける米軍歩兵一

幕営　米軍騎厩舎　騎兵馬具　米軍比重

厩舎，同内部　円形罪幕　同入口　病院

天幕　米軍蒸留永製造所の機械　砲兵蹄

鉄工場　米軍出島車輌及圧搾干草’米軍

水運車　米軍夫砲（其11其2）米軍弾薬

車（其1，其2）　野獣病院厨室内　三三軍

医　陸軍看護婦陸軍病院φ寝台　閉院
の食卓及寝台

：甚里層印度歩兵tt印度騎兵　英国歩兵曹

豪以下　英国乗馬工兵1．英国剛兵（馬載

J工具を有す）英国砲兵馬繋場　英国砲
廠及馬具．英国砲兵弾薬庫　山海関に於

ける英国騎砲兵砲廠　山海関に於ける莫

国騎砲兵厩唱英国乗馬工兵の携行ポート

（其手，其2＞1英国天幕　英国タンカ（其1，

其2）英国濾水器英国患者輸送車　北

京に於ける英国陸軍病院内部，英国陸軍

医国恥手術台、英薗蹄鉄工場　英国騎兵

蹄鉢工場　英国獣医扱　山海関英国騎兵

馬繋場　山海関に於ける印度槍騎兵連隊

長の馬（其1，其2）　山海関に於ける印度

ジョドボア槍騎兵連隊

七里　仏事騎兵　仏国歩兵・仏国歩兵武

、装及携帯天幕（其1，其2）仏薗歩兵め装

具・仏国植1ミ地歩兵及看護長仏国軽気

球隊の軽気球飛騨（北京大周池附近）（其

1～其8）’軽気球上よ：り北京皇城西北隅・

を望む　軽気球上より景山を望む　軽気

球上タり永安寺を望斡．軽気球上より万

寿山を望む軽気球上より北勢を望む
軽気球上より天津居留地を望む（其1，其

2），軽気球上より天津市街を望む’ y気
球上より天津城壁及白河上流を望む　軽

．気球上＄り天津居留地及白河左岸を望む

天津仏国病院用野戦消毒車

独逸ig　・馨る歩兵　独乙猟歩兵　将校兵

卒及軍犬　鞘町猟歩曹長以下．独乙猟歩

兵上等兵及兵卒の武装　同装具　独乙騎

兵（乗馬）独乙騎兵独乙騎兵め馬独』

乙砲兵中隊（其1，其2）独乙砲兵砲廠．

独乙工兵の行進独乙工兵の装具独乞

猟歩兵の携帯天幕　三三三重車回　三三

電信車輔　1901年3月3日独乙労兵連合演

習に於ける元帥Waldersee及列国将校
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1901年3月3日諸兵連合講評後の集合　独
．乙歩兵分列式（其1～其4）’ ?O演習に：於

ける乱雲砲兵陣地　独法騎兵無慮獣医

漏壷騎兵獣医扱　独乙海軍砲兵の蹄鉄工

用鍛工車　独乙騎兵蹄鉄工場　独言鉄舟

及漢沽架橋　天津に於ける独乙軍幕営
北京独乙第2野戦病院（其1，其2）独語野

戦病院の消毒車（其1，其2）独乙衛生材1

料車（後面）独唱衛隼材料車（側面）乱

破患者輸送車（其1，其2）独乙野戦蒸餅

車　天津独乙諸材料車（其1，其2）歯面

・野戦病院に於けるX光線器車（其1～其

3）楊村急迫赤十字社病院の平面

・琿：壷振国歩兵’知歯ベリサグリエ兵の

武装（其pl，其2）ベリサグり工中隊三

国歩兵中隊　伊国歩兵及謡扇天幕　伊国

歩兵の装具伊国輻重車輌伊国軍馬
（其1～其3），天津伊感喜舎営

諸軍　懊軍将校　謡扇海軍陸戦隊兵卒の

武装　喫国海軍陸戦隊兵卒　填国軍北京

舎営内部　紀国陸戦隊兵卒の装具　懊国

富ンカ　懊国携帯天幕　填国携帯天幕二

人張’

塩害　露国歩兵　露国歩兵武装　露国歩

兵隊寒外套着用武装　露国携帯天幕　露：

国歩兵装具　露国歩兵防寒外套着用武装

露国大砲（支那より分捕）露国機関砲

露：国輻重車輔　露国患者輸送庫（日本大

阪製）及タンカ　景山に於ける紬縞の将

校景山に於ける露軍歩兵中隊

．衛生の部　楊画幅乙紙製赤十字仮病院

独乙赤十字病院用折畳椅子　列国軍の絹

幽遠　独乙第6野戦病院用手術台　独乙、

病院用将校車　独乙軍用濾水器・独乙ベ

ルケフェルト濾水器　独乙の車輪を有す

るタンカ　独唱第6野戦病院用ヅーク血

肉盤独白外科器具消毒器　独る病院の

薬剤室　天津第1回戦病院室内　天津独

法第1野戦病駝試験室（其1，其2）　同病再

手術向

日　清　戦　争

日清戦争1と関するものをこの項に収める。

したが？て凱旋ゐ写真もここにμめ牽。

No．348・7　369の写真帖は陸地測量部の写

真班として従軍し，撮影したもの。．写真の

ほとんどがロングショット。

346黄海激戦名誉軍艦写真附各回操縦顛

　末池村鶴吉編・池村鶴吉　明27．12

　55p　’22cm’　’　・・〈9－392＞

　〔収載軍艦の規模，乗組員数等の解説文中

　に写真が挿入されている。戦死将校10名

　の略歴を収載（志摩清直，永田廉平；高橋

　義篤，瀬ノロ覚四郎，伊東満豪儀，浅尾・

　重行，三宅良造，村越千代治，石塚鋳太）〕

　　吉野艦　浪三三、秋津：三三　高千穂艦

　松島艦　橋立艦　千代田艦　厳島艦　扶

　桑艦　比叡艦赤城艦　西京丸

347清国戦地写真集録　竹内拙三　三三

　幽明27．12’1：冊（折本）14×18cm

『オリジナルプリント貼込24枚　〈6－292＞

348盛京省之内野領地写真　附金州没落

　の始末堀健吉複写兼編集　春陽堂　明

　28．114枚　15p 　20×26cm’定価45銭

　　．、、”　　　　／一’　　　　　　　　　　　＜6L291＞1

　　征清第2軍将校　花園口第2軍幕営の景．

　花園口揚陸場臨時架設・桟橋　花園口海

　岸に於ける第2軍用貨物揚陸場　花園口

　沖碇泊船艦　三子三三全市の景一一gets大三
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港干潮の景、貌子窩港満潮の景　金干城

遠望の景　我砲火に対し金州城よp．・応砲

の景　野戦砲兵陣地より三州城砲撃の景

三州城の北面より歩兵及砲兵総進撃の景

三州城攻撃の際歩兵第2連隊の：T・一部城壁

に診るの景・金甲城北門の楼閣（落取回）

金州球市街の大半（中央の道路は北大街’

とす）　満州理路取引第1師団長の傍匠於

て捕虜糺簡の状況　高家客南方丘上の畑’

中に戦没せる敵兵（金州略取後）金甲城

内副都統衛門南に開眼第2軍司令部より

貧民に於粥の景　大進湾柳樹帯桟橋の景

349征清凱旋の盛況（東京市奉迎）丸木

　利陽　明28，7　12枚　32×36cm

　　　　　　　　　　　　　　〈400－70＞

　〔明治28年5月東京市内に作られた凱旋門

の写真。20×27cmの大きさの写真で，町

並，人々の姿がよくわかる。また集っで

いる群集の多数が黒い傘をさしており，

　日よけのための傘と思われる6奥書が墨

で書かれている。）’

　新橋停車場前回京市奉迎凱旋門（其1，

其2）東京市商人有志者奉迎凱旋門表面

芝区二葉町奉迎凱旋門　東京古商人有志

者奉迎凱旋門（其1，其2）東京市商人有

志者奉迎凱旋門全景　東京商人有志者奉

迎凱旋門内部　桜田御門外界京市奉迎凱

旋門（其1，其2），東京市商人有志者奉迎

凱旋門全景東京市商人有志者奉迎凱旋

門内部・桜田御門外東京市奉迎凱旋門

東京市商人有志者奉迎凱旋門裏面ド東京

市芝浦奉迎船・東京市芝浦奉迎船

350　日清戦争写真石版　1小川一真　明

28．51冊30×46cm．　　〈403－97＞
〔『日清戦争写真帖』No．352～363に収載

　されているものを部分的に印刷し刊行し

・たもの。〕

　敵艦靖遠写沈没の情景　我水雷艇の破

壊し：たる敵の宏遠号沈没敵艦晶晶号

』劉平門に於ける信号二言電燈台　劉公島

市街及び同港内諸艦集合の図（其1～其5）

栄城県龍睡湾探錨の諸船艦（其17其3）

威海衛港西岸北山嗜砲台の全景（其1，其

2）　威海衛港西岸北山Uk’a砲台後側面の図

（其1，其2）威海衛港西岸北山騰に回る

水雷営砲弾の忌めに破壊の光景　同港の

東岸二二噌砲台（其1，其2）　同港の東岸

龍廟嗜砲台の全景、同港東岸四温階砲台

北方路辺敵兵の惨状　同港の東方揚峯嶺

副砲台の一部　同東方金山頂に回る工兵

第2大隊，第2中隊の土木作業　同三三島．、

砲台の全景　同港東岸摩天嶺墾塁の一部

（其1，其2）　威海衛港西口の西芳北山階

の西なる高地より射撃せる我臼砲に対し

敵艦の二二　我水雷艇第22号沈没の状況

．敵艦二丁二二没後黄南西の海上に輻湊せ

る二五威海衛港に於る降虜の上陸（其

．1～其3）・威海衛真桑三島占領後添艦隊

同港内に投錨あ図（其1，其2）

351　日清戦争写真石版　2小川一真　明

28．41冊（折本）29×32cm’ q403－97＞

　〔No・350と同じようにNo．353㌻364に

収載されているものを部分的に印刷し刊

’行したもの。〕

　　第2軍司令部栄城県に向ふ．栄城雨龍

睡湾に潤る第2師団糧食縦列揚陸威海

衛港門2師団の大部集合の光景、向上に

　て敵の砲台灰軍艦より砲墾の光景　三州

港の氷結及門生後の屋舎の状況　第2軍

・兵姑病院に於て敵兵治療の状況　威海衛

の南鳳二二に於る第5連隊一．部の展開

威海衛にて敵の遺走兵を追撃する三兵を

敵艦より砲撃するの光景（其1，其2）栄
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　城県龍睡湾第1回の揚陸（其1～其5）・栄

　城県龍髪湾に於て第6師団第2回の揚陸

　（其1，其2）大連湾黙黙内湾に撃て進航．

　の三楽（第2時期）大連湾碇泊の艦隊及

　運送船（其1～其4）・我艦隊一部の攻撃に

　対し敵艦より応戦の光景（其i，其2）我

　占領したる砲台より砲撃の光景・・威海衛

　西岸に於る祭礼台砲台中央及右傍の一部

　威海衛港の西岸祭礼台砲台北方の高地に

　於る背面防禦の一部威海衛港酉岸に於

　る祭礼台砲台左方高地の一部　威海衛第’

　6師団雪中の行進威海軍港敵艦より歩

　・兵第5連隊の一部に調て発砲の光景金

　州城内早早王統衛門に潤て第2軍司令蔀

　「諸将校
’　g4．

352’ 﨎ｴ戦争写真石版　陸地測量部編
　小川一真出版部　明28．．1～2　1冊（折本）

　・　43　×　33Cm　，　〈403－94＞
　〔1枚物の図版を上野図書館で製本して現’

　在の型になつだと思われる。書名のとお

　りに，一部分に石版画が入っている。〕

　　旅順市街全景（其1，其2）　第2回附各回

　校旅順の西北砲撃の光景（其1，其2＞
　金州の南方より歩兵前進の光景　旅順西

　方敵兵屯集め光景・戦績海峡遠望の光景

　旅順北方第1師団の諸隊出発前集合の光

　景　旅順口．に於て第1師団本隊開進攻撃

　準備の光景（其1，其2）旅悪口摩字野営

　の全景　旅順に締て衛生隊戦死者運搬の

　状況　同職2野戦病院門前の光景　雨靴

　口松樹山砲台の火薬庫爆発延焼の光景

　・旅順口に干て陸海軍将校戦勝祝宴の光景

　（其1，其2）旅順西方山砲中隊砲撃の光’

　・景　花園口吟碇泊船艦　大連湾柳樹屯桟

　橋の真景　金網城市街の大半　些細略取

　後捕虜糺問の状況　貌子母港干潮の景

　同満潮の景　川州城遠望の景　我砲火に

対し金曜城より応砲の景　金州城北門の

楼閣　魏子吟興全市の景　金川弊風進撃

の景　花園ロ臨時架設の桟橋　〔石版〕戦

後の旅順市謹め真景’〔石版〕椅子山砲台’

、に突貫め景　花園江沖碇泊船艦　落口臨

時架設の桟橋花園江第2軍幕営の景

大連湾柳樹上桟橋の景　三州城歩兵攻撃

の景　同砲兵攻撃の景

353　日清戦争写真帖．〔1〕　陸地測量三三

　影　〔明28．1〕1冊　30×41ごm　牙リジ

　ナ♪レプリント貼込10枚、・　　〈403－95＞

　〔写真が欠落している個所がある。表紙は

　紺色，明27．11114～25日に撮影。〕

　　旅順市街全景（其1，其2）旅順黄金山

遠望の景供1・其2）単寧口に於て日嗣

・団本隊開進疎撃準備の光景（其1，其2）

旅三等砲台及親兵左営等の光景（其1，其

　2）旅順口椅子山砲台よ・り遠望の光景

　（其1，其2）『母型ロ饅頭山砲台全部の光

　景金州の南方より歩兵第1連隊及び第
’15連隊の一部前進の光景　運試の西北砲

　撃の光景　旅順黄金山砲台前面の光景

　旅順順子営砲台の全景．旅順の西北野戦

　砲兵第1連隊砲撃の光景旅順西方敵兵

　屯集の光崇　旅領口西方歩兵第1連隊戦

　闘の光景　上州城内牧畜場の状況　旅順

　口慶字野営の全景・

354　日清戦争写真帖、〔2〕　陸地測量三三

　影〔萌28．1〕．1冊30×41cMオUジ

　ナルプリント貼込24枚　　　　〈403－95＞

　〔明27．10．29～明28．1．6日頃撮影〕

　　尊母病院にて敵兵治療の状況　生州湾

　の氷結及兵簗後の屋舎の状況　旅順口慰

　金山遠望の景　旅順口碑樹山火薬庫爆発

　延焼の光量旅順口画家屯附近にて山砲

　中隊砲撃の光景　筆順口海峡遠望の景

一　188　一’



旅順口に於て，陸海軍将校戦勝祝宴の光：景

金轡城第2隊招魂祭式場あ図　同参拝の1

図（其1，其2）　同騎兵参拝の図　野幌屯

に於f行幸記念会羅拝式の図　金釧た於

て戦死者法会の状況　捕虜糺問の状況

釧留意門の楼閣花園革茸軍場の景
（其1，其2）、貌割干満潮の量（其1，其2）

我砲兵に対し金事城より応砲の景　金野

城総：進撃の景花園口沖碇泊船艦の景：・

同臨時架設桟橋の景　金釧城遠望の景

金三図攻撃の景　花園自幕営の景　駅子

窩全市の景　金州城市街の大半　戦没敵

兵の図．貧民施粥の景　金甲城砲撃の景

大連湾柳樹屯桟橋

355　日清戦争写真帖　〔3〕．，陸地測量部i撮

　影　〔明28．11〕　1冊30×41cm　オリ

　ジナルプリント貼込37枚　　　〈403－95》

　〔明2β．2～3月に撮影〕

　　創痩者φ護送．，朝鮮国務大臣の三三

．威海衛港の東岸　趙北嗜砲台（其1，其2）

威海衛の東岸摩天峯保塁の一部（其1，其

2）威海衛港た誹る降虜のLLE陸（其ト其

5）威海衛の東岸竜廟階砲台の全景　威

海衛の全景（其1～其3）三軍の破壊に係

　る竜嗜砲台の全景　威海衛の黄土崖砲台

破壊報告　威海衛北山曙水雷営破壊の光

景同砲台後側面の図（其1；其2）、劉鷹

島占領後我艦隊港内に投錨の図（其1，其

2＞威海衛北山嗜砲台の全景（其1，其2）

沈没せる敵艦威嚇号　我水雷艇破壊した

　る敵cl）定遠隔　劉公鳥市街及港内諸艦隊

合の図（其1～其5）威海衛黄島砲台の全

・景　劉公島に診る信号導電燈台，威海衛

東岸砲台北方路辺敵兵の惨状　同東岸砲

台の一部及我水雷艇第22号沈没の状況

威海港西口ρ高地より射撃サる我臼砲に

対し敵艦の応砲　敵艦靖遠沈没後黄島海

上に輻湊せる諸艦威海四恩子下副砲台

の一部威海衛金山項に於て工兵の土工

．作業

356　日清戦争写真帖　〔4〕　陸地測量部撮〆

、影，〔明28．11〕　1冊　30×41cm’オリ

’ジナルプリント貼込29枚　　・〈403－95＞

　〔明28．9～11月に撮影〕

　　台湾総督以下諸将校等の真影　台湾南

　進軍司令部将校の真影　基隆上陸の兵士

休憩の状況淡水渓を歩兵徒渉の光景
　同ゲ所に於て砲兵架橋通過の光景　新町

市街聖廟内野靖司令部め状況　新竹停に

於る残戦死者墓地の光景　南平渓に於て

東港砲撃の状況（其1，其2）東港河口歩

兵徒渉の光景　東港南方南平渓騎兵徒渉

の光景　東港河ロ歩兵渡筏φ光景「番仔

倫に滞る第2師団揚陸め光景　東港兵姑

司令部前糧秣陸上の光景　番存倫に於る

歩某揚陸後押合の光県鳳山導以前歩兵

第16連隊開進の光景　歩兵第16連隊鳳山

に入る　台南に於て第2師団兵r部休憩

の光景　台南城内近衛師団病院に患者輸

透の光景　同病院内の光景　台南北門外

に於て死者祭典の光景（其1～其4）・台南

聾戦郵便局内部の光景　膨門島馬公湾内

吉野艦の碇泊　三舞碇泊の光承（某1～其、
3
）

357　日清戦争写真帖　〔5〕　陸地測量部ee　一

　影　〔明28　1．　11〕　1冊（折本）3’O×41cm

　オリジナルプリント貼込25枚　〈403－95＞

　〔明27，11～明28．7月に忍野〕「

　　金州庁某靖甲府近に於ける支那荷車あ

’集合（其1，其2）’三州第1回戦郵便局に於

　ける郵便物の集合　大連湾船艦碇泊の景

況（其1～其4）大連湾船艦碇泊の景況

一樹挙兵立占部集積荷物の状況．伺水雷営
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及兵拮部に集積せる荷物の状況（其1，其

2）大連湾に於ける我軍送船の碇泊（其

1～其4）三三屯倉庫及近衛師団一部上

陸の光県（某1，其2）　金轡城内に於て第

2軍司令部将校等　歩兵第2連隊軍旗授与

記念会式場伺分列式の図　同歩兵第3

連隊分列式の図　蘇家屯海岸にて野戦砲

兵第1連隊分列式の状況（其1～其3）’三

州城東門外墓地に於て戦死者招魂祭の状

・況　弾弓樹幹兵t6病院及倉庫　広島城内

大本営の景況（其1伊其3）魚雷廠工場の

内部　大総督府一行の乗船依眼前の光景

馬関に於て大総督府一行の乗船せる横浜

’丸入港の際之を歓迎するの光景　横浜丸

に於ける伊東全権大使一行

358　日清戦争写真帖’〔6〕・陸地測量単寧

　影〔明2＆．1〕1冊（折本）17×19cm

　オリジナルプリント貼込10枚　〈403－95＞

　〔明27．11．19－L明28．1．11日にi撮影，写真

　は高さ11．1×長さ14．6cm〕．

　生鮮口遠望の景（其1，其2）鳴子山砲

　台の景　旅三口第1師団諸隊出発前集合

　の光景　胴1頂口老中階碓台付近に兵営の

　光景・旅順口模珠騨野台の光景　旅順口

　老蛎曙副砲筆入堅め光景　旅順口渇前軍’

　前営に設立せし第2野戦病院門前め光景

　金平城内東会館に悟る敵兵の戦死者法会

　の状況　土城子附近に鞭て衛生隊戦死者

　運搬の状況

359　日清戦争写真帖（威海衛1，上）　陸地

　測量部撮影　〔明28．4〕1冊』35×46cm
　オリジナルプリ）fト貼込17枚・〈403－95＞・

　亡明治28．1、18～30日に撮影。表紙はネズ

．ミ色〕

　　威海軍港にて敵艦より発砲の光景　大

　連町費錨栄城湾の進航の堅田　威海衛早

耳2師団の大部集合の光景　威海衛にて

敵め砲台及軍艦より砲撃の景　威海衛に

て敵め遺増兵を追撃する我兵を敵艦より

砲撃するの光景栄城県龍睡湾第1回の

揚陸（其1～其5）’栄城県龍胆湾に於て策

6師団第2辱め揚陸（其1，其2）大連湾碇

泊の艦隊及運送船（其1～其3）・　　．’

360　日清戦争写真帖（威海衛1，下）・陸地

　測量部撮影　〔明28。4〕1冊・35×46cm

　オリジナルプリ、ント貼込14枚　＜403T95＞

　〔明治28．1．23㌻2．6日にi撮影〕

　　栄城県竜睡湾に於る第2師団糧食縦列

　揚陸艦隊の攻撃に対する敵艦応戦の光景

　敵の艦隊よりの砲撃－威海衛祭祀砲台背

　面防禦の一部『第2軍司令部栄城県に向

　ふ　栄城湾投錨の諸船艦（其1～其3）　威

　海拝め南鳳林集に於る第5連隊一部の展・

、開　占領し回る威海衛の砲台．より日三等

　砲撃の光景　威海衛祭祀砲台の一部、第

　2軍司令部諸将校　第6師団雪中の行進

・威海衛祭祀砲台甲羅高地一部

361’ 諮ｴ戦争写套帖（威海衛2，上）陸地

’測量部i撮影　〔明28．11〕1冊35×46

　cm　オリジナルプリント貼込20枚

　　　　　　　　　　　　　　〈403－95＞

　〔明28．1～2月に撮影〕

　　大連湾投錨の諸置型城州に進航の景況

　旅順の北方に於て第1師団休止の光景
　栄城三四三三船艦碇泊の光景（其1．，其2）

　同湾第1陸揚の景況　威海衛港東三管家

　所砲台及電燈台　趙北嗜砲台の全景、同

　砲台に於ける28珊知加農2門の状況威

　海衛港の東方揚峯嶺砲台の全景　我軍の

　破壊せる威海衛港東岸竜廟嗜砲台の状況層

　（其1，某2）伺砲台内の備砲1門の状況

　威海衛港の東岸鹿角階砲台全部の景況
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同砲台破砕の状況　敵弾の為めに崩壊せ

る鹿角階砲台一部の景況　我軍の破壊に

「係る同砲台内備砲の状況　同砲台に於て

敵弾の為め殿折せし砲身右側後面の図

同前面の図　威海衛北山嗜砲台破壊の状

（其1，其2）　挙隅め破壊せる威海衛西岸

祭祀砲台の景況

362　日清戦争写真帖（威海衛2，下）　陸地

　測量部撮影　〔明28．4〕1冊　35×46cm

　オリジナルプ1）ント貼込16枚　〈403－95＞

　〔明28．2月置撮影〕

　　威海衛港の西岸黄土崖砲台の光景’同

　砲台全景　同砲台破壊報告　威海衛の北

　方なる柏頂砲台全部（占領後の景況）「我

　軍の破壊に係る九時頂台の景況（其1，其

幽2）威海衛港劉公島東南砲台の景況　同

　砲台遠望の景況　我艦隊威海衛港東口沖

　に碇泊の光景（其1，其2）我艦隊の攻撃

　に対し敵艦の応砲（其1’，其2）敵艦靖遠

号沈没の際他艦応接の景況（其1，其2）

　同三際上陸の景況（其1，其2）威海衛東

　門内の大成殿に於ける第2軍祝捷会場門・

　前の景況・従軍僧侶仏教演説の光景．

363　日清戦争写真帖（旅順ロ，、上）　陸地

　測量部撮影〔明28．11〕1冊35×46
cm　オ．リジナルプリント貼込17枚

　　　　　　　　　　　　　　〈403－95＞
　〔明27．11．3～明28．6月に撮影〕

　旅三口椅子山砲台内部の景（其1～其4）

「砲台占領後将校集合の状況　三二砲台の

光景　大連湾発運送船及護衛軍艦　栄城

県山東角燈台の全景　旅関口諸砲台の景

（某1棋4）旅聖断子影野fiの景況『
・老蛎嗜副砲台の景況　老子平坐砲一州の

景況（其1，其2）　黄金山砲の景況（其

1～其3）朝鮮大同江に碇泊せる船艦の

．景況（其1；其2）一和尚島中砲台内部の景

況（其1，其2）　同砲台の一一’一・旧臣東砲台の

景況　同西砲台の景況』旅語口小船渠内

の景況（其1～其4）

364zH清戦争写真帖（旅順ロ，　下）　陸地

　測量部撮：影　〔明28．11〕．1冊　35×46‘

cm　オリ・ジナルプリント貼込18枚

　　　　　　　　　　　　　　〈403－95＞
　〔明27．11～明28．5月に撮影〕

　　旅止口小船渠内威海丸の碇泊　姦直船

渠内部遠号の修理（其1～其4γ旅順造船’

廠に於て製造中の船渠内富船　mu五大総

．督府　同海軍根拠地司令部　同量細事庁

水雷艇引揚桟橋　同三三倉庫の全景（其

．17其3）旅壷口魚雷営桟橋　同桟橋よ

　ウ魯雷営を望む　同魚雷廠工場より桟橋

の遠望． ｯ門前より内部の遠望　三内魚

形水雷倉庫の内部

365　日清戦争写真帖　〔明27．11〕　1舟（折

　本）13×27cm幽オリジナルプリント貼

　込16枚　　’、　．　　　　　〈403796＞

　〔版権所有：京橋区銀座3丁目1S番地，竹

　内拙三。撮像がかなり消えかかっている。

写真の大きさは13．5×21cm〕

　・朝鮮平壌兵靖司令部清兵の架設せる

大同江軍橋某褻に遇ひたる平壌附近の

民家　平壌捕虜治療場　平壌役戦死者の・

墓標　平壌朱雀門より敵塁を望む　平壌

捕虜　平壌市中　平壌敵塁　大同江北岸

の敵塁牡丹台　平壌敵塁1と造棄せる砲

三等　大同江より前面の三塁を望む　平

壌に於ける第3師団司令部　九連三保塁

』我軍雪中の穴居　同分捕大砲護衛の状

366　日清戦争写真帖　小川一真　明28．2
　1舟　　43cm　　『　　　　　　　　　　　　　　　〈403－97＞
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〔No・353k364に収載されている一部を

印刷刊行したものがふくまれている。〕，

　金州城招魂祭式場の図　向歩兵参拝の

図（其1，其2）行幸記念会遙拝式の図

同騎兵参拝の図　旅三口第1連隊戦闘の

光景・同国珠礁砲台の光景　向兵営の三

厩梼子山砲台の景　同老蛎山勢碓台入口』

の光景洞遠望の景　同饅頭山砲台全部

の景　同三子営砲台の全景　同黄金山砲．

台の光景旅順諸砲台及親兵左孕等の光

，景（其L其2）幣社港内遠望の光景　同

黄金山砲台より遠望の光景　同海峡遠望

の光景（其1，其2）黄海海戦の実景（其

1～其3）・敵艦超勇号沈没の実景　軍艦

赤城に当りたる弾痕の図（其1，其2）　同・

艦凱旋の実景　敵砲台攻撃の景　敵艦狙』

撃の景　垣網に撃破せられたる敵艦揚重

の景　西京丸黄海海戦後船中の実況　同

甲板破壊の実況　兵半期の鳳鳳城真景

大連湾和尚島西砲台’同内部の景　早戸

城砲撃の景　花園口陸揚場の景て其1，其

2）貧民に恥辱の状況野州城攻撃の景

花園ロ第2軍幕営の景

367　日清戦争写真帖　樋ロ平蔵撮影　小
　川一真　明28．8’1冊（折本）幽28×35cm

　オリジナルプリント貼込13枚　く403Lg7＞

　〔21×27cmの大きさの写真〕

　　鴨緑江三橋　同軍橋九連城t同再思軍

　砲塁内部　干城分捕大砲　安東県市街民

　政庁．大連湾港内　大連湾桟橋　金平城．

　門　旅順港入口　旅順港汽船横付の図

．和尚島砲台　黄金山砲台及分捕砲艦：．

368明治27・8年戦役写真帖，上巻　亀井’

　蝕常　明30．5　74枚　28×39cm　非売

　品・〈401－52＞
　　第2軍司令官陸軍大将伯爵大山巌君照

’相　第1師団長陸軍中将男爵山地元治君

照相‘ 謔P旅団長陸軍少将乃木希典君骨

相　第2旅団長陸軍少将西寛二郎君憎相

第1師団参謀長陸軍歩兵大佐大寺安純君

照相　第1師団監部長陸軍1等監督川股駅

伝君野相　第1師団管理部長陸軍歩兵少．

・佐亀岡泰辰君野相　第1師団監督部附陸

軍：2等監督吉田丈治君照相　第1師団参蘇

陸軍砲兵少佐内山小二郎君照相　同陸軍

歩兵大尉野口坤之君照相　同陸軍歩兵大

尉岡市之助君照相、第1師団副官陸軍歩

兵大尉新山良知一掴相　向陸軍歩兵申尉

福田雅太郎君影相　近衛師団長陸軍中将

『能久親里殿下及近衛師団司令部監督置型

の諸将照照相　広島行幸発御の当日麹町

区内山下街に於て歯簿奉送の真景（其1，

其2）東京青山練兵場内仮設の馬房（其

1，其2）　第1師団諸兵の首途を沼津：駅停

車場に送るの景況　同静岡駅の景況　同

浜松駅の景況　同岡崎駅の景雲　同兵庫

町の景況．同舞子駅あ景況’同姫路駅の

景温　同量山掛の景況　同本郷駅の景況

広島城内練兵場仮設の馬房広島全市

広島城内大本営前広場の光景一呉軍港の

、光景　軍艦及運漕船宇品港に輻湊するの

景況（其1，其2）第2軍の諸兵宇品港を発

するの景況（其1，其2）和泉釜山の2船進

航するを望む　名護屋丸怒濤激浪を犯し

て玄海洋を航す　巨文島の光景　軍艦相

聞ぺて我運漕船を轡導す　山地第1師団

長伊東艦隊司令長官を旗艦橋立に訪ふ

艦船大同江ロに輻湊するあ景況　大寺第

1師団参謀長世世新聞社特派貝母装の状

第2軍の軍船直隷湾頭に向て進航す　第2

・軍の諸兵北清盛京省花園河日に上陸する

の景況（其1～其4）・花園河口上陸点の光

景（其1，其2）花園河口に於る第1師団司

』令部の舎営我票士花園河口あ村落に休
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’翻するの状況　花園河口村落の二丁　花　　’我陣地の実況　石鼠子附近戦闘の状況

園河口よp後発家調子に至る途上の光景　　　同敵軍潰走の辣根面疵口総攻撃の実況

（其瑛2）工兵花園渤上流を糊す　・示紆師恩台戦後の状況椅孔より画一

山地中将後畔引判子附近の丘上に憩ふ　　、口の汽船を望む』旅順口中新治無論茶園

t訓解家螺子に於る第1師団司令部の露営　　　の演台友俳優の状態（其1「其3）・旅順口・

第一師団の竪琴後薫家墜子に幕営す　後　　，　の婦女子兵難を避く　旅順口の南方高地

瀬家路子民創め状況　同内部　後門家ts　一　　より諸砲台を望む’黄金山砲台より旅順

子より麟子に至る途上弾薬縦列行進の状　　、ロを望む　同砲台全景　同砲台より副砲．

況（其1，其2）歳子附近軍隊行進の状況　　　　台を望むL同砲台内部　旅順港に於て獲

歳子よ堅甲窩に至碓上軍隊行進の状引・収せる清鎚帝号

況　貌子窩市街・貌子窩に写る第1師団．

司令部舎営　甲子園財神廟　貌平平東南’．　369明治27・8年戦役写真帖　下巻’亀井

の丘上より紅水城を望む　紅水城　我前　　’蝕常　75枚　28×39clh　，〈401－52イ〉

衛兵の開戦を太子申に望む（其1，其2）　　　、〔奥付なし〕tt

金州上覧壊の門扉　吉田歩兵少尉其部下　・　　旅順口海軍造船所構内に奥て陸海軍将

を率みて金州城西β吊の四型つ町家　校鞭の祝恥張る（其・；其2）榊頂・

屯兵欝以て第2旅団本部の仮想と為す．輝公所敵屍を旅出・北方郊野に埋痙．
大連湾摩和尚島全景　大連湾残橋（其1，　．　するの状況　旅出ロ北方所在の兵営　旅・

其2）獅尚島西砲台　同砲門1同砲台内』　　順口の光景‘饅壷山砲台　同設備の砲門

営所（其1～其3）・同第2砲門　和尚島中、』　tt饅頭山下親兵面面　饅頭山下より黄金山

砲台　同砲台内部　同砲台内営所　和尚　　　’老虎尾　威還の諸砲台を望む　血忌口水

島東砲台　同砲台内営所　鐘家山仮塁の　、』　雷製造所内部（其1～其3）’旅壷口造船所

遠景　同塁の下に横死せる敵兵の遺屍　　　並に近接す為市街の光景－転落街道毒血

同塁上に委棄せる敵の砲門　同仮塁陥落　　．』子附近砲兵行軍の状況　軍隊三州街道石

後の状況　東南方の郊野より一州城を望　　　二二附近の郊野た休憩す　普蘭店全景’

む　大和尚山附近の高地＄り金州城を望　　　普蘭店古城（其1，其2）普蘭店古城内暗

む　金’州城東南方の一隅　第1師団の本　　　兵舎営り景況　三三店駐留第1連三三7中

隊旅順街道三十里墾に聴す　町家甲子附．　t荒め舎営・晶晶街道三三廟の光崇　第ゴ

近の丘上に兵士休憩するの状、第1姉団　　、　連隊第1大隊復州城東門に入る、復州城

の諸兵双台溝の丘上に屯す　第1師団の　　’東門内の光景復州城南門あ光景　同城

前衛兵土城子附近の高地に駐屯す　石階　　　　、内寺院　同東門外所在の高塔　同小謡景

子に於て鐵殺せし敵の間諜選屍石門子’ @　・金州城内舎営一覧函金歯廓内南大輪

附近に躍る敵兵前進の状況三角山より■三献飾況同北嫡市況祠東大街「
旅腫市面を望む　石：階子附近に測る敵兵　　　　金談城内聖帝廟本殿　最南門及門前の障

前進の状況（其1，其2）石階子附近第2連　　　壁　二二城北門外所在の神廟門首の光景

隊陣地より敵兵の前進を望む　石階子附　ン・同本殿　金隠城内汁気廟　金鉱湾頭の敵

近め戦闘　離兵を石階子附近三角山に趣　　．屍（其1，其2）金州城東門外た於る第15

撃す筍の状況（其1，其2）三角山に判る「．　、連隊第2大隊戦捷祝宴の景況（其1～其4）．
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金泥に於て生檎の軍虜（其1，其2）金甲

城内第2軍司令部門前の光景・金州城南

劉家門に於て野戦砲兵整列の状　第2連

隊軍旗祭分列式の景況（其1～其3）㌧第2

連隊軍旗祭祝宴を金州城内の聖廟に張る’

（其1～其3）第3連隊軍旗祭分列式の景

況（共1，其2）　第3連隊軍旗祭祝宴を楊家

屯兵営に張る，第2軍戦死者招雛祭山地

，中将祭文朗読の状況　金州城東門外第2

二二三者祭場（其1，其2）　同歩兵参拝の

状況　同軍楽隊奏楽の状況　同騎兵参拝

の状況　同参拝の諸将校　砲兵連隊閲兵

式の景況（其1，其2）・第1師団司令部行幸

記念日祝宴余興（打球，角鰍，飾物）第2

軍司令部忘年会の景況　第2連声門3大隊

将校歳晩の宴を張る　甲州城外兵立占部仮、

倉庫の光景（其1，其2）金轡球内野戦病

院に於る負傷捕虜の施療　金州行政庁門

前歳晩の光景金州湾結氷（其ト某4）

金州城内土人風俗、同満州旗人趙廷桂一

家族二相　同土人俗謡の状態　同宿儒李

仲萢二相．同土入婦女の風俗旅順ロ東

新街商信夫妻二相　広島市東練兵場に於，

る軍神祭の景況（其1，其2）’近衛師団の

三兵宇品港を発するの景況（其1，其2）、

清国講和大使李鴻章搭する所の汽船公義

号朝鮮国仁川港所在兵口占監部の光景．

金工城北門内に於て土人野爪を贈るの状

土人を傭思し兵食を運搬するの状況（其

1～共3）金州城東北悩め壁上清兵陣所

の遺趾　二二城西門内露店に於て土人陶

器の破損を鍵合するの状　野州城内土人

め風俗　金州城南門外の石橋　金州城東

’門上の望楼金州城の碑培・甲州城南門

上の望楼金下城雄門破凹め状金管城

内本邦人の商舗　野州城内駐営近衛師団

管理部炊事場の景況　金州城内北大野溝

渠開通の状況　同町大街溝渠既成の光景

金州城内火神廟　金州城北門外三崎山に一

於る通訳鐘崎戸郎等の墓碑（其1，其2）一

大総督陸軍大将彰仁親王殿下金州城を巡

視せらるるの状況（其1，其2）tt柳野田兵

姑部門前の景況、同大桟橋より臨席部を，

望む　大連湾内船舶輻湊の景況　母樹屯

、弾丸商店の景況『同遠景　母樹早天後宮

内安置の偶像（其1，其2）・同天後宮門口

，伺門馬内部、柳樹屯天後宮本四並大連湾

．要港回避同知判事庁官員　同本殿及両側

殿宇の全景　柳樹勝兵姑部門前に蝟集す

る土人役夫の状況、柳引剥兵姑部に於一（1

土人の役夫を使役するあ状況．三家三兵

姑三三部支倉庫貨物堆積の状況三関海

峡の遠景　門司港に於る凱旋軍歓迎の景

況　第1師団降兵の凱旋を東京青山停車

場に歓迎するの景況（其1，其2）天皇陛

下r皇后陛下還幸奉迎の景況㌧（宮城二重

橋外，・浅草広小路，神田平鍋町通，・日本

橋区室町通，日本橋区日本橋通，日本橋

区魚河岸通，京筆戦銀座通．e旧慣土橋通

麹町区麹町通，新橋停車場の緑門，浅草

仲店通，神田区油町通，神田区神保町通，

桜田門外の緑門）　日比谷凱旋門（其1，其

2
）

370　明治27・8年戦役写真帖　亀井賊乱

　明30．5石0株　28×39cm　．　〈4Q1－52＞

　　第2箇司令官陸軍大将伯爵大山巌君照

　相　第1師団長陸軍中将男爵山地元治君‘

　照相　第1旅級長陸軍少将乃木希典凶手

　相．第2旅団長陸軍少将西寛二郎君照相

　第1師団参謀長陸軍歩兵大佐大寺安純君

　厚相　第1師団監督部長陸軍i等監督川股

　匡1伝君平野、第1師団管理部長陸軍歩兵・

　少佐亀岡泰辰君照相第1師団監督部附’

　陸軍2等監督吉田丈治君照相　第1師団参

tt謀陸軍砲兵少佐内山小二郎君照相一同陸
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軍歩兵大尉野口坤之君血相　同陸軍歩兵

大尉岡市之助激論相『第1師団副官陸軍

、歩兵大尉新山良知君照相　同陸軍歩兵中

尉福田雅太郎君面相　近衛師団長陸軍中

・将能久親王殿下及近衛師団司令部監督部
tt 凾ﾌ諸将面高相’広島行幸発御の当日麹

町区内山下街に於て歯簿奉送の真景（某

1，其2）東京青山練兵場内仮設の工房

（其1，其2）第1師団諸兵の首途を沼津駅

停車場に送るの景況　同静岡駅の景況

向浜松駅の景況　同岡崎駅の景況　同兵

庫駅の景況・同舞子駅の景況　広島全市

（連写の1，2）・第2軍の海兵宇品港を発す

るの景況（其1，其2）艦船大同江白に輻

湊するの景況（其1～其4）大寺第1師団

参謀長三品新聞社特派員征装の状　第2

軍の軍船直隷湾頭に嵌て進航す　第2軍

の諸兵語清盛京省花園河口に上陸するの

景況（其1　T一其91工兵花園河の上流を湊’

喋す　山地中将後漁家面子附近の丘上に

憩ふ　後信家墾子に痴る第1師団司令部

の露営　紅血油壷前衛兵の開戦を太子

山に望む・金州城破壊の門扉　和尚島西

砲台　同砲門　和尚島中砲台　和尚島東

－砲台内営所　鐘家山仮座陥落後の状況

金州城東南方の一隅　第1師団の本隊旅

心街道三十里墜に噛す　画家河子附近の

丘上！こ兵士休憩するの状　第1師団の前

衛兵士城子附近の高地に駐屯す　石階子

に於て回忌せし敵の蘭義血屍－石階子附

近に於る敵兵前進の状況　敵兵を石動子

附近三角山に趣撃するり状況　三角山に

論る我陣地②実況石階子附近戦闘の状

況石階子附近戦闘敵軍潰走の状況　語

順口総攻撃の実況（其1，其2）椅子山砲

台戦後の状況　幽幽口海軍造船所構内に

於て陸海軍将校戦勝の祝宴を張る　頭身

を旅三口北方郊野に三三するの状況’普

蘭店全景　第1連隊第1大隊勢州城東門に

入る　第2連隊軍旗祭祝宴を金・州城力の

聖廟に張る　金州城東門外第2軍戦妓暑

祭場（其1，其2）　同歩兵参拝の状況　同

軍楽隊奏楽の状況「 熄B城内野戦病院に

於る負傷捕虜の施療離州湾結氷近衛
師団の諸兵宇品港を発するの崇況（其1，

，其2）山州城北門内に継て土人牛爪を勇

るの状　土人を傭役し兵食を運搬するの

状況（其1～其3）傘州城東門上の望楼

・大総督陸軍大将三三親王殿下金三三を巡

視せられる・の状　三冠三兵三部門前の

景況・同大桟橋より兵建部を望む’』大連

・湾内船舶輻湊の景況柳樹三兵三部丙前

に蝟集する土人役夫の状況　三関海峡の．

遠景　門司港に於る凱旋軍歓迎の景況

第1師団諸兵の凱旋を東京青山停車場に

，歓迎するの景況（其1，其2）天皇陛下・皇

后陛下還幸奉迎の景況（其1・宮城二重橋

外連2・同其3・新橋停車場の緑門其

4・浅草仲店心髄5・神田区油町通・其
6・神田区神保町通）　日比谷凱旋門（其1，

其2）

371．明治27・8年戦役写真帖　亀井厳常

　15枚、28×39cm　　　　　、　〈401－52＞

　〔奥付なし〕．

　　第2軍の軍船直隷湾頭に向て進航す

　後瀟家塗子に奉る第1師団司令部の露営．

・和尚島中砲台　鍾家山仮塁　第1師団の

　前衛兵士城子附近の高地に駐屯す．敵を

石階子附近の三角山に趣嚇す　敵兵を石

皇子附近三角山に趣撃するの状況　石嗜

　子附近戦闘敵軍潰走の状況　旅順港口の

光景　第1連隊第1大隊復州城東門に入る・

因州城　無宿廓内市街　金隈湾結氷大

総督陸軍大将彰仁親王殿下総州城を巡視・

せらる　三三三兵三部及大連湾の光景
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日　露　戦争・

’372　i朝日の光（日露戦役海軍写輿）　関重

　忠撮影　博文館　明38．12　104枚　18×，

’26cm　’　’・　〈83－385＞
　　明治37年2月6日我連合艦隊佐世保を発

・し旅順に向ふ・連合艦隊根拠地に集合

　（其1，其2）層艦橋防禦（其1，其2）　第ユ回

　旅順口閉塞船卸国丸乗員　第2回閉塞船

　第2回閉塞船福井丸　第2回閉塞船艦隊と：

　労離　第2回嗣亀虫福井轟轟員（雌広瀬中

　佐の肉片と故杉野兵曹長の遺髪）広瀬

　中佐の遺墨　朝日より選抜したる第1回

　及第2回閉塞船員　旧進春日来着（其1，其’

　2）’第3回閉塞南新発田丸乗員　第3回閉

　網船遠江丸乗員　第3回閉塞船小樽：丸乗

　員　第3回閉塞船相模沖乗員　第3回閉塞

　船朝顔丸乗員　第3回閉塞船佐倉丸乗貝

　第3回閉塞船愛国丸海山　第3回閉塞船江

　戸丸乗員　第3回閉塞船三河丸乗員　第3

　回閉塞船小倉丸乗員　第3回閉塞船長門

　丸乗員　第3回閉塞船釜山丸乗員　朝日1．

　より選抜したる第3回閉塞船員　朝日よ

　り選抜せる第3回閉塞船員本曇を出つる

　時　第3回閉塞船艦隊と分離　艦隊閉塞

　船の成功を祝し万歳を憾み（其i，其2）

　第2如上陸地遠望　電線敷設船沖縄丸’

　海軍病院船神戸丸　主力艦隊旅順沖直接

　封鎖　仮装砲艦強行偵察の忌め旅泊沖に

　到る時　初瀬の遺物艦載水雷艇　俸給渡・．

　し　艦載水雷艇旅順沖に強行偵察を行い

　帰着の時（其1～其5）根拠地の夕陽（其、

　1～其4）『三雲　大．山満洲玉総司令官安

　芸丸にて来着の時　観戦船満洲丸来着のfL、

　時（其1，其2）’日進春日陸軍応援に赴く

　時，洋中の石炭積み（其1～其3）三三に

密輸木を企て我手に℃捕へ々る支那ヂャ

ンク　艦内体育柔道（其1，其2＞9月17日

あ海軍祝捷日「に於ける余興相撲（其1，其

2）　朝日艦内の撃劒家、旅順守の激：浪艦

首を襲ふ（其1，其2）、旅順沖の静波三門

嘉応に遊ぶ（其1，其2）旅心沖航行幽軍

艦朝日　同三笠．敷島　敷島及富士　出

雲浅間　吾妻，常磐　磐手　根拠地の

夕陽と臼進春日等　一等水雷艇千鳥

朝日士官室員戦地に新年を迎ふ　朝日士

官次室員戦地に新年を迎ふ　朝日准士官

，室員戦地に新年を迎ふ　装填術競技（其

1，其2）士官の遊戯　艦隊運動（其1ん其

3）　内身請対抗射的　艦隊出港　5月27

日早朝敵艦隊直ゆ直に出港の命によワ我・

艦隊敵艦隊に向ふ　5月28日敵艦隊降伏

の時（其1～其4）5月28日敵艦隊降伏の．

時に於けるニコライー世（ネボカトフ少

将面面を去る時）（其1，其2）　アりヨール

（其1，其2）「朝日の捕獲員アリヨールに

向ふ時　朝日に収容したるアリヨール捕

虜虚貝　朝臼・浅間の二品アリヨール率

ひ某軍港に向ふ　アリヨールの損害（上，

甲板）㍉同（ボ｝馳トデッキ）．同（左舷側）

同（前部十二伊砲確折）　朝日及春日より

、任命されたるアリョール廻航雨中の機閑

部員　朝日より任命ぜられたるアリヨー

ル廻航直中の水兵部総員　日本海海戦祝

捷会（6月16日）に於て記念の為に撮影せ
　　　　　　　　くる朝日艦長以下准士官以上総員　艦隊伊

．勢湾に集合四日市市民の歓迎（其1曳某3）

横浜沖の観艦式1其1～其3）

373　37・’8血戦投記念写真帖　荘資親　小

　泉墨城　帝国地史編纂所・明40．12208

　枚「178p　23×31cm』1　・’〈407－13＞

　〔撮影した年月日の順に配列したもので，

「収載されている写真は陸地三部蔵版・「佐
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世保鎮守府蔵版・各地師団司令部等から〕

の寄贈されだもあ。英文の説明がある。。

ほかに地図を付載。〕

　陸軍首脳集合　海軍首脳集合連合艦　，

隊の根拠地集合，附佐世保出発　黄金山

下レトウィザンの露礁横さまに沈没し

たるワリヤークの右舷　コレーツの爆発

及沈没，ズンガリーの沈没’ ﾁ南浦に於
ける第1軍の上陸及砲車め揚陸　戦後の

虚血江，統譜面，虎山，画龍浦　払暁海

軍陸戦聯浅瀬を徒渉す　海軍陸戦隊の占

領したる丘上より塩大熱を望む大島第

3師団母野本陸戦隊指揮と会見　陸戦隊

司令猴兎石に上陸す　第1師団の首脳将

校　第2山上陸地塩森襖猴兎石　第2軍張

家鼠上陸の光景　第2軍の砲車陸場の光一

景第2軍の出家屯に霜げる糧秣陸揚
第4師団司令部各将校と陣中の塚本師団

長　第3艦隊陸軍応援：とじて大連湾に向

う。同艦隊三山云云に出て威赫運動を行

う　戦後め南山　仮装艇4隻水雷沈設の

ため旅順応に向う　格深島仮設砲台備砲

仁川あ赤＋字臨時病院』大暴風雨のため

張家屯に於ける桟橋の破壊　大連湾掃海

本部々論及露国器械水雷罐　温家憲北方

高地に於ける野戦砲兵第i3連隊第2中隊

の戦闘艦載水雷艇旗艦三笠に集合r”同

機械水雷を積載せる状　同旅順口外Pt向

い進発す’第3戦隊及駆逐艇隊旅順ロ外

に向う　戦闘配置の命あり’白雲水雷発

射管の損害．熊岳城附近第6師団野戦電

信隊工事　海軍陸戦重砲隊の試築砲台・

大連に於ける陸戦隊の12珊速射砲（其1，．

其2）蓋論戦に於ける第2軍砲兵の激戦

蓋平話に於ける砲兵第3連隊の一部砲戦

の光景　帽島附近に於ける橋立日進の両

艦（其1，其2）』帽島の東に於ける第3艦隊

の運動　三家三子東南方高地に於ける回

訓駐兵第2連隊第1大隣の戦闘　伊予高卑

上陸の捕虜　海城占領当日沙河を隔て・

海城を望む　黄海の大海戦　敷島の砲撃

敵弾敷島の側に落つ　黄海の大海戦に於

ける三笠春日日進の3艦（其1，其2）黄海

大海戦に於ける第1艦隊の奮戦　黄海海
戦に於ける我あ損害（其1，其2）黄海海

戦後の日進艦　上海に窟合したる露艦ア「

スコリット蔚山沖の海戦春日艦支那
．船を臨検す（其1～其3）大連埠頭に於て

・臨め沈没したる大起重機を利用し我重砲

を揚陸する光景　キミンズイ西北方高地

に於ける近衛歩兵第3連聯第6中隊の戦闘、

後柳河子北端道路東側に於ける展望哨・

鞍山面の鉄橋破壊（其1，其2）大山満洲

軍総司令官の海城進軍　南山に於て歯獲

したる重砲の運搬　第2軍の一部鞍山立占

に向って前進す遼陽会戦に於ける第4

軍一部の戦闘準備　ドウンアンジュアン

東南方畑地に於ける野戦砲兵第14連隊一

部の戦闘　我軍職山墾を攻略し進みで遼

、陽を攻撃す…懸垂に於ける第2軍野戦砲

「兵第6連隊の展望　遼陽の大攻撃　遼陽

、大攻撃の軍司令部　南山に於て歯溢した

る重砲を以て遼遠を砲撃す遼陽た於け

る我重砲隊の激戦第4軍の遼．陽突撃
』画面陽停車場に火を放ちて細る　首山塗

に於ける敵の砲兵陣地三主濠我占領せ

る塩山墜’ �Rに於ける戦後の惨状　焼，

致せられたる遼陽停車場（其1～其3）遼

隣停車騰内の戦利品（其1．，其2）一壷陽に：

於けるグロバトキン官舎遼陽の役に於

ける野戦病院　遼陽占領：後歯音譜を以て

糧秣を運搬す　道路の困難荷車の転職、

’春．日豊支那船を＄立引致す（其1，其2）

「円島の南方に於ける艦隊の運動　王家旬

西南方凹地に於ける28珊榴弾砲の東鶏冠

山に対する発射　鞠家屯北方約五百米三
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9）地より28珊榴弾石包を以て旅鼠港内り軍

艦を砲撃す　第1軍の砲兵上柳河附近に

’於て敵：兵を撃退す　遼激症門外の近輪橋

抄河会戦に於ける最前線千家蛭子の光景一・

沙阿戦に於ける第2軍の前哨隊の休憩

君家旬に於ける歩兵第15連隊一部の戦闘

沙阿附近に於ける我坑道　戦後の三塊石

山　第4軍に属せし機関砲隊　我隊砲撃

中の二龍山砲台・歩兵第7連隊第2大隊の

一部鉢巻山突貫の状況　第2軍の戦利臼

砲隊奉天街塩煎渾河の軍旗架設第4

師団の司令隊参謀　支那車輔にて4師団

の物資を運搬す・11月佳節陣中に於ける幽

砲兵分列式　暗紅高齢に於ける伏見橋

紅稜悪心家墾架橋作業（其1，其2）沙河幽

滞陣中南紅稜墾第4師団司令部後展望哨

第4師団濾水の実況　旅順沖に於て我艦，

隊風浪を嘉して任務を遂行す　旅順強行

封鎖に於ける我艦隊　東鶏冠山北砲台の

爆発　東鶏冠山半腹の壷濠に於ける歩兵

12連隊一部の突貫　水師商会見所中庭に

於ける彼我両司令官及幕僚　沈没露艦レ

　トウKザン　沈没露：艦バーヤン　沈没露

艦ボルタワ　ボベータ及パルラダ　沈没．

露艦叢りヤーク　沈没露艦ペレスウエー

・tト．沈没露艦アムール　黄金山中腹より

旅鼠港・裡顛動る我閉塞船（其1，

其2）旅順白首より見たる閉塞船　旅順

東清鉄道終点汽車破壊の惨状旅泊白玉

一山南麓の露人避難所白玉山南麓より旅

順港口を望む　白玉山南麓の眺望　松樹

　山爆発当時の捕虜大連埠頭た於て運送船

・土佐丸に乗船の光景　西面附近に於ける

　第1軍の砲戦　黒溝台の戦に於ける第8師

　囲の前哨　黒溝台戦に於ける沈旦塗附近

　敵重砲弾の炸裂　根拠地に於ける我艦隊

の集合　第1軍司令部管理部の光景　蛇

　山子附近に於ける戦利加農中隊の富家屯

砲撃　奉天戦に於ける第4軍重砲隊の活

動　奉天戦に於ける歩兵第7連隊の進軍
ら

鼻溝台附近渾河右岸方面た於ける第8師

団の一部　幽幽支流に架設せる軍橋　第

」3軍の一部大石橋附近を通過す　第4軍の

前面に於ける蠕動砲弾の悪寒　渾河々畔

に於ける第2軍の一部隊　長嶺附近に於

ける我防禦陣地　桃木品に於ける後備歩

兵第10旅団の追撃前進　奉天戦に於ける

歩兵第19連隊の散兵戦　興隆旬南方河右

岸に於ける野戦砲兵第12連隊第2大隊の

戦闘　奉天に於ける輻重車　奉天に於け

る戦利品（其1，其2）1奉天附近に於ける

臨時第4師団招魂祭（其1，其2）！開原停車

場に於ける軍需品集積の光景　鼻面の東

北方高地に於ける我陣地　岡沢待従武官

長慰問使として各軍を巡歴す．敵よ来れ．

（我艦隊の運動）（其1～其4）　日本海め大

海戦艦隊の大活動　日本海の大海戦　日

本海の大海戦乱コライー世の降伏　威名

を天下に亡したる旗艦三笠層巡洋艦隊の

、活動と水雷発射春日後甲板上に於ける

野砲　樺太南部の上陸地（其1，其2）’壷

網後のコルサコフ市街と沈没艦ノーウイ

　ック　コルサコフ丘上敵の急造砲台（其

、1，其2）武富司令官福井艦長野崎参謀

　アレキサンドロウスキー北方陸軍揚陸地

附近　アルコァ村落水雷艇隊の集合　ア

ルコア燈台と我艦隊ハタムサに於ける

全権委員の会合　奉天の総司令部に於け

　る山県元帥　山県元帥昌図附近の陣地視

察「厳島松島橋立の三諦小樽港を発す

1昌図附近に於ける第2軍司令部挙行の招

魂祭　大山満洲法嗣：司令官開原城附近の

　幽幽を視察す　大山総司令官開原城に第

　4軍を巡視す　清国守備隊開原城外に大

　山総司令官を出迎う酉沙河子途上に於

　て彼我軍使休戦条約を協定す’四平街に
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於て彼我軍使会見の二二停車場附近露兵

俳徊の光景　凱旋大観艦式の全景　御召

三三一列と外国軍艦列間航行　大観艦式

に列したる潜航艇・総司令部に於ける講

和勅語奉読厄後の光景　大山総司令官二

〇三高地と東鶏冠山を巡視す　大山総：司

令官以下大連埠頭より乗船凱旋す、大連

に於ける我凱旋兵乗船の光景　東京市の「

凱旋軍懲迎会　凱旋大観兵式（其1～其3）

日露両国樺太境界画定委貝及露国官憲の

集合　我樺太境界画定委員境界線測量法

を露国委員に実示する光景　第二天測境

界点干天測器　ベトン体上に設定せる境

界の大標石及完成せる境界大標石出兵院

甲兵の集合及娯楽室’靖国神社臨時大祭
（其1，其2）’

腿　戦前に於ける彼我陸軍大臣の会合　X

従軍外国武官従軍外国新聞記者　沙河

滞陣中迎春の餅掲（第4師団）　第4師団司

令部の南紅稜墾に於ける紀元節の宴会

紀元節宴会に於ける第8連隊のビヤホー

ル　紀元節宴会に於ける第9連隊のしる

こや　遼七二1周年記三会に於ける第4師．

，団の相撲（其L其2）遼陽戦1周年記立会

に於ける第4師団の芝居（其1，其2）入叉

溝公園、（第4師団）（其1．其2）　昌図附近に

於ける第2軍招魂祭の余興（其i～其3）

奉天北陵の内門二二門1北門
　　　　　　　　　　　　　　ンド習業　陸軍交戦経過地図　海軍交戦地区

図　附（樺太方面交戦地図）・

374征露第4軍写真帖　　斎木寛直編　博

　文台　明38．164p　25cm　〈特69－110＞

　〔この写真帖は「日露戦争実記」の第78編

　26巻あたる。文章が多い〕

375戦地写真帖，鴨緑江戦闘：国木田独

　歩（哲夫）近：事画報社明37．713p’

　　　　r
53枚　20×28cm』1円20銭　　〈83－315＞層

〔英文書名：Russo－Japanese　war．　Pho．

tographs　of　the　Yalu　Battle．大本営陸

軍幕僚御蔵版〕・

　鴨緑江に戦ひたる我が第1軍の将官（軍

司令官及曲節団長）置旧江に戦ひたる

我が第1軍の将官（各旅団長）鴨緑江に

・戦ひた、る我が第1軍の将官（各参謀長）

清国安東県た於ける第1軍経理蔀員、清

国安東県に於ける第1軍軍医部員　鴨緑・

江に於て我軍と戦ひたる露国の将官　鴨’

録江にて我軍と戦ひし敵の将士の軍装

鴨緑江にて我軍と戦ひし敵の兵士兵種及

び其op．軍装　明治37年3月14日宇品浴桟

橋より第1軍の近衛砲兵用の弾薬砲車を

端艇に積み込の景　同日御用船博多丸に

近衛歩兵乗船の景　3月17日朝鮮鎮南浦

大同江に碇泊の各御用船遠望の景鎮南

浦に於て各御用船より軍慮上陸の遠望

3月18日鎮南浦碇泊所に於て司令部第1第

2の軍用桟橋より軍馬及糧食を陸揚の景

同第2第3の軍用桟橋の景　油粕南浦海岸

』に於ける衛生隊陸地集合の景　同鎮南浦

海岸に於ける近衛砲兵弾薬縦列集合の景

鎮南浦大同江河岸の第3桟橋よ’り近衛野

戦砲兵砲車を陸揚の景　3丹21日韓国舞

岡洞の兵靖司令部所在地盛岡城南詣り景

平壌大同門外に架設せる富商の景　平壌

城内歩兵集合の景，平壊大同門外に歩兵

及輻重縦列の景　同大同門外の軍勢縦列

．通過の景’心血大同門外河岸に軍用品運

搬の泥め朝鮮人集合の景　平壌七星門正

．面の景　平壌の日本居留民義勇兵が築造

せし城壁障害物逆茂木の景　第1軍司令
部の宿舎に充たる同城内平安道監察府中’

央門内に出て出身宮殿下並に大村副官

同憂1軍司令部宿舎中庭に於て神武天皇

祭祭日に軍司令官並に幕僚立食の景L ｽ
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壌兵立占病院より軽症患者徒歩後送の景

車壌重病患者を担架後送の景　平壌以北、

義州街道を近衛歩兵砲兵前進の景　i義州

街道：近衛輻重輸卒隊が糧食運搬の状況

義州街道に於ける近衛歩兵輻重縦列前進

の状況　同第2師団の架橋縦列進行の景

同近衛野戦面心弾薬縦列前進の景　同近

衛後備工兵第1中隊が岨道工作の景　粛

州以北に於ける悪路を糧食縦列隊通過困

難…の状況　義州街道に於ける歩兵休息の

状況　i義州街道にて野戦衛生心用の材料

を坂上ぺ運搬の状況　義州街道に於ける・

朝鮮市街を歩兵行進の状況　同歩兵糧食

縦列進行め遠景　濠州南方より安富城に

軍隊入城の遠景　安州城内高地より清川

河を遠望する景　安州以北よりi義州街道

に於ける軍慮を輻重縦列が通過の景　義

州街道批蜆面場面に向け近衛歩兵連隊前

進の景品地にて歩兵が昼食を喫する為

め休息の景　同遠景　同軍司令官殿下以．

下幕僚高地に湿て御中食の景　同近衛歩

兵及び重重縦列前進の景　馬山院里の山

上に於て近衛第2旅団長以下将校が山下

の軍隊通過を遠望せらるるの景　同近衛

野戦砲兵の宿営地遠景　馬山院山下の近

衛第2旅団全隊が前進の景　心高院坂路

1に於ける近衛野戦砲兵砲車及弾薬車を歩

兵が援護行軍の景（其1，其2）．．定州城外．

高地に於ける近衛騎兵連翁忌中尉加納忠

勇以下5名戦死者の墓碑．第12師団工兵

第12大隊義州街道の山道を開き及架橋材

’料工作の景　義州城外宿営坤に近衛野戦

砲兵到着の景・我が陣地なる義州城統軍

亭より城内全景を望む　義州の対岸なる

敵陣地より虎山附近一帯の景　4月26日

義幽幽右方高地に於ける近衛野戦砲兵陣

’地の状況　義民心出軍亭に於て近衛将校

展望哨の景　4月26日九里島を占領せし

後ち近衛工兵大隊が元化淘より九里島に

架橋の景　4月26日我軍が九里島占領せ

しとぎに敵某が同島の民家に放火の状況

，4月26日九里島の対岸栗子園の敵地より．

収容し来た，りし戦死露軍将校の死体及コ

サック騎兵の用馬　4月26日九里島占領

めとき近衛歩兵第4連隊第2大隊本部が同．

島に於て戦利品収容の状況　義州元化洞

に於て4月26日に九里島攻撃のとき近衛

野戦衛生隊が臨時糊帯場曝4月26日・

蔦元化洞に於ける野戦衛生隊の帽子場に

戦死者を担架にて収容の状況　4月26日

同負傷兵に仮繍帯の状況　4月26日同戦

死者収容の状況　4月26日九里島より死

傷者を担架にて運搬集合の状況4月26

日九里島より鴨緑門本流を労り敵地栗子

園対岸に於ける敵の軍用電信を切断し帰

途敵船を奪ひ任務を了へ帰着せし近衛歩

兵第4連隊7中隊及5中隊の決死隊4名の図

同船を更匠使用し対岸敵地に到P敵の将

校戦死者及コサック騎兵用馬5頭を得て』

帰着せし決死隊8名のi撮影　4月28日に於

て近衛工兵大隊が二二江架橋用の木材を

工作の景　4月30日元化洞に於て近衛工

兵大隊が二二江架橋用の鉄船及材料を運

．搬する景　4月30日九里島より鴨緑江本

流に架設する七二鉄船を於赤島に向て曳

、了する状況　4月30日砲丸雨注の下に近

衛工兵大隊が九里島より門崎江本流を経

て於赤島へ三橋を架設工作の景　4月30

　日賦里島より対岸桃子園に向ひ笹緑江本

流を近衛歩兵第4連隊第2大隊が二野の景

　（近衛工兵大隊渡河）4月30臼近衛第4連

　隊第1大隊3中隊が29日敵地なる虎山方面

へ偵察の認め前温し敵g）2箇連隊の大部

　と衝突ぜしときの我戦死者を収容する：景

　鴨緑江の中洲なる贈定島に於ける我が第

f2師団野戦砲兵と九連城の右方なる擢二
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山の敵砲兵と劇烈なる砲戦の景4月30

　日虎山の敵兵織留の攻撃に勝Ptず虎山の

背面へ退却の景　4月30日第2師団工兵第

2大隊が渡河点を偵察の臨め鉄船にて本

流を諮り敵弾船上にて破裂するの景　伺

船覆りて工兵銘水上に浮び頭上に敵弾

破裂の景　同日中江台の人家を敵兵が焼，

討の景　4月β0日九連城の右方な、る鴨島

仙の左後方の敵砲兵陣地に我砲丸命中破

裂の景4月30日於赤島の対岸なる虎山

の上方敵陣地に我砲弾破裂の景　4月30

日九連城の上なる擢鉢山あ上及び左方敵

陣地に我砲弾破裂の景　5月1日午後6時

第2師団戦闘部隊が駿河右岸の砂地に於

て九連城方面の敵に向ひ敵兵追撃の景

同近衛師団の戦闘部隊が馬面方面に向ひ

進撃の景・5月1日近衛歩兵溶出部隊及騎』

兵連隊並に第2師団騎兵2連隊が疑河を渡

りて敵を追撃する景’同騎兵が渡河追撃

の状況　5肩1日導衛歩兵が媛河を渡り追

撃の状況　同第2師団野戦砲兵が疑河を

’渡り追撃の景　5月1日近衛砲兵が疑河を

渉り敵を追撃するの景（右方の高峰を虎

山とす）　5月1日第1量司令官黒木閣下久

魎宮殿下藤井参謀長駿河を渡り前進の景

同幕僚全訳渡河の景・5月1日九連城の上

方約10町の敵陣地に軍司令官の前進及び

第2師団の衛隼雨域帯場に傷者を収容の’

景　5月1日同衛生隊の繍帯揚に於て負傷

捕虜兵を萩野軍参謀中佐が訊問の状況

・5月11日九連城の上方約10町の地に於て敵　ノ

兵3名を捕虜し軍司令部ぺ引率するの景

同午前5時膏油江の中洲なる中江台上方

op砂地に第2師団戦闘部隊の集合と衛生

隊絹帯場の遠景　5月1日午前8時頃中江

台の上流砂地に於て衛生絹帯場に死傷者

収容並に仮輝帯の状況　同誌帯を施す処

（其1，其2）5月1日馬溝に於て敵の遺棄

せし砲車及弾薬の散乱せし状況　同5月1’

　日我が砲弾の為め擢鉢山なる敵の砲車並

に弾薬車炉破機の状況　同5月1日我が重

砲が擢鉢山敵砲兵陣地を破壊したる惨状

同憂溝に於ける敵が砲車弾薬車を遺棄し

て退却せし跡の状況　導引溝の陸路あ景

同砲車及び手前なるは料理用の車　同砲

車弾薬車と艶馬　同5月1日午後5時蛤膜

塘に於ける激戦製鋼況同鱒塘の敵
陣地軸の景「5月1日蛤膜塘に於ける大激

戦後に敵の死傷兵を収容の状況　5月2日

忘潮城に於ける敵の捕虜を収容したる景

5月2日九連蜘こ於ける敵の捕虜将校を安

東県の軍司令部へ護送する途中の状況

同河岸に離の暫し砲塁跡の景　安東県の

入口に敵の架設したる軍橋を自ら破壊し

て退却せし状況　5月3日安東県市街に第

．2師団各部隊の宿営を後方の山上より遠

望したる景安東県鴨緑江河岸の糧食品

を支那ジャシク船より馬橋の状況　敵の

戦利軍馬を軍司令部内にて撮影　安東県

戦利品の収容場に於ける各種戦利品整理

の状況　安東県戦利品の小銃安東県戦

・利品の野砲　安東県戦利品の速射砲　安

東県の戦利品の機関砲　安東県河畔に於

て第7来多号にて融の捕虜将卒を李下浦

ぺ送出の状況・安東県河岸に於て端船よ

り輸卒隊が軍需品を陸揚り状況　同淘岸

に於ける軍需品陸揚の景　同兵立腰倉庫に

於て支那馬車に糧食を積載する状況‘龍

北浦河岸の戦利品たる木材堆積の遠景

安東県の前方3里なる大宝山下を輻重縦

列が進行の景　安東県め軍司令部宿舎内

に於てコサック騎兵用馬の撮影　安東研

摩緑江河岸に於ける軍用支那船集合の景

鳳恩城附近の鳳風山下に電信隊が工作の

状況　九連城の西なる湯山城に於ける兵

姑司令部の状況’
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』376．日露戦役海軍写真集噛第1～4集　坪

　谷善四郎編．博：出鼻　明38．9．一r　39．34

　冊　19×26cm　定価各25銭～80銭

　　　　　　　　　　　　　　〈83一’373＞

〔第1集の写真撮影者：佐世保鎮守府附海

軍教授・藍野理博士，関海軍機関大鳥，

秀島海軍中佐，羽太軍医中島，新納海軍

少佐，，神戸市光村利藻写真心耳，佐世保

市後藤写真館　第2集：第1集の他に，成

瀬海軍大尉，米国陸軍大佐土マーソン，

美門洋行写真部　第3集：第1集の他春U

丸乗員，二本柳寿太郎，仁川井上写真館，

，独逸人クレーノーンス，博文遠写真部

第4集：第1集の他手塚軍医中止，福永海

軍助教授，横浜市金壷写真館。英文の説

・明がある。〕

　第1集
　』東郷海軍大将・上村・片岡両海軍中将

瓜生・三須・出羽三海軍中将　東郷・島

村・武富・小倉・山田・加藤6海軍少将　海

軍陸戦隊の上陸占領地点より塩大払を望

む　片岡艦隊の遼東半島上陸軍援護『松

島選出の閉塞隊諸勇士　軍艦吉野艦長以

下士官tt．海軍陸戦隊司令部立に同氏1大

．隊小隊長以上R’片岡艦隊三山島沖より敵

を威嚇して南山の陸戦に応援す旅順附

近に点る橋立総貝　大連湾の掃海　大連

湾掃海本部’と西柴の機械水雷缶　大連湾

露国官舎のL部（今は我軍政公署）大連

埠頭の倉庫焼直　仮装1等砲艦大仁丸全

乗組員　敵港口に機械水雷の沈設　海軍

陸戦重砲隊の炊事場岬板上に野砲の演

習　大連湾船渠の沈没船引揚　大連の埠

頭に我運輸船の繋泊遠望　三島東方に春

旧の運動　帽島附近め陸軍声援：日進鑑

，上の体育　艦内銃隊操練　艦隊運動　呪

治37年8月10日の海戦（其1～其3）蔚山

沖海戦当時の水雷艇74号全員　老鉄山沖

に支那船捕獲　水雷二階艦陽炎支那船捕

獲　我が沈没艦済遠乗組生存者全員．敵

艦レトイザン惨状　水雷艇71号全乗員

軍艦常磐より碇泊中の艦隊を望む　敵艦

シソイベリキの末路爆破せる敵艦イヅ

ムルード橋立艦中に武富海軍少将と其

幕僚　軍艦常磐と第2艦隊　日本凹々戦

当時の駆逐艦おぼろ総員　日本海々戦当

時の軍艦出雲水雷部員　日本海々戦当時

の八雲　日本海三晃の降伏艦ニコライ1

世樺太附近φ北遣艦隊門下古丹の上

陸（其17其3）九春古型海辺市街の焼跡

我軍占領後の九春立丹市街

　第2集
　露国皇帝及皇后　露国帝室　出雲艦上

の上村海軍中将及幕僚・閉工船報国丸の

乗貝　広瀬中佐の葬儀　旅順口頭め閉塞

麟　閉幕船佐倉丸の乗組員　閉塞船江戸

』丸の乗組員　我艦隊の集合地点　韓国上

陸の陸戦隊　海軍陸戦隊司令部遼東半島

に上陸　香港二二板上より第1艦隊を望

む　橋立の甲板上に準士官以上の集合

旅順附近に於る某工作船　大連の元露国

官舎焼搬後の光景．艦載永雷艇の出動、

海軍陸戦重砲隊　旅順附近仮設砲台の備

砲’大山満洲軍総司令官の来着　我が艦

隊集合地松島厳島及橋立春日の支那

船捕獲　大連湾戦利発電室・艦隊運動

高千穂の水雷部員　吾妻航海長以下信号

部員　我旗艦と敵の水雷爆発旅順口内

の撃沈敵艦　水雷艇68号全乗員　旅順の

敗残敵艦　敵艦セバストポニルとグロム

ボイ　膠州二郎入のツエザレウイツチ

二二口内の損傷敵艦・大連湾に於ける工

’作船と艦隊　日本海々戦の当日常磐より

主戦艦隊を望む’常磐艦の石炭積載作業

日本海々戦後常磐艦上の巨砲掃除　日本
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海々戦中敵将ネボカトフの降伏　日本

時々戦後朝日に敵の捕虜収容　日本海々

戦の降伏艦アリヨールの損害　日本海々

戦の降伏艦アリヨール　日本海の降伏艦

、アブラキシン　樺木島千歳湾の仮装巡洋

艦隊　北遣艦隊樺太軍上陸援護　樺太軍

上陸　樺太軍門春江舟上陸九二二二に
敵あ急造砲台　石炭供給船より某艦に石

炭補給海軍陸戦隊アレキサンドルスキ

ー北方上陸集団　海軍陸戦隊アシキサン

　ドルスキー上陸

　第3集
　魚雷営附近碑岸の惨状　水雷艇雁　封

鎖中の旅三口　日本海大海戦の降伏艦ア

リヨールの惨状艦隊に物資の供給　捕

掌病院船テリヨール　第2艦隊司令部

北勢艦隊僑立艦上の練兵　艦内生活　小

平島り西港湾　旅順攻囲中の海軍陸戦重

砲隊　旅順口外艦隊の運動　艦隊の出動

巡洋艦隊の航進　浮上れる仁川港頭の二

子　旅順攻囲中の海軍陸戦重砲隊　北遣

閉門の樺太北部攻撃層樺太北部占領　韓

国京城の日本海戦勝祝賀会－旅順口黄金

山東方の元露国海軍官舎　日本海大海戦

の降服艦　日本海大海戦後の駆逐艦村雨

．全員　春日艦上2番砲の試射　駆逐艦薄1

雲全員　軍艦内の体育（撃剣）軍艦内の

体育（角力〉火石嶺に於る海軍陸戦重砲

隊　第2戦隊根拠地入港　旅丁壮の爆沈

敵艦バ「ヤンの舷腹　第3回旅順口閉塞

望遠江門門乗貝、第3回二二口閉塞隊相

模丸全野貝　橋立の主砲と艦長　旅順封

鎖中怒濤の問に我戦艦朝臼の前進艦隊

運動（其1～其3）艦上の兵員洗濯の光景

旅順口内の爆沈艦ボルタウ主砲台よりレ・

トイザンを望む三二壁皿勝戦の名残

ワリヤーク号引揚作業　開城前日の旅三

口市街水雷艇第67号全員　旅順口外に
　　　K

第1戦丸め直接封鎖春日日進の2艦始め』

て根拠地に来着－日本海大海戦中損傷せ

る我戦闘艦　松島橋立の姉妹艦北海航進

東郷海軍大将凱旋歓迎　三須海軍中将凱

旋歓迎　根拠地に於る我艦隊　旅順元露

国海員集会所．

　第4集
　日本海犬海戦敵艦隊降伏あ壮観我艦

隊出動して将に敵を遜嘉せんとす　商船

の進行停止命令　我が艦隊37年の紀元節

を根拠地に祝す　胴頂口封山中密輸船の

掌捕・北遣艦隊の動静　北面艦隊雪中の

活動　我艦隊の浦塩詰徳攻撃（其1～其3）

我艦隊北日本海の氷原中に碇泊・浅間艦

内忙中の閑日月　戦時の艦内生活（其1，

其2）q旅心攻囲中の海軍陸戦重砲隊司令

部　旅順港内の沈没艦引揚後の光景　黄

金山上より港口外閉塞船の沈没位置を望

む　老虎尾半島魚雷営附近海岸の光景

鼻高沈没艦ペレCXウエート最上甲板　電

畜沈没艦ペレスウエートの弾痕　旅順沈

没艦ペレスウエートの前部砲塔　旅順沈

没戦艦レトウイザン（肥前）の引揚旅順

の戦利品レトウイザン（肥前）旅順戦利

艦ボルタワ（丹後）12ヲ｝砲の陸揚．浮上り

たるボルタワ（丹後）旅順沈没巡洋艦パ

ルラダ（津軽）旅順沈没巡洋艦パルラダ

’（津軽）の上甲板　旅鼠沈没の巡洋艦六ヤ’

一ン（阿蘇）の排水　乱淫沈没巡洋艦バヤ』

一ン（阿蘇）の破損状態（其1，其2）旅順，

沈没巡洋艦バヤーン（阿蘇）の防水工事

旅信沈没戦艦ポベーダ（周防）最上甲板

旅鼠沈没戦艦ポベーダのイトれ々る前橋

老虎尾半島海岸の沈没艦旅順港内60面

起重機船’旅順の沈没汽船プレーア号及

チチハル号’1旅順港内に沈みたる砲艦ギ

リヤーク号軍艦新高総員1洋中の給養

船魚形水雷の艦内取入れ艦内戦闘準
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備の一部　甲板上被服点検　艦内の寝具

乾し方　艦内兵貝の入浴『海洋中に鮮魚

買入れ　東郷大将一行の諸将士東京へ凱

旋吾妻艦上に英艦乗組下士卒の歓迎
東京湾の大観艦式（其1，其2）

・’

@377　日露戦役算勘三軍記念帖　鴨堀江軍

　令部小川一真製版所明39．233枚

　26×38cm　〈400－96＞
　　伊藤待従武官聖旨伝達の光景　三龍硲

　に於ける軍司令部　五百牛東西南方高地

　敵砲弾破裂及歩兵第12連隊仮纈画所の光

　景’五百牛乗に於ける第11師団司令部

　三韓灘北再録三千米軍の地点より救兵機

　方面の敵を砲撃の光景　三脚硲に於ける

　第11師団第3野戦病院患者収容の光景

　三豊硲北方約二千米突にある独立家屋付

　近に於ける野戦砲兵第11連隊の砲撃　三

　龍硲北方約二千米突に於ける第11師団仮

　繍帯所附近敵砲弾破裂の光景　三龍硲に

　於ける行李の集合　三龍硲に於ける伝騎

　命令伝達の光景・降龍硲通信所の光景

　三龍硲野戦病院の重傷患者収容所の光景

　三龍硲北方約三千米突の高地上軍司蛙戦

　況視察　軍管理部炊事場の光景　露尊号

　事昂め光景、兵語中の馬群丹　占領当時・

　の撫順城　i撫平城南渾河々畔馬匹死傷の

　光景　望事南方渾河に於ける露里の軍橋

　撫順南方渾河に於ける占領軍橋修繕の光

　景（其1，其2＞i撫順南門外三三i軽：便鉄道

　貨車及軌鉄着順球西南方に於ける千金

　寮炭坑（其1，某2）撫順軍司三音β内捕虜

　訊問の光景　撫順歯獲軽便鉄道貨車　撫、

　順歯獲小銃集積の光景・撫順三三砲弾集

　積の光景’馬牛錦塗に於ける敵の糧秣庫

　焼跡く其1．，其2）撫順高山塔下より展望

　の撫単一全景　撫順の遠景及同地附近の

　露軍防禦陣地　撫順北方高山塔難敵の掩

蓋三三　三田北方高地高山三下の敵壷壕

刈り東北方高地の敵防禦陣地を望む撫、

順北方高地敵陣地より西方高山塔方面の

陣地を望む　撫順東北高地敵防禦陣地

撫順の北方に於ける露軍防禦陣地の一部

i腰細の北方に於ける露軍の監視哨所　撫

順の東北端に：於ける露頭の防禦陣地　撫

順城の南門　撫順の郭壁．．歩兵第44連隊

の戦蹟朝倉山　撫順三龍野間輸送の軽便

鉄道　撫順に於ける軍司会部員一同撫

順に於ける占領鉄道開通式々場正門の光

景　原型に於ける占領鉄道開通式余興角

力　孝順に於ける占領鉄道開通式宴会場

薩峠護城より渾河牽隔てて営盤を望む

一門塞北方に於ける露軍砲兵陣地　黄沙

路子南端に於ける渾河の急造軍橋出島

師団長の講話　蒼周東北方高地に於ける

我陣地　二伏悪難歯間渾河渡渉中の光景

南山城子於御勝山急造廠舎』南山城子東

西岩山　障子河畔の曉景（其1，其2）興

隆街に於ける第5野戦郵便局　中砲工兵

部裏車軸　川村公園より馬場及永陵西墾

．望見　軍司令部前川村公園の一・’“部　下園

村より姫子河及興隆街の一端展望の景

興隆街より下園を望む　啓運山下愛親軽

羅氏宗廟全景、正門　舞舞山下愛親愚暗

氏三権四棟の内一部　啓運山下愛親覚羅

’氏宗廟奥殿永陵に於ける鴨緑江軍戦病

死者招魂祭参拝の景　同忠魂の碑．永陵

に於ける鴨民事軍戦病死者招魂祭場正

門，全景　永陵に於ける四緑江軍戦病死

者招魂祭宴会場　福陵天柱山高祖廟・福

陵の図　奉天城内軍政署附近より金三殿

の遠望』 �V城内金鷲殿六角堂

378．日露戦役海軍写真帖　　第1～4巻

　小川一真出版部2冊（合本）　26×35CM

　　　　　　　　　　　　　　一一　〈400－82＞
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．〔第1～3巻，第4巻の2冊に合本されてい

る。〕

　第1巻．
　1等戦闘艦　戦闘艦々長室我艦隊根拠

地に集合の景（其1，其2）我艦隊集合地

・の夕陽　主力艦隊敵港封鎖の景　我戦闘

艦怒濤を排して旅懸口封鎖の任務を遂行

する景　我艦載水雷艇隊強行偵察を了り

て集合地に帰着の景　敵艦攻撃を終りて

．我水雷艇隊根拠地に帰着す　戦闘艦め戦

闘準備　明治37年8月10日旅順四大海戦

に於て我艦隊の一部敵艦隊に迫る、我戦

闘艦巨砲発射の景6サ速射砲発射の景

探海灯の実景　我野合艦隊の主力敵艦隊

に向ふ　機械水雷爆発の景　天長節の満

艦飾我1等巡洋艦全速力三三敵の回船

を捕獲せんとするの景　軍艦三笠　海軍

兵学校重砲台内部の景’我艦隊旅順ロ港

外に敵を監視す　諾典機関砲発射　軍艦

扶桑及下期　軍艦富士「軍艦初瀬　軍艦’

朝日　軍艦春日　軍艦八雲　軍艦磐手

軍艦出雲

　第2巻
　8月10日黄海大海戦　艦載水雷艇旗艦

た集令す　駆遂艦隊　響町艦　駆凹凹密

輸入船を捕獲す　8月黄海大海戦に於け．

る敵の第1弾　露式機械水雷罐　強行偵’

察任務の艦載水雷艇　海軍浪拠地・47密

速射砲発射　根拠地陸上砲　潜航水雷艇一

水雷艇野拙：水雷艇第58号　水雷艦隊及水．

雷置戸56号　水雷艇第12号及57号　駆遂

艦夕霧　即実艦陽炎　1等巡洋艦日進　1’

等巡洋艦常盤　駆側帯東雲　旅三口港門

港内に沈没したる露国．軍艦　黄金山下の

パルラダ及ポピ等ダ　旅順口港船渠及東

港内に落下したる我砲弾　旅三口港内に

沈没せる敵艦レトウィザン　旅三口港内

に沈没せる敵艦ボルタワ　旅門口港内沈

没敵艦ギリ：ヤーク（其1，其2）旅順三二

老虎尾半島前に沈没したる我封鎖船の状

態　着順口港黄金山下肥封鎖船の状態

1等戦闘艦鹿島の進水式

　第3・巻
　、艦隊運動（其1～其4）　明治37年3月初’

旬第2艦隊浦塩攻撃の途中に：於ける二軍

野々首氷結の景　明治37年8月14日上村

艦隊一撃の下に浦塩艦隊を突破せんとす

るの瞬間　明治37年8月14日撃沈艦ルー

リック生存者を我某艦上に収容し我水兵

の衣服を与ふるの景　国後水道の流氷

某巡洋艦の北海航行（其1，其2＞北海に

於て浦：塩密航船を捕獲す　明治38年5月

28日日本海に於て敵将pヂェストエンス

キを捕獲したる駆逐艦漣　信号兵とメガ

ホン射撃練習に於て距離測定　明治38年

5月2S甲日記海に覧て降伏したる敵艦ア

リヨール上甲板に敵兵を整列せしめ二軍・

艦旗を掲揚するの図『明治38年5月28日

日本海に於て降伝中の敵艦ニコライ1世

明治38年5月28日日本海に於てネボケ、ト・

ッラ将軍魔下の敵艦4隻降伏の図（其1，其

2）明治38年5月28日日本海に託て降伏

’したる敵艦アリラールの副長以下将校数

名を軍艦朝日に収容す　明治38年5月28
．』 咩坙{海大海戦の際捕獲せる軍艦アリヨ

ール　明治38年5月28日日本海大海戦の

際捕獲せる軍艦アりヨーールめ黒部　軍艦

アりヨ「ル破損12サ大砲　明治38年5月

28日日本海大海戦に潤て降伏したる敵艦

アリヨールの右舷中央6ヂ砲塔附近破損

状況（其1，其2）　明治38年5月2S日日本海

、大海戦に於て降伝したるアリヨール左舷

側損害状況　明治38年5月28日日本海大
海戦に撃て降伏した為敵艦アリヨールポ

ートデッキ損害状況・明治38年5月28日

日本海大海戦に於て降伏敵艦アリョール
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後部艦橋より左舷前部を望むの図　明治

38年5月28日日本海に於て降伏したる敵

艦アリョール前艦橋左舷47密砲附近破損

状況　明治38年5月28日日本海に於て降

伏したる敵艦アリヨール上甲板損害状況

明治38年5月28日日本海に於て降伏した

る敵艦アりヨールシェルターデッキ破損

の状況

　第4巻
　明治38年10月23日東京湾に於ける凱旋

・観艦式場全景　明治38年10月22目連：合艦

隊司令長官東郷大将参内奉告の為め東京

　に凱旋す（其1，其2）新橋凱旋門晶晶夜

景　供奉艦千早皇礼砲発射’各法皇礼砲

発射第1列敷島朝日及参列英国軍艦
第1列の遠望及第2列の諸法　北西方より

参列血忌を望む御召艦浅間　御召艦及

　英国軍艦　御召艦浅間及第1列諸艦「登

舷礼式　御召艦浅間及第1列中め1等巡洋

　艦：御召艦浅間及第2列及第3列の諸豪

　御召艦浅間及第1列中の1，2等巡洋艦論戦

　出藍　御召艦浅間及戦利諸艦　戦利艦及

　第2列心証　戦利諸艦戦利艦相模　御

一召艦浅間及第2列中の姉川即日本丸及香

　港丸　仮装巡洋艦　御召艦浅間及第3列

　駆逐洋艦　仮装巡洋艦’潜水艇　明治38

　年10月23日軽気球上より揮沖したる凱旋

　観艦式場全景ゴ．凱旋観艦式場夜景

379　日露戦役海軍写真帖　市岡太次郎著’

・小川写真製版所　明治38．1210p　123

　枚　24×35qm　定価4円50銭『

　　　　　　　　〈40Q－82イ〉〈4QQ－82aロ＞

　　1等戦闘艦　戦闘艦々長室　我艦隊根・

　拠地に集合の景（其1，其2）我艦隊集合

　地の夕陽　主力艦隊敵港封鎖の景．我戦

　闘艦怒濤を排して温順口封鎖の任務を遂

　行ずる景　我艦載水雷艇隊強行偵察を了

・りて集合地に帰着の景・敵艦攻撃を終り

て我水雷艇隊根拠地に帰着す　戦闘艦g）

戦闘準備　明治37年8月10日旅順沖大海

戦に於て我艦隊〃）一部敵艦隊に迫る、我

戦闘艦巨砲発射の景・6ヂ’速射砲発射の

景　探海灯実景　我連合艦隊の主力敵艦

隊に向ふ　機械水雷爆発め景天長節の
満艦飾幽 艪P等巡洋艦全速力験走敵の商

，船を捕獲せんとするの景　軍艦三笠海

軍兵学校重砲台内部の景　我艦隊旅順口

港外に敵を監視す　二二機関砲発射・軍

艦扶桑藁菰遠　軍舞富士　軍艦初瀬　軍

艦朝日及入島　軍艦春日　軍艦八雲　軍

艦磐手　軍艦出雲、8月10日の黄海大海
戦’ ﾍ載水雷艇旗艦に集合す，駆逐艦隊

駆逐艦　駆逐艦密輸入船を捕獲す　8月

10日黄海大海戦に於ける敵の第1弾　露

式機械水雷錘　強行偵察任務の艦載水雷

艇　海軍根拠地47密速射砲発射　根拠

地陸上砲潜航水雷艇　水雷艇二二水雷

艇第58号，同56号　水雷艇第12号及第57

、号1駆逐艦夕霧　駆逐艦陽炎　1等巡洋

艦日進　1等巡洋艦常盤　駆逐艦東雲

温順口西港内に沈没したる露国軍艦　黄

金山下の敵艦パルラダ及ポピエダ　旅順

口港船渠山鼠港内に落下したる我砲弾

温順口港内に沈没せる敵艦レトウイザン

旅順口港内に沈没せる敵艦ボルタワ　旅

鼠口港内に沈没せる敵艦ギリヤーク（其

1，其2）旅鳥口乙鳥虎尾半島前に沈没し

』たる我封鎖船の状態　旅取口港黄金山下

湯封鎖船の状態　1等戦闘艦鹿島の進水

式　艦隊運動（二三其2）　高速力艦隊渾

動　艦隊運動（其3，其4）　明治37年3月初

旬第2艦隊浦塩攻撃の途中に於ける我軍

艦二二結氷の景　明治37年8月14目上村

艦隊一撃の下に浦塩艦隊を突破せんとす

　るの瞬間　明治37年8月14日撃沈艦ルー
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　リttック生存者を某艦上に収容し我水兵の

衣服を与ふるの景　国後水道の流氷　某

巡洋艦の北梅航行（其1，其2）北海に於

て浦晦密航船を捕獲す　明治38年5月28

日日本海に於て敵将ロヂェストエンスキ

を捕獲したる駆逐艦漣　信号兵とメガホ

ン射撃練習に於て距離測定　明治38年5

月28日日本海に於て降伏したる敵艦アリ

ヨール上甲板に敵兵を整列せしめ我軍艦

旗を掲揚するの図明治38年5月28日日

本海に於て降伏中の敵艦ニコライ1世

明治38年5月28日日本海に於てネボケト

ツフ将軍磨下の敵艦4隻降伏の図　明治

38年5月28日日温海に於て降伏したる敵

艦アリヨールの副長以下将校数名を軍艦

朝日に収容す　明治38年5月28日日本海

大海戦の際捕獲せる軍艦アリヨールア

リヨールの二部軍艦アリ戸一ル破損12

、サ大砲　明治38年5月28日t日本海大海戦

に於て降伏したる敵艦アリg一ル右舷中

央6サ砲塔附近破損状況（其1，其2）　明治

38年5月28日日本海戦に於て降伏したる

敵艦アリヨール左舷側損害状況．明治38

年5月28日日本海大海戦に於て降伏した

る敵艦アリヨールボートデッキ損害状況

明治38年5月28日日本海大海戦に於て降

伏したる敵艦アリョール後部艦橋より左

舷前部を望むの図　明治38年5月28日日

本海大海戦に於て降伏したる敵艦アりヨ

ール前艦橋左舷47二二附近損害状況　明

治38年5月28日日本海大海戦に於て降伏

しだる敵艦アリ’ヨール上甲板損害状況

明治38年5月28日日本海大海戦に於て降

、伏したる敵艦アリヨールシェルターデッ

キ破損の状況　明治38年10月23日東京湾

に於ける凱旋観艦式場全景　明治38年10

月22日連合艦隊司令長官東郷大将参内奉

告の為め東京に凱旋す（其1，其2＞新橋

凱旋門及其夜景　供奉艦千早平心砲発射

各艦皇礼砲発射』 謔P列敷島朝日及参列

英国軍艦　第i列の遠望及第2列の諸島

北西方より参列諸藩を望む’御召艦浅間

御召心友英国軍艦　御召艦浅問及第1列

諸艦　登舷礼式　御召艦浅間及第1列中

の1等巡洋艦　御召艦浅間及第2列及第3

列の諸艦　御召艦浅間及第1列中0）1，2等

巡洋艦及戦利艦　御召艦内閲及戦利諸艦

影幽幽及第2列諸艦’戦利諸艦　戦利艦

相模御召艦浅間及第2列中の姉川丸日

本盤上香港丸　仮装巡洋艦　御召艦浅間

及第3列駆逐艦　供奉油糧及第1列1等巡

、洋艦　仮装巡洋艦　潜水艇　明治38年10

月23日軽気球上より撮影したる凱旋観艦

式場全景　凱旋観艦式場夜景

380　日露戦役記念写真帖　熊本’熊本県

　凱旋軍歓迎会　117枚　112p　22×30cm

　非売品’　　　　　　・　　　〈407－8＞

　〔第6師団と熊本県とに関連レた写真を

　集め牟もの。熊本県人の戦病死者の噌覧ガ

　がある。〕・

　　戦役中時局の事務に軟掌したる江木熊

本県知事出征第6師団長大久保中将

戦役中時局の事務に鞍冠したる熊本県事

．務官　戦役中時局の事務に鞍面した乙熊

　本県郡市長　第6師団各部団隊長　戦役

　中熊本県財政計画に関与したる県会議員

戦役中傷病軍人の看護事業に尽力じたる

篤志看護婦人会役員　戦役中援護事業に

尽力したる愛国婦人会熊本支部正副支部

論及評議員　第6師団将校予饒会　達示6

師団出征辞　蓋平城附近の砲撃　大石橋

　附近の戦闘に於ける歩兵の占領　大石橋

戦闘中の第6師団司令部－大石橋附近の

」砲戦　傷病兵の帰還（其1，其2）　大石橋

　の戦闘に於ける戦死者の葬儀　海城附近
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の砲戦敵の防禦工事海城沸に於け
る工兵第6大隊の架橋工事　首山面攻撃　’

前進中の第6師団司令部　一山墜攻撃前

進中に於ける歩兵第23連隊の歯内砲　首

山墾の砲戦　首山墾攻撃中の第6師団司

令部　占領後の首山墾九十九高地　首山

畑九十九高地西方畑地に於ける恒温の死

屍収容　篤志看護婦人会総裁宮妃殿下の

』御使予備病院慰問（其1，其2）遼陽城の

砲撃　遼陽攻撃中の満州軍総司令部第2

軍司令部第6師団司令部幕僚の観戦　占

領当時の遼陽城内　古領後の雷丸停車場

遼陽城北内外に於ける招魂祭長岡潜函

君の葬儀当日の遙拝式　江木熊本県知事

の弔辞遼陽戦闘迄の戦死者合併葬儀

野老濡難に於ける魚心占領祝捷会（其1，

．其2）沙河会戦に於ける第6師団の集合

沙河会戦に於ける敵屍の散乱’ R河会戦

に於ける攻嚢中の師団司令部及外国観戦

武官　沙河会戦に於ける歯面砲中隊の砲

撃　松方日本赤十字社長の予備病院慰問

篤志看護婦人会熊本支会員の前帯作業

沙河滞戦中の入家子第6師団司令部沙
河滞戦中第6師団所在地の防禦工事並規

望哨　如意停車場　沙轟轟戦中夫母節祝

賀の第6師団画影隊長並に従軍外国武官

沙弥滞戦中樹林子に於ける，歩兵第24旅団

司令部　沙河滞戦中面諭塗に於ける歩兵

第23連隊本部　沙河新盤中林盛墜の穴居

皇后陸鳥の細使北島権画廊の予備比隣慰．

周幽予備病院収容の患者慰問あ沁め来熊

　したる英人リチャードソン夫人招待会

沙河滞戦中林盛墾の防禦工事’沙漏舌戦

　中掩墜内の狙撃沙河滞戦中油木屯に於

『ける歩兵第11旅団司令部　拉木鼻の我防

禦工事　沙河鉄道橋並に俗称地獄林’沙

　河滞戦中掩墾内の機関砲　沙河滞戦中支

那車両の物資運搬　熊本市官民の旅順陥

落祝賀会璽壕（其1，其2）錘壕築造の

辞　熊本県立工業学校の砲弾製造（其1，

其2）－第6師団伝騎小隊　奉天会戦に於

ける我重砲隊の砲撃　奉天城に向って我

兵の前進　奉天包囲の際師団前面に於け

る敵兵の投降　奉天会戦あ際蔀団司令部

前面に於ける投降兵の抵抗　奉天会戦の

際第6師団前面に於ける歯二品　第6師団

の建設に係る以降ケ岡記念碑　熊本市官

「民あ奉天鉄嶺占領祝賀会　芳川内務大臣

の予備病院慰問－招魂祭に於ける愛国婦

人会熊本支部の遺族接待大二河市街

大忌河鉄道橋の破壊　大二河に於ける工

兵第6大隊の架橋　占領当時の開原停車

場　開原市街　開原二品清河の架橋　小

沢日本赤十字社副社長の篤志看護婦人会

熊奉立会作業視察　清河銀道橋の破壊

開原北方高地に於ける歩兵第13連隊の防

禦工事　開原北方高地に於ける歩兵第45

連隊の防禦工事．開原西北二二湾屯附近

の防禦工事　開原城内に於ける歩兵第11

旅団司令部　大証圏に於ける沙河会戦↓

周年記念会の模擬店’大牛圏に於ける招

魂祭（其1，其2）平和克復奉告の勅使

露国俘虜将校送別会　第6師団管内各県

連合建設の凱旋門　熊奉市の凱旋門．第

6師団司令部の凱旋　愛国婦入会熊本支

部長の凱旋第6師団長に花籠贈呈’熊本

市め凱旋祝賀会　第6師団の臨時招魂緊

（其1，其2）奥前第2軍司令官り祭文　野

津元帥の祭文’大久保師団長の祭文　江

木連合4県民総代の察文　4県連合凱旋祝

賀会（其1，其2）江木連合4県民総：代の歓

迎の辞　凱旋兵壬に寄贈の酒肴発送　軍

人及戦病死者遺族に贈りたる記念杯及花

瓶　連合4県内凱旋軍人に対する記念杯

寄贈趣意書　熊本県内霰瘤軍人に対する

記念杯寄贈趣意書熊本県内戦病死者遺
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族に対する花瓶寄贈趣意書．共進会成功

祝賀会・長岡護全町の銅像除幕式　除幕
tt ｮ辞細川侯爵家の招魂祭　細Al侯爵の

祭文江木熊本県知事の誓文　西島第6

師EEI長の祭文　熊本県内戦病死者の名簿．

381　日露戦役記念写真帖　第1’，2集　』久村．

　敬次郎暦博：文館明38．1～72冊．
　20×28cm　　　　　　　　　　．〈83－352＞

　　第1集「　　　　　　　　　　　　、

t－y @鎮南浦た於ける我第2電上陸地点に

　於ける我物の活動供1・其2）二上陸地

　（小河口）砲車陸揚　辛上陸地砲兵馬匹の

　・集合上陸平台山　大劉家屯第3師団司

　令蔀’大西家屯附近に於ける第3師団砲

　兵第3連隊め行進　桂歩兵中尉（勇喜）の

　戦死祭祀　大門家門附近に於ける第3師

　団第6連隊の一部野営準備　大挑家屯所

　早　李家屯附璋響町輸送・後方勤務の活

　動　我堅磐角房（貌子窩街道）に向ふ　転

　角界に於ける第19旅団の一部　大兵転角

　房に集中す（其1～其3）車家屯附近に於

　ける歩哨某　騎，出兵金州に向ふ　金州

　進軍中輸送の困難i第18連隊金州に向ふ’

　砲兵旅団の活動　軍司令官の一行亮甲店ゴ

　を過ぐ　劉家店（老虎山東北麓）第2軍司

　令部　韓家門附近に於ける第1師出の宿

　営及び炊事場　大戦の朝軍司令官晶行金

　州に向ふ　遼東の名山老虎山（夫和尚山）

　十三里倉子に集中せるわが砲兵　危機一

　発！戦端将に開始せられんとす　二叉東

　門附近に於ける我砲兵陣地　壮観！我砲

　弾南山に炸裂す’三兵の突入したる金州

　　　　　　　　　　　　　　　　し　城東門、金轡城内軍政署　敵の経営せし

　農園　午後4時以後我砲兵の大威力（其1，

　其2）　南山敵塁前の鉄条網　二軍の破壊

・したる二条網　南山前面の掩二二高話・

　南山に於ける最：も大なる敵の掩濠　老虎

　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　一　209　一・

山に再るせ敵の南山砲塁　南山に遺棄せ

し曇り重砲　背面より見たる敵の南山砲

塁　南山中央砲塁に遺棄せし敵の重砲

我工兵の爆発せし敵の地雷　南山幽趣よ

り発堀せし敵の地雷　戦死者に生存者

南山陥落後の野戦電信隊　南山た遺棄せ

し敵の探照燈　南山に遺棄せし敵の機関

砲　南山背面　大房身停車場　敵の破壊

し去りし大房身の火薬庫　ダルニー附近

の大破壊　敵の破壊し去りしダルニー停

車場附近　ダルニー市戦後の光景（其

1～其5）ダルニー附近に於ける敵の観

場」大タ的活動！我軍の北進　甘子山々

灘所見（其1～其3）　わが歩兵東清鉄道断

路を前進す　得利寺大戦前の騎兵斥侯

向弾i歯車の前進　戦機既に熟す　軍予備

隊（歩兵第6連隊）の急臨画，戦闘中担架

卒負傷者を後送す　敵砲沈黙わが砲兵前

進を起さんとす．前進！前進！敵に相

対せる我砲兵陣地　内山砲兵旅団長砲兵

騨地を巡視す　最左翼の戦況　我左翼芳

面激戦の全景　龍謡曲，無論河，得利寺停

車場・歯獲砲を以て敵の陣地を砲撃す

曲面面附近鉄道線路破壊　北大闇塞に於

ける騎兵の出発　行軍中兵士炎日に苦み』

て井に集る　龍山附近「龍ロ附近輸送縦

列の謝意　蓋平城占領当日の光景（其1，

其2）．蓋平城内軍政署．蓋州河に架せる

鉄橋　我軍心迷河に架橋す

第・2集

　箭；鼠子第2軍司令部門前　大石橋激戦

地太平嶺の鉄条網　大石橋激戦地太平嶺

に敵の鹿柴　大石橋激戦我兵太北嶺の占、

領　大石橋激戦中富5師団司令部に敵砲

弾雨下「大石橋停車場　大石橋兵姑病院

占領当時の海城停車場　我軍占領後の海

城南門　海城の楼門上より望みたる塗壁

海城東門内の孔子廟　三河北岸海城の城



壁海城の内外・海城の内外国従軍武官．

の宿舎　海城の内外国従軍通信員の宿舎

海城西門外山西会館　　海城々内寺院の

仏像　海城々内の巡捕　海城停車場に孤

軍糧食の堆積　海城西門　海城東門　沙』

河北岸海城タ壁の牙楼海城河の鉄橋

沙河を隔てて海城西門の遠望　海城孔子

廟より市街を望む・海城々外冠家庶子に

敵の遺棄したる錬条網　海城疏外羅家塗

子に於ける敵の点画　藁家愚子に於ける

敵：の狼穽　羅家養子に於ける敵の塾感

恩家庭子の敵の狼穽と鉄条網’海城回外

の敵の璽濠　亮甲山上より海城の遠望

海城々外王公山々麓の高梁中なる敵の壷

・濠　王公山の麓の砲塁海城上沼王公

「山々麓の敵塁跡　海城附近団子山り敵塁

跡、海城々外王公山の頂より見たる敵の

掩塗’海城域外沙河の北岸に砲兵旅団の

幕営　海城々外点河の渡渉点　占領後面

城慮外の光景　東清鉄道に分捕貨車の運

搬箭煎子に於ける第2軍司令部野戦郵

便　直面子に於ける第2軍司令部附酒保

箭七子支那土人の倉庫tt第2軍司令部

鞍山川に敵の焼棄せる鉄橋上の消防　鞍

　山畠に第6師団工兵の進軍　高山姑附近

　の急追撃「端敵南方高地に奥軍司令部の

　観戦　首回墜攻撃中外国従軍武官の観戦

　遼陽附近に敵の防禦工事の狼穽　首山畠

　頂上に敵の砲塁跡　首山塗東南高地脚の

　寺院　遼遠附近激戦前後の光景　激戦後

　の高山墜山麓　首山脈の山頂より望みた

　る敵の砲塁富山墾の遠望　首山鼠東南

　方山腹の敵の掩墾・激戦後の首山回（其

　1，其2）西山量東北麓に後備旅団の休憩’

　首山江雨着に後備旅団の進軍　首山墾山

　麓の我軍活動　首比量山下の新戦場　遼

・陽攻撃の為に南山の分捕重砲運搬満州

　軍総司令部三三軍司令部の観戦　南山の

分捕重砲を以て遼陽の間接砲撃　分捕重

砲の輸送　野山塗北野に満州響町司令部

の遼陽激戦観望　西山墾より分捕重砲を

以て遼陽攻撃の光景，「遼陽火焚の遠望

遼陽停車場附近に敵の経営せる諸建築

・遼陽停車場敵糧食倉庫の焼失遼陽停車

場構内糧秣倉庫の焼跡　遼陽城外灘戦後・

の惨状　占領当時の遼陽停車場　占領後

の東清鉄道　遼陽南門外の敵の角面墜の

内部　遼陽に向ひ分捕重砲弾薬の運搬

北方より観たる遼陽停車場　遼陽激戦後

停車場外敵の砲兵陣地跡　遼陽停車場附．

近1ご遺棄したる敵の弾薬空箱　遼陽停車

場構内に敵の焼棄せる糧秣　遼三新市街

・にクロパトキン将軍の旧官舎薄陽西門

外の高塔遼陽城外に我が分捕品の堆積

二黒城外に敵の遺棄したる運搬病院　占

領後あ遼陽城’占領当時湾陽市中の光景

’敵の焼棄したる太子河鉄橋の修繕　太子

河鉄橋の修繕工事　太子河岸の敵の筆下

海城附近に分捕貨車の運搬　南瓦房々停

車場に建築中の水槽　南瓦房姑の敵兵営

跡　南瓦房立占停車場に後送傷病兵の到着

青涯簿に御用船備後丸q）響町　青泥窪埠

頭に二言の御用船

382　日露戦役紀念写真帖　下館町（茨城）

　常陽学会舎　明40．282枚　23×30cm『

　　　　　　　　　　　　　〈特67－137＞

　〔栃木県・茨城県で日露戦争に出征した

！人々の写真。’〕

383　日露戦役紀念帝陶海軍写真帖　　　第

　1集　市岡太次勢州・富山房　明38．5

　30枚　26×35cm　　’　　　』〈400－82＞

　　海軍の3提督　連合艦隊将に活躍せん

　とす　我海軍長足の進歩軍艦三笠の進

　水式　軍艦三笠　江田島野草兵学校　戦
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　艦巨砲12吋砲の発射機械水雷の爆発，

　軍艦上の洗濯ほし　戦時軍艦の石炭積込

　海軍根拠地に於ける我艦隊　海軍根拠地’

　．の全景　海軍根拠地の夕照　海軍根拠地

　観戦船満洲丸　勇気凛々強行偵察に向ふ

　旅順封鎖中の我艦隊の行動　水雷艇隊の

　根拠地引掃げ　旅鼠封鎖中の我艦隊　6

　吋速射砲の発射　軍艦内の士官室　軍艦

　磐手　軍艦八雲「2等戦艦扶桑臨画遠

　仁川港に於て京城仁川の小学児童戦捷

t・ 骰曹ﾌ軍艦松島を拝観す　12珊速射施発

　射の殺那’駆逐艦　水雷艇第59号　水雷』

　艇第12号

384日露戦役写真帖第1軍～第4軍畑
　本営写真班撮影　小川一真出版部　明

39．24冊　25×37em　陸地測量部蔵版

　　　　　　　　　　　　　〈400－96τコ〉

　　第1・軍、

　　金家墜下東南方高地に於ける野戦砲兵

第2連隊第1大隊の戦闘（其1，其2）ヤユ

チ南方道路上近衛師団司令部の前進　宙

水姑に於て得たる敵の偽砲　キミンズイ

西北方高地に於ける近衛歩兵第3連三三6

中隊の戦闘　野戦砲兵第2連三三2大隊の

連山関西北方行進　東新墾東南方に在る

近衛師団弾薬縦列に対し敵弾の落下　遼

陽の附近二二葱村東方高地に於ける近衛

野戦砲兵連隊の陣地　ヤモリンザ西方高

地に於ける敵の墾塁　歩兵第29連waあ一一

部塔湾の東方高地前進・紀家es子に於け

る某河の架橋　嘉応子の恒河に於ける大

行李の渡渉　近衛歩兵第3連隊のL部キ’

ミンズイ西北方高地に於ける陣地の占領

橋頭の戦瞳1塔湾の西南面高三脚に於て

歯獲せし野砲　摩天嶺に於ける戦利品集

積所　様子嶺山腹に於ける敵の破壊抱’

橋頭の丁丁　近衛後備歩兵第2連隊の一

　部細河支流に於ける敵前の渡渉　ヤユチ

　南方畑坤に於ける近衛歩兵一部隊の集合

様子嶺北方高地に於ける我砲兵の防禦工

事連山関に於ける第2師団の宿営ブ
　インズァイ東南高地に於げる第1軍独立・

野戦砲兵の戦闘　摩天寵に於ける負傷将

校の輸送　塔湾の東方凹地に於ける歩兵

第29連15C　op仮構家所設置　徐家書に於け

　る仮纏帯所　四方壼西方部落に於ける近』

衛師団野戦病院　塔湾北側に於ける敵の

偽砲　第2師団司令部及歩兵第30連隊の

摩天嶺占領後の休憩．酔興集に於ける第

12師団司令部　近衛野戦砲兵連隊の寅岡

子北方高地に於ける戦闘　歩兵第4連隊

第12中隊の西溝附近に於ける防禦工事

後備歩兵第29連寒駅3大隊の焼達勾に於

．・ ｯる戦闘　三城子山に於ける野戦砲兵第

2運隊第1大隊の陣地へ敵弾の部下　独立

野戦砲兵隊の大英守屯北方高地に於げる

戦闘．西溝の北方に於ける我防禦工事

後備歩兵第29連隊附将校の前柳谷附近地

形偵察　野戦砲兵第2連隣第1大隊連山関

に於ける集合　遼陽の附近高麓隣村東方

高地に於ける近衛砲兵連隊り陣地　大英

守屯北方畑地に於ける我墾畢の一部　岡

崎山西南畑地に於ける野戦砲共第2連隊

第5中隊の戦闘　上柳河陽近に於ける敵圏

の騎兵に対する我砲撃　大英守屯北方畑

地に於ける我墾塁の一部興隆屯附近に

於ける我前哨　英守屯南方畑地に於ける

近衛某隊の炊事場　近衛歩兵第4連隊第1

大隊の高峰寺西南方高地に於ける戦闘

馬圏子高地より塔山を眺む光景　四方台

東南畑地に於ける近衛師団の大行李　後

1国歩寡第29連隊の三家子附近に於ける休

憩　工兵第2大隊の小英屯に於ける防禦

工事律備歩兵第29連隊第3大隊の三家

子東方高地に於ける戦闘　四方台北方高
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地に於ける独立野戦砲兵隊の陣地　東新、

墜東北高地に於ける砲戦　10月10日の戦

闘に際し黄墜の北端に於ける歩兵第3幽

幽団司令部　三城子山に於ける野戦砲兵第

2連隊第1大隊の陣地へ敵弾の落下　興隆

屯附近に於ける我前哨’下潮屯西北方凹

飽に於ける近衛師団第1野戦病院設置の

、準備　高峰寺南方高地に於ける敵の墜塁

永安寺山に於ける第2師団司令部　蛤摸

、塔に遺棄せる敵の弾薬車　第1軍司令部

高等文武官の集合・東石嚢子附透に於け

　る剥離営の内部　煙台採炭所　東廊廟子

　附近に於ける我防禦線の一部　下平台子

　附近に於ける我冬営、・興隆屯に於ける我

　前哨の一部秋々山の南方を占領せる近

　衛野戦砲兵連隊第2中隊の漁家屯石山の

　敵に対する戦闘．馬耳山我防禦線の一部

　三城子と歪頭山間の砲戦　半弓山子に於

＼ける第1軍中間弾薬廠　達子墜仮絹出所

　三洋に敵砲弾の落下する光景　罪本匠附

　近に於ける避難土民の穴居　歩兵第16連

　製鉄4中隊の達す墾南方高地脚匠於けう

　露：営　引々山方向よp馬立山を眺む　王

　石良勾の南方に休止せる近衛後備混成旅

　団　王石良勾附近難中の近衛後備歩兵第

　1連隊　唐家竜北方高地に於ける敵る墜

　塁死傷者収容の為め休戦中彼我関係者

　の会合　興隆旬南方渾河左岸に於て野戦

　砲兵第12連隊第2大隊の戦闘唐紅屯附近

　に於て沙河氷上輸送の光景　東勾山敵陣

　地内の光景　露軍敗退当時に於ける興隆

　旬卑方高地の敵陣地　一河沿岸馬込湾附

　近に停止せる近衛師団大行李　挑急転に

　於ける露三角O）客舎達連墜子附近に於

　て俘虜の訊問　瓜連墜子附近に収容せる

　俘虜（其1，其2）達連迷子に於ける近衛・

　師団仮縮帯所に負傷俘虜の施術第1軍

　の溢家台に於ける戦利品（其1，其2）

　第2軍
　塩大綬上陸地　野戦砲兵第13連隊第2

中隊温家直立市の高地に於ける砲戦　塩、

大島上陸地附近高家狂に於ける二二病院

の傷者　得利寺戦闘に於て我砲弾の破裂

する状況・北王家屯附近に於ける野戦砲

兵第5連隊の戦闘　麻麦庄に於ける歩兵

第34連隊の弔祭　王家屯附近に於ける鉄

道の輸送西双頂山北方畑地に於ける野・

戦砲兵第3連隊の砲戦　王家屯附近に於

ける鉄道橋破壊の状況第6師団野戦電

信隊の工事．蓋平国議門外　歩兵第14連

隊の熊岳遠慮橋通過俘虜の露骨　俘虜

の訊問　蓋平建立病院に収容の露某　蓋

州河に於ける熊工橋の架設　徐家屯西北

方高地に於ける防禦工事大石橋に於け

る野戦砲兵第3品詞の砲戦1大石橋に於

て歯面の面輔　大石橋に於ける野戦砲兵

第3連隊の戦闘　鈴嶺屯畑地に於ける第6

師団衛生隊傷者あ治療　復州河鉄道橋破

壊の状況晶晶1と於ける大日本軍政署

・営ロに於て俘虜1等軍医一行の二二　占

領後に於ける営ロの船舶車講1こ口に於
け’骼x那巡捕の一隊，蓋平の北方高地に

於ける歩兵第45連隊一部の集合李家屯

．に於ける第3師団最前両連隊の休止　李

家屯東北高地に於ける歩兵第34連隊の戦

闘（其1，其2）点点屯東北方高地に於け

る野戦砲兵第13連隊の砲戦　歩兵第45連

隊の高家屯北方前進　得利寺戦死者の今

時戦砲兵第15連隊第2大隊の砲台墾附近

通過　向向屯南端に於ける野戦砲兵第6

連隊第2中隊の戦闘　軍需要品輸送支那

馬車の熊岳河軍橋通過　西溝附近に於け

る野戦砲兵第5連隊の砲戦　灰庄屯に於

ける歩兵第24旅団長0前進　復二河芸道

．橋破壊の状況　我砲弾の望馬丁附近：に送

散する状況　古家子東北方に於ける三三

　　　　　　　　　　　　　　　　　x
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兵陣地。廻汗溝附近の高地に於ける我幕

営，歯獲貨車に依り軍需品の輸送　蓋平

の北方石門附近に於ける前哨本部　蓋平

戦闘の準備　湯平の北方石門に於ける防

禦工事　蓋平の戦闘準備　油平定立病院

に収容の傷者　蓋州河に於ける熊魚島の

架設，蓋平の市街　大石橋に於ける藩臣

馬糧の火災　夫石橋に於て歯獲の車輌

占領後に於ける営口守備隊の宿舎　ドゥ

ンアンジュアンの北端に於ける徒歩砲兵

第4連隊第2大隊の戦闘　唐主山に於ける

鉄条網　八卦溝北方に於ける歩兵第33連

隊の一一一：一部前進　ドゥンアンジiアシの東』

南方畑地に於ける野戦砲兵第14連隊第2

中隊の蓉闘　沙河東北方高地あ吉上より

首山霊二二東南高地に向ひ我砲兵の砲撃’

二河南方高地に於て血忌戦死露兵を町嘩

に埋葬する景　蓋最北関外に於ける第6

師団衛生隊の傷者収容　麻麦庄に於ける

歩兵第34連隊の血祭』歩兵第34連隊及砲’

二二3連隊の入卦溝附近に於ける前進

歩兵第6連隊の一部立山屯東方高地前進

新立屯西方の高地を占領する露軍に対し

我砲弾の炸裂　箭愚子の北方に於ける民

家と其附近の掩墜との交通路　沙河を隔

てて海城を望む．箭払子の北芳に於ける

二二及狼穽　大石橋停車場　古家子東北，

方に於ける我砲兵陣地，新立屯西方高地

に於ける露軍の塗塁及我歩兵第11連隊

罷工姑に於ける歩兵第34連隊の北進新’

立屯西方高地脚に構乱せる副防禦　我軍

占領後に於ける新立屯東南方高地の露訳

防禦陣地　新旧屯西方高地に於て露軍の

構設せる副防禦　海城㊧兵営　歩1兵第6

連隊：二河南方の高地古領後の休憩　可山

塞北方森林中に於ける野戦砲兵第15連隊

の馬繋場　遼陽停車場の火災，占領当日

に於ける遼陽の西門　歩兵第6連隊の一

部艇首山墜西方高地に於ける休憩　俘虜

の露兵　ワンヅヤシゥアンシゥズイ東端

鉄潭論叢に於ける戦闘　首幕議東北高地

脚に於ける戦利加農隊の遼陽停車場附近

の砲撃　野戦砲兵第6連隊g）嫡家屯北方

難路の通過，宋家建台子に於ける歩兵第

45連隊一部隊g）戦闘（其1　，一其2）風旗塗

東北高梁畑中に於・ける我下士斥候　二台

子附近に於ける歩兵第13連隊第3大隊の

展開　シュイワンズイ東南鉄道線路に於

ける歯冠砲弾及薬葵　グウヅヤズイ東北

方に於て鉄道線路を応用せる掩墾　蘇露

台東北高地に於ける歩兵第23連隊の一蔀

の防禦工事　戦利臼砲隊の西八里庄附近

より議論の砲撃　遼陽停車場の火災　方

家憲附近に於ける第6師団の一部前進
一2Ptトウン西南方に於ける露軍の掩蓋，

蘇矯台北方高地に於ける将校斥候・ワン

層ヅヤシゥアンシゥズイ東端鉄道附近に於

ける戦闘　沙河南方高地に於ける野戦砲

兵第3及第5連隊の戦闘　黒牛庄附近に敵

弾落下の光景　墨家庄子東北方畑地に於・

ける野戦砲兵第14連隊第1大隊の戦闘

シヤオヤンズイ東南方凹地に於ける歩兵

第21連隊の仮繍帯所ttマエトウン南端の

土壁に設けたる銃眼・歩兵第13連隊第3

大隊の二台子附近に於ける展開t首山墾

高地に於ける第六師団司令部　工兵第6

大隊第3中隊の蘇馬面附近に於ける軍路

の開設　シヤオヤンズイ東南方高地に於

ける歩兵第21連隊第1大隊の苦戦　新立

屯西方高地に於ける露軍の墾塁及我歩兵

第11連隊　宋家三台子東北方に於て歯獲’

せる野砲　噛癖屯憲兵部前に於ける露軍

将校の俘虜　後柳河子の北端道路東側の

展望哨　我占領の当日に於ける遼陽の市’

街遼陽城外旧皇軍兵営に於て第2軍司

令官の招待せる内外の貴賓　第2軍将校
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及観戦外賓の会合　遼陽停車場監守哨舎

砲弾に依り破壊の光景　遼陽附近に於け

る鉄道橋の修繕・シユイワンズイ西北方

に於ける敵の幽晦墾の咽喉部、遼陽附近

シュイワンズイ．に於て墾塁破壊の試験

遼陽城外停車場附近に於ける訴訟の兵営

及建築物幽趣城西関外シグウアンの西

南方遼陽街道西側に於ける敵の出面塗の

外壕　野戦砲兵第13連隊第6中隊の二台

子東南方た於ける陣地　他山浦に於ける

負傷俘虜の後送　歩兵第34連隊の9部の，

十里河に於ける戦闘　紅三盆に於ける第

2軍司令部寧官屯より王家老子に亘る

我砲兵陣地へ敵弾の集中　長嶺子方面戦

闘の際黄花旬に於ける歩兵第48連隊一部

の攻撃前進　板橋盤より四方台東南方の

敵．に対し戦利加農砲兵隊の砲撃　黄花旬

に於ける歩兵第45連隊の一部の戦闘　沙、

河戦闘負傷者の後送　千家遠写附近に於

ける野戦砲兵第6連隊第1大隊の山河塗の「

敵に対する砲撃・後台北方高地に於ける

第3師団長及幕僚　工兵第4大隊第1中隊

の紅綾塗附近に於ける架橋　電話架設隊

の紅曲面附近に於ける渡渉　冬営の準備

戦利火箭　油溝台附近会戦の際一河右岸

に於ける第8飾団司令部長灘東北方に

於ける煉瓦焼場を刑用せる敵の司令塔

韮菓河子西方に：於ける戦闘　挑魚子南方

に停止せる第5師団司令部及総予備隊

渾河氷上負傷者運搬の設備　第8師団弾

薬縦列の渾河氷上行進　黒溝台附近会戦

に継て破壊されたる五家子西端の漢帝廟

両軍占領後の奉天　奉天西門楼上より城

内を望む　長灘北方畑地に於ける歩兵第

33連隊の戦闘　張庄子西方渾一に拠る歩

兵第41連隊第3大隊の戦闘　大庄河の西’

方に拠る離に対し歩兵第41連隊の攻撃

三三墾に於ける三軍三三三々員退却後の．

光景　大王江墾附近に遺棄せる敵の鉄道

材料　郎二二附近に於ける敵の廠舎　大．

楡樹墜附近に於ける我傷者の運搬’野戦

砲兵第13連隊の遭家屯附近に於ける戦闘

莫二丁附近に於て歩兵第37連隊第1大隊

「の二河渡渉　奉天停車場附近に於て露軍

0）糧秣燃焼の夜景　敵の焼棄したる奉天

の糧秣庫　俊民屯附近落の土壁に於ける

敵弾痕大楡樹墜附近に於ける儘余の敵

廠舎戦御奉天停車場戦利顛北
台子附近に於て我騎兵前哨の戦闘　黒溝’

台附近渾河結氷の光景　李官営三軒家間

．の副防禦　工兵第8大隊の李大人屯南端

に於ける防禦工事　奉夫停車場に於ける

露軍の兵舎　劇麻山に収容せる俘虜　大

山総司令官の奉天入城（其1，其2）富家

庄東端に於ける展望哨　退却に際し赤十

字条約の保護に委ぜし露軍の病院奉天

露国赤＋字病院前に於ける第2軍参謀長

・外幕僚並に日露両国衛生部員　奉天城内

　に於ける機器製造銀円総局　氷町回の兵

火　滑河大野橋開通式　奉天に於ける戦

利品（小銃弾薬車）奉天に於ける戦利品

　（二重車，土工具〉　山県元帥昌図附近陣．

地の視察　一　　．　ノ

　　第3軍
　　海鼠山東北隅より旅1平帯港内を望む

　盤龍山東砲台咽喉部に於ける歩哨線の一，

　部　二野山東砲台登り口掩蓋　王家旬西

南二二内に於ける榴弾砲々床材料集積場

．利家屯南方高地脚に於ける我幕営　盆溝

　西方高地に於ける我哨所　盤渉の西方高

　地脚に於ける我前哨一盆溝東北方高地の

　墾塁内に於ける機関砲．野道の西方に於

　ける沈重砲隊の戦闘、解物弾子の東方高

　地階に於ける仮下帯所　拳兵第19連隊第tt

　1大隊の西門溝西北方高地脚た於ける戦

　闘（其1，其2）’溝口の北方凹字形高地の
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層古諺双台墨より敵の防禦陣地を望む

　（其1～其3）韓家屯西北方丘上より負傷

　者の後送を望む　双台溝川南方に於ける

　敵の防禦陣地の一一一一“・部　営城子停車場西南

　方に於ける破機鉄道橋　後甲子附近に於．

　ける弾薬犀の急造　後甲子附近に於ける

　我塗塁内の重砲　我劉子茂砲台　鳳甲山

　の東南方高地に於ける第3軍司令官一行

　鳳鳳山の東南方高地より敵の陣地を望む

　周旧態陽近に於ける我軽気球0）昇騰　我

　海軍陸戦重砲隊の重砲輸送’柳樹房附近

　に於ける軽便鉄道敷設工事‘高崎山半腹

　幕営前に於ける松村第1師団長峡司令蔀

　員　南風山東南方高地より第1師団方面

　の戦況を望む　旅順の東北陣地に対する

　我砲撃・団山子附近に於ける敵弾の破裂

王家旬に於ける我砲徒歩兵の戦闘　主家

旬に於けQ我野戦病院東龍頭定立病院

　臨視の御慰問使海軍陸戦重砲隊の使用

せし薬萸　東龍頭に於ける軽便鉄道　大

孤山より東鶏冠山一帯を望む　大孤山の

卑北麓に於ける第11師団司令部の幕営

大孤山に於ける我砲兵の馬繋場　大孤山

東北低地に於ける我臼砲の戦闘準備　鞠

垂垂東北方約千米突の凹地に：於ける我徒

歩砲兵第2連隊陣地あ一部　東鶏冠山砲

台に向ふ対壕作業の実施（其1，其2）大

孤山北麓に於ける野戦砲兵第11連隊馬繋

場輪読隊幕営の一部　鞠家屯東南方約千

米突め凹地に於ける徒歩抱兵第2連隊第8

中隊の陣地干大山東麓に於ける攻城砲兵

廠にて28珊榴弾砲の運搬　干大山東麓攻

城砲兵廠に於ける28珊榴弾砲々架の運搬

’敵の焼滅したる徐家跡停車場友野戦砲兵

第9連隊幕営の「部　盤龍山東砲台に敵

砲弾の爆発力家塾に於ける野戦病院の

手術室　長嶺子停車場附近に於ける野戦

病院　三家三三南方谷地に収容せる戦利

　砲弾　第3軍司令部屋後天幕内に於ける

　内外貴賓の会食　攻囲軍の首脳　鳳風山

　「頂より第1師団方面の戦況を望む，王家

　・旬南西凹地に於ける28珊榴弾砲の試射

　百三十一米高地東北約300米にある砲兵

　陣地に敵重砲弾の爆裂　海鼠山東北端よ

　り「百七十四米高地を望む　総攻撃中の海

　鼠山及二百三米高地　海鼠山東北隅に据

　附けありし敵の重砲在漁家屯野戦病院tt

　に於て傷病者慰籍の為あ寧楽隊の奏楽

　百七十四米高地中央の頂上に据附けあり

　し敵の12二二農　耳七＋四米高地西端に

　据附けられし敵の野戦重砲及弾薬庫　百

　七十四米高地東端に据附けありし敵の12、

　珊加農　1町家屯南方谷地に収容せる赤威

　弾丸庫の一部　百七十四米高地頂上両重

　絶間を連絡せる交通路兼弾薬庫　百七十

　四米高地中央に破壊されたる敵のホッチ

　キス機関砲　百七十四米高地東北隅に据

　附けたる敵の機関砲・大連の光景　大王

荘に於ける第i師団第2野戦病院　泥淘子

南西端に於て後送中の軽傷者休憩．土＃le　一一

子北端に於ける海軍重砲隊縦列の一部冷

酒傷者の後送　在島家屯攻城工兵廠材料1

集積場．鳳鳳屯東南高地上に於ける攻城

砲兵司令部員　在民家屯野戦郵便局事務

室　予習山東南方高地に於ける攻城砲兵

司令部fi　．徒歩砲兵第1連隊砲台右翼後

’に格獲せる戦利8二二砲　晶系山東南方

百八十二米高地に於ける徒歩砲兵第1連

隊第1第2砲台の戦闘準備　鳳嵐山東南方

高地に於ける糧食の蓮搬　土屋第11師団

長及幕僚一百三十一米高地より旅順要塞

を遠望す　王家旬西南凹地に於ける28珊

榴弾砲の装填　28珊榴弾砲々弾の集積

三野山東南方百入十二米高地東方斜面に「

・於ける敵弾痕め一部梨嵐子西方凹地に

於ける徒歩砲兵第1連隊第3大隊の陣地
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王家旬南方百四十九米高地の北麓に於け

る徒歩砲兵第3連隊の一部の戦闘　退却

に際し敵の焼棄したる王家旬停車場門徒．

歩砲兵第3連隊陣地の遠望　王家旬西方

凹地に於ける敵砲弾爆発の漏斗ロ　徒歩

砲兵第1連隊第2第3砲台間の山頸に於け，

る海軍陸戦重砲隊の陣地　鞠家門北方約

、500米の地より28珊榴弾砲を以て港・内の

軍艦に対し砲撃の光景　東鶏冠山北砲台

・に向ふ対壕中第3砲兵陣地内　大孤山北

・麓に於ける第11師団の幕営　鞠家屯北方

約五百米突に於ける徒歩砲兵第3連隊冥

罰置所　東鶏冠山北砲台に向ふ対質中の

砲兵陣地及防楯　対塁内第3歩兵陣地の

銃眼より東鶏冠山北砲台を望む　鞠家屯

・北方我砲兵陣地の後方に於て敵弾爆裂の

光景　鞠家屯東北二二800米隆路に二黒∴

けたる戦利二黒の使用せしソップ車

王家屯に於ける野戦砲兵第11運隊の馬繋

場　占領後に於ける盤龍山西砲台咽喉部

の一部　盤龍山西砲台咽喉部に於ける備

砲の惨状柳樹房に於ける第3軍司令部

王家旬南方28珊榴弾門々台に至る軍路の

新設及砲床用材の運搬　盤龍山西砲台二

一’　＠部歩哨線．よ履二龍山を望む　盤質山西

砲台繋舎の一部’盤龍山西砲台に備附け

たる迫撃砲　突貫中軍路の開設，・大島第

9師団長及幕僚盤龍眼山東方より我総

砲撃中の松樹山砲台を望む　盤龍山西砲

台咽喉部に於ける歩哨線　盤龍山西砲台

内二道の交又点より複郭の一部を望む

我総砲撃中の二龍山砲倉　我総砲撃中op

鉢巻山　東鶏冠山北砲台に向ふ対州第4’

歩兵陣地　歩兵第7連隊第2大隊の一部鉢

巻山の突貫　第3歩兵陣地より我砲撃中

の東鶏冠山北砲台を望む　龍眼東方より

．我総砲撃中の二龍山砲台を望む　東鶏冠

山砲台に向ふ対四三3歩兵陣地より我砲

撃中の両砲台を望む　二龍山砲台直前の

塾：壕に向ひ歩兵第19連隊の一部突貫東

鶏冠山砲台に向ふ対壕第3歩兵陣地　敵

の破壊したる王家屯の惨状　八里庄北方

畑地より突撃時機に於ける東鶏冠山砲台

を望む　松樹山砲回内の火災を望む　小

孤山頂歩哨線より塩坪の海岸を望む　大

連仮倉庫前糧食堆積の光景　第9師団戦

利品　病院船ろひら丸に我傷病兵及捕虜

の乗船準備大連に於ける第3軍兵姑監

下前の光景　通信所階上より大連市街の

一部を望む　小菰山東麓に於ける騎兵及

砲兵連隊一部の幕営退却に際し敵の焼

棄したる青学生市庁　大連兵立占病院第2

’分院　大連野物病院の離隔室　第3軍司

令官連合艦隊司令長官及其幕僚、．第3歩

兵陣地銃眼より二二砲撃中の東鶏冠山北

砲台を望む　第7歩兵陣地銃眼よゆ我砲

撃中の東鶏冠山砲台を望む　東鶏冠山砲

台カポニエールの爆発　東鶏冠山砲台半

腹の璽壕に向ひ歩兵第12連wa．　一一部り突貫

束鶏冠山北砲台正面の破防孔及咽喉部に

向ひ歩兵第22連隊一部の突貫　東鶏冠山

北砲台に於ける我突貫隊に向ひ比隣敵砲

台より集射する光景　姜家屯西北方に於

て28珊榴弾砲発射の光景　東鶏冠山北砲

台正面に対する突貫隊の左翼延伸増加
・礁盤溝南西約600：米；に於ける榴弾砲0）発

tt ﾋ　二百三米高地中央鞍部の西南壷＝壕銃

眼より港口附近を望む．二百三米高地西

北の半腹より頂上を望む　クロパトキン

墾塁外壕より水師営の一部を望む．三家

屯西北高地より東鶏冠山北砲台の爆発を

望む　一家屯西北高地より突貫時機に於

ける東鶏冠山北砲台方面を望む．東鶏冠

山北砲台正面外岸凹型の入口　東八里庄

南方約五百米に於て敵の破壊せる鉄道橋

東鶏冠山北砲台破樒孔より回外岸弩弓の
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　外面を望む　東鶏冠山北砲台咽喉部騎舎

　附近破壊の光景　東鶏冠山北砲台右側面

　の外壕　東鶏冠山北砲台背面の防備を完

　全にする為め外壕内の工事　入里庄より

　二龍山砲台正面の爆発を望む　溢画面に

　於ける第7師団司令部の位置　大連に於

　ける第7師団第2輻出監曲論の上陸　騎兵

　第7連隊の一部大連上陸後の休憩　大連

　兵卜占病院に傷病兵の収容’大連兵立浮病院

　第2分院第14号室　大連兵姑病院第1将校

　病室長嶺子に於ける第9師団衛生予備
廠　水師営会見所由雍に於ける彼我両司

令官及幕僚　東鶏冠山北砲台正面外藩弩τ

　客の入口より左方室内を望む　龍眼東方

小角面心より松樹山砲台正面の爆発を望

　む、龍眼東方小角三十より松樹山砲台咽層

虚血陽画に於ける地雷の爆発を望む一歩

意訳7及第35連隊の望台高地の突貫　敵

の軍使レース参謀長等水師営会見所ぼ来

着の光景　軍使護衛コサック騎兵の休憩

水師営会見所に達せんとするステッセル

将軍及幕僚の一行　二龍山砲台背面外壕

，内より咽喉部の左側面を望む　太陽溝附

近に於て授受の憾め集合せる俘虜の一部

俘虜授受中其附近に於ける敵の兵営を自

　ら爆破焼棄する光景’望台上の重砲　松

樹山砲台咽喉部附近に於ける山路破壊の

光景　最終迄抵抗したる望台背面の掩蓋

望台より東鶏冠山北砲台の背面を望む

二龍山砲台背後旧囲郭に於ける発電所

望台より二龍山砲台の側面H砲台及盤龍

山砲台の背面を望む　二龍山砲台左翼外

1壕より外方に通する山路の出口　旅順停・

車場附近に於ける我砲撃の効果　松樹山

砲台咽喉部内の弾薬庫、Q砲台上め備砲

服忌舎・、富‡形砲β上火砲破砕㊥光景

Q砲台東南三囲郭に於ける竪論及破壊家

屋　富士三三台西方約五十米に備附けた

る海軍砲　乃木第3軍司令官の入城　第3

軍職部隊の入城　旅順新市街附近に於け

る分列式　白玉山下埠頭より整弄せられ

たる敵艦を望む　水師尊詠北方に於ける

第3軍の弔祭　威遠高砲台より無涯口を

望む　1月2日朝敵の爆発したる東鶏冠山

砲台（其1，其2）’二龍山砲台正面突角墨

堤上より破培孔の一部を望む　某砲台東

南小丘後に於ける探海燈発電所　北斗山

上に於ける敵の観測所椅子山砲台正面

凸鮪外壕の内部　魚雷営南方に於て敵の

焼棄したる永雷庫　君家屯西北に収容せ

る戦利軽砲及砲弾　富士形砲台背面に飛’

散せる敵の火砲爆破の為め埋没せる東鶏

冠山砲台の重砲　Q砲台附近旧囲郭の47

小弓　東鶏冠山砲台背面囲郭上に於ける

、敵野砲の惨状　松樹山砲台背後旧冬郭の

惨状　東鶏冠山砲台西南高地に於ける備．

砲　松樹山附近旧囲郭内方の騎舎　白銀

山北殉台背後囲郭に於ける機関砲　旅順

東港麟渠内に於ける敵の水雷母艦アムご

ル撃沈せられだる品別ペレスウイット

及ボルタウ　旧魚雷営桟橋附近に於ける

破壊水雷艇、黒糖溝東海岸に収集せる機

械水雷　焦雷営東北海岸にて敵の焼棄せ

し我軍艦三笠艦載水雷艦の惨状　威遠砲

台西方海岸に於ける敵の砲艦破壊沈没の

惨状　東鶏冠山砲台西北海岸桟橋附近に

於ける敵の水雷艇破壊の惨状　1旧訓雷営

東方海岸に於ける凌鋼船破壊沈没の惨状

撃沈せられたる敵艦レトウイザン　旅順

東港南岸に膠着破壊せしバヤーン　準縄

営砲倉より港ロ酎近の，防材を望む　黄金

山に於ける無線電信所破壊の惨状　黄金

・山西嬉野墜上より旅順港口を望む・旅順’

兵姑病院に於ける：負傷俘虜　旅順新市街

．の一部　ステヅセル将軍の愛馬

　第4軍
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　大壷に於ける内外の貴顕　第4軍司令

官及幕僚　三角山附近巨砲の送附　三唱

石山の戦蹟　蛇山子の北方三角山に於け

る徒歩砲兵第4連隊の守備　沙河右岸塔

山偏万宝山に亘る敵陣地　長嶺子附近に

於ける我防禦陣地　蛇山子東方高地に於

ける野戦砲兵第15連隊の柳匠屯に対する

戦闘準備　平山附近に於ける歩正面39連

隊の警戒線の一部・平山附近に於ける歩

兵第39連隊第1大隊め穿営　第10師団野

戦電信隊の挑双台子附近に於ける作業

西心逸に於ける陸海砲兵陣地　三角山附

近に於ける我巨砲　紅葉山北方に於ける

徒歩砲兵第1連隊の陣地　戦利加農中隊

の蛇山子附近より富家屯の砲撃　並家塗

、子南方の我陣地より長勝回廊陣地の砲撃

－前三道嵩子に於ける後備歩兵第34連隊第

5中隊陣地附近に敵砲弾の爆発　前三道

歯垢に於ける後備歩兵第34連隊仮繍出所

後備歩兵第34連隊第6中隊の前三道商子

に於ける戦闘　歩兵第40連隊第3中隊の

蒲草窪に於ける戦闘準備　後三道斜子東

北端に拠る今井機関砲隊の戦闘　歩兵第

40連面当3中隊の柳匠屯攻撃　三角山西

南麓砲台より白河墜の砲撃　瓦家庶子に

於ける第10師団第1野戦病院患者発着所

第6師団の渾河渡渉万宝山附近に於け

る露軍防禦線の一部　後備三無第1Q旅団

の追撃前進　楊官屯に於ける俘虜収容所

大熱附近行進中の第4軍司令部　前三道

歯子の客営に於ける大久保支隊司令部

第4軍の首脳　長嶺子附近に於ける我防

禦陣地　西溝山北方に於ける歩兵第40連

隊の容営　大錦第3野戦病院より傷者の

後送　蛇山子の北方三角山に於ける徒歩

砲兵第4連隊の守備　沙河右岸塔山及万

宝山に亘る敵陣地　団山寺附近より蛇山

子一帯の高地を望む　蛇山子附近より敵

の陣地万宝山を望む　平山附近に於ける

歩兵第39連隊の警戒線の一部　蛇山子附

近より敵の陣地塔山を望む　高山兵姑物

資の集積　平山附近に於ける歩兵第39連

隊第1大隊の客営　三角山附近に於ける

我砲台内部　三角山附近巨砲の据附　巨

砲の運搬　紅葉山北方に於ける徒歩砲兵

第1連隊の陣地　戦利加農中隊の紅葉山
・附近より，富家屯の砲撃　蛇山子東南方に

於ける第10師団集合地に諸部隊集合中の

光景　三角山東麓に於ける我榴弾砲画竜

唐家置旧南方我陣地より長勝¢敵陣地の

砲撃’蛇山子北方の陣地より海鼠山双万

宝山の砲撃　蛇山子東南方に於ける第10

師団集合地に諸部隊集合中の光景　前三

道遺子東端に拠る後備歩兵第24連隊第5

中隊の戦闘　万宝山附近に於ける露：軍防

禦線の一部　後備歩兵第34連隊旗6中隊

の後三道商子に於ける戦闘準備万宝山

の附近に於ける露軍防禦線の一部　平山

に於ける第10師団司令部層万宝山より沙

河及富家溝を望む　蒲感銘に於ける第10

師団野戦衛生隊の傷者収容　沙河屯附近

を行進せる第4軍司令部の大行李　蜜語

・に於け．る第4軍戦利品（其1～其6）鉄血

の遠景－鉄嶺附近遼河沿岸の光景鉱嶺

に於ける露軍の直営　鉄血附近に於ける

露軍防備の一部　鉄血に於ける敵糧秣の

焼儘幽鉄嶺に：於ける毒言の兵営’鉄嶺市

街の光景　我軍占雨後の鉄嶺停車場　鉄

面停車場倉庫の建築　鉄飼附近に在る露

車の倉庫　鷲鷺樹附近に停止せる秋山支

隊長及属員　鉄嶺城外の光景　鷲鷺樹北

方畑地に集合せる騎兵第14連隊　紫鷺樹

附近より北進せる秋山支隊長　沙河幅附

近の敵に対し騎兵第13連隊の戦闘　秋山

支隊連絡の諦め派遣せられたる歩兵第1

連隊一部隊の途上休止　歓喜嶺東方高地

一218一



に捨て三岳独立騎兵隊の一部隊あ戦闘

威遠墾門より北進せる騎兵第10連隊　昌

図市街の光景．開原の外廓’開原市街の

光景　開原の県門塔　開原附近に於ける・

鉄道橋の破壊幽沙河子の軍橋修理

385　日露戦役写真帖　第1～24巻　大本営

　写真班撮影小川一真出版部　明37．

10～39．312冊（合本）27×39cm　陸地

測量部蔵版　　　．〈400－96＞〈貴7－127＞

　〔〈400－96＞は第14巻が欠号となっている。

英文書名：The　Russg　Japanese　WaL

英文の説明がある。．掲載写真の大きさは

17．5×25．5cm。質の良い写真が多く載っ

ている。〕

　第1巻
　埠大罪上陸地　野戦砲兵第13連隊第2

中隊温家屯北方の高地に於ける砲戦：塩

大鰐上陸地附近丁家狂に於げる兵姑病院

あ傷者　得利寺戦闘に於て我砲弾の破裂

する状況　北王家屯附近に於ける野戦砲

兵第5連隊の砲戦麻麦庄に於ける歩兵

第34連隊の弔祭　王家屯附近に於ける鉄

・道の輸送　西双頂山北方畑地に於ける野

戦砲兵第3連隊の砲戦　王家屯附近に於

’ける鉄道橋破壊の状況　第6師団野戦電

信隊の工事・蓋渋り東関門外歩兵第40

連隊の熊岳河軍橋の通過　俘虜の淫心

明野の訊問’蓋平定立病院に収容の晶晶

蓋州河に於ける熊工橋の架設　徐回忌西

北方高地に於ける防禦工事　夫石橋に於

ける野戦砲兵第3連隊の砲戦　大石橋に

於て歯冠の車輌　大石橋に於ける野戦砲

兵第3連隊の戦闘∫鈴嶺屯畑地に於ける

・第6師団締生憎傷者の治療　大石橋戦闘

に於ける名誉の戦死者　復二河鉄道橋破

壊の状況一口に於ける大日本軍政署

三口に於て俘虜1等軍医一行の放還　占

領後に於ける営口の船舶輻打撃ロに於

　ける支那巡捕の1隊，

　　第2巻
　　蓋平の北方高地に於ける某歩兵連隊「

部の集合　李家屯た於ける某師団歩兵両

連隊の休止　李家屯東北方高地に於ける

戦闘（其1，其2）播家歯剥北方高地に於

　ける砲戦・某連隊の高家屯北方前進、得

：利寺戦死者の弔祭　某野戦砲兵の蛇台船

附近通過　誌面屯南端に於ける戦闘　軍

需品輸送支那馬車の熊岳河藤橋通過　西

溝附近た於ける砲戦灰庄屯に於ける某

旅団長の前進　満州河鉄道橋破裂の状況

我砲弾の望馬台附近に送散する状況　古’

家子東北方に於ける我砲兵陣地　異汗溝

附近の高地に於ける我幕営　三半貨車に

依り・軍需品の輸送無言の北方石門附近「

に於ける前哨本隊蓋平の戦闘準備（其

1，其2）蓋平の北方石門に於ける防禦工

事　蓋平定立病院に収容の傷者　蓋割算

に於ける熊工橋の架設蓋平の市街　大

石橋に於ける露軍馬糧の火災　大石橋に

於て混獲の車輔　占領後に於ける通口守

備隊の宿舎
t’

謔R巻
　ドウンアンジュアンノ北端に於ける砲．

兵の戦闘　唐王山に於ける鉄条網　入卦

溝北方に於ける某歩兵連隊の一部前進

ドウンアンジュアンノ東南方畑地に於け

、る某野戦砲兵隊の戦闘「沙河東北方高地・

の阜上より首唱墾及其東南高地に向ひ我

砲兵の砲撃　沙河南方高地に於て我軍戦

死抜読を丁寧に埋葬する景　動顛北関外’

に於ける某師団衛生隊の傷者収容　麻麦

庄に於ける某歩兵連隊の三三（蓋平附近）

（其1）t．歩砲両連隊の三三溝附近に於け

る前進　某歩兵連隊の一部立山屯東方高

地前進　新旧屯西方の高地を占領する三

一219一



軍に対し我砲弾の炸裂　箭学期あ北方に

於ける民家と共附近の掩墾との交通路

沙河を隔て・海城を望む　特写子の北方

に於ける掩墜及丁丁　大石橋停車場　古

家子東北方に於ける我砲兵陣地（其2）

新立干西方高地に於ける露軍の塗塁三門

一部隊（其1）鞍山下に於ける某歩兵連

隊の北進　新立屯西方高地脚に構回せる

副防禦（其1）我軍占領後に於ける新立圏

屯東南方高地の露軍防禦陣地　新開屯西

方高地に於て露軍の携設せる副防禦’海．

，城の兵営　某歩兵連隊三河南方高地占領・

後の休憩’ ﾂ頭塞北方森林中に於ける某’

野戦砲兵連隊馬繋場・遼陽停車場の火災

（其1）　占領当日に於ける遼陽の西門

某歩兵連隊の一部隊首回量西方高地に於

・ける休憩　俘虜の露兵

　第4巻
　ワンヅヤジゥア7シゥズイ東端鉄道附

近に於ける戦闘　首台墾東北高地脚に於

ける戦利加二三の遼陽停車場附近の砲撃

野戦砲兵（第6）連隊の祥二三北方難路の

通過く鞍山姑の西南方）平家三台子に於

ける歩兵第45連隊一部隊の戦闘（其1，其

2）風下墾東北高梁畑中に於ける我下士
　　　　　　　葛
斥候　二台子附近に於ける我歩兵第13連’

隊第3大隊の展開（其1）．シュイワンズイ

東南鉄道線路・に於ける歯獲砲弾及忌門

グウヅヤズイ東北方に於て鉄道線路を応

用せる掩墾　下馬台東北方高地に於ける

歩兵第23連隊の一部隊の防禦工事　戦利

臼砲隊の西八里附近より遼陽の砲撃（帯

解の南方）　遼陽停車揚の火災（其2）　方

家屯附近に於ける第6師団の一部前進

マエトウン西南方に於ける露軍の掩蓋

門馬台北方高地に於ける将校斥候　ワン

ヅヤシゥアンシゥヅイ東端鉄道附近に於

ける戦闘（其1）沙河南方高地に於ける

野戦砲兵第3及第5連隊の戦闘　黒門庄附

近に敵弾落下の光景（其1）貸家庄子東，

’北方畑地に於ける某野戦砲兵第14連隊第

2大隊の戦闘　シヤォヤンズイ東南方凹

地に於ける歩兵第21連隊の弓勢節所　マ

エトウン南端の土壁に設けたる銃眼　歩

兵第13連隊第3大隊の二台子附近に於け

る展開（其1）首固墾高地に於ける第6師

団司令部　工兵第6大1隊第3中隊隊の野

馬台附近に於ける軍路の開設　シヤオヤ

ンズイ東南方高地に於ける歩兵第21連隊

第1大隊の苦戦　新立田西方高地に於け

る露軍の野路凹凹歩兵第11連隊（其2）

宋四三台子東北方に於て歯獲せる胃腔野

砲　陶官屯憲部兵前に於ける露軍将校の

俘虜　後柳河子の北端道路東側の展望哨

我軍占領の当日に於ける遼陽の市街

　第5巻
　第1軍第1金家例子東南方高地に於け
’る野戦砲兵第3連隊第i大隊の戦闘（其2）

三家墜子東南方高地に於ける野戦砲兵第

3連隊第1大隊の戦闘（其1）　ヤユチ南方・

道路上近衛師団司令部の前進』甜水帖に

於て得たる敵の偽砲　キミンズイ西北方

高地に於ける近衛歩兵第3連隊第6中隊の

戦闘　野戦砲兵第3連隊第2大隊の連山関

西北方行進　東新智東南方に在る近衛師

’団弾薬縦列に対し敵弾の落下　遼早め附

近高麗葱村東方高地に於ける近衛冷戦砲

兵連隊の陣地　ヤモリンザ西方高地に於

ける敵の墜塁　歩兵第29連隊のL一・部塔湾

の東方高地前進　紀家墾子に於ける某河

の架橋紅廟子の野牛に於ける大行李の

徒渉　近衛歩兵第3連隊の一部キミンズ

’イ西北方高地に於ける陣地り占領　橋頭

の戦野（其1）嬉野の西南方高地脚に於

て歯獲せし野砲　摩天嶺に於ける戦利品

集積所　様子嶺山腹’に於ける敵の破壊砲
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橋頭の戦蹟（其5）近衛後備歩兵第2連隊

の一部細目支流に於ける敵前の徒渉』

ユチ南方畑地に於ける近衛歩兵一部隊の’

集合　様子嶺北方高地に於ける我砲兵の

防禦工事　連山関に於ける第2師団の宿

営　7i，ンズアイ東南高地に於ける第1、

軍独立野戦砲兵の戦闘ヒ摩天台に於ける

負傷将校の輸送　塔湾の東方凹地に於け

る歩兵第29連隊の仮絹判所設置　徐家溝

に於ける仮面帯所　四方台西方部落に於

ける近衛師団野戦病院　塔湾北側に於け

る敵の偽砲　第2師団司令部及歩兵第30

連隊の摩天底占領後の休憩　9馬集に於

ける第12師団司令部

　第6巻t一
　笙1軍箪2　近衛野阜砲兵連隊の黄面子

北方高地に於ける戦闘　歩兵第4連隊第

12中隊の西溝附近に於ける防禦工事　後

備歩兵第2g連隊第3大隊の焼達勾に於け

る戦闘　三城子山に於ける野戦砲兵第2

連隊第1大隊の陣地へ敵弾の落下（其3）

独立野戦砲兵隊の大英野禽北方高地に於

ける戦闘，西溝あ北方に於ける・我防禦工

事後備歩兵第29連回附将校の前柳谷附

近地形偵察　野戦砲兵第2連三三1大隊の

連中関に於ける集合　遼陽の附近高麗葱

村東方高地に於ける近衛砲兵連隊陣地
（其2）、大英守屯北方畑地に於ける我塗

、塁の一部（其2）　岡崎山西南畑地に於け

る野戦砲兵第2連隊第5中隊の戦闘　上柳

河附近に於ける敵の騎兵に対する我砲撃

（其1）大英駐屯北方畑地に於ける我墜・

塁の一部（其1）興隆屯附近に於ける我

前哨（其1）英守屯南方畑地に於ける近

衛露助の炊事場　近衛歩兵第4連隊第1大

隊の高峰寺東南方高地に於ける野戦（其層

1）　馬圏子高地より建山を眺む光景　四

方台東南畑地に於ける近衛師団の大行李

後備歩兵第29連隊の三家子附近に於ける

休憩　工兵第2大隊の小壁屯に於ける防

禦工事、後備歩兵第29連隊第3大隊め三

家子東方高地に於ける戦闘　四方台北方

．高地に於ける独立野戦砲兵隊の陣地　東

新墜東北高地に於ける砲戦　10月10日の

戦闘に際し黄墜の北端に於ける歩兵第3

旅団司令部　三城子山に於ける野戦砲兵’

第2連隊第1大隊の陣地へ敵弾あ落下（其

2）興隆屯附近に於ける．我前哨（其2）

下墨屯西方凹地に於ける近衛師団第1野

戦病院設置の準備　高峰寺南方高地に於

ける敵の墜塁　永安寺山に於ける第2師

団司令部蛤膜塘に遺棄せる敵の弾薬車

　第7巻
　第3軍第1海鼠山東糊精より旅甲西港
内を望む　盤龍山東砲台咽喉部に於ける

歩哨線の一部　早早山東砲台登り口の掩

、蓋　王家旬正南雨裂干に於ける榴弾砲々

床材料集積場　利家屯南芳高地脚に於け

る我幕営　盆溝西方高地に於ける我哨所

盤道の西方高地脚に於ける我前哨　井溝

東北方高地の墜塁内に於ける機関砲　盤

道の西方に於ける三重砲隊の戦闘・三盆

営子の東方高地脚に於ける仮繍帯所　歩

．兵第19連隊第1大隊の西側溝西北方高地

に於ける戦闘（其1，某2）溝口の北方野

津高地の八割双台溝より敵の防禦陣地

を望む（其1～其3）韓家屯西北方丘上よ

り負傷者の後送を望む，双台溝西南方に幽

於ける敵の防禦陣地の一部　営城子停車

場西南方に於ける破壊鉄道橋　後甲子附

近に於ける弾薬庫の急造後甲子附近に

於ける我墾塁内の重砲我幽幽茂砲台

鳳鉢山の東南方高地に於ける第3軍司令

官一行’ A鳳鳳山の西南方高地より敵の陣

，地を望む　周家子附近に於ける我軽気球

の昇騰　我海軍陸戦重砲隊の重砲輸送
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柳樽房附近に於ける軽便鉄道敷設工事

　第8巻
　第3軍第2’高崎山半腹幕営前に於ける

松村第1師団長及司令部員　鳳風山東南

方高地よ’闡謔P師団方面の戦況を望む

旅順の東北陣地に対する我砲撃　団山子

附近に於ける敵弾の破裂　王家旬に於け

る我徒歩砲兵の戦闘　王家旬に於ける我

野戦病院’東龍頭定享病院母樹の御慰問

．使　海軍陸戦重砲隊の使用せし薬葵　東

龍頭に於ける軽便鉄道・大孤軍より東鶏

冠山一帯を望む　大孤山の東北麓に於け

る第11師団司令部の幕営　大孤山に：於け

る我砲兵の馬繋場　大腿山東北方低地に’

於ける我臼砲の戦闘準備　三家屯東北方

約千米突の凹地に於ける徒歩砲兵第2連

隊陣地の一部　東鶏冠山砲台に向ふ対壕

作業の実施（其1，其2）大孤叫北麓に於

ける野戦砲兵第11連隊馬繋場及同隊幕営

の一部　鞠家母東南約千米突の凹地に於

ける．徒歩砲兵第2連隊第8中隊の陣地　干

大山東麓に於ける攻城砲兵廠にて28珊榴

弾砲の運搬　干大山東麓攻城砲兵廠に於

ける28珊榴弾砲々架の運搬　敵の焼棄し

たる徐家屯停車場及野戦砲兵第9連隊幕

’営め一部．盤龍山東砲台に敵砲弾の爆発

韓：家屯に於ける野戦病院の手術室　長嶺

子停車場附近に於ける野戦病院　賎家暗

黒南方谷地に収容ぜる戦利砲弾1第3軍

司令部屋後天幕内に於ける内外貴賓の会

食

　第9巻
　第3軍第3　攻囲軍の首脳　鳳鳳山頂よ

り第1師団方面の戦況を望む王家旬南

「西凹地に於ける28珊榴弾砲の試射　百三

十一米高地東北約三百米にある砲兵陣地

に軽重砲弾の爆裂　海鼠山東北端より百

七十四米高地を望む　総攻撃中の海鼠三

選二百三米高地　海鼠山東軽銀に据附け「

ありし敵の重砲　無塩家屯野戦病院に於

・て傷病者慰籍の為め軍楽隊の奏楽　百七

十四米高地中央の頂上に据附けありし敵

の12珊加農　百七十四米高地西端に据附

けられし敵の野戦の重砲及弾薬庫石七

十四米高地東端に据附けありし敵の12珊・

加農　邸家屯南方斧地に収容せる戦利弾

丸庫の一部　百七十四米高地頂上両重砲

間を連絡せる交通路兼弾薬庫　百七十四

米高地中央に破壊されたる敵のホッチキ

ス機関砲百七十四米高地東北隅に据附

・けたる敵の機関砲　大連の光景　大王荘

に於ける第1師団第2野戦病院・泥引子西・

南端に調て後送中の負傷者休憩　土城子

北端に於ける海軍重砲隊縦列の一部及重

傷者の後送　在周家屯攻城工兵廠材料集

積場　鳳蝉茸東南高地上た於ける攻城砲

兵司令部員　軍神家屯野戦郵便局事務室

鳳鳳山東南方高地に於ける攻城砲兵司令

部　徒歩砲兵第1連隊砲台右翼後に狢獲

せる戦利8珊知砲陣鳳山東南方百八十

二米高地に於ける徒歩砲兵第1連隊第1第

2砲台の戦闘準備　鳳鳳山東南方高地に

於ける糧食の運搬

　第10巻
　第3軍第4．土屋第11師団長及幕僚　百

三十一米高地より旅順要塞を遠望す　王

家旬西南凹地に於ける28珊榴弾砲の装填

28珊榴弾砲々弾の集積　鳳鳳山東南方百

八十二米高地東方斜面に於ける敵：弾痕の

一部　梨嵐子西方凹地に於ける徒歩砲兵

第1連隊第3大隊の陣地　王家旬南方百四

十九米高地の北麓に於ける徒歩砲兵第3．

連隊の一部の戦闘　退却に際じ敵の焼棄

したる王家旬停車場及徒歩砲兵第3連隊

陣地の遠望　王家旬西方凹地に於ける敵

砲弾爆発の漏斗孔　徒歩砲兵第1連隊第2
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　第3砲台間の朝駆に於ける海軍陸戦重砲

　隊の陣地　鞠家塾北方約五百米突の地よ

　り28珊榴弾砲を以て港内の軍艦に対し砲

　撃の光景　東鶏冠山北砲台に向ふ対門中

　第3歩兵陣地　大孤山北麓に於ける第11

　師団の幕営・鞠家訓北方約五百米に於け

　る徒歩砲兵第3連隊炉開婚所期鶏冠山

　北砲台に向ふ対機中の歩兵陣地割札楯

対壕内第3歩兵陣地銃眼より東鶏冠山砲

　台を望む　鞠家訓北方我砲兵陣地の後方

　に簸て敵弾爆裂の光景　鞠家屯東北方約』

八百米隙路に備附けたる戦利砲　敵の使

用せしソップ車　王家屯に於ける野戦砲

兵第11連隊の馬蹄場　占領後に於ける盤

龍山西砲台咽喉部の一部　盤龍山西砲台

咽喉部に於ける備砲の惨状・柳樹房に於

、ける第3司令部王家三三方28珊榴弾

砲叩台に至る降路の新設及砲床用材の運・

搬　盤龍山西碓中里喉部歩哨線より二龍

山を望む　盤龍山西砲台騎舎の一部　盤

龍山西砲台に備附けたる迫撃砲’ ﾋ貫中
鳥路の開設

　第11巻
　第3軍陣5大島第9師団長唄幕僚龍
眼東方より我総砲撃中の松樹山砲台を望

む　盤龍山西砲台咽喋部に於ける歩哨線，

領髪山西砲台内．懸道の交叉点より，複郭の

一部を仰望す　我総：砲撃中の二龍山砲台

、実線砲撃中の鉢巻山　東鶏冠山北砲台に

向ふ対壕第4歩兵陣地歩兵第7連隊第2

大隊の一部鉢巻山突貫．第3歩兵陣地よ

り我砲撃中の東鶏冠山北砲台を望む　龍

眼東方より我総砲撃中の二龍山砲台を望

む　東鶏冠山砲台に向ふ対壕第3歩兵陣

．地より我砲撃中の両砲台を望む　二龍山

砲台直前の壷：壕に向ひ歩兵第19連隊の一

部の突貫　東鶏冠山砲台に向ふ対州第3

歩兵陣地　敵の破壊したる王家屯の惨状

　八里庄北方畑地より突撃時機に於ける東

鶏冠山砲台を望む　松樹山砲台内の火災

　を望むtt小孤山頂歩哨線より塩廠の海軍

・を望む　大連仮倉庫前糧食堆積の光景

第9師団戦利品　病院船ろひら丸に我傷

病兵及捕虜の乗船準備・大連に於ける第

3軍兵姑監部前の光景’通信所階上より

大連市街の一部を望む　小孤山東麓に於

ける騎兵及砲兵連隊一部の幕営　退却に

際し敵の焼棄したる青泥窪市庁　大連兵

姑病院第2分院　大連兵立前病院の離隔室

　第12巻
　第3軍第6　第3軍司令官連合艦隊司令

長官及其幕僚　第3歩兵陣地銃眼より我

総砲撃中の東鶏冠山北砲台を望む　第7

歩二陣坤銃眼より我砲撃中の東鶏冠山砲

台を望む　東鶏冠山北砲台カポニエール

・の爆発　東鶏冠山砲台半腹の民謡に向ひ

歩兵第12連er一一部の突貫　東鶏冠山北砲

台正面の二二孔及咽喉部に向ひ歩兵第22

連隊「部の突貫　東鶏冠山北砲台に於け

る我突貫隊に向ひ比隣i敵砲台よ・り薬射す

る光景　姜家屯西北方に於て28珊榴弾砲

発射の光景．東鶏冠山北砲台正面に対す

る突貫隊の左翼延伸増加　碓盤溝南西約

六百米に於ける榴弾砲の発射二百三米’

高地中央鞍部の西南藪壕銃眼より港口附

近を望む　二百三米高地西北の半腹より．

頂上を望むttクロパトキン墨塁外壕より

水師営の一＝部を望む　姜家屯西北高地よ

り東鶏嗣山北砲台の爆発を望む層姜家船

西北高地より架貫時機に於ける東鶏冠山『

北砲台方面を望む東鶏冠山北砲台正面

外岸野州の入口．東八里庄南方約五百米

に於て敵の破填せる鉄道橋　東鶏冠山北，

砲台破七二より其外岸高岳の外面を望む’

東鶏冠山北砲台咽喉部騎舎附近破壊の光

景　東eep7山北砲台右側面あ外壕　東鶏
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冠山北砲台背面の防備を完全にする為め

外壕内の工事　八里庄より二龍山砲台正

面の爆発を望む播三吟に於ける第7師

団司令部の位置　大連に於ける第7師団

第2輻重監視隊の上陸　騎兵第7連隊の一

部大連上陸後め休憩　大連兵姑病院に傷

病兵の収容　大連兵姑病院第2分院第14

号室　大連兵姑病院第1将校病室　長嶺

子に於ける第曾師団衛生予備廠

　第13巻
　第3明野7．水師営会見所中庭に於ける

彼我両司令官及幕僚東鶏冠山北砲台正

面外軍団容の入ロよワ左方室内を望む

龍眼東方小角面量より松樹山砲台正面の

爆発を望む　龍眼東方小角爆撃より松樹

山砲台咽喉部附近に於ける地雷の爆発を’

望む　歩兵第7及第35連隊の望台高地の

突貫　敵の軍使レース参謀長等水師営会

見所に来着の光景　軍使護衛コサック騎

兵の休憩　水師営会見所に着せんとする

ステッセル将軍及幕僚の一行　二龍山砲

tt 翠趨ﾊ外耳癖より咽喉部の左側面を望む

太陽炉附近に於て授受の黒め集合せる俘

虜の一部・俘虜授受昇平附近に於ける敵＼

の兵営を自ら爆破焼棄する光景　望早上

の重砲・松樹山砲台咽喉部附近に於ける

暗路破壊の光景　最終迄抵抗したる望台

背面あ掩蓋，望台一より東駅中山北砲台の

背面を望む　二龍山砲台背後三囲郭に於

ける発電所’ ]台より二龍山砲台の側面

H砲台及盤龍山新砲台の背面を望む

二龍山砲台背面左翼外壕より外方に通す

る暗事の出口煙毒停車場附近に於ける

我砲撃の効果　松樹山砲台咽喉部内の弾

薬庫　Q砲台上の備砲及騎舎　富士形砲

台上火砲破砕の光景　Q砲台東南旧囲郭

に於ける騎舎及破壊家屋富士形砲台西

方約五十米に備附けたる海軍砲　乃木第

3軍司令官の入城第3回忌部隊の入城

旅順i新市街附近に於ける分列式　白玉山

下埠頭より撃沈せられたる敵艦を望む

水師営東北方に於ける第3軍の葬祭

　　第14巻．，．1　　　　．プ
　　第3軍第8　威遠高砲台より旅当事を望

『む　1月2日朝日敵の爆破したる東鶏冠山

砲台（其1，其2）二龍山砲台正面突角の

斜堤上より破塙孔の一部を望む　某砲台

　東南小丘後に於ける探海燈発電所　北斗

　山上に於げる敵の観測所　椅子山砲弾正
ノ

　面凸角外壕の内部，魚雷営南方に於て敵’

　の焼棄しteる水雷庫　勢家屯西北に収集

せる戦利軽砲及砲弾　富士雄砲台背面に

飛散せる敵の火砲’爆破の搾め埋没せる

東鶏冠山砲台の重砲Q砲台附近旧囲郭

　の47密幣束鶏冠山砲台背面囲塁上に於

　ける敵野砲の惨状　松樹山砲台背後霜囲

　郭の惨状　東鶏冠山砲台西南高地に於け

　る備砲　松樹山附近旧囲郭内方の鰻丼

興銀山北砲台背後囲郭に於ける機関砲
　旅順東港船渠内に於ける敵の水雷母艦ア．

　ムール．：撃沈せられたる敵艦ペレスウイ．

　ット，ボルタワ　旧魚雷営桟橋附近に於

　ける破壊水雷艇　黒三軍東海岸に収集せ

　る機械水雷　魚雷営東北海岸にて敵の焼

　票ぜし我軍艦三笠艦載水雷艇の惨状　威

　遠砲台西方海岸に於ける敵の砲艦破壊沈

　没の惨状鶏冠山砲台西北海岸桟橋附近

・に於ける敵の水雷艇破壊の惨状　旧魚雷

　営東方海岸に於ける凌喋船破壊沈没の惨

　状’撃沈せられたる敵艦レトウイザン

　旅順東港南岸に膠着破壊せるバヤ’ン

　蛮鄭声砲台より港ロ附近の防材を望む

　黄金山西麓野磯上より旅順港ロを望む

　旅順卑下病院に於ける負傷俘虜　旅番新

　市街のt部　ズテッセル将軍の愛馬．

　　第15巻
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　第4軍第1大勾に於ける貴顕　第4軍

司令官及幕僚　三角山附近巨砲の据附

日別石山の聖蹟　蛇山子の北方三角山に

於ける徒歩砲兵第4運勢の守備「沙河右

岸塔山及万宝山に亙る敵陣地　長嶺子附

近た於ける我防禦陣地　蛇山子東方高地

に於ける野戦砲兵第15連隊の三三屯に対

する戦闘準備　平山附近に於ける歩兵第

39連隊の警戒線の一部　平山附近に於け

る歩兵第39連隊第1大隊の容営　第10師

団野戦電信隊の野州台子附近に於ける作，

業　西徳山に於ける町歩砲兵陣地　三角

山附近に於ける我巨砲　紅葉山北方に於

ける徒歩砲兵第1連隊の陣地　戦利加農

中隊の蛇山子附近より富家屯の砲撃　唐

墨堅牢南方の我陣地より戦勝墾敵陣地の

砲撃前三道醐子に於ける後備歩兵第34

等星第5中隊陣地附近に敵砲弾の爆発’

前三道嵩子に於ける後備歩兵第34連隊仮

男帯所　後備歩兵第34連隊第6中隊の前

三道愚子に於ける戦闘歩兵第40連隊第

3中隊の蒲草窪に於ける戦闘準備後三

道簡子東北端に拠る今井機関砲隊の戦闘

歩兵第40連下階3中隊の柳匠屯攻撃　三

角山酉南麓砲台より沙平野の砲撃　瓦家

墾子に於ける第10師団第1野戦病院患者

発着所　井野山附近た於ける野州防禦線

の一部　第6師団の渾河徒渉．後備歩兵．

第10旅団の追撃前進　揚官屯に於ける俘

虜収容所　大聖附近行進中の第4軍司令

部　前三道商子の窓営に於ける大久保支

隊司令部

』第ユ6巻

　第4軍第2．第4軍の首脳　長嶺子附近

に於ける我防禦陣地（其2）西町山北方

に於ける歩兵第40連隊の平町　大墾第3

野戦病院より傷者の後送　蛇山子の北方

三角山に於ける徒歩砲兵第4連隊の守備

　沙河右岸塔山尽万宝山に亘る敵陣地（其

2）　団山寺附近より蛇山子一帯の高地を

　望む　蛇山子附近より敵の陣地万宝山を

　望む　平山附近に：於ける歩兵第39連隊の

　警戒線の一部（其2）蛇山子附近より敵

　の陣地塔山を望む　高山兵姑部物資り集

　積。平山附近に於ける歩兵第39連雄島1

大隊の審営　三角山附近に於ける我砲台

　内部　三角山附近巨砲の蓋附　巨砲の運

搬　紅葉山北方に於ける徒歩砲兵第1連

　隊の陣地．戦利加農中隊の紅葉山附近よ

　り富家屯の砲撃・蛇山子東南方に於ける

第10師団集合地に諸部隊集合中の光景

　（其1，其2）三角山東麓に於ける我榴弾

砲砲台　唐論評子南方我陣地より長昏々

敵陣地の砲撃（其2）　蛇山子北方の我陣

地より海鼠論及万宝山あ砲撃　前三道重

工東端に拠る後備歩兵第34連隊第5中隊

の戦闘，万宝山の附近に於ける露軍防禦

線、の一部（其1）後’備歩兵第34連隊第6中、

・隊の後三道陶子に於ける戦闘準備　万宝・

山の附近に於ける露軍防禦線の一部供

2）．平山に於ける第10師団司令部．万宝

山より沙河及富家溝を望む　蒲草窪に於

，ける第10師団野戦衛生隊の傷者収容　診：

．．河屯附近を行進せる第4軍司令部の大行

李　　　　、’

　第17巻
　第4二三3奉天附近会戦に於ける第4
，軍戦利品（其1～其6）t一品嶺の遠景　鉄山

附近遼河沿岸の光景論議に於ける露軍

の審営　鉄嶺附近に於ける露出防備の一

部『 S嶺に於ける敵糧秣の焼儘昏惑に

於ける露軍の兵営　小池市街の光景我

軍占領後の鉄面停車場　鉄面停車場倉庫

のi建築　鉄嶺附近に在る自軍の倉庫　鴛

鷺樹附近に停止せる秋山支隊長及属員

鉄嶺城外の光景・三三樹北方畑地た集合
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’せる騎兵第14連隊　鷺鷺樹附近より北進

せる秋山支隊長沙二子附近の敵に対し

騎兵第13連隊め戦闘．秋山支隊連絡の為

．め派遣せられたる歩兵第1連隊1部隊の途

上：休止　歓喜嶺東方高地に於て三岳独立

，騎兵隊の一部隊の戦闘　威遠二丁より，北

進せる騎兵第10連隊　昌図市街の光景

開原の外郭　開原市街あ光景　開原の劇

噺塔開原附近に於ける鉄道橋の破壊

沙氏子の軍橋修理．．

　第18巻
　第1軍第2第1軍司令部高等文武官の
集合　東石扇子附近に於ける二二営の内

部　姻台採炭所論石高子附近に於ける
我防禦線の一部　下平台子附近に：於ける．

我冬営興隆屯に於ける我前哨の一部

上々山の南方を占領せる近衛野戦砲兵連

隊第2中隊の唐家屯石山の敵に対する戦

　闘』馬茸山我防禦線の一部　三城子と歪

　頭山間の砲戦半拉山子に於ける第1軍

・中間弾薬廠　達子塗仮繍三所附近に敵砲

　弾の落下する光景　嘉山屯附近に於ける

．避難土民の穴居　歩兵第16連隊第4中隊

　の達子塗南方高地脚に於ける露営　秋々

　山方尚より馬耳山を温む、王石山勾の南

　：方に休止せる近衛後備混成旅団，王石芋

　勾附近行進中の近衛後備歩兵第1連隊

漁家屯北方高地に於ける敵の盤三三

　者収容の沁め休戦中彼我関係者の会合

　興隆旬南方渾河左岸に於て野戦砲兵第12

，連隊第2大隊の戦闘、高家屯附近に於て

’直示氷上輸送の光景　二二山敵陣地内の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　光景　露軍敗退当時に於ける興隆旬東方「

．高地の敵陣地　渾河沿岸馬二二附近に停

・止せる近衛師団大行李　挑二二に於ける

　露軍用の客舎　二連二子附近に於て俘虜

　の訊問　達連面子附近に取容せる俘虜

　一（其1，其2）三連三子に於ける近衛師団

仮絹帯所に負傷俘虜の施術　第1軍の播．

家台に於ける戦利品（其1，其2）

　第19巻
　第2軍第5融雪城外旧露華兵営に於て・

某軍司令官φ招待せる内外の貴賓　某軍

将校及観戦外賓：の会合　遼陽停車場監守・

哨舎砲弾に依り破壊の光景　遼陽附近に

於ける鉄道橋の修繕　シェイワンズイ西

北方に於ける敵の角面墾の咽喉部・遼陽

附近シュイワンズイに於て生噛破壊の試

験　遼陽城外停車場附近に於ける露軍の

兵営脚下建築物遼陽城外西関外シグゥ

アンの西南方登園街道西側に於ける敵の

角面塗の外壕　野戦砲兵第13連隊第6中

隊の二台子東南方に於ける陣地　他山浦

に於ける負傷俘虜の後送渉兵第34連隊’

の一部の十里河に於ける戦闘　隣国山に

於ける某軍司令部　寧官費より王家老子

｝と亘る我砲兵陣地ぺ敵弾の集注　長嶺子

方面戦闘の際黄花旬に於ける歩兵第48連

隊一部の攻撃前進　板橋墜より四方台東

南方め敵に対し戦莉加農砲兵中隊の砲撃・

黄花旬に於ける歩兵第45連隊の一部の戦

闘　渉河戦闘負傷者の後送　干家窪子附

近に於ける野戦砲兵第6連隊第1大隊の沙

’河墾の敵に対する砲撃　後台割方の高地

に於ける第3師団長嘆幕僚工宍第4大隊
第1中隊の紅綾塗附近に於ける架橋　電

話架設隊の紅綾墜附近に於ける潭渉　冬

営の準備　戦利火箭黒頭台附近会戦の

際・渾河右岸に於ける第8師甲司令部長

灘東北方に於ける煉瓦焼場を利用せし敵

の司令塔　韮菜河子西北方に於ける戦闘

挑三子南方に停止せる第5師団司令部紅

潮予備隊渾河氷上負傷者運送の設備
　　　　　　　　　　　　　　　ヘド
第8師団弾薬縦列の渾河氷上行進　三三

台附近会戦に於て敵弾に確壊されたる五

『家子西端の漢帝廟
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　第20巻
　第2軍第6　我軍占領後の奉天（其1，其

2）　’ �V西門楼上より城内を望む　長齢

北方畑地に於ける歩兵3’R連隊の戦闘　張

庄子西方渾河に拠る歩兵第41連隊第3大

隊の戦・闘　大庄河の西方に拠る敵に対し

歩兵第41連隊の攻撃　蘇胡墾附近に於け

る露軍兵姑三々員退却後の光景　大王江

塗附近に遺棄せる敵の鉄道材料　三家塗

附近に於ける敵の廉舎　大品樹墾附近に

於ける我傷者の運搬　野戦砲兵第13連隊

の遭家屯附近に於ける戦闘・莫油墨附近

・に於て歩兵第37連隊第i大隊の渾河渡渉’

奉天停車場附近に於て義軍の糧秣燃焼の

夜景　敵の焼棄したる奉天の糧秣庫　俊

民屯附近村落の土壁に於ける敵弾痕　大

工樹墜附近に於ける儘余の敵廠舎　戦後

の奉天停車場　戦利薬磁北台子附近に

於て我騎兵前哨の戦闘　地溝台附近渾河

結氷の光景　李官墾三軒家間の副防禦

工兵第8大隊の李大人屯西端に於ける防

禦工事　奉天停車場に於ける露軍の兵舎

劇麻山に収容せる俘虜　大山総司令官の

奉天入城（其1，其2）．富家庄東端に於け

る展望哨　退却に際し赤十字条約の保護

に委せし露霜の病院．奉天露国赤十字病

院前に於ける某参某長南幕僚並に日露両

国衛生部員　奉天城内に於ける機器製造

銀円総局

　第21巻
1樺太二二1某師団司令官出訴幕僚
歩兵第50連隊の一部メレや附近に於ける

上陸　陸戦隊上陸掩護の我砲艦　メレや

附近上陸地に於ける旅団司令部乙碇泊場

司令部及海軍陸上通信所』歩兵第49及第

50連隊のメレや附近に於ける上陸　メレ

や村落に休止せる歩兵第50連隊の一部

サワイナパーヂ村落の一部　サワイナパ

ーヂ村落の東北部　サワイナパーヂ村落

の西端高地よη歩兵第49連隊の前進を望

贈　樺太避難民の状態　ポロアントマリ

村落の全景　ポロアントマリ海岸に於け

る我上陸軍医需品の揚陸　コルサコフ海

岸高地に於ける敵防備の一部（其1，其2）

コルサコフ桟橋附近の光景　ポロアント

マリ労働者のL家族　イチャ村落に於け

る緋の乾燥場‘ミツリヨフカ村落に進入

せる野戦砲兵第19連隊の一部』ミツリヨ

フカ及リストウ雪下チノエ間の大森林

ミツリヨフカ村落の道路上行進せる小行

李．リストウエニチノエに於ける工兵第

，13犬隊露営の一部　ウラジミロフカの一

部（其1，其2）ウラジミロフカに於ける

建設中の兵営　ウラジミロフガに於ける

投降義男兵の一団　ダリネエ村落附近に

於ける野戦砲兵第19連隊第3中隊の陣地

ダリネエ村落北西端牧場に於ける野戦砲

兵第19連隊第4中隊の陣地　野戦砲兵第

19連隊第1大隊雨後泥道通過後の休止

ダリネエ村落附近に遺棄せる敵の野砲

ウラジミロフカに於ける旅団長司令官及

其他諸員

　第②2巻

　樺太軍第2ルイコフに於ける独立第

13師団司令部貝　アレキサンドロフに於

ける独立第13師団獲麟監部員　7月25日、

第1アルコワに於ける上陸　我軍艦の第1

アルコワ村落砲撃　第1アルコワ村落の

火災　アレキサンドロフの桟橋1病院船

小雛丸宙乗看護婦の上陸　ジヨンキPtル

岬燈台の遠景　アレキサンドロフ市街に

於ける教会堂　ヅ日工附近に於ける石炭

坑ピリヨンスキイ山の阪路砲車のピ
リヨ．ンスキイ山路通過　ピリョγスキイ

山の阪路を東方より望むウ土ルフニア

ルムダン村落の光景　ルイコフ村落の三
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央より北西方を望む　ルイコフ教会堂に

於ける軍使の会見（其1，其2）ルイコフ

兵営内に於ける俘虜の訊問　タウラン村

落に遺棄せる敵の野砲　ダルダガン村落

・に於ける露営地出発前の状況　7月31日

第1ハムダサに於ける敵の降服談判全権

委員長の一行7月31日ハムダサに於け層

る両全権委員の会合　アレキサンドロア．

市街の一部　アレキサンドロフ桟橋上に

於ける乙碇泊所員　アレキサンドロフ市

街に於ける俘虜アレキサンドロフ市街

西北高地より東南方を望む

　第23巻　　　　　　　　、

　撫順の遠景及同地附近の三軍防禦陣地

薩幽幽城より渾河を隔て・盃盤を望む

一門塞北方に於ける露盤砲兵陣地　黄沙

路子南端に於ける三河の急造軍畑　鮫島・

師団長の講話　撫順の東北端に於ける露

軍の防禦陣地　馬牛路子に於ける敵の糧

秣庫焼跡（其1，其2）撫順の北方に於け

る露軍防禦陣地の一部　撫順め北方に於

ける露命の監視哨所出順城の南門　i撫

順の蟻壁　歩兵第44連隊戦蹟朝倉山　撫

順三龍谷間輸送の軽便鉄道　撫順南方渾．

湧に於ける三軍の軍僑・三四の兵火・’

渾河大畠橋開通式　奉天に於け、る戦利品

（小銃弾薬車，輻重車，土工具）．金山台の

我展望哨　山県乖回心図附近陣地op視察

山県元帥の回忌参観　山県元帥の奉天発

車　休戦条約協定委員福島少将の会見場

に到る途上休戦条約協定委員の会見

満洲軍総司令官大山元帥及幕僚

　第24巻・
　訴訟に於ける軍司令部員一同　伊藤従

侍武官聖旨伝達の光景　三龍硲に於ける

軍司令部　五百牛最好南方高地敵砲弾破

裂及歩兵第12運隊仮纈帯所の光景　三島

硲北方約三千米突の地点より三兵台方面

の敵を砲撃の光景三龍硲に於ける第11

師団第3野戦病院患者収容の光景　三龍

硲北方約三千米突の高地上軍司令官戦況

視察　兵焚中の馬群鳥　占領当時の撫順

城　撫順城南渾三々畔馬匹死傷の光景

撫順歯獲小銃集積の光景　二二歯獲砲弾

集積の光景．二二高山塔下より展望の撫

順城全景　撫順北方高山塔及敵の掩蓋錘

’塚i撫順北方高地高山塔下の二五壕より

東北方高地の敵防禦陣地を望む　撫順北

方高地敵陣地より西方高山塔方面の陣地

を望む　撫順東北方高地敵防禦陣地．蒼

二二北方高地に於ける我陣地　ニイ火回三

品間渾河渡渉中の光景　軍砲工兵部二半

廠　川村公園より馬場及永陵西塗望見

下園村より二不二及興隆街の一一一・一端展望の

景『二心山下愛親覚羅氏宗廟全景，正面

．啓運山下愛親覚羅氏高堂四棟の内t三

蹟運山下愛親覚羅氏宗廟奥殿　永陵に於

ける鴨緑江乱戦病死者招魂祭場正門，全

景奉天城内金二二六角堂

386　日露戦役二二口要塞戦写真帖　神戸

　光村写真部　明38．8　113枚　28×40qm

　　　　　　　　　　　　　　〈400L93＞
　　　　　　　　　　　　　　　へ　〔大本営海軍部嘱託光村写真部撮影〕

　　海軍大将有栖川宮二二親王殿下海軍

　大佐東伏見宮依仁親王殿下　海軍少佐伏

　見宮博恭山畠†・海軍二佐山階宮菊堅肥

　殿下　海軍大将山本権兵衛君　海軍中将

　斎藤実君　海軍大将伊東祐享君　海軍中

　将伊集院五郎君　海軍中将上村彦之丞君

　海軍大将東郷平八郎君　海軍中将片岡七

郎君我艦隊の一部旅順口封鎖友軍一骨

　間密輸ジャンク捕獲の光景　小平島西口

業小鴨東口湾秤島即湾輝碇
　泊所全景　大連湾内和尚島旧砲台及御用

　船熊野丸　大連湾防備隊司令部．’大運湾
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防備隊司令部前埠頭の光景　大連船渠入

渠中の軍艦明石　大連第2停車場及露国

経営の市街を望むt大連西公園及同西方

の轄国劇湯大連発電所の大煙突と其附

近　大連に於ける陸軍糧食陸揚所の光景

大連水道給水所感水室と機関室　大連湾

防備隊司令部官舎と長嶺子停車場　柳樹

房に於ける第3軍司令部所在地及南方干’

大山白鳳山を望む　第3軍司令部厩舎及

其の附近　柳樹立に於て山階宮殿下と乃

木大将及第3軍の参謀幕僚（12月16白殿下

御出立の際拝撮せり）柳樹房に於ける

山階宮殿下御宿舎の内部　後甲子山麓よ

り海軍陸戦重砲隊重砲の運搬後甲子山

麓海軍陸戦隊大古帯所より負傷者の後送

火石嶺子に於ける海軍陸戦重砲隊砲台跡

及後甲子山麓海軍陸戦隊大虚帯所　火石

嶺子に於ける海軍陸戦重砲隊砲台の背面

及敵の28珊不発黒歯　同所高崎海軍少佐

及海軍戦死者記念碑　大王庄附近高地よ

り露出湾の遠望　底盤溝東南高地に於け

る海軍12珊速射砲発射光景、李家屯南方一

高地た於ける海軍12珊砲台の一部　碓盤

谷陸軍28珊留弾碓を以て旅順口内間接射：

撃発砲の光景　扇面溝海軍陸戦隊司令部

東方高地に於ける50ロ経15珊速射砲々台．

築造作業の光景　海軍陸戦重砲隊15珊連

射砲を大東溝東方高地へ運搬宣揚の光景

二〇三高地附近大東溝東方高地へ海軍15

珊速射砲々台工事の光景　二〇三高地よ

り十二子山を望む　某高地より旅団ロ観

戦　爾霊山東方高地全景　爾霊山西方高

地及鳩湾⑳導望　旅順口港内敵艦全滅雪

中の光景（12月14日午后1時二〇三高地よ’

・り撮影）海鼠山攻撃の際の発射したる

魚形水雷双二〇三山麓陸軍兵の守備兵舎

赤坂山海軍陸戦重砲隊の土三兵及二〇三

山麓海軍小繍三所　二〇三高地附近陣笠

山より旅鼠口を望む　二龍山攻撃爆発後

砲戦中の光景　二龍山攻撃後松樹山に向

って砲撃中の光景’ ｼ樹山攻撃大里発の

光景（12月31白午前10時水師営南方九十

三高地よ．りこれを望む）松樹山攻撃砲

戦中の光景　二龍山占領後の光景　二龍

山占領後の光景’松樹山占領後の光景

．（其ト其5）水師営戦後の光景　1月5日

水師営の会見（水師営に来るズテッセル

将軍の一行），乃木大将と会見を遂げ帰

途に就ける同一：行・水師営会見中の外口

重順街道より占領後の松樹山を望む「旅

順街道より椅子山案子山を望む　旅順街

道に在る敵の掩葦濠と鉄条網及補備砲台

を望む　旅順街道に於ける敵の防禦物

（開閉鹿柴）　1月13日旅順口入城式に於

ける乃木大将と第3軍幕僚　旅順ロ入城

式先頭の陸軍々楽隊及参列国従軍武官と

軍事通信員　旅順口入城式歩騎砲兵の進

行　旅順口入城式海軍陸戦重砲隊　旧市

街北方立地に於ける葦登避弾舎営跡　新

市街に於ける露国労働者の避弾所望旧市

・に於ける露国軍兵営と捕虜兵卒　露兵旅

順口退去の光景と長嶺子停車場の屯集

長嶺子停車場屯集の捕虜を大連に向て汽

車輸送　黄金山より旅順ロ新旧市街を轍

む黄金山より東北海岸を望む　旅軒口’

港外に爆沈せる我閉塞船　旅百済港口黄

金山低起電彼閉塞船を望む　黄金山砲台’

の全景　黄金山低砲台及館山砲台を半腹

より望む　黄金山砲台28川留弾砲黄金

’山砲台の内部及其の早鐘老虎尾半島外

海岸に破壊せる探照燈及港外に爆ぜる我

閉塞面相津田　老虎尾半島窩老子海岸砲

台を背面より望む　老虎尾半島魚雷営附

近の海軍浜匙i薬庫及窩老子海岸砲台老

虎尾半島魚雷営及同西方より西港を隔て

て老鉄山を望む　新市街西部より西港を
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．隔てて鶏冠山砲台虚血太陽溝北砲台を望

む　東港構内に於ける敵の貯炭所東
港々内め東岸を望む　東港内黄金山麓に．

建造中の新船渠及東岸に延長工事中の小

船渠　東港南岸に在る旧水雷営及武前の

石炭庫　黄金山痴愚より西港内の沈没敵

艦（パノレラダ，ポペーダ，レンヴイザン）

守旧玉山を望む　老虎尾半島より旧市街

及東港を望む　老虎尾半島魚雷営桟橋よ

り西港内赤十字病院船及破壊沈没船を望

む　西港内敵艦隊繋留錨地を隔てて新市

街を望む　東港北岸の大起重機東港船

渠内に於て爆沈せる敵の水雷敷設艦アム

ール　東港内に爆沈せる巡洋艦バrヤン幽

其の右舷を望む　東港埠頭より巡洋艦バ

ルラダの左舷を望む　バルラダの次に爆

沈せる戦闘艦ポペーダ及べレスウエート

の前部重砲　ポペ÷ダを艦首より望む

同艦上甲板に於ける補用機関の焼損　ボ

ル面一ワの前部甲板より戦闘艦レトヴイ

ザンを望む　レトヴイザン煙筒の弾痕と

同艦前後部甲板の現状　レトヴイザンの

次に爆沈せる戦闘艦ボルターワ及艦首よ

り望みたる同誌と其西方に在る尽レスウ

．EF一ド　西港内西方に爆沈せる戦闘艦ペ

レスウエーート　ペレスウ手一トの破壊せ

る現状　白玉山南麓海岸に爆沈せる敵砲

艦ギリヤーク、魚雷営桟橋右方に破壊せ

る敵駆逐艦シールヌル及ブデーチユルヌ

イ　魚雷営西方西港海岸に破壊せる敵駆

逐艦ラザースチー　西港城東山海岸に破

壊せる敵の駆逐艦ストpイヌイ　魚雷営

桟橋附近に破壊沈没せる敵雷砲艦フサト

ニック，ガイダマ’ク　同西方に破壊せ

る敵駆逐艦ボエオイ　白玉山南麓停車場

に於ける東清鉄道用機関車及魯魚撃の為

破壊せる其列車　語順口綿市街に於ける

露人の市場及其南方白玉山東麓に在る敵

の赤十字病院　古謡当時病院に充用せる

海兵団と亜総督の官舎前庭　旧市街東方

に在るステッセル将軍の官舎　旧市街に

在る教会堂及東港造船所上の奏楽堂　旧

市街東方の敵兵舎及同附近より東；方遠く

寄薩克騎兵々舎を望む　旧市街に在る敵

赤十字病院及我軍占領当時使用したる電

話交換所　新市街に於ける建築物二六市

街公園の休憩所　新市街西端に近き一部

及新市街に於ける建物（露清銀行支店，旅

館）　占領後開庁せられたる旅順口鎮守

府

387　日露戦史写真帖　上，下　大沼十太郎

　編　東京印刷株式会社編纂部　大正4．3

　2冊　22×28cm・　　　　　〈408－112＞

　〔この本はNo．384『日露戦役写真帖』と

　同じ写真を多く収載している〕’

388　日露戦争記念帖　第1～6輯従軍写

　真班撮影　大阪　関西写真製版印刷合資

　会社出版部　明37．116冊（各6枚袋入）

　41cm　　　　　　　　’　〈特67－155＞

　｛大本営幕僚蔵版、No．384『日露戦役写真

　帖』と同じ写真を多く収載。〕・

389　日露弊争写真帖　第1～4集　金港堂

　明37～394冊’　22×31cm　　〈83－308＞

　〔写真の説明あり、英文も付記。写真だけ

　ではなく絵画が多量に収載されており、

　目録の（）内人名が附してあるものが絵

　画。〕

　　第1集
　　今上両陛下　東宮両殿下　露国の皇室

’韓国皇帝と新革城附近　独立門　富徳の

　塔　二重橋　靖国神社　東伏見宮依仁親

　王殿下　山階宮菊麿王殿下・伏見宮博恭

　王殿下　三遍宮邦彦王殿下　梨本宮守正

一230一



王殿下　北白川宮恒久王殿下　鵯越（梶

田半古）’駐日英国公使　駐日米国公使

駐日清国公使駐日仏国公使　駐日西斑

牙公使　駐日卑耳義公使　韓国特派大使

一行　張之河劉坤r　帝国の元老　軍

国の内閣大臣　軍事参謀官　敵国の三将

参謀本部話劇総長’児玉次長　13師団

長野津大将長岡少将陸軍省海軍
省　士官学校　戦勝国の市街（和田英作）

軍馬徴発（鏑木清方）将校の出陣（富田

．秋香）雨中の出征（島崎柳鳩）東郷中

将　片岡中将　上村中将t瓜生少将　出「

羽少将　三須少将　梨羽少将　細谷少将’

東郷少将　出発前の佐世保（平福百穂）

三笠艦　東郷司令長官　伊知地艦長　沈

没露船ズンヴリー　露国負傷者の告別・

（鏑木清方）　冷酒の海戦（五姓田芳柳）

レトウイザン　アスコルド．武装のマン’

ジュール　武装を解きたるマン：ジ」L一ル

言霊の夢（平福百穂）　偵察騎兵（井川洗

厘）　露兵の蛮行（尾竹国観）’青松窪の

埠頭（尾竹国観）林紋平氏．a？血書（小林

習古）決死隊端艇に乗移る（石川欽一

郎）一勇将短剣を臨む（和田英作）・閉塞

隊成功の図（東条鉦太郎）　南沢機関少監

の負傷（石井正絹）傷兵の夢（東条鉦太

郎）　閉塞隊（五姓田芳柳）広瀬中佐伏

見宮殿下に御暇を告く（鏑木清方）広瀬

中佐端た・び杉野兵曹長を求む（田代古嵯）

危ee一一髪（徳永柳島）広瀬中佐の葬儀

（河合英忠）韓国龍巌浦の上陸（富田秋

香）’露兵の横奪く尾竹詞曲）・浦塩砲撃

黒木大将藤井少将’林外の露営（田代

古唾）平壌附近の雪中斥候（東条鉦太
郎）・定州騎兵の衝突（尾竹竹坂）　定州

の占領（東条点本：郎）寄薩克騎兵の敗走

（浅井忠）　白馬河の偵察：（高橋広湖）一鴨

緑江畔の水陸來撃（河合英忠）三韓の偵．

　察（高橋広湖）轟沈艦上の麻提督（東条

　鉦太郎）麻加羅夫の戦死（五禅林筆戦）

　韓国王宮の炎上（吉田一明）　日進春日の

’間接射撃　日進艦長竹内大佐　春日艦長・

・井上大佐　旅順の兵簗（渡辺三秋）総裁

　新院宮殿下　社長松方伯　赤十字社病院・

　船博愛丸　マギー女史の歓迎（小林習古）．・

　米英篤志看護婦の一行　敵騎の蛮行（高

　橋広湖）両勇士の最期（高橋広湖）五

　鶴丸の沈没（渡辺金秋）　鴨緑肥の偵察

　（高橋広湖）敵前架橋の進軍（東条鉦太

　郎）蛤摸塘の激戦（東条鉦太郎）　露砲

兵の敗走（宮川春汀）露軍の傷兵収容

　（久保田金嵩〉　突撃（尾竹竹坂）・蛤摸塘

の占領（高橋広湖）負傷者の手解運搬

　（高橋広湖）　戦後の月（高橋広湖）　祝勝

提灯行列（山本昇雲）　第3回閉塞決死隊

’（小峰大羽）・金州附近国軍の掠奪僑橋

広湖）奥大将，落合少将　湾東半島上

陸（久保周米斎）　月下の斥候騎兵（上原

古年）　騎兵の激戦（五姓即興柳）’第2艦

隊陸戦隊の上陸（高橋広湖）苦魯巴金の

：巡検　停車場に於ける満州将軍と苦界欝

金　苦魯巴金の琴塞検閲　海軍用軽気球

清国奇観・大川砲台　上海港内　上海の

葬儀上海所観（6点）腕でも貸さうか

（北沢楽天）　勇士の最期　影膳　愛馬の

徴発　帝国艦隊　駆逐艦の接戦　寒月戦

1砲を照す　我軍士州に迫る　寄鮒克の潰

走　閉塞隊の最期　進撃前の騎兵　鴨緑

江畔の戦　追撃’勇士の先登金轡城占
領　月下の孤城　『

　ij　2集

　天孫降臨（高橋広湖）神功皇后の御凱

旋（小堀輌音）屋島の戦（尾竹国観）、蒙

古襲来（梶田半古）　鬼上官の仁恕（永野

年方）　蘭宮林蔵の北辺探険（尾竹竹坂）

日清講和談判（尾形月耕）南山激戦（三
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崎広業）　大石橋の夜襲（木村素山）・森

林中の露軍（佐久間文吾）三笠艦上伏見

若宮殿下（満谷町夢），空隔幽明実墓前

（鈴木華村）．上村艦隊救敵兵（渡辺審也）

軍使（高橋広湖）遼陽攻撃（木村光太郎）

新任陸軍大将伏見宮殿下　新任海軍大将

有栖川宮殿下　閑院附載仁親王殿下及同

親王妃智恵子殿下御出征皇族妃殿下

清国太后・枢密院議長副議長及顧問官

貴族院及正副議長　衆議院及正副議長

参謀総長山県元帥　参謀本部次長長岡少

将’大山満洲軍門指揮官　児玉満洲軍総

参謀長　井ロ満洲軍参謀　福島満洲軍参

謀満洲軍総指揮官一行出征記念　新任
7大将　新任陸海軍中将　新任陸海軍少・

将　露国の将軍丁露国の名将　陸軍大学’

校讐前校畢　海軍］ik学校及前校長　俘虜

の上陸及傷兵運搬　吉野艦及正副艦長’

戦死陸軍将校戦死海軍将校　故大庭少

佐の小照及其葬儀の光景　戦死陸軍将校

（遼陽の役）出征軍人遺族婦人慰問会会

員総会　露艦亜斯寄脚半　露三具魯下瓦

伊露艦亜斯寄州‡損敗の状一斎射撃
（高橋広湖）大橋上等兵（富田秋香）我

軍分捕の大砲（小林野晒）・九連四隅飲

（五月由芳柳）11勇士く高橋広湖）酒肉

稿兵（高橋広湖）高輪御殿（河合英忠）

満人服誤爆（尾竹騨観）．月下の哨兵（渡

部審也）　雷雨中の進軍（鏑木清方）砲

兵行陣（結城素明）　濃霧隔敵（高橋広湖）

屋上の連隊長く尾竹竹披）　勇士肉薄敵陣

（信近春城）　馬上格闘（小林習古）露賢

相抱而死（鏑木清方）分水飲露兵（高橋

広湖）南山下野戦死者の墓標（河合英

忠）常陸丸遭難（尾竹竹坂）戦死者の

家庭（鏑木清方）善射命中（尾竹竹披）

下条大尉奮闘（尾竹国観）揮涙装弾（尾

竹旧観）従軍三三英魂（佐久間文吾）

州兵の退却（高橋広湖）豪胆勉励（飛田

周山）　満洲丸諸±見韓皇（田内千秋）

鉄条網（尾竹国観）橋本一等卒の勇敢
（尾竹国観）　曲巌絹帯所’．（田内秋山）　押

入輸送糧食（高橋広湖）輻重兵の蝦苦

（木村光太郎）露兵合葬墓地（高橋広湖）

貴婦人慰問従軍家族（尾竹国観）大山総

指揮：官の発京（田内秋山）　連山関途上所

見（高橋広湖）勇士奪水雷（田内秋山）

清人饗皇軍（河合英忠）陣中炊事（佐久

間文吾）三兵掠奪耕牛（高橋広湖）高

梁中の野営（佐久間文吾）最：後の風流

（田代古平）大石皆兵簗（木村光太郎）

横山大尉奪闘（満谷桂夢）様子嶺上衛生

隊（飛田周山）敵将葛茅野圃負傷（木村

光太郎〉愛馬救主（佐久間文吾）清岡

中尉戦妓（平岸春城）小隊長万歳（田代

古嵯）　占領後の野口（高橋広湖）従僕

の熱誠（徳永柳洲）勇士搏闘敵艦（佐久

t間文吾）金州城外の乃木大将（四谷桂

夢）　露艦流里芋の撃沈（小林習古）地

下背面の工兵（尾竹竹野）　旅順背面の攻

撃（飛田周山）　温情挙挙（島崎柳鳩）　負

傷兵圭の帰京（尾竹平臥）　月下平群諌

（久保田金町）露兵投石苦同字（徳永柳

洲）　tt　1

　第3集
　観兵式（徳永平平）　三徳無窮（田内千

秋）　碧蹄館激戦〈小堀靹音）・閑院宮殿

下勇戦（小林習古）奥軍司令部渡河（徳

’永柳洲）加藤嘉明韓海に戦ふ（水野年

方）、黒押台め敵襲（階層桂夢）鷹野中

尉の先陣切願（五門田芳柳）　山由長政六

昆の兵を苦む（尾竹竹披）我水雷艇隊再

び敵艦セバズトポールを襲撃す（木村光

太郎）・．松樹山砲台爆破（木村光太郎）

烈婦大葉子（高橋広湖〉敵将の開城会議

（田内千秋）旅順攻守両三会見（四谷桂
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夢）情思纒綿（五姓甲芳心）旅順法守

両将及幕僚　東郷上村両提督凱旋　新任

陸軍大将　新任陸海軍中将‘新任陸軍少

将　愛国婦人会祝捷会記念写真　帝国海

軍の重鎮枢密顧問官　篤志看護婦人会

会貝の二二演習　旅順攻囲軍の主脳　旅

順攻囲軍の駿将　旅順攻囲軍の幕営　剣

’山方面の将校斥候　我重砲隊の椅子山砲

撃　剣山方面の戦闘　温順二百米突高地

、め防禦陣地　二二二百米突高地の小哨

．東鶏冠山方面の対訳歩兵陣地　旅順攻囲

軍の穴居　爾霊山砲撃　旅心攻囲軍参加「

勇士：慰労会・旅順攻囲軍戦死応急』旅順

攻囲軍戦傷将校　沙河戦役死傷将校　俘

虜葬儀　軍神橘中佐（蕊取桂夢）　戦利重

砲隊遼陽停車場砲撃（木村光太郎）　連隊

旗の危機（小林習古）、’戦闘中敵弾を検す

，（高橋広湖）　最後哀別（小林新）　月下進

・軍（高橋広湖）　寄漏話騎兵潰走（徳永柳

洲）、桂大佐軍旗に訣別す（小林新）沙

河激戦（高橋広湖）死に臨みて水を辞す

（尾竹二二）　亜歴：山名誉連隊降伏（高橋

広湖）’慰問袋（鏑木清方）　輸卒敵兵を

走らす（飛田周山）　露国看護婦皇軍に投

ず（村岡応東）　露兵赤十字章を奪ふ（尾

竹竹坂）薪材運搬（高橋広湖）敵将危

地に臨む（飛田周山）陣頭握手（河合英

忠）義気敵将を動かす（尾竹国法）　陣

中餅掲（田代二二），鉄道破壊（高橋広湖）

伝騎（田内千秋）　牛島守備隊の苦戦（高

橋広湖）黒溝台覧戦（田代古志）勇士
地雷線を噛む（二二桂夢）．風流士官（村

岡応東）石黒特務駅長奮闘（町田信次）

強行偵察艇の惨状（飛田周山）　一兵卒め

微志（田代古唾）木下少佐奮戦（尾竹国

観）寄贈毛布分配（田代古品）工兵隊6

勇士（飛田周山）1綱刺（高橋広湖）兵士

の勇壮（河合莱忠）苦三巴金砲台の占領

（徳永髄虫）．絵端書の榴散弾（田代古唾）

ステヅセル夫人の温情（河合英忠）　一戸

砲台の占領（田代古嶢）　月下哨兵（高橋

広湖）　山田t等卒（小林新）年少3壬官

．の壮烈（田代古嵯）担架卒（高橋広湖）

東鶏冠山北砲台激戦（尾竹壮観）砲口填

塞（尾竹竹披）　爾霊山の占領（満谷桂夢）

我水雷艇の敵艦襲撃（田内千秋）・白衣烈’

婦（鏑木清方）　忙裡隊（田内千秋）　休戦

屍を収む（徳永柳洲）二龍山砲塁爆破
（飛田周山）敵将最後の愛（鏑木清方）・

法衣将軍（飛田周山）陣中賀正（河合英

忠）旅順攻守両軍参謀長会見（飛田周

山）旅順陥落の号外（鏑木清方）黒旗

（飛田周山）　旅順入城式（田内千秋）敵

将高義を謝す（尾竹電命）　ステッセル持

軍夫妻の稲佐上陸（鏑木清方）・露都騒乱●1

（木村光太郎）

　第4集、

　神武東征（高橋広湖）招魂祭東宮行啓

（徳永柳洲）　閑院宮殿下と盲目兵士（東

条鉦太郎）　関ヶ原役の黒田長政（小堀靹

音）三台子の家屋戦（満谷虚夢）予は

包囲せられipり（油鼠田組立）戦死者遺

族の浜離宮拝観（尾竹盛観）　危機「髪

（東条鉦太郎）鉄騎敵陣を踏破す（渡辺

審也）御渡航中の有栖川宮妃殿下（木村

光太郎）、黒木軍の砲戦（渡辺審也）曾
爾賓奇襲隊（佐久間支部）’ 縁摯ｺの散策

（鏑木清方）敗兵退路を失して降伏す
（五霞田柳秀）　白本海海戦（東条鉦太郎）

新年陸軍中宿直　我兵士の博愛（東条鉦

太郎）　クレムリン宮前の悲劇（木村光太

郎）　陣中の紀元節（田内千秋）　勇士弩

幕柱を揮ふ（尾竹竹；岐）　陣中の雛祭（田

代古唾）満州軍の製炭作業　敵前砲弾

を拾ふ（高橋広湖）　格闘（尾竹竹披）　清

河城占領（飛田周山）真情流露（田代三
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嵯）前田将軍（田谷桂夢）、小山副官傷

兵を肋る（飛田周山）’敵の裸体軍（徳永

柳洲）負傷将士の沈勇（満谷桂夢）唖
帆台塞戦（河合英忠）、万宝山の惨劇（田

内千秋）　東海健児の苦闘（高橋広湖）

濃霧中の偵察（飛田’周山）一二地物　地

獄林（佐久間文吾）笠龍作（河合英忠）

右心大尉敵襲を撃退す（飛田周山）　奉天、

大会戦（佐久間文吾）二河の氷上戦（高

橋広湖）二宮工兵中佐の最期（佐久間文

吾）奉天戦場夜景（河合英忠）敵我傷

兵を射る（田内千秋）奉天会戦戦死将校

盗品大潰乱（徳永柳洲）．残敵軍馬を食ふ

（田内千秋）奉天北陵の激戦（佐久間文

芦）死屍乗ダ　奉天退軍（木村光太郎）

奉天会戦戦死将校・我軍奉天停車場を抜

く（高橋広湖）　陣頭酒を醜る（飛田周山）

接戦格闘敵遂に降る（高橋広湖）奉天会

戦戦傷将校　軍旗乱獲（木村光太郎）傷

兵泣きて戦況を語る（高橋広湖）．3勇士

（満高這夢）『奉天附近：に委棄したる敵の

砲弾薬英　同僚相抱きて泣く（飛田周山）

、奉天入城式（田内千秋）　韓国祝i捷大使及

随員　鉄嶺占領（佐久間文吾）’二二頁人

・を剰掠す（二品桂夢）　鉄騎長駆して長城

を喩ゆ（高橋広湖）　戦捷記念樹植栽（田

代古嵯）戦後惨状（高橋広湖）俘虜の

奇遇（木村光太郎）病院船甲板上の惨状

奉天会戦敵国将校　八幡丸遭難（東条鉦

，太郎）朦畑江艦隊の航路を淫す　我軍

艦の砲弾搭載　軍艦出雲の戦闘準備　漁

夫敵艦長を救ふ（高橋広湖）　敵旗艦の撃

沈（原谷桂夢）敵艦降伏（東条鉦太郎）．

敵艦隊乗組員の漂着（尾竹二野）’魯提督

と駆逐艦ビエドウイ．戦艦朝日の勇士

（徳永柳洲）彼我両提督会見（田内千秋）

390　日露戦争日本赤十字社救護写真帖

日本赤十字発行所　明38．11～39．7　2冊

23×32cm　定価各70銭　　　　　〈404－4＞

〔日本赤十字社所蔵版を主としているが，

陸地測量部蔵版もある。救護活動の写真

のほか野戦病院・病院船関係者の顔写真

も収載されている。写真は小さく鮮明で

はないものが多い。〕

391　日露戦争旅僧要塞戦紀念帖’坪谷善

　四郎編　博：文館　明38．5109枚　20×

　27cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈837365＞

　〔大本営海軍部嘱託光村写真部撮影と奥

　イ寸にある〕「

　　旅順口封鎖監視中の我艦隊　小隅島西

　ロ湾（其1，其2）小車島碇泊所全景　大

　　　　　　　　　　　　　も　連湾　大連三門備隊司令部　防備隊司令

　部前埠頭光景　大連船渠と軍艦明石　大

連電燈発電所　大連第2停車場　大連公

　園．と劇場　大連兵姑部糧食の集積　大連

．水道給水所　防備隊司令部官舎と長嶺子

　停車場　第3軍司令部、第3軍司令部の厩

　舎　山階宮殿下と乃木大将　山階宮殿下

　戦地御宿舎　海軍陸戦重砲隊　海軍陸戦

　隊大貫帯所　海軍陸戦重砲隊（其1，其2）

　海軍陸戦隊司令部　海軍陸戦重砲隊　双

　島湾の遠望　陸軍28珊重砲発射光景　海

　軍陸戦隊砲台の築造海軍陸戦重砲隊重

　砲の運搬：海軍陸戦重砲隊重砲の据付

　二〇三高地より＋二子山を望む　高四二

　〇三高地全景　二〇三西方高地と鳩湾遠

　望　二〇三高地より旅三口港内雪中光景

　守備兵舎と魚形水雷　海軍陸戦隊小三三

　所と兵舎　陣笠山より旅順口全景　二龍

　山藤破攻撃　二龍山の占領　松樹山爆破

　攻撃　松樹山の占領・，占領後の二龍山

　（其1，其2）　占領後の松樹山（其1～其5）

　水師営の惨状水師営の会見（其1，其2）

　旅順街道より松樹山全景　三野街道より
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　　　　　　　ゆ
椅子山鼠子山を望む　嘉島街道より補備

砲台を望む　旅順街道の防禦　旅宿口占

1領入城式（其1～其4）旅順の捕虜（其

1～其3）旅順捕虜後送黄金山より旅

順ロ港内全景（其1～其3）旅1頂ロ港口

黄金山砲台（其1～其4）、探海雄と沈没船

海岸砲台．・火薬庫と海岸砲台・老鉄山と

魚雷営　鶏冠山砲台と西大陽溝北砲台

旅順口の貯炭　東港内の主面　東港内の

新一殺船渠　水雷営と石炭庫　旅心口港亀

内（其1～其20）旅順の軍用列車　露の

売店と赤十字病院　車総督官舎と海兵団

ズデッセルの官舎’見晴台と教会堂　旅

順口内の兵営毅軍副官と電話交換所
新市街公園　新市街　柵鼻口鎮守府司令

部

392満州紀念写真帖　松浦吉蔵編　遼陽

松浦写真館　明42．7132p　14×20cm

　　　　　　　　　　　　　　．　〈94－627＞
　〔編者住所：鳥取県三宿郡境町，発行所住

所；・遼陽西門外回三三56号の2〕，

　男爵安東真裏閣下　歩兵第8旅団長津

川少将閣下，歩兵第40連隊第2大隊長小

川少佐　同第1大隊長中川少佐　同第3大

隊長川畑少佐　歩兵大佐金久保万吉　歩

兵第10連隊第1大隊長安井勝弘　第40連

隊長八木下大佐　歩兵第10連隊第2大隊

長菅丈夫　歩兵第39運隊長大佐松村安雄

歩兵第10連隊長大佐平岡茂　満州駐屯歩

兵第10連隊第3大隊長閣下各将校　大連

日本橋　露西亜町市街全県　大連市街全－

景　大連露西亜町海岸　大連市場裏広軌

機関車集合場　大連陸軍倉庫本部　大連

港口大桟橋之光景　大連市満州鉄道本社

の壮厳　大連大ドックの光景　三飯口青

葉町　二二関東倉庫及陸軍官舎の眺望

白玉山上の招魂碑　白玉山上の招魂社

　．旅順歩兵連隊長殿官舎（元ステ17セル将

　軍別荘）旅順に於ける歩兵第39連隊第

　・12叩軍旗祭（其1ん其3）　松樹山砲台破壊

　の実況　クロパトキン砲台に於ける戦利

　砲層水師営に於ける乃木ステッセル両将

　軍会見湯松樹山に於ける戦利大砲　大

　鮎子山上露国納骨堂除幕式　大望子山の

　旅順露国納骨堂　二〇三高地珊珊の骸骨

　二〇三高地山上の記念碑　二龍山に於け

　る鉄条網　東鶏冠山に於ける砲台破壊の

　実況　旅順港p閉塞船．旅順新市街（元

　露国海兵団）　南山戦場趾と唐門の銭卜

　東鶏冠山砲台に於ける破壊せる敵の大砲

柳樹屯に於ける歩兵第20旅団　南山山頂

　の忠魂碑　営口の朝霧　柳樹屯歩兵第20

連隊’・営口の朧月　’即自の夕照　満州千

山無量観の絶景　満州千山風光香厳寺下

満渓の梨花　満州千山の風光（其2～其9）

遼陽南門外敵の角面墾　首山男敵の残塁’

鯉山墜の戦場趾　遼隣第10師団司令部ど

即行社　遼陽に於ける忠魂碑　学界扇状

汽錘車庫　遼陽師団長閣下官舎　笹野の

白塔　遼陽停車場の光景　遼陽歩兵第40

、連隊　遼陽工兵第10大隊　遼陽歩兵第40

連隊に於て第12回軍旗祭　常陽に於ける

歩兵第40連隊将校団　太子河に於ける土

人の漁網　太子河架橋復一問の鉄橋　遼

藤袴街孔子廟　撫順千金塞炭鉱（東竪坑）

撫順千金塞炭鉱（西竪坑）撫順千金塞炭

鉱（大山坑）奉天歩兵第40連隊第3大陵

営門　奉天停車場の光景　奉天憲兵分隊

奉天停車場大豆々粕大男出の実況　奉夫

警務署　奉天宮城殿’奉天清国公園一渾

河の渡舟の実状奉天北陵大野の墳墓
（其1～其3）奉天東門外有名の蓮池（其

1，其2）、三碑石山の戦場趾　鉄嶺龍首山

より停車場及開車倉庫（歩兵第10連隊方

面の遠景）　鉄嶺停車場の光景　鉄弓に三
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ける輸出荷物の実況　鉄嶺製粉会社　鉄

嶺商品陳列場．鉄弓城南三三蜂訴訟の

風光（通江口）鉄嶺憲兵隊　開原城内中

央鐘楼　日露戦役当時開原鉄橋破壊の実‘

況　公主嶺機関庫　敷島台の騎兵隊　公

主嶺停車場　公主三三島台招魂社　高梁

中の幕営の実況満州に於ける農作（き

みまき）の状況　満州に於ける土人（きみ

こなし）の実状満州婦人（きみ詠むき）

の実況満州に於ける農作大豆播きの実

況満州に於ける阿片回収の実況　満州

に於ける支那人の木挽作業の実況　満州

に於ける剃頭的理髪師　満州上流の婦人

と子供風俗　満州富家の一族　清国死刑

囚人斬殺実況（其1右回8）’日露戦役中に

於ける我機関砲射撃　虎石台附近機動演・

習に於ける機関銃隊　虎石台附近の機動

演習の実況　虎石台附近機動演習に於け

る炊事②実況　虎石台附近の機動演習中

露営の酒保虎石台附近演習中の幕営
（其1，其2）　日露戦役中開原に寝て第4軍

戦捷祝賀会の光景（其1，其2）奉天大会
戦に於ける惨状（其1～其7）

393明治37．・8年戦役忠死者納骨堂写真
「関東都督府陸軍部　明44．3．．11枚・32×

　45cm　一　“，　’　’　〈406－36＞

　　旅順納骨堂の遠景　同全景　大連納骨
　堂の遠景　漁夫納骨堂の全：景　安東納骨

　堂の遠景・同全景　大連納骨堂の全景

　遼陽納骨堂の遠景　霜気納骨堂の全景

　奉天納骨堂の遠景　　　「

394　明治37・8年戦時並戦後経営一斑

　1山口県明41．46P　20枚26　cm
　非売品　　　　　　　　’　〈22－435＞

　・〔日露戦争時の山口県における国債募集

　三等・出征軍人・戦病死者数も収載。図

　　　　　　　　　ビ
版20枚には，「廃兵，並軍人遺族就業実況」

として各人が労働に従事している写真を

収載。〕

395　明治37・8年品品紀念写真帖　細川良

　久著，橋本新平撮影　旅1慣満州戦記保

　三会　大9．252p　27×38cm　非売品

　　　　　　　　　　　　　　〈412－82＞，

　〔大正3年から同8年たわたって日露戦争

　の戦蹟記念碑が激戦の行おれた地点に建

　設された。その碑と当時の風景の写真。〕

　　妬心輝山砲台　東鶏冠冷温2保皐　東

　鶏冠山北砲塁　一戸墾塁　盤龍山東山塁

　盤龍山西保塁’tuma龍山北墜塁　望台砲台

　二龍山墾塁松樹山保塁　松樹山第4砲

　台’龍眼北方墜塁　水師営会見所．攻城

　山　火石嶺子海軍戦重砲．老虎溝鼠　南

　山坂山爾霊山’一六四高坤　六面子山

　旅順港口閉塞隊記念南山戦蹟　長山列

　島海軍根拠地　得利一戦蹟　大石橋戦訓

　営口防衛記念　遼陽会戦第1軍戦蹟　遼

　陽会戦第2戦蹟　遼陽会戦第4温品蹟　黒

　溝台の戦三唱山河会戦第1軍戦蹟　沙河

　会戦第2軍戦蹟　遡河会戦第4軍戦蹟　満

　州軍総司令部位置　奉天会戦第1軍戦蹟

奉天会戦第2劇戦蹟　奉天会戦第3軍三蹟

　奉天会戦第4軍議蹟　奉天会戦二男江軍

　戦蹟　全戦役高倉碑　鴨緑江戦蹟　摩天

・嶺戦蹟・満州二六：終陣地　日露：戦争休戦

　訂旧地　三三占領記念

396．靖国神社臨時大祭写真帖明治39年5

　月　陸地測量部撮影小川一真出版部
　明39．9層20枚，26×35cm　定価80銭

　　　　　　　　　　　　　　　く406－8＞

〔暉瀞の戦死者のための祭◎灘戦
　利品陳列の写真なども収載されている。〕

　　明治39年5月靖国神社臨時大祭招魂三
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貴族神殿へ参殿の光景　四聖北側奉納品

陳列の光景　拝殿南側奉納品陳列の光景

行幸門内に於て参拝遺族へ愛国婦人会大

祭委員を補助して神盃井に神門交付の光’

．景　参拝遺族休憩所内の光景　遺族休憩’

所戦利銃棚の光景神社境内の全景及軍

隊参拝の光景　戦利剣物質東京砲兵工廠

職工一7一一’同より奉納に係る半円球及国旗の

光景　海軍戦利品陳列の光景（其1～其3）

破壊戦利23珊知米子臼砲の光景　大角力

横綱梅ヶ谷土俵入の光景九段坂上戦利

銃塔電飾の光景・東京砲兵工廠職工一向・

より奉納の半球及国旗電飾の光景　近衛

歩兵第1旅団兵営内仕掛花火打場の光景

九段坂下牛ヶ淵公園に於ける愛国婦人会

遺族接待所の光景（其1，其2）

第一次世界大戦

397　欧亜列強大戦写真帖　帝国軍人教育

　三編・大正通信社　大8．71冊’26cm

　定価8円・　．　　　　　’　〈331－129＞

　〔本写真帖の写真の供給は次の機関。参謀

本部写真班と海軍省写真班の倒影写真。

西伯利派遣軍総司令官特命撮影写真。仏

国政府寄贈同項戦闘状況写真。英米両国

従軍写真班撮影写真。仏国リラストラチ

オン，英国系ウエーアー，グラフピック，

ロンドンユース，米国二四一ヨークのミ

ッドウラク・ピクトリアル等の各週刊画

報発行所との特約。　欧文説明は，主と

して英文，仏門に関するものは仏文。巻、

末に世界大戦の大要がある。〕

　英戦闘艦よヴ負傷者寝台を他船に移し

，つつある光景　遣茱特使として東三郎宮

殿下の英国御着　遣英特使として東伏見

宮殿下の英国艦隊御訪問　戦場に出動せ

　んζする工作隊　サロニカに於て貨車牽

　引用どして水牛を用いたる新形式　仏国

　に於てコンノート公の戦勝者検閲　加奈

　陀軍飛行機攻撃砲下通過の独逸俘虜　ス

　パ入城の詰軍騎兵隊パレスチンに入城

　行進を為し？つある叙唱　時戦に於ける

　英国婦人の製図作業戦時に於ける英国

　婦入の飛行機の翼塗：り　戦時に於ける英

　国婦人の自動車運転手　英軍西部戦線に

　活動しつつある勇敢なる英国2婦人　英

　砲火に依って破壊せられたる独軍事重車

．英国海軍の戦闘艦甲板上に於ける天壌の’

　火災演習　英詩戦線に墜落しだる敵軍飛

　行機　西部戦線に於ける自軍の榴弾砲運

　搬・西部戦線の戦跡仏国シエルト河と破

　壊鉄橋　西部戦線に於ける開戦4周年記

　念祭　戦線に向って進行しつつある米国

　軍　西部戦線に於ける独軍の俘虜　英国

　皇帝の西部戦線視察流動火の実現　ゼー

ブノ叶ジに於ける炸裂海防砲戦繍こ於

　ける伝書鳩隊戦綿に向って輸透せらる

　るユダヤ人の補充兵　メソポタミヤのア幽

　シャーに於ける英兵と其風光　将に飛翔

せんとする英軍大飛行機　戦線に於ける

電柱としての樹木応用　潜航艇へ魚形水

雷積込み中の光景　パレスチン海岸に於

ける軍需品の陸揚　メゾポタミヤに於け

る土人衛生恵め繍帯所　北海警備中の英

軍駆逐艦隊　白国論ステンドの奪還及外

港々口の景弘遠を攻撃しつうある榴弾

砲の威力　西部戦線に於ける錘壕と其上

の橋梁． 瀦柏岦?ﾉ於て自軍の歯髄した

る敵の巨砲　カンプレ一大戦闘後の破壊

家屋　戦意中の余暇海兵の漁り　スコッ

　トランド将士gpハイランド舞踏　オステ

ンドに入港したる英国艦隊水夫の万歳

アド、リアチック海に於ける英艦の飛行機

’射撃　フランドル戦線のダアラス南方

一　237　一一一



面の攻撃　夕陽に映ゆる飛行機攻撃砲隊

の活動　西部戦線鉄道上にて施されたる

敵の防雪　仏国西部戦線シャンバンユ戦’

闘森林中の敵兵追撃　仏国戦線に於ける

・野戦衛生隊自動車の整列線　アルバート

市の戦跡　カンブレー戦闘後の橋梁修理

破壊橋梁修理中の英単工兵隊の花々しき

活動　山岳より見たる平野の奇観伊太利

戦線の英兵．伊太利戦線に於ける二巴の

橋梁架設　仏国カンブレー戦闘　独軍を

攻撃せんとする加奈陀兵　フランドルの

戦闘へ軍需品の運搬パレズチンに於け

’る下駄二重隊パレスチ7に於ける英軍

通信隊の休養　パレスチン戦線に於ける

雪穴陣営パレスチン，ハイファ市を進

行中の英軍騎兵　英国皇帝の軍需品製造

工場視察仏国運河を航行しつつある英

、国赤十字病院船の内部㌦英軍戦線に墜落

したる三軍飛行機　威風堂々海を圧す英』

国艦隊　戦地に向ひ英国を出発せんとす

る米国兵　白国スパに於けるブリタニツ

ク大ホテル　白質スパに於ける平和会議
　　　　ま，委員　白耳義ブルージ市に於ける白型置

陛下の歓迎仏国メニンロー．ドに於ける

英軍巨砲の修理　戦場に於ける・英軍の休

憩地　仏国ク血アントの大通路を横ぎる

・独軍の防禦線フランドル戦闘に於て大

威力ある英軍の巨砲の前進　仏国西部戦

線に撃てタンク御見学中の英国皇后陛下

英国海軍旗艦上に於ける英米海軍2提督

の握手　英国飛行機製作場に於ける英国

婦人の海軍用品製作　仏国に於ける労働

婦人連の大行進、戦時に於ける英国婦人

の職業水雷網作業　ハブリンコート附近

に於ける独軍の防禦樹木　パレズチン戦

線壷：門内を往復する土人め目隠独軍一一

司令部内に於ける英町俘虜め審問　英船

．デイオムド号の最丁寧軍機関銃隊を躁

踊せる英町騎兵隊　敵前た猛火を浴せつ，

つある仏軍の機関銃隊’ツェッペリン飛

行船を攻撃しつつある仏国軍の自動車砲t

アルサス州に於ける歯獲独逸砲　命懸け

の通学をしつつある仏国レンス市の小学・

生徒　仏国要塞下の三絶内の司令部　シ

ャンパンユ戦闘独逸俘虜将校仏国に於

ける俘虜収容所の新築．仏国俘虜収容所、

に於ける一独士官　仏軍工兵の開学した

る軍用井戸　仏国リオン市に於ける機関

銃製造　戦蒔に於ける仏国婦人あ爆弾製

作仏国兵器廠に於ける婦女の作業壷
壕戦に用ふる反射野付の小銃　樹木に引

引た馬の死骸青島丘上に甕ゆる独逸記

念碑有名なる青島海水浴場善美を尽

せる青島総督官舎青島攻囲軍独立第18

師団長及幕僚独立第18師団司令部に於

ける命令下達．沙子口に於ける臨時三道幽

、第3大隊の軽便鉄道材料揚陸　沙子口に

於ける我海軍飛行機及格納庫青島軍司

令官神尾将軍の告示　青島攻囲軍輻重縦

列の張村肝渡渉の光景　青島攻平門に御

下賜の纐帯授与式　神采将軍及青島攻囲

軍の観戦武官　浮山後南方に於ける師団

司令部　浮山後西方に於け「る独立攻城重

砲隊の砲撃　海岸墾塁に於ける敵の胸播

占領後のイルチス山東二男墾塁　占領後

の海岸忌門と浄法寺少将　占領後の野晒’

窪砲台棲息掩蔽部青島攻囲軍出征部隊’

C7］）大村停車場出発「青島に於ける石油タ

ンクの曝発と海軍飛行機の活動　ビスマ

ルク山より青島市街を望む　三島砲台よ

り台西鎮砲台を望む　青島攻囲軍の入城

式（其1，其2）青島入城式後の聖旨伝達

式青島戦病死者の招魂祭独立第18師

団長各部団隊長及師団幕僚　モルトケ兵

営に於ける軍使会見所と其室内　モルト

ケ兵営内に於ける神尾師団長以下幕僚二
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英国武官　台東鎮に於ける俘虜将校　神

尾司令官め青島出発神尾司令官の東京
駅凱旋『 P洲湾方面に向へる出征艦隊の

主脳　南洋トラック島土人の舞踊　ウル

イト島（パラウの内）椰子樹・マラカル島

の一部ギップ島に於ける沈没二二プラ

ネット号ヤップ島陸戦隊本部ヤップ
島に於ける各酋長及チャムロ村長　ヤ．ヅ

プ島に於ける各酋長の妻ヤルート妊力、

ソリック教会と生徒　ヤルート島酋長レ

ートの住宅　コロール島陸戦隊指揮：官及

主なる在留日本人と大酋長　コロール島

大酋長我陸戦隊本部に到る途中　コ二一

ル島陸戦隊員の相撲コロール島陸戦隊

の使役する土人巡警の教練　アンガウル

島燐鉱会社西方桟橋　アンガウル島燐鉱

tt会麟同期車でアンガウル島守イ蒲隊兵

舎　仏国マルセイユに於ける露国歩兵連

隊　仏国マルセイユに於ける露国軍隊の

出動　マルセイユに於で軍隊通過を喝采

する露国人　戦時に於ける巴里ルーブル

の病院　西部戦線に於ける二軍の弾薬補

充シャンバンユ戦闘に俘虜となりし独’

軍将校’ ｧ軍アルサス州に於ける戦捷後

独軍俘虜護送　仏門連隊前に於ける二軍

俘虜取調中の光景　仏国俘虜収容所に於

ける独軍俘虜の調理t’仏国シャンパンユ

の戦跡　仏国シャンパンユ戦闘後仏軍の

追撃　西部戦線に於ける二軍陣地の進出

西部戦線に於ける旧独逸壷壊と惨憺たる一

死屍　戦場た於ける勇敢なる婦人信号手

風船に依る天候風力の観測　風船に依る

天候風力の方向観測の報告tt浦塩に於け

る帝国軍艦肥前艦上の各国軍指揮官　浦

停刊警戒確泊の各国軍艦　ブラゴエチエ

ンスクに於ける過激派軍最高幹部、浦塩

に於ける我海軍病院　浦塩に於けるチェ

ック軍の過激派軍射撃　英国陸軍の浦塩

　上陸式　盛塩に於ける仏国陸軍の上陸

　我陸軍の浦塩上陸式　大谷司令官の浦塩

　一L陸　浦塩に上陸したる大谷司令官　浦

　塩に於ける米国陸軍の上陸式　浦塩に於

　ける我軍上陸点及軍需品集積地　三コリ

　スク停車場と有蓋貨車内生活状況　侍従

・　武官スパスカに於ける駐屯軍隊に聖旨伝’

　達　我騎兵第12運隊沿黒2州を蹴嘱し悠

　’然八種に帰還め論集　我歩兵の歯獲レた

　る黒龍艦隊　ゼーや鉄橋正面及ゼーや河

　上敵運送船の撃沈　アルパラ駅附近に於

　て歯乱したる敵め野砲　チェッ’ク軍参謀

　長ウシヤヲフ大佐の死骸とバイカル停車

』場の破壊貨車層黒龍線アルハラ駅に開設

　せる我無線電信隊　我軍占領のババロウ’

　スク停車場　イルクーツク市に於けるチ

　・エック軍将士の葬儀　浦塩に我陸軍め上

　陸により海軍陸戦隊の撤退　英国皇后陛

　下の戦場に於ける飛行機軸見学　戦闘の

　余暇悠々たる釣熱の悪み　三軍西部戦線

　に於ける占領村落の道路修復中の光景

　払国戦線附近の静心に於ける食糧品其他

　の大集積　倫敦市長の英訳海軍兵検閲

　英国皇帝のクライド造船所御訪問　戦場

　に出動せんとする縄墨の運河通航　英国

　海軍の大艦隊と潜水艇隊　西部戦線附近

　の破壊家星の惨状　仏国に於ける英醜婦

　人の職業　仏国軍需品貯蔵倉庫に於ける

　婦人計算員　仏国兵器工廠に於ける野砲

　の製造サロニカに於けるサラィ将軍

　戦線に出動せんとする仏国某兵隊の軍旗

’仏国総司令官ジョッフル将軍の軍旗に敬

礼　シャンパンユの戦闘に於いて俘虜と

　なりし独軍将校・仏国戦線に於ける仏軍

　の鉄条網線の製作　仏国戦線に於ける一

兵士の葬儀の光景’仏国西部戦線に於け

　る舎営地の状況　戦闘後に於ける敵の遺

棄帽子　地中海の某地点に集合したる連’
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’合軍の水雷艇　仏国に於ける巨砲の運搬

仏国に於けるアルゼリア歩兵め斥候　ア．

ルゼリア歩兵の斥候　仏国ソンム要塞戦

に於ける敵の破壊砲　仏軍壷膝部材料装・

翼砲裂弾等の前線輸送　戦線附近に於け

・る仏軍歩兵連隊の分列式　勝軍戦線に於

ける野外祈薦　仏国ソンム戦線に於て負・

傷者運搬の光景　戦線にて負傷したる衛

生犬の繍帯、仏軍の軍用凧の飛揚　仏国

’俘虜収容所に於ける音楽演奏　国軍戦線

近く屯営する東洋殖民地軍　勲章を授与

されつつある殖民地軍・露独の小戦闘

．住民避難の光景　戦線に向ふ露出の糧食『

縦列’東回魯西方面に於ける露軍の最高

幹部　露軍戦線に於ける露兵の屠獣　戦

線に於ける露軍騎兵陣地　露軍騎兵の馬

糧作り　飛行機に向って射撃しつつある

機関砲手　戦場に活動せんとしつつある

即言機関銃隊　仏国兵のバラヅク生活状

況　従軍記者連の仏軍機関銃隊見学　サ

剛胆カに向けツーmンを出発せんとしつ，

つある三軍の応援隊　バルカン方面に於

ける英仏連合軍の協動作戦墨筆のマルセ

ーユ出発　サロニカに到着したる軍用材：、

料の陸揚　地中海に於ける仏国海軍の活

動’仏国工場に於ける毒瓦斯防止仮面製

作の光景　仏国兵器工廠に働きつつある

支那人　仏国造兵廠に於ける大暗車の製、

造　敵弾のたあ避難移転せられんとしつ

つある仏国の軍神ジョンダニク銅像　仏

国大統領及夫人と握手御交…早耳の英国皇

帝陛下　伊野戦線を御訪問の白糖皇帝及

皇后陛下アルバート市のアルバート寺，

院激戦後の光景　西部戦線露営地に於で

休憩の英兵　仏界ジョッフル将軍とドー・・一

グラヘーグ将軍：の幕僚　白国ゼーブルガ

ーの奇襲に大成功を’博した「る英国海軍

鉄条網を破壊しつつあるタンクの偉：カ

西部戦線に於ける英悟タンクの根拠地

仏国に於ける輸送機関どして運河の利用

西部戦線噴泉地帯に於ける輸送隊の労苦

中立国たる瑞西国の国防状況　独軍自転

車隊を急射撃しつつある英軍騎兵　伊軍

退却に依り住民避難の光景　伊軍戦線の

積雪越年準備　イソンゾに於ける極帯の

退却　伊軍砲兵隊の退却に当り巨砲を敵

の頭上に落下レつつある光景　ベルダン

北方に於ける，出軍の攻撃　英軍戦線に於

ける独軍攻撃の壮瞥　戦時に於ける各国

の少年団　英国負傷病兵の内地送還中の

景況戦線附近に於ける病院列車層名誉

』ある勲章を授与されつつある仏国メート

・ル夫人　敵爆弾のために戦死せる英国看

・護婦の葬儀　戦場に於ける羅馬尼国両陛

下　倫敦に於ける英国両陛下の米国兵検

閲，ロマアノブ朝の転覆者ラスプーチン

露国革命（首都ペトUグラードに於ける

軍隊と市民の群集）　露国革命（露都に於

ける市街戦と配所に於ける廃帝）　露国

革命児第一次民主党政府を組織したるケ

レンスキ“とアレキシーフ将軍　露国娘

子軍の出現　露：薗革命後の娘子軍の動静

露都に於ける過激：派の動静　露国の恐怖

時代　革命後の新露国兵の示威運動　倫

敦市を警衛する海軍飛行機射撃砲　独領

骨仏利加に於ける沈没独逸船　白墨昏眠

利加に於ける土人あ射撃練：習　1919年4

月埃及の不穏（カイbに於ける騒擾）戦

地に於ける仏領安里兵支独国交断絶当

’時の支那共和国の陸軍，連合軍を援助し

つつある日本海軍　米国海軍の活動（テ

キサス号の町育出発）、ダーダネル海峡

通過中の連合国艦隊　英国海軍不断の徹

宵警戒初めて仏国に出征したる米軍の

・仏国港湾着　魚形水雷の引揚げと海上を

進み行く魚形水雷　北海の藻屑となりし
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　英国故キッテナー元帥の英姿　フランド

　ルの戦跡の惨景と壷壕中の鼠群　一英艦

　上に於ける乗員の活動・戦場に於ける英

　軍兵士の水浴　倫敦に於ける連合国海軍

　会議の代表者　逞公国派遣欧洲観戦武官

　土耳古コンスタンチノープルに於ける市

「民の大示威運動　アルサスに於て戦死せ

る二軍セルレ将軍り葬儀欧洲の戦場1・

　立てる第一次米国軍　直垂ベニスに於け

　る著名建物及彫刻物の保護方法　凄艶羅

　馬市を行進中の英仏近衛兵　倫敦市に於

　て懊太刺利尻を検閲せらるる英国皇太子

殿下とへ一グ将軍　伊太利ベニス，バシ

　ンに於ける一面懊国潜航艇　地中海上1ご

勇戦論る温海軍水兵団の倫敦見学　独逸

伯林に於けるスパルタカス団あ蜂起連

合軍の警衛に属する独逸ライン河友ヴイ

クトリや妃宮殿　休戦後に於ける土耳古

コ≧ヌ：タンチノーブル　和蘭へ（スパに

於ける最後の会議）独逸キール軍港に

於ける平和使節の会見　西伯利戦線より

凱旋したる第3師団の一部隊戦後のカ

イゼルが幽居しつつある和蘭アメロゲン

のベンチング伯邸　前面帝の配所瑞西ワ

ルデック城の風光と王子達　米国大統領

ウィルソン氏の倫敦訪問　巴里に於ける

第1回講和会議開会の日　仏国外務省内

の講和会議場及会議の光景　講和会議中、

のベルサイユ所見講和会議を脱退して

巴里を引揚げんとする伊国オルランド首，

相と講和委員の巨頭’講和会議中問題と

なりたるヒユーメ港の風光独逸コロン

・に於ける英軍榴弾兵の行進　降伏したる、

独逸の巨艦　二一に於ける亜米利加凱旋，

部隊の歓迎　倫敦市に凱旋行進をなしつ

つある英殖民地軍部隊　希騰コンスタン

チン陛下と羅馬尼フエルヂナンド陛下と

皇太子カロル殿下で大戦争の導火線とな

りたる補選皇儲フエルヂナンドと新皇帝

（退位）独逸ヒンデンブルグ元年ど英国

フィッシャー卿　戦時中に於ける三国皇

・后陛下の御日常と曾て平和の使者たりし、

ポープ僧正仏国ジョッフル鄭フヅシ

ユ両元値と伊軍司令官ディアツ将軍

398　欧州戦争写真帖　臨時軍事調査委員

　編　川鞘堂　小林又七　大正6．423枚

　23×31cm　〈412－30＞
　〔戦況一覧，交戦各国の戦力の比較，新し

　く使用された武器等の写真で，戦闘風景

　はない。〕

399　欧州大戦写真帖　An　Album　of　the

Allied　War　Photographs．

豊泉盆三　大7．111冊　15×23cm『

　　　　　　　　　　　　　　〈31－800＞
　〔イギリス・アメリカ・フランス・イタリ

ア・ベルギーの政府から貸与された写真

　により，大正7年10月18日から8日間にわ

たり，，三越呉服店で行われた展示会に出

品した写真の一部を選び；写真帖にした

　もの。英文の説明もついている。〕

　仏国政府写真班撮影　仏国内閣議長ク

レマンソー閣下兵士と語る1 Aルサス州
『出身ヒルショー工将軍同郷の児童を懐抱

す　仏軍重砲兵隊の前進　三軍戦線に於

ける長距離砲の射撃　フづレサス仏軍戦線

．に於ける240mrb納経砲発射独軍よ
り奪還したる地点に於て仏軍砲台の射撃

観測　仏軍にて使用せる装甲車　独逸俘

虜三軍の荒したるクウシー城内の景

巴里市を襲撃せる独逸ゴ山野型飛行機の

残骸

白里政府写真班撮影　皇帝陛下守戦戦線

へ行幸　皇帝陸下殊勲ありし兵卒に祝謁

を賜ふ一白国皇帝陛下の御閲兵　皇后陸
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下一叙勲将校に拝謁を許さる　米将チェ

ーンバリン将軍と幕僚．白国軍大本営に

於ける日本軍視察員一行、白国の自由を

興復せんが為連合軍と共に独軍に対して’

奮戦しつつある騎兵　四国戦線（其1）

軍橋架設錘壕用白砲照準白国戦線
（其2～其4）ニューポール市に於ける

二二　オースケルク村の被害　ニューポ・

一ル市の埠頭と其防禦工事破壊せられ’

たるメルケム村の廃趾飛行機上より見

るメルケム附近

英国政府写真班撮影　英国内にて行われ

・たる観兵式場に於ける皇帝陛下　軍需品

・工場内御巡二丁の皇帝陛下　皇帝陛下衛

成病院行幸の学賞士卒に勲章を賜ふ　皇

后陸下マンチェスター，ヒートン公園内

傷病兵休養所へ行啓　ウェールズ親王殿

下仏国にて分列式に臨御　コンノート親

王殿下仏国兵に対し答礼を賜ふ　倫敦：市

長海兵団兵検閲，モンテネグロ国王幕僚

随伴儀二二検閲　ギリシャ首相ヴェニゼ』

ロス閣下セルビヤ国サロニカに来り市民

の歓迎を謝せる所ニューファウンドラ

ンド首相西部戦線訪問装甲車視察　大正

5年9月24日フレンチ卿ツニヅペリン式

飛行船の残骸視察　セルビア国ミシチ将

軍二丁隊検閲　英国陸軍将校発明の冬営

用ニッセン式廠舎　航行中の英艦隊北

海航行中の英町の前甲板　弩級艦ζ超弩

級艦　大吹雪に遭遇せる英国艦隊　荒海

を航海中の弩級艦　英国の一兵卒隻手西

国兵25名を捕虜となせる功により仏軍司

，令官より十字勲章を受領す　俘虜人名調

査　飛行船より擬製爆弾投下　墜落せう

ツェッペリン式飛行船の残骸　捕獲せる

独軍飛行機’ ｼ部戦線に於て敵軍と交戦

／しつつある英町重砲兵中隊　砲弾により

蒙れる惨害　セルビア軍のレウイス式機

関銃陣地　空中より見たる重砲々無明の．

イープル市　急坂を下れる装甲車．装甲

車敵陣地の荊線防禦を突破す，伝書鳩運

搬馬車　セルビヤ砲兵の馬匹自動牽引’

』亜仏門加スーダン土人の斥候　マセドニ

、ア方面従軍の諸人種　英国婦人作業

「伊国政府写真班撮影　ヴェニスに於ける

伊野皇帝陛下・聖堂入口階段の中央に立

たせ給ふは皇帝陛下　戦艦上の伊国皇太

子殿†　ヴェニスにあ一りしバルトロメ

オ・コヒオニ将軍の乗馬像を安全の地に

輸送の景　ヴェニス，サンマルヲにあり

し有名なる解像を安全の地に輸送の景

防禦の為浸水せしめたるヴェニス平原

飛行機上より見回るヴェニス附近　ネー

ブル市サンプリギダ聖堂のドーム爆弾の

為に破壊ざる・：アルプス山上の哨兵　高

山上の飛行機射撃砲　弩級艦の一斉射撃

海軍移動大砲　潜水艇追撃用自働艇　撃

沈せる敵の潜水艇　飛行機監視哨’ヴェ

ニスを襲撃せる敵機の末路　ピアヴェ河’

沿岸の壷壕　捕獲せる敵の壷明確三軍

伊国婦人後方にてi重：壕を作る　軍機の製

造．

米国政府写真班撮影’米国大統領ヴィ1ル

ソン閣下　陸軍大臣ベーカー閣下　陸軍

大臣ベ一三「閣下・（平服）トパーシング

将軍’海軍省内にて執務中の大臣ダニー

ルス閣下徴兵の抽選　米国護送船仏国

ブレスト入港、独吟の攻撃開始を米軍に

通知する火箭　飛行機今や戦闘陣形に入

‘らんとす　米国飛行機の活動’飛行機用

新式写真機にて敵の壷壕撮影の景　．2隻

の潜永艇今や潜航状態に移らんとす　潜

望鏡のみ現わる．早耳用臼砲の照準　無

線電信吟興．伝書鳩と伝令筒　無線電信

機を装置せる飛行機毒瓦斯弾の確裂

毒瓦斯襲来報知嘲夙，其音圧空気作用に
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より一哩の距離に達す、毒瓦斯襲来報知

ガラガラ　毒瓦斯防禦面　警報に接し三

二瓦斯山雨をつけたる米国海軍陸戦隊

毒瓦斯に罹れる兵卒野戦病院た到着　米

軍轄重隊軍馬の毒瓦斯防禦具　敵軍の謄

望を遮断せんが為卑国廃鉦を巧みに利用’

せる二品交通路　白浪ニューポール市聖

堂の廃趾　仏国フナイヨル将軍殊勲あり

、し歩兵中隊旗に勲章を接与す　大正6年

11月21日仏軍の捕獲せるツェ・ッペりン式

飛行船　巴里市に到着せる独軍の飛行機

牽引車自動貨車を泥澤の悪路より曳き出・

す

．400世界大戦写真帖　北川由之助編．、

毎・日通信社出版部　大4．3300P　37cm

　　　　　　　　　　　　　　〈411－2＞

　天皇皇后両陛下と宮城　各交戦国元首

恩命山畑の主脳　征独戦彼我司令官　青

島攻囲軍の主脳　各国司令官．時局の人

我同盟国の両陛下　三三と皇太子　全欧

大乱の動機となれる懊地利皇木子r族

襖地利の新品太子一族　露国皇室の繁栄

全欧大乱を惹起せる兇漢　青島封鎖め旗

艦周防の総屓　第2艦隊旗周防　錦旗言

える上野駅頭　営庭に於ける出征兵　遠

征軍の新宿駅通過’日仏戦勝祈念会　遠

征衛生隊の武装検査・久留米輸卒隊の出

発　新橋駅の馬匹輸送　襖国皇儲の追吊

祭．支那ジャンク麟の軍用作業　総軍潮

回湾に上陸す　我意の藩臣上陸画図附

近に於ける飛行機格納庫，龍口上陸軍桟

橋の流失　我が大行油平度を過ぐ　我軍一

の龍口上陸　龍口上陸軍洪永と闘う’惨

憺たる龍口市街』洪水中の我が龍口強姑’

司令部　洪水中に於ける我黍運輸作業の

困難，三山湾に於ける我輸卒隊の活動　・

三度に於ける我陣地龍口に於ける三三

　騎兵　上橋鎮の軍橋　意気沖天の労山湾

　上陸軍　山東に於ける我軍の諭告　莱州

　の我が患者療養所　李村に於ける我が野

　砲縦列　竣成を急ぐ山田式飛行船　赤十

　字社の活動　弟、コライ教会堂め戦捷祈濤

　会　女生徒の慰問袋製造　我海軍重砲隊’

　と印度兵青島に於ける海軍航空隊本部

青島攻囲の帝国陸軍青島海軍航空隊

旧本軍の莱州城警戒　掩蔽所前の堀内将

　軍　我が鉄道連隊の軽鉄作業　東二村の

我軍炊事場　胆既に青島を呑める堀内少

将　我軍の山東鉄道占領　青島攻囲軍の

巨砲渾搬水清溝に於ける28珊砲の据付

占領高地に於ける英印度兵　英印度兵の

陣地休憩　戦地に於ける攻城廠自動車班

将に飛揚せんとする攻囲軍の軽四気球・・

泥淳と戦える既望隊　我軍の糧秣輸送

命令二下天地為に砕けんとす　攻城砲の

発射．労山湾頭の我駆逐艦隊　生山湾に

於ける我運送船の輻較　英国兵の露営

陣中f7）加藤大佐』敵保塁の鉄条網　河馬

庄附近部落の惨状‘攻囲軍司令部、攻囲

軍幹部の朝食我軍の掩蔽壕材料運搬幽

青島港外の掃海　攻囲軍鉄道隊活動　我

辛味重隊の活動　青島吊魂祭、青島に於

ける我戦病死者招魂祭　御下賜絹帯　各

宮殿下の繍帯巻　靖国神社に於ける宣戦

奉告祭　美はしや大和撫子　南洋艦隊千

歳の乗組員　第2艦隊の活動青島攻囲
軍御慰問使　賀陽官妃殿下の繍三二御稽

古攻囲軍の天長節我砲兵陣地よ幌

たる青島の火災敵陣地と石油摩火災

モルトケ砲台に於ける戦利品　我軍の砲

火を浴びし停車場　占領後のビラ砲台山

麓に於ける英軍休憩　我鉄道大隊の架設

したる鉄道橋　抱台中の我海軍重砲隊

確壊されしイルチス砲台　破壊されたる

敵の三三砲台　敵塁突撃あ瞬間　ビラ砲
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台高地に於ける出軍の休憩　博愛丸の重

傷者輸送作業　英艦より重傷者を受取る

労山湾頭に於ける我海軍飛行機の活動

労山湾の夕景　神尾将軍ビスマーク砲台

巡視　イルチス砲台の惨状青島大港の
独逸官舎『 Cルチス山上の南砲台　神尾

将軍と会見したるワ将軍の帰途　彼我主

将会見めモルトケバラツク　包囲せる駆

逐艦隊壷口に於ける我運送船　青島発

電所　イルチス山上の我九州健児　陥落

翌日の青島支那街青島に於ける苦力

ビスマーク砲台の破壊モルトケ砲台下

の急造砲塁青島観測所’日章旗翻へる

青島停車場　破壊せる青島駅長官舎　敵

の使用せし砲弾の幽幽　遺棄せる敵の重

・砲　青島独軍の擬砲　山東の暴風雨　墓

標動かず　ビスマーク砲台より青島造船

所を望む　聖旨伝達　騎兵連隊青島入城

歩兵隊の青島入城　青島独逸租借記念碑

春嵐信号台　ホーヘンツオルレン通破

壊されたる青島発電所青島市街の展望

膠州湾に於ける独軍の防備青島浮ドッ
ク　ワルデックの青島総督庁恋盛に於

ける独逸軍楽隊　殉難軍艦高千穂　殉難i

高千穂艦長及其遺品　前回湾内に於ける
　　　　　く　げ
エス九十号　エス九十号の旗　我軍の歯、

獲せる独軍野砲　我軍の歯獲せる独白機

関砲　南洋サイパン島の海浜　サイパン

土人の海水浴　ポナペ島の海岸　帝国海

．軍のヤール島占領　南洋独領征服　マリ

・アナ群島占領地軍政庁　南洋サイパン島

の華人　御用船上に於ける土人ρ服役
我艦隊の南洋マーシャル島上陸　薩摩丸

甲板の俘虜　頭初の俘虜護送　下関停車『

場の俘虜’独話俘虜福岡着　露国派遣救

護班の出発　仏国派遣の救護班　ウルデ

ックの居室　同宿所’．薩摩丸甲板の雨垂

．俘虜の上陸子東京実業団の旗行列　祝捷

の花電車　青島陥落祝賀会の八代海相

応京市の戦捷祝賀会祝捷灯行の参集

実業団提灯行列出発　英国大使館の答礼

日比谷公園凱旋門　京都の小学生旗行列

1岐阜市の祝捷花笠行列　俘虜の品川着

浅草本願寺の俘虜見物　本願寺の俘虜収

容室　本願寺前の俘虜見物　高千穂乗組

屓葬儀の行列　伊東高千穂艦長の葬儀

18師団の凱旋’門司の凱旋出迎船　大阪

桟橋の台北丸　静岡連隊の築港上陸　56

連隊旗　神尾将軍門司上陸　本願寺俘虜

の運動　俘虜の体操’久留米停車場前の

凱旋　第18連隊の凱旋　山田将軍の英姿

台北丸食堂の渡辺少将　4県連合の凱旋
内　凱旋軍門司桟橋着　大村連隊の凱旋

静岡連隊の凱旋　周防艦上の加藤中将

加藤中将の入京　汽車中のバ将軍，バ将

軍の入京、大村連隊の停車場着　大村停

車場輸卒の凱旋　神尾将軍の参内　神尾

将軍歓迎の雑踏　大阪ホテルの神尾将軍

帝国ホテルのバ将軍　航空隊の凱旋　気

球隊の凱旋　気球隊の帰営・花の日出の

山売り　開業日の東京駅前夜景　バ将軍

幕僚と接待官　東京市歓迎会の両将軍

帝国ホテルめ凱旋将校歓迎会，青島戦利

品と記念品　群衆に挨拶せらるる面諭陛

下　露都市民の戦勝行列　宣戦布告と銀

『行の取付騒ぎ　開戦当時の伯林の示威運

働’懊国に於ける開戦示威運動　維納に

於ける懊国軍露国バルチツク艦隊のス

ラーヴ独逸駆逐艇隊の出動　撃沈され

たる独艦パンタ　独国海軍の出動　北海

に出動中の独逸艦隊　三軍の寝具輸送

仏語砲兵隊の前進　仏国予備兵の出発

ハイラゾド兵の出征　立塩の速射砲運搬

仏軍出国方面に出動す　独軍の兵火に灰

化せし法国テールモン教会　白国テール

モンの惨害　国難iに赴かんどする英補充
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　兵召集されたる英補充兵大英帝国あ
　奮起　英皇音の出毎検閲　三軍紫野流行

　地を焼払ふ　愛蘭義勇兵の出発　英兵に

　対ずる仏人の好意　仏国に上陸せる英海

　兵　進撃せんとする露軍　敵の破壊せる

　橋梁を修繕しつつある白煮工兵　仏噸の

　機関銃隊　テールモンの橋梁破壊　仏国

　に逃れたる白国人　戒厳令を布かれたる

　アントワrヴ市街　白軍再びテールモン

　を守る　白耳義軍の爆弾除け　白耳義に

　於ける独軍　自国安寧に逃れだる避難民．

　軍弔列車線路の防護　仏国赤十字隊の活

・動　勇敢なる母国騎兵隊　白詩再びチー

　ルモンに解る　破壊されたるイープル市tt

　イープル停車場の惨状　白国マーリン防

　戦惨状を澱むるリール停車場　アルゴ、

　ンヌ森林中の仏歩兵，破壊されたる懊露

♂国境の鉄橋　白耳義騎兵の進発　奪取せ

’るチーノgモ著市　軍国元首の閲兵　仏国

　アルゼリア連隊　破壊されたるヴイゼー’

市　テール‘iiン市の窮民　客層チールモ幽

　ンの惨害　煙草横暴の跡『白耳義機関砲

．隊の奮闘　マルヌ河畔独軍の壷壕教会．

　に於て死せる白耳義兵　弾痕新たなる仏

独国境の一村　独軍急場φ防砦　白耳義

の斥傑兵　仏国兵の観測手と小銃手　仏

国砲兵の観測台1独軍の自動ボート破

壊されしりエージ市街・百戦不擁の白軍

白軍め野戦炊事　雪国テールモシの回復

自国イーゼル河の氾潅　白国ラムスペル

附近の停車場　安府附近の洪水　白耳義

自ら堆防を破壊す　独逸士官兵卒に肩章

を与う　仏国に於ける英水兵・仏軍略十

・字隊　勇敢なる白国の少年伍長　独軍の

三曲火葬戦線にある粛軍の慰楽風車

上の強聴哨兵　英国の負傷兵　北仏に於

ける三層毒婦隊の活動．．美わしき独逸看曽

護婦・三三出征軍を祝福す　仏軍騎兵馬

　に水飼う　北仏に於ける英軍の露営　英

　軍の弾薬縦列　英水兵の食糧運搬　和蘭

　軍楽隊の慰安醸和蘭に逃れたる白国

　民　額国に入れる独軍（其1，其2）独軍

　に収容されし白負傷将校　戦地より帰還

　せる英国負傷将校独逸自動車斥候兵
　（其1；其2）　白国入の避難　他国に避難

　する白国民　収容所に淫奔されたる白の

　’野砲　英国印度野砲兵　通情湿るる白国

　少年義勇隊　和蘭に逃れたる白国民　白

t雪避二者のパン，モーブーヂ廻転砲台
　右国に送る独援兵、白国鉄道警備の独民、

　兵英国武装自動車対応態度を決定せ

　し大英国下院　英国陸軍省に於ける両雄

　白病隊に於ける負傷兵1仏国貴婦人あ特

　志安府をi撤退する語誌東回魯西の避

難民一洪水中に於ける運搬自動車　独走

　の攻城砲運搬　仏蘭西に於ける英国の飛

　行隊　野営中の英国水兵　白魚ヂスミユ

ー・ hの惨状　仏軍の全滅せしめたるメチ

エン心仏軍四度一村を襲う　アルコン

　ヌの大激戦　勇敢なる一軍の砲手戦後’

．のマルヌ河畔　乱軍の巨砲　iユーポー

ル破壊の惨状　イープル酎近の独砲の威

力　破壊前後リル焼ヴァン図書館　破壊

されたる独砲車　三軍の歯獲したる露国唱

機関銃　野営中の英永訣　英国技術部隊

独逸自動車分隊オスタンドに於ける白

、仏軍　白国に翻る白旗　英兵仏国児女に

懐かる　英印度槍騎兵隊　印度兵の火薬’

縦列’英国印度兵の機関銃隊　印度兵の・

進軍　印度兵仏国に入る　印度槍騎兵の

1前哨・白耳義に於ける仏蘭西の機関銃隊

英甲自動車斥候隊　白油ビーゼの破壊

白軍の防禦㌦破壊されたる白耳義教会堂

三軍の筆工を蒙れるニューポール街　壷

三内φ仏軍　三軍の三三‘’エイヌ四仏砲

兵：陣地・白軍の自動車速射砲　ソアソン
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に於ける独軍の前線　独軍の第2防禦線

填軍に破壊されし波蘭の寺院　破壊され・

たるライムス寺院　戦禍に見舞われしア

ラー市　独艦の砲撃を蒙りしハートルプ

ール　クルップ会社の11吋砲製造・クル

ップ会社の製砲作業　独逸水雷戦隊　大

西洋に於ける米船　りよジ要塞破壊の惨

状　山国オスタンの戦死者葬儀　学校内

の英国負傷者収容、惨たる戦の跡　倫敦

を出発せる蘇国軍　独法の伯林出発　白

国に上陸せる独逸水兵　白鼠に着せる独

逸後備軍　英国バッキンガム宮殿　白国

に捕われたる独兵の護送　独逸海軍野戦

隊本営　白軍に敗られたる二軍　征途に

上らんとする別離の涙倫敦の募兵英
国少年斥候隊の検量　英陸相あ飛行機検

閲・独逸飛行機巴里を騒がす　戦禍に見

舞れしアントワープ市・ソェッペリン式

飛行船　巴里の夜中警戒　飛行機上より

爆弾投下　仏兵の撮影したる暫壕内の憲

兵ツェヅペリンより爆弾投下．爆弾に’

破壊されたるスカーポーロー市　三度突

貫せんとする蘇国連隊　英国艦隊の探照

燈　勝報巴里に到る　名誉の軍旗　マル

’ヌに敗れたる独軍　マルヌに敗戦せる自

動車隊　畑中の英国機関銃隊　独軍掩壕

内の一休みゾエヌに於ける独兵の死屍

戦地に於ける戦死者の追悼’オスタンド

海岸の山砲独軍1ピ奪取されたる英品

品軍に分捕られたる温温　独兵連合軍の・

奇計に陥る　独国モtレンヌ附近の激戦

ウエルダンの争奪戦’nンペエーヌに於

ける三軍砲撃　英国の海軍飛行機　タッ

クスハーフエン襲撃の英飛行船　仏軍記

，行機上より見たる三軍砲弾の爆発　飛行

機上より見たる二4一ポール洪水　独法

の42珊砲　英軍の歯獲したる独軍の野砲

ヌ：コッ・トランド兵の出征発砲中の二野

　砲隊　塞耳比貴婦人の操銃丸軍のレヴ

　イス砲研究・白軍大輸送の光景、白国フ

　アーネスに入れる仏国アルゼリや騎兵

　白耳義軍アントワープを退く　懊国へ一

　リッチに於ける露兵ヂズミュ・一一；ト附近

　の激：戦と白兵の壷壕　野営中の英水兵

　乱丁の軍需品輸送　独逸軍の牛乳衛発

　仏国児童の好む英水兵　戦地に於ける独

　軍の炊事作業（其1～其3）　白耳義赤十

　字隊の活動　仏国に於ける独逸捕虜　コ

　ザック騎兵の奮闘　逃げ惑へる島辺の一

　隊：仏心の哨兵独探の死刑　白軍前哨

　材木を楯として戦う　乱軍の遺棄せる輻

　重車　安府を防禦したる英国砲台列車

　移動砲台英国に於ける独逸俘虜　勇猛

　なるアルゼーリア土人軍　機関銃を備えた

　る英飛行機　勇敢なる英軍飛行機　破壊

・されたるヂスミユードの寺院　ヂスミユ

　、一ド市を破壊したる独軍の巨弾　英軍の

　歯獲したる壷壕使用の大砲　威力ある英

　軍の6吋野砲独逸兵の掠奪　仏国モン

　デメン城塞の争奪戦　独兵白耳義に救わ

　る　晶晶御馳走に有りつく英国負傷兵

　倫敦に着す　野営中の水兵’仏司令官の

　朝餐　英艦戦死者の葬儀　英貴婦人の傷

　病兵慰問　陣中に行商する仏国の女　陣

　中の独帝とモルトケ　白国王及妃海岸を

　散歩す　南阿英兵の独領西南二上睦　白

　国に於ける独兵の墓　露砲兵の歩兵前進

　』掩護　英軍のサモア占領　英国無線電信

　隊　印度人野戦二二　野営中の英急雷

　英国の猶太人連隊二二噴水前の示威運
　動土耳古の示威運動イープル乾場の

　惨害　土耳古皇帝の祈濤　土国君府に於

　ける回教僧正の開戦宣示　三島将校と共

　に祈志す，三国軍艦ブレスロウ号独逸

　より帰属したる富国巡洋艦　英国装甲巡

　洋艦デボンシアイア号　英回申板上の遊
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　戯　虚心歯押したる賭弓飛行機　墜落せ’

　るツ式飛行機　土耳古の動員　オットマ

　ン帝国の示威運動斗みデンに帰らんと

　する陸戦隊　英国殖民兵の訓練英刷出．

征軍を親閲す・i征途に上れる加奈太兵

独逸巡洋艦マイン’Y．号の最期　狸艦エム

　デンの最期　土魂に忠勤擢んずべく立て

　る埃及太守　オットマン帝国の示威運動’

鞍上無線電信機　仏国移動砲台　狂逸の

飛行機運搬　仏国赤十字自動車　懸軍彼

斯を脅す懊旬兵に殺されたる塞国土人

君府の示威運動　伊国観兵式に於ける民

衆の歓呼　英騎兵の写真手入れ　英領両

面兵の出肇仏国戦地に於ける印度兵
加奈太肉輸送の光景　ロ元帥の葬式　仏

国戦死者の墳墓　欧大陸出征の英国航空

隊　倫敦市C｛）空中警戒　英国飛行船の雄

姿　グランドホテル屋上の惨状　破壊さ

れたるグランドホテルの一部英国陸軍，

病院内の看護婦演奏会　英国陸軍病院の

聖誕祭　独軍白国に菊麹を徴発す　独逸

の騙哩兵　火箭写真術の装置　独軍の電

線切断　積雪を冒して戦線に立てる露国

砲兵隊　クラコウに於ける露国旬令官及

斥候　防寒服の独乙槍騎兵　数哩た掌れ『

る壷振の壷壕露：軍弾薬縦列の櫨．コサ

ック騎兵に警護ざれ戦地に向う露赤十字

輸透仏国兵の一服毒見内の三国兵
仏国に上陸せる印度軍　進軍中の印度槍．

騎兵　自ら破壊したる仏国リル町　殖民

軍団に破られたる独軍の死骸　露の従軍

画伯間諜嫌薙者を摸写す　独爆弾に破壊’

されたる英国ヤーマース雪中の炊事

独逸兵の砕氷作業、エイタ河畔の悲劇

ワルソウに於ける露砲兵、ウェルダン附

近の一村　イーゼル河畔に於ける捕虜

東普に於ける鑑査の検閲　累々たる荒野

の死屍　英領亜三三加の武装汽車．陣中

　に於ける露兵の祈薦　前進命令を待つ露

国歩兵　ウオターーロー停車場に於ける・メ・

将軍，土耳古に艦籍を移したるゲーベン

号寄薩克の士官斥候，山腹に仮設せる，

電話局　覆沈せる独艦ブリユーヘル　海

上に暴威を振う独艦　二面を撃沈レたる

潜航艇　独軍に破壊されたるスカーボロ

ーの燈明台及其水雷　独語の重砲及探照

燈獅の騨授下に破壊さ駆る家
、国軍の野戦電話　英軍の廃軍馬競売　ワ・

ルソウ戦の三兵の死骸　捕虜となりて殺

されf；るセルビヤ兵

401時局教育資料欧洲戦争写真帖　文部

　掌編　帝国教育会　大5．1151枚　21×

29cm．定価40銭　　　、　　〈259－344＞

〔凡例に「本帖は時局に謝る教育資料と

　して蒐集せる英仏独伊諸国の出版図書中

　より特に本戦役の概観を得しむるに足る
tt ﾗき絵画写真を複写刊行せるものにし

て，従って既刊の『時局に関する教育資

料』と相対照して見回べきものとす」大正

　5年11月’文部省普通学務局とある．〕

　連’合国元首（英国皇帝陛下と．露国皇帝

陛下，仏国大統領リュシアン・ボアンカ

レ，塞爾比亜国王ピーター世陛下，伊太

利国王土マニユエル2世陛下，白耳義国王

アルベール陛下）独逸皇帝ウィルヘル

ム時世陛下　填地利回忌利皇帝フラン

ツ・ヲゼフ陛下　独逸ヒンデンブルク元

帥　連合諸薗司令官（二軍総司令官ジョ

ッフル将軍，二軍総司令官ヘイグ将軍，

露軍部司令官ニコラス大公，感涙総司令

官カドルナ将軍）仏国臨戦地帯の小学

生（アルサス・ローレンの少年団，アルサ

ス・ローレンの小学隼通学の途上，毒瓦

斯予防の覆面を着けたるところ，覆面を

外づせるところ，毒瓦斯予防の覆面を着

・一一
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けたる小学生の一団）戦時の学校（倫敦

の小学校にて児童に戦時の心得を教えつ

つあるところ，黒板の文字は「ツェッペ

リン来らば屋内に入り燈下を消して静粛

にすべし英国人とに剛胆g）義なり」，ノー

ダに於ける白耳義避難小学児童の授業，

仏国小学校に於ける戦争の揮業，仏国ラ、

ンスの地下酒倉内にて戦争に関する授業

をなし居るところ）軍国の小学生（ヴェ

～レダンに於ける独逸捕虜を看守る仏国小

学生，アルサスの小学生路傍に整列して

大統領ボアンカレ氏を歓迎す）塞三権

亜兵士（騎兵隊の進軍，仏国小学生の書簡，

を読むところ，退却の光景）英国砲兵隊

の奮戦（英国砲兵の照準観望，電話にタり

て照準距離を通知するところ，最後迄踏

『み止りて敵を沈黙せしめたる3砲手勇戦

の有様）突撃（姻壷発する爆弾を投じそ

の姻の中に隠れて敵錘：壕に突入する零

細・仏国ヅアーヴ兵〔アルジ9り「兵〕の

突撃）　謙辞あ巨砲及び巨砲弾　独逸ツ

ェッペリン飛行船より投下する爆弾及び

その威力（中央巨大なるは卑下爆弾，飛行

船より爆弾投下の光景，投下爆弾のたあ

に確壊せられし家屋，ツェッペリン投下

爆弾のために生ぜし巴里市中の穴）探

照燈及び航空機射撃砲（巴里の観測台，夜

の巴里市を護衛する飛行機，上空慧星の

如く見ゆるは飛行機上よりの燈火信号な

り，巴里市上に現れたるツ出ッペリン

探照燈付航空機射撃砲，大探照燈）　空中

戦　液性（強奪が独軍より歯獲せる弄火

発射器を試験しつつあるところ，暫壕内

より導火発射の状況）夜の液火攻撃
恐るべき毒瓦斯（英兵毒瓦斯予防の覆面

を着けて毒瓦斯中を進軍の光景，毒瓦斯

の薬品を装置せる缶を敵の的場附近に放

置し来り弾丸其他何等かの機縁によりて

缶の靴脱れて意外の時に敵軍に毒瓦斯の

攻撃を蒙らしむる独軍の計略，独軍の毒

瓦斯攻撃，この写真は露：国飛行家が空中

より撮影せるもの，毒瓦斯は常に風の風

上より敵軍に対して発射す）毒瓦斯予

防の覆面を着けたる兵士『．毒瓦斯予防の

覆面　毒瓦斯来る（毒瓦斯のために苦し

めらるる甲兵，連合軍毒瓦斯のために退

却の光景）　巴里の防備（航空機の稔りを

聴取る耳，航空機射撃砲）独逸ツェッペ

リン飛行船及びその墜落（ツェッペリン

飛行船が航空機射撃砲弾のために火災を

起して墜落するところ），展望用軽気球

と露国大型飛行機（歯獲独逸軽気球を運

搬するとこち，露国イルヤ・ムーロメッ

ツ型飛行機，世界最：大の飛行機にして優

に15人を搭載すべし）夜のツ．エツペリ

ン飛行船（倫敦郊外ヘンドンに現れたる

ツェッペリン飛行船，点々白雲の如きは

航空機射撃砲弾の爆破なり，．ツェッペリ

ン飛行船を導く燈台）独逸外形飛行機

及びヅェッペリン飛行船（独逸の鳩形飛

行機，雲上の飛行船より下せる吊籠に乗

’りて下方を偵察する所を示す）’アルプ

ス山中の伊某（其11其2）戦陣g韓国兵．

士（トレンチノに於ける郷国展望兵，伊兵

酒樽を営舎とす）独逸の獅古暦牛酪札

及び馬鈴薯札（是等は独逸が国内の食糧

を調節せんがために発行し国民一般に配，

付せしものなり，猶黒帯，．牛酪札，馬鈴

薯礼）独懊戦地雑観（自動車上の神壇，

ここは独軍が戦地に用いしもの，、独兵の

出征，”5iiif車に「巴里へ遠足」「わが剣尖鳴

る」等の楽書あるに注意すべし，綱を以て

山腹に石を吊り置き敵軍の下方に来かか

れる時一斉に綱を贈りて石を転下する填

軍の計略）　軍国の婦人（電車の車掌とな

れる英国婦人，地下鉄道の改札係となれ
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　る英国婦人・仏国婦人列車内にて軍入の

　ために寄附金を募集す，仏国婦人出征兵

　士に糧食を分与す・）仏国婦人弾丸製造に

　働く，伊太利婦人箪需品を輸送ナ）’戦地

　兵士の入浴（独兵，英兵）塞翁比亜王の

　足摩　殊勲の婦人（砲火の下にありて仏

　独傷兵の看護に努めし功に由りレジョ，

　ン・・ドノール勲草を授けられし仏国ジェ

　ルベヴイレ市のジュリー女史，・白論義に

　於て傷兵の看護に努δう独軍のために死刑

　た処せられたる英国の烈女エデイス．キ

　ャヴエル女史，英の傷兵を看護しクロ

　ア・ミリテ㌫ル勲章を授けられし仏国ロ

　ースのモb一女史）潜航艇（水上に浮上

　れる英国潜航艇，潜航艇が巧に布設水雷　、

　の問を縫：うて行くところ）　這出用武器

　（展望鏡付施条鉱爆弾投射器，展望鏡に

　て壷：読人より敵状を窺ふところ，展望鏡

の解剖，壷：壕砲　弾丸貯蔵所）夜間の戦

線探照（光弾，大砲より探照燈を発射して

塵間敵状を偵察する療法，ここは独逸ク

ルヅプ会社の発明に係る）装甲自動車

及び装甲列車（白耳義の装甲自動車，露国

装甲自動砲車，英国装甲列車）独航の巨’

砲弾とその爆破　着弾（仏国壷飾兵士手・

投爆弾を投ずる図，種々の手投爆弾）武

装せる仏国兵士　鋼鉄の甲（訟訴欧洲の

戦士は鋼鉄の甲を損う，哨兵が敵の弾丸

’及び注視を免るるために工夫せる防身装

置）　壷壕戦（壷壕内より爆弾を弓たて投，

射するところ，壷壕戦遠望，自軍壷壕）

坑道戦及び坑導作業く南フランドルに於

ける二心兵坑道戦；坑道作業）　戦後の村

’落　仏心々歌作者ルージェ・ド・リrル

大尉の国葬（仏国々歌作者ルージェ・ド’・

リール大尉の遺骸は1915年7月14日国葬

の盛儀を以て三兵院に改漏せられたり）

臨終の叙勲

402大正三年日独戦役写真帖東京楷行社

　大4．12　138枚　28×38cm　　　〈412－4＞

　　独立第18師団長及幕僚　鎌倉導管板上

　［に：於ける歩兵第24旅団司令部及歩兵第48

　連隊本部　出征部隊大村停車場出発　乗．

　車前大村停車場に於ける歩兵第46連隊本

　部　独立第18師団輸送船門口着の光景

　龍口上陸の光景野口に於ける暴風雨

　龍口に於ける飛行機格納庫及野立占倉庫浸

．水の光景　兵姑に於ける糧秣輸送の光景

　（其1，其2）故陸軍騎兵少佐佐久間善次

　流亭南端　即下に於ける兵姑各部隊の幹

　副署地方国民・故陸軍歩兵少佐野田国輔

　故陸軍歩兵大尉永田文雄　野山湾に揚陸

　せる28珊榴弾砲の軽便鉄道に依る輸送

　労山湾に於ける印度兵の上陸　労山二二

　近支那一輪車の輸送労山湾上陸地全景

　歩寄庄より河東峠の鞍部を望む　惜物台

　北側谷地よO．柳樹台を望む　沙子口　沙

　子口に於ける臨時鉄道橋3大隊の軽便鉄

道材料揚陸　層層口に於ける我海軍飛行

機並同格納庫　フ専一トポイント岬に於．

　ける我海軍無線電信通信所　大公二二に

一於ける我軍艦友駆逐艦　南龍ロ西方二千

琴高地より石門山を望む南龍口東方約

千二百米標高一〇〇高地より西方を望む

機関銃を装置せるニュ“ポール飛行機
モ式飛行機上より癒影せる青島－陸海軍

航空隊爆弾．狗塔埠に於ける航空隊着陸

場及格納庫全景狗早早航空隊着陸場に

於ける飛行機　航空隊将校下士兵卒の一一’

部．野山南方高地より黒見南方鞍部を望

む　故陸軍歩兵大尉津田業故陸章歩兵

．大尉玉崎英雄黒見南方鞍部より李村方』

向を望む　西南曲北方高地より楼山野南

’方高地を望む　故陸軍歩兵大尉池部末尾

皿山後南方一〇一高地より浮山孤山の万
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ノ

を望む　李村及李村河　下画面庄に於け

る第2野戦病院　故陸軍砲兵中尉大熊武

一・ 阜ｾ埠庄に於ける兵靖縦列の集合

東李村攻城廠に於ける弾薬の補給独立

第18師団司令部に於ける命令下達　神尾

師団長の告示　張村に於ける独立第18師

団司令部　張村に於ける師団司令部炊事

・場　出村に於ける陸軍無線電信通信所

由下賜絹帯授与式　輻重縦列の張村河徒

渉　独立攻城重砲兵第1大隊の前進　虚

無埠に於ける印度兵の前進　宮家埜南方

九六高地に於ける攻城廠の裸線架設　張

村東端に於ける軽便鉄道の敷設　王家韓

転註北方一六三高地より孤山浮山の線を

望む　故陸軍砲兵大尉浅尾常次郎　浮山

後東方六百米1ビ在る歩兵第23旅団戦死者

の墓　故陸軍歩兵少佐佐藤嘉平治　故陸

軍歩兵大尉岡千太郎　浮山　保児南方一

三六．五高地より北方一帯を望む　高子

南方鞍部よりビスマルク及イルチス山の

諸砲台を望む　浮山二七三高地より大港

方面を望む　攻城砲兵司令官及重砲兵各

隊長　観戦外国武官㌦浮山後南方三江に．

於ける師団司令部　神尾中将　木奮西北

方地面に於ける歩兵第23旅団司令部　浮

山後西方高地脚に於ける歩兵第46連隊の

露営　河馬庄南方一二五高地にある歩兵

第55連隊の露営　河馬庄附近歩兵第24旅’

団漉油部　大山に於ける歩兵第48導島本

．部へ山田旅団長及晶晶参謀の訪問tt黄連

溝西方地竜に於ける歩兵第56連隊本部

河馬庄西南方一三五．五高地よ・り萸連溝

を望む　河馬庄西南方一三五．五高地よ

り焚連溝を望む　河馬庄南方二百米の高

地に於ける歩兵第56連隊の露営，攻撃準

・備の位置に於ける歩兵第48連隊本部　大

山西方地山に於ける歩兵第67連隊本部

大山西方一〇二高地中腹に於ける歩兵第

67連隊第1大隊の露営　大山西方千米地

隙に於ける工兵第18大隊の露営　英国軍

将校の集合　黄家函南方面隙に於ける英

国血温帯出　公家埜南方地面に於ける英

国軍の露営　浮山二七三高地海軍観測所

に於ける侍従武官西砲兵少佐の一行　参

謀次長明石中将の一行　四房山に於ける

野戦重砲兵第2連隊陣地一部、浮山鹿西

南方一五〇．五高地と二〇九高地との鞍

部に於ける敵の遺棄せる野砲及弾薬　四

心計西南より海岸墜論及台東鎮東孤塁を

望む　東壇家村雨南方約四百米高地より

敵陣地を望む　田家村東北方七百米に於

ける野砲兵第24連隊陣地　四房山北方に

於ける野戦重砲兵第3連隊第2大隊の陣

地　山房山に於ける野戦重砲兵第2連隊

第1大隊の陣地　浮山後西方五百米畑地

に於ける独立攻城重砲兵第3大隊9）砲撃

第2中央隊第1攻撃陣地より第2，第3

攻撃陣地を経て台東鎮東墾塁正面を望む

台東鎮東北方約五百米海白河橋梁上より

第2中央隊の第3攻撃陣地を望む　田家

村北方高地に於ける左翼感想1攻撃陣地

より第2攻撃陣地を構築せし浮山所北方

高地を望む　小湛山より中央墾塁に亘る

各論塁に我砲弾の爆発を望む　浮山後西

方五百米に於ける我砲兵陣地に敵砲弾の

爆発’我艦隊のイルチス砲台虚無湛山出

塁砲撃　我艦隊大公島田に於て青島砲含

砲撃の光景　11月1自に於ける我砲撃の

状況　譜面甲誉琴・大尉尾藤謙二　負傷者

の後送　ポンプ所北方石造家屋に小銃弾

の命中せる状態　ポンプ所北方石造家屋

に砲弾の命中せる状態　小湛山墨譜の正

面　故陸軍歩兵大尉中岡克己　故陸軍歩

兵中尉田上末喜　小湛山墾塁北側面　小

湛山感激の各部　小身山北塗塁上より我

攻撃陣地を望む　小湛山北三塁の咽喉三
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小湛山北二塁に対する我交通壕並攻撃陣

地　中央二塁前面の外壕並我攻撃作業

中央墜塁の正面　故陸軍工兵中尉浜本俊

春　中央二塁北側面　中央扇面棲息掩蔽

部　中央塗塁上より我攻撃陣地を望む’

中央二塁の各部’ 苴健ﾁ東一塁正面　故

陸軍歩兵少佐横尾平　故陸軍歩兵大尉星

野武彦－故陸軍歩兵大尉中村才介’
ﾌ陸

軍歩兵少尉家中茂三　台東鎮東塗扇　故

陸軍歩兵少佐広瀬仙之助　台東鎮東霞塁

故陸軍歩兵：大尉池田佐太郎　台東台東塗

峯の荊方二二兵隊り構築せる交通壕　故

陸軍工兵大尉向井広次　台東鎮砲台　台

東鎮西砲台　台東鎮砲台　台東鎮北方五

百米我砲弾の為切断せられたる森林　四

方南方高地より我右翼隊の攻撃陣地を立

直　ギンプ所　故陸軍歩兵中尉村越下平

海岸黒雲前海二河右岸より同面諭を望む

海岸二塁　酉伺面より見たる海岸雷電の

三部　海岸二塁に対する浅砲弾の威力

海岸墾塁　海岸墾塁より孤山を望む　イ

ルチス岬砲台㌧イルチス山南方二五．五

高地砲台　イルチス山南砲台東麓敵の機

関砲，イルチス山東砲台占領の際に於け

’る該砲台頂上に植立したる歩兵第65連隊

軍撫並機関銃　イルチス山東砲台側背面

イルチス山東及北砲台　イルチス山に於

ける砲台の一部　イルチス山よりイルチ

ス岬を望む　イルチス山南方’五四．E

高地より西南方を望む　仲家窪西方に於

ける敵の臨時砲台神家窪砲台棲息掩蔽

部　ビスマルク山砲台正面　ビスマルク

山北砲台の背面　ビスマルク山北砲台に

於ける離の重砲　ビスマルク山揮包台観

測所　ビスマルク山南砲台自爆の景況

ビスマルク山より青島市街を望む　ビス’

マルク山頂より四囲を観望す　故陸軍砲

兵中尉縄手可夫　モルトケ山砲台の一部

「モルトケ」バラック　石油庫砲台　同砲

台より孤山を望む　会厭岬砲台　会姓岬

砲台よりイルチス山及じスマルク山を望

む　ヤ「メン砲台　台西鎮砲台　自爆せ’

　る団島砲台　団島砲台より台西鎮砲台を

望む　団昂より青島を望む　石油タンク

・の火災ユ1月7日青島占領当日浮山後南

方地鳥師団司令部に於ける祝盃　同台東

歯並墨塁上に於ける歩兵第48連隊の祝盃

測候所　モルトケ兵営に於ける軍使会見

所デイデルリヅヒ岩台東鎮に於ける

俘虜将校　神尾山無線電信通信所　台東

鎮に於ける俘虜の一部　黒山炭坑の一部

大港造船所のr’部　入城式に於ける肺団

斉代表部隊の集合並師団司令部の入城前

進開始　歩兵第23旅団の入城　歩兵第24

旅団の入城噛英国軍の入城　入城の際に

於ける分列式’聖旨伝達式ユi月16白青

島競馬場に於ける招魂祭　招魂祭に於け’

る参拝軍隊　陸軍歩兵少佐横尾平の葬儀

青島守備軍病院　モルトケ兵営前に於け

’る神尾師団長以下幕僚並英国武官　独立一

第18師団長，各部団隊長，師団幕僚独

立第18師団司令部幕僚　独立第18師団軍・

医部及英国軍医部貝　青島守備軍司令部

デイデル山頂より青島市街を望む青島

市街（青鳥停車場等4点）鎮18師団長官

舎　旧総督官邸の内部青島海岸　歯群’

品（小銃，拳銃，機関砲，野砲，山砲，列

車の一部）置物，陸海軍航空隊の幹部

凱旋部隊神尾中将の青島出発桟橋上

の神尾師団長　関東丸環の兵姑部員　青．

島出発の運送船　神尾中将の凱旋

403世界大戦写真帖　高木斐川　公益通
　信社　大3．1279枚　132p　i8　x　25cm

　定価2円50銭　　　　　　　、〈408rlll＞

　〔第一次世界大戦の写真帖。ヨーロッパ三
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線が中心だが，，日本軍の進軍した地域も

含まれている6〕

　天皇陛下英国皇帝ジョージ5世陛下

露国皇帝ニコラス2世陛下　仏国大統領

ボアンカレ「一二　独逸皇帝ウイルペルム

3世陛下　填国皇帝フランツ・’ジョセブ陛

下　白丁皇帝アルベルト陛下　三国皇帝

’モ一二ット陛下塞国皇帝ピータ陛下

仏国皇帝那翁忌3世と普卿ビスマークの

会見　填国皇儲殿下とご家庭　ボスニや

首府』7月6日築地三瀬力教会での法国皇

儲吊島式　対独問題に対する首相官邸の

内閣会議御前：会議参加者参内の光景

日仏戦捷祈願会、国交断絶後の在日懊国

大使館　8月23日宮城記帳本丸にて発射

せし日田国交断絶記念の午砲　独逸大使

の本邦引揚　靖国神社の宣戦奉告祭・英

国大使館門前．国威発揚の提灯行列　露

都ペトログラード　白耳義両陛下と皇后

独逸皇太子及皇女　独帝戦線に向ってベ

ルリンを出発す　キール軍港における独

艦　白耳義砲台　露国要塞　砲弾の断面

霊長　独逸軍用飛行機の偵察　白軍自動

車砲隊　飛行機砲撃　英国皇帝遠征軍を

見送ちる　軍艦甲板上に於ける英国皇帝

と皇太子　英仏陸海軍の双美　独逸歩兵

温言　アミエン市通過の義軍　仏国歩兵

の独逸国境進撃と軍用飛行機の偵察　仏

国自動車砲隊戦地に向う　二三両軍の活

動　仏国騎兵パリを出発す　海軍飛行機

ナンシー市に落下せしツェッペリン第4

号　露軍の活動　独軍白国に侵入す’白

耳義の軍用犬　白耳義軍用犬の休憩　白

軍墜門を破壊す　白耳義村民自家に放火

す　モンドメントの旧離宮破壊の後　独

高め遺留せる軍用品・独逸捕虜の労働

陥落後っリL’一一一こ口占領後のナーヤr要

塞　セルビアの戦場の跡　三軍三国領内

に露営す　ブラッセル市を占領せる独軍、

アントワープ近郷の火災　英海兵のアン

トワープ防禦　独兵のアントワープ攻撃

作物敵の馬糧どなる　欧洲戦争の4景

アンドワープ市　ターモンド町の荒廃

戦争の惨禍　傷兵一瓢軍の攻城砲　戦場

の跡　戦死者の埋葬　飛行機への砲撃

二軍飛行機隊出発前の景’英国印度騎兵

上海在留英人本国へ向う　生還騎兵　ア

ルゼリア軽騎兵　印度兵の進軍　仏領の

セネガル兵士　仏国人門司市を出発故国

へ　戦場に於ける晶帯　戦場に於ける二

二狂軍のアントワープ攻撃　英国陸軍

兵戦地に向って出発　リエージュに於け

るベルギー警衛隊の1室　英国軍の出発

英国軍馬の上陸　英軍の飛行機の出発前

英国海軍将士の出発　戦乱の余波　英国，

軍隊仏国へ上陸し戦地に向わんとす　英

国軍艦滑走台　海軍飛行機　英国機関砲

隊射撃の状　惨劇に伴う慈愛の一面　英

国歩兵の露営　捕虜の利用　英王室の負

傷兵御見舞　白耳義王妃の負傷兵御見舞，

白耳義兵の英国看護婦歓迎　独逸に於け

る英国俘虜’英・仏・日・露・独海軍の

軍艦レ意気軒昂挙国一致の軍国会議演壇

上に立てる大隈首相’我軍隊征途に上ら

んとす　膠州湾頭の第1弾　労山湾め強

行偵察を為したる青木少佐　青島攻撃に

参加したる海軍重砲隊の各将校　山東省

で洪水の中の進軍　労山湾の我軍上陸地

点．我軍の上陸　青島攻囲軍進路の洪水

惨状　同心の糧食陸揚其他　諸物資と一

部隊青島攻囲軍幹部と戦地ぬ告示文

青島攻囲軍の前進　第1・第2艦隊の幹部

・我海軍飛行隊の爆弾投下　開戦後記一着

の陸海軍め戦死者青島攻囲軍の渡辺少

将≧分捕三遠機青島攻囲軍幕営内の兵・

士と前進部隊　青島攻囲軍に属する英国
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　・印度兵　重傷者牽野戦病院に平押分捕

　の自動車　海軍兵の葬式　陸軍歩兵隊の

　前准海泊河渡渉　青島攻囲軍某地点での

　苦力の水汲み　負傷兵を支那馬車で運ぶ

　海軍陸戦隊の壷濠作業孤山高地占領
　我弾薬庫　炊事場　出征陸海軍御慰問使「

　の出発　壬生待時武官と恩賜の品　山積

　の糧秣及弾薬　貨物運搬　前進部隊幕営

　膠州湾内沈設の機械水雷掃海の実況　海

　軍飛行機の偵察　爆弾を投下する海軍飛

　行機　敵の水雷を処理　軍艦高千穂　向

　艦の建造中の姿・青島攻囲軍の戦場に於

＿ける3軍（神尾中将，山田少将，堀内少将）

　ビスマルク砲台　我軍の占領せる敵砲兵

　陣地　三三兵隊の活動　発砲せんとする

　加農砲　青島政庁とワルデック総督　青

　烏モルトケ砲台及兵営膠州湾総督官

　青島山手め信号所・青島の市街・フォー

　ヘンツ沖縄ヒン街の停車場ハイソリッ

　ヒ街　独逸の膠州湾租借記念碑　青島起

　重機　浮船渠　落庁・マーシャル群島の

　ヤルイト島　我赤十字救護班の出発　独

　逸捕虜品川駅に着す

404・世界大戦之記念　欧亜通信社　大8．6．

　1冊　38×26月置　　、・　’　〈412－64＞

　〔第一次世界大戦の状況を年代1頓に説明

’し，写真と絵画とを加えたもの。〕

　　明治天皇1昭憲皇太后聖上陛下　皇

后陛下侯爵大隈重信　伯爵寺内正毅
現内閣総理大臣原敬　大日本皇帝　英函

皇帝ジョ．rジ5世　仏国大統領ポァンカ

　レー　米国大統領ウィルソン　塞耳門皇

太子アレキサンダ・一一丁．希臆前主コンスタ

ンチノス　同王アレキサ7ダー　露国前

皇帝ニコラス2世羅馬借王フェルヂナ

ンド1世伊太利琴唄ヌマヌ土ル3世，
白耳義皇帝アル六一ト1世塞耳牛王ピ

ータ「1世黒山国王ニコライ1世独
逸前皇帝ウィルヘルム2世独逸前皇太

子フレデリック・ウィルヘルム三国前

二二フランツヨセブ　懊自国皇帝カール

1世土耳古皇帝1：ハメット5世勃牙
利王フ土ルヂナンド　羅馬法王ベネデク

ト第15堆　油鼠前大統領遠国璋　チエッ

ク」スロヴアツク共和国大統領マサリッ

・ク博士　デルバごや共和国イサッド大統

領、埃及国王ハッセーン・カメル・パシャ

前ルクセンブルグ公主　交戦各国の政治’

外交家　交戦各国著名の将軍（其1，其
2）

開戦当時の各国気分　山国宮殿前に於け

る群衆g）熱狂　白国前相プロリLエビル

男の露台演説　露国兵士皇帝肖像に三三

開戦の前後に於ける書士パッキンハム宮

殿の群集　仏国出征兵士の訣別握手『

出軍飛亘機の巴里襲撃・夜間あ警戒　探

照燈　飛行機砲と照準器　飛行船の襲来

’に驚く巴里市民　巴里上些飛行機疽撃砲

の活動，

開戦当初の各国情勢　独逸宣戦当時の歓

呼産品と懊帝　土耳古の軍事総会’懊

国首回ウインナ市の開戦示威運動・英国

連立内閣々議ザ英国弩級艦の北海遊k

大威力を有す為装甲砲車　装甲砲車再び

戦線に前進す　装甲砲車の内部　独逸の

装甲砲車

各国の募兵　義勇兵募集演説　募兵広告

掲示場に充ちれたる旅館　義勇兵募集の

告示　軍隊的行進の稽古．、

交戦国元首名将逸話，開戦前撮影の独逸

・皇帝　戦場に会食する仏国元帥と伊帝

英仏軍主脳の集合

アントワープの陥落アントワープ陥落

．前ポーネム城塞の戦闘　砲身の変装運搬

砲身の隠蔽

一一 Q53一



棲惨を極めたるイープル戦

イープ2V市　イープル市の建築物

のラレミッシュ建築物　イープル市街，

フランダLスの大毛織工三

思躍されたるルーバンルーバン市の独

破壊されし

　　　戦前

軍劫奪

独逸の戦時国際法違反実例　飛行機に襲

撃されし赤十字病院　寺院内負傷兵の悲

劇

ギウエンチー村の争奪戦　アントワープ

市にて避難者にパン頒布　独領内の孤児

孤児収容所内孤児に乳を与ふ　戦線附近

・に於て児童に菓子を与ふ

英皇帝戦線訪問

弾丸　仏国工場の砲弾L射貫かれしクル

ップセメント塗板　戦線の砲弾手入　戦

場に着したる砲弾

ガリポリ上陸と君門の恐怖（飛行機君府

の空を襲う）

独帝の心痛（独帝司令部に戦況を聴く）

日本海軍の地中海活動、地中海作戦会議

日本軍艦の碇泊　訓示を聴く甲板の士官『

地中海に於ける日本海軍戦死者の記念墓

碑

英軍士肥壷壕に奮戦す　鉄三三の一種

露兵の墜死鉄條網の建設工事を教ふ’

ヒンデンブルグ線の鉄條網

・巨船ルシタニアの沈没’ル号沈没善後策

会議　ルシ三目アの船室　巨船沈没の刹

那

大砲の種類　英国の巨砲製造工場　巨砲

の運搬　臼砲の据付

敏捷に活動する軍犬’ ~護犬の畜舎　負

傷せる犬　軍犬負傷兵を捜索す　機関銃

を挽ける軍犬

交戦国の食糧問題　英国の砂糖運搬貨車

食糧を戦線に送る　戦線に着したる食

糧

一ルーソー晩年の隠棲地（エルメノンビル

附近の戦）

俘虜の待遇　露都通過中め懊国俘虜　武

装を解除せる俘虜’ R問を受け居れる俘

、虜　　　　　…

海軍飛行隊の任務　海岸飛行船と機関室

大型飛行船シ二号の中央船室機関　アー

ル第29号の中央機関室’同後方機関室

飛行機製造状況（英国の飛行機工場）

アルプス山脈雪中のアダメロ城砦　ト

レンチノ山中の二軍屯営　白直三三裡の鉄

平網山上に大砲を引上ぐ　伊国山中に

於ける英兵　ルイギ・’カドルナ将軍

伊太利の同盟脱退　一軍の強襲突貫　イ

ソンゾ沿岸　雪中の偵察城砦附近に於

、ける砲術教習

陥落せるプシユミスル要塞　破壊されし

プ要塞　マッケンゼン将軍の入城　ガリ’

シヤに於ける露軍　マッケンゼン将軍

ワルソー及其要塞　レオポルト軍のワル’

ソー入城、、ワルソ．「市に入れる四三音楽

隊　戦線を注視する露帝及ごコラス太公

枢要なるゼーブルが一三（ゼーブルガー

．港封鎖の飛行機写真）

独仏飛行機の優劣世界最大の飛行機
水雷飛行機．英軍の飛行準備1

ガリポリ半島間接射撃（連合艦隊海峡に

入る）

ジェットランド沖海戦　ジェットランド

沖の海戦．独逸潜航艇の訣別　ジェリゴ

』大将　ビーチー提督

．水雷，水雷艇　戦闘艦甲板上の巨砲．砲

弾の取入れ作業船鎗より砲弾の引上

砲弾運搬専用の手車　水雷発射管　同発

射の刹那

大戦中の最：大海戦　敵艦見ゆ　駆逐艦シ、

ヤーク号の奮戦

毒瓦斯の偉力　小学生の毒瓦斯防御有
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毒瓦斯放射の方法　英国兵毒瓦斯と戦ふ

戦時の婦人事業　戦国婦人あ示威運動

婦人の示威行列　運三三各国の婦人

英，愛，蘇婦人の行列　薔薇章を運ぶ婦

人剛者　連合各国旗を騎す少女

進歩革新せる軍艦（英国戦闘艦の砲撃練

習）

封鎖の話　独逸飛行界巨人の最期　飛行

船より飛行機を送出す　勇敢なる伝書鳩

要害に富めるガリポリ半島　英軍ランカ

シや上陸戦　土軍の鉄條網防備　連合軍

上陸
アルプスを超V6）る伊軍飛行隊

交戦各国の軍器　空中写真機　仏軍使用

の戦時聴音器　仏軍発明ゐ空回弾　伝書

鳩運搬自動車　華；壕に用ひ一らるる観察鏡

タンデム自動車

児戯的戦術贋物禾造装甲車『贋造戦闘

艦　偵察兵の変装

大戦と塞爾維（塞爾維砲兵陣地の移転）

独艦エムデンの活躍　欄坐せる独艦エム

デン　エムデンの後身テイシや号　敵艦

，降伏を喜ぶ　エみデン艦長フォン・ミュ

ラー大佐　工みデン2世艦長

戦時に於ける一般船舶　飛行船上より撮

影せる運送船　飛行船上ホり撮影せるモ

ーターボー』ト

海牙会堂に於ける禁制』英軍の毒瓦斯を

場動力掛　婦人鉄材を運ぶ　陸軍兵器工

廠内婦人の活動　ヘルメット帽子の製造

ロマノブ家の末路　看守に穫らるる露国

廃帝　廃帝の耕す野菜畑　前露国皇帝の

一家

着弾距離　戦線前方め観測　空中隊と御

兵隊との合同作業　錘壕内より観察鏡に

より敵状偵察を為す　：埃及に於ける軍需

品輸送酪駝　二丁カリム王の帰還と土人

音楽隊

・露国革命の真相’銃弾に壊れたるケレン

スキーの居室　惨憺たる冬宮内．破壊せ

られたるタチアチ太公姫の居室　停車場

に於けるアレキ二一ラとケレンスキー

革命主動者ケレ7スキニ地図を案ず’

エルサレ阜市の占領　印度人引率の輸送

敵陣に発射す、毒瓦斯除を覆れる砲手

壷壕内17）突撃準備

混凝土船の価値　完成せる混凝土船　船　　　　する飛行機　機上より機関銃を発射す

部内の混凝土船　混凝土船め木型作業　　　惨憺景裡飛行機砲の活動

混凝土船の外形　　　　　　　　　　　　　　　造船事業の発展　7σ日間に建造せし駆逐

戦場以外に戦ふ婦人　軍艦内の電線回附　　　’艦の工程　潜水式駆逐艇

暫壕に手伝ふ婦人　仏国の女大工、英国　　　　壷壕の鼠　二二壕に対峙する敵兵と隠る

の鉄道病婦　　　　　　　　　　　　　　　　壷壕敵兵に煙草を求む　戦地クリスマス

米国の閣議（対独宣戦牽議する米国議会）　　　に敵味方歓語す・

さ隼掛の米国兵器工場　米国海軍：兵器工．　　ツェッペリン式飛行船　合金器内の小気

　　　　　　　　　　　　　　　　　一255一

用の賂駝　市長将軍を迎ふ　タイグリス

何の二軍武装汽駈アレンベー将軍の入

城式

六グダートQ陥落バグダート市に於け

る印度兵の進軍　バグダート市の樹林露

営　チグリス河の土人舟・バグダート市

の全景　スタンレー将軍，

進歩せる一種の保護色（眩惑塗を施され
たる船艦）

駆逐艦　水雷を免れipる駆逐艦・砲弾φ

海中爆発

独軍掠尾の大奮戦（火焔裡のポジ1i・レス

退却戦），

飛行機，飛行船の優劣　戦線に向はんと



嚢　航空中のツ式飛行船　飛行船内の無

・線電信室　ツ式飛行船の破壊

装甲砲車の活動　装甲砲車ヒシデンブル

グ線突破に向ふ装甲砲車林間を進行
装甲砲車鉄條網を粉砕す

戦跡の惨状　白耳義に於ける独逸予備兵

の墓　戦場に於ける露飛行家の葬儀’戦

’闘律の救護班作業　i重壕内の英軍救藻班

活動’

本邦赤十字社　米国赤十字看護婦の英国

到着　巴里に於ける日本瓦十字社救護病

院の内部　戦場に於ける臨時病院病院

内負傷兵の骨牌遊’

独逸革命の径路　悲惨なる独帝の宮室

雄略宮殿に機関砲を備ふ　新聞包を臨時

あ防備に充つ　破壊されたるモッセ；一一新

聞社の外部　両党領袖街上に休戦を協定

す．過激派スパルタカス団党首の群集煽・

動，

爆薬製造工場　砲弾破壊の刹那　地雷の

爆発　投下爆聾の爆発・英国水兵の爆発

悲話．　　　　　、　〕’

　独逸政界の急転　独逸前宰相マックズ公’ト

議会に於ける独帝退位の宣言　愁然たる

　アメロンゲンの旧独帝　旧独皇太子ウエ

　リンデン島に免る

　独逸新内閣首脳　独逸新大統領エベルト

　氏　独逸首相シャイデマン氏’シャイデ

　マン首相群集に共和成立を告ぐ、議会内

　に於ける労兵会会議．

　休戦に対する各国の祝賀（倫敦市民の休

　戦祝賀）

　白耳義国王の還御　白国王ブルジiス入

　城　歓呼奉迎裡の白国王　国王奉迎の群

　集　凱旋の奏楽

　独逸軍艦引渡し　英国旗艦クイン・エリ’

　ザベス艦上にて敢逸艦隊降服代表者ミユ．

　レル大将と英国艦長の会合　独逸降伏軍

艦フレドリヒ‘デルグロッセー号独逸

降服戦闘艦内に於ける引渡命令聴取

悲壮なる累増引渡光景　ビーチー将軍降

伏引照の引渡を監察す・英国旗艦クイ

ン・エリザベス号　英国軽装巡洋艦に引

率せらるる独逸降伏の巡洋艦

引渡し状況　航空機より撮影せる英国旗

艦クイン・エりザベス号’ q空機より撮

影せる仏国三三　英国士官の潜航艇受領、．

独潜航艇引渡臨検
’潜航艇の活動振り　潜航艇の内部諸機関

　（其1，其2）潜航艇内部諸機関　巨砲

を積る潜航艇

1休戦祝賀ζ仏国　アルサスに入れる仏軍

ノートルダムの休戦祝賀　巴里に於ける

休戦祝賀分列式

米国参戦の効果　米軍凱旋巴里を通過す

金星を記入せる軍旗　バッキ）ζハム宮殿

前庭の米国兵　倫敦に於ける凱旋兵の行

進・

対独宣戦　我軍の早口上陸　洪水中の我

：軍の活動　平町附近我軍の宿舎　王胤畝

の鉄道敷設　支那苦力の貨物運搬

．青島あ防備　イルチス砲台大砲壊　イル

チス砲台の擬砲　削壁の野営地　我軍の

’莱州都占領小湛山中央三三外濠鉄四三

軽便鉄道敷設の材料運搬　・

青島総攻撃　日本軍の巨砲運搬「28珊砲

の鮮碧準備完成せる攻城砲　日本軍の

野砲陣地’

青島陥落と世界の輿論孤山に於ける我

海軍重砲隊の陣地　大山附近の我軍の宿

『営　一山湾に於ける我駆逐艦隊加藤
〔友三郎〕騎士艦隊司令長官　加藤〔定吉〕

第2艦隊司令長官

暫時湾の価値　総攻撃当日陣中の天長節

神尾将軍の戦跡巡視　山梨中将　バーナ

ーヂストン少将　浄法寺中将tt仙田中将
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堀内中将　渡辺中将

青島陥落．東京市主催の祝賀会青島攻

囲目的の掲示文　三軍の入城式　神尾大

将の凱旋

南洋諸島占領　南洋占領三軍政庁　二軍・

のヤルート島上陸　サモア群島に於ける

等等の上陸式　サイパン島の美人　　　・

西伯利の沿革「大谷大将の浦港上陸’

陸せる大谷大将

・西伯利の混沌時代’尾藤侍従武官の聖旨

伝達　浦塩派遣軍司令部全員　浦塩に於

ける帝国軍艦朝日．氷結を解きたる朝日

町　氷海に於ける石見艦’．

日本の浦塩出兵　戦線に輸送さるる弾薬

を貨車に積載す　軍需品の揚陸　我軍の

上陸　馬匹め揚陸

西伯利め中心人物　我海軍陸戦隊上陸司

令部前通過の光景、日本軍隊の浦塩上陸

布告文　連合巡三兵の行進　浦塩に上陸

せる英国陸戦隊

チェック・スロヴァク族の来由　チェヅ

ク軍の各指揮官　日本人義勇団の首脳

チェック軍本部前に集合す

、チェック軍の東西結合．浦逆上陸軍のチ

軍司令部前通過　チェック軍の行進

黒龍江”過軍運送船撃沈さる　歯獲せる’

河用砲艦（其1，其2）

西伯利鉄道・黒龍線の日本無線電信所
’露国飛行船格納庫　我軍の歯獲せる野砲

過激派軍の装甲車　大砲を有する装甲列

車

極東の過激派　浦塩干二会本部　過激派

の最高幹部　チェック軍過激派の党首を、

捜索す　　　　　tt　l

過激派の那翁のトロツキー　トロツキー

軍隊を検閲す　破壊されたる機関車　ア

ーシャンジェルに於ける反過激派の進軍・

米国大統領の渡仏　仏国のウィルソン氏

歓迎　仏国下院に於ける米国大統領

輝ける巴里　第1回講和会議議場　連盟

案作成委員　大統領ウ氏り連盟案を発表

す

ウィルソン大統領の渡英．倫敦公会堂に

於ける歓迎会’ウィルソン大統領ドーヴ

ァー港到着　英皇帝大統領と同乗ヴェル

サイユ宮殿に向ふ　戦争の画室　西園寺

公望侯　ウイルソジ氏　オルランド氏

ロイド・ジ9．一ヂ氏　クレマンシー氏

シャイデマン氏

405大正三年日独戦史写真帖　参謀本部

　編　東京楷行社　大5．12　75枚　20×27

　cM．　．　一　’　〈367－2＞’〉
　〔『大正三年日頃戦史』4冊本の中の1冊が

　この写真帖。本編2冊のほか附図がある。〕

　　参戦各部隊長　戦利兵器　龍口上陸地

　の光景く暴風雨中に於ける）龍口上陸地

　全景（天候回復後に於ける）労山湾上陸

地の全巻　王寄庄より見たる河東峠画

商台北側谷地より柳樹台を望む　南龍口

・東方高地より南北龍口方面を望む　沢山

南側の高地上よウ羅圏澗南方鞍部を望む・

　西南曲北方より出山後南方一帯の高地線

　を望む　河東西側五五・七高地より孤山，

浮山の山線を望む王家韓：寄庄東北方丈

三山より孤山，浮山を望む　金家憲より

浮山を望む　孤山より我軍進出路を望む

保湿西南方一三六高地より青島諸砲台を

望む’孤山より各畑島，砲台を望む　東

田家広東南方約四百米高地より小湛山保

塁，中央墾塁及台東鎮墾塁を望む　四房

仙西端より海岸三塁及台東鎮東三塁の線

　1を望む　田家村北方高地より浮山所北方

標高五八高地を望む　大港封鎖の為の沈

設せる汽船　独享攻城重砲兵第2大隊陣

地　我砲弾の敵三塁，砲台た集中の情況
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ポンプ所　中央三塁前面の外壕並攻撃作

業　中央墾塁に於ける我進入路　中央墾

塁上より我攻撃陣地を望む　中央守旧の

正面　中央塗塁の南側面　ヰ央塗塁咽喉

部　中央二塁掩蔽部　中央二塁火線破壊

の情況　台東鎮東墜塁火線に対する我砲

弾の威力及前進地区（其1，其2）　海泊

河右岸より台東鎮東墾塁正面を望む　台

東鎮東二塁に対する交通壕　台東鎮東墜

塁左側面　台東鎮東二塁西方百米敵野砲

砲座　台東鎮三塁より海岸二塁を望む

小義山北墜塁に対する我攻撃作業　小湛

山三二塁上より我攻撃陣地を望む　小湛

山北塗塁の正面　小湛山北二塁の咽喉部

小謡山北塗塁に対する我砲弾の効果（其

1～其4）小湛山二塁　外部の外壕頂

より小湛山墾塁正面を望む　小田山雲塁

火線掩蓋破壊の景況（其1，其2）　海岸

墜塁正面に対する右翼隊陣地　海岸二塁

、より孤山及標高≒六高地線を望哲　右翼

隊の外壕進入路　右翼隊右翼部隊の突撃

陣地並海岸二塁西北面　海岸二塁掩蔽部

仲家窪砲台’台東鎮砲台　ビスマルク山

南砲台’ビスマルク山北砲台　会前岬砲

台　モルトケ山砲台正面　ヤーメン砲台

台西鎮砲台　団島砲台　龍口暴風雨の情

況　龍ロ兵姑倉庫浸水及繰綱渡実施の景

況龍口に於ける飛行機格納庫及兵児倉

庫浸水の光景’龍三兵二塁令部附近浸水

の光景（其1，其2）　’二二輸送．即墨に於

ける大車輸送　二二にて患者輸送の光景

軽便鉄道手押台車にて患者輸送り光景

台東鎮湯立占倉庫　狗塔試航空隊着陸場及

格納庫の全景

406大戦争写真帖（震天動地）帝国軍人

　教育会　大4．3171p　21×30cm

　　　　　　　　　　　　　　〈408－115＞

・〔一部分が絵となっている〕．「

　今上陛下　宣戦詔書　交戦列強及び中

立国々旗　英国皇帝ジョージ5世陛下

露国皇帝ニコラス2世陛下　仏門大統領

ボアンカレー閣下　独逸皇帝ウィルヘル

ム2世陛下膠州湾明細地図　列強現勢

図　やがて来んカイゼルの運命．英国海

軍のド級戦艦と独逸陸軍の，ドヒッドノー

トとたのむツエペリン式飛行船武装し

たる独修の一族独軍のッエペリン式飛

行船『独逸陸軍の飛行将校．独逸陸軍の

軍用瓦斯炊嬰車』独逸ダンチッヒ連隊の

出陣　独軍の有する飛行機の数々（其1，

其2）独逸将校の敵【青偵察　出征の兵士

を送られっ・ある英皇帝陛下幽仏国に活

動しつ・ある印度歩兵　仏国の戦場に活

動しつ・ある印度騎兵　白耳義オスタン

　ドに上陸せし英兵の行軍　英国歩乗の射

撃　露国の軍隊輸送　仏国の海上輸送
北海方面に於ける独艦隊の遊k　風雲急

を告げ日光田野焼御用邸に御目暑中の聖・

上陛下還幸遊ばさる　鎧袖一宇旭旗謙ら

んとする青島の雑観忍辱20年我正義の

巨弾に見舞はれつ》ある膠州湾青島の西

港・三州湾方面に向へる出征艦隊の主脳

　と野州湾市街の光景　舳艦相生卸みて某方

面に向ふ帝国艦隊の主力’某方面に向ひ

．’ ｽる我艦隊の合戦準備成る　青島を襲わ

んが為め母艦若宮丸を離れんどする我海

軍飛行機青島を襲ふて母艦若宮丸に帰

　りし我海軍飛行機　全欧動乱の火蓋を切

　りしセルビヤ国王と懊洪国皇帝　独軍の

ため中立を躁踊されて奮然願起さる白耳

義皇帝と三国協商側に左弁せんとする伊

　国皇帝　サラエボの凶変に全欧禍乱の導

火線となりし填皇儲殿下どその家庭及填

　国新皇儲殿下と其家庭　呉越同舟（仏独

　喚予備軍人の帰国）　国交断絶し協力し
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て対独動作を採るこどとなりし英国大使

館と駐日英国大使グリーン　国交断絶し

て交戦状態に入れる独逸大使館、と駐白雨

潭大使レックス伯　戦時事務を執りつ・

ある駐日仏国大使ル雨着ール及仏国大使

館と駐日露国大使マレヴィッチ及露国大

使館　駐日懊国大使ミュレルと懊国大使

館及び駐日米国大使ガスリー．と米国夫使

館・独逸の捕虜を護衛しつ・あるアルゼ

リや騎兵　白耳義の砲兵が分捕せし独軍

の炊霊山にて炊事をなしつ・あるところ

ツエ尽リン式飛行船の爆弾投下の光景

風車を利用しつ・ある仏軍の展望哨　北

部鉢生西に於ける仏面面の衝突　北海に

於て250吸の高空を飛行しつ・ある飛行

機L＃より見たる英海軍の最：新式駆逐艦

白耳義の応援に向ひし英兵の活動　レー

ジ附近の大戦後に於ける独逸大軍の野営．

英国海軍総司令官フィッシャ提督　英軍

総司令官フレンチ元帥　面面総司令官ジ

ョッフル将軍　島民総司令官ニコライウ’

イチ太公殿下　独逸艦隊司令官インゲン

ノール提督面上の寵児ヒンデンブルグ

元帥　英国新聞戦報局長エフ・イー・ス

ミ界　英国陸軍大臣キッチエナー元帥

白耳義の一市街に爆弾を投下せんとする

独軍の飛行機　白耳義た於ける負傷兵の

運搬　アントワープに投下されたるツエ

ペリン式飛行船よりの爆弾の破裂　ガリ

シヤに攻め入りしコサック騎兵　ペーレ

≧に於ける独白両運の戦　クリスマス当

日に二折を飼出でし英国両兵の交歓　ユ

ーゼル河右岸の激戦（装甲車と機関銃を

有する二軍と独軍）ズ悠々隊伍を整へ再

び敵に当らんとするtiンドンスコティ．シ

a一連隊　一挙に100人の兵士を粉砕せし．

と称せらる・仏軍の地雷火爆発　ミュー

ズ河附近の激戦（ルーピー・．■ラ・シャトー

’村に於ける点景軍の激戦）英国海軍省

、大臣室に於けるチャーチル卿とフィ’ Vャ
ー卿　仏国の赤十字病院にて篤き看護を

受けつ・・’あるセネガリや負傷兵　意気軒

昂挙国一致の軍国議会　層群湾封鎖中の

我艦隊と封鎖任務遂行中座礁せし駆逐艦

白妙　日本赤十字社特志看護婦人会の活

動羽州湾総督ワルデック大佐と青島砲

台及青島政庁　青島攻囲軍幹部と出征軍

隊の告別式’雄々しき娘乎軍の首途・軍

国の特志看護婦木会　国民の赤誠（出征

言入に贈るべき慰問袋）軍国の嘩国婦

．人会総；会　聖旨を奉じて出征陸海軍慰問

のため野地に内ふ松村・田中の両侍従武

官　我海軍航空隊の爆弾投下　佐久間少．

佐の戦死ζ戦地に向ふ某連隊　吉島攻囲「，

軍の一部莱州に入る海神’を驚かす帝国

海軍巨砲の威力鰐口に上陸せし青島攻

囲軍の兵興部　青島攻囲軍陣中の堀内将

軍　独軍の有する42珊巨砲のため破壊せ

られたる白耳義モービュージに於ける円

形砲台　セルビヤ軍の敗北（懊塞両軍の

戦　1914年11月）独軍のため．に破壊せ

られたる仏国ニュごポートの市街　嚢行

船の来襲（爆弾投下に驚かされつ・ある

巴里市民）独軍の夜間空中襲撃に備え

っ・ある巴里市街の夜景　ココス島に於’

ける独漕エムデンの最後（其1，其2）英

軍の土耳古侵入（バスラの占領）・青島攻

囲軍の上陸地附近天后宮添附の上陸軍と

我軍のため車奔西走しつ・・ある支那士民

青島難解軍をなやましつ・ある山東省大1

洪水の惨状　典則店附近の暴風雨破墨地

を進みつ・ある我青島攻囲軍　新山湾に

上陸しつ・あ．る我海軍の陸戦隊　教子済

陰刻に到着の光景青島攻囲軍阿山湾上

陸当時の光景青島市街全景青島市勢

ロカイゼル・ウ、イルヘルム海岸通と港内
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浮船渠　哀悼すべき名誉の犠牲（軍艦高

千穂の沈没）青島攻園軍某上陸地点に

於ける少憩中の騎兵斥候青島陥落後の

掃海作業（沈設水雷の爆破）　秋陽悲し忠

魂合葬g）盛儀（軍艦高千回忌将士を葬る）．

我軍の管理しつ・・ある山東鉄道と済南停’

車場　南洋の独領皇風に靡く（我艦隊の

占領せしマーシャル群島の風色）青島

陥落前に於ける敵前穴居生活中の松前連

・隊長　連日の戦闘に疲れ果：’（たる独逸兵

英国皇帝ジョージ5世陛下御馬上の英姿

掃海作業に従事すべき艦載汽艇を卸し

つ・あるところ．祖国の難に赴く仏国予

備軍人　暴風雨中の宣戦報告祭　日本赤

十字社第1救護班の乗組みて活動しつtS

ある病院船博愛丸・戦地に於ける独逸兵

の各個自炊　陣頭挺身士気を鼓舞せるカ

イゼルと独皇太子独逸陸軍のドレッド

ノートとたのむツエペリン式飛行船英京

倫敦を劫さんとす独逸の軍隊生活独
話の鎗騎兵及懸軍の野砲隊と飛行機射撃

隊　独逸主力艦隊及び駆逐隊の遊ざ　我

同盟国英国海軍の精鋭　仏国の飛行機射

撃砲と露：軍飛行機上の無線電信　仏白連

合軍援助のため白耳義に向ふ英軍出発の

光景　ニコライ聖堂の戦捷祈疇会　仏国

サン・カンタン北方に奮闘中の官軍砲兵

英国の新兵応募者出征の兵士を送り

つ・ある山国の軍楽隊　我日本赤十字社

救護隊あ乗り組みて博愛救護の活動をな

しつ・あう病院船弘済丸，悪戦苦闘首都

陥落の悲運に会せし白耳義の陸軍省と其’

門前の歩哨交代の光景，フォルケストご

ンに着せし英軍の負傷兵　挙国一致の実

を示す英国上流心入の活動（負傷将校の

運搬）仏国ライムに通ずるマーヌ河附

近に於ける仏心軍め激戦（猛火に包まれ

たる仏国の村落なり）・ルーヴァンの住

民を追い立てつ・・　’ある独逸兵　1914月9

月10日モーりン河附近の払暁戦（英独両1

軍）独軍の暴状　ツエペリ’ン式飛行船

の無線電信室泊茸義軍の退却　アルゴ

ンに於ける独逸皇太子軍の敗北（仏国歩・

兵の突撃）　白耳義砲兵の退却　モンス，

の激戦（独軍の軍橋破壊さる英独両軍の

衝突）仏国の殖民軍アルゼリや兵　連

日疲労を慰しつ・ある仏国騎兵　陥落当

日のブラッセル市街（1914年8月置・北海

を警戒しつ・ある英国軍艦　仏国軽騎共．

の突撃　二二方面に於ける露独騎兵め大

衝突　戦後のヴィゼ市街（満月荒涼四人

の独逸兵ど焼死せる軍馬を見るめみ）

英国の工兵隊と修繕車　北海方面に出動

せんとする英国艦隊特別の使命を帯び

て莫艦二号を離れんとする一汽船・悪戦

苦闘しつ・三軍の砲兵陣地　独逸陸軍の

飛行船建造の光景　英軍の活動（其1，其

2）英艦エドワード㌘世号に塔門中の

海軍飛行機　二二両国軍に給する物質の

無散地（白国西部フランデルの某地点）’

露出ポーランドに侵入せし独逸兵の進軍

埃及に於ける英国の騎三巴とカイロ府に

，於ける訴訟の進軍　白耳義軍前哨の衝突

月明に乗し白耳i義軍の一伝’令使が自働自

転車にて疾走しつ・あるところを独逸騎

兵の一隊に発見されて追撃されつ・ある

ところ　ガリシヤの市街に入りし露軍（？、』

活動　ハンガリーに入pし露軍の活動

（コサヅク騎兵の懊洪国軍追撃）　イーゼ

ル運河附近に於ける独軍の苦戦（独声両

軍の戦）マーヌ河附近に於ける仏門両

軍の白兵戦　北部フランスに於ける平凡

の糧食縦列　疾風の如く独軍の陣地に突

進しつ・ある印度兵・ヴェルダン附近の

激戦　大雨を冒してイ、一プルの東方に独

軍を急迫しつ・ある英兵　ソンムソーの
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争奪戦（仏軍の歩兵第36及び第236連隊と

独逸皇太子の泊る独逸の近衛兵）　戦場

に於ける印度兵の奮闘　独艦の来襲に備

へんが為英吉利海峡の警備に任じつ・あ

る英国艦隊と仏国飛行船　詰軍の大行李

．と飛行船　英軍の糧食分配　独逸歩兵の

進撃　英国駆逐艦スウィフト号の魚形水

雷発射　英艦の12吋砲発射　仏軍の有す

る飛行機射撃用の武器　図上に敵の所在

を探ヴつ・ある英軍軽騎兵第19連隊の将

卒　英軍の活動　恵雨を撃破せしセルビ

ヤ軍の砲兵陣地　ナンシー方面に進軍せ

んとする仏国機関銃隊（其1～其3）、英国

サツフォルク連隊正規軍及特別予備軍の

整列　美しき英国娘子軍の活動’勇敢な

る英国飛行将校とその飛行機　仏軍衛生

隊の活動　アルゴン森林中の接戦　東部

英領亜弗利加ウガンダ鉄道め装甲列車

く其1’，其2）独艦エムデンの砲撃のため

爆指せる印度マドラス港の石油タンク

白耳義オステンド英国領事館前に集れる

・白耳義人が自国を応援の英国遠征軍の発

航を聞き英国々旗に接吻しつ・あるとこ

ろ　飛行機と飛行機との空中ピストル戦・

英国の東海岸デイキスミユードの街上に

落ちし独立の送りし砲弾の破裂　英吉利
海峡を横断しつ・・　’ ?髟ｧ国軍の病院船
英国近衛連隊御記：幽寂の英国皇太子殿下

ナミール要塞の攻撃に偉功を奏せし粛軍

の攻城砲　入道を無視せる独兵の暴状に

難iを国境に避けつ・ある白耳義の農民

三軍を率いて征途に上らんとする独逸皇

・帝　キール軍港に於ける独逸潜航艇の集

合ブラッセル市ノノレド停車場に戦地よ

りの負傷者到着の光景　欧州大戦写真
『〈共1，其2）仏白両軍援：助のため白耳義

に上陸せし英訳　白耳義に上陸せし英軍

の野砲隊　出征の英国軍御慰問のため仏

国に赴かれたる英国皇帝陛下　宣戦布告

当時に於ける土都コンスタンチノープル

の光景　浅草本願寺の独逸俘虜　南洋分

雨意の栄ある凱旋　吉島攻囲戦に於ける

我海軍航空隊の根拠地－爆煙天に脹る青

島総攻撃の第i日　青島に於ける看護婦

班帝国ホテルに於ける凱旋歓迎会F航
空隊勇士凱旋歓七会　日独戦役戦死者の

英霊を祭る第18師団の招魂祭エジプト

に於ける英国守備軍の露営・独懊洪国軍

の暴状（戦後の惨状）青島に於ける戦後

の惨状　高千穂の最後を吊う軍艦嵯峨の

将士　帝国海軍の威力南洋を圧す’南洋・

の守備に任じつ・ある我海軍々人の大相

撲　我新領土南洋マーシャル群島近海を

帆走する土人のカノー船　赤羽工兵第ゴ

大隊の凱旋と凱旋式　凱旋せる南遣艦隊

と山屋中将の入京婚を冒して敵前に

飛行せんとする静電の飛行機　白耳義市

民避難の光景　糧食を運搬する英軍の自

，動車隊　英国に赴かんとする白耳義避難

民を満載の列車　独軍の使用せる攻城砲

’（重量’謡曲あり）　白耳i義避難民に麺包の

分配をなしつ・あるところ　開戦当時に

於ける伯林市民の示威運動　開戦当時填

都ヴインナに於ける国民の示威運動　開

戦当時露都ペトログラードに於ける国民

の大々的示威運動　英軍の野砲兵　ポー

ランド方面に於て直面と戦ひつ・ある露

軍慮砲兵　申板上より見たる英海軍の潜

航艇水中航走の光景　士気沮喪せる襖軍

の歩兵　セルビヤ軍の弾薬縦列「独逸の

野砲兵　呼樋の糧食運搬とpサック騎兵．

の進撃　独逸海軍の潜航艇　北海警戒中

あ英国艦隊　英軍の野戦電信隊の活動

．白軍のために躁躇されたる白耳義ブラッ

セル市　和蘭に来りし白耳義避難民に給

与すべき麺包の運搬　白耳義避難民を三
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あっ・ある和蘭の軍楽隊　孤軍の機関銃

隊　謡扇に抗して戦ひつ・ある仏国歩兵

の一隊　総軍の飛行機運搬車　仏国に活・

嘉しつ・ある印度兵OP信号・国難iに際し

て練習に余念なき英国の少年軍団　独話

の飛行機　仏蘭西の野砲兵　印度兵の検

・閲　仏軍の飛行機　英軍の野砲隊　三軍

の機関銃隊　白耳義の歩兵隊　丸心の衛

生隊　将軍の衛生隊　白耳義に侵入せし

一心軍の野戦郵便局　馬に水与ひつ｝ある

白耳義の騎兵　ワルソーの西方ツーラの

雪中大激戦（露軍の大捷）　英国陸軍省大’

山盛に於けるキツチェナー元帥　独軍の

探照燈隊（右端にあるが照燈なり）　シヤ

バツフ附近に於て懊軍のために惨殺せら

れたるセルビヤ兵の捕虜60品名あ死屍

英国娘子軍の活動（野戦炊嬰車に依り温

かきスープを負傷者に供しつ・あるとこ

ろ）　陸軍の目（敵情偵察中の英軍の複葉

飛行機）出軍の通過せし仏国東北部村

落の惨状　心心のスカーボロー砲撃（ス

カーボロー民家の破壊）独詠めスカー

ボU一砲撃（英国海岸，敵弾を章けしグラ

ンドホテルの屋根）一度独軍に依りて

占領されたる仏国ミ瓦一ズ方面の某村落

屡々アイルランド方面の海岸を襲いし独

逸潜航艇の根拠地集合（キール軍港）親

ら戦麺に臨みて填塞両軍の激戦を三つ・

あるセルビヤ国王ピーター陛下（前方が

陛下なり）死屍累々たるフランスのリ

ル市街の光景　敵味方共に苦：しみつ・あ

る戦地の雪　劇論国軍の有する30珊大口

径砲弾の爆発．ルーヴァンに攻め入りし

独逸軍　独逸に使嚇されて立てる土耳古

軍の活動と埃及に於ける虚言の守備　ダ

ーダネルス海峡の突破を試みし英国潜航

艇第11号’ブラッセル市旧宮殿前の広場

に集りし独逸軍　三軍と大雪との為に悩

まされつ・・ある孤軍　独軍の捕虜を護衛’

しつ・あるアルゼリア騎兵　英国ローヤ．

ノレ騎砲兵の奮闘　西フランデルに於ける

仏国殖民軍アルゼリア騎兵　連合軍側の’

二統帥（英二二司令官フレンチ元帥と二

軍総司令官ジョフル将軍）英国ブルー

ジ兵舎に於ける二軍の捕虜　英国に捕へ

られたる独逸の捕虜　フランクフルトの

大競馬場内に収容されたる独逸の負傷兵

ライン吉成病院に於ける独逸の魚傷兵、

ポーランドに於ける露二軍（戦死？降

伏？コサック騎兵の強襲に会いし独軍の

砲兵陣地）　仏国ラバッセー運河附近の

・銃鎗戦く英兵印度兵互に相協力して独兵

に当る　1914年12月19日）祖国のた

、め！（白耳義に於ける三兵の墓ヘルメ

ットの下に眠れ・る独逸兵）光り輝く戦

捷の都（無数の燈光天を焦す提灯行列）

青島陥落を祝する東京市電気局の花電車

青島攻城軍の入城式　武勲赫々たる神尾

将軍の家庭　赴々たる好武人（臨時青島

要港部司令官岩村海軍少将の赴任）Jt俘

虜来る（御用船印度丸甲板上の俘虜と降

将ワルデック）陸軍航空隊の凱旋　海

軍誉れの凱旋（軍艦周防甲板上の破顔と

微笑）武勲燦たる凱旋提督加藤沖将の

入京　青島攻囲英軍司令官バーナーヂス

．トン少将の入京歓迎　帝国ホテルに於け

．るバーナーヂストン少将とその幕僚及我

接伴員正木海軍大佐の凱旋と海軍重砲

隊の全員　万古に明治建築の精華を誇る

べき東京駅の開場式　神尾凱旋将軍の入

京と真紅に輝く万朶の「花の日」昌偽の白

，旗（卑怯なる独逸兵）　穴蔵の中に避難せ

るフランスの市民　英国皇帝陛下の遠征

軍御慰問（前方は陛下次は皇太子殿下）

英国皇帝の戦場訪問（蘇勲者に勲章親授）

フォークランド沖の海戦（海戦φ始）　フ
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　オ7クランド沖の海戦（海戦の終）’仏軍

　の有する75ミ．tJ砲門国夫使館に於ける

　憧一品屡覧会露都に開設せし我赤十字

　学院開院式当日た於ける遣露赤十字班員

噌同の紀念撮影　ニューヨルクに於ける

特筆英赤十字救護班の大歓迎会（沼野領

事夫人主催）．青島に遺留されたる一軍

患者の収容　我軍の手厚き看護を受け

つ・ある独逸負傷兵　我南遣艦隊軍艦筑

，摩の舷側に集へる土人の独木船，某山間’

．に於ける我青島攻囲軍の露営　某高地に

於て我着弾の可否を観察しつ・あるとこ

ろ　雨中に立てる攻囲軍司令官神尾将軍

戦地の天長節（10月31日神尾将軍以下攻

城軍将校連の会食）　攻囲軍の使用せる

繋留気球格納庫作業　攻囲軍三盛部の参

謀連青島に於ける石油タンクの爆発

独立第18師団戦死者追弔式dご於ける陸軍

中樗神尾光臣将軍の礼拝　我海軍航空隊『

本部の格納庫　戦地に於ける我海軍無纏

電信所　我攻囲軍左翼展望所より敵の陣

地を傭押しつ・ある堀内少将　海軍無線

電信所附近に於ける信号兵と一海軍飛行

将校　破壊されたるイルチズ確台の巨砲

破壊されf〈るビスマルク砲台の28珊砲

我左翼堀内支隊の展望所より敵陣地を望、

む　某陣地に於ける二軍の露営地　司令

部前に於ける梅軍学砲隊の将校連　渡河

前進の神尾将軍、我軍が青島攻撃た使用

せし特種砲と観測器　青島に於て独逸軍

の使用せし無線電信所　占領後のイルチ

ス殉台　焼失せし青島の石油タンク　我・

軍の分捕せしS90号の軍艦旗　破壊され

たるビスマルク砲台の一部遠景は青島市

街なり　青島守備に任じつtsある独逸兵

（其1，其2）青島攻囲軍に於ける日・印・

英三国町の交懲　日記戦争前に於ける青

鼻守備狩逸兵の一部青島守備隊にあ1り、・

　し敵の陸轟々楽隊青島攻囲軍に属せし

1我陸軍の無線電信隊青鳥攻囲戦に於け

る我海軍航空隊の沙子口本部　野山湾1ご

集合したる我輸送船隊と其護衛艦隊　独

軍自ら商船3隻を沈下し閉塞したる大港

口、．小湛山北三塁の背面と歯肉晶　中央

錦鯉の背面と歯獲品　青島陥落後の青島

桟橋　恩賜の絹繕を負傷兵た巻き一？　．あ

「る三三ユ救護班、青島より沙子口に護送、

せられたる捕虜と我護衛兵　内地へ護送・

の為沙子m．より捕虜op・渡船、陸上より見

たる労山湾に於ける陸軍輸送船隊’ J山
湾上高場に於ける我重砲兵ゐ前進と軍需

吊の輸送　労山湾に於ける上陸軍桟橋の

架設作業　塀内支隊労山湾上陸の光景

敵前に爆弾投下を試みんがため将に飛行

せんとする陸軍の飛行機i戦地に於ける・

3将軍　青島攻囲軍陣中め英軍司令官バ

ーナーヂストン将軍　独草本防霜線鉄條

網壕青島より沙子口に護送せられたる

捕虜と我護衛兵磋摩丸甲板上に於ける’

ワルデヅク総督青島陥落の総督官邸の

正門　豊海陸軍の猛烈なる砲撃に依り破
壊されまたるイルチズ南砲台の：一一一部’ビ

スマーク北砲台　降伏に先ち敵が自爆し

たる灰画角砲台我海陸軍の猛撃に依り

破射せるイルチス北砲台　我軍の占領せ

し青島の全景’

407俘虜写真帖（大正三■’四年戦役）俘虜

　情報局大7・3．200p　26×37cm

　　　　　　　　　　　　　　〈412－47＞
　〔日本各地にあったドイツ軍俘虜収容所・

　の生活風景。収画所の開設年，｝定員の一

覧が付いている。仏文の説明が付いてい1

　る。〕，

　　習志野俘虜険難所俘虜全部i7）集合

将校収容舎　将校舎室内　下士卒収容三
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下士卒収容舎室内　事務室内郵便物の

交附　命令伝達　受診　炊嬰　下士卒の

食事　靴工場　縫工場　入浴場　洗面及

洗濯場運動’酒保病室（習志野衛戌
病院）

静岡俘虜収容所　全景　俘虜全部の集合

蒋校収容舎　将校収容舎室内　下士卒収

．拙論室内．事務室内　郵便物の訟訴受

診炊暴食事運動（其1，其2）娯楽
酒保

名古屋俘虜収容所　全景　俘虜全部の集

合将校収容舎将校収容舎室内下士
卒収容舎室内　事務室内　郵便事務　受

診　嫁嬰1食事　娯楽tt蹴球、水浴，散，

歩，運動　クリスx7’スに於ける俘虜の仮

装及室内装飾葬儀　俘虜将校の自費製

作せる書室　酒保　俘虜患者（名古屋衛

戌病院）

大阪俘虜収容所　全景　郵便物の交語

訓示　炊嬰　娯楽（其i，其2）図書室，運

動，休憩所　葬儀　恩賜の義眼　恩賜の

i義肢．散：歩（夫阪衛成病院）

・似島俘虜収容所　全景　俘虜全部の集合

将校収容舎将校収容者室内　下士卒収

容舎室内　事務室　郵便物検閲　小包郵

便物の交附　受診　食事、運動　娯楽’

酒保治療中の俘虜
青野原俘虜収容所　全景　俘虜全部の集

合将校収容舎将校収容舎室内下士
卒読塾舎室内，事務室内　郵便物の区区’

受診　食事　入浴場　娯楽花園　温突・

蹴球‘ 昼V
徳島俘虜収容所「全員の集合　将校収容

1舎室内　下士卒論容舎　郵便物検閲　郵

　便物の交附．炊饗　蹴球　娯楽　酒保

　丸亀俘虜収容所　俘虜の集合（其1，其2）

　下士卒収容舎室内（其1，其2）油煙物検

　閲し小包郵便物の回附　受診　娯楽（其．

1，其2）、庭内散歩　収容所前に於ける俘・

虜の散策　中洲公園に於ける運動　俘虜

の製作品　酒保　治療中の俘虜（丸亀衛

戌病院）　病死俘虜の墓（丸亀陸軍墓地）

松山俘虜収容所　俘虜将校全部φ集合

大林寺収容俘虜全部の集合　公会堂収容

俘虜全部の集合　将校収容舎室内一下士

卒収容舎庭内tt下士卒収容舎室内　郵便

物検閲　受診炊暴　下士以下食事　体

操娯楽運動葬儀酒保治療中の
俘虜　回復期に於ける俘虜

板東俘虜収容所全景　所内の景噛俘虜・，

将校の集合．准士官の集合　下士卒全部

の集合将校収容舎’将校収容舎室内

郵便物検閲：、小包郵便物の交野．診断

’炊事場二二焼場菓子製造場腸詰製造場

洗面所及洗濯場　運動（其L其2）娯楽

花園栽培　酒保

大分俘虜収容所　俘虜全部の集合　将校

収容舎将校舎室内　下士卒収容舎室内

事務室　小包郵便物の交附・受診　食事1

運動　娯楽（其1，其2）・葬儀　酒保　治．

聾心の俘虜（大分衛戌病院）．・

福岡俘虜収容所　全景　俘虜全部の集合

将校収容舎将校舎室内－下士卒収容舎

下士卒収容舎室内　事務室’郵便物検閲

小包郵便物の交附受診　食事炊嬰
運動，娯楽　酒保　治療中の俘虜（福岡

衛成病院）

久留米俘虜収容所　俘虜全部の集合（其

1，其21将校舎室内　下士卒収容舎　下

士卒収容舎室内　事務室　郵便物検閲

小包郵便物の交附　受診　炊嬰食事
運動（其1，其2）娯楽（其1，其2）・水浴，

散策葬儀’湾野中の俘虜（久留米衛庫

病院）　　’　　　　，　1

　附録　俘虜製作晶　俘虜銘々票及其格納

’函　俘虜情報局事務室　　　・／∫t．
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　　　　、シベリア出兵
　　　他の戦争の写真と比較してこの項の写

　　　真は鮮明なものが少ない。

4q8　西伯利事変記念写真帖　鞍下栄松撮

　影帝国軍人教育会編大正通信社大
　8．11珊’26×39cm．定価25円

　　　　　　　　　　　　　　　〈412－53＞
　　浦塩斯徳拳及同市街全景パノラマ写真

　大正7年8，月22H鉛直第5戦隊旗艦肥前

　艦上に於ける各国連合軍主脳．浦塩派遣

　軍司令部に於ける大谷大将と其幕僚　浦

　塩二品氷室の帝国軍艦石見　耐塩入港の

帝国軍艦軸（其1一其3）結氷中φ瀧

　に於ける帝国軍艦朝日と石見　雪の浦塩

キタや肋や面素の皇猷の舳領事
　館　氷海中の朝日艦　浦塩氷海中り英艦一

と青島雨氷海中の石見浦晦入港の
　米艦ブルックワン号　浦塩の帝薗軍艦石’

見浦港に於1才そ英艦と米豊浦儲兵

会の郵便局占領　本願寺に集りし各国軍

三二官及び各領事　青身事件・浦晦海軍

桟橋　邦人殺害　我陸戦隊上陸の当日

我陸戦隊上陸の布告文　英国領事館前の

英国陸戦隊　帝国領事館後庭　浦塩本願．

寺別院　プラチナ館，プラチナ館前庭

仏国領事館　日本学校　我陸戦隊に対抗

せる赤衛軍　残陸戦隊の糧食　我陸戦隊

の炊事場我陸戦隊本部実況視察のた・

め来浦の山川参事官及び斎藤第3艦隊参’

謀長の乗艦疾風．氷の閉塞よD．解かれた

る帝国軍艦朝日　帝国領事館の信号室

支那軍艦海容の浦塩入港　支那軍艦入港

す　山川参事館及び斎藤第3艦隊参謀長

実況視察の為あ三浦浦港の各国軍艦

．4エック三浦塩至錯浦回三会本蔀

　佐世保鎮守府陸戦隊の上陸（其1～其3）

　二番川丘上に於て教練を狩いつ・ある我

　陸戦隊非番中隊　温和派示威行列　チェ

　ック軍我国の厚意を感心す　浦港在民帝

　国軍艦朝日艦上の運動会帝国嶺事館後

庭に於ける我陸戦隊の相撲撫隊の端
　艇競漕（其1，其2）ブラゴエシよンスクノ

　’「た於ける過激派軍の最：高幹部　チェック

　軍の騒起（其1～其14）赤衛軍兵士の葬

　蟻（其1，其2）連合警衛連合巡羅兵

　独填俘虜、陸戦隊の新兵舎　我陸戦隊兵’

舎の移転我海軍の救護班（其1，其2）

　陸戦隊の新兵舎　チェック軍司令部各指

　揮官横須賀陸戦隊の詠唱（其1；其2）

　浦港碇泊の第25駆逐隊　英国陸軍の上陸

　式（其1～其3）、陸岸繋留の帝：国軍艦肥前

　仏国陸軍の上陸式（其1，其2）我陸軍の

　上陸（其1”一頃10）我陸戦隊陸軍の交代

式陸戦隊の撤退（其1一．其召）総領事鈷

前に於ける居留民参集　チ軍の軍馬徴発

沿海州自治庁　大谷軍司令官上陸（其1，

・其2）米国陸軍上陸式（其1L其3）　我陸

戦隊去る　聖旨を奉じ侍従武官向井海軍

少将浦港上陸す　聖旨を奉じ向井侍従武

官浦塩市内を遮視中の光景　向井侍従武

官の浦港市内巡視’向井侍従武官の進察

（其1－L其3）「我軍の浦：塩上陸我浦塩派

潭軍司令部の正面　我軍隊の行軍　浦塩

に於ける我陸軍弓馬揚陸直後の光景・浦

一兵姑病院内門別室の光景　浦塩に於け

る我陸軍々需品揚陸後貨車積載前の集積

光景　露国飛行船格納庫　二番川附近に

於ける露国軍需品の集積場　ニコ『リスク

露国兵営内の炊事場　ニコリスク停車場

有蓋貨車内あ生活　ニコリスク兵営兵舎

．内部の景　ニコリスク兵営内の壁画（其

1・其2）畏き辺より御差遣ありたる尾藤

侍従三三～くバズカ駐屯軍隊に聖旨令旨を
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伝達する光景　我陸軍飛行機格納庫の内

部　スパスカ露国陸軍飛行機格納庫　ス

パスカに於ける我野戦病院　スパスカ野

戦病院収容傷病兵に対し侍従武官聖旨令

、旨を伝達す　スパスカ陣軍兵営所属教会

堂　鳥蘇里地方に：於ける市場の光景　ク・

ラPtフスキー戦闘忙於て泊め使諭したる

装甲列車　グラエフスキー戦場の一部

・（其1～其3）　クラエフスキー停車場南方，

約八百米にある高地の一部　クラエフス

，キー北方高地に於て』チェック軍の構築し

たる散兵壕　クラエフスキー戦闘恋敵の

退却に当り破壊したる鉄道橋　クラエフ・

スキー北方高地に於て仏軍の構築したる

散兵壕　戦場に於ける各国軍将校，チ；

ック軍の砲兵　ババロフスク公園に建設

しあるムラムイエファムールスキー伯の

銅像　黒龍江河畔ハバロフスク市大通及

ババロフスク市の船着場　直黒二州を蹴

’破偉勲を馳せたる騎兵第12連隊のハバロ

フスク帰還行軍　感状を授与されたる将

校と其直属上官ハバロフスクに於ける
；ヒ窟厩舎の工事　建軍と協同動作をとり

偉勲を挙げたるガルムイコフの率ゆるウ

スリーガザック個我軍隊と協力善戦せ

しカルムイコフ大尉と其部下　黒龍江に

架したる黒細線鉄道橋　日本基督教青年

会の戦地に於ける活動　戦地に於て活動

しつ・ある日本基督教青年会慰問部の貨

車　ババロフズク海軍根拠地　歯獲河川

砲艦（其1，其2）黒龍鉄輪の墜直黒龍

鉄道沿線φ風景く其1，其2）　我直土窟厩

舎を構築の光景　我軍議営為として野菜

あ蓄積　我軍冬営用薪炭の準備　露国少

年の通訳・鳥奥海ウヤゼムスカや駅に於

ける聖旨の伝達光景　黒龍線アルハラ駅

　に於ける聖旨伝達の光景伺ポチガレー

四駅附近の森林’同其周囲の松林　原野

に進む牛群　黒龍沿線の農家・ゼーや鉄

橋正面　同側面　ゼーや市附近敵運送船

g）撃沈　ブラゴエチエンスク市街全景

同市に於ける馳義軍に聖旨伝達の光景

同帝の全景　同市に於ける山田支隊司令

部　同市黒龍江江畔の波止場　同市埠頭

の光景．．歯獲せる防楯火砲を有する装甲

貨車　同野砲．黒隠線アルハラ駅に開設

の我無線電信所　東清鉄道南貴賓車の内

部　同其外形　ハバロフスク停車場　ク

ラエフスキーに於ける過激派軍の戦死者

イルクーツク市に於けるチェック軍の葬

儀ババ戸フスク市に到着せる第12師団

長　アムール地方血忌の集積’戦死機関

士の墓標　破壊せられたる過激派軍三塁

列車及侍従武官乗用列車　チL．ック軍の

休養　戦線に於ける仏領安三兵　二軍の

監視の下にあるスパスコ．エに於ける二二

俘虜収容所，下ヴィノスキー乱軍連合野

戦通信所　ウシヤコフ（チェック軍参謀

長）の死骸　バイカル駅附近破壊貨車

バイカル駅39番トンネル破壊　バイカル

湖チiック軍渡船場バイカルに於ける

チェック軍の砲兵陣地　チェック軍病院

列車の内部　チェック軍用貨車扉②絵

貨車に塔載せる歯獲装甲車　プラゴエ市

砲兵営舎を占領せる邦人義勇団　チェッ

ク軍列車ホテル　三兵イルクーツク鉄橋

を修繕すアムールコザック軍司令官と

ブラゴエ反過激派司令官ニキチン　スパ

スカに於けるガイダ将軍

409西諺利亜出征記念写真帖・岐阜市

　瀬古真二　大8．1248p　18×26cM’

　　　　　　　　　　　　　　〈419’r一　143＞

　〔歩兵第68連隊のシベリア出征中の写真〕

410西比利三三fT記念写真帖二本電報
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通信社編　名古屋　日本電報通信社名古、

．屋支局　大8．222枚　15×23cm

　　　　　　　　　　　　　〈419－124＞
〔第3師団のシベリア町回の写真〕、．

411．西伯利出征記念写真帖（尼港写真実

写）田井市雄　水戸　写照館　大9．11

　14枚　19×27cm　1円50銭　　＜423－17＞

41’Q　西伯晒骨出征第一四師団記念写真帖

　関幸之丞撮影宇都宮　星野屋、大9．9

50P．22×30・m三極3内50銭〈412－94＞

て第14師団のシベリア出兵に同行した下

　野新聞従軍記者が編集したもので，絵画

　も一部含まれている。）・

，413西比利に於ける第五師団の状況写真

　帖（自大正8年8月至大正9年7月）広島市’

　第5師団司令部　大9．ユ245枚’27×40’
　cm　非売品　　　　　　　　〈416－i1＞

　〔第与師団の宇品軍港からの出発に始ま

　り，．シベリア各地を転戦の状況，iシベリ

　Lア各地の興俗●風景の写真も収録してい

　る・）　　，’

414酉町利亜派遣軍記念写真帖　帝国軍

　事写真会　大9．1159p　23×30cm非
　売品　　　　　　．：　，、　　〈412－98＞

　〔大正8年4月，第i4師団がウラジオストッ

　クに上陸，それに従軍し撮影したもの。〕

　　派遣軍の主脳　第14師団司令部　第14

　・師団の出征第5師団の出征第14師団

　ウテジオストック上陸　ウラジオ冬トッ．

　クの軍事機関　西三三亜の菊花祭　一番

　川守備二番川の固め　ロザノラ・ガイ
　ダーの対戦　西比利亜内地あ習俗，丁丁

　利亜兵舎生活　盛夏の勤務捕虜　紀和
　派の宣伝　陣中の歳末　導管台と飛行機

　守備地の日当　悲惨なる回忌利亜　アム

　ール市司令部　我砲兵隊の活動　武市を

　撤退す　ウラジオストックの戦争　開戦．

　第一砲　武装解除要求　過激派本部攻撃

　（其1，其2）　恰府幼年学校附近の激戦（其

　’1，・其2）　三面停車場の惨状　出府停車場

　附近の壮観と惨状　寄島車山攻撃砲兵陣

　地，内藤技隊第2中隊長の戦死　ロ合府兵

　姑部附近の戦闘・ll三三西部兵営の激戦

寄薩勲ρ戦闘（其1，其2）輝旗と我

　憲兵隊g）奮闘　恰府の無線発電所　敵？ff　．’

　軍火薬庫の爆破　砲火を冒して‘我海軍

　の砲撃　破壊されたるアムール鉄橋　装

　甲列車の活動　バンゴや附近の遭遇戦
　クラシナアンッカ附近　敵屍を葬る　二』

　コロナレキサンドロフカめ占領　フタラ

　イスイゴの戦争　ニコロアレキサンドロ

　フカの戦争　亡戦友に別離を措む　nA府

　大招魂祭　守備各地の平日　慰問袋と酒

、保ウラジミロフカ方画の守備兵器廠

　と糧抹廠　スパスカヤの戦闘　戦闘後の

　尼市、尼港尼港招魂祭過軍の暴虐
　オzン鉄橋の修理　我軍と共に避難する

　ブレヤード村民等’黒二河の結氷’オノ

　ン鉄橋巡視のセ山回ノブ将軍　土民のな

　りわい　西面利亜各地の風俗　狙撃砲隊

　三軍村民を賑はす　仁義の軍　ウラジオ’

　ストック港より母国へ　凱旋帰隊・宇都

　宮停車場においそ

415　西高利車派軍記念写卑帖』ウラジオ

　ズトック　諸岡写真館本店・大7．12

　100p　22×31cm　〈412；一50＞・’
〔英文書名：War　picture　album　expen－

　dition　to　Siberia．英文の説明も付いて

　いる。〕

　　派遣軍関係者13名肖像　ウラジオスト

　ック・日本帝国総領事館　ウラジオズト
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ック港内に於ける英米国派遣軍艦・ウラ

ジオストック港内の軍艦石見　連合艦隊

ウラジオストック入港当時諸名士の記念

撮影　ウラジオストック市街　在留民第

一犠牲者石戸清一の葬儀ドチ土ック軍戦

死者の大葬列　ウラジオストック市街戦

に於げる過激派軍戦死者葬儀の大雑踏

同労働者団：日・英・米・チ・下五国連

合国兵の警備　同一羅の光景　温和派戦

死者の大葬列　連合軍の活動’ウラ9オ・

ス・トック本願寺に於ける地久節奉祝余興

観覧する在留国民　ウラジオストックに

於ける御用船鳳山丸・日本赤十字救護班

上陸　ウラジオストック・エゲリシェー一一・’

ド日本救護班病院本部全景　ウラジオス

トック日本赤十字救護班あ活動英国陸

軍チェック軍本部前に於いて敬礼交換の

光景　大正7年8月9日仏国陸軍上陸　仏

国御用船アンドレーボン号　仏国陸軍々

楽隊　仏国の一部安南窓　帝国陸軍のウ

ラジオズトック上陸（其1～其4）帝国陸

軍　ウラジオストック・チェック軍本部

前通過（其1～其3）帝国陸軍ウラジオス．

．トック市街通過（其1ん其4）帝国陸軍の

兵舎到着　帝国海軍ウラジオストック陸

戦隊の帰艦（其1，其2）大谷司令官のウ

’ラジオストック上陸（其1～其3）層米国御

用船ワーレン号入港　米国陸軍リウラジ

オストック上陸（其1～其3）進軍中の日

仏軍・ドボスコーイの追撃戦　鳥野里線

所見　鳥蘇里に於ける米国兵　烏蘇里線

に於げる我軍　西下利亜内地所見、我騎

’兵隊ハバロフスク市に入る　宮内騎兵連

陵幹部　ババロ、フスクの我軍　大井師団

長ババロラスク下市　ハバロフスクの我

師団司令部（幼年学校の建物1ババロフ、

スクの荘観・師団長官舎を出る大井中将

師団長官舎　将校集合所と博物館　露国

帝国銀行　ノ〉．バロフスクの二言・市役所

二・コライ会堂警察本部㌦博物館堅め大

砲　アレキセーフ大鉄橋　小倉第14連隊

ハバロフスク入る　ババロフスク所見

ザウヒターや河畔に於ける12師団幹部

12蜥団司令部三乗の列車オプーラチ駅通

過　破壊されたるザウヒターや三橋　三

軍のザウヒターや河海渉　黒龍三口ポチ，

カレー一’ウオ駅　四一聯隊航行中の我砲艦

秋の白樺ブラゴ手シチェンズクに於け

る大井師団長　我軍の獲物　第7師団サ

nリンホり果龍江を早り対岸ブ市に入る’

アレキセーフスク唱酬構内『 Aレキセー

フスク市方面に於ける独懊及過激派軍捕

虜　12師団司令部列車　我軍を満載しコ

白ンボ号武市黒龍江岸を離れる　・ミパイ

ル町回ノフスカや村　第12師団員の一部

陣中閑日月・我軽重兵トロッコにより物

資を軍搬す　ハバロフスク市埠頭尾藤

侍従武官ババロラスク駅に到着慰問議

員団の到着従軍布教師団8名：落合軍

医監　カルミコフ軍々旗授与式　ハバロ

フスク平成司令官カルミコフ将軍本部

自動車上の将軍　野戦病院　黒龍江岸の

・風光　ゼーや河岸の風光　招魂祭に臨場

の大谷大将（其ト其3＞ハバロフスクに

於ける招魂祭（其1～其7）・・ウラジオスト

幽ック日本赤十字社救護班の活動（其1～其

4）　米国赤十字救護班め活動　戦地の祭

日　イマン駅の日露鉄道守備隊　ウラジ
＼’

Iストック港

　　　人　　、物
特定の入物を主題にしたものと，肖1

像写真を集めた写真帖とを，ここに

収める。tt天皇については，皇室の項

に収めた。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横手落城の惨劇　沼由香雪女史’沼田瀬

416秋田戊辰勤王記念写真帖　戊辰勤王　　　兵衛op陣羽織　胴服　短刀鉄扇　三徳’
　記念展理会編’・秋田　片谷千代松　大4．　　　興風集　沼田字源太の太刀　横山喜四郎

　1133p　15×22cm　95こ口　〈21－427＞　　　の短刀　三三公の御感状

〔饗した人物と遺品の写真〕　　　戦没の四勇士左回有多の絵像脚の

　　恩賜の単二杢と御剣．明治天皇陛下恩／／　　書簡　樋口長吉の紋服　皮胴　銃　瀬谷

　賜の御直衣、．同御剣’　・　　　　　ttt、　和三郎の胴着　御感状　宇野金弥の絵像

　佐竹義尭公の御賞典と義修公　義発公・　　．茂呂太郎太夫の兜

義修公　御賞典状　　　’　　・・　　　　’　諸士戦役の記念　当時の遠山直太郎　太

佐竹義甲公の御出陣　陣抱被　陣笠＝指，　刀　従軍章　島田鉄吾の軍功書太刀

平野　戦功御沙汰書　　、　tt　　　　』　tt、成田直衛の木刀　狩野良知の陣笠　応徳

竺竹義尭公と儲君義修公・附記八坂艦の　　　蔵の陣笠　佐竹大和の軍扇　中田太郎蔵

御試乗　義就公時代の御書　義尭公の御　　　の要心兜

町義尭公の御書　　　、　　　　、　一秋田城の面影　同・
奥羽鎮撫総：三九条道這這・狸々忌地御定

戸沢中務べ御下賜の韓旗所用の職　’露国神柾面，側面幽幽柾面面
佐竹壱岐守へ御下賜の拳銃と御沙汰書・『　　面　斎彬公銅像　久光公銅像　忠i義公銅

勤王の御沙汰と小野岡義礼並に荒川三種　　　像斉彬公〔画〕久光公〔画〕忠義公

勤王の御沙汰書小野岡義礼小野岡義　　　〔画〕西郷先生〔画〕大久保先生〔画〕

椀纏府の齢書荒川薙購瓢「旧邸並旧臣ケ崎邸本館三田．忠重
鍵嶽の遺畠、論養曇りil井のtt望難母男忠秀騨子二男晃久

和歌及俳句合装　吉川忠行の面影　川井，

琳の鐙柵樋亮備書と1指揮旗418雌名士写真其・，2撤近世
1荒川二種の和歌色紙　　　、　　　．』　　　・，名門写真頒布会　2冊　40cm　オリジナ

奥羽遠征四将の論大山格之助の書翰．　ルプリ湘占込・2・枚　〈427－53＞、

・山本：三雲介の書翰船越洋之助の書翰　　、・〔写真の溶き．さは27×21cni。肖像写真一さ

藤川能登の書翰、　　　．　　　　　　　　　政治家，軍人を中心にじたもの。　「中川

監軍中安泰治と添田清左衛門・中安泰治　　　七三郎氏秘蔵写真」と表題に記載があ

ぺ下賜の御感状　藍軍換．菊章旗』添田tt　　　る。’〕「

業晒陶鰍騨詠懐章　呈奨・岩倉具視卿西鞭閣下，
平田・告川・忠岡の三先生・初岡敬治の　　　木戸孝允侯　大久保利通蜘　佐佐木高行，

詩書』吉川忠安あ写（道実公御肖像）　平　　『　閣≠「福岡孝弟閣下　伊藤博文閣下仙

磯肖像（大�ﾌ写と，tt”県臣下西郷従道閣下三四藺
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下　井上馨閣下　西園寺公望　山本権兵

衛閣下　寺内正毅閣下原敬閣下　高橋
楚清閣下．三浦奎吾閣下　加藤高明閣下

若槻礼次郎閣下　田中i義一閣下　浜口雄

幸閣下・犬養毅　斎藤実閣下　岡田啓介

閣下』黒田清隆閣下　大木喬任閣下　山tt

佃顕義閣下　副島種臣閣下　品川弥二郎一

閣下　桂太郎　小村寿太郎閣下　曾諭旨

助閣下　伊東巳代治閣下　金子堅太郎閣

下　後藤新平閣下　青木周蔵閣下　平田

東助閣下』楠本王隆閣下・野村靖閣下、・

大山巌　川上操六閣下　野津道貫閣下

黒木醤油閣下1奥保翠閣下、長脊川好道

閣下　川村景明閣下　児玉源太郎閣下’

乃木希典閣下　上原勇作閣下　村田経芳・

閣下．伊東面心閣下．東郷平八郎閣下

井上良馨閣下’上村彦之丞　片陶七郎閣

下伊集院五郎閣下加藤友三郎閣下
島村速雄閣下　出羽重遠閣下tt

　其　2

　谷千城閣下　曾我祐準閣下三浦梧楼

高島三之助閣下　佐久間左馬太閣下　川‘

村純義閣下　仁礼景範閣下　樺山部面閣

下　佐野常民閣下・下瀬雅允先生　大村

益次郎卿・広沢真臣卿　森有礼閣下　星

亨閣下　大隈重信閣下、後藤象二郎閣下
板垣退助閣下　陸奥奉光閣下’．中島信行

閣下　加藤弘之先生　元田永孚先生　福’

一面諭吉　杉浦重剛先生　新島嚢先生高

崎正風閣下　菊池大麓先生　島田三郎先

生　河野広中閣下　大東義徹先生　尾崎

行雄閣下　広瀬武夫君　橘周太君　福島

．安正閣下　渋沢栄一閣下、沖禎介君　横

川省三君　谷村計介君　近：衛篤麿卿1黒

田長成閣下　蜂須賀幽回閣下　坂本龍馬

中岡慎太郎先生佐久間象山先生　梅田

雲斗先生’吉田松陰先生　東久世道禧卿

’高杉旧作先生　小松帯刀閣下　徳川慶喜

勝安芳閣下　榎本武揚閣下　大鳥圭介閣

下山岡鉄太郎＼大久保一二閣下島津

久光侯　毛利元徳　山内豊信侯　松平慶

永侯　徳川昭武侯　鍋島直正侯

419　近代名士め面影第1集　矢部信太

　郎烏竹畠社大3ユ0’100枚20×27

　cm　一　．　g419－34＞
　〔肖像写真ど略歴とを紹介〕

　　伊藤博文伊藤平左衛門　伊藤鶴吉

　伊東砧亨　伊臣忠r　岩倉具定　糧辰己

　井上良智　稲垣瀬次郎．今村二二　池田

詮政池田成章服部法嗣聯本源
　田真義林董　浜田市助層萩原守一　長

　谷場純孝　西尾京子　本郷貫之助一東条

英教’遠山稲子御金一時重初熊
　千坂高雅大村仁太郎　大三輪長兵衛
　岡沢精　奥山義章　奥村五百子　荻野吟

　子渡辺辰五郎『嘉悦氏房　貝島慶子

　桂太郎　桂秀馬　亀井英三郎　梶浦重蔵

　谷干城　谷森善臣　高橋秀松　高木三郎．

　田中建三郎　田中苗太郎　田中治平tt田

　中祐三郎　田村利七　玉置半右衛門　武’

　石浩破　中野初子　中村秋思　中沢彦吉

’名村泰三　南部次郎　峰生寅　乃木希典

　熊谷直彦ご山川二葉　山田久米子　三座

　円次郎　八木離　曲木霊長松井直吉

　増野助三　古沢滋　藤田小太郎　小疇伝

　小村寿太郎　小柴市兵衛　江頭倒木郎

　円城寺清　寺原長輝’寺島直「新井有貫

　雨宮敬次郎安西徳兵衛　沢辺琢磨　坂

　本則美桜井規矩之左右　鮫島員規　木

　村旧辞　湯地丈雄　由利公正　三井三郎

　助　三浦安　斯波蕃、柴田承桂　柴山五

　郎作　島貫兵太夫重野安野’重松翠

　下村房次郎、下山順二郎　下瀬雅允　平

　林九兵衛樋口彦四郎菱田三男治本
　野盛亨　鈴木唯一一一・　’．　　　　－M’　ttt
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420　京浜所在銅像写真　第1輯　人見幾

　；三郎著諏訪堂tt明43・521枚21p
　28cm　定価80銭　　．　　tt〈22L538＞

　〔撮影：人見幾三郎，各像の略伝及び解、

．説：星野仁一郎〕・

　・有栖川宮二二親里殿†　北白珊宮能久

　親王殿下　大村益次郎　川田小一郎オ南

　木正成　山田顕i義　西郷隆盛　善計　小

　菅野淵．瓜生岩子’後藤象二郎　渡辺辰

五郎　川上操六　西村勝三　陸奥宗光
　品川弥二郎’西郷従道　川村純義　仁礼

景範　井：伊直弼　広瀬武夫並杉野孫七

村墓地に向ふ　三三大井村谷垂墓地に着

す　霊枢埋葬の光景　鳴呼英雄永へに眠

る谷垂の墓地　秋津：戯画横須賀港に入る

霊枢小蒸汽船に移乗す　霊枢上陸の光景’

三三新橋停車場に着し勅使参向の光県

、直面新橋停車場を出づ　新橋停車場前回

’枢行粧進行の光景（其1，其2）．土橋附

近通過の霊枢行粧及拝観者群集あ光景

・（其1セ其6）霊四面南坂官邸に入る『霊

枢霊南坂を上る　霊討論に於ける霊枢行

粧、三冠坂に於ける三三三三．霊枢官邸

門外に着す、霊枢三三三宮邸に着す

421剣道家写真名鑑　京都剣道家写真
　名鑑刊行会大13．8　70枚　22　k　30cm

　非売品　　　　’　　　　　〈419－158＞

　〔武徳会創立功労者・教士・精錬謹の肖像

　を収載〕

423高齢者写真名鑑　大日本敬老会編、

　竹森二十二　大14．9107枚　264p’非

　売品　　・　、、．　　　　，〈166－336＞

・〔大正天皇の銀婚式を記念し刊行したも

　ので，全国90歳以上の方々の顔写真を収

　載。〉

422故伊藤公爵国葬写真帖こ小川一真撮

　影・小川写真製版三明42．1149枚

　32cm　一　”〈83－429＞
　〔勅書，恩諌が初めにあり。〕

　　日比谷公園内斎場先着者休憩三景其

　1（杉子爵，井上公爵，桂侯爵）其2（英国

　キチナー元帥，徳川慶喜公，九鬼男爵，

　松方侯爵）’其3（大隈伯）　霞ケ関附近通

　過の葬儀二二（先駆軍楽隊，儀杖兵2）

　真榊　白旗　祭官銘旗等　勲章捧持　霊

　枢　親，勅任官・山県，大山，伊東，小村

　葭ケ関附近通過の葬儀行粧　霞ケ関附近

　拝観者雑踏の光景　葬儀三二斎場に着す

　（其1～其9）二二を斎場に安置す　斎場

’に於ける会葬者休憩の光景　遺族参拝の

光景　勅奏任官其他参拝の光景・斎場内

雑景（其1～其3）i日比脊公園斎場前拝観

　者雑踏の光景　丁丁遺族斎場を辞．し大井

424御大金言弓念帝国の選良　菊地万　帝

　国の選良社　大5．110，227p　26×34cm

　定価10円　　　　・　・　　　　　〈412－7＞

　〔御大典を記念して，第12回総選挙で当選

　した，衆議院議員の略歴，肖像を収載した

　もの〕

425三一会紀念写真帖江木写真店大
　13．g　40枚　8p．20×27cm　＜423－155＞

　〔明治31年の東京帝国大学卒業生が，卒業

　後25年を記念し刊行したもので，各人の

　肖像と署名を収載。〕

426世界的漏出人大隈侯記念写真帖大

　木栄助昇山堂出・塚部大11．2、58p

　100枚・12×20cm　定価1円50銭

　　　　　　　　　　　　　　〈394－166＞

　〔略伝が58ページにわたり付いている〕
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　　正装の侯爵　衣冠束帯の侯爵・庭園の

　侯爵　ガウン姿の侯爵一最近の侯爵夫妻

、侯爵寡の団樂早稲田邸の正門，庭園

　侯爵遺愛め仁王尊　故母堂の発願で迎祀

　せられた伏見稲荷’恩賜の丹頂の鶴　侯

　爵の生れた佐賀の家　青年時代の侯爵

　潭難当時の侯爵　遭難前後の侯爵　母堂

　と侯爵　フロックの侯爵　侯爵夫人　お

　装束の夫人閑院宮殿下瓦乃木大将と侯

　爵1伊藤公と侯爵．板垣伯と侯爵　寺内

　伯と侯爵’松方侯と侯爵，ブライアンβヒ

　と侯爵　米塩の富豪と侯爵・南極探検家

　白埴中尉と侯爵　田中正造翁と侯爵　侯

　爵と後藤東京市長米国実業家と侯爵
　銀像の侯爵・温室内の侯臨庭園散策の

’侯爵　芝公園の侯爵銅像　月一会の侯爵

　の談話．尼港遭難の演説会　華盛頓選手

　と侯爵　侯爵の真蹟　七言絶句とローマ

　字侯爵蓄音機の吹込令孫信幸ざん
　容体を気遣ふ門前の雑踏　侯爵邸C！）病室幽

　侯爵邸のお台所　御見舞の不江侍従長

、平癒祈願の大話を翻せる早大生　絶望の

　容体を発表する稲田博士　危篤に驚く早

　大生，同行路の人勅使侯爵邸に至る

　皇后陛下の御使　御弔問の久魎宮殿下

　弔問の井上元帥　弔問の野田血相　弔問

　あ加藤高明子　弔問の尾崎行雄氏　弔問

　の島田三郎氏　延暦寺の弔問僧　新井石

　禅師の弔問　弔問の女子大学生　いたい一t

　けな弔問客　棺前論ゐ供物，喪主　儀侯

　兵玄関を出た霊鳥前壷を見送る喪主’

　お別れにそ・ぐ涙の雨　正門を出た霊枢

　九段坂下に霊枢を見送る早大教授連　濠

　端を通過する霊枢　霊枢日比谷祭場へ．

　葬祭場に着せる霊枢葬祭場の参拝者
　葬祭場の早六学生「葬祭場の論点　祭主・

　千家尊弘男の祭文朗読　葬祭委員長の宮

　、内大臣　名刺受付箱　葬祭場の花輪　活

動写真撮影護国寺の山門，同観音堂、

墓所め二二祭，護国寺に着く三三　護国

寺墓箭に燃ゆる大蝋燭墓前祭の喪主

埋葬式、埋葬の刹那　護国寺の墓標，墳

墓　お墓守飯塚朝次郎翁　早稲田大学正

　門，同恩賜記念館　校庭に於け、る侯爵の

　演説　恩賜記念館内物理案験室．早稲田

　大学高等予科早稲田大学附属高等学院
　（本館，晶晶2号教室，二三3号第4三教

　室）

427孫文先生東遊二丁写真帖（大正2年5

　月）品川仁三郎神戸　日華日報社．

　大2．611p　16枚　22×31cm〈407－69＞，
　〔大正2年5月孫文来日の際の写真で，’日程・

　が付いている二〕

　　孫文先生肖像　舞子二丁堂別壁歓迎の

　図ト神戸市歓迎会　神戸在留華商歓迎宴

　会中華国民党神戸支部歓迎，神戸同文

出始観記念自動車上φ孫文先生於
　川崎造船所埠頭孫文先生　川崎造船所歓

　迎記念　大阪在留華商骨導記念　中華国

　民尭大阪支部歓迎記念　大阪経済会歓迎’

　宴会　大阪毎日新聞社観覧記念　中華国’

　民党横浜支部歓迎記念　東亜同文会長故

　公爵近衛篤磨卿墓前　東邦二会歓迎会記

　念・自本貿易協会歓迎会記念・川崎造船

　義兵三分工廠製造鉄路用機関車　川崎造’

　船所製造帝肉軍紀平戸「

428答礼使御来朝記念写真帖’上巻
　大阪毎日新聞社綿，東京日，日新開大

　11．3～61冊（合本）21×31cm

　　　　　　　　　　　　　　〈423－87＞

一〔撮政宮殿下のフランス御訪問に対して

答礼使として来日9nた沸ッフル靖自巾

　の来日中の写真帖〕，

　　上巻・マルヌの巨入ジョ，、ヅフル元帥
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平和の使節ジョヅフル元帥、乗艦モンカ

ルム号入港　横浜港上陸の日　入射当日

の東京駅　岩崎別邸における一行，宮城’

参内の日　東京市歓迎会記念撮影観劇

会と勢門の歓迎劇靖国神社参拝一日仏

交歓大音楽会』モ号乗組員と雪の元帥tt

横浜香蘭女学校訪問　両議院参観　贈物

の羽子板と甲冑’桃山御陵参拝　京都夫

学訪問　同志社大学訪問　高島屋呉服店

における夫人令嬢　京都の歓迎宴　奈良

観光（其1～其3）大阪城見物　大阪市庁

訪問歓迎宴へ　大阪市の歓迎宴　神戸市

訪問’日仏協会主催の歓迎宴と舞踏会
宮島観光と江田島兵学校訪問　釜山上陸

429日本弁護士写真帖今井賀照門文
　献社・明36．889枚18×25cm定価
　30銭　』　　　　！　．　『　・　　　　　　　　　　〈83－245＞

　〔凡例に「写真登載ノ順序ハ日本弁護士協

会発行日本弁護士名簿二三ル」とある1

430　日本留学生紀念写真帖　第1号　郭漢

、悼編　韓文善　明43．3．50枚　20×27

　cm　　　　　　　　　　　〈特55－15＞

　〔朝鮮半島からの留学生の肖像写真〕

431乃木院長記念写真帖　牽習院輔仁会

　編　審美書院　大2．9100枚　39cM・’、．

　　　　　　　　　　　　　　　〈410－26＞

　　第1筆蹟の部　教育勅語　軍人に賜は

　りたる勅諭　学習院学則（其1，其2）台

命を奉じて書せられたる中朝事実の一節

祈年祭の祝詞の一節　夫日出志郷　天下

之勢質地而文末也　唯不知退而守其廉

、将帥之仰言　売残所四四’所貴於士者以

其厚手也　皇師百万征丁丁　爾霊山険壼

　難饗（其1，其2）養子之弊尚臭’盛名功

業世皆欽　あなたふと弦巻山0）二二富

岳聾千秋　夫以博識　広瀬中佐を祭る文・

二瀬勢也　千五百秋の，西伯利亜雑詠

さやかなる　夕立に　いぶせく．も、八字

横双角　東西南北幾山河，神州在大地之

東学者違乱・大君の’埋木のあなた
ふとけふあたふとさ　駒とめて層ほと・

　ぎす　ときならで　ともすれば・あさな

夕な／一わするなよ　花霞久和志ほこ

仰ぎ見れば　さみだれに先哲の詩歌を

書したる巻紙’院長及び夫人の辞世

第2肖像の部　陛母の全身写真「明治1σ

年戦役負傷当時の写真　伯林にて写せる

写真旅団長時代の院長「台湾に於て母

、堂の喪中に在る院長　師団長時代の院長

附中佐時代の院長　戦時胆の院長　令息

の写真種板を手にせる院長　平和克復当

時に於ける第3軍司令部員　東郷大将等

と同写せる院長　ストッセル将軍と同写

サる院長，入大将1学習院長室に於ける’

院長学習院長室に於ける正装の院長
市川遠乗の際砲兵々営にて写せる院長’

片瀬游泳地天幕住居の院長　片瀬游泳場
ttt

ﾉ於ける院長　游泳を終りて陸に上れる

院長　游泳学生と共に写ぜる院長（明治

41年）運動場に於ける院長（其1，其2）

三惑中東郷大将と共に写せる院長　ブカ

レストにて写せる院長（其1～：其5）大后

「習拝観中の院長独逸皇帝に謁見ぜる馬

上の院長　ルウマニや国手の命によりて

写せる院長の写真　バス勲章受領の際に

写せる写真’乃木号め手綱を手にせる院

長・学習院高等学科卒業記念写真（明治

40年）　学習院女学部卒業記念写真（明治

42年）学習院高等学科卒業記念写真（明

治43年）学習院寄宿舎第6寮第3回記
念写真（明証年！．轄扇面学科卒業

記念写真（明治45年）二重橋外に於ける

馬上op院長　亮去の日た於ける院長　三
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去の日居室に於て夫人と共に写せる写真』

第3消息の部明治10年戦役中樺山参謀幽

長に宛てたる書簡、参謀長時代の書簡

明治10年戦役中紙片に書せる命令　普蘭

店より吉田庫三に送れる元旦の試筆　明

治10年戦役の際清水少佐を見舞へる書簡

広島待命中吉田庫三に送れる書簡　遠乗

旅費辞退あ書簡　名刺注置の事を依頼せ

る書簡　病状を報知する連名宛の書簡

盛京省在陣の際吉田庫三に送れる書簡

秦皇島あ石を送れるを謝せる書簡　検疫

の繁褥なるを痛言して神戸より送れる書

簡　北海道土人の風俗に関して黒木安雄

に送れる書簡1．学界記念碑揮毫に関して

・共木安雄に送れる書簡　赤坂新坂町乃木

邸新築に関する書簡附設計図　那須野閑

居中桂弥一に送れる書簡　基督教信者に

なりたいと誤伝せられたる事を記して出

：石大佐に送れる書簡　那須野閑居中芦原

甫に送れる書簡　質素の意義に関する書

簡の一節　福禄寿の事につきて桂弥一に

答ふる書簡　能く咲きでの俳句を載せた

う書簡の一節　霜葉野花辺外秋の詩ある

書簡寄宿舎で楽しき事を数ふればの歌

ある書簡　山川町円転荒涼の詩ある軍事

、郵便　為何武運薦長久の詩を記して吉田

二三に送れる書簡　乃木家断絶の意志を

述べて桂弥噌に送れる書簡　落馬見舞を

謝せる端書　戦死の士卒に勲位を賜はる

べき事に関して一戸中将に送れる害簡
　　　　し
胡町野営軍記の事につき河合少蒋に送れ

る書簡　杉民治宛の書簡　端艇競漕会差

拍につきての書簡　遠乗の事につき河合

少将に送れる書簡　癒兵院長宛の書簡

病中の詩を録して一戸中将に送れる書簡

加藤清正陣門の材の事につき小笠原子爵

に送れる書簡　出雲旅行の状況を報ずる

書簡　皇孫殿下御教育の事につき石井教

授に送れる三三渡欧中松井主事に宛て

たる書簡渡欧中小笠原御用掛に宛てた、

る書簡　渡欧中寄宿舎第6寮に宛てたる・

絵葉書渡欧中輔仁会に宛てたる絵葉書

渡欧中白鳥教授に宛てたる書簡　遺失物

．に就いて黒木安雄に送れる書簡　佐佐木

高綱堅め揮：毫を謝して小堀靹音に送れる

書簡．馬の事につきて佐伯友文に送れる
書簡’ c中書記宛の書簡　遺族に宛てた

る遺書附遺書の別紙に見えたる学習院小

使に関する一条　桂弥一に宛てたる遺書

松井主事及び猪谷学生監に宛てたる遺書、

小笠原御用i掛に宛てたる遺書

第4雑の部　赤坂新坂町の院長邸　学習

1院総三部に於ける学生の通夜　莞去の室

に於ける院長夫人及び夫人の祭壇　院長

及び夫人の葬儀（其1～其4）青山に於け

る乃木家の墳墓　那須野石林に於ける院

長の別邸　同別邸に於ける院長の居室
学習院寄宿舎総：興部に於ける院長の居室

1附置寮部全景　総寮部に於ける院長の寝

室総寮部に於ける院長使用の諸器物
御下膓の銀子，七宝花瓶　先帝行幸記念

の榊　昌徳若宮殿下御下賜の銀花瓶　寿

町及び其の名札　克忠克孝の題字ある織

麦袋　剛兵が遺棄せる丁字鍬及び其の記

院長が自ら書き入れたる書籍若干江東．

百花園に於て院長が自書せる楽焼院長・

及び夫人が最後の時に使用せる衣服刀剣

432乃木将軍写真画報　関根虎雄．対局

　会本部．六15．1、1冊・49cm　発行所：

　乃木写真画報社　定価12銭　《421－64＞

433　乃木将軍写真帖

・本吉豊次郎　大2．9

’〔製本中〕・

附肉山野海の旅順

1冊　　〈337－139＞
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434，乃木大将景仰帖　帝国在郷軍入会本

　部編　ともゑ商会大2．6112p　23×、

　30cm　，　・　，’L　〈406－43＞

　〔乃木希典に関する写真帖。詳細な説明が

　付いている。〕ゴ

　　〔自筆〕教育勅語　将軍莞去当日の正装

　最：後の大将及夫人　大将の令息　大将及

　夫人最下め歌　遺言の条条（其1，其2）

　明治11，12年頃の三三の将軍（其1，其2）

　歩兵第1連隣長時代の将軍　歩兵第耳旅

　団長時代の将軍　欧洲巡回中伯林に於け

　る将軍（其1，其2）歩兵第5旅団長時代の

　将軍　1年志願兵出身将校会に於ける将

　軍　歩兵第1旅団長時代の将軍．日清戦

　役中の将軍　台湾総督時代の将軍（其

’1一；其3）．華族会館南庭に於ける将軍

’L，日露戦役出征当時の将軍　令息の写真種

　板を手にしたる将軍旅順陥落当時の将’

　軍法庫門に於ける将軍将軍の凱旋
　（其1，其2）大将の左足二部　マルセイ

ユ船上の将軍’英国倫敦に於ける将軍

　独逸皇帝に接見中の将軍　英国勲章贈授

　式後の将軍　西班牙公使官に於ける将軍

　学習院に於ける将軍　水泳場に於ける将

　軍　農夫姿の将軍像　将軍あ邸宅（其1，

、其2）将軍の愛馬（其1～其3）大将夫妻

　の葬列青山斎場式典埋棺（其1，其．

　2）墓誌　墓標　大将夫妻の墓碑乃木

』邸の斎堂　大将遺墨　遺詠

435『 許末ｼ家写真集　第1，第22冊（17

　枚，14枚）折本・（17×28cm，18×12

　cm），　．一　’　・　〈6－3，6－7＞

　〔オリrジナルプりントを貼込んだもので

　はなく，印刷されたものを貼込んだもの6

　朱書きで人物の紹介と写真の説明が遍い

　ている。　古典籍課所蔵。〕・　　　

　　第1〔冊〕『

　徳川慶喜・松平慶永，松平三保　阪本

龍馬　中岡慎太郎　栗本鋤雲　田辺太一

遣米幕府使節　大鳥圭介　勝安房　遣欧

’幕府使節（竹内一ド野守，松平石見守，京極

能登守，柴田貞太郎，森山太吉郎，日高圭

三郎）　（渡辺徳蔵，福田作田郎，高島謹

啓，水品楽太郎，岡崎藤左エ門1上田友助）

遣欧幕府使節（森弓太郎，福地源一郎，立

広作，斎藤大之進，高松彦三郎）　（山田八

郎，松木弘安〔後の寺島宗則〕），箕作秋坪，

福沢諭吉，杉徳輔1後の杉孫七郎〕）　阿蘭

陀派遣幕府留学生（西周助，津由真一郎，∫

赤松大三郎，遅漏鉦吉郎，肥田浜五郎，榎

本肇次郎，沢本郎左エ門，林研海，伊東玄

伯）木村摂津守　内田恒二郎’榎本釜

次郎一甲賀源吾　松岡盤吉　揖斐吉之助

板倉勝静　小笠原壱岐守　鎖港談判使節

（池田筑後守，河津伊豆守〔三郎太郎〕）

河田相模守〔貫之助〕，久世造幣権助，中井

弘1井上馨，大隈重信，伊藤博文　木戸孝　』

允，木戸夫人松子，江藤新平　小出大和

’「守，服部左衛門佐，矢田堀景三一永井玄瀬

頭

　第2〔冊〕

　島津斉彬　毛利敬親　島津久光・松車

応永　伊達慶邦　松平容保　上杉斉憲

松平定敬’牧野忠恭　心血直克　河井継

之助．宗重正　南部利剛　近藤勇　水野

忠徳　桐野利秋　徳川民部大輔　山高石

見守、向山隼人正　小栗上野介　伊藤圭

介勝安房　吉田松陰母杉瀧子松陰
兄杉民治．松陰弟杉敏三郎　松陰長駆

千代子　松陰音頭寿子　松陰三妹文子

436，李王家紀念写真帖　上野政吉編　半

島時論賛大8・1010枚31cm非売
　品・　　、　　・　〈333－82＞
　〔太祖大王1三三大王，三王殿下，三王世子
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殿下の略歴をハングルで説明。．附として，

李太王殿下国葬の写真がある。〕

　太祖大王　二丁大王　二王殿下　二王

妃殿下・二王世子殿下，梨本宮方子女王

殿下　永興略高殿，徳寿宮大詰門　昌徳

宮仁政殿，東京鳥居坂御殿、

　　　　皇　、　室・

天皇については区分し，即位順に収める。

437宮廷写真帖　田中万逸編　実業真友

　社大11．6、3p馳63枚113p　23×31

　cm　’〈416－47＞
　〔御所・陵等の皇室に関するもので，写真

　と説明とが付いている。〕

　　宮中正殿　宮中豊明殿　京都御所紫震

　殿宮城二重橋御車寄北御車寄東
　御車寄　東溜　西溜　千種の混晶庭　千

　種の間　正殿中庭豊明殿中庭の雪景

　賢所御前庭　賢所　振二三　i振天府御休

　息所，有光亭及二天府参考室側面　建安

　府．建藩府及旧府砲舎，建安府砲舎　建

　安府参考室三二舎，建安府御休息所　高

　輪東宮御所正門，御車寄　青山御所正門，

　御車寄　赤坂離宮正門，洋館裏遠心，倦錦

　閣前庭　霞ケ関離宮御車寄浜離宮正
　門，正門内渡櫓，大池北汀の景，中島南仮

　橋，中島の御茶屋及藤棚新宿御苑正門，

　旧御殿，旧御殿林泉，動物園林泉・京都御

　所全景，紫三殿，清涼殿　御三御殿前林泉

　仙洞御所醒花亭東北の景　二条離宮二の

　丸御玄関，御殿西南面　修学院下離宮蔵

　六庵より玄関西南面修学院中離宮二二

　軒二二客殿　修学二上離宮千歳橋　桂離

　宮御玄関　松琴亭名古屋離宮御玄関幽

　葉山御用邸正門，御車寄　沼津御用二本．

t’ @正門，御車寄　日光田母沢御用邸正門，

御車寄、日光田二二附属邸正門　伊勢神

宮，熱田神宮　明治神宮　畝傍山東北陵

伏見桃山陵　伏見桃山東陵『

438皇室写真帖竹中武三郎皇室写真
　帖発行所　大11．i？．8p　158枚．120pl、

　13×19cm’　〈182‘403＞
　〔皇族の生年月日，略歴が写真のほかに付

　いている。　また宮城・御所・離宮・御苑・

　御用邸・大廟・山陵・明治神宮等の概要が・

．付いている。ゴ　幽　．・　、’・．

　　明治天皇陛下（明治初年御撮影）　明治

　天皇陛下（明治37年御撮影）　明治天皇御

　物（御冠と御抱，御軍服と軍刀，文台と花

　盛及手筥）昭憲皇太后陛下　今上天皇

’、陛下　皇后陛下　摂政宮殿下．良子女王’

殿下三野殿下故耕酬宮妃殿下一
　伏見宮殿下同妃殿下、’閑二宮殿下同上殿

　下二二伏見宮妃殿下華頂宮殿下聞山

　階宮殿下　賀陽宮殿下同妃殿下　久三宮

澱†同妃殿下　梨本宮殿下同妃殿下　朝

香宮殿下同妃殿下　東久二宮殿下同妃殿

　下し北白川宮殿下二二殿†及故竹田宮妃

　殿下　宮城二重橋　宮城町車寄　宮城正

　殿　宮城豊明二一宮城賢所正門　，京都御

　所二二殿　京都御所降誕地，京都御所南．

　門　二条離宮庭園より望む1修学院野離

　宮客殿！桂宮離宮庭歯　赤坂離宮正門

　赤坂離宮玄関「霞ヶ関離宮　箱根龍宮’

，名古屋離宮　武庫離宮’浜離宮　伊勢神

　盲内宮外宮畝傍山東北陵（神武天皇御

　陵）伏見桃山陵（明治天皇御陵）伏見
　桃山陵（昭憲皇太后御陵）　明治神宮（南

　参道入口，二の鳥居，南神門，拝殿，御水殿

　友中門，便殿，神苑南池，宝物殿全景）明

　治天皇御即位式（明治元年8月27日），明

　治天皇御卑行途上（明？fi　’2年3月7日置

　明治天皇東奥御巡幸（明治9年6月2．日）
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明治天皇憲法発布式（明治22年2月11日）

明治天皇店晒大本営（明治27年9月）　明

治天皇御大葬（大正元年9月13日）

腿　乃木将軍と二愛児　殉死当日の大

将夫妻　殉死当日の辞世　乃木将軍邸宅

と書斎．乃木将軍邸宅と乃木神社　大将

遺言状

439　皇陵巡拝記念写真帖　第1巻（自第1回

　至第3回）　中村松次郎　堺　堺皇陵巡拝

　会　大14．1015枚　3p　16×23cm

　　　　　　　　　　　　　　〈423－198＞・

　　仁徳天皇陵　履中天皇陵　反正天皇陵

　第1回参拝会員記念写真神武天皇陵

　繧干天皇陵安寧天皇陵　驚二天皇陵

孝元天皇陵　宣北天皇陵　第2回参拝会

員記念撮影淳仁三皇二二3回参拝会
貝記念撮影　’

440御大葬写真帖　鹿島清三郎　玄旧館
　明30．550枚　26×35cm’　〈404－14＞

　〔落丁あり．。’明治30年1月’11日崩御され

　た戸出皇太后（孝明天皇皇后）の御大葬の

　写真。式の順に配してある6写真は温き

Tく出来は良い。〕　　ン　’　　、

　　2月2日青山御所御門前に於ける御三g）

　図（其1～其5）2月2日青山練兵場に於け

　る三巴之図（前側面，後側面）2月2日青

　山仮停車場御着輩後の図（其1，其2）2月・

　2日青山仮停車場御発車前の図（其1，其

　2）2月3日御通三三東京都卑本願寺前

　の園，同京都三条通の図　同京都御苑内

　の図（其1～其4）’同京都界町通の図

　2月3日京都御苑内に於ける御三の図（其

　1～其10）2月3日大－宮御所御着螢の図

　2月3日木宮御所御着輩後に於ける御苑内

　の図2月7目夜京都御苑内に於ける御三

　の図（其1～其5）2月7日夜泉湧二丁：門の

図．2月7日夜御式中に於ける御斎場及御

握舎の図　旧式後に於ける御握舎内側面

の図　御三後に於ける御斎の場正面の図

御式後に於ける御斎場外側面の図　2月

10日に於ける瓦之浮橋附近の図　2月10

日に於ける御斎三三御握舎全部の図　2

月10日に於ける泉湧寺内の図（其1前側

面，其2側面，其3後側面）朝出の図

（其1第1真黒，其2第2真黒，其3両華

廉，其4蓮華班）　御牛車の図（牛飼を附

したるもの，牛飼長巳下を附したるも
の）

、44レ秩父宮殿下御慶事奉祝描くアサヒグ

　「ラフ臨時増刊昭．3．9．15）朝日新聞社

　昭3．9　42p　38cm　　　　　　〈406－98＞

　〔秩父宮殿下の御結婚を記念し刊行され

　たもの。、一＝t部がカラー写真。〕’．．

　　御正装の秩父宮殿下　御礼装の松平節

　子姫、麻布第3連隊へ御勤務の秩父宮殿、

　下’ワシントンに於ける松平節子姫蜂，

　父宮殿下のアルプス御登山．松平節子姫

，の会津御帰省．表町御殿　御幼少時代の

　殿下　御少年時代の殿下御幼年時代の

　節子姫　御少女時代の節子姫　士官学校

　時代の殿下　軍務御精励の殿下　殿下の

　御渡英より御帰朝まで　在来中の節子姫，

’スポーツ・軍務御精励の殿下’節子姫御

　帰朝　殿下の御動静　節子姫東京御着

　御帰朝後の節子姫会津御帰省の節子姫

　殿下の御動静

442答礼使御来朝記念写真帖　中，下巻

　大阪毎日i新聞社編　東京日日新聞　大1

　1：5～6　1冊（合本）21×31cm

　　　　　　　　　　　　　　　〈423－87＞

　〔擾政宮殿†の御訪問に対して答礼使と

　してイギリスのエドワード殿下が来日さ
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れた時の写真。なお，上巻についてはNo．

428を参照。〕

　中巻

　英国皇太子殿下　横浜港御上陸　東京

駅前の群集，お召列車の内部東京駅御，

着，御旅館へ駅前あ歓迎倫敦橋　赤阪

離宮御着　同離宮全景　赤阪離宮謁見室．

霞：ケ関離宮謁見室　歓迎団と花電車　宮

中豊明殿晩餐会場　同塵園．東京帝国大，

学行啓　東伏見宮邸の御接宴，提灯行列’

代々木練兵場における観兵式（其1，其2）

徳川公邸の台覧相撲（其i，其2）鍋島侯

邸の記念撮影；同庭前にて　都下学生の

運動御覧　新宿御苑観桜御会（其1～其3）

浜離宮の鴨猟（其1，其2）帝国ホテルの

出火　ゴルフ御競技（其1，其2），平和博

覧会行啓　日光御巡覧（其1，其2）．横浜・

の戦捷門除幕式

　下巻

　記念御撮影　接伴旧記三三撮影　箱根．

行啓　箱根御滞在　京都駅御着　三訂殿、

と大宮御所『桃山御陵御参拝　琵琶湖御

巡覧（其1；其2）彦根城御覧長良川鵜
鯛御遊覧　京都大学お成・連合運動会と

蹴球戦記本願寺行啓　西本願寺と金閣

寺　保津川下り層宇治行啓　奈良御巡覧

（其1，其2）、大阪城御見学大阪市歓迎

会　大阪市民の歓迎　神戸港の夜景　高

松港行啓　厳島御観光　鹿児島港御着

台覧の武術　磯邸お成　お別れの握手

日本よさらば、！

443歴代御陵帖．国民教育普及会　大10．

　11150p　29×37cm　定価5～8円

　　　　　　　　　　　　　　・　〈416－31＞

　　天津：日高彦火災三尊（可愛山陵）　天津

　日高彦火火出至尊（日・向高屋山上陵）・、天

　津日高彦波激武門鶴草葺不合尊（日向吾

平山上陵）’〔御子〕彦五応命（竈山墓）∫

第1代神武天皇（畝傍山東北陵）　第2代

繧靖天皇（桃花鳥田丘上陵）第3代安寧

，天皇（畝傍山西南御蔭井上陵）・第4代諮

徳天皇（畝傍山南関沙渓上陵）第5代孝

昭天皇（液上博多山上陵）第6代孝安天

皇（玉手丘上陵）第7代孝霊天皇（片丘

馬坂陵），〔皇子〕大吉備津彦命墓　第8代

孝元天皇1剣池嶋上陵）第9代開化天皇

（割白率川坂上陵）第10代崇神天皇（LLI

辺道勾岡上陵）第11代垂仁天皇（菅原伏

見東陵），皇后日葉酸媛命（狭木之寺幽思）

第12代景趣天皇（山辺道上陵），皇后播磨

時日太郎姫命（日岡陵），〔皇子〕日本武尊

（能褒野墓）　第13代成務天皇（狭球盾列

聖後陵）　第14代伸哀天皇（恵我長野西

陵），神功皇后（狭城盾仲池上陵）　第15代’

中神天皇（恵我埋伏岡陵），皇后仲姫命（仲

津山陵），〔皇子〕大山守命（那羅山鴫），〔皇

子〕早道稚郎子尊（宇治墓）　第16代仁徳

天皇（百舌鳥耳原中陵），皇后磐坤軸命（平

城坂上陵）　第17代早朝天皇（百舌鳥耳原

、南陵），〔皇孫女）飯豊天皇！埴口丘隣）　第

18代反正天皇（百舌鳥耳原向陵），第19代

允恭夫皇（恵駅長野北隣）　第20代安康天

皇（菅原伏見西陵）’第21代雄略天皇（丹

比高鷲原陵）　第22代清寧天皇（河内坂門

原陵）　第23代顕宗天皇（傍白磐杯丘南

陵）第24代七賢天皇（埴生坂本陵）1第

25代武烈天皇（職場磐杯丘北郊）第26代

継体天皇（三島藍野陵），皇后手白塗皇女

　（金田陵）、第27代安閑天皇（古市高屋丘

　陵），皇后春日山田皇女（古市高屋陵）　第

2S代訓化天皇（身狭桃花鳥坂上陵），皇后，

軒忍姫皇女（身狭桃花鳥坂上陵）第29代

解明天皇（黙黙坂出陵），皇后石姫皇女（磯

　長原陵）　第30代敏達天皇（河内磯長中尾

　陵），皇后広姫（息長陵），〔皇子〕竹田皇子
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　墓，〔皇子当人大兄皇子妃〕糠手姫皇女（押

　坂墓），〔皇孫茅淳王妃〕吉備姫王（檜隈墓）

　第31代用明天皇（河内磯長引墨），〔皇子〕．

皇太子聖徳太子（磯長墓），〔皇子〕来日皇

子墓　第32代崇峻天皇（温順岡上陵）・第

33代推古天皇（磯長山田陵）　第34代督明

天皇（押坂内陵）　第35代皇極天皇（越智

岡上陵）　第ヨ6代孝徳天皇（大坂磯長陵），

皇后間人皇女（越智岡上陵）　第37代斎院

天底（越智岡上陵）第38代天智天皇（山

科陵），〔皇子〕’囁摯諱C〔皇子〕春日宮天皇

（田原西海），〔同誌〕贈皇太后自制（吉隠

陵）　第39代弘文天皇（長等山前陵）第

40代天武天皇（檜隈大肉陵），〔皇子〕岡宮

天皇（真弓丘陵）　第41代持統天皇（檜隈

大内陵）　第42代文武天皇（檜極安古岡上

面）第43代元明天皇（奈保山東陵）　第

44代元正天皇（奈保山西陵）．第45代聖武

天皇（佐保山南陵），皇后光明子安宿媛（佐

保山東陵），〔皇子〕安積親王（和束墓）第

46代孝謙天皇（高野陵）　第47代淳仁天皇

（再論陵）　第48代称徳天皇（高野陵）　第

49九代光仁天皇（田原東陵），皇后井上内

親王（宇智頭），〔夫人〕贈皇太后薫陸（大枝

陵），〔皇子〕血道天皇（八嶋陵），〔皇子〕皇

太子他藩親王墓　第50代桓武天皇（柏原

隣），tt皇后乙素縫（高畠陵），〔夫人〕贈皇太

后適評（宇波鉱山），〔皇子〕仲野親王（高畠

墓）・第51代中城天皇（楊梅；陵）　第52代

嵯峨天皇（嵯峨山上越），皇后嘉智子（嵯峨

陵），〔皇女〕有智子内親王墓　第53代淳和

天皇（大原野西嶺上陵）　第54代仁明天皇

（深草陵），〔臨御〕太皇太后順子（後山階

陵），〔女御〕贈皇太后沢子（中尾陵）　第55

代文徳天皇（田皇陵），〔皇子〕惟喬親王墓

第56代清和天皇（水尾山陵）’
謔T7代海成

院天皇（神楽岡東陵）第58代光孝天皇

（後田邑陵）　第59代宇多院天皇（大内山

　陵），中宮温子（宇治陵），〔女御〕贈皇太后

　馬子（小野陵），〔皇子〕敦実親王墓　第60

　代醍醐天皇（後山科陵），中宮穏子（宇治

　陵）　第61代朱雀院天皇（醍醐陵）　第62

　代村上天皇（村上陵），中宮安子（宇治陵）・

　第63代冷泉院天皇（桜本陵），皇后昌子内

　親王（岩倉陵），〔女御〕贈皇太后懐子（宇治

　陵），〔女御〕贈皇太后二子（宇治陵），〔皇

　子〕敦道理王冠　第64代円融院天皇（後村

　上陵），中宮骨子（宇治陵），皇后遵子（宇

　治陵），、〔女御〕皇太后詮子（宇治陵）　第65’

1代花山院天皇（紙屋上陵〉　第66代一条院

．天皇（円融寺北陵），皇后定子（鳥戸野陵），

．中宮彰子（宇治野）第67代三条院天皇

　（北山陵），中宮好子（宇治陵），皇后賊子

　（宇治陵）　第68代後一条院天皇（菩提樹

　院陵），皇后威子（宇治陵）第69代後朱雀

　院天皇（円乗寺陵），皇后禎子内親王（円乗

　寺東陵），〔女御〕贈皇太后嬉子（宇治陵），

　〔女御〕准三宮藤原生子墓　第70代後冷泉’

　院天皇（円教寺陵），中宮章子内親王（菩提

夢解陵），皇后寛子（宇治陵），皇后面子（宇

治陵）’第71代後三条院天皇（円宗寺陵），

　〔女御〕贈皇太后茂子（宇治陵）tt・第72代白

河院天皇（成菩提院陵），中宮賢子（上醍醐

’陵）・〔皇女〕皇后二子内親王（上醍醐陵），

〔皇女〕皇后令子内親王（上醍醐陵）第73

代堀河院天皇（後円教寺陵），〔女御〕贈皇

太后冊子（宇治陵）　第74代鳥羽院天皇

（安楽寿院陵），中宮璋子（花園西陵），皇

后得子（高野山陵），〔皇女〕皇后統子内親

王（花園東陵）　第75代崇二院天皇（白磁

陵），中宮聖子（月輪町陵）　第76代近衛院

lii」（i皇（安楽寿院南町）’第77代後白河院天・

皇（法住寺陵），〔皇子〕以仁王墓　第78代

二条院天皇（香隆寺陵）　第79代六条院天　．

皇（清閑寺陵）　第80代高倉院天皇（後清

閑寺陵），中宮徳子’（大原西陵）　第81代安・
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徳天皇（阿弥陀寺陵）．第82代後鳥羽院天

皇（大原陵），後鳥羽院天皇火葬塚　第83

代土御門院天皇（金原陵），土御門院天皇

火葬塚．第84代順徳院天皇（大原陵），順

徳院天皇火葬塚　第85代仲恭天皇（九条

陵）第86代後堀河院天皇（観音寺陵）

第87代四条院天皇（月輪陵）　第88代後嵯

峨院天皇（嵯峨南陵），中宮姑子（粟田山

陵）　第89代後深草院天皇（深草北陵）

第go代亀山院天皇（亀山陵），皇后倍子（蓮

華峯寺陵）　第91代後宇多院天皇（蓮華峯

、寺陵）1皇后鈴子内親王（今林陵）第92代

伏見院天皇（深草北郷）．第93代雌伏見院

天皇（深草北界），〔皇子〕光厳院天皇（山国

陵），〔皇子〕光明院天皇（大光明寺陵），〔皇

孫〕崇光院天皇（大光明寺陵），，〔皇孫〕後光

厳院天皇（深草北陵），〔皇曾孫〕後円融院

天皇（深草古陵），〔皇曽孫〕後崇光院天皇

（伏見松林院陵）　第94代後二条院天皇・

（北白河陵）　第95代花園院天皇（十楽章

上陵）　第96代後醍醐天皇（塔尾陵），〔皇

・子〕護良親王墓，〔皇子〕尊良親王墓，〔皇

子〕世良親王墓，〔皇子〕宗良親王墓，、〔皇

子〕懐良親王墓　第97代後村上天皇（檜尾

陵），中宮顕子（笠間山陵）　第98代後亀山

院天皇（嵯峨小倉陵）　第99代後小松院天

皇（深草北陵）第100代称光院天皇（深草

北陵）　第101代後花園院天皇（後山国管）’

第102代後土御門院天皇（深草北陵），〔典

侍〕贈皇太后朝子（般二院陵）　第103代後・

柏原院天皇（深草北陵）第104代後奈良

院天皇（深草北陵）　第105代正親町院天，

皇（深草北陵），〔皇子〕陽光院太上天皇（月

輪陵）　第106代後難成院天皇（深草’北

陵），〔女御〕中和門院藤原前子墓　第107

代後水尾院天皇（月輪陵！，中宮和子（月輪

陵）　第108代明正院天皇（月輪陵）　第

109代後光明院天皇（月輪陵）　第110代後

膨院天皇（月輪陵）第111代霊元船天皇

（月輪陵）デ中宮房子（月輪陵）　第112代東

山院天皇（月輪陵）・中駅子妊（騰’

陵），〔皇孫）慶光天皇（門司寺陵）第113

代中御門院天皇（月輪陵）、；〔女御〕贈皇太

后尚子（月輪陵）’第114代桜町院天皇（月

輪陵），〔女御〕皇太后舎子（月輪陵）．第’

115代桃園院天皇（月輪陵），〔女御〕皇太后

〆富子（月輪陵）　第116代後桜町院天皇（月

輸陵）　第117代後桃園院天皇（月輪陵），

〔女御〕皇太后維子（月輪陵）　第118代光

格天皇（後月輪回），中宮欣子内親王（後月．

輪台）　第119代仁孝天皇（後月輪陵），〔女

御〕贈皇后螺子（後月三眠），〔女御〕皇太后

三子（後月輪回），〔典侍〕新三三門院藤原

雅子墓第120代孝明天皇（後月・輪回山

陵），〔女御〕英照皇太后（後月輪東北陵）

第121代明治天皇（伏見桃山陵），皇后昭憲

皇太后’（1伏見桃山東陵）’

明　治　天　皇

444御大喪儀写真帖　小川一真撮影　小

　川一真出版部　大元．1036枚　26×38

　cm　’・　〈407－56＞
　〔明治天皇の御大喪の写真。英文による

　．説明も付いている。〕

　　第1歯簿行進の沿道　御燗引時刻迫る

　（憲兵隊の出動）歯髄先駆（安楽警視総

　監）’哀の極（海軍軍楽隊）鼓列来る（音

　なくて唯夜は闇）厳たる大喪の序列（武’

　燈明の旛列）　轟旛（堵列儀毛脚の捧銃）

　万秋楽の音（神聖なる大真榊）哀音却々

　（霊輻の進行）天皇御名代（侍従武官と

　御階武官）皇確殿下の御行進（李王家総

　代）　高位高官の供奉（粛たる3列行進）

　文武百官の属従（高等官5等以上〉ヒー選良
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の三従（光栄を荷sr院議員）

第2青山葬場殿葬場殿（大喪御挙式前）

代表部隊の先着（歩騎兵の連隊旗）　前駆

出直兵の着場（近衛軍楽隊）　弓形の鼓

（序列漸く進む）　黄白旗の千鳥列（鈍色

布杉の愚人）　闇を貫く大盛（油島三々）

高湿御着場（代表部隊の捧銃）　同盟国の

好情（特種海兵の着場）

第3伏見桃山の歯簿　御陵正門　堵列軍

隊の最：敬都先駆鼓鉦轟旛御弓
・御箭　大真榊　露華叢　御名代宮・大喪

使総裁宮　各宮殿下　二条公　御陵沿道

の奉送・御霊曲説

445明治大帝御写真帖　加来金面　明治

　大帝偉業奉賛会出版部大15．41冊
　49cm　オリジナルプリント貼込2枚　定

　価3円　　　　　　　　　　’〈421－68＞

　〔明治天皇に関する写真帖。天皇・皇后の

　オリジナルプリントが2枚。また，真筆の

短冊の複製も貼付されている。〉、

　　明治天皇御製御片面　明治天皇御前翰

御短冊　照出面太后御真筆御短冊　照憲

皇太后御誓文御真筆　三三天皇陛下御真

影　照憲皇太后陛下御真影　今上天皇陛

下御真影　今上皇后陛下御真影　皇太子

殿下御真影　皇太子妃殿下御真影　明治

16年忌高貴御肖像　恵法発布御鳳輩図’

昌子内親王殿下　房子内親王殿下　允子

内親王殿下　聡子内親王殿下　秩父宮雍

，仁親王殿下　高松宮宣仁親王殿下　澄宮

崇仁親王殿下　照宮成子内親王殿下　明’

治5年二重橋正面．御酒全景　江戸城三．

重櫓　日本橋より江戸城を望む　明治初

年の桜田門，桔梗門，、坂下門．初めて軍

服御着用意尊容　明治6年皇后陛下御尊

容明治天皇立面御写真明治天皇三三

御写真　軍服着用御尊容　孝明天皇御尊

容英照皇太后御尊容明治5年皇后陛
下御写真　御徒歩にて御統監の陛下

明治天皇御生立の記明治天皇御生母中．

山一位局’外回父中山忠能卿　外祖母中

山忠能夫人　御生誕御料御町屏風　御幼

年時代御料御頭紙入れ　御生誕当時御料

理御産衣　御料の玩具　御乳人伏尾みの

女

’御手割鐘に女御入内の記　御入内御用記

（一条家宝物）　入内御用の御守護刀’同

．天国作業懐剣　一条家へ御遺りの御手紙

（御真筆）・

照憲皇太后御遺物十ニー重　大演習御統

監中の御英姿二枚　萌治40年大演習御統

の御英姿，明治41年同，明治42年同，明

治43年同，明治44年同，憲法発布の御行

列　日露戦争八大将会見図　日清戦争の

詑日韓合併前の今上陛下　御即位賀詞
を受け給ふ図　五箇条御誓文草稿（2点）

御誓文起案者由利公［li子肖像　御維新時

代の高札　明治初年の官員録（5点）上

野戦争の錦絵　同黒門の劇戦の跡　御遷

都の御行列1同御休憩の梅屋敷御休所

大嘗会東京市中の賑い　明治5年造幣所

へ行啓　京浜鉄道開通行幸御座所明治

4年の女子留学生一行．戊辰役回隊長の

写真　米国前大統領グランド将軍来朝

同狩猟の図　台湾征討の西郷従道　憲法

発布御馬車及模型

日清戦争記　広島大本営の御前会議　三

軍占領の平壌砲台　混成旅団先づ戦う

混成旅団凱旋の図　　　　　　，

日露戦争言ポ勅語奉読の大山総司令官

旅順陥落の乃木将軍とステッセル　露国

奉天の司令部　東郷元帥の凱旋歓迎　海

の諸軍凱旋奉告す　凱旋大観兵式の御馬

車　同空中より見たる大観兵式　凱旋大

観艦式の図　神武天皇御陵　孝明天皇御
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　陵　英照皇太后御陵　照憲皇太后御陵

　伊勢大神宮内宮，外宮　御拝殿，南神門，

　表参道　桃山御陵全景　皇居二重橋全景

　正殿御前庭全景　日光御用邸　賢所正門

　振天府　建三三　赤坂離宮　三関離宮

り浜離宮　新宿御苑　葉山御用邸　日光御

　用邸、二条離宮　大宮御所修学院御所

　立石御休所　田逸品御用邸　桂離宮　名

　古屋離宮　京都御所　仙洞御所　塩原御

　用邸　武庫離宮　沼津御用邸　紫震殿

　両陛下御大葬（其1～其7）

　両陛下御物，御遺物　高松宮家御下旧記

　遺物　有栖川宮家御下賜御遺物　伏見宮

　御下十三遺物　山階宮家御下賜御遺物

　梨本宮家御下意訳遺物　朝香宮家御下賜

　御遺物　東久遍宮家御下三三遺物　北白

　墨家御下臨御遺物　竹田宮家御下三島遺

　物　明治神宮御宝物御遺物　遊就館博物

　陳列御遺物　一条公爵家御下臨御遺物

　徳川公爵家御下賜御遺物　岡沢子爵家御

　下賜御遺物　伏屋家御所出御遺物　矢部

　家御所蔵御遺物

　明治時代御活動の各論殿下　有栖川宮応

仁親王　山階宮晃親王　有栖川宮熾仁親

王　有栖川威仁親王　小松宮嘉彰親王

北白川宮能久親王　伏見宮貞愛親王　華

油鼠殿下

明治維新の元勲　岩倉具視　西郷隆盛

勝安房　三条実美　井上馨　大久保利通

伊藤博文　木戸孝允　徳大寺実則　山田

顕義　後藤象二郎商議晋作　田中光顕

山県有朋　松力正義　大隈重信　大鳥圭

介

446明治天皇御大懸鼻写真帳　大喪使編

　纂審美書院大元．1172枚27×40
，cm　’@／，　〈407－58＞

　〔撮影：陸地測量部，審美書院，小川一真

　　ほか。〕

、　　宮城正門　大喪儀二目の宮城御車寄

　　轄車　本二二副牛を’附したる増車

　　9月13日二宮葬場殿間歯簿：先駆の警視

総監陸軍儀二階近衛騎兵連隊　陸軍軍楽

隊陸軍二二隊近衛歩兵第1連隊　海軍

軍楽隊　軍二二隊　先頭の大喪使事務官

鼓及鉦　黄二二二二　三二及弓　階下桿

二二轟旗二月二丁旗　御箭櫃及御弓櫃

大真二二幣櫃祭官長野楽師　諸陵
頭，式部長部，宮内大臣　霊轄　天皇御

名代載仁親王・大喪使総裁貞愛親王　依

仁親王　博恭王　邦彦王　守正王’鳩彦

王稔彦王　成久王恒久王李鋼公
邦丁張　大喪事務官大勲位以下奉送諸

員　奉送諸員（其1，某2）陸海軍労兵揮：

官及幕僚，近衛師団司令部，海軍儀三管

司令官及幕僚　大不二顛国海軍儀佼隊

（其1，其2）葬場殿構内の全景　葬場

殿総門内　葬場殿第一鳥居内　葬場殿

青山仮停車場青山仮停車場内部霊枢

影壁枢車内部　二二列車安倍川鉄橋通

過霊枢列車桃山仮停車場着車’ K華輩

二丁の奉昇したる葱華螢

9月14日桃山仮停車場陵二間二二　先駆

の警視及先頭の大喪使事務官鼓及争
訟旛三白旛　胡籔弓楯桿　日像轟旛三月

像轟旛　大真榊　二二次官　霊輩　天皇

御名代載仁親王　大喪使総：裁貞愛親王

依仁親王　邦彦王　守正王　稔彦王　成

久王　恒久王　李綱公　明治天皇の親族

たる華族総代　邦診医　大二野事務官

犬勲位総代以下奉送諸員　二二　陵所の

全景　陵道祭場殿及茸雲　陵一門須屋

付録　歯簿内の諸野洲　鉦　旛　弓籔

胡　楯　桿　旛轟　御山櫃御弓二三

飯櫃御幣櫃’
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447明治天皇御大葬歯二二写真集－市田‘

　幸四郎編　神戸　市田写真館本店　大

　元．9オリジナルプリ．ント貼込16枚

20×24cm　定価4円80銭’　　〈408－66＞

　　鼓鉦（青山）黄二丁旛（青山）御立

　（青山）紅潮（青山）章衆両院議貝（青

　山）文官及陸軍将校　英国海軍儀淫心

　（青山）青山御斎場　先駆及大喪使事務

官公爵岩倉具張（桃山）胡轟弓；楯，桿

　（桃山）　日沈丁二月像轟旛（擁山）　霊螢

　（桃山）　閑院御名二宮殿下（桃山）伏見

大喪使総裁宮殿下（桃山）各皇族殿下

　（桃山）　陸海軍儀侯兵（桃山）

大正天皇

448御大典記念写真帖　西崎佐吉編　岡

　山　山陽新報社1大5．340，85，58p

　24×31cm　，　．　〈412－12＞
　〔大正天皇の御即位式の写真と岡山県の

奉祝の記録。前の40ページが写真で，他

　は大典の記事。そのほか巻末に岡山県の

著名人の肖像写真と略歴とを付す。〕，

　　写真〔編〕　　　・　　　、

　東京御町輩歯簿先駆　同職所天羽車
東京御莞輩歯簿二二　歯簿御通過筋万歳

門夜景1京都御着賢所天羽車　京都御着．

埜歯簿（其1，其2）御苑内の先駆　御苑

内の鳳輩　春酒殿（賢所奉安所）全景　蓋

明門より紫震殿を拝す　日華門より月華

門壷望む．紫震南庭　紫震殿上高御座

天津高御座　御帳台　大嘗宮正門前全景

悠紀殿・主基殿、廻立殿、二条離宮御車、

寄　大饗宴当日の二条離宮前・大饗宴場

舞楽台　五節舞姫五節の舞　大饗一場

（其1，其2）伊勢行幸神宮御親謁　畝傍

御陵御親謁　桃山御陵御親謁　還幸歯簿

（本願寺前御通過）　大観兵式御親閲，在

郷軍人御親閲　大観兵式（其1，其2）大

観艦式（其1，其2）．鳳輩　宮廷列車内部幽

面諭詠唱の旗行列　京都市大奉迎門，京

都市街の装飾　岡山市の奉祝　岡山市街

の模様

449御大典参列記念帖　明川儀兵衛　京

　都　鉄道画報社京都支局　大4．121冊

　26×34cm　〈412－6＞
　〔御即位式の写真で，東京から京都そして

　各御陵奉告，御親祭，・大観兵式，大観艦

　式までの次第と実況写真。そのほか，参

列者肖像写真もの？ている。〕

　　聖上皇后両陛下御尊影　皇太子殿下御

尊影　高御座、皇族熊虫殿下御肖像　大』

前索総裁宮殿下御肖像　同長官次官肖像

各大臣肖像　御大礼参列島肖像　御大礼

次第写真（聖駕西向の時より、大饗夜宴に’

至る30図〔御大礼丸写団謹写〕及び伊勢桃

山泉山奉告御一親祭御還幸に至る11図

　〔大礼使有志謹写団謹写〕より大観兵式大

観艦式統率の図其他各地奉祝団奉祝の図

全部370余論）

450御大礼記念写真帖市田幸四郎’日

　本電報通信社大4．1230枚24×36
　cm　定価6円　　　　　　　　く412－9イ〉

　〔御即位式のもので廊廟した写真をはり

　込んである〕

　　御真影　宮城大観　東京御三三三三三

　駆　同賢所御羽車　同三三　宮廷列車

　（外部，内部）鳳螢・万歳門．京都御着

　輩歯簿（其1，其2）　京都御苑内歯簿先駆

　盤面輩　紫震殿　承明門より面諭殿を拝’

・す　月華門より日華門を望む紫震殿上

高御座　高御座　御帳台　幽晦噛め全景

大嘗宮　悠紀殿　主三殿　廻三殿　二条
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離宮御車寄　舞楽殿　五節舞姫　五節舞
、大饗宴玉座附近’ D大饗夜宴

　451御大礼写真帖　小林音次郎　小林文

。　泉堂　大4．1135枚．30c血　、＜333－43＞

　　〔大正天皇の御即位式の写真〕

　　　聖上陛下御真影　皇后陛下御真影

　　大礼使　総裁伏見宮殿下　長官鷹司公爵

　　内閣総理大臣大隈伯爵

　　京都行幸の御儀　二重橋前庶民奉送の光．

　　二二簿万歳門通過の前駆騎兵御羽車

　　の渡御　歯簿二進御　京都市御着螢の光

　　景伏見宮殿下御通過の光景門門進御

　　の光景（2図）

　　御即位式の御儀　建礼門前の陸軍儀三兵

　　朝集所前の海軍儀二二．円明門より紫震

　　殿を望む・証明門より御即位式場を望む

　　月華門より日華門を望む　紫三殿の全景

　　紫震殿の内部　高御座　御帳台

　　大嘗宮の御儀　大嘗宮の野景　頓宮　悠

　　紀殿　主基殿

　　大饗の御三　二条離宮の御車寄　二条離

　　宮行幸　豊楽殿内の舞楽揚五節舞姫の

　　勢揃・舞楽殿上の五舞姫　大饗第1日置

　　式場　大饗第2日の式場

　　伊勢行幸外宮御親謁外宮御親謁の前．

　　駆騎兵　歯簿胃管御　内宮御神苑内神官

　　の奉送一二二二親旧御還御歯簿　畝傍御

　　陵御二二　桃山御陵御親謁

　　宮城前東京市民の奉祝　10日午後3時30

分の万歳　深川の神輿行列　万歳門の夜

景

452今上陛下御即位式写真帖　準備の巻

　帝国軍人教育会、大3’．4408枚148p

　25cm　定価3円50銭　　　　　〈331－95＞

　〔収載写真に宮内省・各宮家御貸下，東京・

　京都・奈良・各帝室博物館貸下，神宮司庁

徴古館御貸下と，ある。図版の中には石版

着色刷がされているものもある。〕

　今上陛下御尊影　皇后陛下御尊影’宮

中三殿（賢所，神殿，皇霊殿）、大礼使　女

官　威儀の大礼使、威儀物捧持者　撃

墜　方歳旗　近衛陣桿　御大袖前開　御

大袖後図　御裳　御機　御鳥　玉侃　冤

冠　紫震殿南庭桜樹の南方にたつ写像轟

旛紫震殿南庭橘樹の南方にたつ月像轟

半日像轟旛の南方にたつ頭八平平形大

錦旛　日像月轟旛の南方にたつ門形大錦

旛　勢門殿南庭に左右五時つったつ菊花

中興旛　今上陛下紫震殿に於て即位の大

典を受けさせ給ふ御図今上陛下廻立殿

より大嘗宮に渡御の三図　今上陛下の御

男憎相成る伊勢神宮の御霊移　久米翁と

御巫　今上陛下の御即位に用いらるる高

御座’公卿の礼装　久米舞　紫震殿南庭

の左近の桜及び右近の橘，紫震殿の内庭

ド宮中正殿玉座　今上陛下御即位の大典を

挙げさせ給：み紫野殿宮中豊明殿．宮中

』賢所　宮中正殿匠於ける舞楽　宮城御車

寄（其1，其2）浜離宮（其1，其2）新宿御

苑の内部（其1，其2）今上陛下御幼時よ

り最近に至る御真影　皇后陛下御幼時よ

り最近に至る御真影　御庭園に御階遙の

今上陛下と東宮野宮両殿下　目白台山県

．公邸に於ける今上陛下　今上陛下御馬上

の御英姿　海軍服を召し給ふ今上陛下

新領土朝鮮に於ける今上陛下　孝明天皇

陛下　英照皇太后陛下　御束帯の皇太后

陛下　御即位当時の明治天皇陛下御入

輿当時の皇后陛下　公爵九条道孝公（皇

后陛下の御父君）’柳原三位局（今上陛下

御生母）御大婚当時の今上陛下と御道

筋　今上陛下御成婚記念京都動物園　同

動卿園中庭・両陛下の御稟筆　今上天皇

の御真筆　皇后陛下の御筆　皇后陛下御
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幼時の御居室　皇后陛下御幼少の折まし

ませし中野杉並村の全景，皇后陛下を御

養育申せし大河原金造夫妻　中野杉並村

大河原金造の家　皇后陛下御幼少の御玩

具、皇后陛下御幼時の御文庫と金造夫妻

に賜りし御弁当　黄櫨染御抱　御斎服

小忌衣　荒見河の祓御菅蓋　御即位式

．用の幡、vas即位式御用器　三女服　京都

大極殿の全景，京都御所建礼門　男山入

幡宮（其1，其2）青山練兵場に諸兵御親

閲の今上陛下∴名古屋陸軍特別大演習に

’行幸の今上陛下，今上陛下御大婚記念の

表慶館　同内部『今上陛下大婚記念の御

手植の松小忌女房　御即位用焼香桶模

様の香合　御即位の時に用いらるる県警

中古御即位に用いられし高御座　獣形帽

額　大嘗祭節会の御用品’大嘗祭御用品

大極殿朝賀の図　大政官庁御即位式の図

（弘安11年）　高御座と帽額　伊勢神宮に‘

於ける期日御奉告祭　畝傍山に於ける期

日御奉告祭御即位期日奉告祭に参内の

諸員　御大典のため改築中の京都停車場

亀トの古式に就て宮内省御用掛となりし

鈴鹿翁とその筆蹟悠紀地方の地図（愛

知県）主基地方め地図（香川県）．悠紀

田点定の栄に浴せし愛知県知事松井萬と

碧海郡長井深基及名古屋城　主婦車田国

定の栄に浴せし香川県知事鹿子木小五郎

と綾歌郡長軸ロ徳太郎及高松城　悠紀斎

田（愛知県碧海郡六美村下中島）主基斎

田（香川県綾歌郡山田村）

皇太子殿下　興宮雍仁王殿下　高松宮宣

仁親王殿下tt故既済親王妃小松宮頼子殿

下故威脚半王妃有栖川宮慰子殿下伏
見宮殿下　向妃殿下　閑院潮型仁親王殿

下　即今智恵子殿下　閑院宮恭子女王殿・

・下　同季子女王殿下　閑三宮春仁王殿下

同寛子女王殿下　同華子女王殿下　東伏

見宮依仁親王殿下　東伏見宮妃周子殿下

’伏見宮義恭王殿下　伏見宮妃経子殿下

華解脱王博忠殿下　伏見宮博信王殿下

伏見宮恭子女王殿下　同知子女王殿下

同敦子女王殿下　伏見宮博信王殿下　同

罪秀王殿下王殿下　故好餌主妃山三宮常

子殿下　山興宮安子女王殿下　山早宮武

彦王殿下，申事麿王殿下　山興宮藤麿王

殿下　甲張三王殿下　同茂麿王殿下「竹

田宮恒久王殿下　同恒徳王殿下　同妃昌

子内親王殿下　賀陽宮恒憲王殿下　故邦

憲王妃賀陽宮好子殿下　梨本宮守正王殿

下’梨本甲子伊都子殿下　同方子女王殿’

・下　同規子女王殿下　久魎宮多喜王殿下

同静子殿下’同甲子女王殿下　同賀彦王

殿下　久遍宮邦彦王殿下　同視子殿下

単帯融雪殿下　同邦久王殿下　同良子女

王殿下　同信子女王殿下　同智子女王殿

下　同邦英王殿下　朝香宮鳩彦王殿下

同妃允子内親王殿下　同孚彦王殿下　同

紀久子女王殿下　東久今宮稔彦王殿下

興宮聡子内親王殿下　北白川宮成久下殿

下　北白川宮妃房子内親王殿下・北白川

宮永久王殿下’ ｯ美年子女王殿下　同佐

和子女王殿下　大正博覧会第2会場及同

上夜景・中古御即位式の図　天皇廻立師

より大嘗宮に進御の図　悠紀斎田主早川

定之助と悠紀田所在地の村長高木伝八

主基斎田主岩瀬辰三郎と主基田所在地の

村長岡田栄・主基斎田点定の光栄に浴せ

し香川県の理事官諸氏　京都御所賢所の

上棟式に御使用の大工道具　日蔭蔓と心

葉　心葉　大嘗祭に用いる臣下冠　大嘗

会の御用器　大嘗会扇面図　紫震殿に於

ける中古御即位式　東山天皇御即位式に・

用いられし万歳旗　後同院天皇御即位式

に用いられし万歳旗’ ¢≫ﾙ，平甲子

．近衛次将の関町抱の上に着用せし桂甲
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向置旧肩掛当帯　小忌衣を着けたる殿上

人女官の礼装納言の礼装神楽舞
賀茂競馬の騎士　孝明仁孝光格の御陵所

泉涌寺陵　上加茂神社　下加茂神社　熱

田神宮　元伊勢　平安神宮神殿　同大極

殿．京都御苑内（建礼門・を望む）京都神

苑泉　京都御所の諸門（其1ん其3）・上

伊勢神宮内宮　伊勢神宮外宮　伊勢内宮

神楽殿　伊勢外宮神楽殿

大正第一の陸軍大演習の際今上陛下所沢

に於て飛行機の演習を見そなはす　川越

氷川神社御野立場を出でさせ給ふ今上陛

下「海軍大演習に於ける御召艦筑摩御

召艦筑摩に於ける御座所桜町天皇即位
式の図’ p国皇帝ジョージ5世陛下戴冠

式の光景’英国皇后マリー陛下戴冠式の

光景　英国ウインゾル城内に於ける玉座

英国バッキンガム宮殿　戴冠式後節度に

行幸啓の英国皇帝皇后両陛下．米国大統

領ウィルソン就任式の光景　大統領官舎

白鴎館の内部　露国モスコー新宮殿に於

ける玉座　露国皇帝戴冠式の光景　独逸

皇帝の玉座　独逸皇帝戴冠式の光景　仏

国大統領ボアンカレー当選』分間前の光

景　仏国太統領就任式当日の光景　就任

式当』日の大統領衰世凱及び各国使臣　支

部共和国大総統衰世凱新任式場　大和殿

支那共和国大総統の選挙　支那北京宮城

内の内庭　元朝鮮王宮玉座　懊太利皇帝

・の玉座襖太利ヴエンナ宮城の内庭　白

耳義ブラッセル王宮　伊太利王宮の玉座

シャム皇帝即位式の行列．逞羅バンコッ

ク王宮　和蘭アムステルダムの王宮　朝

鮮昌徳宮仁政殿　朝鮮昌徳宮宙一斗

453御大礼記念写真帖．第1～4巻　潮時

　夏三郎編　大典記念出版協会出張所　大

　5．84冊　19×27丁目　　　　〈419－72＞

〔第1巻の目次には第5巻分の記載がある

が現品は見当らない〕

　第1巻
　御大礼写真其1（附・各皇族殿下）参列

の各甲使節写真　大礼関係の大官及大礼

使諸員写真

　第2’巻

　御大礼写真其2（附・各地奉祝状況，大

観兵式，大観艦式参加の各回軍旗v　、wn長，

艦長，参謀及幕僚，供奉将校，警察官，

御発着駅の各駅長，大嘗祭，’大饗に於け

る御料理調理者，御大礼準備御用材上納

の実況並奉仕者等其他御大礼に関連百般

の写真）

　第3巻
　御大礼参列諸員写真（附・諸員の奉祝

書）御大礼当時の華族及名士写真（附，・

其奉祝書）　　　　ン

　第4巻
　御大礼当時の各市長　府市会議員’区

長・区会議長　台湾庁長等写真・社格昇

進の各神社及奉幣勅使参向の全国官国幣

社写真　御大礼に際し困臥されたる妻田

者，叙勲者，’勅定褒章拝受者写真　神道

各教派仏教各宗派管長奉祝書歌並各回長

写真　詩歌書画大家奉祝書画　京都市に・

おける各学校の奉祝状況並各校長写真

京都市に於ける録行会社大商店の奉祝状

況写真

454　大正4年大礼写真帖　審美書院　大6．

　6’133枚　26×38cm’　　　〈403－102＞

　〔大正天皇の御即位式の写真で，皇居を出

　：発し名古屋・寡都・伊勢P，．．各天皇陵でop行

　列，建物・用度品を撮影したもの。行列の

　順次の表が付いている。1〕

　　宮城東京停車場間歯冠：前駆警察官前

衛近衛騎兵　前衛近　騎兵　賢所御羽車
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（其1，其2）前列供奉馬車　天皇旗及近

衛騎兵　御料馬車（其1，其2）言動供奉

馬車（其1，其2）御料特別儀装馬車（其1，

其2）供奉儀装馬車　掌典部員乗馬（掌

典長）

名古屋停車場名古屋離宮羊歯簿　前駆警

察官前衛第3師団騎兵　賢所御羽車　野

卑長（掌典次長代理）以下掌典部員　第3

師団騎兵天皇旗　御料馬車　後列供奉馬

’車（其1，其2）　第3師団騎兵及後衛警察官

名古屋離宮賢所仮殿　御料儀装馬車　春

．興殿、春興殿東万一　春興以西駅舎　紫

震殿上高御座御帳台　弱震殿庭（其
1，其2）　日像轟旛　月像轟旛　頭附帯甲

形大錦旛　霊鶏形大錦旛菊花章中井旛

菊花章小錦旛　万歳三三旛　鉦鼓
威儀物（其1　’，其2）、四獣殿衛門（承明門永，

安門・，日華門，月華門，右脚門）　京都皇宮

御車寄　大嘗宮（正門，南面神門　御殿附一

週所見悠紀主導口細及脚立殿，悠紀殿正

面，主骨殿正面，廻昇殿南面，小忌帳舎悠

紀，帳殿悠紀，神門弾琴関東，西板垣御門）

御菅蓋「

二条離宮行幸歯簿　前駆警察官前衛近衛

騎兵前列供奉馬車（其1，其2）御料馬車

後列供奉馬車及後衛騎兵警部　二条離宮

御車寄（其1，其2）大饗第1日目御台盤及

千年松軟障，無罪台盤）平居瓶及瓶子

土器　挿華　悠紀地方　風俗歌の屏風

（其L其2）．主基地方風俗歌の屏風（其1，

其2）　舞台　久米舞　悠紀地方風俗舞

主基地方風俗舞，五節舞（其1，其2）　大

・饗第2日韓設備大饗夜宴設備　万才楽
．太平楽（其1，其・2）菓子器．

豊岡大神宮親等歯，簿　前駆警察官及前衛

近衛騎兵　天皇旗及前列供奉馬車　御料

馬車・御料馬車及後列供奉馬車　後列供，

奉馬車

皇大神宮親謁歯簿　前駆警察官前衛近衛

騎兵及前列供奉馬車　御料馬車’御料馬

車後列供奉馬車（其1’，其2）』後列供奉馬

車後衛近衛騎兵警察官

神武天皇山陵剛胆歯冠前駆警察官前衛

近衛騎兵・前列供奉馬車　天皇旗近衛騎

兵　御料馬車　後列供奉馬車後衛近衛騎

兵警察官畝傍山東北陵層

明治天皇山陵親旧歯簿　前駆警察官前衛

近衛騎兵前列供奉馬車　天皇旗近衛騎兵

御料馬車後列供奉馬（其1，其2）・後列供

奉馬車後衛近衛騎兵警察官　伏見桃山陵

後月輪山陵　後月輪陵『

京都皇宮京都停車場間歯簿　前駆警察官

前衛近衛騎兵　賢所御羽車前列　賢所御

羽車，賢所御羽車後列　近衛騎兵　前列

供奉馬の1前列供奉馬車（其1，其2）近衛

騎兵　車馬監供奉近衛将校　御料馬車

主馬頭第16師団長近衛騎兵　後列供奉馬
』車く其2～其5）後衛近衛騎兵（其1，其2）

455大典記念写真帖　北川由之助　毎日
’通信社出版部　大4．　1’2　43枚　6P

　23×30cm　〈412－3＞
　〔大正天皇の御即位式の写真〕

　　口絵　　三等殿即位式　大嘗祭の儀

　最近の陛下御尊影

　コロタイプ写真　　両陛下の御尊影　皇

　太子殿下と二皇子　京都御所門生図　鳳

　叢の東京御発靱　干網烏丸通り，通御　御

　羽車鳥丸通り通御　鳳螢御苑内通御、承

　明門を隔てて紫内殿を拝す　承平門より

・斜に紫三殿を拝す　紫震殿の正面　月華

　門より日華門を望む　紫酒殿の内面　大

　平平　大嘗祭奉幣使平安神宮に入る　大

　饗宴場と御車寄、舞楽殿と五節舞姫’大

，饗宴場の五節舞楽　徴古館下歯簿通流

御車上g）皇太子殿下と二皇子　高御座，
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，御椅子・鳳螢　大礼使総裁伏見宮廉恥と

．大礼使長官鷹司町　大礼使の任命　西都

の諸殿御即位の御調度晶『主骨斎田
悠紀斎田　悠紀一三供納；米の運搬　高齢

者の悠紀斎田拝観　京都の聖駕奉迎’宮

，城前の万歳奉唱　京都時代祭行列　東京

の大典奉祝　西都の粧　聖駕境町御門を

出てさせ給ふ　御即位大礼記

456　天皇皇后両陛下銀婚記念号（アサピグ

　ラフ臨時増刊）　朝日新聞社　大14．5

　80p　49cm　一　’〈421－35＞
　〔大正天皇の御成婚から銀婚式にいたる

・までの，天皇御一家の写真約170点を収，

　載。〕

457東宮殿下西部行啓記念写真帖・黒田

　直道編光村合資会社明41．324枚

　27×36cm　・　〈406－13＞
　〔明治40年秋，韓国・九州・四国へ行啓し

　た際の記念写真帖。〕

　　対州尾崎港入港当時の御召艦香取　御・

，二二香取内殿下御座所　御召艦香取の将

　官公室　軍艦利根進水後の光景（明治40

　年10月佐世保海軍工廠に於て挙行）軍
　艦利根に装置すべき機械　殿下長崎御上

　陸の光景　長崎水産共進会行啓当時の光

　景鹿児島湾碇泊軍艦音羽町児島十年

　上陸桟橋の光景　島津家磯邸の中門　磯

　邸殿下の御居間　岩崎谷南州三三中記念

　碑　鹿児島湾出発堅強風浪中の駆逐艦航

　行　油津港自の岩山　宮崎神社前の光景

　宮崎にて殿下の御上覧に供へたる白太鼓

　踊　別府観海寺より見たる別府湾　別府

　湾碇泊中ボーートレース優勝者に賞品授与

　式の光景．殿下御旅館の大分城　土佐国

　佐多岬通過当時の駆逐隊艦列　土佐須崎

　港の遠望　山内侯爵邸、殿下御登城の高

知城．御帰京の途次熊野浦沖’合航海中に

於ける戦闘準備演習、

今上天皇

458皇太子殿下愛媛行啓記念帖　小笠原

　長久　宇和島　行啓記念会　大12．4「，40

　枚　18×26年目　定価2円50銭〈423T126＞

　　肖像　御召艦・伊勢　1’1月25日・桟橋御

　上陸（宇和島市）　高松蒔田上陸11月25

　日・樺姪御上陸中学校に向かわせらる

　11月22日r今治港桟橋御通過　11月25日・

　高齢者の奉迎　11月’21日・今治港口上陸

　11月25日・天赦園御退出　11月22～3日・

　御壁所久松伯別邸　11月22日・今治中学
　　　　　　　　　　　　　し　校に於ける体操御台覧　大演習中香川県

　詫間天神山御溝立所　11月24日・市内各

「学校奉迎歌合唱　11月24日・道後公園に

　於かせらるる松樹御手植11月25日・中

　学校に於ける御台覧の学芸品　11月、24

　日・物産陳列所行啓．11月25戸・鶴島城天

　主閣に於かせらるる殿下　11月22一日・今

　治中学校に撃て女学生ダンス御台．sme■　11

　月25日・天赦園に於かせちるる殿下　香

　川県にて大演習御統監の殿下・11月24

　日・城山公園に於かせらるる殿下　11月

　22日・今治中学校御巡視　11月25日・武徳

　殿御【退出．11月24日・城山分野より松山

　御一望、11月25日・武徳殿に於ける御台

　覧の南予特産品　11月22日・今治中学御

　退出　11月25日・鹿の子甥御台覧　11月・

　24日・三津ケ浜グランドに於て温泉郡青

　年団運動御台覧　11月25日・天赦園御三

　遙の殿下’11月24月・県庁御退出　11月・

　25日・鶴島神社苑に於かせらるる御野立

　大演習中軍隊輸送御統駐留野立；同所よ

　り御子山に　11月22目・吹山公園御退出
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11月24日・中学校連合運動琴平台覧　11

月25日・鶴島神苑に於かせらるる四ツ大

鼓御台覧　11月24日・県庁に於かせらる

る松樹の御手植　11、月22日・今治甥御出

発　11月25日・樺崎御出発　11月22日・今

治港御出発．

459　皇太子殿下行啓記念写真帖（大正11年

　7月）北海道庁編　札幌北海石版所

　大12．9111枚　23p　27×38cm

　　　　　　　　　　　　　　〈416－86＞

　〔撮影者：古屋胤雄，岡田虎次。大正11年

’7月北海道行啓の折の写真帖。附録として

1「北海道各地に於ける拝謁者名簿」があ

　る。〕

　　御召艦日向　御召艦函館桟橋に航進

　函館桟橋御上陸，函館浮桟橋より本桟橋

　に向わせらる　改札口に玉歩を進めさせ

　らるド函館要塞司令部の全景，御世，自

動車上の御重肇　函館公園御成，生徒の

　運動競技台覧，各小学校男生徒の体操，

各小学校女生徒の遊戯，高等女学校生徒

　の体操　函館公会堂の夜景，同御座所，

　同御出門．雨中函館中学校御成，校庭の

体操競技，大雨中の体操，野仕合　五稜

郭，肺野立所　函館重砲兵大隊御成，御

　野立所，御発　台覧の重砲　函館駅前奉

迎門の夜景’港内船舶の満船飾　大沼公

　園仮乗降場御着，同御野立所に向わせら
　　　　　　　　　　る，同第二太鼓橋母御，同御野立所御成，

御説明言上，御巡覧御召艇に向わせらる，

御乗艇，御召艇三縄　大沼公園御召回航，

進，今上陛下の三野立所に向わせらる

御召列車・に乗御，軽罰降場一発　御泊所

小樽公会堂，御座所　小樽御暗所御出門，
　　　　　　　　　　ジ小樽港内巡茸　掌理古代文字に向おぜら

　る　小樽高等商業学校御成，校庭の御手

植，御明　小樽：公園御成，各小学校女生

徒の遊戯，男女生徒の体操，御門小樽

駅御着　札幌駅御着　御泊所豊平館，御

座所，御化粧の間　北海道庁，同御座所

Tel前庭の御手植，御開，道庁員の奉迎送

札幌神社第二華表と参道　札幌神社御参

拝　全道青年団台臨，代表者奉迎文奉呈，

室員万歳奉唱　札幌控訴院御成，御三

札幌師範学校御成，同校前区民の奉迎
北海道帝国大学御成，運動場に向わせら

る，御階立所，全道青年大会の競技　北

、海道農事試験場御成　北海道帝国大学附．

属博物館御成，，同館前納乗車，御発　三

隅所前庭御前角力，下野立所の御英姿，

御野立所，御前柔道，撃剣　御泊所西門

前の奉迎，高齢者　奉迎の花電車　中島

公園札幌第一中学校生徒の水泳，北海中

’学校生徒の柔道，工業学校の撃剣，高等’

女学校及小学校女生徒の唱歌，、師範学校

生徒の体操，体操台覧，御野立所に向わ

せらる，・御三立所，各小学校男生徒の体

、繰；各小学校女生徒の体操，三野立所御．

．発　山導公園御成，畜牛台覧”山鼻公園

平声掛りの癬　北海道商品陳列所御成

札幌停車場通の奉迎　北海タイムス社前

通町　奉迎区民の雲集堵列　区内各小学

校の旗行列，小学校生徒の集合，解散　真

駒内種畜場，畜牛，御内立所に向ぜらる，

御選立所御成，『放牧の牛馬群，牧草刈取，．

奨学御播種，御発　月寒歩兵第25連隊，

練兵場御閲兵，御物立所；分列式，少生

団御親閲，少平団友在郷軍人の奉迎　畜

産試験場北海道支場御成，飼畜御巡覧，

属従貝の自動車　月寒種羊場御町立所，

綿羊御愛撫御前の群羊放牲の綿羊
札幌御悩所の提灯行列　札幌駅附近の奉

迎・大・日本麦酒株式会社札幌支店御成，

．工場の内部，単発　帝国製麻株式会社札

幌支店御成　御呼甥御発　鶴駕旭川に向
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わせらる札幌駅前の奉送旭川駅御着

旭川駅前奉迎門　御壷所御着　御座所，

御寝の間　御泊所前庭生魚台覧　雪中軍

隊用具台覧　内野師団長の御説明　第7

師団練兵場に於ける旭川区各小学校生徒

の運動競技，綱引演了生徒の万歳奉唱，

擬騎馬戦旭川中学校校庭中等学校生徒

の運動競技，体操，旭川高等女学校生徒

の遊戯　旭川北都女学校生徒の体操　旭

川精華女学校生徒の唱歌及同附属幼稚園

稚児の遊戯，熟畑立所御第7師団司令部

御成，練兵場御酒立所に向わせらる’第

　7・師団練兵場に於ける分列式，軍隊奉迎

千代の山御野立所　萩ケ面面野立所　御

泊所出発　第7師団練兵場御成の際区民

　の奉迎，旧土人の一団　有隣農場の奉迎

和寒駅の奉迎名寄駅の列立拝謁，：上在

郷軍人及消防組員　網走駅御着　御泊所

網走尋常高等小学校，・屋上露台，御座所，

．御寝め間　網走御三所御出門，駅前庶民

　奉迎送ポ御発車　十勝川土人独木舟操縦，

　土人集合焚火に暖を取る　釧路駅御着，

　人力車に召して御前所に向わせらる，駅

　前奉迎　歯簿釧路警察署前通御　御三所．

　釧路公会堂　白糠軍馬補充部御成，御冷’

　立所前牧草刈取作業，補充部門前回迎

　大楽毛馬市場臨御，馬匹羅売台覧，御岳

”立所前優賞馬匹台覧，釧路産牛馬組合副

組長17）御説明，心内の馬面　大楽毛御念

　釧路中学校校庭御野立所，御乳立所前中

　学校生徒の体操，釧路高等女学校生徒の

　競技，釧路小学校男生徒の最敬礼，釧路

　小学校女生徒の遊戯　釧路築港広場の水

　槽生魚　釧路魚菜会社陳列の魚族　御泊

　所釧路公会堂御出門、歯簿釧路駅に御進

　発　帯広駅御着　帯広駅の奉迎，奉迎後

・駅前の光景　十勝種馬牧場御着，種馬厩

　御成，御三立所帯広公会堂御成同所中

庭匠馬匹台覧，中庭御手植，御座所三

二　岩見沢駅前奉迎の群衆，吊各小学校生

徒及一般群衆　苫小牧駅御着　駅前の奉

迎　王子製紙会社御着，御降車，工場御

巡覧，蒸解室出御　佐瑠太駅御着，駅前

奉迎　節婦二野立所御登臨’新冠御賢所

凌雲閣，御出門御下甥御巡覧，唱御馬上の

御英姿　新冠御料牧場牝馬厩に御成、御』

野立所御成，牝馬台覧　凌雲閣前面平野

に馬匹移動　観農台御成　新冠御料牧場

競馬場御成，馬検所，めのこ競馬騎手出

場，めのこ競馬，めのこ騎手御賞拝領，
　　　　
優勝めのこ：騎手，せかち騎手入場，アイ

ヌ騎手入場，テイヌ学賞拝領，土人騎手

高富付添人　御料牧場事務所追込碍外御

成，事務所に玉歩を進めさせらる，事務

所前に献上馬台覧，御児　消夏台に向わ

せらる『御料場第2カナリヤ号　苫小牧

支笏湖軽便駅に向わせらる　御乗車，御

発車　御発車後の光景　車回湖御着王子

製紙会社別邸に向わせらる　艀弓場玉歩．

、を進めさせらる．艀置場御成支笏湖御

、座船・に乗御，御巡覧，御上陸，停車場に

向わせらる　御発車車上御展望，土人の

一族奉迎　室蘭製鋼所埠頭桟橋御着，・椥

上陸，工場御巡覧　室蘭製鋼所役宅御成

室蘭中学校庭に成らせられんとす，御成，

小学校男生徒の白虎二女子小学校生徒

の旗体操，中学校生徒の野仕合デ高等女

・学校生徒のダンス　室蘭八幡山御成，御

詰立所の御展望，御手植’室蘭埠頭桟橋

御着　日向艦載水雷艇に乗御　御召艇御

進航港内御巡覧　御召艦供奉艦の葎景

室蘭港内御巡覧と奉迎　御召艦日向に御

乗艦　御召艦日向の雄姿　御召艦退道の

御会釈　御召艦室蘭港門出港　御召艦室

蘭港を離れんとす　御召艦選かに太平洋

上に煤煙を残しつつ航進の光景一
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460皇太子殿下御渡欧記念写真帖　第
　1～8巻　大阪夫阪毎日新聞社　大．10

4冊（合本）22’×31cm’ピ　〈416－18＞

　第1巻
　東宮殿下海軍服の御三姿　東宮殿下御

渡欧御召軍艦香取　供奉艦鹿島　東宮殿

下高輪御殿表玄関より御馬車に乗出出門

東宮殿下御到着5分前の東京駅前の光景

（其1，其2）東宮殿下東京駅御着（其1，其

2）横浜岸壁に於ける御見送りの各皇族

殿下　汽艇にて御見送りの大臣　横浜桟

橋上の東宮殿下　東宮殿下御召汽艇の出

発1香取艦の皇礼砲　御召艦香取におけ

る東宮殿下御座所　御食堂　供奉艦鹿島

の登舷礼　御召艦香取の二途　御召艦よ

り退出の各元帥　横浜桟橋に於ける奉送

の諸大官　横浜埠頭の御出発　沖縄与那

、原港全景　御召艦香取甲板にて　沖縄与

那原港に御投錨の御召艦香取及供奉艦鹿

島　沖縄与那原町へ御上陸の御召艇－沖

縄与那原港桟橋附近の奉迎者と奉迎の尚

侯爵　沖縄那覇に向はせらるる東宮殿下

及供奉員一行　沖縄那覇市中御巡行の東

宮殿下　沖縄首里城内密旨の陰を櫛通行

の東宮殿下と二院宮殿下沖縄首里尚侯

爵邸御着の東宮殿下沖縄島里尚侯爵邸

’御出門の東宮殿下と二院宮殿下　沖縄与

那原港を御出二二め方香港を指し℃御旅

立　香港日本総領事館　香港市街　香港

碇泊中の御召艦　香港御碇泊中鹿島艦の

アットホ畏ムより御帰艦の皇太子殿下

小栗司令官の公式上陸

　第2巻
　特に本社に賜った東宮殿下御手うつし

の御写真　香取艦上の東宮殿下と閑院宮

殿†及び御同胞の光栄に浴せる大阪毎日

特派貝加藤直士　新丁田御碇泊中大三三

　　日特派員加藤直士に香取艦上にて拝謁を

　賜ふ新臨画御碇泊中御召艦香取艦上に

　おいてデッキゴルフに興じ給ふ東宮殿下

　　（其1～其4）’新嘉坂御碇泊中御召艦香取

　艦上においてデッキビリヤードに興じ給一

　ふ東宮殿下　新嘉壊御碇泊中御召艦香取

　において御競技を終らせ給ふ東宮殿下
　新嘉披御碇泊中供奉艦鹿島艦上において

　水兵の相撲台覧　新嘉披御碇泊中試織艦

　香取艦上の御歓談（其1，其2）　新嘉三三

　・碇泊中御召艦香取より・同市街を御遠望あ

　らせらるる東宮殿下（其1～其3）御召艦

　新誌面御着　新詳密御碇泊中御召艦香取

　へ英総督ギルモアド卿の来訪（其1～其4）

　新嘉坂における奉迎船　新藍蝋御碇泊中

　御召艦上において同地居留民小学生に謁

　を給ふ　新嘉感官碇泊中御召艦上におい

　て居留民小学生に御菓子を賜ふ　新嘉破

　御碇泊中御召艦上の閑院長殿下　新嘉坂

　，御碇泊中御召艦上の珍田供奉長　新嘉披

　御碇泊中大阪毎日特派員加藤直士御洋杖

　を奉献す　新嘉破御碇泊中汽艇にて東宮

　殿下の御上陸　御召艦新嘉遷御入港の際

　山崎総領事等乗組の奉迎汽艇　御召艦新

　、嘉破御入港奉迎の英国豪州艦隊ブリスベ

　ン　御召艦名嘉披御出港刹那と奉送ラン
・　チ・．

　　第3巻
　　コロンボ港外に於ける英国軍艦の満艦

　飾　コロンボ港内に於ける御召艦　公式

　御上陸（3月28日コロンボ）　コロンボの

　桟橋　桟橋上の奉迎　桟橋縮め光景　停

　車場の光景　停車場前の奉迎者’自動車

　に召されんとす　群集せる奉迎の印度入’

　ユロンボ市街（其1，其2）キャンデー停

　車場停車場御着（其1，其2）’キャンデ

　．一行啓の際英国の警戒隊　キャンデー市

　街　キャンデーに於ける総督の別邸総
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督の別邸前，キャンデー植物園御到着

植物園に於ける東宮殿下　キャンデー宝・

物庫の正門　キャンデーに於ける釈尊宝

物庫御観覧幽キャンデー寺院（其1，其2）

3月31日鹿島艦上に於て印度人の手品を

　台覧（其1～其4）「印度人の手品陪覧の供

奉員其他
の

　　第4巻
　　埃及カイロ府サルタン門前の東宮殿下

　カイロ停車場を出でさせらる’る東宮殿下

砂嵐を醒してピラミッド観覧匠向はせら

　るる東宮殿下　ピラミッドの構造御説明

　のアレンビL元帥　スフィンクスを御撮

　影中の東宮殿下　ピ．ラミッドの前に立た

、せ給ふ東宮澱下とアレンビー元帥　殿下

　の御訪問ありしカイロ府停車場前の広場

　東宮殿下の御遊覧ありし埃及のピテミッ

　ド　東宮殿下の御観覧ありしポロ競技

　ポロ競技場に於けるティ・パーチー　ポ

　u競技場に出て接待の英大官に御挨拶を

　賜ふ　ポロ競技場より博物館に向はせら

　るる東宮殿下　地中海英国要塞マルタ島．

　に御上陸マルタ島に於ける我第二特務
　艦隊戦没者の墓碑に御参拝　マルタ島1ご

　於ける我戦没者の墓碑に花環を手向け給

　ふ’

　英国御着　御召艦香取艦上た於ける御着・

　英記念撮影’御着英の日香取艦上に於け

　る東宮殿下の御閑話　東宮殿下と英国皇

　太子殿下との御握手　御召艦香取を御来．

　訪の英国皇太子殿下　東宮殿下英国皇太

　子と共に墨守此此兵を御親閲遊ばさる

　東宮殿下英国旗艦クイ’ンエリザベズ出御

　来訪　東宮殿下英国旗艦を辞し去られむ

　とす　ポーツマス埠頭に於ける東宮殿下

　の海軍藩侯兵御閲兵　東宮殿下ポーツマ

　ス御上陸の刹那　東宮殿下英国近衛1儀侯

　兵御親閲　ヴィクトリア停車場に於ける

英国皇帝陛下と東宮殿下「東宮殿下御警

護の英国騎兵隊　無名戦死者碑前の東宮

’殿下　無名戦死者碑御参拝　供奉員の無

名戦死者碑参拝

　第5巻
　供奉艦鹿島ポーツマスに入港　ポーツ

マス港に投錨中の供奉艦鹿島　英国大西

洋艦隊旗艦クイン土りザづス号の乗組員

スピットヘッド御着当時の東宮殿下．香

取艦上の東宮殿下御英姿　東宮殿下の英

霊太西洋艦隊旗艦クインエリザベ琴号御

訪問（其1～其5）香取艦上に於ける日英

両皇太子殿下の御握手　東宮殿下ポーツ

マス面心上陸後英国海軍儀杖兵を御閲兵

あらせらる　東宮殿下倫敦ヴィクトリア

停車場にて英国皇帝陛下と最初の御対面

東宮殿下露国近衛兵御閲兵（其1，其2）

東宮殿下莱国皇帝陛下と御同乗にてヴィ

クトリア停車場よりバッキンガム宮殿に

向かはせ給ふ（其1，其2）バッキンガム

宮殿前に於ける奉迎め日本人　東宮殿下

を御奉迎の英国近衛軍楽隊凍宮殿下倫

敦市公会堂御訪問後ドツキンガム宮閾こ

還御あらせらる∫東宮殿下英国皇太子殿

下と御同乗にて倫敦：市公会堂より還御

東宮殿下倫敦市公会堂前にて英国近衛兵

御閲兵（其1～其4）倫敦日本人会の：茶会

　に臨ませらるる東宮殿下（其1，其2）倫

敦た於ける香取鹿島乗組の士官二二生

　香取鹿島乗組水兵

　　第6巻
　　東宮殿下英国皇太子殿下と御同乗にて

　倫敦市庁に向はせらる　東宮殿下倫敦市

　公会堂前にて英国近衛兵御閲兵（其1，其

　2）東宮殿下倫敦市庁前にて英国近衛兵

　御閲兵（其1，其2）東宮殿下倫敦市庁舎

　に入らせ給ふ　東宮殿下の御馬車ヴイク

　’トリア停車場よりバッキンガム宮殿た向
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ふ　東宮殿下英国皇太子と御向乗にて倫

敦市公会堂に向ゑわせらる　東宮殿下倫

敦市公会堂御着　倫敦郊外に於ける東宮’

殿下　東宮殿下倫敦市庁よりバッキンガ

ム宮殿に還御f7）途次テームス河岸御通過

東宮殿下の御馬車倫敦セント・ポール寺

院の前を過ぐ　バッキンガム動感前に於

ける奉迎の群衆　東宮殿下倫敦市庁より

バッキンガム宮殿に還御　香取・鹿島乗

組員の倫敦見物（其1，其2）一東宮殿下無

名戦死者碑を訪はせ給ふ　香取・鹿島乗

組将校無名戦死者碑に花輪をささぐ　香

取・鹿島乗組水兵並に供奉員等の無名戦

死者碑参拝（其1，其2）東宮殿下ウェス

トミンスター寺院台臨　東宮殿下ウイン

ザー宮台臨　リーグ・オブ・ノーシ白ン

劇の二花形，劇の場面（其1，其2）

　第7巻
　倫敦市公会堂に於ける東宮殿下　ウイ

ンザー市長東宮殿下を迎へ奉る　東宮殿

下の御馬車ウインザー宮に入る（其1～其

3）東宮殿下の御馬車ウインザー市公会

堂を出御　倫敦市より東宮殿下に献納せ、

る黄金の室塗替　閑翻身殿下と御同乗の

東宮殿下　東宮殿下倫敦の御講短所チエ

スターフィル●ド・ハウス御着　チェスタ

ーフイルド・ノ＼ウスの前面　東宮殿下ウ’

エストミンスター岸御上陸（其1～其3）

テームズ河上に於ける東宮殿下の御召艇

東宮殿下の御召自動車倫敦塔御到着　倫

敦塔の番兵　東宮殿下倫敦塔内庭御見学
東宮殿≠倫敦塔内に入らせられんとす

東宮殿下大英博物館御見学（其1－」其6）

国民美術館に於ける東宮殿下（其1，其2）

東宮殿下大英博物館御見学（其7）’

　第8巻
　オッ・クスフォードの群衆東宮殿下を迎

へ奉る．オックスフ1一ドに於ける東宮

・殿下（其1，其2）東宮殿下ケンレー飛行

場御見学（其1～其4）　日英両国旗にて飾

られたる倫敦パヂントン停車場　クラン

フォードに於ける東宮殿下（其1～其3）

チェッカーズ英首相別邸御訪問（其1～其

5）　オックスフ牙一ドに於ける東宮殿下

（其3）チェッ勇一ス英首相別邸に於け

る東宮殿下　チェッカーろ英首相別邸に

て東宮殿下ロイド・ジョージの令孫に握

手を賜ふ　オックスツォードに於ける東

宮殿下（其4：一瓢6）東宮殿下のウェスト

ミンスター岸御上陸（其4，其5）

461　皇太子殿下御渡欧記念写真帖’国際

　情報社大10．8、47枚3P　26×38cm
　8円　・　　　1．’・　　　　〈416：25＞

　〔図版は大きい〕、

　　事象たる東京駅頭　横浜埠頭の御昏昏

　馬来半島め良港新嘉坂　東洋商業の号車

　地たる香港　埃及の金字塔　熱帯の名区

　古郵貯　錫蘭島あ象群　錫蘭島カンジー

　の名刹　古三三に回る英国守備兵の御閲

兵ポーツマス港頭に於ける御召艦香取

　皇太子殿下英国近衛軍事閲兵　クイ．ン・

エリザベス艦上の皇太子殿下　御召艦香

取より御上陸あらせられんとする殿下

岸壁に於て御閲兵遊ばさるる殿下　ヴィ．

　クトリア停車場御着め光景　1日過両皇太

’子殿下御同乗　英国皇帝と御馬車御同乗

の皇太子殿下　ポーツマス市街に遡る御

召艦及供奉艦乗組員　皇太子殿下御着英

　を奉迎する在留邦人　皇太子殿下英皇帝

　と御同乗バ宮に向わせらる　ウインゾル

宮殿に残らせらるる殿†，花環御供進中

に細る写真隊の拝診　繁昌なる倫敦市街

幽バッキンガム宮殿前奉迎の同胞団　皇太

子殿下倫敦市庁御成　瞬く其2・野馬車中

の殿下）、同（共3・市庁前に於ける歓迎三
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沓）倫敦市の公式大堀迎会場倫敦市’

の歓迎晩餐会並歓迎文を納めし金函－英

国武官に握手を賜へる殿下．世界の珍奇

を集めし英国博物館美術の淵淵叢たるtt

国立絵画館　議政の府たる英国国会議事

堂　財界の権威英蘭銀行　テニムス河流

に逼る殿下の御召艇　御召艇より御上陸

遊ばさるる三下　倫敦塔及び三橋　博物・

館より御退出の皇太子殿下　ウェストミ

ンスター寺院　同礼拝堂　皇太子殿下僧

正に握手を賜ふ　英国首相邸に於る皇太

子殿下ヘンレー飛行場御見話中の殿下

最も小さき少年団員と語り云ふ殿下博

物館御退出の殿下、美術館御参心中の皇

太子殿下　学界の権威たる剣橋大学　感

冒と並称さるる牛津大学　牛津大学に於

る皇太子殿下　名誉博士服を召させ給ふ・

殿下　希臓彫刻館内に立たせ給ふ殿下

倫敦に於ける在留邦人団の歓迎　飛行場

に於ける我軍艦乗組員’飛行場に留る殿

下・の御閲兵飛行場に隔る皇太子殿下

オルダショットに於ける御閲兵ヘンレ

ー飛行場御見血中の殿下・飛行場に立ち

賜ふ殿下及‘行　ヘンレー飛行場に：於て

握手を賜ふ　撃剣試合を台覧あらせら

る・殿下　エジンバラ停車場に於ける皇

太子殿下　皇太子殿下エジンバラ古城御

訪問　エジンバラの歓迎　皇太子殿下プ

レーア城御成　アゾール貴族邸に成らせ

られし殿下．華美なる晩餐会　将校倶楽

部場外に於ける騎馬二面兵　皇太子殿下

不具の病児を憐ませ給ふ

462御大典記念大観　御大典記念協会
　昭4．31冊22×31cm　　　〈412－rO1＞

　〔昭和3年11月に行われた御即位式の写真

　帖。写真のほヵ・，御大典記事として，即

　位式の沿革，式服，日程，叙位，叙勲者

の哨覧等がのっている。〕「

　御大典写真　天皇陛下御壷帯御尊影

皇后陛下御忌帯御尊影高御座　御帳台

伊勢大神宮　伊勢大神宮内宮御正殿　外

宮御正殿　春興殿　大嘗宮全景，天皇陛

下御真影　皇后陛下御真影『皇太后陛下

御尊影　照宮成子内親王殿下　赤坂御所

御正門　高松宮宣仁親王殿下　澄宮崇仁

親王殿下

皇室及び皇族御壷系譜　二院宮載仁親王

殿下　同論智恵子殿下　故東伏見宮依仁

親王妃周子殿下　同宮家御継嗣邦英王殿

下　伏見宮博恭王殿下　同義経子殿下

故山階正面磨王妃常子殿下　山階宮武彦

王殿下　賀陽宮恒憲王殿下　同義敏子殿

下　久弟宮邦彦殿下　同心倶子殿下、久

翁面多嘉軍殿下　同妃静子殿下』梨本宮

守正王殿下　同論伊都子殿下　朝香宮鳩

彦王殿下　同論允子内親王殿下　東久遍

宮稔彦王殿下　同妃聡子内親王殿下　故

北白川宮成久王妃房子内親王殿下、北白

川宮永王殿下・故竹田宮恒久王妃昌子内

親王殿下　竹田宮恒徳王殿下　語論世子

堤殿下　同妃方子女王殿下

紫三殿出山殿上高御座　紫前殿御前の

本位につく御習礼の楽人威儀物捧持者

紫震殿御前の本位についた参役者　南庭

東側の威儀、謡曲殿御儀の習礼を終えて

退下する庭上参役者舗設整いたる紫三

殿南庭　御即位式当日の紫震殿の御庭上

の御舗設

衛門本位　幽明門より藍鼠殿を拝す　月

華門より日華門を望む　　　　ゐ

大嘗宮　悠紀殿御棟木の震持・悠紀殿

主流殿　廻立面の正面，全景　板垣御門

内の大嘗宮全景　南板垣御門の御三函

南板垣御門

御調度品　威儀参進の束帯tt査三舞の三
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凍威儀者の着用する装束桂町　三冠
（巻帯）　大刀く奏任官用）　二条離宮内に

取揃へられた聴罪御調度品（束帯）

御親謁あらせ給ひし御陵．神武天皇畝傍

山陵，明治天皇伏見桃山山陵　仁孝天皇

孝明天皇泉涌月輪陵　大正天皇多摩陵

東京御発賛　宮城より行幸道路を東京駅

に向わせらるる賢所御羽車　宮城御出門

行幸道路アーチ下を通御の御霊輩

名古屋御駐螢と御発輩　名古屋駅前奉祝

門附近を進御の御歯簿　名古屋駅前奉祝

門を通御の賢所御羽車　名古屋納屋橋附

近を臨御の御羽車　聖上陛下御歯簿名古

屋離宮天主閣肺肝御　名古屋離宮臨御の

御羽車，御薗簿　名古屋離宮御出門の御

羽車，御筆輩

聖駕を迎へまつる京都．京都駅前の奉祝

門　聖駕を迎ぺまつる京都駅

京都御着輩　京都駅前奉祝門通御の御羽

車，御開賛　両陛下建礼門入御の御三三’

両陛下京都御着螢の御歯二

尊即位礼当日　御即位礼当日紫震殿御前

首相万歳奉唱の絵　御即位礼当日皇宮御1

所御車寄tt御即位礼当日御式場に参進す

る光栄顕官連　野州門外を参進する海軍

零下兵

大嘗祭大嘗宮御儀に御臨幸あらせらる．

御歯簿・大嘗宮渡御の鳳賛を奉迎せんとtt

する陸軍軍楽聯　大嘗宮へ渡御の絵

大礼関係大官及大礼使諸員　田中内閣総

理大臣r木宮内大臣’近衛大礼使長官

関屋大礼使次官　鳩山大礼使次官伊藤

大礼使御用掛　伊藤式部長官　黒田主計’

部長　西園寺車馬部長　束久世造営部長

八田鉄道部長　杉調度部長　金森評議員

幹事』長谷川評議員幹事　白根評議員幹

事前甲参与官
本饗　大饗宴i影干棟木搬入　大饗下場上・

棟式　大饗宴の玉座にかかる千章松軟障

悠紀御屏風主三三屏風悠紀御三三
主基御屏風

両陛下玉座，大饗築内部の全景大饗宴

第1日の御召者に見る御挿華　大饗宴場

夜宴に御下賜の菓子器と大鼓型のボンボ

ーニー @金色燦然たる舞楽殿　五節舞姫

太平楽楽師　万歳楽楽師　御神楽人長楽

師　五節舞姫舞楽殿へ．大饗三三1日の

、五節舞　大饗夜宴の太平楽・万歳楽　大

饗宴第1臼御熱冷終了の第1朝集所前

『大饗第1日御儀御終了の第2朝集所前

御大礼た参列した各大臣と夫妻　大饗宴

に参列の礼装武官連　大嘗宮の御親祭あ

神庭の愈愈手　最：後の練習を終えて退出

する五節舞姫明治神宮外窄4）地方三三

場とその内部　大阪の地方選書場．

宇治山田へ行幸啓　神都行幸の御歯簿総

礼門御進発　神都御着の御歯種

外宮御親謁　天皇陛下御進発の御歯簿
皇后陛下御進発の御歯簿　天皇陛下頓宮

へ還御の御鳳輩

内宮御親謁・天皇陛下宇治橋々上進御あ

らせらるる御主輩’天皇陛下宇治橋御鳥

居を進御あらせらるる御家輩天皇陛下

御親魂終らせられて頓宮へ還御の御選輩

皇后陛下御面謁終らせ給ひて頓宮へ向わ

せらるる御寒熱内宮御親謁終らせられ

御退出あらせらるる御歯肉

畝傍山陵御親魂，御陵へ進御らせらるる、

御歯簿適意謁終らせられて還御あらせ

らるる御比論

泉山御陵御親謁泉山御陵御親謁の為進’

御遊ばさるる御歯簿　両陛下御親謁終へ

させられ御退出の御三三　泉山御陵儀三

兵の捧銃

桃山御陵御親謁　天皇旗ひらめく御海戦

の先駆をたまわる儀佼の近衛騎兵天皇
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陛下桃山御親謁に進御遊ばさるる御三雲

と皇后陛下御歯謡い天皇陛下御親謁終ら

せられ御三出遊ばさる　御丁丁終らせら

れて御詠出遊ばさるる皇后陛下二二宮殿

下

御還幸啓　御還幸の余に建忌門より京都

駅に向わせらるる御鳳輩初めて迎き奉

る皇后旗を御先頭に建礼門出御の皇后陛、

下烏丸通読通過の御羽車　名古屋離宮
『・に入らせらる御羽車．両陛下名古屋離宮

入御遊ばさるる御歯噛二心の御式礼を

，終させられて宮城に入らせ給ふ賢所御腰

車馳 V皇陛下二旬の御式礼を終へらせら

れ宮城に入らせ給ふ御感輩』皇后陛下宮

城に入御南らせ給ふ御歯簿

悠紀斎田　悠紀斎田の御田植と悠紀斎田

の御田植祭悠紀斎田の抜穂式
主基斎田　主基斎田の抜穂式　主基斎忌

を視察中の山本農林大臣　京都についた

生金斎田供出神器　主基斎田供二神殻御

宮御所斉庫へ御納入　京都駅についた応，

援の警官三

諦調度品の謹製　白酒黒酒の謹造　御大

礼諸儀に用うる忍刀の鍛練舞楽に使用、

の三鼓の謹製　輝く御盛儀に召さるる弓

矢の謹製　御大礼高話儀服の御調進．御

．大礼に際し高齢者に賜る養老盃の包装宮

内省

各地奉拝者の状況．丸の内附近に夜三二
　　　　　　　　　　　　セ
　して奉拝せんとする人々．名古屋将校団

　夫人②奉拝団及高齢者と在郷軍人　御歯

＝簿奉拝せんどす京都御苑内の外人連・夜

　を徹して御三三を迎えまつる京都の人々．

神宮御親臨の御云云を奉拝せんどする

　人々

　各地の奉祝　電車内に於て万歳奉唱する

　京都の御即位礼当日御即位礼当日東京

　の奉祝花電車　東京尾張町交叉点に奉祝

花電車見物せんとする群集　東京和田倉

門外奉祝イルミネーション　京駅前奉祝

イルミネーション

．、大礼大観兵式　天皇陛下御親閲OP御英姿

観兵式総指揮：官閑帯芯殿下　天皇陛下の

御閲兵式　大観兵式に参加の全国代兵部

隊の閲兵・タンクの分別式

大礼大観艦式、天皇陛下大観艦式に行幸

御召艦榛名を拝す　空上飛行機の分列式

大観艦式9偉観

在郷軍人と少年団の御親閲　天皇陛下全

国在郷軍人代表御親閲御親蘭をまち奉

る少年団　琴皇陛下少年団を御親閲

大礼奉祝　御大礼東京奉祝1こ行幸の金色

，輝く御鳳輩　両陛下東京奉祝六：今玉座に

つかせ給ふ

463東宮殿下行啓紀愈写真帖　甲府　甲’

　府商工業会議所大元．827p’105枚．

　19　×　27cm　’　，　’　〈419－14＞

　　東宮殿下御肖像’閑院宮殿下御肖像

供奉員（付山梨県官〉波多野東宮太夫

　演習統裁官’閑三宮殿下随従武官　演習

　部貝第1班，第2班入筆武官入峡文
　官　御召列軍（外部，内部！　甲府駅奉導

　門　甲府駅奉迎の光景（御着前y御着後）

　三道’筋の光景（紅梅町通り，桜町通の

　舞鶴城奉迎門　御旅館（機旧館）御旅館

　御座所　学生提灯行列　韮崎舟山仮三野

　立所　龍岡村阪下御通過　龍岡村高森岡

　御野立所と其運望，龍岡村唐土神社御昼

　餐所・御昼餐所より御幣立所を望む　高

』森商よ，p富士山を望む　同上八ケ岳を望

　む　上野村堅調神社御昼今戸・蹴裂神社

　境内御町立所　押原村仮興野立所｝とて演

　習御覧．蹴裂神社より、大塚村方面を望む

　太田町公園内招魂祭　甲府商業会議所主

　催炬火行列出発前光景　山梨県庁　県庁
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内御座所古文書画古器物陳列室（其

1～其3）加賀美光章書　国産品陳列室．

（其1，某2）御献納品　山梨高等女学校

御座所，生徒製作品，生徒運動　草薙合

資会社生糸工場，繭の富士山，デニール

検査　甲府商業学校行啓，実践室　甲府

中学校行啓　舞鶴城二の丸武術試合台覧

甲府商業会議所前論逓過　甲運村在原塚』

鮒近演習御覧　英尋常高等小学校　同校

玄関前の盆栽　英学校より御汁立所に向

わせらる　同盟野立所・同附近の奉迎者

閑二宮殿下御入峡、里垣村誓願寺境内御

野立所に成らせらる　誓願寺御野立所

誓願寺境内　市外血気田圃御演習の閑院

宮殿下，／t演習武官　甲府商業学校御壁立

所　同校御昼餐所，御持帰りの盆栽御

旅館庭園に学生の遊戯を御覧あらせらる

学生君”代合唱　学生遊戯（桃太郎，信号

体操，行進，赤十字，磯の波，綱引，万才奉．

祝）　御旅館御出門　日下部停車場附近・

日記中学校　同校御座所　矢島生糸工場

同御座所　晶晶畢内部　甲府連隊将校奉

迎　同兵士奉迎　甲府連隊突撃演習，練

兵場内御座所無線電信通信所　甲府連』

像機韓体操　山梨県師範学校，生徒製作

品，隼徒体操　蹟闘ケ崎古城趾’古城趾

に於ける連隊長の歴史直進　第2回炬火

行列御旅晶晶集合　炬火行列仕掛花火

山梨県農林学校　同校御座所　生徒実習

台覧　御還啓の途に就かせらる　橘町濠

端通りめ停車場に向わせらる　御出門後

の遊亀橋　甲府停車場御着　都留中学校

同校御座所　東京電燈株式会社駒橋事務

所．同所御出門，同所にて台覧に供えた

る盆殺発電所ホり貯水池を望みたる光『『・

景　貯水池より下職したる光景（其1～其

3）、菅ケ原村北原仁邸表門及庭園・円野

村内藤彦一邸表門及座敷掴幣中社浅間

神社へ甲内侍従軍差遣侍従送迎の小学

生　酒折宮　山梨県病院　笹子村夫野昇

平邸表門及座敷　上野原町藤田胸太郎邸

表門船脚敷　山梨県工業試験場御手植

（県庁構内広葉杉，連隊構内網，舞鶴城内

三重）tt御乗馬藤園，清岡主馬寮技師　御

買上国産品　実業功労者　台覧馬匹初
霜御料三年敷島御旅館へ陳列の盆栽，

類　奉迎員（其1，其2）拝謁者　新聞記

者　各所光景（入日町，桜町，魚町，常磐

町回城屋町緑町柳町春日小学生の旗
行列，英村三野立所附近，韮崎町奉迎門，

駒橋発電所附近，猿橋停車場奉迎門，山県

大弍墓，機山館全景，上野村一条林，龍岡

’村唐土神社，三三ケ三三城趾）．御旅館の

夜景　甲府電力株式会社イルミネーショ

ン　高齢者（其1，其2）　関係諸貝　徽章

と絵葉書　甲府市岬町飾り提灯　御下賜

の銀花瓶と若尾民造　甲府商業会議所献

納め御岳風景写真帖、同所献納の国産品

同所役員洞所議員（其1，其2＞　三所事．

務局貝　写真部員　追加高齢者「関係員

464　東富殿下御帰朝奉祝万治報記念号

　万朝報社　大10．9　　　　　〈413－28＞

　〔製本中〕tt

465回忌殿下御結婚記念写真画報　東京

　朝母新聞社　大工3．164p　定価1円

　　　　　　　　　　　　　　，〈420：75＞

466東宮殿下御渡欧記念写真帖　上巻

　目本国際写真通信社、大1Q．　7　S8枚

　23×30cM一　〈423－61＞
　　皇太子裕仁親王殿下（バ．ッキンガム宮

　殿前にて記念御撮影）（英国政府写真局謹’

　写）聖ゼームス宮殿御晩餐会御列席の

　四殿下（英国政府写真三三写）　東宮殿下
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随行員堅肉悸員記念撮影（英国政府写真

局謹写）高輪御殿御出門と高輪御殿
東京駅前庭奉送の群衆　東宮殿下東京駅

御着　横浜駅御着と横浜港御出発　御立

寄の琉球旧王城と香港全景　新嘉坂沖御

上陸前香取甲板上の東宮閑却宮両殿下

古倫母御入港税関前の御閲兵　古血母政

庁前に錫蘭総：督と御閲兵　埃及王立訪問

’とマルタ御上陸　スピット岬，1：仮泊の御．

召艦香取　スピット岬に雄姿を横へた香

取鹿島　クインエリザベスの御出迎を受

け給ふ東宮殿下　スピット岬香取艦上殿

下の御領遊　クインエリザベス艦上奉本

籍に御閲兵層香取艦へ御出迎の英国皇太

子殿下　ポーツマス御入港の香取艦へ御

出迎えの英国皇太子殿下　香取艦より御

上陸の殿下　御上陸後埠頭に於ける御閲

兵　英国軍楽隊の君が代吹奏裡に殿下の

御答礼　英皇帝ヴィクトリア停車場に東

宮殿下を御出迎ひ遊ばさる　ヴィクトリ

ア停車場歩廓に英皇帝陛下と御閲兵　ヴ
ィ1 Nトりア停車場より六ッキγガム宮殿

に進ませらる・歯簿ヴィクトリア停車

．場より．ウェリングトンァt一チを御通過バ．

ジキンガム宮殿に　バッキンガム宮殿に

進ませらる・閑院宮殿下と英国第二皇子

の御車　バッキンガム宮殿前奉迎の在倫

敦同胞団　バッキンガム宮殿前無邪気な

る邦人児童の奉迎　東宮殿下御滞在のバ

ッキンガム宮殿　無名戦死者の記念碑に

花輪を獄げ給ふ　無名戦死者記念碑に御

礼拝　無名戦死者記念碑とウィンゾル宮

殿ウィンゾル宮殿へ行啓ウィンゾル

市庁前に於いて市長歓迎文捧呈　ウィγ

ゾル市庁前熱烈なる群衆の歓迎　ウィン

ゾル宮殿より御還啓　ウエストミン系タ

ー寺院へ行啓　ウェストミンスター寺院

前に副僧正の御奉迎　ギルドホール行啓

め歯簿　ギルドホール行啓御車上の二殿

下　ギルドホール内に市長歓迎文捧旱に

御答辞遊ばさるる殿下　ギノレドホールよ

り御帰還御途中の御閲兵．倫敦市長官邸、

の午餐会に行啓　市長官邸午餐会より御

退出再び御閲兵行啓ありしメンション

．ハウス倫敦塔　倫敦塔に行啓テームス河

畔御召艇に向わせ給ふ殿下　テームス河

流御召艇倫敦塔に進航す　倫敦塔より御

帰還御召艇より御上陸　ケンレ．一飛行場

’行啓　ケンレー飛行場格納庫に飛行機御’

見学　ケンレー飛行場附属格納庫御巡覧

飛行の実演を御台覧の東宮殿下

　　　『産・　業
博覧会，内国勧業博覧会，共進会，鉱業，

工業の項を立て，いずれにも含まれない

ものをここの項に収める。

467　日本商工大家集（日露戦争記念）・小

　松逸男編　大阪新報社明39．5．132p

　27×38cm　非売品　　・，、　〈406－1＞

　〔日露戦争のために軍需用品を製造，供給

’した商店1今社を写：真により紹介したも

　の。それぞれの略歴が説明されているお

　り，英文・漢文の説明がある。酒・しょう

　ゆの醸造所，メリヤス工場等が多く収載

　されている。〕

　　稲畑染工場（大阪府）泉仙介製品…さ

　け（兵庫県）岩崎重次郎製品…しょうゆ

　（千葉県）　日本精製糖株球今回…手荒

　（東京）　日本製茶輸出株式会社…本社・

　工場（兵庫）新田帯革製造所…工場（大

　阪）、日本メリヤス製造株式会社・一t・工場

　（東京）　日本精糖株式会社…工場（大阪）

　日本麦酒株式会社…工場（卑京）、日本防

　水布合資会社…工場（大阪）北海道炭鉱
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鉄道株式会社・一一，石炭積込の景・コーク系

工場（北海道）東京製綱株式会社…工場

（東京）東京製絨株式会社…工場（東京）’

同主場内作業の光景’個山紡績株式会社

・… G：［二場（岡山）長部文治郎製品…さけ

（兵庫）大阪阿部製品所…同所正面（大

阪）大倉緯皮革製造所…工場（大阪）

大阪浮粉株式会社…工場（大阪）大林組
’… {店（大阪）　大阪紡績株式会社一・’一土場・

（大阪）大塚和三郎製品…さけ（大阪）

大阪麦酒株式会社…工場（大阪）大阪製

菓株式会社製品…ビスケット（大阪）　若

林合名会社製品…さけ（兵庫）金巾製織
株式会社一’・■工場（大阪）株式会社川崎造

船所…同所外観（神戸）　同所…ドック

（神戸）．関西コーク株式会社…筑前若松

中之島工場（大阪）嘉納治郎右衛門製品，

…さけ（兵庫）・入漁紡績株式会社…工場

（東京）’河盛醤油醸造所…醸造所（大阪）

同所製品…さけ（大阪）金原罐詰所…工・

場・本店（大阪）tt大日本増塙製造所…工

場内部作業光景（東京）’田附商店…商店

（大阪）高田商会…本店（東京）宅合名

会社・・本店・・出張所（大阪）　高見沢商店

…メリヤス製品（東京）．高梨兵左衛門…

しょうゆ第4醸造場（千葉）　田中玄蕃製

品∴・しょうゆ（千葉）心添佐兵衛商店・・L

商店（大阪）桑原伸銅所…工場（大阪）

八木与三郎商店・・店（大阪）安田商事合

名会社天満愛冠所…］；場内作業光景（大

阪）八木福松商店…工場（大阪）山邑

太左衛門壕詰工場…さけ（兵庫県）　丸三、

組商店1・・本店（大阪）古河鉱業会社…本

庄工場内作業の光景（東京）同会社一’・・足

尾銅山（東京）小林林之助商店…店（大

阪）k天満織物株式会社…工場（大阪）

天瀬染工場…工場（大阪）芦森製綱所製

品…ロープ〈大阪）　札幌麦酒株式会社…

工場内（札幌）京都綿子ル株式会社・・r工

場（京都）湯浅竹之助商店…店（兵庫）

三井物産合名会社…建物（東京）株式会

社芝浦製作所・・工場（東京）茂禾七郎右

衛門第1第2醸造場㌫しょうゆ（千葉）毛

斯論紡織株式会社…工場（大阪）茂木在

平治第1醸造場∴しょうゆ（千葉）住友

鋳鋼場…作業場光景（大阪）住友伸銅場

，…?ﾆ場光景（大阪）杉田混融商店…製
品積出り光景（大阪）’

468’ f本勧業銀行「H本勧業銀行　明40．

　4　71枚　19×27cm　非売品

　　　　　　　　　　　　〈407－1＞　〈407－2＞

　〔同銀行の資金によって完成した事業の

　写真を集めだもの〕・

　　能本嵌入代郡海面埋立の図　同埋立成

　功の図　大分県明治水路水源間門の図

　同県溜海縁切割及架樋の図　北海道石狩

，国角田村立適用水口の図　幽間概用水路

、並稲田成熟の図　愛知県立田輪中疏水堤

　防音樋門の図・同海岸樋門の図　大分県

　藍瀬水路水源地の図，同水路長燧道下流

　の図　新潟県新三三村外15力村排水間門

　の図　同三門竣工式の図　茨城県豊田堰

樋管工事の図　同十連樽管成功め図．群！

馬県長野三三尾川築堤三水門の図　三三

加水天神嶺引入口の図　大分県大野郡若』

’宮井路吹上の図　新潟県西川西部排水閲

　門成功の図　新潟県三島郡島崎川東部湛

水地の図　新潟県三島郡島崎川劇道西口

・海岸坑門口の図　熊本県瀬田上井手用水

引入口の図　長時温浴中心灌概水路燧道

　改修の図　、茨城県飯沼反町水除堤改築閾

　門の図、同県源清田村排水機械室及排水

　の図　北海道檜山郡泊村灌概溝及水田一

部の図　宮城県角田用水暗渠割掘の図

新潟県栗ノ木川三流締切石弓工事の三
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’宮城県遠田郡涌谷町明治水門の図　同県・

品井沼排水燧道開墾工事の図（其1，其2）

秋田市永道水源地の図（其↓，其2）宮崎

県北諸方郡庄内村高の二二樋の図　神奈

川県厚木町外1力村耕地整理水路の図

幅島県相馬郡飯豊村耕地整理め図　同耕

地整理後の図　岩手県胆沢郡南都田村耕

地整理後の図　埼玉県鳩ケ谷町外1力村

、耕地整理水路の図　新潟県十日町機業地

焼失跡の図『

469　日本勧業銀行創業10年誌　日本勧業

　銀行　萌40．8　．16p　59枚　31cm　非売

’品　　・－　　　　　　、〈406－10＞

　〔銀行の10年史で業務統計のほか，同銀行

　が関係した事業の写真を収載。〕　　　．、

　　熊本県八代郡海面畳築渉止式の図　向

　海面埋築後の図　同灌概水路引入口の図

　同水路幹線の図　大分県明治水路水源閾

　門の図　同溜池縁切割架樋の図　北海道

　角田灌瀧用水引入口の図　同稲田成熟の

　図愛知県立田輪中排水工事完成の図

　同海岸間門の図　大分県藍瀬水路水源の．

　図　同水路長燧道下流の三一新潟県鷲，7．

、木煉瓦聞門工事の図　同煉瓦三門竣工式

　の歯　茨城県豊田心元杁樋管工事の図

　同十連三三挨三主の図　大分県若宮井野

　字笹無田吹上の図　群馬県長野三三尾川

　築堤及水門の図伺灌概水路二二竣工の
　図　新潟県西川西蔀水利組合關門竣工式

　の図　福島県相馬郡飯豊村耕地整理後の

　図　同耕地整理中の図　埼玉県棉ケ谷町

　外1力村耕地整理水路開通の図　神奈川

　県厚木町外1力村耕地整理悪水路の図

　岩手県胆沢郡南都田村耕地整理後の図

　愛知県新川町外4力二二二二水機械室の

　図　同晶晶水路及耕地一二の図　北海道

　前田村三三溝水源地の図　同水路幹線の

図　同一瀧耕地一部の図　新潟県島崎川

燧道西口海岸坑門口の図　同樋管開通前

門ロ下桐附近湛水地の図　熊本県瀬田上

井手用水引入口の図1長野県上中三下概

水路燧道改修あ図　茨城県飯沼反町水除

堤改築三門の図茨城県源清田村排水器

械室及排水の図　北海道檜山郡泊村灌概

溝及水田一部の図　宮城県遠田郡涌谷町

明治水門め図　新潟県栗の木川幹流締切

石堰工事の図　秋田市水道水源地の図

く其1，其2）　宮城県品井沼排水燧道開馨一

の図（其1，其2）宮崎県牝諸県郡庄・内村

閣ノ尾州樋の図　周山市水道水源配水池

の図　同水源附置の図　新潟県三層村排

水機関室の図　新潟県赤沼道樋管竣工の』

図　茨城県土津町逆永除間門竣工後り図

薪潟二野走川平水工事後復旧後の図（其．

1，其2）下の関市水道工事の図（其1；其

2）宮城県角田用水引入口の図　同館山

石造暗渠工事中の図　群馬県天狗劇界用

水路改修の図　青森県工藤氏開墾地暗渠

’及土石汗雫口の図　同齢立工事中学未墾

地一部の図，官崎県門平氏外1名疏水路

及耕地一部9～図　新潟県＋日町機業場復

旧あ図，同火災焼失跡の図　新潟県川上

．氏岩の原型園一部の図溜山県下；lllfJ　1　1

郡大家庄村耕地整理の図　茨城県真壁郡

，黒子村外2力村耕地整理の図埼牽県鴻

の巣町外1力村耕地整理め図　静岡県磐

田郡上智羽村耕地整理の図　千葉県印旛

郡多古町多古耕地整理　静岡県田原村耕

地整理の図　同県対馬村野際水路開馨の

’図

，470　前田農場及林業所　近藤磐雄　大11．

　？25枚　28×37cm　、；　　．〈416－51＞

　〔故前田利嗣侯爵が北海道で明治27年に

　創設し経営を始ゆた農場，大正11年7月の
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直宮灘下行啓記念に刊行したもの。〕・

博　覧　会

471　白熊五十年記念北海道博覧会写真帖

　秋好善太郎編．東光園　大731枚、

117×20cm、定価75銭　　　　．〈31－772＞

　　札幌停車場前歓迎門’第1会場正門

　第1会場北極館全景　第1会場拓殖教育

　衛生面　第1会場土木交通館’第1会場、

機械館　第1会場農業別館　第1会則園

芸館　第i会場迎賓館　第1会場演芸館・

　第1会場音楽堂　第1会場台湾館　第1

会場朝鮮鳴板1会場東京塩鮎京都館

　第1会場新潟館及富山館　第1会場東海

道五十三次模型　第2会場外観　第2会層

・場売店　第3会場小樽水族館・閑院宮殿

下第1会場正門御成　閑院宣殿下の産馬’

共進会御成第1会場迎賓館の夜景第
　1会場噴水池の夜景　拓殖教育衛生書影

部出品　拓殖使黒田清隆の北海道視察

林業館出品深林の熊’ ﾑ業館出産深山の

景　水産館遺品綱卸し　水産塩出三曲糖

製造参考館出品朝鮮婦人の冬の装ひ

参考館出品朝鮮連座の舞踊　博覧会開設

記念函館五稜郭公薗内歴史館、

472　皇孫御生誕記念こども博覧会記念帖

　卑京日日新聞社　大15．5’81枚　23×31

面　定価10円，，　　’　　〈423－219＞

　〔大正15年1月13日～2月14臥上野不忍池

畔で開催されたこ．ども博覧会の写真．1〕

　　皇孫照宮成子内親王殿下　名誉総裁東

　伏見宮妃周子殿下　副総：裁子爵清浦回吾一

会長本社三三本山彦　副会長東京市助役、

　岡田忠彦．、副会長本社主幹城戸乖亮理

事長本社理事吉武鶴次郎　委員長本社副

主幹島崎新太郎　会場全景　地鎮祭　開

会式　山下硝煙畦道人形　正門塔下出札

．ロ・正門全景　ヂオラマ（其1，其2）館

外前庭の一部　本館全景同入口　館内天

井装飾（其1～其4）おもちゃ館　きもの

館の一部　教育館（其1～其3）迷宮春の

園　栄養i館（某1，其2）’運動館　母の家

（其1，其2）　こどもの部屋　無料休憩所

廉牽館入口　宝つり卑官城　各宮家御来

臨（其1～其3）雑観（其1～其8）群集
（其i～其4）健康相談所　街頭雑観　市

電ポスター　本社トラック明大ポネター

記念館全景　皇孫照宮内親王殿下　萌治

天皇照準皇太后　桜町天皇御震筆孝’

明天皇後水尾天皇・聯弾、聖上陛下・

皇后陛下　摂政宮殿下　摂政宮妃殿下

秩父宮殿下　高松宮殿下　澄宮殿下　名

・誉総裁東伏見宮妃殿下　伺邦僻耳殿下

久週宮大妃殿下　東久遡若草殿下　竹田

宮妃殿下　北白川宮妃殿下　閑離宮殿下

李王世子殿下　豊臣秀頼　加藤清正加

藤嘉明　徳川家康　後藤又兵衛　徳川家

光春日局・水戸光年　徳川家事　徳川

家畜水戸光囲及潮岬均斉徳川綱吉

徳川斉昭松平楽翁tt伊達安芸　山鹿素
行　塙保巳一」，頼山陽『1藤田東湖　吉田

松陰渡辺同順　井伊大老の筆跡，沼尻，

完蔵　衣冠単　雛屋立圃tt花笠踊の人形

木戸孝允　大久保利通　不思議な動物園

児童劇に使用した衣裳

473隼命保険宣伝展覧会記念写真帖（東宮

　閣下御成婚琴南万国博覧会参加五十年記

　念博覧会》大阪　日本生命保険　大14．、．

　4．66枚　18×26bm　非売品　〈423－184＞「

　〔大阪高島屋呉服店における展覧会の会

場内の風景〕
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474東京大正博覧会建築号　前編，後編

　建築世界社大3．5～72冊　27×38cm
　　　　　　　　　　　　　　〈406－52＞　’

　〔大正3年3月～7月，上野を中心に開催さ

幽れた博覧会会場の建築物の写真と設計

　図。〕

475朝鮮博覧会記念写真帖　朝鮮総：督府．

　昭5r3180枚　29×37cm　層〈412－125＞

　　京城府全景　総：督府庁舎　閑院宮殿下

　会場御巡覧斉藤総：督’児玉政務総監，

　開場式　開場式に於ける総督　政務総監1

　’の万歳唱和　開会式　褒賞授与式　勤政

　殿　三角山上より見たる会場　南大門及

　其の夜景．京城駅前歓迎門　会場入口装

　飾門　同夜景　光直門通夜景　会場入口

　中門露場正門　産業南館及其の内部

　産業北館及其の内部　米の館及其の内部

　社会経済館及其の内部　美術工芸教育館

　，及其の内部　副産館及其の内部（入口広

　場．’京畿道の部）、審勢館内部の2（忠清

　北道の部、忠清裏道の蔀ぐ全羅北道の部）

　審勢館内部の3（全羅南江の部、慶尚北道

　の部、慶江南道の部）審勢館内部の4
　く黄海道の部、平安南道の部、車立北道の

　部）　審勢館内部の5（江原道の部、臨空レ

　南道の部、威竜北導の部）総督府楼上よ

　り見たる会場の光景・碁会楼　交通土木

　建築館及交通部の内部　旧館内部（土木

　部友建築部の内部）　司法警務衛生館及

　司法部の内部　旧館内部の2（警務部の

　陳列）．旧館内部の3（衛生部の陳列）

　機械電気館及某の内部　内地館及某の内』

　部（埼玉県、群馬県、福井県の部）同館

だ内部の2（徳島県、鳥取県、山形県、愛媛

　県の部）　旧館内部の3（新潟県、神奈川

　三塁静岡県、広島県の部）『同館内部の4

　（茨城県、栃木県、兵庫県、石川県の部）

当館内部O？　5（和歌山県、岐阜県、盛岡市、

島根県の部）　山回内部の6（香川県、奈

良県、三重県、宮城県、山ロ県あ部）　同

館内部の7（愛知県、岡山県・山梨県・膏’

知県の部）　同館内部の8　特別装飾陳

列（日本毛織株式会社、株式会社小林商

店、朝鮮移出絹布商組合連合会v森永製

菓会社）参考館高島の内部　接待二三

其の側面　水族館及其あ内部　活動写真

’館塩魚の内部　畜産出殻其の内部　陸箪

論及其の内部海軍館晶晶の内部　メー

トル館及其の内部　山の館及其の内部》

音楽堂　京畿道館素面の内部　忠清北導

論及其の内部’忠清南無館，全羅北道館

及其の内部　全羅南面館　慶尚北道館及

其の内部　慶尚南道館長其の内部　黄海

道館『 ｽ安南這血忌其の内部　平安北道

館及其の接待所　江原道館　威鏡芸道館

及其あ内部　成鏡北道出藍其の内部　鉄

道省言及其の内部、製鉄所　北海道館及

其の内部　台湾館及其の内部　満蒙参考

喜雨其の内部　樺太晶晶其り内部、大阪

館喜雨の内部　東京面諭其の内部京都

譜面其の内部　九州晶晶其の内部（福岡

県、大分県の部）　同素内部の2（佐賀県、

宮崎県、長崎県の部）伺館内部g）3（熊

本県、鹿児島県、沖縄県の部）名古屋三

面其の内部　広島館及其の内部　滋賀県

館三重県館奈良県館長崎商館『7貴

賓館　三遠享　三井館及其の内部・三菱

出始其の内部　住友館及其の内部・農会

諭旨其の内部　蚕糸館及其の内部　水産

会館及其の内部　畜産会館及其の内部

文化住宅　新聞館二品の内部、』宮島館

朝鮮紡織会社塔　丸善インギ塔　趙膏薬

貼　カモヅル塔　明治製菓会社塔　釜山

　日報社塔朝鮮出目新聞社館　朝鮮商工新

、聞社特設館　慶会三三接待館．大二三，
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キリンビール塔　サッポロビ＝ル塔　日

本生命保険会社噴水塔　丸善インキ塔

サッポロビール塔　レコード石鹸塔　京
　　　　　　ノ城生命保険同業組合宣伝塔　合同油脂会
社特設陸橋’ F平消滋雨’合同油脂会社

特設陸橋附近滋賀県館及其の附近tt奈

長県館及其の附近　三重県館三三の附近

クラブ白粉警三三の階近　東洋麻糸会社

特設館　東山農事会社特設館三三の附近

小面の汽車停車場　小義の汽車及トンネ

ル内パノラマ　小供の国正門三岳の内部

万国街　野外演芸館　木下サーカス団

演芸三品内聞芸妓舞踊　事務局　警備事

務所　郵便局及銀行　会場正門附近雑踏

の光景　会場内雑踏の光景　会場内雑踏

の光景

476H本絹業博覧会（記念写真帖）神戸

　兵庫県博覧会心会犬14．1259枚
26×38cm　’　〈416－127＞

　〔木正14年4月10から同年5月28日，神戸で

欄雀された博覧会。収載写真は関係者，

　会場。〕

477平和博出品写真画報　平和博出品記

念会1大11．2170枚　26×38cm　定価

　20円　　　　　　　　　　　・　〈416－69＞

　〔出品館と出品物の説明文力s’付いている。

　写真は鮮明ではない。〕

内国勧業博覧会
　，開催された順に排列

478．内国勧業博覧会写真（第4回　明治28．

年），，f〆京都秦田正三郎．’明28．6’12枚

7×10cm　オリジナルプリ”ント貼込12枚

定価40銭’@・　　　　、．』　＜6－299＞

　表門正面　全景　疏水友諸府県売店

庭園・広庭より表門　庭園　大通路　美

「術館　美術館内　場内より東山を望一む

式場工業館内　農林館内　器械館内

器械館、水産館．水産館内　赤十字社出

品』 ﾔ十字社出品病室　　水族館　動物

館　平安神宮全景轡虫門□］，　平宮

神宮大極殿

479　第5回内国勧業博覧会記念写真帖　大

　阪玉杯館明36．51冊（合本）22×
30cm　定価30銭　　　　　　　’〈83－208＞

　〔写真の説明文がある〕

　　開会当日の正門前　正門内より美術館

　を望む　美術館　工業館　教育館　機械

油　通運館　農業館　参考館　北部言挙

　堂と東京府工業別館堺水族館　博覧会’

事務官（織田出品課長，松田会計課長）．

　台湾館　喫茶会　大阪ホテル出張所．不’

　思議館のカーアンセラ嬢　川嶋甚兵衛出

　直線織閣龍図壁掛　美術館前の噴水’愛

知県売店　開会当夜のイルミネーション

　式場　会場傭畷図（其1，其2）『水産館

　旧式・8吋速射砲　〔画〕荒木滋強（月下寒

梅）　〔画〕島崎柳場（船遊）植物温室

工業館内大阪府記念閣’協賛会接件所・

　（画〕和田英作（こだま）・〔彫像〕浅野勇次

郎（歩兵斥候）参考館内清国部　参考館

　三韓国部　〔画〕大橋翠右（虎の図）　〔画〕

和田華作（蝕め日，薄暮）工業館内静岡

県漆器部石川県出品九谷焼陶器部林
業館　ウオターシュート　〔彫像〕天岡均

一（翻心乗馬像）博覧会総裁閑院宮載仁

親王殿下　正門前光景　御料局出品建物

平田副総裁　大鳥審査総長会場の光景

植物温室内部　冷蔵庫　大阪砲兵工廠出

　品28珊画筆弾砲・〔画〕竹内栖鳳（羅馬の

秋）　〔画〕矢崎千代治（鵬鵡）一東京府売

一303r



・店　旧本会体育±£．IZ於ける蹴鞠会，動物

館　大阪府売店　F．W．ホ」ン（Horne）

館　中央噴水塔　〔画〕岡吉枝（水車）

〔画〕織田東万（ゑさやの朝）　〔画〕深田三

品（海魚游泳）　奏楽堂と陸海軍楽隊　加

奈太館　東京府工業別館楼上室　通運館

・内部光景　機械館内部光景　参考館内部

光景　台湾館内舞楽堂’植物温室内蔀

〔画〕寺崎広業（横笛訪瀧ロ入道図）大阪

砲兵工廠出品27回米加農砲　通運館外出

品機関車　京都館．滋賀県売店と奈良県

売店　〔石膏製〕山田政次（工女）　〔画〕岡

田三郎助（少婦）　〔画〕湯浅一郎（画室の

隅）〔画〕白瀧幾之勘（通学）藪明山（薩．

摩焼陶器）シーワインベルデル三三ヘ

ールラ一向　新曲浪花富盛，美術館夜景

アンドりユース・エンド・ジヨーヂ館

148q　第5回内国勧業博覧会図絵　高木秀太

　郎神戸　関西写真旧版印刷合資会社

　明36．4　13枚　28×36cm　’　〈401－51＞

　〔第5回内国勧業博覧会の会場の写真，主

　として建物。〕

　　正門　工業館　農業・水産・林業調教

　育館導運館　機械論　参考館　加重陀

　館　美術館より噴水及正門　美術館と噴

　水　台湾館　全景　傭言忌　水族館

481内国勧業博覧会（第5）大阪写真会撮

影　大阪　第5回内国勧業博覧会協賛会

　明36．848枚　27×36c血　　　〈400－84＞’

　〔質の良い写真が多し・。教育館の展示物に

体操用具亦ビ箱があり，この時代から用

　いられていたことがわかる。〕’

　　会場の前面　正門　正門夜景『大通路

　大通路の夜景　噴水塔　噴水塔より美術

　館を望む　噴水塔より美術館を望む夜景

　美術館　美術館夜景馳観音噴水池と接伴

所　観音噴水池と接伴所の夜景・接伴所

より場内め光景　御料晶出．品標本建築物

農業館　林業館　水産館　機械館　工業

館　工業館内部教育館　通運館　参考

館　ホーン館　加奈陀館　アンドリiス

ジョッツジ館　冷蔵庫　植物温室　大阪

市長開催祝賀会席のJEi面　大阪市長開催

祝賀会席の光景　大阪市長開催園遊会当

日の大通路　園遊会摸擬店　園遊会摸擬

店　園遊会場あ全景　園遊会当日め大貫

路夜景　東京府工業別館　台湾館』＼台湾

館内庭　ウオターシユ「ト，’東京府売店

京都府売店大阪府売店　愛知県売店

正門前売店停車場附近売店、水族館

水族館内部　水族館内庭記念碑

482画面勧業博覧会（第5回）大阪一関西

　写真製版印刷合資会社出版部　明36．8

63稼27×39・ml』．　’〈400’85＞
　〔写真は21×26　，　5cmの大きさ〕

　　第5回内国勧業博覧会全景　愛知県売

　店　正門及噴水1博覧会夜景（正門より）

　大通路より美術館工業館　工業館内部

　東京工業別館　ユ主業別館内部　農業林業

　水産館　農業館内部，林業館内部　水産

　館内部・．教育館．教育館内部1通運館「

　通運館内部　通運館内部　器械館　器械層

　館内部　参考館　参考館内部　アンドリ

　ウス別館　アンドリウス別館内部　高塔

　噴水　世界ゲ辻高塔噴水夜景　加奈陀

　館加奈陀館内部ホーン館ホーン館、
　内部’冷蔵庫　冷蔵庫内部、正門及世界

　　　　　　　　　　　　　げ　”辻全景　正門及世界ケ辻夜景　模範建

　築　垂柳観音噴水’揚柳観音噴水夜景

　噴水と世界ケ辻（共1，其2）美術館前

　光景（其1，其2）美術館　美術館夜景

　美術館彫塑部　美術館写真及図案部　美

　術館油絵部・美術館絵画部　美術館彫金

rr　304　一



　　　　　　　　　　　　　　　　部式場二三台醗内部植物館　．・によ吠正5年10月6日一26龍開催され』

聾鱒素直繕諜ラ；ll鑓蒐簑錨場内の陳列罐中心とした

　売店　ウオ一二ーシュト　堺水族館　堺

．感興噴水・　’　・　郷関西府県連合蝿会記念写真帖（第10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回）・第10回関西府県連合共進会愛知県、
48

ﾔ嚇己驚洗湯三熱門41・1∵鰍23×撫〉
　　　　　　　　　　　　　　〈83－216＞　　・　事務長　審査長　審査温州　審査官・

　〔第5回内国勧業博覧会の会場写真。明治　．　tt．事務委員長　事務部長．連合府県知事

36年3月1日よ1り7月31臥竜綿1・お　正門正門夜景噴水’正門輌雑沓
　いて開催。〕　　　・　　・　　　　、　　　正門内立像本館正面夜景会場内の光

　　正門　美術館湊楽堂　東京府工業別’　　景　本館背面夜景　正門北部本館中央大

　館『式場　参考館　林業館　教育館　中ト　　通路

’央世界の辻　通運館　加奈陀館　台湾館　，　　工業第1区画愛媛県・伊予紡　大阪

　舞台・水産館　米国製造品陳列館’台湾　　　府・染織物　三重県・メリヤス，タオル

　館　器械館　植物温室　堺水族館　愛　　　．東京府・染織物「徳島県・阿波縮　滋賀

知県売店…　　　　　、／県・織布麻布福井県1羽二重山梨
一　　　、　、　　　　　　，　　　県・．甲斐絹茨城県・バデンレ記ス富．
484博覧会大観　松田三編　京都　石敢　　　山県・染織物　岐阜集・縮糸面神奈川県♂

、靖房明36・5・2枚28×36・m’　織物蜘県・染織物（伊灘服店）愛
　　　　　　　　　　　　　　〈401－50＞　　　知県」染織物（大丸呉服店）　愛知県・染

〔第5回内騨業画会の建搬中心とし．織物（＋渥琴服店）蜘県・染渤（桔
　た写真〕　　、　・　　　　　，　　　　　、、　梗屋果犀店）．愛知県・染織物（県立工業

　　正門前の図（其1・某2）会場内より正、．．　学校）静岡県・染織物　愛知県・畦畔

　門を望む図　工業館の図噛林業館のの図　　　木県・足利織物　鮮馬県・桐生織励　和

　教育館の図　参考館の図　美術館の図　　　歌山県・紀州ネル・兵庫県．毛織物　長

　台湾館の図　音楽堂と御料局め図　堺水”・　野県・縮緬　石川県・染織物　広島県・

囎の図堺水洗庭園と噴水の図　・層・三糸埼玉県織物京舗・染織物（高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島屋呉服店）京都府・半襟奈良県・奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’強権工場模型　島根県・織物　山口県・

　　　　　　共進会　 「ご’周防織物

485’
i危㈱連合物産職記念写真・講議繋響竺讃

　帖旭川福井写真館大6．425枚　　1御木本真珠．京都府・陶磁器京都府・
29P　19×26cm ﾋ円70銭．　…．鑛東京府・鋸製品愛知県・瀬戸

　　　　　　　　　　　　．　’　　　　L305一



社）　岐阜県・多治見焼　愛知県1金属製

品　兵庫県・板硝子（旭硝子株式会社）

富山県・青銅器

演義第3区　大阪府，・指物　愛知県・漆、

器　愛知県・仏檀仏具　富山県・漆器　岡

山県・花莚静岡県・漆器石川県・漆．

器　奈良県・漆器　広島県・畳表　広島

県・網地　』

　正門南部本館中央大通路

工産霊4区　愛知県・名古屋提灯　愛知

県・ヴァイオリン（鈴木政吉）愛知県・

屏風小間物岐阜県・岐阜提灯東京

府・小間物化粧品　東京府・装身具　和

歌山県・化粧品　高知県・紙

工産第5区　広島県・清酒　香川県・醤

．油　山p県・清酒　岡山県・湾酒　愛知

　県・漬物，罐詰愛知県・醤油，味噌，溜

　愛知県・清酒，味淋　愛知県・菓子　愛知

　県，・酢　神奈川県・キーリシビール

　蚕糸館　愛知県・蚕種，繭，生糸、京都

『府・蚕業講習所参考品　愛知県・農事試

　験場養蚕部成績　三重県・繭，生糸

　林産館』1福井県・木材　大阪府・木材　静

ttt ｪ県一■椎茸奈良県r吉野丸太　愛知県・

　造林成績　岐阜県・炭，林業成績　帝室林

　野管理局名古屋支庁出品館伺夜景　同

　出品陳列　木材流．

　農産第二区　愛媛県・七曜　滋賀県・近江

　米　岐阜県・紫雲英　山口県・防長米　富』

　山県・改良三三　旧知県・明治用水水源

　地棟型　愛知県・種子農業成績　愛知

　県・農具愛知県・肥料　愛知県・団体
　出品，農業成績　愛知県・農家四季の景

　農産第2区　大阪府・茶　京都府・宇治

　茶園模型　愛知県・：茶　愛知県・藺，三三

　岡山県・藺

　参考館　朝鮮出品　名古屋高等工業学校

　出品　鹿児島大林区署出品　宮城大林区

署出品　広島大林区署出品，北海道産木

材標本（三井能舞室）

館外出品の一部　愛知県・園芸出晶（其1

～其4）愛知県・瀬戸焼　愛知県・常滑

焼　大阪府・金属製品　大阪府r木部牲

丹　兵庫県・川辺三舟　　　　　、

特許館　特許館夜景　特許館陳列（其1，

其2）．

機械館　機械館夜景　機械館大通路　愛

知県・織機（豊田式織機株式会社）、．愛知

県・麺機（大隈栄一）、大阪府・印刷機（中

島機械工場）東京府・石油発動機（池貝

鉄工所），愛知県・名古屋ポンプ　愛知

県・医療器械（美濃文）愛知県・医療器

械（八神幸助）大阪府・製材機（川崎鉄工

場）兵庫県」浮船渠模型（三菱造船所）

機械館附属動力館（高田商会及名古屋瓦

斯会社経営）　台湾館　同喫茶部「台湾

館夜景　審査室のr部（織物，菓子）　皇

太子殿下奉迎門　開会式式場　開会式遠

遊会場褒賞授与式式壇　褒賞授与式光

景褒賞授与式宴会場　一
特設蚕丞館　同休憩室　特設蚕糸館陳列，

（其1～其3）

貴賓館　皇太子殿下御手植松　貴賓館内

部
愛知県協賛会話古屋開痢三百年記念二二

待所　接待所内部　奏楽堂　胡蝶ケ池

鈴菜橋　胡蝶ケ池に映したる引高　熊沢

山の渓流共進会事務所　警察出張所

赤十字社救護所　愛知県教育鼠講簾会休

憩所　赤十字社　愛国婦人会休憩所　満

洲日日新聞　静岡民有新聞休憩所　名古

屋太物商組合三角亭　明治銀行出張所

内国通運株式会社出張所　名古屋共進会

郵便局　鉄道営業所　売店街東通り’

売店街西通り　東京府売店　京都府売店

大阪府売店愛知県売店　岐阜県売店
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滋賀県売店、奈良県売店　山口県売店

広島県売店　福井県売店　和歌山県売店’

富山県売店　茨城県売店石川県売店
長野県売店　徳島県香川県愛媛県連合売

店　岡山県売店　島根県売店　兵庫県売’

店’ ㍽謖ｧ売店　埼玉県売店

舞踊館　向夜景名古屋踊・（花景色）

名古屋踊・（俄仙人）、名古屋踊・（誉の石

町）・名古屋踊・（雪）名古屋踊・（黄金

の號）．名古屋蹄・（伊達浴衣）

旅順海戦館．二二海戦館夜景　天女二

野館　日本チヤリネ曲馬　大阪丸御殿’

横田活動写真　観戦鉄道’回転木馬r世

界漫遊館　不思議館　飲食店街（其1ッ其

3）旭ビーヤホール’ Lリンビーヤホー

ル　カブドビーヤホール　広告塔　電気

館　名古屋新聞気象塔、新古美術展覧会

教育展覧会名古屋開府三百年記念祭
余興山車集合　仮装行列，狂言

487関西府県連合共進会出品陳列意匠写

　真帖（第10回）名古屋　名古屋商業会議

所明43．770枚23×30cm
　　　　　　　　　　　　　　　〈408－15＞

　〔同会の出品物陳列風景〕　’

　　農産物の陳列（愛媛県）種子の陳列

　（京都府），林産物の陳列、（大阪府〉同

　（奈良県）　モズリン衣禅の陳列（大阪府）

　半襟の陳列（京都半襟商組合）　紋の陳列

　（聞知県絞同業組合野合会）絹二物の陳

　列（東京市会和嘉一郎）羽二重の陳列

　（福井県）　呉服の陳列（京都市たかしま

　や飯田呉服店）　同（名古屋市いとう呉服

店）　同て名古屋市桔梗屋呉服店）陶磁

器の陳列（京都陶磁器組合）・同（愛知県

　日本陶器合名会社）　同（石川県）煉瓦，

下平，土管等の陳列（岡山県日本窯業株式

会社備前支社）・，硝子器の陳列（大阪府硝

子商工連合）七宝の陳列（名古屋市安藤

七宝店）鋼鉄製扉の陳列（京都市大谷栄

之介）金属製品の陳列（東京府）刃物

の陳列（福井県武生町立刃物販売者）真

珠の陳列．（三重県御木本幸吉）　漆器の陳

列（石川県）唐木細工の陳列（大阪指物

同盟会）竹製品の陳列（兵庫県合名会社

中井商店）　泣訴の陳列（岡山県花心同業

組合）漁網の陳列（名古屋壷網太商店）

紙の陳列（島根県）伺（高知県）提灯の

陳列（名古屋市）、屏風の陳列（大阪府）

屏風及小間物の陳列（愛知県）洋傘め陳

列（東京洋傘問屋組合）脂肉履物の陳列

’（愛知県γ大理石像（東京市山崎亀吉）

貴金属製装身具の陳列（東京市山崎亀吉）

造花の陳列（東京府）　同（大阪府）油の

陳列（三重県四日市製油場）　木蝋の陳列

（愛媛県）燐寸の陳列（愛知燐寸同業組

、合）　同（岡山県燐寸同業組合）、小間物，

化粧品の陳列（東京小間物化粧品卸商同

業組合）石鹸の陳列（大阪石鹸同業組

．合）　ヴァイオリンの陳列（名古屋市鈴木

政吉）、写真器械の陳列（東京市小西六右

衛門）文房具の陳列く東京筆墨硯問屋組

合）　インキの陳列（東京市篠崎又兵衛）

清酒の陳列（京都府伏見町酒造組合）　同

（京都府伏見町大倉恒吉）　同（兵庫県伊

丹酒造組合）同（愛知県酒造組合）同
（広島県酒造組合）． ｴ酒及醤油の陳列
（山口県）　同（石川県）麦酒の陳列（東

京温品平絹麦酒株式会社）　同（横浜市合

，名会社明治屋）　端袖り陳列（兵庫県）．

同（岡山県醤油舌面組合連合会）、醤油，

味噌，溜の陳列（愛知県醤油味油画製造

者）　酢の陳列（愛知県）’菓子の陳列（東

京菓子同業組合）罐詰，漬物，醤油及素

顛の陳列（広島県）罐詰及洋酒の陳列

（大阪洋酒罐詰向業組合）素麺の陳列
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（兵庫県揖保郡素麺同業組合）洞（三重

県北勢素麺同業組合）　同（岡山県備中素

麺同業組合）・医療器械の陳列（名古屋市

入神幸助）’製作品の陳列（愛知県立工業’

学校）　同（名古屋高等工業学校）

488　関西府県連合共進会特設蚕糸館報告

　記念帖て第10回）　〔名古屋〕　夏日奉蚕糸

　会愛知支余明44・332P　16枚20　×．

　27cm　・．　〈337T18＞
　〔同支会幹事長橋本完吾あ著名あり。明治

　43年3月16日から6月13日まで名古屋にお

　いて開催された栗進＄6役員評議員委員

　寄附出金者の名簿がある。〕

　　写真〔編〕　共進会正門　機械館特許館　・

　記念館奏楽堂　京都蚕業講習所陳列　方

，法高成蹟　蚕種繭生糸　玉糸　三三三三

　入ロ　優待室特別装飾’優待室　世界の

　繭糸　蚕の一生二二一襲・蚕糸業の効果

　二二応用枇杷　特設蚕糸館係員　共進会

平面図∫

1部農業園芸（桑苗木の一部）農事大会’

赤十字社1愛薗婦人会総会　共進会平門

「式　場内売店及余興場の賑ひ　吉例会我

対面　本朝二千四考十種香の場　元禄を

どり　松の緑青梅夙テーシヨ．ン　青梅

仲町2丁目通り　青梅町仲町’1丁目　青

梅町本町通　青梅下墨江町両町　長山よ

．り青梅町全景を眺む　五日市内山商店

青梅町日向和田釜屋二四場　青梅町本町

燃差春帯　青梅町仲町浜中呉服店　青梅

’町田向榎戸機業部　青梅町墨江町海藤染

料店　化学業出品の一部　八手子市町輪

化粧品陳列所　青梅町仲町若狭屋　青梅

町本町釜屋本店　教育品展覧会の一部

491中国六下連合畜産馬匹共進会紀念写

　真帖　田寺敬信編’〔神戸〕　第六回中国

　六二連合畜産匹共進会大2．394枚

　28×38cm　’　’．〈407－62＞
　〔二会に出品された牛・馬の関係者の肖像

　の写真。〕

：489計量写真帖　計量器展覧会編岐阜

　西濃印刷株式会社大5．924枚18p
　18×26cm’定価60銭　　’ ．　〈419－73＞

　〔撮影者：新田喜陽’岐阜市主催御大典

　記念勧業共進会に附設された展覧会。世

　界の新旧の機器を集めた展示晶の写真。〕

490三多摩郡八王子市農会連合共進会青

・梅町記念写真帖　平林好第二．八王子

　平林写真館大7．1239枚20×14cm
　定価2円』　　　　　　．　　〈31－825｝

　　会場二三アーチ　共進会全景　会場正

　門　開会式　第3部蚕業会場　第6部飲

食品会場第3部蚕業（まゆの一部）第

　1部農業園芸（果実の一部）第2部染織

　工業会場　第2部畜産業（鶏の一部）．第

492名古屋名勝記念写真帖（関西府連合共

　進会）葛西虎次郎．泰文社本部　明43．

　3　22p　　16×22cm　「　　　　　　　　＜94－672＞

　〔袋とじになって中に紙が挿入〕

　蘭西府県連合共進会外部全景　関西府

　県連合共進会場内全景－関西府県連合共

　進会正門　工旧館及び名古屋売店　機械

．館・特許館1音楽堂場内庭園　御料局

　出品建築　待賓館　新古美術展覧会　第

　3師団司令部・名古屋城　名古屋市街全

　景　征清記念碑　愛知県庁　東本願寺別

　院　官幣大社熱田宮　大須観世音本堂』

　武徳殿

493貿易製産岳共進会記念写真帖（第；

tt �j　川島右次編　神戸神戸商工協

一308一



会大3．1272枚28×37cm〈406－57＞’

〔理事長か6・守衛・看守女・警察官にいた

るまでの関係者や建物出品展品の写真を

収載。〕

鉱． 業

494石狩石炭株式会社鉱業所設備一・一・19i

　石狩石炭株式会社明43．11213枚

　15×22cm　〈94T706＞
　　選炭場　電気機関車　回転機　選炭機

　械　石炭積出設備　発電所　発電機　会

　社所有鉄道　器械工場　扇風機　鹿の谷

停車場　鹿の谷坑夫め住所　役員社宅

’495’ 熏走ﾍ範鉱業偉観　全国鉱業調査会

　大8．6、124p　27×39cm　非売品

　　　　　　　　　　　　　　　＜412占61＞

　　足尾銅山　三間炭鉱　日光電気精銅所

　夕張鉱　万字鉱真谷地鉱　空地鉱　幌

　内鉱　留萌鉱、四四炭鉱沖ノ山炭鉱
　第二沖ン山炭鉱　東見初炭鉱、豊国炭鉱

　大ノ浦炭鉱　大辻炭鉱　峰地炭鉱　大峯

　炭鉱　大耳分鉱別子銅山　三井三池炭

　鉱　三井田川炭鉱　三井串木ノ鉱山・高

　田鉱山、目立鉱山　子羽鉱山　河津鉱業

　所’佐賀関鉱山　内郷炭鉱　小野田炭鉱

　安部城鉱山　仙人鉱山、馬上金山　尾去

・沢鉱山　三唄炭鉱　高島炭鉱　大夕張炭

鉱炉”沢鉱山八二鉱山亀山炭鉱
　松島炭鉱　姪浜炭鉱　杵島炭鉱』幌別鉱

　山　上歌志内炭鉱’茨城無煙炭鉱　芹クー／，

　野鉱山’山ケ野鉱山　小坂鉱山　花岡鉱

　仙　岩崎炭鉱神ノ三炭鉦　国富鉱山
　重内炭鉱．高萩鉱業所　磯原鉱業所　勿

　来及東海鉱業所　湯本鉱業所　平鉱業所

　本山鉱業所　入山炭鉱　釜石鉱山　山口

無煙炭鉱　王城炭鉱　大塚鉄工場

496　藤田組小坂鉱山精錬所写真　小坂村

　（秋田）　戸川省次郎　明36．6　68枚

　27×36cm　　　　　　a　　　　　　　　　＜401－37＞

　〔作業をしている人々の姿も撮っている〕

　　精錬所全景　小坂鉱山全景　比島所記

　景（某1，其2）堀割　参坑道　大切坑道

　2坑道及エンドレツス白一プ舗弓場に

到る鉄軌道山面と電気鉄道列車’電車

道及上屋電車庫電鉄桟橋付近鉱炭壷

鉱炭舎熔鉱炉間桟橋（其1，其2）熔鉱炉

装入二丁空車　熔粉面反射炉　点心反射

炉鋳床．熔鉱炉塩入設備　熔鉱場　1号

　熔鉱炉　機動電場風聴　送風機　山焼炉

精銅場　精銅場1号反射炉　精銅場4号反

射炉　分銀炉乾泥炉二心銀炉、電焼場

電燥場電動発軍機「湿式分析室　マッフ

』ル炉　銚子滝　第1発電場　第1発電機

　レツフエル水車及第2発電機第2発電場

水路（其1，其2）第2発電場　レツフエル

水車及第3発電機　第2発電場変圧器　配

電場配離品目電場変騰庵鉄山電動

発電機電話交換器木工場鋳物場
旋盤室　仕上場　煉瓦場（其1～其3）小

阪索道停車場　白沢索道停車場　白沢索

道停車場プラットフォーム（其1，其2）

ニツ屋索道停車場全景　白沢索道．ニツ

屋製材場　扇ノ平索道停車場全景　市街

　（大谷地方面）　市街（尾園部方面）工事

中め熔鉱所（明治34年6月）工事中の生

滅所（明治34年12月）　旧精錬所（明治34

年9月震災当日）　旧精錬所（明治34年10

月）工事中の1号中央エントツ　工事中

の第2号発電所水路　　　　’

．497古河足尾銅山写真帖　小野寺「三編

　輯，採影，発行』足尾町（栃木県）　明28．7
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70枚　11×17cm　　　　　　　〈6－298＞

〔奥付の編輯兼発行者中村由三郎栃木県

足尾銅山が墨で消され，訂正されてい．
る。〕

　．足尾銅山古河橋全景　電気鉄道機関車

間藤赤：倉両市街全景　本山土木課の遠景

足尾銅山事務所附近役宅の景　倉庫課前

電気鉄道荷物運搬の景　機械課鍛冶工場

内部　圧搾機関場蒸気々罐圧搾機械内部

本山有木坑口　本山坑夫採鉱の景　木ロ

坑口　木山第1選鉱所内部木山第2選馳

弾弓内部　京古内燧道斜車鉄道の全景，

焙焼櫨内部　熔鉱炉燧外蔀・製錬機械場

全景　ぺ・一・一スマー機械場外部　ぺ臨スマ

』一@械場内部　送風機気罐場　送風機械

内部　薪揚器械の景．本山第3選鉱所外

部　本山第3選鉱所内部　電気原働所外．

部　電気原働所内部　錬瓦製造場前の前

景　備前鋸の全景　古河銅山小学校の内

部　本山群烏の全景　運輸課の全景　馬

車鉄道：二線の景、足尾町の全景　費子橋

不動滝』．呼子橋採鉱所の全景・通洞採鉱

所の全：景，通洞機関場内部　切幹出張所

の全景　小滝回避各工場あ全景　小滝第

3電気四二所外部　小滝支局，小滝坑口

：小滝鉱所全景　小滝第1選鉱所帯晒場内

部　小滝第2選鉱所機械内部　小滝第3・

選鉱所機械内部，小滝製錬所外部　小溝

製所内部　見入出張所全景　大内二半運

送所全景　第5鉄索運送所全景・栃ノ木

平出張所外部　地蔵坂出張所：地蔵坂鉄

索運転気罐場　地蔵坂出張所鉄索機レ日

光峠鉄索荷物運搬の景・細断出張所の全

景　細尾出張所鉄索荷物受渡の景　足尾’

銅山日光鉄道橋の景　足尾銅山日光出張

所の全景　足尾銅山日光出張所構内荷物

運搬の景

498三井三池斉事業所写真帖’大牟田

　町田定明　大15．683枚・18〆27cm

　　　　　　　　　　　　　　〈423－221＞、

　　三池炭山創業記念碑、三池鉱業所　四

　ツ、山坑　万田坑　宮浦坑・宮原坑噛勝立

　坑　七浦坑　大浦坑　電気安全燈　採炭

　用具採炭夫　四ツ単解鉢夫繰込姫宮

　浦坑安全燈室　万田坑蒸汽捲揚機　四ツ

　山坑電気捲掃概万田坑ラトウ式扇風機

　万田坑デービrポンプ室　四ツ山坑第1

　口　第2坑底　四ツ山坑内職員詰所万

　田坑職員詰所　宮浦坑大斜坑　宮浦坑内

　入道’坑内採炭作業実況・採炭機械，火

　唱酬　坑内支柱作業　坑内エンドレース

　線坑道　坑内測章 ag岩作業・坑内電気

　ポンプ坑内ポンプ室水溜坑内厩舎・

　馬匹運搬、坑内曳揚機坑内電気機関車

　万田平押2抗底ポンプ室　万田坑口附近

万田早帰鴨脚万田坑選炭場欄繊
　鉄道宮浦駅附近　電気機関車　蒸気機関

　車、三池四ツ山水洗場全景　電気秤量機

　三池港　開港前に於ける三池港　現在の

　三池潜　ξ池港務所　三池港務所貯炭場

’三池港務帯留揚場．飛行機上より見たる

　三池港　三池港町門附近　三池港汽船の

　閲門通過　三池港内汽船沖積の実況　三

　池染料工業所全景　三井三池錬瓦工場
、三池染料工業所外煤工場　ガス発電所

　ガス機関発電機　三川蒸汽発電所・三池

　　　　　　製錬所　三池製錬所蒸鯉工場　三池製錬

　所全景　三池製錬所圧延；〔場　横須浜硫

　町工場　三池一所石炭積込機三池製作

　所　三池製作所仕上工場．三池製作所仕

　上工場旋盤　三池鉱業所建築工場　土砂

　序詞場電気シヤベを　四ッ山坑捲揚一通

　造中の実況　三池鉱業所医院　院内病室

　院内レントゲン室調剤室，製薬町回
　上試錐場　給水濾過所　三池商務部・・三’
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池割愛購買組合売店本部　内部　四ッ三

七鉱夫社宅　四ッ山坑山神社　帯務者講

習会　三池鉱業所鉱夫事務所　品位組合

相談役会　宮ノ浦坑坑夫浴場　万田坑坑

．夫運動場のr部　大牟田市全景！飛行機

上より’見たる電気化学工場　飛行機上：よ

り見たる三井三池鉱業所　笹林公園内の

一部1

工 業

499閉山製鉄所新設工事紀念写真帖　叩

　枚19×27cm　　・』〈423－31＞
　〔奥付なし。南満州鉄道株式会社技術部長

　寄贈本・大正10．i．10寄贈との印がある。〕

　　鞍山製鉄所構内全景（其1，其2）熔鉱・

炉基礎工場　熔鉱炉建設（其1，其2）『’　・Pt

風炉理設工事（其1～其3）鉱石捲上機

’（其1・共2）熔鉱炉火入式く其1，其2）’熔

鉱炉火入式樺山理事点火の光景　熔鉱炉

火入式鋳床の景　骸炭工場骸炭炉俸業’

骸尿工場　送風機室内部・製鉄所構内全

景・構内機関室内部’三三場基礎主事（其

1～其4）貯鉱場基礎荷重試験荷重貯
鉱場築造アーチ（其1，其2）』三三場築造

ビーア（其1～其4）三冠場正面　三三三

三鉱列車・貯鉱場より見た：る熔鉱炉全景

千山河水源地井戸三三（其1～其3）千山

痢河底締切工事　千山河水源地導水モル’

タル管布設　千山河貯水地堀難　千山河

水ブロック二千山河貯水池　コンクリ

ートブロック製作　千山河水源地卿筒及・

吸水井戸（其1，其2）千山河貯水池全景’

同引入早引出口　千山河水源池卿公室内

部　千山河水源池製水井室　東山墜水温

地　首叫墾水源地湧水試験（其1～其3）「

首山墾水源平骨1号池堀盤（其1，其2）首

　ヒ

　山嵐水源地第1号池　同第2号池　三山墾

　水源地卿鉱産基礎工事（其1，其2）首山幽

　塗水源地仮煙筒室基礎工事　同基礎工事

　箱枠　首山墾水源鞄ポンプ所建物　洲山

　塗水源池堀墾用ドラッグライン　首山墾

　鉄管置場（其1，其2）孟薄明配水池基礎

　無調（其1．其2）配水池』ンクりごト工

事（其1～其5）配水池メートル室正面

　配水池量水器室内部．孟輝輝相撃水池（其

　1，其2）薬品室及導永路築造中の光景

沈澱池及冷却池基礎工事　第1号冷却コ

　ンクリートプロヅク張の光景　沈澱池
　（其i，其2）吸水井ポンプ所，集水井吸水

井ポンプ所詮過所『第2号冷却池（其1，其

2）営装置ポンプ室内部三水装盤

過機宜内部（其1，其2）軍水装置全景

、熔鉱鐘導水路，満水装置給水塔　首脳墾

附近24吋水道鉄管布設（其1，其2）永道

，鉄管通水試験　北三番町橋渠平安橋　北

三番摘餌渠基礎工事　仲辻町橋梁　桃林

子河堀下工事　製鉄所構内下水道工事

（其1，其2）鞍山市毎下水工事（其ii其2）

鞍山製鋼工場予定地地取工事　立山駅構

内地下道工事（其1～其4＞立山陸橋工事

、（其1～其5）。鞍山陸橋工事（其1～具5）

．製鉄所構内暗渠工事　同完成　長居堀川

橋梁，運鉱線長居舗跨組橋　製鉄所構内

電車摩，洞機関庫．，鞍山仮停車場仮建物『

構内瓦斯糞焼機室，1製鉄所構内骸炭庫事

務所　同構内発電所’硫酸安母尼亜工

」場・鉱澤ユ；場　三山小学校々舎　鞍山満・：

駅医院．鞍壷独身社宅鞍山集合社宅
鞍山苦力収容所（5000人収容），鞍山代用

社宅運鉱線試運転桜園着の光景千山
河橋梁　桜桃園鉱山附近築堤　大菰山全

景、東畑山酉部突角　西鞍山鉄鉱（其

1～其3）
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500　製鉄所写真帖　八幡町（福岡）　製鉄

所購買会　大3．1291枚　27×29cm

　　　　　　　　　　　　　　〈406－58＞

　　日英博覧会に於ける製鉄所主要製品陳

　列棚と其の賞状　工場全景　製鉄所土穂
　近図‘（明治29年，37年，45年）　帆柱山よ

　り見たる製鉄所敷地全景（明治30年）小

　伊藤山より見たる製鉄所全景（明治34年）

　帆柱山より見たる製鉄所全景（大正3年）

　熊本山より見たる製鉄所全景　牧山より

　見たる製鉄所全景　枝光より見たる製鉄

　所全景　構内鉄橋　構内鉄橋より船溜を

　望む　軍門　本事務所正；面，背面　繋船

　壁　製品運搬船．鉱石荷揚起重機　25噸

　荷揚起重機　50噸荷揚起重機　洗炭工場．

　と貯炭場　骸炭工場全景　ソルベー式骸

　畑瀬　コッパース式骸炭炉と骸炭運搬電

　車　コッ容一ス式骸炭炉と其の築造中

　骸炭副産物工場　硫酸安母尼亜工場　骸

　炭副産物工場一一9S　参児蒸溜工場　豊山

　油タンク　参児輸送車　耐火煉瓦工場と

　耐火煉瓦窯　鉱主煉瓦工場　同工場型打

　場　石灰工場　硫酸工場　熔鉱炉用骸炭

　運搬状況　熔鉱炉及八幡停車場　銑鉄部

　事務所　鉱石置場と避妊炉　熔鉱炉全景

　と築造中の第4熔鉱炉　熔鉱炉鋳床と出

　銑の状況　銑鉄流己様と銑鉄　築意中の

　第1熔鉱炉　熔鉱炉模型送風機（蒸気

　機関運転）と送風機室　送風機（瓦斯機関

　運転）瓦斯ホルダー　瓦斯清浄装置

　混銑工場　混銑炉（下部，上部）第1製

　鋼工場と築造中の第2製品工場　ベセマ

　一式製鋼炉　屑鉄置場　ドロマイトエ1場

　製鋼工場瓦斯発生炉　マルチン式製鋼炉

　三三を鋳型に注入する状況ベセマー式

　製鋼炉模型とマルチン式製鋼炉模型　分

　塊ロール機と分塊均熱炉　延塊ロール機

　と延塊工場　延塊工場水圧勢断機　延塊

工場ロールガング　軌条ロール機と軌条

、工場　大形ロール機と精製工場　中形ロ

ール機　小形ロール機　厚板ロマル機

厚板工場　厚板加熱炉　厚板勢断機，波

板ロール機　波板工場　薄板工場　平鋼
　　　　　　　　　　　　　　　　ノ工場　鋼線工場　線材工場　ボールト工

愚智塙製鋼炉と等値製造場鍛鋼工場
同内部　増違憲工場　外輪工場　外輪工

場蒸気槌　外輪ロール機・ロール旋削工

場’ ｻ品置場及起重機と鋼片置場　中央

汽罐場中央発電所　修繕工場　鍛冶及

製罐工場　木工及砂工場　鋳造工場　同

内部　電気修理所　修繕工場東田分工場

凝汽機排水冷却塔　電気科員詰所　水圧

卿筒室　鑑査課事務所　坦坦所（内部，外

部）製品試験所．　150噸強弱試験機　試

料採集場　鉄道秤量機　製品倉庫（其1，

其2）　電気艇　機関車庫　貴賓車　機関

車（其斗，其2）　運鉱車（其1，其2）　雑品貨

車回虫運搬車曳船くろがね丸運澤

船　鉱澤搬出場　高見山食堂，食堂貴賓

室　構内郵便局　職工給料渡場　購買会

本部　同会大蔵支部　東門前職工退出の

状況職工養成所　附属病院（玄関，病

室）構内緊急治療所附属病院隔離室

（公余倶楽部，客室）久保職工長屋大

蔵職員官舎及職工長屋　長官官舎　次長

官舎　大蔵職員官舎（其1～其3）大蔵職

ユ；長屋　神田職工長屋　前田職エ長屋

鬼ヶ原職員官舎（其1，其2）　門田職員官

舎　同合宿所　公電倶楽部門田支部　大

蔵永道濾過池　六蔵貯水池　遠賀川水道

水源地と卿筒機　鬼ヶ原貯水池　上ノ原

貯水池　上大谷貯水池’下大谷貯水池

二瀬出張所事務所　二瀬炭山中央鉱竪坑

と其の坑内　二瀬炭山高雄第2鉱　二瀬

炭山鋼索道　二瀬炭山中央砿石炭積場

二瀬炭山高雄第1鉱と同所七層坑口〒二
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瀬炭山潤守門，潤下肥竪坑　二瀬炭函一

華官舎，鉱夫納屋’ ｩ鮮二二鉄山全景
朝鮮載寧下山全景　朝鮮段栗山採堀場

支那大冶鉄山

501創立15年記念写真帖　台湾』明治製
i

糖株式今回大9・128P30枚20×
　27em　．　’　〈423－37＞
　　本社西側玄関　同南側玄関　本社品品

本社惧楽部玄関’同食堂　同庭球コート

番子田農場　平坪工場　同社山田現業員

同社員倶楽部　同佳里停車場　総出本社

前停車場維爺工場　同社員及現業員・

本社及総州工場宿舎遠望、温浴工場　同’

社員　同現業員　同宿舎遠望　誌面前場

町頭酒精工場　南投工場　同社員及現業

員　同社貝倶楽部同宿舎の一部　渓湖面’

場，回附中の汽罐．同建設中，同社員

東京事務所及役員社員　川崎工場背面

同前面　川崎工場社員　同現業員　面角

押回戸畑工場　同社員　伺現業貝　同

事務所，同明暦　東京菓子株式会社大久’

芋菓子工場’同大島澱粉工場　同勝山煉

乳部事務所友社員　同勝山煉乳工場　同

滝田煉乳工場龍門基煉乳工場　ズマト．

ラ興業株式会社事業地社員　同事業地宿

舎遠景　同プルマンディー園事務所附近

同シロトワ園護護林　株式会社明治商店
1

卑京本店　同名古屋出張店　向小樽出張「

店　同大帯出張店　同下関出張店　明治

製菓株式会社役貴

502創立十周年紀念写真帖』京町綿子ル

　株式会社．一小川一真　明40．11　．38枚

　27×37cm’　，　”　’　〈407－10＞

　〔会社の沿革，設備の記事がある〕『

　重役及支配人等　本社　伏見工場地鎮

祭の光景　堅守第1機関室．本社蒸気機

関　本社発電機及強圧通風機　全社動力

用発電機　蒸熟機　本社仕癖部　本社経

糸糊付機　本社織機部　実験室　調色室

刷布機　捺染機　蒸熟機　蒸熟酸化機

染色，、洗浄，乾燥諸機械　開布鹸洗機　漂

白部（其1，其2）起毛土場　起毛機、仕

上部（其1～其3）紡績工男機関室　紡績

工場蒸気機関　混綿室　打綿室　紡績工

場内部全景　酉座主場電動機西陣工場

仕持部　西陣工場経糸糊付機　西陣工場

織機部・本社女主寄宿舎　病院　病院内

診察室

503東京石川島造船所製品残影　東京石

「川島造船所、明36．12　87枚　16×21cm　1

　　　　　　　　　　　　　　〈81－1016＞
　’対岸より東京石川島造船所を望む　軍

艦鳥海　水雷敷設用汽船第四震天木製

　曳船汽船深川丸．海軍大学校小蒸汽船、

木製汽船美国丸　木製小蒸汽船　木製汽
船揃踏丸　木製汽船田戸丸1木製汽船東

雲丸、鋼製捕鯨汽船第一長周丸　木製汽

船広島丸鍋製汽船交通丸鋼製船尾外
車船第r商羽丸tt木製帆船第一九店丸’

木製帆鉛第二九店丸　木製快遊帆船旧風

、丸　木褻帆船三鷹丸　鋼製自動凌回船香

取号　木製小蒸汽船鳥海丸　木製凌難船

木製破岩機船　舶用連成冷汽駐機（其1、，

其2）鋼製汽船交通丸汽機　三回膨脹

出機　横置注射冷汽汽機　構置連成注射

酒旗汽機石油墾戴立汽機（其1，其2）

100勧横置連駐機第諾手丸獣ビ
外車汽機　70馬力注射冷汽汽機　羅漢船

用派出　発電機用汽機　横置単筒汽機

横髄成注射冷汽汽機150勘横掛連
酒毒機　骸炭押出器機　汽船交通丸主汽

罐及補助汽罐・舶用汽罐　ランカシや形

汽罐　三管式汽罐　宮原三陸用水管汽罐
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単相式200キロワット交番肇電機　15キ
ロワット汽機直結発電機．・　30キロワリト・

交番発電機　16キロワット交番発電機

吾妻橋　御茶ノ水橋　斜橋　永代橋　ペ

ルト、ン水車レフエールタービン．100

馬力レフエール式水車電動卿筒　ブレー

キ式ロ印筒　ウオーシング式幌成卿筒（其

1，其2）　ブレーキ式三二　釣三脚筒　複

式消火卿筒馳離心卿筒汽機i『空気圧縮汽

、機　巻揚機　5トン揚可搬起重機　1トン

揚起重機　潜水二二台船模型　臨時税関

工事部使用潜水門並台船模型．石油槽

鉄道用鋼橋桁　軽便鉄道用小機関車　8

トン積鋼製開底運炭車　辞鉱器　軍艦用，

旧風汽機　調車（pulley）　汽船交通回船

尾骨

　　　建　築g建『設
この個所は，学校・公共施設・側道・病院・

福祉施設に分け，いずれにも入らないもの

を建築・建設の項に収める。神社・仏閣，

中国の皇城等特定の地域に限定されるも・

のは地域編に収める。

建造物はここに収める。国宝建造物につい

’てはここに収める。’

劇場については芸能の項目に収める。

504建築写真類聚　洪洋社　大9～昭15

　　　　　　　　　　　　　　〈390－29＞

　〔特定の主題のもとに50枚の写真を1冊と

　して・噛刊行したものP第1期～第11期）．別

　巻（200余冊）が刊行されているが，当館で

　は全冊がそろって1ヰいない。番号の欠はジ

　当館で所蔵していないもの。〕，

　　第1期、：1玄関　3：茶室　4門　5客間及．

広間　6媛炉、7銀行会社・9床の問　，10

商店建築　11欄間　13劇場建築　14瀟洒

なる建物　15寝室及化粧室　17ステイン

　ドグラス　18住宅OP外観　19窓及勾欄

20庭回及四阿．22玄関　23官衙学校　24

特殊建築

　第2期：11ドーム建築　2階段　3天井

4家具ノ5デテール集橋梁　6建築金具
7～9デテ・一一一ル集外部装飾　12デテール集

室内装飾　13住宅間取図　14神社仏閣

17三門及四阿　18窓及勾欄　19建具　20

欄聞　22培壁　24瀟洒なる建物

　遡：1独逸近代建築彫刻　2住宅の
外観　3電燈装飾　4居聞及食堂「5改良

和風便所　6銀行会社　7階段　8特殊建

築　9玄関　10媛炉’11住宅間取図　12

門　13寝室及化粧室14ア・＞e一トメン

　ト・ハウス　15商店建築16劇場建築

17別荘建築．．18理想の台所　19公共i建築

21床の間　22学校建築　23書斎と応接

24中流住宅の浴室．

　第4期：．3独逸近代建築彫刻　4近代装

飾意匠図案　5病院建築　6文化住宅の家

’具7文化住宅8銀行会社9墓標と記
念碑　10銀行会社　11洋風窓　12バラッ

　クi建築13客：間及広間　14国際謝恩塔

15文化住宅　16家具　17活動写真館　18

小規模の美術館　19バラック建築　20寝

室友化粧室　21文化住宅　22医院建築

23～24レストランとカフエー一

　第5期：1表現主義の彫刻　2停車場建

築　3公衆浴場4新時代の家具5アメ
　リカ近代住宅　8和蘭近代住宅　11学校

・建築　‡3文化住宅’ユ4独逸近代住宅　15

遊園地の建物　17橋梁、18ステ4・ン，ドグ

　ラス　22米国図書館建築

　遡：1室内装飾．2特種建築　3学部

装飾　4百貨店　5新住宅の浴室　6新興

アパートメント　7文化住宅』8室内装飾
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10ステインドグラス、11講堂と図書館

・手2改良便所ユ3木造小住宅14林泉集tt

15i数寄屋造住宅　16商店建築　17装飾

塔，装飾門　19百貨店白木屋　20商店建

築　21旅館建築．22銀行会社　23学校建

築　24新しい室内意匠・

　第7期：1映画館建築　2新時代の住宅

3朝日住宅写真集’4門　5レストランと

カフエー　6建具　7ホテル建築　8商店

建築　9工業建築　10石燈籠集　11住宅

の外観　12和風住宅の室内構成　13舞台

装置と舞台設備’14明治神宮写真集．15

瀟洒なるi建物　17住宅翠轡荘　18寝室及

化粧室　19病院建築・20都ホテルと京都’

ホテル　21数寄屋造の別荘　22店頭欄間

集’「23銀行会社　24小住宅庭園図集

　遡：1茶室建築　2百貨店白木屋、3』

カフエー外観集・4新しき階段の構成　5

現代和風邸宅の構成　6新しき照明意匠

7和風住宅の室内構成　8カフエー内部集

9書斎と応接の構成　11塗装・舗装・石積

意匠集　12世界の新興住宅　13事務所i建

築　14玄関硝子戸写真集15床あ間集

16新興住宅の室内構成117医院建築　18

床面意匠果　1g住宅渡月荘　21新興仏寺

建築　22平炉前の構成　23住宅の竹翠居

24食堂の構成，

　遡：1建築家の家　2東都映画館難
築　3川崎大師大本坊客殿の建築構成　4

新興日本の住宅　5喫茶店の新構成　6掌

寄屋趣味の騨7騨なる料亭の構成

8洋風住宅外観集　9数寄屋趣味の料亭

10現代の建築彫刻　11数寄屋住宅錦舟寮
12商店建築外観集　14和風矯三笠・15和、

洋前庭集　16割烹旅館　17日本建築細部

図集　19和洋住宅の門120グリル意匠集

　第10期：、6住宅外装集　10茶室i建築

14和洋住宅外観集　i6理髪店と美粧院

　20浴室・洗面・化粧室の構成　23日本住

　宅建築構造図集　一24喫茶店の新構成

　　第11期：2日前趣味の店舗・4川喜田煉

　七郎店舗作品集　5和洋住宅外観集　6日

『本住宅建築構造図集7共同住宅建築集

　8制限小住宅集、9日本住宅庭園集　10制

　限小住宅集　11住宅玄関集

　　壁：1瀟洒なる建物・2庭門及四阿

　3カフエー外観集　4和風住宅の室内構成

　5旅館建築　6新住宅の浴室　7和風住宅

　の門　8新興アパーートメント　9建具写真

　集10，11欄間集‘．　・／

505住宅建築写真集球第1輯建築工芸

　協会　大7．4　50枚・14×21cm　非売品

　　　　　　　　　　　　　　　〈375－7＞　．

　（ζ．の集成は，各面1冊本のほかに第IN3

瀬，ac4　ty　5waを合本し2冊本として大7．9．

ﾉ刊行したものがある。その当館請求記

　号は〈375－7イ〉』〕

　　第i輯・・門と玄関

　．建仁寺矢三門』東福寺月下門　金地院

　明智門　玉二院四脚門　仁和寺中門（以
！』 繼椏s）万福寺幽門（宇治〉新薬師寺

　四脚門（奈良）　瑞巌寺御成門（松島）平

　岡三裏門’（福岡）安楽寺正門（世良田）

東京帝室博物館正門　華族会館正門　岩

崎男爵家高輪別邸正門　東京帝国大学赤

　門城中学校正門　岩崎男爵家駒込別邸

；正門　相馬子爵家本邸正門　井伊伯爵家

本邸正門　酒井伯爵家本邸正門　徳川伯

　爵家本邸裏門　藤堂伯爵家別邸正門　添

　田寿一本邸正門　近衛公爵家旧邸正門

細川侯爵家本邸正門（以上東京）　千家男

爵家本邸裏門（杵築）’中村是公別邸正門

　（鎌倉）磯野敬邸正門（東京）稲畑勝太

郎別邸中門（京都）大倉男爵家向島別邸

中門（東京）徳川伯爵家大樹三門（同）
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瑞巌寺茸関（松島）勧学院玄関（大津）

安楽寺玄関（別所〉浅草本願寺玄関（東

』京）青松寺大玄関（同）大阪城内殿館

玄関（大阪）憲法制定二念館玄関　梨本

宮御本二丁闘　三井男爵家麻布本邸玄関

浅野総一郎玄関　輪王寺門跡玄関　阿部

伯爵家本邸玄関　相馬子爵家本邸玄関

渋沢男爵家本邸玄関　大倉男爵家向島別

邸玄関”野沢源次郎本邸玄関　磯野敬本

邸玄関　大口子爵家玄関（以上東京）中

村是公別邸玄関（鎌倉〉斯波男爵家本邸

玄関（東京）

506、住宅建築写真集成　第2輯　建築工芸

協会大7．550枚　14×21cm　非売品

　　　　　　　　　　　　　　　〈375－7＞

　　第2輯　客間と居間’其1

　　西本願寺白書院紫明の間（京都）薗城

　寺寺中光浄院客殿（大津）御室御所震殿

　内部，上段の間（京都）．ttt東本願寺別院御

　座所外観　同室内（京都）’東本願寺別院

　御座所室内（東京）．梨本宮御殿上段の間

　（東京）寺崎広業本邸（客間，次の間，客

　間南側廊下，客間南面外観，客：間北側畳

　廊下，，畳廊下外面縁側，書斎室内）（東京）

　團琢磨本邸（客間室内，応接所室内，書斎

　室内　和洋両式接触部）（東京）相良子

　法家本邸（客間外観，客間入口，客間）（東

　京）　中村是公別邸（客間外観・階下害間・

　次の間，階上客間，次の間）（鎌倉ン　古川

　孝七本邸（客間外観，階上客間，階上応接

　所，階下仏間）（東京）磯野敬本邸（客間

　外親，階下客間，階上客間，三階客間）（東・

　京）相馬子爵家本邸（客間外観，客間室

　内）（東京）神木健介邸（階上客間，階下’

　座敷）（東京）　入木与三郎本邸（客間，応

　接所室内）〈大阪）

507，住宅建築写真集成　第3輯　建築工芸

協会大7．65倣14×21・瓜非売品
　　　　　　　　　　　　　　・　〈375＝7＞

　　第3輯　客室と居室　其2

　　、西本願寺飛雲閣外観，歌仙の間室内（京

，都）寵光院書院室内（京都）妙法院小

　書院室内（京都）妙喜庵（書院外観1室

　内）（山崎）稲福寺（御座所の間外観，御

　座所の間室内1次め間室内，縁側）（東京）

　大倉男爵家（向島別邸外観，大広間及上段

　の問，室内，西側廊下，東側月見台，階下食

’四叉内tt室内，階下書斎室内，次の間室内，

　東側廊十，新館旧館接続廊下，旧館客間外

　観，客間室内，旧館次あ間室内，客間南側

廊下）（東京）久原別邸（二楽荘外観外

　観庭園面，階下支那式書斎室内，亜刺比

　亜式客間室内，英国古代式食掌室内，階上

　「印度式居間室内，埃及式轡型室々内）（六

　甲山）、水野子爵家本邸（客間外観，客間

　室内，室内tt次の間室内，南側畳廊下，応接

　所室内，廊下和洋両式接触部）（東京）寺

　碕邸（玄関及書室外観，応接所室内，室内，

　階上画室々内，階下書斎外廊下）（東京）

　今泉本邸（客間外観，客間室内）（東京）

508住宅建築写真集成　第4輯　建築工芸

協会大7．750枚14×21cm非売品
　　　　　　　　　　　　　　　〈375－7＞

　　第4輯　客室と居室’其3

　　旧名古屋城内上洛殿室内（名古屋）　旧

　名古屋城内松月斎室内（名古屋）喜多院

客殿室内（川越）　酒井伯爵本邸（i建築平

，’ﾊ図，客間南面外観，客間春の間室内，夏

　の間室内，秋の間室内，食堂室内，客間廊

　下，書院室内，書院次の間室内）（東京）

　徳川伯爵邸（離座敷平面図，離座敷南面外

　観，居間室内，次の間室内，便所）（東京）

　稲畑別邸（洋館平面図∫洋館外観，応接所
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室内，食堂室内，書斎室内，寝室々内）（京

都）’和田信夫邸（建築宰面図，階下居間

室内，縁側，階下化粧室々内，二階客間室

内，二階書斎室内）（東京）　鹿島精一郎本

邸（客間縁側，客間室内，新座敷東面外観，

客間室内・次の間室内）（東京）』浅草八百

善（竹の間室内松花章の間室内，二階大’

広間室内，次の間室内，八畳の間室内，八

畳の間断の問室内，松の間室内）（東京）

509住宅建築写真集成第5輯・建築工芸
　　　　　　　　　　ダ　協会　大7．850枚　14×21cm，非売品

　　　　　　　　　　　　　　　〈375－7＞

　　第5輯茶室’

　．茶祖珠光選物断窓庵（東京）　旧四二城

「内茶席猿面茶室（名古屋）㌦南宗寺内卒塔

・婆落掛：茶室（堺）神屋宗湛遺物湛浩庵外

　観，室内（福岡）高台寺（内傘亭，時雨亭）

　（京都）金閣寺内夕佳亭（州都）上野博

　物館（六窓庵平面図，同待合腰掛並湯屋石

　燈籠：伺六窓庵外観）（東京）大徳寺内孤

蓬庵茶室（京都）寸松庵待合闊開門（東

　京）旧大徳寺（寸松庵茶室外観，室内）

　（東京）町屋紹益遺物鬼瓦亭（京都）松

平邸茶室明々庵平面図，待合腰掛及便所，

　明々庵外観，室内，同水盤（東京）’旧紅葉

　山茶室寒翠庵（東京）好文亭茶屋阿字庵

　（水戸）吉野邸寒照堂茶室　茶室乍庵

．（大阪）井上邸（茶室平面図，茶室庭中

　門，寄附待合外観，便所並石燈籠，腰掛

待合，利休好茶室外観）（東京）益田邸

　（茶室庭中門，茶室太郎庵，椎之茶屋）（東

　京）松浦邸茶室心月庵（東京）　鹿島邸

　（茶室鴎心庵平面図，茶室庭中門；待合腰
　　　　ビ　　ド
．掛，茶室子心庵外観）（東京）　間島邸（：茶

　室一睡庵外観，室内）（東京）　八木邸利休

、好茶室（大阪）八百善（茶室山谷庵平面

　図，山谷庵外観，室内）（東京）古川邸四

帖半茶室（東京）．幽東本願寺別院茶室（名

t古屋）稲福寺茶室（東京）

510東京百建築　建築画報社　大4　30，8

　p　99枚　19×26こ口　　　、　＜419－59＞

　〔凡例によると「明治初年より大正3年ま

でに竣工したる東京の各種建築100個を

　収む」とある。巻末の建築説明に，様式・

’手法，材料及構造、起工及竣工年月く設計

　者・監督者・施行者等を収載

　．、東京停車場　赤坂離宮　内務省’農商

務省／t海軍省　司法省　逓信省　参謀本

　部　大蔵省専売局　警視庁　大審院　京

　橋電話局．東京府庁，英国大使館　露国

　大使館　東京帝室博物館　表慶二一ニコ

　ライ会堂　青年会館　天龍門・銀座教会

伝通院本堂’仏教青年伝道館1、佃工部大

　学　東京帝国大学法支科大学本館　東京

帝国大学工科大学本館　東京帝国大学正

　門　早稲田大学恩賜記念館　東京美術学

校本館　東京美術学校図案科教室・東京

高等工業学校本館　上智大学　明治大学

　講堂　聖心女学院．仏英和女学校　東京

工科学校　泰明小学校　慶応義塾記念図

書館・日比谷図書館　南葵文庫　日本赤

　十字社本社　東京商業会議所　東京株式

取引所　東京保楽部　生命保険会社協会

　日本本蚕糸会．大日本私立衛生会’両国．

　国技館　遊楽館　吾平　新橋停車場　旧’

新橋停車場　万世橋停車場　帝国劇場

歌舞伎座本郷座　有楽座　福沢演舞場

帝国ホテル　築地精養軒　日本銀行　三

井銀行　日本勧業銀行　日本興業銀行．

・村井銀行　森村銀行　＋五銀行日本橋支

店　東京貯蔵銀行　東海銀行　豊国銀行

京橋支店　麹町銀行四谷支店　紅葉屋銀

行　若尾銀行東京支店　共栄貯金銀行

明治生命保険株式会社　愛国生命保険株
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式会社　日之出生命保険株式会社　第一

生命保険相互会社　東京火災海上保険株

式会社　秀英社　内国通運株式会社日本

橋集荷所　三菱第21号館　三井貸営業所

渋沢貸事務所　三越呉服店　白木屋呉服

店　松屋呉服店　銀座貸商店　高田商会

丸善株式会社　岩井商店東京支店　林小

兵衛商店近江二二伝商店富山房東
京堂　エフ・ダブルユー・ホーン商会　安

藤組　黒沢タイプライター商会　伊東屋

奥田油商店

511特別保護建造物及国宝帖　第1巻特別

　保護建造物　内務省編　審美書院　明

　43．31冊　41cm　　㌧　’　〈409－23＞

　〔全4冊のうち第1工め内容細目を収めた。

　1巻が建造物，2～3巻が国宝，4巻が解説

　編。建造物の写真があり次に図面という

　構成になっている。〕

　　出雲大社本殿　住吉神社本殿　法隆寺

　金堂中門及五重塔　法隆寺金堂、法隆寺

　五重塔法隆寺中門法起寺三重塔薬
　師寺東塔　当麻寺東塔東大寺法華堂
　東大寺法華堂内部　法隆寺夢殿　法隆寺

　伝法堂新薬師寺本堂　東大寺転三門
　（其1．其2）唐招提寺金堂，内部　東大寺

　法華堂山畠　室生寺五重塔　宝生寺金堂

　春日神社本殿　賀茂御祖神社本殿　宇佐

　神宮本殿　日吉神社本殿　醍醐寺五重塔、

　平等院鳳鳳堂，側面　平等院鳳鳳堂天井

　及天蓋　法界寺阿弥陀堂　中尊寺金色

　堂，内部　興福寺三重塔　石山寺多宝塔

　当麻寺本堂（曼茶羅堂）　当麻寺本堂（曼

　二二堂），内部　蓮華王院本堂，内部　東

　大寺南大門鐘楼　円覚寺舎利殿　観心寺

一本堂，内陣　厳島神社本社及東廻廊　興

　福寺五重塔　大伝法院多宝塔　東福寺町

　門　同上層内部永保寺開山堂，内部

鶴林寺本堂，内部　建水分神社本殿　鹿

苑寺金閣　大徳寺唐門　大願寺飛雲閣

本願寺書院対面所本願寺唐門，細部
三宝院表書院，内部　瑞厳寺本堂玄関内

部　四教王護国寺金堂　大崎八幡神半々

殿内部　北野神社々殿　東照宮本殿石の

間及拝殿　東照宮本殿内部　東照宮上神’

庫．東照宮陽明門　輪王寺大耳院本殿内

部　輪王寺回附院霊廟拝殿内部　輪王寺

大網院夜叉門　輪王寺大引院二天門　南

禅寺三門　清水寺本堂　教門護国寺五重

塔延暦寺大講堂　延暦寺大講堂内部
大徳寺法堂内部　瑞龍寺仏殿内部　善光

寺本堂　東大寺金堂（大仏殿）

512特別保護建造物集成　第1～6編　建

　築工芸協会　大7．11～8．13冊．16×23

　cm　　　　　　　　　　　　　〈385－27イ〉

　〔本集成には、この3冊本のほかに1冊本に

　なったものが大正8年4月に刊行されてい

　る当館請求記号〈385－27＞，版の大きさは

　16　×　21cm．　）

　　出雲大社本殿閉園正立面図（島根県）

　法隆寺中門及雲形肘木勾欄組子図金堂及

　同詳細図（奈良県）　秋篠寺本堂　同本堂

　内陣天井（奈良県）平野神社本殿（京都

　府）　唐招提寺経蔵て奈良県）　久安寺楼

　門　同楼門細部（大阪府）　立木観音堂

　同観音堂細部及組物（福島県）鐙阿一難

　楼（栃木県）　性海寺多宝塔　同多宝塔細

　部及四股く愛知県）　清白寺仏殿同仏殿内

　陣細部（山梨県）吉備津神社本殿．同拝

　殿　同拝殿細部（岡山県）鶴林寺本字及

　同組物詳細図（兵庫県）　東福寺三門　同

　三門二層内部（京都市）　南禅寺方丈外観

　解同虎の問同方丈廊下（京都市）　園城寺

　金堂　同金堂細部（滋賀県）　鹿島神宮本

　殿　同本殿向拝細部向拝殿（茨城県）
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智恩院経蔵（京都市）　住吉神社第三本殿

及平面図　同第二本殿背面及正立面図
（大阪府）唐招提寺金堂及平面横断面側’

立面図（奈良県）　東大寺法華堂経庫（奈

良市）春日神社着到殿同車舎（奈良市）

「宇治上神社本殿及拝殿　同本殿内部　同

本殿四股（京都府）六波羅密寺本堂及細『

．部（京都市）中尊寺経蔵及内部須弥壇

（岩手県）　興福寺北円堂二三立面断面宰．

面図（奈良市）．法隆寺東院鐘楼（奈良県）

温泉寺本堂　同本堂外陣天井（兵庫県）

清水寺大日堂（長野県）喜光寺金堂（奈

良県）永保寺開山堂及詳細図（岐阜県）

宝山神社本殿（広島県）　宗像神社辺津宮

本殿同拝殿（福岡県）　三宝院唐門（京都『

府）園城寺二二二二　同細部彫刻（大津

市）　国分寺薬師堂及細部（仙台市）智

恩院小方丈室内及本堂（京都市）　日光東

照宮唐門同鼓楼（栃木県）　芝東照宮本殿

（東京市）寛永寺五重塔携細部（東京市）

・法隆寺五重塔及同平面断面図（奈良県）

法隆寺夢殿及同断面平面並露盤図（奈良

県）栄山寺二二円堂及内部須弥壇勾欄

図（奈良県）’唐招提寺講堂．同内部（奈

良県）『春日神社楼門（奈良市）法界寺

阿弥陀堂及断面平面図　同内部（京都府）

般若寺十三重石塔婆（奈良’市）観音堂

（木町釘無堂）（大阪府）安楽寺入角四重

塔（長野県）．法華経寺法華堂桐四足門

（千葉県）円融寺本堂（東京府）今八幡

宮本殿正面細部　同本殿墓股同拝殿細部

（山口県）　富士浅間宮本斎く静岡県）　厳

島神社千畳閣（広島県）「箱崎宮本殿（福

岡県）・鹿島神宮摂社奥宮本殿、同本殿正

面細部（茨城県）主大二二内部須弥壇

（宮城県）　本願寺四脚門同細部（京都府）’

五社神社社殿　同拝殿細部（浜松市）’本

門寺仁王門（東京府）善光寺本堂　同本

』堂側面（長野市）法隆寺経蔵　伝法堂

（奈良県）東大寺法華堂側面並同平面及

縦断面玄同法華堂正面並同内陣天井回天

蓋（奈良市）　厳島神社本殿（広島県）　賀

、茂御祖神社舞殿（京都府）醍醐寺五重塔

血温平面及下層詳細図（京都府）鶴林寺

常行堂（兵庫県）宇治上神社境内春日神、

社社殿（京都府）　円鏡寺楼門及詳細図同、

楼門細部（岐阜県）浄土寺阿弥陀堂並並

平面及正立面断面図同法宝塔同多宝塔細

部（尾道市）’雷電神社末社八幡宮稲荷神

社社殿（群馬県）、大井俣神社本殿（山梨

県）鶴林寺鐘楼（兵庫県）知恩院勢至

堂（京都市＞tt豊国神社唐門同唐門細部

（京都市）　八坂神社楼門（京都市）　筥崎

宮楼門及旧藩刻同楼門細部（福岡県）　大

崎入幡神社社殿（仙台市）　佐竹寺本面面

同詳細図同本堂内部及箕束図（茨城県）

東照宮神楽前面五重塔（栃木県）南禅寺

三門及同詳細図（京都市）新薬師寺本堂

（奈良市）　東大寺転害門同転盈虚側面

（奈良市）．加茂御祖神社細殿（京都府）

平等院鳳鳳堂並同平面図八段部虹梁木彫

宝相歯面鳳鳳堂内部（京都府）　中尊寺金

・色堂及同断面図同金色堂内部出身細部同

金色堂覆堂（岩手県）御上神社本殿（滋

賀県）　慈眼院多宝塔及同詳細図（大阪

’府）　智識寺本堂（長野県）　清水寺三重

塔及横断面並同平面図（長野県）右手寺

楼門及同歯股同楼門虚偽同墓股（愛媛県）

玉村入幡宮本殿同本殿正面細部及募股
（群馬県）西明寺：三重塔同三重塔内部

（滋賀県）　信光明寺観音堂（愛知県）’本

願寺飛雲閣三飯正面並詳細図（京都市）

本願寺浪の間太鼓の間天井（京都市）　北

野神社社殿（京都市）太宰府神社本殿

（福岡県）・園城寺三重：塔（滋賀県）　七寺’

本堂（名古屋市）上野東照宮唐門同唐門
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細部（東京市）法華経寺五重塔承同細部

（千葉県）　法起寺三重塔（奈良県）　薬師

寺三重塔及二二面並断面図（奈良県）　当

麻寺東塔及下層細部並詳細図、（奈良県）

新薬師寺西脚門（奈良市）’賀茂御祖神社，

神服晶晶楼門及廻廊（京都府）厳島神社』

祓殿（広島県）高蔵寺阿弥陀堂（宮城県）

御上神社拝殿　同楼門三階平面図並詳細

図（滋賀県）　円覚寺舎利殿二三平面三三

「細図（神奈川県）新薬師寺鐘楼（奈良市）

滝山寺本堂（愛知県）浄光寺薬師堂（長

野県）‘相楽神社本殿（京都府）「宇和宮

神社本殿（滋賀県）吉備津神社北随身門

（岡山県）・慈照寺東求堂〈京都市）西国

寺本堂（尾道市）西明寺三重塔同楼門

（栃木県）濠華寺本堂（奈良県）　園城寺

一切経蔵（大津市）　大徳寺勅使門側面及

正面（京都府〉八坂神社末社蛭子社々殿

（京都市）方福寺三門（京都府）延暦寺

大講堂同内部（滋賀県）東照宮輪蔵同鐘

，楼（栃木県）

513　日本家屋写真叢書　床棚百種上巻

　吉原米次郎編　建築書院　明44．4　100

　枚　19×25cM’定価1円50銭　〈337－38＞

514　日本家屋写真叢書、床棚百種下巻

　吉原米次郎編、建築書院　明44．4100
　枚’　19×25cm　定価1円56銭　＜337－38＞

515日本家屋写真叢書欄間百種吉原

　米次郎編建築書院明44．4100枚
　19蛇5cm　定価1内50銭　　　〈337－38＞

516　日本家屋写真叢書　建具と手摺百種

　吉原米次郎編　建築葦：院1明44・4．100

　枚　．19×25Cmt／定価1円50銭　〈337－38＞

517　日本家屋写真叢書．門と玄関百種

　吉原米次郎編tt建築書院　明44．4、100

枚　19×25cm　定価1円50銭　く337－38＞

518　日本家屋写真叢書　外形と諸藩百種

　吉原米次郎編　建築書院　明44．．4100

　枚　19×25cm　定価1円50銭　く337－38＞

　　　　　　　　　ノ51　9　日本著名建築写真帖，tt斎藤兵次郎編

　信学堂“明41．210qp，17p　22×28cm

　　　　　　　　　　　　　　、＜407－16＞

　〔日本の古い建築物の写真。編者が東京．・

　高等主業学校の修学旅行に同行し撮影し

　たものを中心とし，解説を加えたもの。〕

　　伊勢内宮全図　出雲国大社．．摂津国住

　吉神社　丹波国出雲神社　大和国法隆寺

　金堂　法隆寺玉虫厨子　法隆寺五重塔

　法隆寺中門　大和国法起寺三重塔　大和

　国法輪寺三重塔　大和国薬師寺三重塔

　大和国当麻寺三重塔幽東大寺三月堂側面

　図　東大寺三月堂内部天井　東大寺校倉

　’大和国法隆寺夢殿　大和国町武群山神社

　大和国新薬師寺　大和国法華寺村海龍王

　寺五重塔　奈良春日神社楼門　東寺金堂

　東寺大師堂・大和国宝生寺本堂　室生寺

　五重塔　山城三日瞬法界寺本堂側面　法

　界寺本堂正面’山城国宇治鳳鳳堂大和

　国奈良興福寺北円堂　北円、堂内部天井

　京都栂尾山石水院　安芸国厳島神社大鳥

　居　厳島神社本殿　京都東山安楽寺草門

　大和国柳本（釜口）長息寺惣門　京都三十

　三間堂　奈良東大寺（大仏殿）鐘楼　大和

　．国唐招提寺鼓楼　相模国鎌倉光明寺本堂

　光明寺山門鎌倉八幡宮楼門．鎌倉建長
『寺本堂、河内国観心寺本堂　京都金閣寺

　夫和国興福寺東金堂　興福寺五重塔大

　和国多武二号山神社十三重塔　京都稲荷

一320一



神社拝殿二神社本殿京都東山銭閣

寺京都伏見御香の宮近江国都久夫須
麻神社内部　京都上醍醐三宝院清滝堂

京都ilk徳寺内三門　近江国石山寺多宝塔

京都北野神社正門　北野神社拝殿、裏面

京都伏見御香の宮表門・京都豊国神社門

京都大徳寺門　京都西本願寺門　西本願

寺内飛雲閣　京都清水寺本堂．京都花見

小踏月見台　京都花見小路有楽館　河内

国赤坂建水分神社　京都智恩院本堂　智’

恩院山門　京都高台寺開山堂内部　鎌倉

円覚寺山門　尾張国名古屋天主閣　京都

三加茂神社本殿拝殿　下野国日光山東照

宮鐘楼、日光山神楽殿　日光山陽明門

日光山唐門二本殿H光山皇嘉門　東京

浅草観音堂’京都八坂神社楼門　山城国

宇治黄桀山開山堂　黄桀山惣門　奈良東

大寺大仏殿　東京芝増上寺境内徳川七代・

霊屋門　奈良興福寺南円堂　紀伊国高野

山金堂　高野山金剛晶系　京都大極殿応

幽天門　大極殿全景　大極殿蒼龍楼’t・t，

520大和国玉轄　第1～10号ト・川井景7一編

　奈良　長尾希世　明28．8109枚　146p
’　32cm　l

、　　t　〈401－24＞〈401－24イ〉

　〔大和地方の国宝の建造物と収蔵品の写

真〕

学 校

521行啓訳念帖　東京聾唖学校大6．12

　3p　22枚　15×23cm　　　　℃〈291－31＞

　〔大正6年1月19日の皇后宮の行啓を記念

　して刊行〕

　　東京聾唖学校・東京聾唖学校職員　普

通科尋常科（第一学年国語初歩，第二学年

綴方，第三学年修身，第四学年筆談，第五

学年読方・第六学年算術）普通科高等科

（第一学年理科，第二学年地理）　普通科

尋常添斗（第一第二学年・第三三四学年第

五第六学年）普通科高等科（第一，第二

学年）垂範科普通科技芸科図画科

技芸科木工科　技芸科裁縫科　講堂・御

前手話並謹話　御前揮毫　普通科、技芸

科図画科成績品及補聴器等　技芸科木工

科成績品　技芸科裁縫科成績品

．522’ 椏s帝国大学写真帖　京都帝国大学

　34枚・’　28×37cm、　　　、　’　〈412－35＞

　’〔奥付なし〕

　　聖寿無窮　大正6年11月10日御臨幸の

　天覧品　本部事務所　法科大学第1講義・

　室　法科大学研究室　法科大学研究室庭

　園　医科大学表門より構内を望む　医科

　夫学法医学教室及解剖学教室　工科大学・

　土木工学教室　工科大学機械工学実験平

易工科大学電気絶学高圧実験室工科

tt大学採鉱冶金学標本室　工科六三工業化

　学分析室　文科大学陳列館tt文科大学古

　文書室，文科大学考古学三品室　文科大

　学研究室の一部　文科大学心理学実験室

，理科大理数学籍室内模型及雑誌室　天文

　台　理準率：大学誤射学及放射学研究室　地’

　学観測所　理科大学化学戦室　図書館及

書庫中央断罪尊閣験所給水池
　学生集会所　医科大学附属病院、医科大，

　学附属病院炊事場　学友会馬術練習場

523九州帝国大学写真帖　九州帝薗大学

　大g。44p、63枚　23×34cm

　　　　　　　　　　〈E377．21－Ky9ウ〉
〔東宮殿下軌州御巡啓を記念して干iJ行）’．．

　・医学蔀平面図　工学部平面図　三三三
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敷地平面図　農学部農場平面図

医学部　医学部三訂図　基礎医学諸教室

（其1，其2）　附属医院入口　皮膚科教室

、耳鼻咽喉科教室tt小児科教室　産婦人科

教室　図書閲覧室　生理学遺伝研応用養

魚池　薬物学実験用動物飼養室底化学

実習室　細菌学実験室　病理学標本室
内三三駿室　内科臨床講義室　内科理学

的治療室　外科臨床講義室　眼科診察用

暗室・皮膚科蝋製模型室　精神科臨床講

義室　耳鼻科前庭器機能検査室　整形外

科エックス光線室　附図医院薬局　、

工学部　工学部正面　本館背面及材料強

弱学教室　第4分館及第3’分館　土木工

学科列孤露同図書室同製温室　機械工学

科材料試験室同熱汽関実験室．同水力実

験室　機械工学科工作法実習室・電気工

学科電気及磁気学実験室同電気機械実験

室同特別高圧電気実験室　応用化学科工

業分析室壽工業化学実験室・同感酵実
験室採鉱学科応用地質学列品回心岩石

学実験室　採鉱学科心血金科忌詞賦払

冶金学科乾式試金雲雨金属組織学研究室

理科講義室　物理学実験室　高温化学研

究室

農学部農場

524東京帝国大学　小川一真編　小川写．

真製版所　明33．454枚．27　￥　38cm

　　　　　　　　　　　　　　〈401－80＞

　〔この写真帖は1900年4月パり万国大博覧

　会に出品するために製作したものである

　が、大学の状況を知るのに良い資料であ

　り『．一大学の許可を請い出版・発売した1

　写真は校舎・施設；・総長・前総長・教授，

　の削象畿〕

525東京帝国大学　小川一真「小川写真

製版所　明37．8．96枚　27×38cm，，

　　　　　　　　　　　　〈401780イ〉

〔明治33年刊の改訂版。セント・ルイスの

万国博覧会に出品するため新に新築校
舎、．新職員の肖像を加えて出版。〕

526東宮行啓記念写真帖　第四高等学校
　明42．12、24枚　26×37cin　・　〈408－7＞

　〔明治42年9月北陸に行啓した折に第四高

　等学校に立寄られた。それを記念して刊

　行。〕・

　　御座所．第四高等学校正門　同校（金

　沢城より眺む）至誠堂　教官室　教室

　物理実験室　化学実験室　動植物実験室

　測量実習　図書閲覧室　静勝館　校旗及

　運動場無声堂、、弓術　庭球　四温　時

　習寮1同室内　時習寮雪景　第四高等学，

　校長　職員　台覧品陳列室’／t

，527’ ｼ本高等学校落成記念写真帖，松本
　　　　　　松本高等学校　大11．1027枚　16×23
　（tm　　　　　　・　　一　　　　．　，　　　　　　　〈283－39＞

　　日本アルプス：本校々舎講堂　図書

　館及び書庫　物理学教峯と其の実験室

　化学教室三景と其の実験室博物教室と

　地質鉱物標本室　製図室と図画科準備室

　鳩舎と温室　県の森　寄宿舎（思守門）全

　景明日は山へ（三二寮室内）一日の或．，

　時（二二寮会議室）柔剣道場（謝礼と会

　長式辞）剣道部（帝国剣道の型と優勝

　戦）柔道部（優勝戦と優勝旗授与）野
　三部（ウォ“ミングアップと本校選手）’

　庭球部（「戦いの前」と優勝旗授与）　山岳，

　部（戸隠し升麻ど日本アルプス）‘春の燕

　・岳　水泳部（木崎湖に於ける舟遊と脚立

　上の水泳部員）講演部（巡回講漁ζ連合

　大会）競走部（スターとハイジャンプ）

　吾楽部（コーラスの練習と特別練習）一三
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四部（スケーチングと優勝選手）発火演

習（命令下達と追撃射撃）

見学と城山に於ける休憩）
2
）

行軍（機関銃

体操（其1，其

528．明治専門学校写真帖　戸畑　明治専

　門学校　大9．1048枚　24×33cm

　　　　　　　　　　　　　　〈416－13＞

　〔現在の九州工業大学め前身。当時の工業

　専門学校の設備・施設がわかる。〕．

529早稲田　早稲田大学編集部編　早稲

　田大学出版部・明42．435p　27×39cm

　牢価4円50銭　　　・　　　1　〈406－29＞

　〔早稲田大学の写真。英文の説明がある。〕

　、早稲田附近今昔比較平面図　早稲由大

　学舎画図　早稲田大学第二期拡張設計図．

大隈伯爵同令夫人　故小野梓氏と三博士

’早稲田大学全景　早稲田大学正門及構内

講堂（其1～其4）早稲田大学創立25年祝

典・恩賜感謝式憲法発布20年紀念式
体育部（其1～其3）図書館（其1，・其2）

早稲田大学本部　早稲田大学寄宿舎t一早

稲田中学校　早稲田実業学校　早稲田大

学出版部　早稲田大学機関印刷所’早稽

　田を訪われたる貴賓及名士（其1，其2）

大隈伯爵邸（其1～其4）評議貝会弓長前

島男爵及氏回忌和三尉其1，其2）

早稲田附近雑景

530　早稲田大学創立三十年祝典記念帖

　早稲田大学出版部’大2．12　37枚　20×

　28cm　’　〈337－152＞
　　大隈総長と高田学長　欧米諸大学より

　の祝辞二三　祝典式場外観　来賓参着

祝典式場正門大儒門前の光景　迎賓　式

服行列　祝典式場内部の光景’大隈総長

　の船外．高田学長の式辞　渋沢基金管理

　　　　’

委貝長の報告　式典当日総長邸の園遊会

提燈行列（其1，其2）功績者追悼　大隈

伯瞬同夫人の教職員校友招待園遊会　三

賀中央校友大会（高田学長の演説）祝賀

水上大嘘動会心賀陸上大運動会（其
1～其5）／t祝賀球戯大会　明治政法史展

覧会（政治経済学科及法律学科主催）早

稲田大学文科発達展覧会（文学科主催）

広告展覧会（商科主催）工芸展覧会（理

工科主催）「（其1，其2）皐稲田大学沿革展

覧会（高等師範部主催）江戸美術展覧会

．（図書館主催）（其1，其2）　各種展覧会開

催中校内の盛況　祝典期間大学附近の賑

・一 ﾐ典期間大学附近の夜景　大阪市に於け

る祝賀関西校友大会（大隈総長の演説）

名古屋市に於ける祝賀校友大会（大隈総：

長の演説）祝典終結につき総長学長の
訓示，

　　　　　．公共施設・．

　　　　港，橋等をここに収める。

531世界橋梁写真集　木下武之助　シビ

『ル社　大15．12160枚　21×32c血

　　　　　　　　　　　　　　〈423－253＞
　，〔関東大震災後、復興院は東京・横浜あ橋

梁設計の参考にするため、外務省を通じ

　て各国の著名な橋梁の写真を収集した。’

　その写真を中心に編集刊行。日本の橋に

　ついては、名称のみ記載し、外国の橋に

？いては（）で国名を入れた。なお国名

　だけのものは、橋名の記載がないもの。〕

　桁橋の部猿橋’　Wooden’　Contilever

Bridge（チベット）一宇佐八幡宮呉橋

金比羅出立橋Schwabisch　Hall
Bridge（ドイツ）、屋並橋（仏領印度支

那）神橋H：01z　Brticke（ドィッ）・

一323一



．Foht．　en　．　bambou（印度支那）．．．　Railway

Viaduct（デソマ「ク．）．SkeVi．Ry．．

B・idg・（？〆．リカ）「Btit・nni3．．TubUl’・t

Btidg’?i． Cギ』リ．ス）兜橋．Pohto6n．

Bridge（印度）． D．Galata．Bhdg¢（トルフ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h
W6ichSel　Sttassen’翫Ucke〈ドイ．ツ）

SWin’emunde－r．Brttcke（ド．イ．ヅ）

Greif6n　hagener　BrUcke（．ドイヅ）　　＼

S（ih6rifliezer　Brttcke（・ドイツ）　奪uncor一．

n3士idg6（イギリズ）』’＝Grosse　Weser

．Brttcke（ドイ．ツ）．西感温橋　R6yal．．Al・

bert　B≠idge．（イギ．リス）．、　Q亡ebed．Bridge．

（カナダ）Que6hsbo士。　Bhdg6（アLメリ

カ）．．・Railway・Vi・duet（デ．シ々ごク）［

只蜘ay　B・idge（ノールV’pt一）’R・rd・

kl¢iマe．Bridge（／．一．ルウ’ S一＞　Rail．

v》ay　Bridge（．ノールウ土．一）’．Rai1耐ay

．Bridgd　〈支那）「．Viadμct　Uber．．．Rin窪．r

bahn（ドイツ）　Eisenbahnbrticke（．ドイ

ツ）　FOrthbridge．（イギりス）．．　Pprit　一

．railde．9rqmi　leue（ベルギー）　Eisenb3∴

hn　B圃cke（スイス）「M6rchant．Bridge

（ア刈．カ）・・　Ei・．・nbahn呂・U・k・（．ドィ．

ツ）Eisenb・塊．Bttt・k・．Cドわソ）1．

Gbtth・・db・hn．．L．Viqd．u・ti（ス』イ．
l
）
．

El・V・t6d　R・ilW・y．（アメ1，々I　H・¢h・

brUcke（ドイツ）．．　Hochodbnn／一．Rampe

．（ドィ、．ツ）Oy・噸dg・（ド．イツ）　ttt．pqt－

1itz　・Br廿cke．（．ドイツ）．　Lau’iseuStrasse

BrttCke（ドイ．ツ、）

．撲溜め部錦帯橋．Wooden　Arched

Bridge（スイズ）’Bow　Brid窪e」吊橋
（支那）‘1．Ri亡〇七〇一二龍王島（支那）．TaiL

・huky・一木中橋（支那）．．iSh4，kky・A石

橋（支那）．Goteikyo　7、旗亭橋（支那）l

Hlgh寅ay　Bridge（支那）Koshinkyo一
．撲震橋（支．那）「．S6nnip9’Bridge（イギリ．

1ズ）Pont　deli3．Maddalena（イタり「）

Afta　in．　Dpirus． IイタリL）1　’高麗橋．．．西

・田aS　・一．1．　P6nte・dell・』’：Ammitaglo．（イタ・リ．

一）．・・’　Stra’S・enb・U・k・てド．．イ・ツ）．．．Pqnte

V’alentre（イ．タ．・リ曽）　Ponte．Fabrido・

（イタリ．L）．「Diab16　Btidge（スイス）

S・liSb・idge（対ス！．　R・ilw4Y　・Vi・d・¢t

（．ズイ．．ズ．）．．．．KYling’．Bridge（ノーノレ．ウ・手

…L・）…1．Highwqy　B・idg・（チエツヲ知バ

．、キ．ア）．c・・d・b・．∫B・idg・（ス尽．イシ・）

（スペイン＞1　Vargas　Bridge．（．ろペイ7）．．

Al・artt・・a　B・idg・〈ス．ペイン）．1（ス．刃

ン）　AqdeduC七（フラ．ン冬）・Aqu6duct
（トルコ．）．．．（スペイ・．ン）．P6nt　Rotto（イ

タリー〉’　Kanderviaduct（スイス・）．tt　t（ト

〉レコ）　Eis≒nbahnviadμbt（ド．』イヅ）

St・・m　Bridg・1（デ・ンマヤ．ク）．・　Alt・

N6・k・・brU9’ke．（1ドイ．’ソ）‘P．・pt・IV

℃hauge（フラ7ス．．）．‘K．arls　Bridge（チ土

ツ’ Rズ自ベキア）・．Watarloo．．・Bridg俘（．イ

1． M．リス）　．Stvanibe『Island・拾ridg6（チェ

・シbズロバキアr）　PontβVecchib（．イタ．

．．’

u． ｨ・Pqht・．∴Umb6rt・〈イダリ高）．

lPonte　’．R6y’ ≠戟qフ．ランス》　耳igh’Bridge、

D（アメ・リカ）∫’Albeft’　Brtt¢ke・（ド．イ．ヅ）

P6n1・・．　Vittq・1◇1’Em・h・・1・（イ二戸．・

．Wal・h“．』．．Btidge（．ズ！イX）Stt・rlS・n

ii’　Brucke．Cド・イrツ）Marmor．Bridg採デ

1著ア十「ク〉・．．．Higねway．Bridg6（チ干．．・ン．ご

スロバキア）．Saint．．Patriek？s　1．Street

、Bridge（々ナダ）．南門橋∫Den　Bridge．

（イ．ギ．リ．ズ）』』HighVvay　Btidge（縛ルギ

ー．
j’．W6rkkrialbrttcke（ド．イツ〉．．’：猫又

：橋、’（．．ド’イヅ）pQ項e　Chauderou．一

M6ntもenoh（スイ．ス．＞Ikura：Bridge（ス

エー． f．ン）．．」D・aft・n．Btidg・．（ア刈力！

：H6b≠6φt．．．Bゆk・（ド1イ’ソ）．．／　Ne’W

Rhine　Br三dg・（スイス｝，　t・tt・Sh・・petd’・

Dell「’．．Bridge（．ア．メ，i）カ）「Chu士一Afσsa一

一　324　，一



Railway’　Viaduct（スイス）．　Max∫oseL・

ph．B・u・k・（．ドイヅ）．．．．Ch・i・K・6・k・・n．．

Btid窪e（印度支那）．・London．Bridge（イ

．ギリズ）Pφt64・1・C・ul・uv・eniere．

　（ス・イ．ズ）「Pohte：、．Cavりur（．’イタ．り高）

‘Oberb．auihbt　i’モ汲?iドイツ）　Holrriens

．B・idg・・（デ’7’｛・Lク！．P6nte．　di　Ri41tg

　（イタリ「）　Hay．＄tree七　Bridge（オ曽ス

　トラリア）．：1R6加forρed．Concr6te　Ar一　

ched　Bridge（チェヅコスロバキア）．．．　sd．

breb．．　Bridge（アメリカ）．（ズエラデン）

即way．Vi・dU・t（スエrデγ）pQnt・
dei　s6spiri．（イタリー一〉．　Brid窪e　bf’　sighs

．（イギリ．ス）1．（．ドィ・シ）’M・七・11i・　・At・．

chedl．．，　Bfidge，（チ．iヅユズpバキ．　fr）．

Pont　d’lssY（フラ．ンス）．　IP6nt．Garibaldi

．（イ：・タり一）．Poht．　Alexander　III・（‘フ、ラ

ンズ）　Pont．　Laf6yette（ラランス）

P・nt、．Mi・ab・au（フ．ランス）・P・nt　de

Solf『ripo　（　7ラ．ンス）．・．Pont　de　Sti11Y（フ

ラシス）　Pont．de．　Cbntlans（フラシス）

Elbe．Br章cke（ド、イツ〉’ PHansa　B士ucke

．（ドイツ）．晦t・lie・’Arch・d．B・idg・（チ、

エツコネロ・バキ．ア）．Triana　Btidge（ス．1

ペイシIS・uthw・fkB・idg・（イ．ギリk）

Tren㌻Bridge（イ．．ギリス）．，　M6scow．

Bridg♀（ロ．．シャ）　．RailWay　Bridge．（イギ

’・V・・t」g＞　Pont　．de一　Margu．erite（7S’｝／　’）71N　i」

「）．．Sarphati　＄treet　Bridg6（tラ．ン．ダ）．

Rheinbrti6ke（ドイツ．）l　EadS　Brid窪e（ア．

メリカ）‘ A．耳igh平eve1　Bridg6（イギ’｝，・ズ）

Pont6n　Bridge（べ．ルギら）．」Rhein、

．BrUcke（ドイツ）．Eiseh夢昂hnbfαとke（．ド

イツ．）’Bridge’in．℃⇔ntfal　Park．（アメ．リ・

カ）”　Elbe　Brti6ke〈ドイツ）　．Gari6kes一

．．t・g．@Bttt・k・（．ド㌃イ．．ツ）．　J，uhgfeni・t・’
X
i

Brttcke（ド．イ．ツ）　Vasa．Bridge（ス：エ．一

デン）1Sa副¢一B．r茸．cke．（．ド．イ．．ヅ，’．〉

’Ka玲erbrUcke（ド．イツ）．　Str．assen．．

　br茸cke（．ド・．イツ）tt．．Spree．Br耳ck3（．ドイ

ツ）．．K・・坤・U・B・tt・k・（スイ，X）・Kir一

・． モ??獅?U1d．BrUρke（スイス）　Eisenbahn∴

’byUdke’iド．イ・ソ）『’Carlsbetg　Viaduct

　（デンマー7，）’．．Stralisenbrticke（ドイ．

．．

c）　B’auπrlgart6nbrtiρke（ドイツ）　「（ヌ1

．手．r』デン’ j1・』．Netie．一Elbe　Brttcke（ド．イ．

’り．P6n’t．．　d・．　P3sSy（．フ．ラジス）

Supやerigr　Ave．’Bridgel〈アメ’リカ）　（ド・．

　イヅ）1KorrihaUsbruc’k6．（ドイiツ）．

．Washipgt6n　Bri咋6．（一．アメ．リ々！．　Rhein’

Br直cke（ドイツ）M6ckern　Br蔵cke（ド

わソ）．．．．大正橋．六郷橋、．A6⇒9m

BrUcke　（オー．ズトl！ア）’Poht　Debilly

．〈7．ランス）．．Strassβnbr茸cke（ド・イツ）

．ゴKana！bruckle（ド：イ．ツ・）．．やρn「t．．1de

Grenelle（フラ1・’ス）、，　Rheinbrtt¢ke（ド

．イツ）．，．．HeU．Gat6　ArchedBrid窪e（アメ．．．

リカ）．．’（ノラセウ．i．ら）．．Ni・騨a

．Bridge（ア．．メ．リ．．カ）．　Liding6broh

B・idg・（ズエ』 uデン）1　．Ni’≠〟E・a

Cantilever　Bridge ＆　Niagara　Lower　，

St・ei．Arch・d　B・idg・（ア？e　i」’カ）．．黒部

橋．Kaiser　Wilhelm　H6chbrucke（ドイ「

．ツ）．．．《ノ’ルウェー）

．吊橋卑壷β．Kashimir　Jhelu’m，　Jndas．　R。

．（印度）・KashiMir　Ani’　alh6t’Ro6d（印

度）t．　’．　t

q自画1 買堰fリア）・・M．・nh・tt・n

B・idg・（アメ．リカー． FSev・nth　Stt6et

．Bridge（アメりtt　p）．　Manongahera

P・ipt　B士idg6　Cアメ．．リ．・カ‘）Willi・ms一　・

．butg．．Bridge（ア．メリーp）． D：

eranz．　Josefs

・留le撫臨調。諸畿L
・IB・idg岬メ．リ．カ）．．．　Gi．・nd　An・ind・

．B・i．dg・〈アメ．リカ）Rh・i・．． rt・qssen一

三Uck“（．．ド．イ1ッ）tt　t：Lambeth　Brid含e（イ’

一’ R25一



ギリス）’Ponte　del’Fiorentini（イタリ

．r）New　s・sp・n・i6n　B・idg・（イギリ

ス）

可動橋の部Unter－lnn　Tal　BrUcke（オr

ストリア）Madison　Street　Bridge（ア

メリカ）Michigan　Boulevard　Bridge

（アメリカ）　Pymont　Bridge（オースト

　　　　　　　　ノラリア），WeU　Street　Bridge（アメり

カ）　Macomb’s、Dam　Bridge（ア、メリ

カ）　Third　Avenue　Bridge（アメリカ）

Railway　Bridge（カナダ）　North　Hal－

sted．　Street　Bridge（アメリカ）　Cuya－

hoga　Bridge（アメリカ）　St．　Charles

Air　Line　Btidge（アメiJ．　p）　N．　Y．，　N．

H．and　H　R．ailway　．　Bridge（アメリカ）

、Bascule　Bridge（アメリカ）　Cherry

Street　Bridgε（アメリカ）『Jack　Knite

Baschule　Bridge（アメ・　IJカ）　Old、Bas・・’

cule　Bridge（アメリカ）．Klapp　Brttqke

（ドイツ）　Transfet（フランス）『Rectil

d士aw－bridge（ア．メリカ）　Primitiv’e－

Swing　Bridge（アメリカ）℃ity　Water・

way　Bridge（アメリカ）l　Tranfer（アメ

　リカ）　Canal　do、　Bruxe11es　au　Rupel

（ベルギー）・（ベルギー）Tower

Bridge（イ’ギリス）　Groenburgwal

Bridge（オラγダ）Franklin　一　Orleans

Street　Bridge（アメIJカ）　Grosse　Jung－

fernbrttcke（ドイツ）・Pont　Levant

Ruvanbridge（ベルギー）Pont　Trans－

b6rdeur（フランス）

532庄内用水元樋及矢田川三越改築紀念

　〔帖〕庄内川普通水利組合明44．610
　p　14枚　20×27cm　　　’　〈337－44＞

　〔奥付に愛知郡長笹原辰太郎の署名があ、

　る。〕’　　　　一

　　関係各位の撮影　元杁基礎工事杭打写

真　元杁竣功写真　矢思川伏越基礎工事

杭打及コンクリート敷張従事中の真影

伏越工事桝形破壊の真影　矢田川幅員三

，分一の所に仮病を設け河心を変更し敷張

子杭打の真影　伏越樋アーチ人造石二重

巻の真影伏越樋竣功正面の真影．同背

面の真影　三間樋の真影

533仁川築港工事図譜・朝鮮総：督官房土

　木局仁川出張所　大8．3，　77枚　30×44

　cm・’　，　’　〈416－2＞
　　第1編仁川築港計画　朝鮮近海航路図

　仁川港海図’潮流図一仁川築港図、計画

　平面図、孔門の図　閾門扉設計図　繋船

　壁の図　船渠横断面図　模型写真

　第2編仁川三聖の変遷　仁川港全景　築

港工事着手前の仁川港　築港工事進工中

の仁川港（其1，其2）竣功せる仁川船渠

關船渠工事竣功後の仁川港全景

第3興起工起工式祭場基石基Eの・
’沈璽　締切；堤最終締切閉鎖前の全景、同

’閉鎖（其1，其2）・

第4編岸壁　繋船壁基礎根堀　基礎杭打

基礎混凝土の施工繋船壁男体の築造

（其1，其2）混凝土小方塊の製造　混凝

土製造及運搬　混凝土混和室　愚臣後の

繋船壁（其1，其2）

第5編間門　間門基礎根堀（其1」其2）

聞門基礎混凝土の施工（其1～其3）僧門

地下鉄胴の埋設　響町基礎湧水量の実測

’．三門壁体の築造（其1，其2）閲門扉軸受

石及戸当石の据付　閾門側壁水孔暗渠取

入口　關門側壁水孔暗渠　聞門側壁水孔’

暗渠吐出口　關門軸当石の据付〆竣功に

近き閲門壁体（其1，其2）

第6編閾門扉及制水門扉　閲門扉及附属

機械材料の着荷・陸揚・重量品の陸掃澗

門扉の組立（其1～某15）　ニューマチッ
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ク，1リベッター作業　三ユーマチック，

リーマr作業　電気リーマこ作業．ニュ唱

一マチック，コーキング，ハンマー作業

ピントル，カスチング殻置旧の軸受台石，

設置’ピントルの設置（其1，其2）上部’

アンカレー？埋設　取付前に於けるアン

カレージ及ヒールポスト　アンカレーージ

及ヒールポストの取付　閾門扉た込の準

備（其1，其2）閾門扉の三下　制水門扉

の据付（其11ッ其4）　間門扉開放時に於け

うプール・ホイール『閲門扉閉鎖時に於

けるブrル・ホイール　中央運転室内操

縦二軍盤’竣功せる守門の閾門扉（其1，

其2）

第7編馴導桟橋　馴導桟橋基礎杭引抜試

験　桟橋々脚基礎杭頭の釘打　基礎i混凝

土施工後の橋脚混凝土橋脚部鉄筋並嘉

酒組立’竣功せる鉄筋混凝土橋脚　上部

木造橋脚の建設　一部竣功せる馴導桟橋

桟橋先端の架設

第8編雑部　二二地上幹線排水暗渠の築

造　排水濫用混凝土管の製造　敷設竣喋

船（江華丸，東英丸）東誌面の作業　15

噸砕岩船進行中の三三堤（其1，其2）・

月屋島防波堤の補修　仁川停車場前艀船

溜　仁川築港締切堤外怒涛の襲来　仁川

港内流氷の集合

第9LWt船渠通水　通水式祭場　船渠内導

水孔の除幕　船渠の導水　導水中の閾門

締切堤開墾後の關門　三冠内水位の上昇

閲渠水位の降下（其1，其2）’

第10編竣功　仁川築港閲船渠竣功式祭

±a．．渠入渠凹々場、渠竣功式会場　仁川

府主催間船渠竣功祝賀会場　汽船高砂丸

の入渠、（其1～其6）　汽船第二十一共同丸

の出渠（其1，其2）・船渠内繋船僕1，其2）　’

鉄道及船舶の連絡（其1～其3）　大正7年

↓1月6「日船渠利用の実況　大正7年11月

6日繋船壁荷役（其1・一悪4）　繋船壁沿上

屋内の積荷（其1～其3）船渠利用の実況

534、．如水会館写真集　洪図社　大8．10　1

　p　36枚’27cm　　　　　　・〈359－60＞

　〔如水会館の外装・内装の写真を収載。ほ

’かに図面3枚がある。〕

535、地方自治経営内務省地方断編博

文館　明40．3145枚．18×26cm定価
　1円30銭｝　　　　　　　　　’k407一’7＞

　〔英文名：．　G6neral　View　of　Local　Enter－

prises．英文の説明も付いている。都道

　府県の公共施設あ写真集で，収載されて

　いる写真は小さい。東京府で紹介されて

　いる一つた今ば高層E“ル街に変った三橋

浄水場が載っており，説明による、と「全市

　人口150万二給7Nスルノ目的ヲ以テ之ヲ

経営セリ」とある。〕

　東京府　東京市凱旋記念道路　同市日

比谷公園　同市論意浄水工場　北多摩郡

拝島村記念文璋　入食島煙道間墾

京都府　京都市立陶磁器試験場

大阪府　府立博物場　府立図書館’大阪．

市立塵芥焼却場　堺市堺水族館　泉北郡

向井村普通水利組合揚水機関室．

神奈川県　横浜市瓦斯局「高座郡大沢村
ttL念田
、兵庫県　城崎郡城崎町水道　加東郡来住

三三年会黍田支部試作田共同作業　朝来

郡梁瀬村外2力村立山東小学校学校園

同論竹田村記念植林　柏原女学校みさを

歯磨の製造　佐用郡蚕糸伝習所　飾磨郡『

手柄尋常小学校学校園　同郡下中島村教

育三三三部三三栽培共同作業　同郡同村

尋常小学校生徒水論の採取　多可郡杉原

谷村記念夏秋蚕奨励桑苗園　同郡中村記

念財産造林地　宍粟郡富栖村末広奉天林
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加西郡九会尋常高等小学校記念学校園

同郡在田尋常高等小学校記念学校園　加・

古郡青年団体の活動　採掘加古高等小学

校学棟園　同郡別府尋常小学校学校園

同面積里尋常高等小学校学校園　同郡平

岡尋常小学校学校園　同郡東二見村二見・

港の凌喋作業　同郡加古新村土地丈量

同郡青年団体二俣支部共同作業　同神野

村支部福富小団体共同理髪　同岡村支部

欄墾並試作地除草　印南回米田村明治会

水防作業及其建物

長崎県　長崎市水道

新潟県　南蒲原郡中島村排水試験場

埼玉県：北足立郡川口町凱旋橋　児玉郡

若泉村信用組合員の開墾事業　見沼代用

水路普通水利組合の元杁樋管の改築

群馬県　群馬郡室田町大字榛名山鼠年団

体榛名親交会と記念林　同如露町榛名山

号常並学校記念林噛同軸同町基本財産林

佐波郡豊受書大字馬見回村耕地整理

千葉県　印幡郡成田町私立成田図書館

夷隅郡中川村作田耕地整理香取郡多古‘

町多古耕地整理

茨城県　水戸市常盤劇症　稲敷郡源清田

村耕地整理　豊田：堰普通水利組合煉瓦撲

．； `樋管　東茨城郡記念耕牛’

，栃木県　足利学校遺跡　芳賀郡造林「・塩

谷郡喜連川町万歳橋

奈良県　県立物産陳列所　奈良市掌奈良

女子職業学校　吉野郡吉野実業学校　同

軸川上村記念林　向郡国榛村造林　同封

造林　生駒郡北面村竹器製作．同郡同村

高山尋常小学棟生徒瞑虫卵塊i採：取

三重県　津市商品陳列館　大湊町造船徒

弟学校　桑名郡長島村雨悪水路樋管普通

水利組合排水　一志郡鵡村大字五主青年

団体労働作業　阿山郡立図書館、同郡玉

滝村産米検査

愛知県　熱田町築港埋立地明治用水々

源地丹羽郡農会品品消毒事業　同郡古

知野町大字和田勝闘地内記念桑園　額田

郡宮崎町出征軍人慰労記念林幡豆郡花

明町大字花山寺共同苗代碧海郡新川町

外4力町村連合耕地整理灌晶晶　知多郡

水産試験場牡蛎蕃殖試験同論立農学校

生徒の稲作除草　同郡岡田尋常小学校手

工作業　海西郡孫宝悪水普通水利組合の

排水　北設楽郡造林愛知郡幡野村砂防

’工事

静岡県　安倍面面高科村牧ケ谷青年会開

墾作業　加茂郡稲梓村学校生徒の善二二

募集　同郡稲取村経営事業

山梨県　北巨摩郡の林業

滋賀県　甲賀郡下田村共同苗代　同郡機

会桑苗圃　同士寺庄村外6力村組合寺庄

高等小学校万扇面　乱立水口村外7力村

組合水口高等小学確緯霞園　・・

岐阜県． {老公園　本巣郡農会僧侶の農

事講習　同蒲生津村小学校生徒の杞柳細

工製作　同郡私立教育会誌前栽培　安八

郡大垣町立商業学校　同郡中須川普通水

利組合設置の二百三直門

長野県　北安曇郡大町学有林　同郡社村

学事会　南佐久郡大沢此々有林　更級郡

稲里村小島田村学校組合校舎’上水内郡

古謡村青年農会模範田の滴滴　同郡戸穏

村改良炭壷　同論大豆島村共同苗代に於

ける小学校児童の害虫駆除同郡鬼無里

村記念造林　同紙芋井村記念造林伺二

仏村外21力村組合璋林　同郡柵尋常高等

小学校記念学校園、同郡高岡尋常小学校

記念品．，同郡東部高等小学校記念学校園

同論吉田村至善報徳社　同紙高岡村記念

耕地整理　下伊那郡松尾村尋常高等小学

槙苗代田温品駆除　同郡羽島村記念林

上高井郡豊岡村大字三里遼陽記念林．一三
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訪六玉川尋常高等小学校記念学林

宮城県　玉造郡東大崎村清水洞門1

福島県　石城郡神谷村耕地整理地用水路

堀割作業　安積郡三代村山林　信夫郡小

学校生徒の娯卑捕獲・田村郡三春冊記念

林一

’岩手県　県立岩手公園　江刺郡田原村原，

体尋常小学校学校薗　下閉伊郡津軽石村
記念立詰人1］　9illP化場　岩手郡御明神村記

念学校林

青森県1県立畜産学校農科生水田植付及

畜産科附属牧場　東津軽郡々有模範林

同郡記念養魚池　記念弘前図書館　青森

県産牛馬優等会の開催　三戸郡入戸青年

会計属遅満冨

山形県　西田川郡加茂町三浦村砂防植林

秋田県　県立樹苗圃・県立図書館　河辺

・郡下語手村婦人馬耕の伝習

福井県　阪井郡農会　同軸加戸村字平山

記念北陸養魚場　大野郡大野町有終男子、

尋常高等小学校高等科生徒杉林手入　足

羽市木田村木田図書館

石川県　金沢市兼六公園　三園明治記念

碑と成巽園　石川郡松任青年同志会図書

館　能美郡今江村農会繭共同販売所

富山県　下新川郡記念樹苗圃　射水郡新

湊機業伝習所　東急波郡栴檀山村々農会

樹苗圃　一三蓑谷村耕地整理

鳥取県　県立種畜場の種牛　気高郡記念

樹苗圃　東伯郡宇野村記念製網会社‘

重根県　松江市工芸品陳列所　鹿足郡模

範労働者族表式－ ｯ点津：和野町尋常高等’

小学校記念林　入束郡産牛馬組合記念薬

水山牧場・大原郡北村尋常高等小学校第

一学林　同論海潮村実業補習学校機械室

同志同村同校染物室’同性同村種畜育成

場の放牧

岡山県　県有造林　県有苗圃　四谷費講

堂と芳烈公居間　都窪郡中洲村記念植林

広島県　甲奴郡甲奴村記念溜池の築造

同郡上下町溜池の修築　同郡矢野村国留

尋常小学校副菜園開墾　同郡同村牛市場

山県郡八重村記念養鶏事業　同罪安野村

櫟模範林　同郡同村農会三三苗圃　賀：茂

郡広村尚善会発会式　同趣早田原村大田

区旅順陥落記念林　御調郡河内村記念公

園　双三郡三次町立子守学校　沼隈郡熊

野村青年会員荒蕪地開墾　二瀬同村共同

試作地害虫駆除　同郡千年村常石青年会

員学校敷地開墾鍬初　同三瀬戸村青年会

貝の桑園開墾’

山口県1県立山口図書館　佐波郡三体村

砂防林　吉敷郡井関村記念耕地改良

和歌山県　海草郡黒江町立実業補習学校

東牟婁郡太地村立燈台　日高郡川中村第

一尋常高等小学校学校園・藤崎井路普通

水利組合幽門

’徳島県　県有模範林附属苗圃　徳島市徳

島公園　阿波郡林村五明文庫・名西郡下

如上山村記念架橋　三好郡三野村大字勢”

．力村記念溜池　那賀郡鷲敷村製炭改良と

記念林附属苗圃

香川県　県立水産試験場　県立学校学林

地満濃池実測図，

愛媛県、県立水産試験場　温泉郡余土村

初潮の実践　伊予郡郡中港口竣喋

高知県　高知市立商業学校　香美郡山田

町疏水事業　長期引網山村記念公園

福岡県・三篶郡鳥飼村耕地整理に要する

揚水機

大分県．大分郡明治水路普通水利組合水

路伺郡判田村記念林
佐賀県　藤津郡東嬉野村西嬉野村組合小

学校記念茶園　西松浦郡牧島村大字松島

搦耕地整理

熊本県　八代郡海面埋立工事　葦北郡吉
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　　　　　　　　ヒ尾村の植林　同郡大野村記念耕地整理

菊池郡凝血町外11ガ村組合記念三三地

宮崎県　県有林　県立農学校　県有植林’

地

鹿児島県　県立川内中学校学林地．指宿

郡指宿高等小学校手工科生徒の笑習

沖縄県’首里区記念漆工所　小禄間切立

女子工業徒弟学校　糸満水産学校　摩文

仁間切港湾開盤事業

北海道　虻田郡虻田村記念苗圃　．札幌郡

江別村記念人力鉄道　空知郡岩見沢尋常

小学校特別科生子守の遊戯　空知教育図

’書館　余市郡余市高等小学校記念御真影

奉置所　夕張郡角田三三三三　岩内郡前

田村灌糠溝　同郡同村灌概地　岩内小学

校生徒の髪長　枝幸郡枝幸村図書館　同

郡同村に於けるドット氏日蝕観測所

　536　東京市水痘写真帖’マルキヤ　明44．

　　ユ17p　24枚　18×2らcm　定価50銭

　　　　　　　　　　　　　　　　く419「2＞

　　〔撮影：マルキヤ写真部。序文に「水源地

　　の状況と浄水機関の設備等を網羅し」と

　　ある。〕

．〉　　玉川上水羽村引入ロ全景　東京市水道

　・浄水所全景　羽村引入口証1水門内　同

　’入口第2水門の下流玉川上水和田堀分

　　酒所　新水路幅水吐　薬品注入所内部

　　沈澄池引出口　沈澄池引出口下に回る噴

　　水濾水池浄水所内　淀橋町，浄水池
　　外観　同浄水池内部のトンネル　同本郷、

　　線浄水の溜隠絵高標示画室、浄水池水

　　高標示器室　量水器　メートル室・．ベン

　　チュリーメーター三三器　東京市水道浄

　　水所正門　機関所内　同ポンプ室内部

　　（其1～其3）発電室内部

537門司水道記念写真帖　門司市役所

明45．83p、33枚　25×34cm〈408－78＞

〔明治45年3月竣工の，・門司市水道布設工

事事業の写真。〕’

　．貯水池堰堤の中心二二当時に於ける工

事の実況　貯水池堰堤の中心堀整工事右

側画の景　同左側面の景　貯水池堰堤下

暗渠築造当時に於ける工事の実況（其1，

其2）・貯水池取水塔工事の実況　工事完

成に近づける貯水池の景　工事完成せる

賠水池の景　貯水開始当時に於け．る貯水

池内面の景’貯水池の下流に設置せる量

水堰の景　水源の景　浄水池地盤切下げ

当時に於ける工事の実況（其1，其2）浄

水池地誌築造に着手の当時に於ける工事

の実況　濾過池地二二配水池中仕切壁築

造当時に於ける工事の実況　濾：潭芝地壁

の笠石及配水池の覆蓋築設当時に於ける

浄水池工事の実況　濾：二二の濾過装置及

配水池の土覆工当時に於ける工事の案況

配水池排気塔前面の景　工事完成せる浄

水池の景（其1，其2）　中谷村大字頂吉地

　内鉄管線路工事の実況　同鉄管布設工事

の実況　中谷村大字山本山林内鉄管布設

工事の実況（其1，其2）　中谷村大字高津

尾地内河床鉄管布設工事の実況　企救村

大字徳力地内河床鉄管布設工事の実況
’門司市大字小森江地内鉄管線路工事中の

景　三萩野倉庫の景　三萩野倉庫に於け

　る鉄管試験の実況　小森江倉庫の景　小

森江海岸工事材料陸揚場の景　清滝倉庫

　の景　給水管敢付工事の実況

538横浜税関新談備写真帖　大蔵大臣官

・房臨時i建築課大6．1130枚27×39

　cm　’　．　〈403－107＞
　横浜港口　岸壁に係留せんとする三洋

　丸　岸壁係船の実況　沖よ、り見たる桟橋

　全景，陸より見たる桟橋全景’一砕岩機鈴
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潜水函上部．潜水函内に於ける岩盤掘さ

く　潜水三内に於ける場所詰混凝土　埋

立工事中の実況；方塊沈積工事中の実況

新港橋と鉄道橋，木造上屋と物揚場　木

造上屋内部の構造　鉄造上屋と水深32尺

岸壁鉄造上屋内部の構造、下水工事中

②実況　上屋と鋪石道路　煉瓦造倉庫の

前面　煉瓦造倉庫の背面　倉庫内部の構ジ

造　鉄道と二軸競轄　発電所　発電所汽』

機室　50トン電気定置起重機　1トン半

可動起重機と其軌条　煉瓦造事務所　事

務所内公衆室事務所内特別応接室　桟

橋々濫用鉄筋混凝土円筒製造中の実況

桟橋三脚用円筒据付中の実況　桟橋上部

鉄筋混凝土床　桟橋に於ける木造上屋内

待合室・

鉄’ 道

539　安奉線改築工事記念写真帖　南満州

鉄道株式会社工務課大2．．1271枚
　22×31cm　非売品　　　　　〈408－95＞

　〔明治44年11月の全線開通を記念して刊．

　行されleもの〕

　　前総裁男爵後藤新平　総裁中村是公

副総裁国沢新兵衛工務課長堀三之助
工務謬技術主任（故）島竹次郎　二七課事

務主任村井啓太郎　工務法安三線係主任

』鶴見鎮　工務課土木山主任加藤与之吉

工務課建築係主任小野木孝治　工務課第

1派出所主任荒井録　同課第2派出所主任

藤根寿吉’二二第3二五所主任飯田耕一∫

郎　上地局長佐藤安之助　安東庶事務所

長増尾鉄三郎　工務課第4派出所主任中

村謙介　各区請負会社の代表者17名　日

．清両国委員実地立会踏査　主要誌面坑門

の額字・安東県鴨三江岸改築工事用材料

陸揚場tt ﾀ東県鴨島江岸筏及戎船の輻較

鎮江山より安東停車場工事現場を望む

同停車場構内の一部　蛤曲輪附近日露戦

跡　大力河橋梁　画龍背温泉場　湯山城

河岸線路切取　高麗山麓の高麗門停車場

第二何家白川無線築堤　鳳風山の遠望

同山中観音洞　二台子附導線路切取　鶏

冠山停車場　同構内軽便鉄道車両の収容’

軽便鉄道鶏冠山停車場　鶏冠山附近荒地

嶺軽便鉄道模型・鶏冠山嵐道東ロインク

ライン及線路切取　eezYu山面道東口切取

’同西口より黒坑鎭を望む　鶏冠山岨道西一

坑門・面白坑門　鶏冠山登道倉庫機動力

室　盤岩三鼎墾作業　第6鶏黒直橋　第7

直黒歯面前後大築堤　面起嶺軽便鉄道模

聖　黒坑嶺燧道東坑門　切取工事　黒坑

，嶺燧道西坑門　伺切取　第4黒影川撲橋

及西黒酢嶺燧道　秋木荘停車場　古本屋

第1秋木川橋梁　同全景　秋木荘附近軽’

便鉄道紅葉及黄昏橋梁　瘡毒燧道東口切

取　同西口切取　着電第1号橋梁鉄蹄架

設　草河口附近閑院の爆　草河口全景

分水嶺燧道東坑門・三審坑門　道札子燧

道西坑門’細河第9号橋梁及五道溝燧道、

五道三面道東坑門．血相庭燧道西口切取

同東口切取　古松子附近三河の清流，細

河第12号橋梁　細河護岸石垣及長嶺子腿

道　細河第15号橋梁　釣魚台の断崖　同

崖下普済寺の古刹　釣魚台護岸石垣　橋

頭停車場　同構内軽便鉄道車軸の収容

軽便鉄道橋頭停車場　橋頭附近細面第17

号橋梁　福金嶺軽便鉄道模型　福金嶺燧

道発電所及東口全景　福金嶺燧道東坑門

同工事　福金嶺燧道西坑門’同工事由冬

季結氷　第2滅金溝挨橋及線路切取tt福

．金停車場附近王坂　太子河橋梁　同正面

軽便鉄道太子河橋梁・太子河の清流本

三三停車場　同市街全景　本三三三河
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大嶺燧道東坑門・同誌自線路切取大嶺『

燧二二坑門　同切取　石橋子停車場構内

広軌と軽便との連絡，撫安附近4線式線

路敷設　同広軌軽鉄の4線式線路　平安

停車場構内改築工事用材料の集積　沙三

二工場構内軽便鉄道車輔告別式　軽便鉢

道貨物列車　同旅客列車　軽便鉄道大形

機関車　同小形機関車　同客車（其1，其

2）軽便鉄道有蓋貨車（其1～其4）・・軽便

鉄道無蓋貨車（其1～其4）安東停車場構

内　広軌二流式場　同正門

549　岩越線阿賀野川釜脇橋梁写真帖

　平井謙撮影　大森写真館　大2．1124枚

　27×37cm　〈408－88＞
　〔橋梁が出来上るまでの，順をおった写

・真6〕

　　阿賀野川釜の脇架橋点工事着手前の風

　景　橋台及橋脚竣工後雪中愛宕山燧道を

　望む　径間百呪構桁架設完了　東側第2

　．パネル西側第1パネル組立完了』材料運

　搬用釣橋　材料運搬用軽便軌道　第3パ

　ネル組立完了　第4パネルボットムコー

　ド組立中　第4ぷネル組立中　第4パネル

　トップコー、ド組立中，第4パネル組立完

　了　中央パネル組立中　下流側ボットム

　コ”ドが始めて連絡す　ボットムコード

　連絡し二巴整理調整に着手せんとす　径

　間を整調し筋違を連絡しボットムコ「ド

　殆んど水平となる．中央パネルト「ップコ

　ード組立中　牢央パネルトップコード連

　二二に成らんとす’中央パネルポイン，ト

　最後のピンを箱入し終る　全部の組立終

　る　架桁工事全部壊工後の光景　ウェヅ

　ヂの作業二間整調用リウェッヂ奉気

　巻上機捲付，二桁上トラベラー軌道　運

　用空気圧搾機及圧搾鋏鋲器

541　根室線・名寄線・増毛線・全通記念写

　真帖『鉄道省北海道建設事務所　大11．

　3　43枚　17×25cm　1　　　〈423－91＞

　　根室線の部　釧路市街の全景　釧路旧

　土人の城趾　厚岸停車場構内の全景　厚

　岸湖の景・同型蠣島の景　国泰寺　厚岸

　停車場より市街の遠望　霧多布の海岸

　落石権現崎よりウリリ島の遠望（其1，其

　2）　昆布森附近より落石半島の遠望　落

　石無線電信局’花咲湾頭の景　友知附近

　の放牧（其1～其3）根室三聖市街地の眺

　望昆布森附近捕鯨場の景国後島三三

　国後島の材木巌千島斜古三三　リヌイ

　サシの滝　国後島エバラ蟹

　名寄線の部石狩北見国境附近の線路’

　宇津停車場の全景　パンケオクツタロマ

　ナイ川橋梁（其1，其2）興部海岸の景

　沙門海岸流氷襲来の景　沙留停車場附近
　．海岸の景．紋別三三市街の遠望’第三湧

　門川橋梁

　増毛線の部　留萌市街の遠景　留萌築港

　防波堤と激浪　留萌附近豊漁の実景（其

　1，其2）線路護岸石垣に激する波浪　増

　毛停車場　増毛市街の全景　増毛突端神

　威岬の勝景　アイタ酋長夫妻の盛装．：ア

　イヌの宝物　アイヌの狩猟．

542釜山鴨緑江間写真帖　朝鮮総督府鉄

　道局’明4446枚　18×25cm　〈419－4＞

　〔奥付がないので四望等は蔵書目録によ

　る〕　　　〆，

　　釜山港　釜山停車場　東來温泉と洗兵・

　橋　割判寺と梵筆下，朝鮮の風俗　鵡院

　関　馬山と海水浴密陽甲南楼　大邸市

　場　勢州仏国寺と謄星育　公言山城剛胆

　楼より錦江を望む　温陽温泉　朝鮮の鋤

　摯・水原と華下等　水原勧業模範場と祝

　万堤　仁川港　江華島　京城南大門外全
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　　　　　　　べ
景総督府昌徳宮景福宮と面会楼
蝋石の塔龍山新市街ζ軍司令部総督
官邸’麻浦全県　臨津江と二三館　開城

と演福寺の古鐘高麗王陵　三三　三三

，三布　三州城と土橋層玄武門と三密台

大同江と三碧楼　三子陵　朝鮮風俗（紡

績と機械）鎮南浦　着旧湾と三三三
州城と清川江　天地大将軍　白馬山城

新義州と統軍亭　竜岩浦　鴨緑江’結氷』

と架橋工事’冠註江橋梁潜水函沈下工事

鉄桁組立の風景　鴨島工鉄道橋

543；ヒ海道留萌線全通記念〔写真帖〕’鉄

　道院北海導建設事務所　明4’3．．1125枚、

　15×22cm　・　’　〈94－702＞’
　〔印刷した写真を1枚ずつアルバムに貼込

：んである。説明文を付す。〕

　　北海遣建設事務所深川派出所　－深川停

　車場・深川市街地遠望　築紫停車場・雨

　竜川橋梁．恵比島停車場　恵比寿トンネ

．ル深川口　同トンネル冬期防寒上家

　恵比寿トンネル冬期防寒設備をなし作業

’の景　国境工事監督事務員詰所　恵比寿

　トンネル深川晶晶園　峠下トンネル道建

　設材料雪中温温運搬の景’峠下トンネル

　道深川口1峠下トンネル留萌ロ　幌三三

　車’場　第6留萌川橋梁　大和田停車場

大和田炭山，第8留萌川橋梁　29哩附近

　より遥に留萌町を望む　留萌停車場　留

、萌停車場全景　留萌溝に於ける緋漁刺網

　の景　留萌ns　・雪中踏査

病 院

544　愛知県立医学専門学校愛知病院新築

　落成紀念帖　名古屋　新築落成紀念式協

　賛会　大4．11．57枚　52p　16×23c無

　　　　　　　　　　　　　・〈287－11＞

〔学校の沿革要覧等を収載。写真は主とし

て施設，’他に校長・教員・職員の肖像写

真。〕’

x

福祉施設

545　後援事業と慈恵施設　内務省地方局

　編　博文館　明40．3111p，1g×27cm

　　　　　　　　　「〈特70－428＞〈407－6＞

　〔英文書名：Relief　works．and　charity

　institutions．英文の説明が付いている。

　日露戦争の後進事業と，当時の各種福祉

　施設。〕

　　東京府’東京市軍人家族授産婦人会「

　同市本所三軍入家族授産婦人会　同市愛

　国婦人会吉良靖国神社雷害に於ける軍人

　遺寡族霰兵の慰籍　面会々員凱旋軍隊の

歓迎　東京盲唖学校　東京市養育院　東

　京感化院　東京串連人保護所　東京巣鴨

　家庭学校’東京育成園’目黒慰廃園　北

　豊島郡滝野川学園、『

　京都府　京都婦人矯風会軍隊被服製作

愛国婦人会京都支部経木真田製造所京

’都市人円会伏見支蔀救護所　舞鶴鎮守府．

下士三三会所　紀伊郡伏見町丸平商会工

場　愛宕郡大原村大原奉公会

大阪府　愛国婦人会大阪支部裁縫所大

阪報効会実業部、全国慈善大会会同者

大阪汎愛扶植会　大阪博愛社　堺市兵事

会　日本博愛授産社

神奈川県　県立薫育院　横浜市三兵三会

．横浜婦人慈善会病院　横浜孤児院　横須

賀下士卒家族共区会

兵庫県　神戸市季公会　同市婦人奉公会

同市神戸孤児院　同市愛憐館姫路陸軍

・三三病院鐘ヶ淵紡績株式会社兵庫支店
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内日露戦役殉難記念碑　多可郡豊田歯止

木綿織工場　加西郡山宗協会僧侶の托鉢

同価在田村大字鴨谷同志会．加古郡青年

’団体の活動’ ﾃ名郡塩田村軍人家族生業

扶助　沢野糸子の美挙　飾磨郡八木尋常

小学校燐…寸箱張作業　同座花田高等小学「

校繹絢作業　宍粟郡富栖村義雄団　同郡

同村尋常小学校生徒の除草　氷上郡黒井

小学校職員生徒燐寸箱貼製　同感小学校

生徒陸軍馬糧虚伝の採取

長崎県　佐世保鎮守府下士卒集会所　長

崎慈善会盲唖学校

埼玉県　埼玉慈善会保護院

群馬県　高崎市吉祥講　同市軍人遺家族

授産場前橋市前橋積善会病院　同市上

毛孤児院『同市奉公婦入会幼児保育所

多野郡藤岡町竜源寺内軍木木像　上野三

二会訓三所群馬郡中川村三徳三田隊
同軸室田前面轍救済道路改修工事

千葉県　千葉感化院

茨城県　水戸市軍人家遺族生業扶助

栃木県　宇都宮市婦人同情会　下都賀前

盛木町共同授産場懐炉灰製造所

奈良県　奈良市軍人家遺族授産場　生駒

郡北倭村小学校生徒幽幽軍人墓地参拝

三重県　日本赤十字社篤志看護婦人会三

重支会員の巻軸繍帯製造　阿山郡振武会

愛国婦入会三重支部授産場

愛知県　名古屋市尚武会1同市愛知育児

院

静岡県　静岡市憧兵団　小笠郡奨兵語軍

人家族由岐会　周知郡森町軍入保護会

同郡同町戦死者葬儀、

・山梨県　甲府市奨兵画会　愛国婦人会山

梨支部授産場

岐阜県　岐阜訓画院　岐阜清水育児院

岐阜忠愛婦人会　安八郡出身戦病死者招

魂祭並遺家族慰籍会　大垣町経木三三真

田伝習所　同町軍人家族慰問．・

長野県長野養育院　長野子守学校　長

野盲唖教育所　長野県1血兵会、東筑摩二二

澗武会　上伊那郡尚武会　下伊那郡下川

路村川路報徳社
　　　　　　　　　へ
宮城県　仙台市兵事義会　同市仙台育児

院

福島県　若松市尚雨漏　河沼郡坂下町幼

児保育所　岩瀬郡杵三三軍事二会　耶麻

∫郡柏川村外3力村組合製炭伝習所

岩手県　盛岡報義会　気仙郡高田町軍人

遺家族救護会　紫波郡彦部村軍人遺家族

、救護会　伺郡乙部村軍人遺家族救護会

青森県　弘前市軍人家族救護義会，、

山形県　山形市軍人遺家族授産場　飽海

郡酒由町奉公盛会同郡同町従軍者幼児

保育所

秋田県　秋田授産会秋田市出征軍人家

族授産会　秋田感恩講　秋田市福田学校

県立辻三院

福井県　敦賀後援授産場　足羽郡上文珠

、村山人家遺族救護団

石川県　金沢市小野慈善院』同市金沢育

児院，同市軍人家遺族救護義会　鹿島郡

婦人会『@　　・　　　　．　、

富山県』愛憧会　高岡市軍人奨励会「同

市本江育児院．

鳥取県　鳥取市出征軍人家族授産場　同

市婦人会

「島根県・松江市育児院　向市山陰百工家

　庭学院　鹿足郡軍人家族授産場　簸川郡

　杵築町軍人家遺族授産会　・

　岡山県　岡山孤児院　同院尋常高等小学

　校　同院女子部　同院農林部　岡山市花

　畑慈善病院　同花畑幼稚園　愛国婦人会

　岡山支部幼児保育所　児島郡福岡村幼児、

課育所

　広島県．広島市軍人待遇会　広島婦人一
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心会　呉鎮守府下士卒集会所　安芸郡吉

浦村吉浦尋常高等小学校学童軍用秣の刈

取　向郡同村義血寺軍人家族藍蝋所　愛

国婦人会賀茂郡委員部戦死者追回法会

呉干城会

山口県・下関市報国協会授産場　熊毛郡

・療兵軍人家遺族機業伝習所　山口島蔭院

防長育児院　玖珂郡尚武会　阿武郡麦桿

経禾真田紐模範工場

和歌山県　和歌山市尚武会軍人家族授産

場

徳島県　戦病死者遺骨交付式　県立高等

女学校生徒の経木真田編　海部郡在郷軍

人会の羊歯細工製造事業　板野郡瀬戸村

勧業会・三好郡三縄村大字漆川村青年会

香川県1高松市尚武油層粟島航海学校生

徒の軍隊輸送援助

愛媛県　愛媛慈恵会　愛媛保護場　松山

市婦人会慈善市　病院船博愛丸に於ける

露艦ワリヤーク号の傷病兵

高知県　高知市高知育児院，

福岡県　福岡市後援：婦人会授工場　同市

軍人幼児保育所　同市竜華孤児院　久留

米市実業婦人奉公会　築上郡尚武会黒土、

授産場

大分県　慈善奉公会教養院

佐賀県　女子義勇団　東松浦郡唐津町回

’人会ど軍人家族生業扶助

熊本県　芳川前内務大臣熊本予備病院慰

問　熊本市に於ける英人リチャーートソン

夫人．日本赤十字社溶媒看護婦人会熊本

支出の傷病兵慰問　同支会長の傷病兵慰

問　熊本待三三！熊本回春病院菊池郡

自衛会裁縫工場　肥後慈恵会　　　’

鹿児島県　鹿児島歯冠木矯風魔軍人家族

就業所

沖縄県’�｢区軍人家族救援護会

北海道　函館慈恵院附属軍人幼児保育所

函館区函館慈恵院

546　創立満三十年紀念現在の岡山孤児院

・大6．430p　30枚　19×276m〈419－88＞

て奥付なし。　岡山孤児院寄贈本。徳富蘇「

　峰の序文。英文の説明がある。〕

　　岡山本部事務所　岡山旧塾舎　里親と

　孤児　大阪分院事務所　愛染橋保育所同

　夜学校　茶：白原墓地’茶臼原の展望（其

　1，其2）茶臼原門院事務所　茶臼原開拓

1の最初の移住地　院児の家庭（其1～其5）

茶臼原小学校（其1～其3）原野開墾　桑

　園の手入　農業見習生　茶臼原農場学校

　（其1～其4）茶臼原殖民地（其1，其2）

基本造林　茶臼原公会堂　静養館

ス、ポーツ

547極東選手権競技大会記念写真帖（第6

　回）時事新報社編十字館大12．’　6

’48枚　33p　23×32cm　定価7内

　　　　　　　　　　　　　　〈416－81＞

　〔大正12年5月大阪で開催された大会〕

　　御臨幸の秩父宮殿下幽大会々場全景
　比島選手の到着　大会雑観（其1，其2）

　民国選手の到着　競技場開催第1日に於

　ける正門前実況　三国選手雨中め入場式

　競技場の康下　大会々場200m直線コー
．「「

Xと青年団の団体運動　陸上競技の内

　（440m　0）スタート，880mの優勝…者）　陸

“上競技　陸上競技走幅跳と走高跳　棒高

．跳　砲丸投と円盤投　槍投とハイハード

1ル’野球場と比支の野球戦　野球試合

　庭球試合（其1，其2）ア式蹴球戦　バス

　ケット戦及バレ・：一一ボール戦　オープン諸

　競技　マラソンの実況　オープン女子庭

　球、オープン女子庭球戦　女子バレーボ
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一ル戦（其1，其2）大会水泳場の大観

水泳競技（其1　・y其3）女子水泳競技（其

1，其2）　閉会式　賞牌授与式　各種トロ

フィ｝の授与式　日本選手の記念撮影・

大会を彩った団体運動　連合団体運動

（其1～其4）

548スキr写真帖小熊和助撮影高田
　長尾写真館　明44・．　11　21枚　27cm

　　　　　　　　　　　　　　〈337－64＞

　〔スキーについての解説を第13師団参謀

　陸軍歩兵大尉子爵山ロ十八誌が書いてい

　る。塚載写真は，オーストりア琴キー兵刃

　帯品・基本演習・応用演習等・主として

　軍用あ訓練風景。明治43年に来日し，日本

　で最初めスキー指導毒行ったT．E．レル

　ヒの指導の成果と思われる書。〕－

549　角力展覧会図譜．近藤英治　白木屋

　呉服店発行’芸三三発売　大72　47枚

　4p　19×27cm　　㌧　　　　〈419－101＞

　　角力展覧会々場入口（白木屋呉服店に

　於ける）両取締（海谷右衛門，友綱貞太

　郎，根岸治右衛門），現今の4棋綱（太刀

、　山峯右衛門，鳳谷五郎，酉の海嘉次郎，大

　錦卯一郎）　マカロ団扇　大相撲御免祝

　・に使用ずる桝盃と分銅盃　櫓太鼓角力

　展覧会弓場陳列の一部　角力展覧会義民

　化粧廻し横綱陳列の図　陳幕久五郎の横

　綱（嘉永安政年間）横綱陳幕久五郎へ蜂

　須賀阿波の守より贈られたる三三禅　横・
　　　　　　　　　　　　　　　　エ　綱先代梅ケ谷（大回）天覧使用の土俵入化

　粧揮（富士に桜川模様）　鬼ケ谷化粧揮

　先代横綱梅ケ谷が当時用いたる横綱と締

　込み（御上覧相撲に用いたるもの）先代

　梅ケ谷天覧使用の土俵入太刀　渋沢男爵

　　より横綱大砲へ寄贈の土俵入太刀　紫分

　　団扇（吉田追風家国，旧地獅子王金箔置）

・玉垣額之助筆軍配　是真作木刀（8代目’

’式守伊之助三二）葦垣額之助筆金蒔絵

の軍配（16代庄之助家伝）殊広銘刀　（．9・

代目一二）烏帽子・玉垣額之助筆金蒔絵

（タガヤサン作り）軍配，脇差，烏帽子∫天

覧角九にのみ使用の素炮，黒素抱（9代目

着用）神像と寿像（野見宿禰神像，先代一

読”谷関像，梅ケ三関像，友綱貞太郎像，

常陸山関像）柴田訳読二野二丁弥神像、

鈴木松年鹿野見二二神像　横綱（常陸山，・

梅ケ谷，太刀山）合作の書太刀山関筆富

士の図　5力士の二型（大砲，梅ケ谷，常

陸山，国見山，荒岩）　三楯山喜作，生月鯨

’太左衛門，谷風の手型　雷電の手型扇面

（蜀山人再入）谷風の手型（玉垣額之助

塩蔵）．河屋治右衛門（根岸先代）に宛て

たる天覧角力書付・明治3年駒場野行幸

の際兵部省より伊勢の海へ宛てtg，る御供

の書附　寛保2年吉田追風家書附　上覧

相i騰プ件写本（寛政3年）谷風小野川の

勝負早見（明和6年）吉田追風家証状
坪井博士より常陸山関へ寄贈の埃及角力

陸図（太古5千年前の相撲型）、・初代式守

　二品著相i弓隠雲鳥　相撲二二の中・初代

吉田追風の肖像　古今相撲大全（上中下

　3冊）’相撲大全・山東京伝作玉麿青砥銭

　宝麿3年深川八幡社内勧進相撲二番町

訴訟絵番附　文化7年番附版木　古型附

　（高砂，小柳，脱走の慰め刷上り陰暦抹殺

　せられたるもの）古節附（当時の雷電為

　右工門’o）絵姿付）寛政3年夏場所（谷風

　小虹川時代）勝負附　二上翁遺品取組及

　勝負表歴代大関鏡掛額（同翁旧蔵）安

　永9年より嘉永9年に至る置旧附（相撲
　起顕の原書）　中古相撲勝負陽（寛政谷風

　雷電時代）角力展覧会弓場陳列の一部

　（7代目伊勢の海の小紋染袷，同刺子な

　ど）櫓幕（寛永年間四谷町寺に於て勧進
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相撲開基の際使用せるもあ）谷風梶之

助使用の印籠（象牙高蒔絵）　同紙入（古

渡羅紗金色梅彫金具）谷風三之助使用

膏薬入　魚河岸より横綱常陸山に贈りた・

る黒縮緬羽織』縮緬浴衣（八百蔵より2

代目海山全盛時代に贈りたるもの）朝

鮮興行の際宮内府下賜　旧式銀牌（夫小

2個）記念銀盃（布畦興行の際）大砲

横綱昇進記念銀盃　六兵衛作茶碗，・湯呑

煙草入（大砲関時代所用）旅行用刀函－

大焼鍋（直径曲尺1尺8寸5分）』 o羽・
雷両部屋の大渋団扇　佐久間象山先生筆

雷電為右工門の碑文拓本　谷風生家とそ、

の碑　谷風梶之助の人形　瓜畦ズラバヤ’

土俗品相撲人形　伏見土焼稲川鉄ケ岳人

形　住吉土焼相撲人形　日奈久産板裏相

撲人形　堤焼相撲人形　広重筆両国回向

院大相撲繁栄の図（6枚）春章画谷風梶’

L之助小野川喜三郎の土俵姿（蜀山入直筆

書入附）　春英武谷風の5人球　春雷筆

谷風小野川土俵入2人続　春雷筆江都勧

・進大相撲浮世絵　春添筆横綱（谷風）土俵

入の図　谷風の版画（綾川絵）大関絵姿

春英筆管ケ関（谷風）の隠絵（蜀山人直筆

書入附）相撲絵（蜀山人直筆書入附）

大空武右工門大絵・牛乗臨画・手型押錦

絵　角力玩具絵（4枚）

550・中国体育競技大会写真帖　第1回

　岡山　中国民報社　大6．6　13枚・16×

　23cm　．　 　〈201－27s＞

　〔大正6年5月2，7日，中国民報社東山運動場

に於いて出場選手250名で開催されたも

の。撮影：片山呑計。各面油点1，2優勝者

　の氏名記録がある。〕

　グランド開き　最高優勝牌　〔開会の

辞を聞く選手〕棒高跳競技　〔高跳〕北

村栄二郎の飛び振　円盤なげ（ジャコブ
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ソン）円盤なげ競技鉄弾なげ競技

290m障碍物競技　1万単一トルマラシ
、一 棟o発　第1着・立花小十郎　場内の観覧

席．土手の観衆　1哩リレー出発　〔各

’第1位優賞者の写真〕．．

551野球歴史写真帳　野球界社編輯部
．博支館　大12．11104P　15×2tcm　定

業2円80銭層　　　1〈423－1i7＞
ぐr〔35－36p，101L102pが欠蓄〕

　　米国みやげ（其1，其2）　ポスタrのい

　ろいろ　如何に雄大なるかを見よ

　開治38年　早稲甲大学第1回米国遠征．

明治39年　ああ覆水は再び輩に返らず
　明治40年三三iセントルイス軍の来朝

・明治41年「慶応義塾の布野遠征　華盛頓

大学第ユ回渡日軍の来朝（其1，其2）’リ　、、

一チ？オール・アメ．リカンの来朝（其1，其
2
）

明治42年、神戸倶楽部の東上・早大対一一

高嶺の紛擾　本邦最：初の，トリシプルプレ

ー・ Eィスカンシン大学の来征（其1～其
3
）

明治43年　早大の雪辱戦　早稲田大学の

布畦遠征　出陣　市俄古大学第1回渡日

軍の来朝（其1，其2）米国商売人の野球

（其1＞

明治44年’早稲田大学の第2回米国遠征

（其1～其3）．慶応義塾の第1回米国遠征

明木初めて三田台を襲う

明治45年　稲門三田の戦約成る（其1，其’

2）三三拉全陸軍団の来朝（其1，其2）

大正元年　横浜商業の全盛時代（其1，其
2
）

’大尉2年．明治大学の麻尼拉遠征（其1，

其2）・全比律賓野球団来る（其1，其2）

、スタンフォード大学の来襲（其1～其3）華

盛頓大学第2回三三の来朝（其1～其4），



世界周遊野球団の来朝　米国商売人の野

球（其2）

大正3年　慶応義塾第2回米国遠征（其’

1～其3）沙市日本軍あ活躍　明治大学

の米国遠征（其1～其3）沙市日本四楽部

の来朝　在米同胞の三野球団

大正4年　三田三三に三三さる　観衆を

熱狂せしめた岱明決勝戦全：国中学争覇

戦の壮観　市俄古大学第2回渡日軍の来

朝（其1～其4）米国商売人の野球（其3）

大正5年　早稲田大学の第3回米国遠征
（其1，其2）　三高遂に雪辱す『布直面路

’易軍来る（其1～其4），　・＼

大正6年，京都に於ける一高対三高戦
極東競技大会の覇権を握る）、1全Eii実業野

球団争覇戦’慶軍の雪辱美事に成る　早

稲田大学の満州遠征　横浜・神慮の争覇

戦（其1，其2）　力士の野球熱　4大学リ

ーグ戦　東西両大学戦成る

大正7年　力士野球団と実業団の覇者

問題の人鍛治選手の行動　駿台日大に振

う　明大の奮闘物凄し　明大遂に船軍を

破る’向陵軍の黄金時代再現（其1～其3）

早夫の夏期運動場成る　明大の満州及び

上海遠征供1，其2）一高の満州遠征

極東競技大会予選試合　沙市朝日軍の来

朝（其1，其2）単習院op活躍・玄関東西tt

戦の成立（其1，其2）早大の台湾及び麻尼

拉遠征　幕内力士の野球団　思出深き2

つの写真　黒山のような見物入’

　芸　　　能
劇場の写真もここに収める

M

552大谷派大遠忌式能記念帖　大谷派真

　宗謝徳会編　京都　山田麻睡掌　明44．7

　42枚　26x28cm　　　　　　〈408－39＞

　〔明治44年5月1，’2Hに開催されだ能会の

　写真。〕．

553　アントニー・．とクレオパトラ写真帖

　谷内松之助　電気館内写真帖出版部　大

　3．550枚’26×38cm”・　　〈406－51＞

　〔大正3年，チネス会社製作の映画「アント

　ニーとクレオパト「ラ」が浅草電気館で31

1日間にわたり．、上映され非常に人気を博

　した。その人気にこたえ，スチールを集め

！写真集を製作したもの。〕・

554　帝劇十年　矢吹高尚堂　大9．4　63枚

　26×38cm，　UL’　〈412－86＞
　〔英文書名：The　lO　ye’ars　of　Imperial

Theatre．本体の前に劇場の外装・内

装・食堂等の写真8枚があり，次に奉文の

　目次となっている。本体の写真は，帝劇で

’，上演した舞台の写真二〕1 P

　　三番曳（御祝儀長唄〉羽衣（新古演劇

　十種あ内　常盤津長唄　明治44年3
、t 氏j頼朝（懸賞当選脚本山崎紫紅作　同

　年同月）「伊賀越（同年同月）椿姫（仏国

　デューマ・ブイス作松居松葉翻案　明

　治44年4月）　ふた面（太郎冠者作　明治

　44年5月）槍踊（同年同月）ハムレッ

　ト（坪内遣遥訳　明治44年5月　文芸協

　会演劇）　鬼一法眼三略巻（明治44年6

　月）・楼門五山桐（同年同月）三太郎（太・

　読図糸作崩治44年7月）　夢殿（右田寅

　彦脚色　明治44年9月）　心機一転（太郎

　冠者作　同年同月）世継曾我（近松二巴

　．衛門原作　岡本綺堂脚色　明治44年10

　月）結婚反対倶楽部（験河町人作　同年

　同月）義経腰越状（明治44年11月）碁

　盤忠信（右田箪彦補作洞年同月）　お七

　吉三（明治44年11月　文芸協会演劇）寒

　山拾得　女優募集（松尾駿河町人新作

＝338一



明治44年12月）奴戻駕（常盤津　長唄

同年同月）黄金五枚（塚原渋柿園原作

右田寅彦脚色　明治45年1月）素襖落

（二二居士作　明治45年1月　長唄）　お

染久松妹背の門松（同年同月）小猿（常

盤津　同年同月）塩原高尾（右田寅彦作

明治44年2月）歌劇熊野（杉谷代水作

歌）　一谷鰍軍記（明治45年3月）　一条

大蔵卿（明治45年4月）按針（和洋混合

劇　同年同月）　お静礼三小磯ケ原（河竹

黙阿弥作　明治45年5月）　大森彦七（桜

痴居士作　明治45年5月、常盤津）　万

年草（近松門左衛門原作　岡本二丈脚色

明治45年6月）　出来ない相談（太郎冠者

作明治45年6月）セオドル商会（大正

元年6月　バントマシ喜歌劇団出演）

御所桜（弁慶上使　明治45年7月）　左小

刀（明治45年7月）七郭話（右田寅彦作

大正元年9月）・絵本太品品（同年同月）

ξE藻二二被（大正元年10月）平家蟹（町

本訴堂作　大正元年10月）忠臣蔵九段

目（大正元年10月）千代廼賑（常盤津
大正元年12月）’ ｨ俊伝兵衛昔形松白藤
（大正元年10月）犠牲（ローシー作一無

言劇　大正元年10月　ミス’・ローシー，

リーベ・ジュリア）堀部妙海尼（右田寅

彦作　大正元年11月）　ひらがな盛衰記．

（逆櫓　同年同月）久松お染新版歌祭文

（大正元年12月）’ ﾏ雨雪占扉（常盤津
大正元年12月）根元草摺引（長唄　大正

2年1月）戻橋（河竹黙阿弥作　新古演

劇十回忌内　常盤津大正2年3月）
増補乗合船（常盤津　大正2年1月）太

平記忠臣講釈（大正2年2月）　朝比奈釣

上（常盤津大正2年2月）桂川連理棚
（大正2年3月）　ファースト（近代劇協

会大正2年3月r山川草人外出演）
二日堂（大正2年5月）　鶯塚（大正2年

　4月）六歌仙（清元大正2年5月）
　トスカ（仏国サルドウ作大正2年6月

松居松葉訳）高時（河竹黙阿弥作〈新歌

舞伎十八番の内〉　大正2年7月）　獅子

王木遣音頭（常盤津　大正2年6月）　極

彩色娘扇（大正2年7月）1お俊伝兵衛猿

廻門出の一心（大正2年8月）三七郎信

孝（山崎紫江作大正2年9月）船上山

（幸田露伴作　右田寅彦脚色　大正2年

10月26，27，28日）夜の宿（ゴオリキイ原

作大正2年10月’小山内拙訳）義経
千本桜（渡海屋　大正2年11月）　土蜘蛛

（河竹黙阿弥作〈新古演劇十種の内〉大

1正2年11月）悪魔の弟子（舞台協会　大

正2年12月）茶を作る家（大外保二八作

大正2年10月、松居松葉脚色）伽羅先

’代萩（大乖2年12月）サロメ（オスカー

ワイルド作　中村吉蔵訳　大正2年12
月）『 Cマダム・バタフライ（大正3年1月）

お夏清十郎寿連理の松（右田寅彦脚色

大正3年1月）　オセロー（無名客演場

大正3年1月）　浦島（狂言座演劇　大正

3年2月）　三蔵下屋敷（大正3年2月）

紀国白文左大尽舞（右田寅彦作　大正3

年3月）勧進帳（歌舞伎十八番の内　長

唄　大正3年4月）’名筆吃又平（大正3

年3月置鏡山旧綿絵（大正3年4月）
復活（芸術座公演　大正3年3月　島村

抱月脚色）　河内山（河竹黙阿弥作　大正

3年5月）野晒悟助（大正3年5月）
鎌倉三代記（大正3年6月）　瓜一つ（太

郎冠者作　大正3年7月）市川団十郎
（右田寅彦作’ 蜷ｳ3年9月）お夏狂乱
（坪内造凶作　常盤津）、英雄と美人（松

居松葉訳）戻駕（常盤津　大正3年6

月）霊験（無名会演劇　大正3年9月

坪内翁忌作）石橋山（並木宗輔原作　大

正3年10月　岡本綺堂脚色）　唖旅行（太
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‘郎冠者作　大正3年10月），仮名手本忠

臣蔵（大正3年11月差二人椀久（常盤津

長唄　大正3年11月）　八口伝墨田高楼

（大正3年12月）家光の初恋（須藤南翠

原作大正4年1月　右田寅彦脚色）
山姥（長唄　大正4年1月目灯台守（佐

藤紅録作　大正4年2月）菅原伝授手

習鑑（大正4年3月）絵本太閤記（河竹

黙阿弥作　大正4年4月）二人袴！桜痴

居土作　大正4年4月　常盤津　長唄）

壷坂（大正4年5月）女優風情（太郎冠

者　大正4年5月）　与話情浮名横櫛（玄

冶店　瀬川如皐作　大正4年4月）心
中夫網島（河庄　大正4年6月）　阿波の

鳴門（大正4年7月）伊勢音頭恋寝匁

（油屋　大正4年7月）太庶家婦女文章

（大正4年9月）灯籠大臣（松居松葉作

大正4年9月）一つ家（河竹黙阿弥如

く新古十種の内プ大正4年10月）総総

長兵衛（大正4年10月）御所桜堀川夜討

　（大正4年11月）神霊矢日渡（大正4年

11月）紅葉狩（河竹黙阿弥作〈新歌舞伎

十八番の内〉常盤津　長唄　大正4年

11月）吉例曾我対面（大正5年1月）

彦山権現直面刀（大正5年1月）　黒手組1

　曲輪達引（河竹黙阿弥作”大正5年1月）

壇浦兜軍記（大正5年2月）玉藻前（右

　田寅彦作　大正5年4月）博多小女郎

　蟹座（大正5年4月）怯界坊（大正5年

　5月）鈴ケ森（大正5年6月）夜討曾
　我狩場曙（河竹黙阿弥作　大if　5年6月），

　祇園祭礼信仰記（大正5年6月）鶴亀

　（大正5年7月）　源平布引滝（大正5年

　7月）’那智滝祈誓文覚（竹紫其水作　大

　正5年9月）　江島生島（右田寅彦作　大

　正5年9月〉船弁慶（河竹黙阿弥作〈新

　歌舞伎十入番の内〉，長唄　大正5年9

　月）　かな岡（右田寅彦作　常盤津　大正

5年10月）雨月物語（岡本綺堂作　大正

．5年10月）景清（歌舞伎座十八番の内

一大正5年11月）本朝廿四孝（大正5年11
　　　めいぼく
月）薫樹累物語（大正5年11月）廓鞘

当（大正5年11月）三浦大助（大倉男爵

祝賀会）春日局（福地桜痴居士作　大正

6年1月）　明鳥春淡雪（清元　大正6年、

1月）桐一葉（坪内遣遥作　大正6年4

月）駿河大納言（右田寅彦作　大正6年

　5月）婦人銃猟家（江見水蔭新作　大正

　6年2月）　ドッチャダンネ（太郎冠者二

大正6年5月）　歯応由縁江戸桜（歌舞伎

＋八番の内　大正6年4月）銘作切店

曙（大正6年7月）水戸黄門記（河竹黙

阿弥作　大正6年6月）　つんぼ座頭（右

田寅彦作大正6年7月　常盤津一場）

田舎源氏露：東雲（清元浄瑠璃　大正6年

　6月）江戸育お祭佐七（3世河竹新七作

大正6年6月）評論恋血祭（松居松葉作

大正6年9月）犬公方（右田寅彦作　大

正6年9月）市原野（常盤津　大正6年

10月）義経腰越状（大正6年10月）茶

　臼山凱歌陣立（河竹黙阿弥作　大正6年

11月　9代目団十郎追善興行）．お夏清

　十郎（岡田八千代原作大正6年11月
右田寅彦改作）楼門五山桐（大正7年1

・月）御江戸日本ばし（右田寅彦作　大正

　7年1月）扇谷（大正7年1月）二二

　堂（右田寅彦作大正7年2月）女暫
　（大江戸歌舞伎　大正7年2月）ハムレ

　ット（坪内濫行改修大正7年2月目彦

　左衛門武蔵鐙（右田寅彦作　大正7年4

　月）五人男（河竹黙阿弥作　大正7年4

　月）嘘の世の中（太郎冠者作　大正7年

，5月）生写朝顔日記（大正7年5月）

　黒田騒動粟山大膳（大正7年6月）　形見

　草四谷怪談（大正7年6月）釣女（常盤

　津　大正7年6月）女忠臣蔵（右田寅彦
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　作大正7年7月）白油和尚（中村吉蔵

　作大正；7年9月）月光の下に（額田六

　福作　大正7年9月）　出世景清（近松原

　著　福地桜痴居士改作　大正7年10月）

　鬼一法眼三略巻（大正7年11月）花上野

　誉碑（大正7年10月）安宅丸（右田寅彦

　作大正7年11月）猿若（長唄大正8
　年1月）扇富士蓬　曾我（河竹黙阿舜作

1大正8年1月）一難i病デレテリア（太郎冠

　者作）　比翼塚（高安月郊作　大正8年2

　月）吉野静（右田寅彦作　常盤津　大正

　8年1月）　塩原多助二代鑑（右田寅彦補

　作　大正8年2月）　サロメ（中村吉蔵訳

　大正8年2月）　道中膝栗毛（右田寅彦作

大正8年2月）　一谷轍軍記（大正8年4

　月）　日光陽明門（右田寅彦作　大正8年

　4月）1双蝶々曲輪日記（大正8年4月）

茨木（河竹黙阿弥作　大正8年4月）、呪

　（袖ケ浦人作　大正8年5月）　摂州合邦

辻（大正8年6月）五月の朝（田中純作

大；正8年5月）盲長屋梅加賀鳶（河竹黙

阿弥作　大正8年6月）　日光陽明門（右

田寅彦作　大正8年4月）恋飛脚大和

往来（大正8年7月）比翼紋愛極め字
（河竹黙阿弥伜）鎌倉武士（右田寅彦作

大正IS年6月　常盤津　長唄）　日蓮聖

人辻説法（森鴎外作　大正8年9月）女

鳴神（3世河竹新七作　常盤津　大正8

年9月）　出雲の阿国（伊原青々園作　大

正8年9月）　関ケ原（高安月郊作）　姑

穫女（右田寅彦作　大正8年10月　常盤

津長唄）五大力恋絨（大正8年10月）

、妹脊仙婦女庭訓（大正8年11削　桜雨恨

鮫鞘（大正8年11月）名工柿右衛門（榎

本虎彦作　大正8年11月）／t戦の後（岡本

二丁作　大正9年1月）永谷高尾（右田

寅彦作）根元草摺曳（高丸由次郎改名劇

大正9年1月）　三浦製糸場（久米正雄作

大正9年2月）　ガラカテ（太郎冠者改訂

大正9年2月）集散（北尾亀男作大望．

、9年2月一国民新聞懸賞脚本）　島衡月

白浪（河竹黙阿弥翁作　大正7年8月）

修禅寺物語（大正5年12月）朝顔日記

（大正5年12月）江戸育お祭佐七（3世

河竹新七作　大正6年6月）佐倉義民

伝（大正6年3月）名工柿右衛門（榎本

虎彦作　大正8年11月）三夕入谷畦畔
道（河竹横向弥作・大正5年3月）緑の

朝（小山内薫作　大正7年8月）大杯膓

酒戦強者（河竹黙阿弥翁作　大正7年12

月）　天女散花（支那劇　大正8年5丹）

ファウスト（露国歌劇団ゲーテ原作

グーノー作曲　大正8年9月）亜米利

加の使（岡本綺旧作　大正8年10月）ハ

ムレット（文芸座劇　大正8年9月）

555’ 骰糟?齊ﾊ真帖矢吹時中．明44
　20枚　13×29cm　　　　　　〈94－716＞

　〔奥付がないので刊行等は蔵書目鐘によ

　る〕

　　全景　前面　切符売場　大入口幽携帯

　品預所　舞台正面　花道　階段室　貴賓

休憩室　貴婦人休憩室　貴賓席及2階観

覧席のr部　化粧室　2階大広間左階段

3階観覧席　貴賓席破風上の彫刻　3階大

食堂　3階休憩室‘汽罐室　蓄電室

556帝国劇場附属技芸学校写真帖　帝国

　劇場附属技芸学校東京堂　明43．10
　42枚’20×27cm　1円50銭　　く特55－9＞

　　帝国劇場附属技芸学校々舎　学校内の

舞台と生徒　森律子　初瀬浪子　鈴木徳

　子　田村かく子　河村菊枝　佐簾ちゑ子

　中村滋子　藤間房子　田中勝代　白井寿

美代1佐藤はま子　内藤治子　宇治弥寿

代と宮川美代子　花岡蝶子と小原春子
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中村君子・佐藤政子と村瀬つた子　森永

花子　島村富美子　福原はな子と平由か

ね子層 煙?E心の声　演劇・お伽芝居舌

切回　演劇：・三三鑑紅筆草紙、喜劇・渡

辺碁太平記白石三三・彫物左小刀
演劇・娘好極達染小袖　喜劇・ふた面

心・雨夜恋曲者品品花段幕西洋踊
舞・セーラニスホ「ン2＞Oイブ演劇・塩

原高尾楓下染　演劇・’鏡山写姿絵　西洋

踊舞・ブラワーダンス演劇・堰山姥本

朝廿四孝　演劇・選遁　踊・隅田川水工・

月　西洋踊舞・スパニッシュτジプシー

・ダンス・スコッ、チダンス，．演劇・良心

演劇・熊野　西洋踊舞・ミュ三三ット　演

劇・透写筆命毛　踊・元禄花見踊　演劇・

修紫田舎源氏　玉藻前面挟　踊・道行初

音旅　石神西洋踊舞・アイリヅシュジ

ッグ・ゼー・ワシャゥーメン　踊・末広

獅子　踊・娘好伊達染小袖　演劇・新版

歌祭文　喜劇・ふた面　西洋踊舞・ス三

一トガヴット　踊・江戸水瑠璃朝顔　演

劇・版葉面入江白浪　演劇・絵本太山記

十段目　喜劇・三太郎　西洋踊舞・ケー

キウォーク1，

557大能楽会記念写真帖　武田博編　大

　阪　訴訟社，明43。10’「’18枚　18×26cm

　　　　　　　　　　　　　　〈22－557＞

　〔明治43年9月24～25日に国認社が主催

　し，梅若一回及び宝生，二流小鼓家元が出

　演。収載写真は，当会出演者の顔写真．舞

　台写真，『これには出演者名が附してあ

　る。〕

558能楽写真　第1～4，6，7，．9号二二・

’孝三郎編前田義胤　明41～427冊
　16×23cm　　　　　　　　　〈特46－797＞

559能楽写真帖　第1集・江島伊兵衛編

椀屋謡曲書店　明39．412枚，20×28

　CMI，　．　〈83‘396＞
・能鋤枕慈童（其瑛2）松虫景

　清（其1～其3）・竜田　夜討曾我（其1，其

　2）三井寺（其1，其2）1

560舞台之華安部豊町　演芸画報社
　大元．8’　971f（26cm　3円　．〈331一与7＞

　〔自由劇場第1回試演「ジョン・ガブリエ

　ル・ボルタマン」の舞台が収録されてい

　る。この本には明治43年1月とあるが，明
　　　　　　　　　　へ　治42年11月の誤りかと思われる。なお，説

　明の部分に落丁がある。〕

　　明治40年歌舞伎座4月狂言（中幕’歌舞

　伎十八番内層勧進帳　市川高麗聯の武蔵

　坊弁慶）　明治40年歌舞伎座7月狂言（1番

　目　忠臣蔵）明治41年歌舞伎座4月狂言

　（1番目　伽羅先代萩　故市川団蔵の仁木

　弾正）　明治4i年本郷座4月狂言（不如帰

　喜多村緑郎の浪子　伊井蓉峰の川島武

　雄）明治42年歌舞伎座1月狂言（2番目

　柳巷春着蘇鎖縫：市村羽左衛門の極楽寺

　清心　尾上梅幸の十六夜）　同年本郷座1

　月狂言（2番目、当流鉢の木　伊井蓉峰の

　、佐野源左衛門当堆）　明治42年明治座1月　、

　狂言（中幕破戒曾我　市川左団次の箱

　王丸）明治42年市村座1月狂言（中幕

　高時tt中村吉右衛門の北条二時　伺2番

　目　神明恵和合取組　尾上菊五郎の組の

　辰五郎）明治42年本郷座3月狂言（陽炎

高由実の門野達夫三三鵡の藤子）

　明治42年歌舞伎座4月狂言（l」番目　侠客

　春雨傘　市村羽左衛門の大口屋暁雨　中

　村芝翫の葛城太夫　市川猿之助の逸見鉄

　心斎）　同年本郷座4月狂言（1番目　入の

　・親　河合武雄の竜子　藤沢浅二郎の幸兵

　衛「山田春雄の種子）．明治42年宮戸座4
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月狂言（中幕　京鹿子娘道成寺　製麺九　　　治郎の佐々木盛綱）　同年東京座10月狂

女入の白拍子花子）　同年市村座5月狂言　　　言（大切　伊勢音頭恋寝刃　市川新十郎

（1翻裏表腱染小袖尾上菊榔の　の大蔵市村羽左衛門の福岡貢尾上梅
仁木弾語）．明治42年歌舞伎座6月狂言（1　　　・助の丈四郎）　明治42年歌舞伎座10月狂

’翻糸鉢太功臣己故市川団蔵の明智光　言（2翻恋飛脚大和往来．中村芝翫の

秀　尾上菊五郎の十次郎）　同年東京座7　　　梅川　中村雁治郎の亀屋忠兵衛）　同年

月狂言（1番目　菅原伝授手習鑑故市川　　　東京座10月狂言（1番目　仮名手本忠臣蔵

、加齢の舎人松藍蝋）・明治42年歌舞伎座6　　　市村羽左衛門の早野勘平　尾上梅幸の腰

月狂言血目’世論浮繊櫛尾上梅　1元おかる）明治42年講伎座1、二言
幸のおとみ．同中幕　女楠　中村芝翫の　　　　（大石神社寄附興行，1番目　仮名手本忠

柏の前　中村児太郎の楠正行　同2番目　　　臣蔵、市村羽左衛門の早野勘平）明治

母弐心浮名横櫛　市村羽左衛門の与三　　　42年歌舞枝座11月狂言く大石神社寄附興

郎）・’明治42年東京座7月狂言（・番目菅　行中募鎌倉三代町中村芝諭二障
原伝授手習鑑　市川九蔵の杉王丸　市川　　　　市川入百蔵の佐々木高綱　市村左衛門め

羽左衛門の梅王丸尾上梅幸の十王丸　　　・三吟之助義村）明治42年本郷座12月印

面市川虚血備平公沢村宗榔の桜丸　言（ポシドマン伊井灘の南三郎計
画2番目　槍の権三重帷子一中村芝翫の　　　川上音二郎の本田重蔵　川上貞奴の呉、

おさい　市村羽左衛門の笹野権三）　明　　　葉）　明治43年歌舞伎座1月狂言（中幕’・

治42年宮戸座8月狂言（2番目　鐘もろ共　　　源平布引滝市村羽左衛門の斎藤実盛）

恨鮫鞘鵬三郎の古擢入郎兵衛）　明？台43年・月鮪楽座舳劇場第・蹴演

同年新富座8月狂言（2翻夕立雲班串　（ジヲン・ガブリエル・ボルタマン制1

横櫛　沢村源之丞の切られお富）明治　　　左団次のボルタマン　市川丁丁のフオノレ

42年明治座9月狂言（中幕　歌舞伎十入番　　ttダル　沢村宗之助のグンヒルド　市川平

曲毛抜市川左団次の王寺弾正）　団次のボルタマン市川莚若のエルラ）
明治42年三崎座9月狂言（中幕　安宅勧進　　　，明治’43年明治町1月狂言（1番目　承久戦、

帳　故岩井米花の富樫左衛門　藤村鶴枝　　　絵巻　市川左団次の伊賀判官光季　市川

の武蔵坊弁慶、市川紀久八の源義経）　　　年女の乳母秋野　市川高麗蔵の油坊主

同年新富座10月狂言（曾我廼家喜劇　嘘　　　市川薙若ゐ卯の花）　明治43年本郷座1月

の世界　曾我仁山十郎の小説家今野新人　　　狂言（オセiti山本嘉一〇）良政長官　川

端五郎の公園水蜜古川酢）．明治42年，上磯太鯵謀官守山四川上音二郎の総
歌舞伎座10月狂言（1番目　島島媒生贅　　　調室鷲郎　藤沢浅二郎の少佐勝芳雄　佐

中村芝翫の小枝沢村宗榔の明石の前　麟三の中尉伊屋岡園明治43年市村

鼎蝋驚座蟻溝，霧1灘難聴細物
仮名手順座頭市村羽左衛門め桃井若　明治43鯛漣3腔言（中幕国一三合

擬助趾僻の塩谷判官韻故市　戦制1比興の署内）明治43練
川団蔵の高師直）　明治42年歌舞伎座10　　　四座3月狂言（中幕　摂州合邦辻　片岡仁

月狂言（中幕近江源氏先陣館　中村雁　　　左衛門の合邦’市川三三のおとく　中村「
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望

芝翫の玉手御前伺2番目　倭仮名在原’

系図　中村野幌の在原行平　市川猿之助

の祭酒平　中村門太郎の敏蔵　片岡市蔵’

の大江門人）・朋治43年市村座3月狂言（1’

番目零義経千本桜　尾上菊五郎の狐忠信

岩井野ξ郎の静御前）　明治43年市村座3

月狂言（中幕　身替座禅　尾上菊五郎の

山陰右京）　時治43年歌舞伎座4月狂言（2

番目　雪野道入谷畔道　尾上梅幸の三千

・歳　市村羽左衛門の片岡直次郎）　明治

’43年明治座5月狂言て中幕　歌舞伎十入質．

の内　鳴神市川左団次の鳴神上人）

明治43年市村座5月狂言（1番目　武勇誉．

出世引回　中村吉右衛の悪七兵衛二二）

明治43年市村座5月狂言（2番目　家桜廓．

．．

B引　中村吉右衛門の鳥居新左衛門、『尾

上菊五郎の花川戸助六）明治43年蓬来

座5月狂言（1番目　液討曾我狩場曙　関

三十郎の曾我五郎時下・同座中幕　心中

天網島　尾上楽之助の紙屋治兵衛）　明

治43年新富座5月狂言（1番目・．女殺油地

獄　中村福之助豊島屋女房およし　実川

．延二郎の河内屋与兵衛）　同年新三座狂

言．（霊火　山田春雄のお美代　桃吉之助

のおいぐ　高田実の金井健作，秋月桂太

郎め塚本幾之助　河合武雄の小つた　英

太郎の千代香）　明治43年歌舞伎座6井野

’言（1番目　佐倉義民伝　市川九蔵の左近

、故市川三蔵の木内宗吾）．明治43年歌舞

伎座6月狂言（中幕　出雲の阿国L市村竹

松の拾丸　尾上梅幸の淀の方）明治43

年歌舞伎座6月狂言（2番目　ざくら時雨

市村羽左衛門の黙屋三郎兵衛　片岡仁左

衛門の竹屋三葉一中村芝翫の吉野太夫）

’明治43年6月於有楽座自由劇場第2回試演

（出発前半時間　市川左団次のオペラの

役者　市川莚若の貴凹凹）’『明治44年6月．

三三楽座自由劇場第4回試演（奇蹟　市川

寿美蔵の甥アシルー市川荒次郎の甥ギュ

スタール　市川猿之助の婆イルジニィ

・中村又五郎の医師　市川左団次の聖者ア

、．ントニュース　沢村源十郎の警部　市川

門次郎の巡査）　明治43年横浜羽家摩7月

狂1言（1番目　ひら仮名盛衰記　市川八百

蔵の樋口次郎兼光　明治43年明治座9月

狂言（中幕　平維盛・市川左団次の宰維

盛グ明治43年本郷座9月狂言（琵琶歌

伊井蓉峰の武田貞次　喜多村緑郎の里野

高田実の荒井三蔵　：喜多村緑郎ρ里野）

萌治43年激舞伎座io月狂言（1番目　桐一

葉　中村芝翫の淀君　市村羽左衛門の大

野修理之亮）』明治43年歌舞伎座10月狂

言（1番目　桐一葉　片岡仁左衛門の片桐

且元　市村羽左衛門の木村長門守重成）

明治43年置i舞伎座10月狂言（中幕　歌舞

伎肝入番の内　鎌髭　市川団子雲門之期

の俵小藤太守卿　市川猿之助改段四郎の

将軍太郎良門）　明治43年明治座11月狂

書（中幕歌舞倖十八番の内矢の根
市川高麗蔵の矢の根五郎）　同年市村座

11月狂言（中幕　歌舞伎十入番の内　暫

中村吉右衛門の館金剛丸照門）．明治43

年本郷座11月狂言（高虹の義人　河合武

雄の芳野　伊井蓉峰の良春　高田実の良

道　河合武雄の芳野）明治43年明治座

11月狂言（中幕紅葉狩　市川左団次の

平価茂　市川高麗蔵の鬼女）　明治43年

明治座11月狂言（2番目　安政黒船話’市

川荒次郎のフウチャンチン　市川高麗蔵

の加津林太郎　市川左団次の大工平蔵

市川寿美蔵の次郎七　市川莚若のお米）

明治43年朋有楽騨献劇（騨棒．
藤田金吾のエワン界，大村正雄の牧師

村上進吾の陪審長　井上正夫の罪人プラ

ンコーポスネlyト　小堀の自治団長ケン

・プ松葉菊雄の未亡人）　明治44年歌舞
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伎座1旦狂言（序幕　曾我の春駒　沢村宗

十郎の化粧阪少将：尾上梅幸の大磯の

虎）．明治44年歌舞伎再現狂言（2番目

神明恵和合取組　市村竹松の武次　市村

羽左衛門のめ組辰五郎）　明治44年明治

座1月狂言（曲目　貞任宗任布川高麗

蔵の論義家　市川左団次の宗任　市川高

’山面の貞任沢村宗之助の妹松山）明

治44年新富座1月狂言（2番目　清水清玄

中村成太郎の桜姫　出血丑の清玄）・同・』

年本郷座1月狂言（天風組’伊井蓉蜂の海

賊前田茂’村田正雄の海賊国井作夫’

‡二音二郎の’合計賀太郎）　明治44年市村

座1月狂言（1番目　白菊欣五郎，尾上菊

五郎の白菊欣五郎　同中幕　梶原誉石切

尾上正雀の梢　古村吉右衛門の梶原景時

中村歌六の六郎太夫）　明治44年歌舞伎

座2月狂言（1番目　さくら吹雪　尾上栄

二郎の佐久間七郎左衛門　尾上菊五郎の

騰子）明治44年帝国劇場初興行3月狂言

（1番目　頼朝、1市川高麗蔵の源頼朝　尾

上梅幸の政子姫）　明治44年明治座3月狂

言（中幕’長町女腹切　市川莚若のお花

沢村源之助のお香　中村又五郎の半七，

市川左団次め甚五郎　同2番目　鈴市

川左団次の村長マシアス）・明治44年帝

国劇場4月狂言（1番唱　椿姫　河合武雄

の女優春子）　明治44年歌舞伎座4月狂言

（中幕　歌舞伎十八番の内　勧進帳　市

村羽左衛門の富樫左衛門！明治44年歌

舞伎座4月狂言（中幕　歌舞伎十八番の内

勧進帳　市川段四郎の武蔵坊弁慶）明

治44年歌舞伎座4月狂言（中幕　歌舞伎十

八番の内　勧進帳　尾上菊五郎の源義

経）　明治44年新感熱5月狂言（左幕　心

中天網島　中村雁治郎の紙屋治某衛）

明治44年新宴座5月狂言（中幕　心中天網’

’k　ll．中村芝雀の小春　中村梅玉の孫右衛

　門　・中村雁治郎の紙屋治兵衛）　明治44

年5月於帝国劇場掌芸協会第1回公演（ひ’

ムレヅト　泉新一のオスリック　林和の

　レヤァチス　土肥庸元のハムレット，森

英次郎のホレーシオ「 緕R浦路の王妃ガ

ーツルート’東儀季治の越畑男　土肥庸

元のハムレット）明治44年明治座5月狂

言（1番目　妹背山婦女庭訓　市村羽左衛

　門のお三輪）　明治44年明治座5月狂言

　（中幕　修善寺物語　市村羽左衛門の源

並家　市川寿美蔵のかつら　市川左団次

の夜叉王’市川市十郎の春彦　市川寿美

蔵のかつら　市川莚若の楓）　明治44年、

明治座5月狂言（2番目　御所五郎蔵　市

村羽左衛門の御所五郎蔵）　明治44年帝

国劇場6月狂言（序幕楼門五三桐　故市

川団蔵の石川E右衛門）　明治44年歌舞i

伎座6月狂言（中幕　祇園祭礼信仰記　中　・

村芝靴の雪姫市村羽左衛門の木下藤
吉）’明治44年歌舞伎座6月狂言（2番目

心中宵庚申　片岡仁左衛門の八百屋半兵

衛　中村葦翫の女房お千代目　明治44年

市村座7月狂言（1番目、橋供養梵字文覚

中村吉右衛門ゐ遠藤武者盛遠　尾上口琴

の袈裟御前）　明治44年i新富座9月狂言（2

番目　侠艶録　伊井蓉峰の瀬尾富士雄
河合武雄の女優力枝　河谷武雄の狂女力

枝村田正雄の按摩徳の市）明治44年

明治座10月狂言（2番目’簑i輪の心中　市

川左団次の藤枝外記　沢村源之助の大菱」

屋綾衣）’ ｾ治44年市村座1Q月狂言（1番

目　関白秀次屋上菊五郎の関白秀次）’

明治44年帝国劇；場10月狂言（女優i劇　世

継曾我　初瀬浪子Q」k磯の虎森律子の

・化粧阪少将）、明治44年歌舞伎座11月狂・

言（中幕　京鹿子娘道成寺・中村芝翫国

歌右衛門の白拍子花子）明治44年歌舞

伎座11月狂，言（中幕　京鹿子娘道成寺
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正面の舞台）　明治44年歌舞伎座11月狂

言（中幕下　近江源氏先陣館・市村羽左：

・衛門の佐々木盛綱　同中幕上　京鹿子娘

道成寺　市川入百蔵の大館左馬五郎照
剛）『 ｾ治44年帝国劇場11月狂言（中幕上

義経腰越昧　沢村宗十郎の源義経尾上，

松助の錦戸太郎，t市川流入の五斗兵衛’

，尾上梅幸の泉三郎　松本幸四郎の伊達次

郎　湯中幕下　市川斎入の五斗兵衛　尾層

上梅幸の果三郎）明治44年帝国劇場11

月狂言仲幕元禄歌舞伎　碁磐忠信
市川高麗蔵出松本幸四郎の佐藤四郎兵衛

忠信）　明治44年萌一座11月狂言（1番目

弁天娘女男白浪　沢村源之助の弁天小僧

菊之助一同座中幕　湿性爺後日合戦　市

川油団次の延平王国性爺　阪東かつみ9

錦舎　市川左団次の老一宮　阪東秀調の

国旗爺妻白むつ　市川市十郎の大友近’

　武）　明．治44年市村座12月狂言（1番目

信長記愛宕連歌．中村吉右衛門の明智光

　秀　同座中幕源平布引滝　尾上菊五郎

　の斎藤函嶺）　明治44年12月於帝国劇場

　文芸協会第2回公演（人形の家　出訴鉄笛

　のクロズスタット　松井須磨子のノラ

土肥庸元のヘルマー）明治44年12月於

　帝国劇場文芸協会第2回忌旗（お七吉三

　坪内くに子のお七　上田洋一：一一‘の吉三寒

　山捨得坪内大造の寒山　田中いせの拾

　得）　明治44年市村座12月狂言（第3　関．

　攻千薗幟　中村東蔵の稲川　尾上栄三郎

　の鉄ケ嶽　同座第5　心中天綱島　守田

　：勘弥の紙屋治兵衛）　明治45年帝国劇場1一

　月狂言（1番目　黄金五枚　尾上梅幸の津

　の国風呂初　村田かく子の湯女）明治

‘45年歌舞伎座1月狂言（1番目　丹波与作

　中村兜太回り三吉　中村歌右衛門の小萬

　片岡仁佐衛門の丹波与作　同2番目　悟

　道の野晒　市村羽左衛門の野晒三助　市

．三段四郎の土器売丁丁「中村歌右衛門の

　娘お静）明治45年歌舞伎座1月年言（中

　幕　竹取物語　中村町右衛門の赫耶姫

　市川三四郎の竹敢翁．中村芝翫の姫）

　明治45年新口座1月狂言（2番目、天網下

侍雨炬燵　実川延二郎の紙屋治兵衛　中

　村福助のおさん）　同年市村座1月狂言（2

　番目　椀久末松山　尾上菊五郎の椀屋久

　兵衛　尾上芙雀の松山）　明治45年明治．

　座1月狂言（中幕　歌舞伎十八番の内　不

　動　市川左団次の早雲大臣　沢村源之助

　の遊女三好野　市川左団次の不動明王）

　明治45年本郷座1月狂言（2番目　通夜物

語　河合武雄の洲山　伊井蓉峰のi！E一川

　清）明治45年新富座2月狂言（2番目　夕

　ぎり伊左衛門　中村福助の夕霧，・中村雁、

治郎の伊左衛門）－明治45年歌舞伎座2月

　狂言（中幕　肥後守清正　尾上菊五郎の

　落窪小四郎　中村吉右衛の加藤清正）
　明治45年帝紀劇場女優劇2月狂言（日の出

　松本幸四郎i7）岩淵小一郎　河村菊枝6？菊

　子　佐藤千枝子の雪子　村田嘉久子の浜

　子・音羽かね子の幾デ藤間房子のお国

　佐藤浜子の勝子　白井寿美代の仙子〉

　明治45年帝国劇場女優劇2月狂言（喜劇

　陽気な女房　初瀬浪子のぺニジ夫人　松

　本幸四郎のフォールスタッア河村菊枝

・・ ﾌフォーード夫人・水野早苗の小姓ロービ

　ン∵塩原高尾　森律子の娘お秋　鈴木徳

　子の狂女お花）・明治45年帝国劇場3月狂

　言（中幕新古演劇十種の内　茨木松

　本幸四郎の渡辺綱　尾上梅幸の茨木童

　子）・

　　　　宗　　　教
この項目には芝法要・祭礼等を主題にした

ものを収める・神社については脚編を参、

照。ただし，明治神宮については特に項目’
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を立てた。

561、伊勢大廟御造営出品記念写真帖（大正

　10年2月）　鈴木清次郎撮影　名古屋　岡

　田万作　大10．315枚　16×23cm

定価50銭　　　　　　　　　　〈423－38＞’・

　　木曾小川御料御杣山木本祭式場の実景

御造営二二入の実況　帝室管理局錦織出

張所綱場引揚の実況　帝室管理局錦織出

張所綱場奉安所式場の実況　帝室管理局

錦織出張所綱場木曾川下りの実況　木曾

川沿岸加茂郡川合御定三所御着の実況　、

中仙道太田渡舟所御立寄所御休憩の実況、

木曾川唯一大話可児合激流下りの光景

尾張犬山町白帝城下御降りの光景’ �｣
犬山鵜飼町御定三所御着の実況　尾張葉

栗郡草井村御定泊所式場の実景　尾張葉

栗郡草井村御出発の遠望　羽島郡笠松相

生町御定泊所御着”）実況　帝室管理局笠

松出張所御定泊所御着の実況　海部郡弥

富町御定泊所御着の実況

562　高祖大師六百五十年大遠忌唯一写真

　帖　三原俊栄　京都　興正寺大遠忌法務

局　明45．5　31枚　27cm　定価1円50銭

　　　　　　　　　　　　　　，〈337－83＞

　　大法二大御門跡貌下　新法主御門跡台

下L執事兼法務局長華園払暁師　教学部

長兼参拝部長橘正憲師　建築事務長兼法

要部長三原俸栄師　専属部長兼庶務部長

菊池覚明師　録事藤井聞正　録事青樹溢

水　大遠忌参列僧侶　霊山御本廟　霊山

別院全景　高遠尽中の大師堂　新築中の

大門　再建の阿弥陀堂　大凡忌中の書院

庶務部の活動　司計部の光景　式務部の

整列　参拝部の光景　活動開始前の布教

課出勤僧侶法衣着服の光景消防隊め

活動　消防四散水光崇　団参の降車（婦

人会員の歓迎）団参の到着　団参の繰

込　西本願寺広場に集合せる団参　陛下

御下聯の生花大師堂内の参拝団密集

大法主硯下の御登壇　出勤僧侶め面謁

販敬式の光景　炊事場の活動　膳部の整

頓　御斎の光景　来賓の接待　救護班り

光景　布教師の慰問　救護医の診察　団

参密集（其1，其2）橡儀式警固士（素炮）

一三儀式講中　橡儀式童子　橡儀式連枝

縁儀式供華童子　新法主殿及び持幡童子

橡儀式大法主事下中上童子　橡儀式布衣

士　法要中の舞楽伶人　舞楽（振鉾）舞L

楽（万歳楽）舞楽（延喜楽）舞楽（胡蝶）

舞楽（伽陵頻）舞楽（納曾利）舞楽（三

王）団参の随意参拝　団参の密集　能

楽（嵐山）狂言（末広）能楽（三井寺）

狂言（鶏猫）、能楽（石橋）参拝人退出の

光景ノ @　　　　　』圏．

563』御本尊写真帖三三海三編　京都
　須原屋書店　大元．12　1冊　25cm

　　　　　　　　　　　　　　〈342－331＞

　〔日蓮宗諸本山の本尊としている日蓮及

　びその弟子達の耳蹟を集めたもの〕

564聖徳太子一千三百年御忌法用記念写

　真帖　聖徳太子一千三百年御忌奉賛会

　大12．311p，50枚　20×26cm噛

　　　　　　　　　　　　　　〈423－124＞

　〔大Eio年4月11～17日，法隆寺で行われ

　たもので，舞楽法用の写真を収載。〕

　奉戴式1蜂起式　南大門　中門　講堂

講堂内陣　聖霊院　金堂及舞楽台　五重

塔　総裁宮殿下御参向　総裁宮殿下と伏

見文秀女王殿下　御行列準備　稚児　御

行列先払　伶人　獅子　南無仏舎莉御輿

太子御輿　衆徒　講師読師の輿　大衆侶

列　御行列中門通過　伶人進行　舞台三
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御　庭上のピ曲・講師前進　法用僧総礼．

講師読師高座に登る　振鉾　延喜楽　散

華　迦陵頻「胡蝶　梵音　太平楽　陪櫨

錫杖　陵王納曾利　頒徳文　講師諦議

供奉休憩　供奉退出　御輿選御　太子御

三三三奉告　叡福寺法用　総裁宮殿下御

・焼香　御墓参斑鳩寺法会　鶴林寺法会

565諏訪神社祭礼画帖（桜煎六年・七年）

　長崎　藤木博英社営業部　大7．10笹田，

　商業部販売　94p　19×27Clh’定価60銭・

　　　　　　　　　　　　　　．＜419二95＞

’〔長崎市諏訪神社の毎年1b月1日から始ま

　る祭礼の写真で，大正6年分，7年分の2冊

　を合本したもの。〕

566　日蓮聖人霊蹟写真帖　荒木秀明　京

都　村上勘兵衛書店、明43．7．99枚’99

　p　26×37cm　　　，　　　　＜408－14＞

　〔英文書名：Views　of　hiStoric　palece『

　connected　with　the　life　of　St．　NICHI一．

　良EN．〕

567本派本願寺真宗写真宝典　久保富美、

　編　日本宗教学会・大5．11133枚　194

　p　26cn　定価5円　　一t　　〈359－53＞

　〔本願寺の歴史をまとめた本で，建物、・宝

　物の写真を収載。実賓の編者は池永三章，

　関次郎。検閲は仏教大学講師輔教高木俊

　一，執行所出仕三教脇谷錦謙。〕

　　　　明治神宮
特定の神社については地域編に収められ

ているが，明治神宮については，造営・祭礼

’等を含んでいる写真帖が多いので，この項

に全部を収めたg

568明治神宮御写真帖．附明治神宮誌
　大日本国民教育会　大9．1248枚．84p

　18×26cm　，　g423－24＞
　〔中表紙に「内務省明治神宮造営局御貸下

　並撮影御認可　同局技師長大江新太郎校

　閲」とある〕

569明治神宮御写真帖　附御造営記録

　帝国軍人教育早大9．12440p　20×
　26cm　定価10円　・　　．　〈423L30＞「

　〔写真が230ページ，御造営記録が310ペー，

　ジ。〕

　　絵目次祭神（其1，其2）明治神宮内

　苑菖蒲池　明治神宮社務所玄関－明治神

　宮浄祭6？威容　宮中権典倖の神宮拝観

　明治神宮内苑Pt面図・外苑大体図

　写真目次　明治神宮南玉垣全景　御本殿

　斜面干隈「南玉垣内全景　明治神宮神宝層

　御神鏡筒　同御神剣　同御髪具函　同筆

　冠函　守旧神服（其1，．其2）　同御神剣函

　同御二二唐櫃　同町屏風（其1，某2）同

　御狛犬　明治神宮地鎮祭　特立柱式（其

　1～其3）　同大鳥居材原宿駅着　三三柱

　式（其4，其5）　同上陳祭（其1～其5）『．御

　造難中の御本殿・神宮橋　南参道鳥居，

　側面，遠望　神橋の渓流　神橋tt大鳥居

　祓舎　御手水舎　南玉垣鳥居，側面　宿

　、二二　華居前より南神門へ　舞楽殿　伏

　見総裁工特検分　南神門廻廊より拝殿へ

　地方長官の拝観、各宮妃殿下の御拝観

　浄祭　典侍の拝観　便殿と御車寄・御車

　寄正面．便殿より拝殿へ．拝殿より神殿

　へ佃御殿萩の御庭回地方長官神宮拝

　観外野廻廊南方より望む南神門拝
　殿より南神門へ　南神門　拝殿の側面，

　正面，内院，外回、西神門より東神門へ

　北玉垣鳥居　北神門　北神門と神庫、中

　門　御本殿左側面，後側面，前側面　御
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　内院玉垣内訳神庫細内院廻廊　西神門

　内隣廻廊の三景ど玉垣　直会殿　直会殿

　と内院廻廊　西玉垣鳥居　西神門廻廊と，

　玉垣．西玉垣外　清正公の井水，杉　西

　玉垣鳥居外の苑景　祭器庫　神泉御明

　頭参道三景（其1～其3）西参道鳥居　勅

　使館　勅使館勅使間　1社務所　旧御殿正

面代々木清正公φ榎旧地聯関
　旧御殿　旧御殿御庭　清正公の遺竹　清

・正公腰掛石　庫抜油　底抜池の杉小立

　黒雲亭、御茶屋前の老松　北参道より西

　参道へ　御池　権殿敷地正面　権殿より

御本廉へ　工事中の宝物殿　宝物殿模型

　原首相の参列浄祓　伏見造営総裁宮の御

参進総裁宮の浄祓御霊代の御進列
御霊代の祓舎参着1御霊代明眸の御儀

　御霊代御本殿へ　参列諸員の退出　南参’

　道広場の雑筆・各階級代表者の浄祓者

　宮皇族殿下の御参列　御名代各宮殿下あ

　御参拝　東宮殿下の御退出　各皇族殿下

　の御退出　表参道入ロの雑筆「表参道緑

‘門鳥居下の参拝者　表参道の遠望　参拝

　者の渦巻　神宮橋畔薄緑肖あ側面　神宮

　橋内広場の景　神宮橋と鳥居・鳥居前の

射緒南玉垣前の参拝者奉祝相撲
　奉観流鏑馬　弓鳴りて矢飛ぶ「流鏑馬終．

　る　奉祝・母衣引　騎兵連隊の馬術喜城

　前の奉祝塔奉糧花電車　奉祝塔の夜景1

　青山御所前の緑門　青山通りの賑盛聖

　上陛下明治神宮初行幸　全国青年団代表

者の明治半弓代参　西参道入口　明治神

　宮造三局総裁伏見宮殿下　同宮司公爵一

　条実母　同権宮司，造営局総裁，造営局長

．同御神宝謹作者　同浄祭童女　各青年団

　の奉迎　青年団に対する講演　静岡県駿

　東郡北部青年団外58青年団の奉仕

570明治神宮御造営記念写真帖　重永義

　栄鹿児島’吉由書店大9．12』14枚

　25p　20×27cm　〈423－28＞
　〔明治神宮造営の折の写真。鹿児島県青年、

　．団奉仕実況が収載されている。〕

57・1一明治神宮写真帖．尚友堂．大10．4

　16雄　16×22cm’、定価50銭　　〈423－45＞

　．㌧〔図版は小さいが鮮明〕

　　神宮橋・神橋社務所御社殿正面
　南神門　拝殿、御本殿　御便殿　内院廻

　廓　旧御殿g）御庭層御苑内照憲皇后御茶

　屋御茶屋の御庭回苑内泉池御苑内，

騨御難珊鱒代々木
572明治神宮写真帖・明治神宮社務所

　・大9．1223枚、16×22cm　　＜423－26＞1

　　神宮橋一の鳥居　御橋　名木代々，

　木　社務所層旧御殿　大鳥居　茸殿正面

　南神門　拝殿　廻廊　中門。本殿　便殿
　，神理財　御苑内鰐蒲池　御苑内清正井

　地鎮祭祭場　新興祭式場　上陳祭祭場

灘鞭難参準麟宮司攣

．573　明治三宮写真帖（鎮座祭記念）溝口

　白羊編　’日本評論社　大9．1120枚　24

　p　16×22cm　．　〈423－23＞
　〔編者による鎮座祭拝観記が付いている〕

　　奉開門のイルミネー・一’ション　御本殿

　南玉垣鳥居全景　新殿祭　鎮座祭当日の

　南玉垣鳥居鎮座祭鎮座祭三儀回る
　御名代皇太子殿下御参拝，御退出’各皇

　’族殿下の御参拝　修祓　表参道の奉祝門

　装飾されたる表参道　神宮橋前の大鳥居

　と参拝者　第一鳥居前の参拝者　楼門前

　．a）参拝者‘余興　花電車と幌ひき　提灯

　行列　神輿の賑い　馬場先門の奉祝門全
　’景’馬場先門op奉祝門正面イルミネーシ．
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ヨン　鎮座祭の日秋霧に菊薫る

　民　俗・風　俗
冠婚葬祭，有職取引もここに収める。』

．　5’

V4今様風俗博文堂　明30．4・13棟．

　41×30cm　　　　　國　　　　’〈400－61＞

　〔英支書名：Modern　Custonis．　of　Japan

　写真の大きさは19×21cm6女性の風俗。〕』

　　AJapanese　Dancing－Gir1。・』A
J・pan・・e　D・b・ihg－Gi・1．’A　Study一’

　ing　the　piebe．’　Shinto．　　Vestal

　Virgins（Kasuga　Temple，　N　ara）．

　Dance　at　the．Koyo－Kwan．　（Maple　’

　Club）in　Shiba．　Maple－Dancβat

　the　Koyo－Kwan．、　The　Toilet．　’　一

　ALetter・、　Outer　Winter’Costume

Fi・herTM・id・P・・，AF・mily　M叫

　Sayonara！

575今様皆無風俗（京都・大阪）小川一真

・明36．・760枚23・ml　一〈特26‘7S4＞

　〔祇園・新町の女性のピンアップを集めた

　もあ6〕

　　オウヨロイ
576　大鎧着初式　併諸家所蔵木曽の図　．

　市岡太次郎編　京都　山田芸艸堂　明

　43．1034枚　28×37cm　　　〈408－20＞

　　逆沢荒野大鎧（其1，其2）大鎧着初式

　（其1ん其4）．出陣式（其1～其4）仮装行

　列　三三　凱旋　着初式所用武器の一部

　紺糸威胴丸　色糸匂威腹巻　白紅三三腹

　巻紺糸胴丸紫糸威腹巻色々威腹巻
　沢潟威胴丸紺糸腹当　萌黄威胸紅腹巻

　藍白地小桜威大鎧（其1，其2）色々威大

　鎧　紺糸麟大鎧　萌黄白段威大鎧　黒革・

　威大鎧　櫨匂大鎧1’小桜黄返隈大鎧　紅

裾濃威大鎧　黒革肩白紫威鎧　赤革威大

　鎧　紺裾濃寄素懸威鎧　赤革威大鎧　櫨

　匂大鎧　五姓田芳柳大鎧着初雪男の一部

　古代武士狩装束（前面1背面，括，手蓋，着

　用了，盃，着呼，乗馬，陣才華）

577婚礼調度写真帖　渋谷益三編，武田博

　i撮影大阪有心館明45．222枚9
P25×37・m定価3円50銭～4円50銭．

　　　　　　　　　　　　　　〈408－54＞

　〔婚礼調度，結納飾，道中及式場飾等の写

　真。内容は一般庶民向あものではなく，裕

　福な家庭の為のテキストブック的なも
　の。〕

578　淳信院全貞慧明大姉葬儀の図　加藤．

　正治　〔大2〕22枚　29×35cm＜406－49＞

　〔明治・大正・昭和初期の法学者加藤正治

　氏の，菊枝夫人の葬式の写真。〕

　　す　き　さいでん
579主基斎田写真帖・前，後，続編　香川．
　県内務部　大5．3溶0枚（合本）．19×27

　6m　　’　　．　　　・　〆　　〈419－82＞

　　前　編∫・

　　主筆勢子勅定令達斎田に関する県告

　諭　大礼使総裁宮殿下　香川県庁　斎田

　全景　斎田決定書回附式　斎田選定調査、

　の為来県の有働技師井に県官噌行　斎田

　関係諸員　斎田と綾川の清流　潔斎場

’奉仕者岩瀬辰三郎住宅　警衛所　竹母材

　料集積φ状況気象観測所三図三池
　揚水所農舎康具（其1，其2）害虫駆

　除器耕作服裁縫耕作従事男子一同、

　祓式場　耕作従事女子一同　祓式玉串奉

　璽　農務局長一行及県官斎主等　祓式警

　衛所附近の光景　選種準備　籾種国の光’

・選種の実況、播種　耕牛　田植式全般の
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光景　田植式祭場　田植式田舞の光景

田植式参列席の光景　田植式光景　田植

g）光景　田植式拝観の群集（其1～其3）

斎田稲生育状況　誘蛾灯使用の光景　生

育調査　除草　地鎮祭場　地鎮祭園池掌

典一行　斎田稲成熟の状況　斎田視察の

、農商務大臣知事及太田主等

　後　編
　主野方稲春歌　抜穂式勅使門知事其他

参列員一同　抜穂式勅使河鰭子爵　蜂須

賀大礼使事務官　大隈内閣総理大臣　波

多野宮内町営　石原宮内次官　入江東宮

．侍従長　一木内務大臣　久保田内務次官

河野農商務大臣　上山農商務次官道家

㌧農務局長　鷹司大礼使長官　江木大礼使

次官　園池掌典　有働農商務技師　木下

農商務技師　安藤農事試験場技師池辺

宮内省編修官　木下大礼使事務官　有馬

大礼使典儀官　抜穂式祭場　二士勅使県

庁出発山田村に向はる　知事以下参列員

祭場に進む　抜穂勅使祭場に進む　太田

主雑色を率い斎田に進む　抜穂勅使祭場

門下’斎田稲刈取の光景　斎田稲刈取及

架幹の光景　抜穂式拝観席の光景　籾摺

の光景　籾選別の光景　精米発動機　供

納米布磨　精米場　精米関係者　供納米

粒選　供納米護送者に対する知事の訓示

知事供納米検分　供納米汽船搭載　供納

米発送の光景　供綿米護送高松出帆　供

納米護送京都駅出発　供納米護送宮内省

出張所到着斎田委員一同　若林知事
太田主岩瀬辰三郎　鹿子木前知事　川村

前知事藤本委員長　岩元副委員長　圏

本甲委員長　園田農事試験場長　木村綾

歌郡会議長　田植式斎主琴陵香川県神職

会長樋口綾歌郡長　岡田山田村長　岡

田県会議長　県参事会員一同

　続　編

．大嘗祭机代物面面耕地全景　大嘗祭机

代物米誌耕地祓式の光景　大嘗祭机代物

米粒選の光景　大嘗祭供御粟奉耕地全景

大嘗祭供御粟粒選の光景’大嘗祭供御粟

護送の光景　大嘗祭直心物甘藷奉耕地全

景　大嘗祭机代物甘藷奉耕地並置光景

大嘗滴滴宮内原料藁奉耕地整理　大嘗宮

御用莚原料藁　奉耕地田植の光景　大嘗

宮御用莚原料藁　虚血従事者一同　御用

藁護送の光景　大嘗宮御用莚原料評註耕’

地全景　大嘗宮御用莚謹製の光景　大嘗

宮御用病原訴訟苗・洗面場の光景

580　日本土俗写真集“第1～4巻　田中緑

　高点　京都郷土趣味社昭3．44冊
　19cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜173－139＞1

　〔各写真には，寄贈者・原版所有者・撮影

　月日が記載されている。〕

　　第1巻
　　紀伊国粉川祭　岩代国若松市石鉢稲荷

神社　近江国滋賀村の山の神の藁蛇　三

　遠国豊橋神明社祭礼鼻高の薙刀舞　岩代

　国金谷川村立石　京都祇園会長刀鉾天王

様武蔵国箕田村三木神社奉納絵馬奈

　良市二月堂お水取の炬火　姫路お菊神社

伊賀国上野町天神祭七福神の弁財天　播

磨国尾上神社の大灯篭　三河国御津村引

　馬神社七福神踊　京都市四条お旅遷宮者

殿　三河国小坂井村虚足神社の祭礼奉納

の煙花の笹踊　山城国伏見町崇福寺陰陽

石’京都市下御霊神社祭礼無漏、近江国

．筑摩祭の太鼓楼　京都市北野神社境内お’

牛様　三河国御油在瘡守神社

　第2巻
　‘京都市入坂庚申堂　大和国魂向村海進

神事雌綱　債賀上野天神祭行者と鬼　輪

回其神山　三河国岡崎市おこり除の石

大和国奈良春日神社の巫女　京都市青龍
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当面出石　岐阜県美恵寺蚕祭の土鈴売

岩代国若松市養蚕国神社　京都正月行事

大工論点踊，京都市外梅宮神社またげ石

山城国久太灯籠踊　京都市葵祭の御所車

秋田布中た在る石敢当　京都市壬生寺大

’念仏教諭堂　同三面　三河国二戸磯神の

奉納物評議国記日在山中の山の神大

和国劇向村春日神社境内庚申塚　京都恥

山公園達i磨おとし

　、第3巻
　土佐高知市名物花台　京都市下鴨神社

御蔭祭神馬　志摩国伊雑宮田二二二者一

回忌同サイトリサシ式阿波国撫養i岡崎

、大壷ワシワシ：信濃三殿城村男三二　社

殿全景　向神前　同神体・奉納絵馬　三

女石西，神前　三河国一・色諏訪神社二二・

灯血肥前国唐津所見，聖霊流し船駿
河国一本松附近道祖神　京都市今宮神社

名勃あぶり餅屋　東京千駄ケ谷信証おま

ん榎　筑前国太宰府所見恵比須神　京都

市島原治太夫の雷と打かけ’陸奥国入戸

在櫛引索出宮おひねり　長崎市諏訪神社

祭礼　京都市富屋町通白山神社．

　第4巻
　京都市新京極誓願寺迷子みちしるべ

奈良市三笠山麗陰石　姫路一つ山祭大蛇
尾張’窓v保一添田県神社祭礼　同神輿

大阪市東区円珠三三八幡宮の榎　山城国

論ケ畑の女　阿波国里浦のあま塚　京都
　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ市外太秦広隆寺牛祭　伊勢国四日市祭人

魚　飛韓国高山町和合導神小祠　丹波国

篠山郊外北沢田村二二・性的川守二三

信濃国国分寺達磨市　伊勢国二見興玉神
　　　　　　　　　　　　　　　　社藻刈の神事幽景都市清水寺七不思議

　日向国小林町夫婦石名古屋市桜天神社

　の天満書　山城国深草元畜上人墓　飛騨

　国白川村4階建農家

581　日本名妓引くらべ　第1集　便利堂
　萌41．1050枚　23×31cm　〈特62－138＞

　〔全国の名妓100名を掲載する〕

582・歴代風俗穿真集　第1～17巻1風俗熱

泉平編『京都芸三三大5・10～11・5
　4冊（合本）30．×37cm’　　〈403－110＞

　〔弓馬務が中心となり，歴代各種扮装調度

　器具を考証し，それを再現して写真撮影

　したもの。6巻からは英文の説明がある。〕

　　第1巻『
　　幕末女官外出姿∴武家大礼装平安朝

　の山法師

　　第2巻’
　　懸想文売　鎌倉時代武士甲曽姿　徳川

　初期遊女姿　　　　，

　　第3巻『．

　　山伏の風俗tt江戸染期廓通ひの風俗

　享保時代上流女装

　　’第4巻
　　鎌倉時代下級武官の正装　江戸中期美

　弓打砧の姿　南北朝時代武将小具足姿’

　　第5巻
　　大和万才の風俗江戸時代中期婦人旅

　装雛祭の風俗

　　第6巻
　　鎌倉時代大鎧り風俗　洛東小松谷正射

　寺献灯会の風俗　洛北今宮やすらひ祭の

　風俗
　　第7’巻
　　大鎧着初式　式次第・出陣式行列（31

　図）、参列の諸種（12図）　’

　　第8巻
　　平安末期公卿の衣輝の風俗・江戸時代

　末婦入風俗（文化文政の京都商家婦人〉・

　　第「9・巻

　　’平安朝武人略装　徳川季世より明治初

　年に至る間京都に流行したる女子の髭
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鎌倉時代の童子の風俗、

　第10巻
　鎌倉時代武士狩装束’虚無僧の風俗

白拍子の風俗（其1）

　第11巻
　子の日の小松引の風俗　白拍子の風俗

（其2）

　・第12巻
　賀茂御蔭祭の舞人の姿’江戸中期雨中一

の男子姿　中世女子外出姿　狂言「貰ひ

、婿」の風俗’

　第13巻
　、上古の男子の風俗　江戸時代中期遊女幽

蛍狩の姿　狂言「清水」の風俗

　第14巻
　江戸時代武家大礼装　戦甲時代戦士の

風俗　桃山時代の婦人風俗

　第15巻』
　平安朝初期の風俗を有せる太秦神1象
天平時代婦人略装1鎌倉時代童子竹馬遊’

嘱俗獅時代下僕の風俗
　第16巻
　大覚寺肥後宇多法皇御輿　鎌倉時代武

士風俗　鎌倉時代雑兵の風俗　享保頃の

花見美人の風俗

　第17ト巻

　大覚寺蔵光格天皇の御小直衣　江戸時

代前期の奴姿　江戸時代中期二二’狂言’

煎じ物売の風俗

　　　　　　災　／t害
　　・関東大災害については別項を立てた　　』。

583大阪⑳大火（写真画帖）　田中憲夫編

　大阪の大火発行所　明42．8　34枚　15×

　226m　　　’　　　　　、　　’　　　　　　　　．＜94－636＞

〔写真撮影：若林独立三三真部。明治42年

7月31日の火災で天満より福島に至る市

・の北部を焼失。火災の状況，焼失戸数，・

面積，死傷者，火災保険損害高等を記載。

収載写真は主として各建物の焼失後の姿
である。〕

584川越附近大洪水写真帖　仲要次郎編

　川越那珂写真館明43．1024枚
　16×22cm‘定価50銭　　　　　〈94－697＞

　！明治43年8月の災害。罹災状況，救恥風

景，．急設保母園，復旧工事等の写真。〕

　、赤間川氾濫石原町全戸浸水　高沢眼鏡

　橋墜落（8月・11日午前6時20分差　警察署員

　の活動　東明寺橋墜落役吏員の罹災由良』

助　8月13日再度の増水　高沢橋急設仮

橋工事（午前3時）神明町志多町連絡工

事　六三稲荷社石垣決潰　新築芳野小学

校流失　道面面漂着　宮元町端耕作地被

害惨状　川越町役場庭前　赤間川支流埋

没堅甲工事　川越町施米分配　川越町副

食物分配層 {元町道灌橋・赤十字社埼玉

支部出張施療芳野村医師長沢方tt同南古

谷村医師当方’山田村字福惨状　崩潰を

免れたる大田村池辺堤防　日本村細形堤

防（150問破潰）大田村池辺堤防復旧工

事比企郡山草村罹災民児童救莇急設保

母園（其1，其2）　南畑村東大久保砂原（ビ

ン沼）臨時南輝堤上工区事務所　南畑

村東大久保有志者堤上事務所　南畑画趣・

堤復旧工事（軽便鉄道急設）・

585．境町水災善後事業完成記念写真帖

　境町（茨城）境町沿革小誌編纂会　明

　44．1134枚　20×26crri　　　〈419－3＞

　〔現品が書架たなく・e内容を確認出来ず。〕

586桜島爆発記念写真帖　鹿児島・杉木

一353鵡



写真館大3．34p　64枚19×27cm
定価2円50銭　　　　1　　　〈419－20＞

〔大正3年1月12日の桜島爆発の際の写真。

市内の光景，出隅牛島地方の惨状等を収
載。〕

587滋賀県震災実景写真帖　滋賀県　明

　43．343枚　23×31cm　　　〈408－10＞

　〔明治42年8月14日，滋：賀県姉川付近を震

　源とする巨富（姉川）地震の被害状況の写

　真。〕

　　東浅井郡役所庁舎全潰後の状況東浅

　井郡虎姫村大字五心に於ける警察部臨時

　出張所並に東浅井郡役所仮執務所　東浅

　井郡虎姫村大字抽出に於ける、日本赤十字

　社滋賀支部救護班出張所　同救護班患者

　収容所一東浅井郡役所仮執務所内執務の

　状況　東浅井郡虎姫高大字面村に於ける

　日本赤十字社滋賀支部救護班執務の状況

　東浅井郡虎姫村大字三川民家全潰の状況

　同村大字三川頓証寺鐘楼全潰の状況　同

　村大字宮部民家全潰の状況（其1，其2）

　同村大字内匠誓願寺の門戸全潰の状況

　同村大字尊勝寺民家酒造場全潰の状況

　同村大字尊勝寺称名寺全潰の状況　同村

　大字尊勝寺に於ける西本願寺震災慰問部

　救護班　東浅井三田根村立小学校校舎破

　損の状況　同村大字高畑に於ける日本赤

　十字社救護班出張所　東浅井郡小谷村大

　字伊部民家全潰の状況（其1，其2）東浅

　井郡速水村大字速水正法寺全潰後の状況

　同村大字今村民家全潰の状況　同村大字

　今村民家全潰及破損の状況　東浅井郡竹

　生村大字弓削巡査駐在所全潰の状況　東

　浅井郡大郷村大字曾根民家全潰の状況

　東浅井郡虎姫村大字三三天理教会出張所

　全潰の状況　同村大字大寺民家全潰及避

　難の状況　東浅井郡虎姫停車場前西本願

寺震災慰問部　同村大字田村民家全潰の

：状況　同村大字五二に於ける公設避難所

同村大字小桜罹災民習難の状況　阪田郡

長浜町琵琶倉庫全潰の状況　阪田郡北郷

里村大字西上阪民家全潰取片付後の状況

同村大字千草民家全潰の状況　伊香郡古

保利村立小学校玄関墜落の状況　伊香郡

木之本村大字広瀬民家全潰の状況

588　大京城龍山大洪水惨状写真帖（大正14

　年7月）井上勇夫　京城　井上欣治商店

　大14．8　47枚　20×28cm　定価3円

　　　　　　　　　　　　　　〈423－190＞

　〔大正14年7月の漢江氾濫による水害の写

　真〕

589大洪水紀念写真帖　松井秀文編　静

・岡　いなづま広告社　大3．9　12枚　24

　p　15×21cm「定価50銭　　　〈37－346＞

　〔大正3年8月29日，暴風雨により安倍川が

　決壊，静岡市及び近隣の町村の被災した

　時の写真。被害状況，実数，水難義損金

　芳目次を収載。〕

590但馬丹後震災画報　大阪毎日新聞社

　大14．650枚　22×31gm定価2円

　　　　　　　　　　　　　　〈423－185＞

　〔夫正14年5月23日，城崎，豊岡をおそっ

　た地震災害の写真。〕

　　神戸及び京郡の地震計にあらはれた地

　震t一地蔵湯付近より眺めた，る城崎温泉大

　焼跡（2枚続き）盛に燃えつつある町を

　逃れて豊岡小学校校庭に集らた避難者の

m群れ（2枚続き）震災前の城崎温泉場

　本社の飛行機上より見たる豊岡の大火

’（23日午後3時）豊岡駅前から見た火の

　手船に避難した人々及び本社水上機

　城崎青年団の活動　焼跡に回向する篤志
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僧　東京から帰った豊岡女学校生徒　豊

岡中通の焼跡　同町駅前の倒潰　豊岡寺、

町通の焼跡及び整理なり・し同誌　城崎河

畔の屍体　レール上に寝る避難者　豊，

岡・城崎の広場に於る避難者　逢った氷

の山（城崎駅前氷倉庫の焼跡）三階建の

二丈潰れた温泉旅館（城崎）　城崎発汽車

に溢れる避難者の群れ　大阪毎日新聞社，

救護班の活動　豊岡に於る倒潰家屋及び

’消防夫の警戒　豊岡永井町の広場に集め

た屍体　豊岡駅前通二階家の倒潰及び歯

科救療所の貼紙　球崎駅前及び焼跡の屍・

体を捜す同町民城崎地蔵湯へ行く道の

大亀裂．半潰の城崎駅及び豊岡駅　豊岡

駅前通の被害　久美浜小学校前の倒潰家’

屋　豊岡に於る亀裂　豊岡小学校前の避．

二者の群れ津恵山の被害　豊岡寺院の

倒潰　豊岡大光寺　城崎ゆとう屋旅館跡

の骨拾ひ　城崎温泉山より地蔵湯の焼跡

を距てて焼野原を望む　玄武洞の震害
露天郵便局　負傷者運搬（城崎）及が遥難

芸妓のサイダァ売り　姫路工兵第10大隊

及び大阪赤十字　第10師団軍医部の活動

線路上の小屋立往生の列車内た於る避

難者　竹籔中の避難者　城崎御所付遍

川の中に投げ込んだ家具を拾ふ城崎町民

・火葬場の屍体　屍体の納棺　屍体の掘出

し．竹林中に徹夜する避難者及び大阪靱

婦人会の義指金募集　天理教の接待風呂

城崎一の湯復興修理・久美浜及び豊岡の’

急造バラック小屋　豊岡中学校庭の避難

者を見舞う黒田侍従の一行　片岡内務次

官の視察　城崎郡一日市村土工々事用機

関車の顛覆　日蓮宗・天理教の追悼慰霊

祭　神戸橘町青年団　鳥取高等簾林学校

学生の活動　バラックに電燈工事　城崎

プラットフォーみの混雑及び豊岡駅の仮

事務所　久美浜小学校の倒潰及び露天小

学校等（豊岡）豊岡町いろいろな貼紙

豊岡中学校校庭天理教の野天風呂と復興

した城崎一の湯　大阪駅の避難者

591暴風雨紀念写真帖（壬寅歳ン木村作

　次郎「宇都宮　内田浜吉　71枚　16×23

　cm　’　．・　一　．〈96－251＞
　〔明治35年9月28母，・関東・東北にかけて

　の暴風雨で，「栃木県の被害状況の写真を

　収載。ほか災害の実数．台風の進路等の

　記載もある。撮影者：木村作次郎・後藤

　美之。〕

　　宇都宮市二荒神社絵馬堂’宇都宮市土

　荒神社楽殿　宇都宮招魂社　宇都宮市泉

　町正行寺　宇都宮市西原町観取寺　栃木

　県立師範学校の崩壊、宇都宮市北端日光

1街道並木　対内郡平石村大字石井下川岸

　河内郡平石村水車　河内郡瑞穂村桑島稲

　田の水害　河内郡穂積村桑島堤防破壊

　河内郡奉郷村字上郷堤防の破壊（380余間・

の決潰）河内郡本郷村上郷南小学校tt

河内郡三上川町　河内郡雀宮村　下都賀’

郡石橋町上三川街道　下都賀郡小金井村

農家　下都賀郡石橋町南端並木　　下都

賀郡石橋町風災のため火災　下都賀郡壬

生町’下都賀郡壬生町鎮守境内　下都賀

郡少山町警察分署側電柱　下都賀郡小山

町　下都賀郡間々田村立小学校　下都賀、

郡惣社村室の八島境内　栃木町偉車場と

大平山　芳賀郡真岡町大前神社　県立真

岡中学校　芳賀郡真岡小学校　芳賀郡真’

岡葉煙草専売支局　芳賀郡水橋村岡田氏

邸内　芳賀郡清原村氷室石筆山林　芳賀

郡清原村竹下川岸大木漂着（某1，其2）

芳賀郡久下田町芳全幅　塩谷郡矢板町塩

釜神社　塩谷郡矢板町矢板氏の邸内　塩

谷郡氏家町寝臥滝沢氏邸内　塩谷郡氏家

f町大字押上堤防破壊　塩谷郡北高根沢村
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宇津氏所有山林　塩谷郡北高根沢村安住

神社境内　那須郡鳥山町妙光寺　那須郡

佐久山町落橋’上都賀郡鹿沼町役場破壊

上都賀黙黙沼町今宮神社　鹿沼町新築小

学校舎崩壊　上都賀郡鹿沼町黒川府中橋．

落橋出水中彼岸へ通信の現場　下野今市

町地蔵堂　日光町足早銅山出張所役宅

’日光神橋，上都賀郡日光町田荒山神橋の・

八橋糧食運搬に鉄索使用硲隠場、日光町

岩崎原石垣の破壊　日光含満化地蔵　下

野日光大日堂　日光臆見滝　日光滝尾神

社　中宮祠立木観世音跡，H．光中宮祠

「日光中宮祠拝殿　日光製麻会社落橋　日

光町細尾足尾銅山派出所鉄索所の破墨

日光細尾足尾銅山派出所構内　足尾町神

子内小学校の流失’足尾銅山通洞部内三

橋飯場崩壊　足尾銅山小滝電気原動所の

破壊　足尾町向間藤沈澱池Pt土砂流出

足尾銅山鷹の巣炊事場の崩潰　茨城県結

城町高等小学校，茨城県結城町公立小学

校　茨城県下館町高等小学校　同町製糸

所

592濃尾大震災写真帖（明治42年）愛知

　県警察部　幽昭6．10　75枚　19×26cm

　非売品　　．　　　　．，・．〈419－192＞・

　　名古屋天守閣及清須動地月後の図　名’

　古屋城罹災実景の図名古屋城榎木田門

　内外廓地震により崩壊せし状　歩兵第6

　連隊東門石組破壊の図　名古犀広小路筋

　仮小屋避難の図　・名古屋郵便電信局破壊

　り真衆　大曾根坂下家屋崩壊の図・名古

　屋市清水町震害の図　旭廓の図　熱田町

　尾張紡績鞘組馬所破壊の図　同裏面破壊

　の図　名古屋市筒井町建中寺徳川強調所

　破壊の図　庄内川堤防より名古屋市街破

　壊の遠景　庄内川枇杷島落盤の図　西春

　H井郡西枇杷島町鉄道ア．一一チ破壊の図

西春日井郡中島道路亀裂の図　西春日井

都南枇杷島町於第3師団兵団体面索の図

’同町震災実景　西春日井露語ッ杁道路亀

裂の図　西春日井郡清洲本丸の図　西春

日井郡清洲本町被害の図　西春日井郡下

小田弄村堤防破壊家屋の間陥落の図、西

春日井郡役所門前道路破壊の図西春日

井蝿捕枇把島町焼跡の図』西春日井郡川

中村大字成願寺平岩平三郎仮小屋隣接の

藁座（周囲1丁余）は震動の為め凡そ20間

を隔つ正面へ位置転換の図　西春日井郡

下小由井村町屋の切十四番戸神野泰次郎

居宅接隣の竹籔震災の近め破壊凡15心許

前面め小川（川巾凡2間話）を越・S位置を

些したる図　西春日井郡小食井村家屋陥，

没の図　西春日井郡小田井堤防に出て避．

難の図　西春日井郡三階橋堤防破壊の為

め大樹顛倒の図　西春日井郡羽田井村堤

防突出の図’同大破壊の図　西春日井乱

婚井村庄内川堤防大崩の図　第3師団工

兵面面三橋架橋の図　西春日井郡二松・

下小田井両学校共同仮校舎授業の図　西

春日井郡清洲小学校震災後授業の図　好、

生面医員西春日井郡枇杷島町に出張負傷，

者治療の図　愛知郡熱田町神戸家屋崩壊
　　　ノ　の図　愛知県愛知郡熱田セメント製造所

地震により破壊せし状　東春，日井郡味鏡

村堤防16間膜押出の図　日本赤十字社病

　院甚自寺出張治療所の図　同病室の図・

　海東郡津島町民天王川堤に避難の図　丹

　羽郡小折村赤十字面出虚仮病院の全景

　赤十字社出張仮病院丹羽郡小折村に於て

震災重傷患者治療の現況鉄道線路湾曲

’図　丹羽郡多加木村筋違橋突出の図　中

　島陰ゼ宮町震災の図　中島郡国幣真清田

　神社山門前人良避難の図　真清甲神社勅

　使殿及拝殿床下地割に噴水傾向の図　中

　島郡一宮町憲兵屯所傾向の図　帝国大学
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医学部治療雨皮1図帝国大学医学部第2

支部中島郡起村仮病陛に於て負傷者治療

の現況「慈恵病院中島郡下祖父江村一宮

区裁判所出張所跡に於て負傷者施療の現

況　葉栗郡黒田村窮民焚出場あ図　葉栗

郡北方村震災及道路破壊の図　木曾川鉄

橋愚心地震の為に挫折せし状　木曾川堤

・防大破壊の図　岐阜県笠松全焼図　木曾

川東岸より笠松全焼を遠望の図　岐阜市『

震災により崩潰及び焼失せし状　木曾川

鉄橋北方愚台地震の為め挫折し其接近の

地面低落せし状　木曾川北岸字道西鉄道

三三め為に船台を殿ち鉄橋移動せし状

長良川鉄橋地震のために三脚を砕き河上

に墜落せし状（其1，其2）長良川堤防地

震のため大亀裂を生し及び崩壊せし状

岐阜県長良川の堤防地震の潜め崩壊せし

状’ �血ｧ五六川（長良川と揖斐川の間

に在る’もの）鉄橋地震の為に愚息より外

れ落ちし状　岐阜県本巣郡北方町人家震

害に遭て崩潰せし状　岐阜県山県郡高富

村人家震災の為全村崩壊せし状

　　関東大震災
この項目では，昭和に刊行されたも

のも含めた。’

593関東震災画報　第1・2輯、大阪毎日新’

　聞袖編東京日日新聞社大12・9～10
　2冊　22　X　30cm　定価各1円、　〈415－13＞

　〔英文書名：Earthguake　pjctorical　edi－

tionl震災地の惨状の写真〕

　　第1輯
　　宮城二重橋前の亀裂　宮城前の避難民

　火焔に包まれたる警視庁　日比谷交叉点

　警視庁官舎の猛火　焼け出された警視庁

仮事務所　黒煙に包まれた内幸町　警視’

1庁から避難した予審被告人　日比谷附近

　の倒壊家屋　丸の内洋館街の避難者’猛

’火に包まれた丸の内　火を避ける入で充

　ちた浅草　宮城前に避難した東京日日新

　聞編集局　上野公園を指し七雲集する避

難者焼け残った浅草観音仲見世　救護

班の活動　乖行機から見た東京の惨状

『神田方面からニゴライ教会堂を望む　焼

け墜ちた万世橋停車場　猛火に追われて

上野へと逃げる人々　上野停車場前の避

難民　東京市電車の残骸・・浅草附近の惨

ノ状．合掌瞑目して祈念する避難者　日比

谷附近の惨状・日本橋附近の焼跡　残骸

　を残せる米国大使館　倒潰しfS日比谷公

　園奏楽堂　和田倉門前の亀裂　帝国劇場，

丸の．内藤近め焼跡・内外ビルディング

焼死者を取巻く．人々　日本橋区室町附近

電車の残骸　吾妻橋附近　荷物自動車で・

’活動する警官　宮城前の避難者・芝増上

寺山門　山内の避難者の掲示　列車の屋

根に乗って東京を去る罹災民　川口町に

集った畑瀬民　1燃えつつある横浜市、横

浜市平沼にあるスタンダー一一　・Fの貯油槽爆

発　焦土化した横浜市倒壊を免れた横

浜開港50年記念館の塔　横浜全市で残っ

た2っの建物（海外渡航者身体検査所，中

央職業紹介所）横浜港突堤入口の燈台．

横浜税関前旧桟橋・小田原市街あ全滅

小田原の惨状　負傷者運搬　小田原の震

害地へ急行の工兵隊　小田原十字町の惨

状　箱根の惨害（箱根ホテル，六地蔵，き

　くや，富士見ホテル）富士紡績小山工場

’の惨状竹林lt逃げ込んで夜を明かす

人々　鉄管に難を避けた富士紡績の女工

沼津警察署前の人々　御殿場駅附近のレ

ールで夜を明かす避難民　御殿場附近国．

、道の大亀裂tt浜松駅で夜を明かす人々

立往生の汽車に避難　大阪築港を埋めた
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罹災者の群6日午前横浜から始めて大
阪築港に着いたうんどん丸と避難者．大

阪築港埠頭の大観　救援二食品を積み込ん

だ加茂丸の甲板　大阪毎日新聞社の義指

金慰問袋受付とその荷造発送’大阪駅構

内の雑踏・大阪市のパン工場の大繁忙

　第2輯
　帝都の焼跡御巡編め摂政宮殿下　山本

・内閣の叙任と辞令　参謀本部内の関東戒

厳司令部　東京日日新聞社露台より見た．

銀座方面の焼跡・鉄骨を残して焼失した

永代橋　国技館跡の麻布第3連隊第2大隊

』本部深川区万年町附近　洲崎附近　本

所区押上町附近　一部の焼失で災危を免

がれた日本銀行三越呉服店の焼跡　食

糧配給車を取り囲む罹災者　焼失した帝

国大学図書館　求援電報の受付を開始し

た東京丸の内郵便局の混雑　飲料水の配

給を待つ罹災者　やや整理された神田虚

血由町．帝国学士院長穂積博士罹災者の

子供に訓話を為す　罹災者の子供を集め

’た野天の学校　路上に商品を列べた鍋釜

屋　塵埃よけのマスク売り　仮小屋の西

洋料理店　銀座尾張町の西瓜店　浅草観

音堂の床下住ひの罹災者，同境内の食糧

配給　バラックの建造を急ぐ日比谷公園

と芝公園　日比谷公園内の避難小屋　工

浜隊に依て修理中の厩橋と旧神田橋跡

亀戸駅の機関車の残骸　倒壊の亀戸天神

境内の石燈籠　芝浦で便船を待つ避難者

大宮駅に殺到し’た避難者　野毛山より見

だる横浜市の惨状（2枚続き）’飛行機か

ら見た横浜市の一部と同埠頭　焦土と化．

・した横浜山下町の避難者　焼け出ろた横

浜駅の大混雑　バラック内で報告聴取の

野間口横須賀鎮守府司令長官　倒壊した

横須賀鎮守府司令部　横須賀鎮守府軍需ノ

部裏の山崩れ　潰滅した横須賀市街　満

目荒涼たる横須賀市の惨状　山崩れの為

「め埋没した横須賀市街の一部　焼失した

横須賀市街　無残に破壊された浦賀ドッ
　　　　　　ノク，鎌倉御用邸の倒潰　山門のみを残し・

、て倒壊した円覚寺　倒壊しな建長寺　地

震の為め落ち込んだ鎌倉の大仏　木磯附

近に於ける列車の顛覆・橋脚のみを残し

た馬入川の渡船場　海道に襲われた伊東

町．応当で市街の中；央に押上げられた漁

船特務艦室戸の救1血品積込み

594関東大震災画報東京日日新聞社
　大12．10，、16p　37cm　　　　〈415－10＞

　　帝室林野局の焼跡　九段上品川弥二郎

　の銅像　和田幽門　上野の大仏、伯比谷’

　附近に火の手上る’歩哨1と守られる大蔵

　省の金庫一食料の配給　隅田河口の猛火

鎌倉八幡宮　横浜桟橋　乗合馬車　馬入

　川の鉄橋，焼野原の横浜焼野に馬を進

　め給ふ摂政宮殿下・浅草仲見世　地震の

　ため折れたビル横須賀　帝劇前のお堀
　の水浴　西郷像にはられた消息上野を

　さして逃げ惑ふ避難民　焼けつつある帝

　劇と警視庁　神田須田町附近　郵船ビル

　の一角　藍の湖に倒壊した富士見ホテル

　小田原　御殿場附近の大地われ　銀座街

　川崎の富士紡’丸の内の内外ビルディン

　グ，館山を視察する山県侍従．．本所被服

　廠跡の骨の山　葉山御用邸の被害　重傷
　　　　　　　　　　　　へ’者を安全地帯へ大宮停車場の混雑、平

　塚　日本橋附近洲崎　浅草橋からみた
　国技館　瓦斯管を利用して（神田橋〉．三

　越　物干台にされた楠公鶴見総持寺
　芝浦の救済品　牛めし屋に身を落した帝

　劇　避難民　日比谷のバラック生活　江

　東橋附近　没落した吾妻橋の電車軌道

　東京日日新聞社　鈴なり電車　帝都復興・

　審議会初顔合せ
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595　関東大雄災画報（写真時報10月号）

　写真時報社　大12．10、34p　38cm

　　　　　　　　　　　　　　〈415－30＞
　〔震災の速報で，斉府県の被害，警備，陸

　軍の兵ヵ等の情報を収載。tt紙質が悪い。〕

596関東大震災記念（前借対照）大成社

　大13．352p　36cm　定価5～8円

　　　　　　　　　　　　　　・〈415－25＞

　　東京市及び構浜市の震災前後i7）地図

　いとも畏き御慰：問

震災前後　二重橋前　東京会館一1警視庁

　日比谷音楽堂　新橋駅　逓信省’銀座方

面　歌舞伎座、築地本願寺　京橋方面

　白木屋呉服店’日本橋方面　三越呉服店

　日本銀行　万世橋駅　松坂屋呉服店　上・

野駅　浅草仲店　浅草観音　十二階　吉

原遊廓　吾妻橋　国技館ttt靖国神社　鎌

倉入幡宮　宮城前　上野公嵐，思い出深、

き本所ρ被服廠　東京市内惨憺たる光景

の一部　惨憺たる東京の焼恥（其1，其2）

震災後東京市復興の第一歩・震災前後の

横浜桟橋と花園橋　震災前後の横浜市

（其1，其2）震災前後の長谷大仏と藤沢

の遊行寺　湘南地方震害惨憺たる光景

597・関東大震六三記念写真帖　家司紅陽

撮1影東；京図案印刷株式会社　大12．12

　184p’23×31cm　定価10内　　〈415－23＞

　三三　列車転覆　鎌倉八幡宮唐門の倒

壊　災後の横浜居留地　浅享興行街と折、

れたる十二階　京橋の高所より見たる京

橋，白本橋，深川方面の惨状

帝都翁島の盛観　宮城二重橋　東京駅

東京駅前　帝国劇場と音画庁　八重洲町

通p　銀摩通り　日本橋　日比谷公園

靖国神社　増上寺山門．泉岳寺義士の墓，

　　上野公園の桜　上野広小路　上野不忍池

　．浅草仲見世浅草公園　浅草観音堂　三

　　大呉服店　吉原遊廓

　　東京及び其附近　東京横浜両市焼失地域

　　図　丸の内の火災と火中の警視庁1燃へ
　　つつある領国劇場と内部の焼跡　火に追

f　はる、る群衆　その夕の雲　内務省の焼跡

　　文部省の焼跡　鉄道省と其附近　大蔵省

　　と其附近　農商務省の残骸　逓信省と汐

　留駅附近　印刷局　帝室林野管理局　皇

　城周囲の禄害　日比谷公園有楽門外　新

　橋駅と万世橋駅　東京帝国大学　日本橋

　附近と魚河岸　日本橋通り匿と丸善の惨状

　京橋より銀座方面を望む　京橋より東京

　駅方面を望む　廃嘘の如き銀座街銀座

　、より見たる丸の内方面　大破せる2大建．

　築　崩壊せる内外ビルディング焼失せ

　る3大呉服店　築地と木挽町附近　新川

　より見たる越中島方面　茅場町より三越’

　方面を望む　茅場町より兜町方面を望む

　新三座附近　大堺皆空し　赤坂田町の倒・

　壊家屋　市ケ谷見附の丸面亀裂　愛宕下

　と泉岳寺　靖国神社と神田遠望　九段下

　と三番町附近　ニゴライ堂の残骸と駿河

　台神田小川町通り　神田神戸町附近

　焼落ちたる神田橋　　神田明神焼跡より

　下谷・浅草・本所方面を望む　神田明神

　の焼跡　神田須田町附近、万世橋より見

　・たる外神田方面　上野広小路　湯島台よ

’り上野を望む　上野附近と浅草を望む

　浅草仲見世と観音境内　花川戸より浅草’

　観音遠望　浅草本願寺と其鐘楼　浅草蔵

　前　浅草橋附近　吾妻橋の残骸　両国橋

　と橋畔より見たる浅草方面　焼失大破せ

　る永代橋　人形町通り水天宮　本所相生

　町と国技館　深川八幡宮と不動堂　息出

　三相生平の焼跡・洲崎遊廓　府下砂町の

　倒壊三三　吉原遊廓　千住瓦斯タンク附’
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「近　大森の倒壊家屋　全潰大破せる鶴見

総持寺　六郷附近　川崎大師の鐘楼　川

崎附近　穴守稲荷橋

越後縮見　二重橋前の罹災民，軍隊の炊

出し　尋ね人の貼札’郷里へ急ぐ人々

救援の物資東京に到る　海陸より盛に到、．

れる食糧　自余雑観　3万2千の死者を生

，’ ｶた本所被服廠跡　火薬爆破。災後a）．生

活（其1～其4）

横浜及横須賀〆野モ山より見たる横浜市

街　火災前の正傘銀行附近　横浜駅　桜

木町駅　神奈川県庁　正金銀行と其附近

横浜取引所横浜会館　横浜海岸通りと

其附近　横浜税関附近　本町及びその附

近　伊勢町木町附近　横浜公園附近　豊

国橋より吉田橋を望む「 n車道通り．弁

天橋畔より見たる焼原、雲井町附近　地

蔵塚より亀の橋方面を望む　真金町附近

横須賀市の惨状　米ケ浜より見たるバラ

　ック

函嶺附近　小山富士紡績会社の惨状　酒

匂川附近　酒匂橋　酒匂川桟橋　小田原

十字街　小田原駅前、小田原車庫附近

小田原紡績会社の惨状　倒壊せる小田原

　の2銀行　小田原御用邸　閑院宮御用邸

小田原城外（其1，其2）小田原城内　倒

壊せる鴨宮駅箱根湯本駅附近の震害
箱根山中地盛りと崩壊　崩壊せる宮の下

富士屋ホテル三三と小涌谷箱根町

箱根枯木坂　藍の湖附近『石橋鉄橋　L

　国府津以東　東梅道線大磯東方の列車顛

　覆．国府津附近　国府津駅附近　墜落せ

　る馬入川鉄橋と仮橋架設工事　馬入川の

　渡船連絡　藤沢遊行寺の倒壊　藤沢大鋸

　橋附近　鎌倉御用邸　鶴ケ岡八幡宮　鎌：

　倉六地蔵と大仏　鎌倉小町附近と小学校

　全：潰せる宝戒寺　由比ケ浜ρ惨状、

　房州方面那古町の惨状　那古町の全壊

家屋　船形町の焼跡　北条町の惨状　北

条八幡神社　北条駅の列車顛覆、北条町

の食糧配給　館山町の倒壊家屋　野嶋岬

灯台の崩潰

59ポ関東大震災記念写真帖（犬正12年9月1

　日）坪井道r　日東新聞社　大13．3．

　21枚　20×27cm　1円30銭　　〈415－24＞

　　震火災当日の区長室と川部区長　洲崎・

　署長・平由光雄　西平野署長・小山三郎・

　深川八幡宮の焼趾　玉川不動尊二二の景

　深川公園罹災民バラックの二本　深川区，

　黒江町通の災害跡　黒舟橋の惨状渋沢

　倉庫の震火災の跡　陸軍糧秣廠焼跡　深

　川清佳遊園前出災民バラック街，同所の

　浸水惨状　清佳遊園内のバラック部落

　深川区役所ク）焼趾と浸水惨状　深川名物

　幽伊勢平料亭の焼趾、木場の遠望　洲崎遊’

　廓の焼面白平井町方面の災害と噌水
　東扇橋町民の防水築堤工事の景　震火災’，

　後浸水に悩まされる猿江裏方面　富川町

　電車通り　焼残った深川区東六間堀天祖

　神社　深川区主催浄心寺焼趾の大追悼会

599大正12年9月大回震災写真集　関東戒

　厳司令部面　楷三社　大13．3　73枚　地

　図4枚　27×37cm　非売品　　〈415－26＞

　、〔主として軍の活動を撮影したもの〕

　　関東戒厳司令部・福田雅太郎　東京警・

．備司令官・山梨半造　芝浦配給部長・木原

　清　関東戒厳参謀長・阿部信行「・関東戒

　厳司令部宣伝部・渡辺錠太郎　関係師団

　摂政殿下銀座三三巡視　IS下御視察・上

　野公園　殿下九段三橋の御通過・殿下上

　野竹の台に御到着　殿下両国停車場に於

　て警視総監より情況を聴召さる　秩父宮

　殿下第1師団司令部Fに於て情況を聴召さ

　る　摂政殿下海辺橋附近に於て第2師団’
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　より情況を聴召さる　秩父宮殿下第1師

　団司令部に於て情況を聴召さる　閑院宮

　殿下浅草在郷軍人分会員を巡閲せらる

伺廉下芝浦補給所前た於て在郷軍人を巡

　閲せらる　久遍宮邦久王殿下罹災民を慰

　証せらる層福田戒厳司令官　関東戒厳司．

令部　中来気象台　戒厳司令部内無綜電

信柱　同無線受信所　戒厳司令部会報

　同構内鳩車　陸軍省裏門電信所近衛師

　団司令部の会報　第1師団司令部　近衛

歩兵第1旅団．司令部　中野無線電信所

空中より見たる糧秣廠i芝浦に於ける在

郷軍人の活動　芝浦に於ける糧秣の陸揚

空中より見たる芝浦糧秣配給所（其1，其

2）・論点の糧食陸揚　同所に於ける糧秣

帯載　空中より見fgる築地附近　農商務

省．震災前の永代橋附近　完成後の采女

橋　両国橋　両国橋附近　月嶋附近　焼

けたる永代橋　両国橋より旧被服廠跡を

望む　両国配給所宰部　三橋の工兵部署

修作業被服窯跡に於ける白骨の山　亀

沢町附近に於ける密漁隊の電線修理　高

等工業学校爆破の後の状況　江東橋の架

設　江東橋あ露橋　亀井戸配給所　深川

区雲雀橋の架橋作業　亀井戸停車場司令

部　吾妻橋階近　焼けたる吾妻橋　空中

より見たる浅草公園附近　浅草寺境内に

・於ける罹災民の糧秣分配　浅草広小路よ

り浅草寺を望む　十二階の崩壊　十二階

の爆破前に於ける工兵の作業　十二階の

爆破の瞬間（工兵第7大隊）’上野駅の焼

跡空中より見たる上野公園附近空中
より見たる不忍池　空中より見たる小石．

・川附近　御茶の水附近の崖崩れ　東京造

兵廠の焼跡，御茶の水の崩壊と復旧め為

工兵の活動　ニコライ堂　牛ケ淵公園あ

避難者、政始館に於ける在郷軍監の活動

・近衛歩兵第1回忌本部　空中より見たる

神田駅附近　応急修理完成後の群群橋

万世橋駅神田橋　竹橋附近の崖崩壊〆

大蔵省麹町附近に於ける電信第1連隊

の電線補修　内務省　亀沢町附近に於け

る電線修理本石町附近に於ける工兵第

9大隊の活動　憲兵司令部内半永久電線

の建築　文部省　日本橋丸善の焼跡　空

中より見たる本石町附近　空中より見た

る日本橋及び三越呉服店　三越呉服店附

近空中ホり見たる日本橋附近一石橋

・附近　白木屋呉服店の焼跡　和田倉野

宮球前に於ける避難者に対する炊出　彙

京駅裏面　東京駅正面　内外ビルディン

・グの焼跡　空中より見たる京橋附近　警

視庁　東京府庁　帝国劇場　日比谷公園

バラック　空中よる見たる銀座通り　銀

座通　逓信省　京橋附近　新橋駅圃空中

よP見たる日枝神社附近　東京女学館

芝公園に於ける第14師団救護班の出動準

備　空中より見たる平河町附近　空中よ

り見たる塔上寺附近　嚢行隊の活動（其

1，其2）高輪御所に於ける在郷軍人の活

動（其1，其2）主兵隊の電線架設　電車

の残骸　高輪御所に於ける在郷軍人の活

動　工兵第1大隊り六郷川橋梁の修理　、

震災後の各国の大使館（計8館）震災ac

－o）各国公使館（計8館）横浜東南部　横

浜駅側面　横浜駅附近；空中より見たる

横浜駅附近　神奈川県子安跨線　空中よ

「り見たる神奈川駅附近　神奈川県庁　横

浜桜木町駅　横浜正金銀行　横浜市役所

空中より見たる横浜港桟橋及税関　横浜

市公園より市O．中央を望む　横浜記念館，

新辻橋の架橋（其1・．其3）横浜地方裁判、

所横浜千秋橋甲州亀の橋横浜戸部’
A

町橋梁の補修　海辺架橋　相生町附近に

於ける工兵第13大隊の道路作業　税関桟，

橋　横浜東埠頭の焼跡　横浜税関　横浜
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埠頭り焼跡　横浜陸軍補給部に於ける糧

秣の陸揚　横浜谷戸橋、横浜武蔵橋　横

浜桟橋　税関埠頭（其1，其2）　グランド

ホテル焼跡　横浜市内半永久電柱装備工

；事横浜配給所本町附近の焼跡相生
町附近に於ける窯跡応急修理作業　横浜

築地橋　完成後の北辻橋　閑院宮殿下深

川岩崎邸に寝て羅災者を御巡視せらる

横浜全景（其1～其3）横浜雪見橋横浜

桜橋　横浜紅葉橋　深川区画浜町平野橋

の架橋作業・横浜山下町通りの亀裂　横

浜日の出直深川．区千島橋の架橋作業

完成後の新辻橋　震災後の横浜各国総領

事館（3館）小田原駅前震災　小田原駅

構内　根府川附近下り列車の惨状　同上

り列車の惨状　馬入川鉄橋附近　馬入川

蝉卿破即潮脚道編入川鉄
橋破損せるf哉兄　空中より見たる平塚町

西端附近　馬入川右岸より見たる工兵隊

の架橋作業』 �?謔闌ｩたる馬入川鉄橋

東端　馬入川徒歩連絡のための仮橋　馬

入川の仮橋　酒匂川釣橋　工兵第18大隊

の架設せる酒匂橋　酒匂川の架橋　酒匂・

川橋梁　工兵第18大隊の架設せる酒匂橋

酒匂橋々上の待避部．酒匂橋　側面より

見たる酒匂橋の一部　厚木相模橋架橋

厚木相模橋の補修作業　鎌倉八幡宮拝殿、

長良大仏擁内観音像　円覚寺　藤派遊行

寺建長寺　由井ケ浜地震と海囎どに侵

　されたる惨状　箱根宮の下附近熱海附

近　横須賀重砲兵隊と震災後の情況横

須賀海軍病院箱根附近の電車　御殿場

　附近の地割　箱根宮ノ下附近伊豆網代「

　附近　横須賀重砲兵隊震災後の情況　富

　士紡績小山工場の惨状

609大正12年震災写真帖『逓信大臣官房

文書課　昭3．385枚　22×31cm

　　　　　　　　　　　　　　〈415－44＞

〔逓信関係の災害をまとめたもの・巻末に

図10枚を付す。〕　．、

　逓信公報号外　震災後に発行せる暫定

郵便切手　一新郵便葉書　震災前の本省

庁舎　震災後の本省仮庁舎　本省庁舎の
罹災面当（其1，其2）貯金局庁舎の罹災

状況（其1，其2）．東京逓信局工務課庁舎

の罹災状況　東京中央電信局舎の罹災状

況（其1，其2）東京中央奄信局気送管原

動力室の罹災状況東京中央電話局舎の

罹災状況　神田郵便局の罹災状況　日本

橋郵便局舎の罹災状況’ 梛ｴ郵便局舎の

罹災状況　東京中央電話局神田分局舎の

罹災状況　同浪花分局舎の罹災状況』同

．浜町分局舎あ罹災状況　同京橋分局の罹

災状況　同心舟局舎の罹災状況青山分

局舎り罹災状況　南西斧局舎の罹果状況

同番町分局g）罹災状況．，同下谷分局舎の「

罹災状況　同浅草分局舎の罹災状況　同，

本所分局舎の罹災状況　同論品分局舎の

罹災状況層大森郵便局電話分室の罹災状・

況　航路標識管理所庁舎の罹災状況　東

，京逓信局工務課横浜吉浜橋倉庫の罹災状

況　東京逓信局海事部横浜出張所の罹災

状況　横浜郵便局舎の罹災状況横浜中

央電話局舎の罹災状況　横浜中央詠出局

長者町分舎の罹災状況　横浜橋附近の惨

t・ �ﾏ音埼塔燈台の罹災状況剣劇雄台
’の罹災状況　城ケ島燈台の罹災状況　洲

ノ埼燈育の罹災状況　野島埼燈台の罹災

状況　勝浦燈台の罹災状況　逓信官吏練

習所仮庁舎　貯金局仮庁舎笛易保険局

仮庁舎　電気試験所本庁舎　東京逓信局

工務課仮泊舎　東京逓信局海事部仮庁舎

東京鉄道郵便局仮局舎1東京中央電信局

及大手電話分局仮局舎　東京中央電信局

及東京中央電話局本局舎　東京中央電話
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　局加入四二局舎及電話局紙課仮庁舎　麹

　町郵便局仮局舎　九段郵便局仮局舎　逓

信省構内郵便局仮局舎　神田郵便局臨時

局舎神田郵便局仮局舎　白本橋郵便局

仮局舎　両国郵便局仮局舎京橋郵便局

仮局舎　新橋郵便局仮局舎　芝郵便局仮

局舎　赤坂郵便局仮局舎　葵町郵便局仮

局舎　下谷郵使丁仮局舎浅草郵便局仮．噛

局舎　本所郵便局仮局舎　深川郵便局仮

局舎　東京中央電話局浪花；茅場町両分

局本局舎、同銀座分局奉局舎’同九段分

局本局舎　同下谷分局本局舎　同芝法雨

・本局舎　同京橋分局本局舎　同本所益局．’

本局舎　同神田分局本局舎　同小石川分

局奉局舎　同浅草分局本局舎　同墨面分幽

局本局舎　同牛込分局本局舎　燈台局面

庁舎　東京逓信二二事部面浜出張所仮面

舎横浜郵便局仮局舎横須賀郵便局仮
局舎横浜中央電話局本局舎　神奈川郵

便局仮局舎　横浜長者町郵便局淫虐舎

横浜桜木郵便局仮局舎横浜駅前郵便局

仮局舎　鎌倉郵便局仮局舎・小田原郵便

局仮局舎　横浜中央電話局長者町分局本

局舎　震災直後の郵便物塩付状況（東京

中央郵便局前）東京中央電信局仮局舎

’内に於ける局員の執務状況（其1，其2）

東京中央郵便局に於ける郵便貯金非常確

認払受付状況　神田郵便局に於ける申告

受付状況　日本橋郵便局に於ける申告受

，付状況（三共ビルディング内）　下谷郵便

局た於ける申告受付状況（不忍池畔旧博

覧会場内）浅草郵便局に於ける申告受

付巷況（浅草公園仏教会館内）本所郵便．

局に於ける申告受付状況（日本山面株式

含社内）　深川郵便局に於ける申告受付

状況（山口銀行深川支店内）振替貯金加　・

入者申告受付状況（渋谷公会堂内）渋谷

駅前に於ける申告に関する立看板　東京

　市設バラックを訪れっつある郵便配達夫

　貯金局に於ける慰問品分配状況（麻布区、

　富士見町統計局構内）工兵隊の復旧作

業（鉄道省線御茶の水水道橋間崩壊個所）

鉄道省有楽町変電所あ罹災状況　同矢口

発電所の罹災状況’同川崎変電所の罹災・

状況　腰部にて屈擁せる鉄柱（鉄道省組

東神奈川駅構内）　高架線上に於ける軌

道の沸下（鉄道省線構浜及桜木町駅間）

’電車仮軌道の罹災状況（東京市電気局永

代橋仮架橋）　吾妻橋電車専用橋の再築

　（東京市電気配）東京市電気局品川発電’

所の罹災状況　同常盤平発電所の罹災状

況　同浜松町変電所の罹災状況　同有楽

町変電所の罹災状況　同春日町変電所の

罹災状況　同芝変電所の罹災状況軌道

湾曲せる為脱線せる電車（横浜市電気局

箕輪町附近）東京電燈株式会社東神奈．

川発電所の罹災状況　同桂川忍野水槽の

罹災状況（其1，其2）　同繋留発電所及変

電所の罹災状況　富士瓦斯紡績株式会社

．峰発電所の罹災状況　同山北水力水槽溢

永路の罹災状況、同須川水力水槽鉄管口

の罹災状況　同内山水力制水門裏及沈砂

地の罹象状況　同内山水力第2号開渠側

壁の罹災状況　群馬電力株式会社川崎：発

電所の畢災状況　小甲原電気鉄道㈱箱根．

登山鉄道地獄沢橋梁及線路の罹災状況

横浜港第3号及第4号岸壁の罹災状況　横

浜港第9号，第10号及第11号岸壁の罹災状

況　横浜港桟橋の罹災状況　震災直後に

急造せる横浜港船桟橋　横漂船渠株式会

社第3号乾船渠の罹災状況　同小蒸汽船

湘生丸の罹災状況　横浜港桟橋に横着せ’

る救護船（其1，其2）・横浜海岸に横着せ

る小型汽船　大阪商船株式会社汽船あら

すか丸の大阪港入港　同汽船ばりい丸の

神戸港入港　日本海員組合家族救護団三
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人部の活動

601大正震災志写真帖　内務省社会局
　大15．2　166枚　23×30cm　．　〈415－40＞

　〔主として災害状況の写真が多い〕

　　大地震ふ　11時58分を指示せる中央気

　象台の地震で止った大時計　東京帝国大

　学理学部地震教室に於ける其日の大地震

　開悟　震災直後に於ける新聞号外の種々

　相（9月2日宋京H日新聞号外・，　9月2日仙含

　日日新聞，9月3日仙台日日新聞，9月4日

　仙台日日新聞ヅ9月4日樺太夕刊新聞号外，

9月5日樺太夕刊新聞）謄写印刷の官報

　号外（其17其3）余震頻々たる中に開か

　れたる初閣議』震災直後の告示ビラ（謄

写印刷の告示，活版印刷の告示）震災直

後臨時震災救護事務局情報部発行の印刷
　公報（震災彙報東京版第↓号，震災彙報神

　奈川版第1号）　内務大臣官邸に於ける臨

　時震災救護事務局　臨時震災救護事務局

バラック第1舎内就務状況　同報2舎内就

　務状況

　地震直後　中に数IO入居ます救けて下さ・

　い（日本橋白木屋附近の惨事）　倒潰せる

丸の内内外ビルディング　，

　劫火起る　麹町区有楽町東京電燈株式会

　社附近出火の刹那層猛火に包まれたる東

　京電燈株式会社附近　火勢忽ち猛烈を極

　むる有楽町附近　猛火に包まれたる帝国

　劇場　猛火小伝馬町を一舐にせんとする

　光景　猛火に包まれたる警視庁　神田方

　面震火の延焼　東京帝国大学医学部教室

　発火の刹那東京帝国大学図書館に飛火

　し》ご70万冊の在庫典籍一朝にして三三と

　なる　飛行機上より撮影せる帝都の劫火

　棋1・越前堀より石川島月島方面を望む，

　其2・隈田川両岸）猛火の襲ふととろ何

　物をも焼き尽す（神田区内石蔵の三三）

東京府大久保希望舎附近より見たる震災、

当夜の入道雲　山手方面より見たる震災

当日め入道雲（其1，其2）劫火に見舞は

れたる横浜市（飛行機上より撮影せる県

庁附近）横須賀軍港重油の大火流　飛

行機上より見たる震火中の横浜市

避難　潮の如ぐ押寄せた二重橋前の避難i

者．上野停車場前に於ける避難者の雑踏

（其1，其2）電車線路に避難せる人々，

街路に運び出された避難i者の荷物　街上

に火の手の方向を気づかふ人々（神田今

川橋附近）浅草寺の避難民　増上寺の

避難民　延焼状況をきっかひながら寸時

安を楡む避難者の群（馬場先門附近）　火

に追はれ行く羅災者達の振り返り見る空

は愈帯し（本郷切通にて）　炎々たる猿火

の楽市を望みな炉ら不安のうちに夜を徹

する上野公園西郷銅像前の避難脚達　荷

馬車で輸送ざれる避難者　京浜問の鉄路

を辿る野咲i者，箱根街道を砲車にて避難

者輸送の光景　日暮里駅より避難する

人々　鉄路の上に明日め発車を待つ避難・

者の群　芝浦に於ける避難者乗船の実況

品川駅より無蓋車にて避難する人々　列

車にしがみつく避難者の群発車を待ち

あぐむ江尻駅プラットホームの避難子達

清水港波止場に於ける避難者上陸の光景

震災の跡（其1）東京市　東京帝国大学の・

破壊教室　破壊せる海上ビルディングと、

丸の内のビjvデイング　大地震に襲はれ

’たる煉瓦建築の惨状（王子印刷局抄紙部）

悲惨極りなき鉄筋コンクリート建築め潰

滅（小石川博文館印刷工場）全潰なぎ倒

れの木造建築（砂村方面倒壊家屋）．九段

1坂上異端崖の墜落　赤坂方面の倒潰家屋
古ケ谷附近：の大亀裂　宮城訂凱旋道路の・

地割　六郷川附近の地iヒり．牛込区東五

軒町停留場附近の地しり　上野東照宮石
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燈籠の二二　永代橋の被害惨状

震災の跡（其2）神奈川県　飛行機上より

見たる神奈川県茅ケ崎町西端附近の大亀

’裂と陥没せる小川　飛行機上より見たる

馬入川沿岸の大亀裂ζ橋梁と墜落　横浜　・

市内電車軌道の大破’横浜市足鼻町の地

、割れ横浜市本牧燧道の惨状　横須賀方

面の倒壊家屋　倒れたる1号国道の松並

木墜落せる県道戸＝塚大船線高島二丁’

倉八幡宮舞殿の倒潰　二宮楼門の倒潰’

国宝一の鳥居（鶴ケ岡八幡宮華表），廟壊

せる鎌倉建長寺本堂　鎌倉円覚寺の惨害

鎌倉円覚寺山門の倒潰　長谷大仏の揺り

出し（表面，裏面）崩落せる県道厚木戸

塚線燧道口　鎌倉小袋坂県道：の崩壊　三

崎町入舟の一部　三崎町西海の一部　三

崎二日の出の一部　破壊せられたる柏尾

川堤防護岸　墜落する1号国道大鋸橋

顛倒せる遊行寺中直門　顛覆せる遊行寺』

本堂　飛行機上より見たる馬入川（其1，

其2）破壊せられたる馬入川橋脚　馬入

川改修工事の被害　馬入川附近の停滞せ

る流木　馬入川改修工事被害　淳木町地

内相模川堤防の破壊　平塚町地内1号国

道高麗僑の被害　平塚町相模肺績会社の

倒潰’同倒潰せる煙突　金目川堤防の亀

裂陥落　金目川河床の隆起　県道平塚二

二線大槻橋の被害　秦野水道貯水池の崩

壊　大山町の惨状（其1，其2）松田停車

場構内の被害　松田町停車場附近の被害

1号国道松並木の被害　鉄道熱海線国府

津駅附近橋梁の被害国府津沿・岸の被害

鉄道東海道線谷峨燧道の閉塞に伴れて東

口に搬出されたる土砂鉄道東海道線下

曾我停車場の惨状　酒勾川堤防の陥落

酒勾川鉄橋の墜落　1号国道酒勾橋の被’

害　顛倒せる小田原幸町の鐘楼　1号国．

道山三橋の被害　小田原駅前の惨状　小

田原駅構内の被害（其1～其3）　小田原駅

構内ホームの惨状　小田原御用邸の被害

小田原御用邸の御三　小田原御用邸の御

濠端　小田原町山角町通りの惨状　小田

原警察署附近の惨状、小田原町十字町の

惨状　箱根登山電車燧道の被害線路の

被害　同橋梁の被害　箱根堂ケ島の惨状

箱根底倉の惨状　塔の沢玉の湯附近の惨

状　箱根町箱根ホテルの惨状　元箱根富

士見ホテルの倒壊箱根山中の山崩れ

塔の沢地内1号国道の閉塞　宮城野地内

特2号国道の決潰　湯本村地内1号国道の

決潰　大窪村地内1号国道の決潰　小田

原より早川に至る鉄路の歪み　早川橋の

被害，早川鉄橋の被害　早川駅の倒壊

石橋鉄橋の被害　鉄道熱海線石橋鉄橋橋

脚の破壊埋没したる根府川　根府川附

近の惨状（其1，其2）根府川駅附近にて

埋没せる汽罐車　根府川鉄橋の残骸　土

砂に埋められたる根府川鉄橋下あ釈迦像

埋没せる根府川村部落の一部　埋没せる

根府川村部落人家発掘の光景　真鶴二二

降場の破壊　二二村米神部落を埋没した

土砂　真鶴港貴船神社め崩潰’吉浜村鍛

冶屋川上流を閉塞せる岩石（其1，其2）

湯ケ原停車場の被害　湯ケ原地内県道の
・・ ﾂ塞鉄道熱海線燧道の被害

震災の跡（其3）静岡県　駿東郡足柄村地

内東海道線第105号鉄橋の陥落　駿東郡

北郷村吉久保の惨状　駿東郡富士岡二神

．山私立復生病院精米所の崩潰、同病院米

蔵の破壊　駿東郡小山町菅沼富士紡績株

式会社工場の被害（其1～其4）駿東郡足’

柄黒竹の下の裏害惨状（其1，其2）御殿

場町西園寺公別邸の惨状　御殿場駅の西

に於ける貨車顛覆　御殿場町の惨状　田

方郡熱海県道熱海伊東線多賀村上多賀地，

内俗称白石場附近道路の亀裂　同地内野

一365一



）

称高地・赤根間道路の崩壊　田方郡熱海

町大湯の噴出　田方郡熱海町断崖崩壊の

惨状　田方郡新浜町の惨状　田方郡伊東’

清左衛門湯附近湯泉湧出の光景　田方郡

’網代宮村町の惨状’

震災の跡（其4）千葉県　安房郡北条町海

岸通亀裂住家倒潰の惨状　同町路面亀裂

の光景　安房郡北条停車場附近住家倒潰

の惨状　安房郡役所倒潰の惨状　安房高

等女学校校舎倒潰の惨状　安房郡館山町

西の浜家屋倒潰の惨状　安房郡館山町海

岸の道路並に測候所家屋陥落の惨状

震幅の跡（其5）山梨県　東八代郡富士見

村家屋倒潰の惨状　同村笛吹川右岸亀裂

同村笛吹川左岸亀裂　中巨摩郡花輪村家

面倒潰の惨状（其1’一・其3）釜無川右岸堤

』防の決潰（其1～其3）南都留郡忍郷村家

屋倒潰の惨状　南都留郡明烏法大愚見家

屋倒潰φ憐状’南都留郡中郷村平i郷山村

地帯の震害　同村長池家屋倒潰の惨状

震災の跡（其6）埼玉県　氷川神社水屋の

倒潰　氷川神社神橋の破壊　　　　　t’

震火災の跡（其1）東京都　飛行機上より

見たる丸の内　内務省の焼跡’宮内省帝

室林野管理局の焼跡大蔵省の焼跡文，

部省の焼跡，鉄道省の焼跡　農商務省の

焼跡　逓信省の焼跡　飛行機上より見た

る神田神保町附近焼跡　神田区神保町附

近焼跡　神田区駿河台附近焼跡　墜落せ

る神田橋　廃嘘の如き万世橋停車場往

古より里程基準と．なれる日本橋の震害

震災前の日本橋．震火災後の日本橋　日

本橋区人形町通の焼跡　日本橋区逸3丁

目附近の焼跡　日本橋区兜町附近の焼跡

本石町交叉点より見たる三越附近の惨状

震災前の三越附近　三越新館6階の焼跡．

飛行機上より見たる芝御成門増上寺附近

焼跡　銀座尾張町十字路附近焼跡　京橋

区南伝馬町附近焼跡京橋区月・島相生町

附近焼跡　新橋駅附近焼跡　銀座附近焼

跡　本郷区東京帝国大学の焼跡　本郷区

・本郷座の焼跡　下谷区上野広小路附近の

焼跡　上野停車場附近の焼跡　上野公園

より焼跡を望むtt浅草公園興行街ゐ惨状

一浅草12階例潰焼失の惨状　吾妻橋附近の

惨状　吾妻橋の惨状　本所区横網町安田

本邸焼跡　深川区安宅町附近焼跡　深川

区木場方面焼跡不思議に焼け残れる深

川神明宮　不思議に焼け残れる浅草浅草

寺

震火災の跡（其2）神奈川県及千葉県　飛

行機上より見たる横浜市県庁附近焼失

せる神奈川県庁外観，内部　神奈川県庁

及税関附近り焼跡　桜木町駅より見為る

横浜市の惨状　横浜駅の惨状　桜木町駅

の惨状　飛行機上より見たる横浜公園附

近同横浜市伊勢佐木町附近横浜岸壁

と横浜税関の惨害　横浜埠頭の惨状　横

浜桟橋の惨状　吉田橋附近の惨状　馬車

道通焼跡の惨状　廻転せる井伊掃部頭銅

像　吉田町より野毛山方面の焼跡を望む

グランドホテルの惨状’横須賀市諏訪公

園よ’ 闌ｩたる震火災g）惨状　小田原町実

業銀行前の惨状’ 逞t県安房郡船形町震

火災の跡・

海囎と山海囎　鎌倉稲村ケ崎より坂の下

方面に互る二二襲来の跡七里ケ浜海門

襲来の跡　静岡県熱海町海囎襲来め跡

静岡集伊東町松原震災海門の跡　静岡県

伊東町玖須美震災海囎の跡　静岡県駿東

郡北郷村上郷籾ケ窪の山海囎（其1，其2）

混乱悲哀の帝都　関東戒厳司令部　戒厳

司令部国境　立退先や尋人の貼札で埋づ，

た楠公銅像．東京駅外廓の捜索人氏名ビ

ラ　立退先や尋人の貼札で埋、つた西郷銅

像　右往左往の市中捜索隊　警察署門前
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の避難者名籍に望みをかける捜索の人々

震災鎮まりて既に旬日に至れども猶残煙

縷々として消えやらゆ津川方面　穀物置

場の焼跡’ ﾄ跡を探る人々（上野松坂屋

呉服店焼跡）約1ケ月過ぎし後の上野停

車場避難者の荷物　荷車にて往復する

人々・始めて開通した無料電車の鈴なり

自警団の護衛（麻布方面）千葉方面に収

容された支那人2006名の帰国　二二深川

方面の出水　貯金非常払出と申請者の群

中央郵便局前め雑踏　職を求めに殺到す

る罹災者の群故郷近しされど淋しき避’

難者の顔　迷子の群（警視庁にて，青山学

院にて）久し握りでの理髪　混乱り衙馳

の彼処比処に静かに開かれた野外小国民

学校　本所区陸軍被服廠焼跡死者体火葬

同死者白骨の山　大正12年9月‡9日本所

被服二二焼死者大法会当日の雑踏　本所

被服廠跡焼死二大法会祭壇　本所被服廠

跡焼死者の遺骨を納めた甕　白骨の山に

捧ぐる香華　本所被服廠二二死者納骨堂

本所被服廠跡納骨堂祭壇　皇后陛下被服

．罪跡納骨堂御成『浅草区新吉原惨死者納

骨堂　本所区石原町に於ける累々たる一

家全滅の跡

救護　9月15日摂政宮殿下焼跡御視察（上

野公園にて）余震頻回たる中を二二で

醤られて来た悲惨なる傷病者　広場が仮

の露天病院　日比谷公園救護本部内　牛

込神楽坂警察署内に於ける横死者の収容

浅草寺境内に於ける救護団の活動　東京

市臨時大塚施療院内科病室に於ける震災

傷病者　麻布赤十字六ラック御慰問の国

母陛下　恩賜財団済生会病院小児科室の

嬰児収容・東京市無料診察所（日比谷公

園旧音楽堂跡）簡易浴場（日比谷公園バ

『ラック西町通り鶴の噴水側）簡易食堂

（横浜市桜木町駅前）仮設交番（日比谷

公園正門内），握り飯を貰う人の群雨

・水た患まれた．水無き避難部落（深川三二

扇橋附近にて）上野公園内自治館前に

於ける炊出　芝増上寺；境内に於ける炊出

築地本願寺焼跡に於ける配給米受取の状

況、静岡県田方網代村役場の醇給米受取

の状況「救護品を満載して芝浦に入港せ

る輝艦船の群芝浦に於ける海軍あ食

糧品運搬　芝浦に陸揚されたる食糧品

芝浦より食糧品の運送　芝浦に陸揚され

たる木材　芝浦倉庫より配給品運搬の光

景　上野自治三二米国配給品分配の光景

神田区一ツ橋小学校配給の光罧（其1，其

2）神田区役所前議下賜金拝受者の行列

海軍：電信隊の活動　陸軍工兵隊の焼失電

車取乱し（上野広小路）　陸軍主兵隊の架

橋工事（神田橋）陸軍工兵隊の浅草i2階

爆破　箱根街道静岡県救護所『御殿昂直

前救護所（其1，其2）清水町実相寺内避

難乱丁者収審者　清水港波止場前避難者

治療所　江尻町救護所／t皇后陛下白耳義

国作家寄贈絵画展覧会行啓　摂政宮殿下

白耳義国作家寄贈絵画展覧会御成　白耳

義国作家寄贈絵画展覧会美術品（71）うちよ

り（殉難の白耳義，裸体婦人，婦人の胸像，

風景，コクシードg）浜）

避難小舎からバラックへ　宮城前の避難

小舎（其1，其2）四谷旭町の避難小舎

上野公園内避難小舎　虎の門公園内避難

小舎　芝公園内避難小舎　東京市日比谷

公園花壇内の仮小舎　静岡県小山町富士

紡績会社第2工場裏の水道鉄管を利用せ

・る避難舎，駿東郡御殿場駅前通り破潰土

蔵を利用せる避難三舎，上野公園博物館

前の避難者　芝増上寺内の避難者　線路

上に生活する一家鉄管に仮ゐ宿かる富

士紡績株式会社の工女たち　沼津郡役所

内避難i者の群避難者の列車生活　明治
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神宮外苑の避難i小舎．避主群・舎を訪れる

郵便配達夫漸く天幕生活に入る（馬場

先門内天幕バラック〉　一番最初に出来

牟日比谷公園三菱集団のバラック　ニ重

橋前天幕バラックの散在状況　日比谷公

園a’バラック街（其1、其2）青山外苑バ

ラック部落　上野自治西前東側バラック

∫街・新宿御苑バラック街　浜離宮御苑内

バラック街中央道路　九段靖国神社境内

六ラック　上野公園ベラヅク　芝浦組立

バラック　浅草滑脱北小学校琴幕教室

浅草区柳北小学校天幕教室内教授　京橋

区泰明小学校天幕内教授　京橋区青棋町

ジ小学校バラック教室内教授　バラッ、ク建

の臨時震災四二事務局　バラック建g）神

田明神　バラック建の日比谷公園露店’

、山手方面自警団小舎　上野公園より下谷

浅草方面に於けるバラック街を望む神

奈川県真鶴町復興バラック住宅　九段坂’

上より神田方面に於けるバラック街遠望

急設上野駅’日本橋角バラック建店舗

バラック建の浅草仲見世神田区神保町

附近バラック建国騨

バラックより本建築ぺ　㈱同三会経営の

小住宅（砂町第1住宅倒置工事実況，砂町

第1住宅現況芝塩崎皆野住宅現況，平塚第

1住宅現況，赤羽住宅現況，＋条住宅現況2

滝頭住宅現況）　㈲同町会経営のアパー

　トメン．トハウス（中の郷アパートメーント

ハウス鳥瞼図，同ハウス工事状況）．震災

関係不具者に対する職業再教育並に義肢

の研究製作を目的とする財団法人同潤会

の経営にかかる同潤啓成社の設立ド大正

．14年9月2日新築落成式を挙行したる同潤

啓成社全景』 V築落成以前に於ける砲兵

工廠内震災不具者に対する同罪啓成社経

営の職業再教育講習所（玩具科）の一部

一新築同旨啓成社に於ける義肢研究製作所

のマ部　新築本社1こ於ける洋服裁縫：講習・

場内の一部門新築同潤啓成社本社内寄宿

舎啓成寮の一部

復興　、日堵谷に出来たバラック交換局

中央電話局：就務状況　電車乗客の殺到

中央職業紹介所へ求職者の殺到幹線単

層6号路線上野公園前工事　幹線第8号路線

永楽町1丁目濠端工事　幹線第12号路線

一1・コライ堂附近工事　幹線第21号路線半

蔵門附近工事　猿江道路工事・幹線第21

号九段坂改修工事（擁壁）幹線第8号内

濠埋立土砂運搬北割下水工事　神田川．

改修工事中プリストマン凌早船の活動

日本橋改修工事中京半側全景　幹線第51

号北割下水改修工事、八重橋鉄骨　法界

吊橋鉄骨　工事中の法恩寺橋　竣工せる

南門橋　竣工せる親父橋　永代橋架橋潜

函工事場　復旧されたる吾妻橋　吾妻橋

より南千住行電車道並に三間橋架橋工事

場を隔て向島方面を望む　浅草雷門電車

交叉点附近の復興　銀座松坂屋呉服店屋

上庭園より尾張町方面を望む　上野公園

高台より広小路方面を望む　九段坂上よ

ワ神田及本郷の高台を望む　・日本橋電車

交叉点より丸の内方面を望む、東京市隅

田川公園（未来図）将辛の東京九段坂

（模型）横浜市野毛山公園（未来図）

692大正大震大火の記念　毎日通信社出

・，版部　大12．1278p　25枚・26×　37cm

　　　　　　　　一　〈415－18＞
　〔関東大震災の状況を記録したもので，文

　章の途中に写真が入っている。後半に25

　枚の写真がある。〕

　　安政大地震（安政大地震出火見取図）

．地震内閣生る（漫画）東京市街地震度分

　布図　震源地陥落図　震源地水深変化図

　東京近県震害状態図　戒厳地域内配置要
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図　発火地点の図　天幕下の初閣議（山』

1本首相以下天幕会議写真）焼け跡に感’

慨深き摂政宮殿下（摂政宮御巡視の写真）

焼け跡郵便局あ図（挿絵）最初に発火し

た麹町区・i麹町区焼け跡　焼けつつ有る

警視庁と某附導写真　焼けになった魚屋

図（挿絵）宮城二重橋前の避難者写真．

京橋方面の焼跡写真　日本橋焼け跡写真

三越，白木屋，丸善の焼跡写真　神田区焼

け跡図　神田駅附近の焼げ跡写真　下谷

広小路附近の畑町写真　公園及＋二階の

惨状写真　飛行機より傭鰍した本所区写

、真　死体を焼く煙りと鐙骨の山写真　飛

行機より見た隅田川下流写真　各官庁の

焼け跡写真　各駅の焼け跡写真　横浜市

焼け跡全景　横浜駅及横浜桟橋写真　歴

史画挿図．鎌倉各所の惨状写真、各地の’

惨状写真　各地鉄道の被害写真　命がけ

の避難者写真　軍隊活動の種々相写真

安政避難小屋の図　避難i小屋と仮小屋写

’真人探し貼札の写真再挙と失職の写

真震災惨状を適した大阪朝日米国救
済金の募集写真「i建築の種類による破壊

の相違写真　地割れと崩壊の状態写真

飛行機より撮影した震災前の東京“日比

谷公園闘争官署　京橋附近　宮城外苑及

丸の内及東京駅附近　日本橋区三越呉服

店附近御茶あ水戦ニコライ会堂附近tI

月鳥上空より上野及小石川方面遠望上野

公園不忍池，広小路附近　南千住より吉

原遊廓及浅草附近　両国橋，国技館及回

向院附近

火災に焼野原となった東京　上野竹の合

より下谷浅草蝉茸を望む　上野広小路よ

り上野公園を望む　神田小川町角より西

の方を望む　神田鎌倉河岸より遠く山手

及九段方面を望む’美倉橋より本所方面

両国橋及国技館を望む　日本橋上より日

本橋区及遠く神田方面を望む　水天宮前

より人形町大通りを経て遙かに北西を望
幽むtt l形町水天宮より遠一ｭ深川三面を望

、む　京橋より銀座通り及丸の内を望む

銀座尾張町角より日本橋区方面を望む’

銀座尾張町より築地方面を望む

帝都歓楽郷の全滅　旧幕時代の全盛より

’焼野原迄の吉原遊廓，同歌舞伎，同大角力

不思議な雲と濠々たる火煙　震災より先

づバラックへ進む帝都

603大年の大地震写享帖　大日奉青年倶

　楽部出版部大12．10’62p　18×26cm
　定価1円　　●　・　．　　　．　〈415－12＞

　　東京震災全図　帝都を一舐めにした猛

　火　倒潰家屋の惨状　焼けつつある警視

　庁・新橋附導の惨状　罷工’杉橋附近の惨、

　状及震災当時の避難者．火災後の銀座二
一t ﾟの惨状　新富士附近の惨害　京橋の焼

　野原より月島方面を望む　日本橋白木屋

　及丸善の焼跡．日本橋下の悲惨　娩失後・

　の三越附近　震災後の桜田門　宮城前の

　避難民L凱戦道路の亀裂と楠公銅像前の

避難民　丸の内高田商会及内外ビルディ．

ングの惨状．大蔵省の焼跡　九段より見

　たる神田方面の惨状　ニコライ堂及其の

附近の焼跡　焼け落ちた刹那の神田橋

船に雌難した神田河岸附近の人々及中央

職業紹介所焼跡の仮事務所　万世橋附

．近の惨状　お茶の水附近の惨害　上野公

　園当日午後3時の雑踏　上野広小路附近

の惨状と松坂屋呉服店の焼跡、上野公園

　より見たる附近二二の惨状　上野公園に

おける炊出しの状況倒潰せる十二階
十二階附近の惨状　浅草仲見世め焼失跡・

浅草観音の奇蹟　本所方面の惨状　焼失

せる吾妻橋’国技館の焼跡　本所被服廠

跡に於て供養する人々　飯田橋停車場附
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近と麹町附近の惨状　避難する人々　悲

惨を語る永代橋　新大橋附近の惨状’本

郷座附近と小石川方面の惨状　焼跡をあ

　さる木の群れ　日奉赤十字社の活動　日

　比谷音楽堂の倒潰．どバラヅクの建設　芝’

浦より避難する人々・貨物列車g）輸送と

電車に鈴成れる避難民．横浜停車場と正、

　金銀行附近の惨状　横浜伊勢佐木町通り

　山下町の焼跡　神奈川県庁の倒潰と横浜・

「本町通りの惨状・横浜馬車道の亀裂と第

　2消防署の惨害、弁天橋通り及桟橋附近

の惨状　横須賀旭町方面及白浜方面の惨

　害・山王方面と若松附近の惨害海軍病

　院と機関学校前通りの焼鋳　横須賀平坂’

　下憲兵隊前の惨状及び郵便局前の焼跡
　横須賀白浜より旭町方面の惨害‘

604　大震災記念写真帖（大‡E12年9月1日）

　桝井照蔵編　横浜　神奈川県震災写真帳

　下墨事務所　大14．570枚　31cm　非売．

　，品　　　　　一t　　　　　　、〈415－38＞

　〔神奈川県技師であった編者が震災直後

　の神奈川県の禄害状況を撮影したもめ。

　奥付に東京湾要塞司令部・横須賀鎮守府

　許可済とある。〕

　　横浜市　神奈川県庁　横浜市本町通

　横浜港桟橋　横浜港岸壁』関東学院　中

　華民国居留地　野毛坂　豊国橋富士瓦

　斯紡績株式会社工場（其1，其2）避難列

　車・横浜市戸部尋常小学校　六郷橋「東

　京電気株式会社　川崎小学棟一田島町と

　鮮人　鶴見橋，東海道の松並木　高島橋

　戸塚町の眠ンネル　進行寺　大鋸橋　転

　葎列車　江ノ島　七里ケ浜柏尾川堤防

　鎌倉大仏　同大仏前　鎌倉八幡宮　二丁

　師範学校　建長寺　円覚寺　馬入川鉄道

　橋1馬入橋・馬入川の流木　高麗橋　相

　模紡績株式会社同工場　平塚町　大磯

海岸　金目川堤防（其1，其2）秦野町曾’

屋神社，「秦野町水道水源地　秦野町焼跡

秦野町　鈴川堤防　道縛め確壊　大山町

厚木町堤防　相模橋・国府津海岸　国府、

津附近の鉄道酒匂川・酒匂川殊道橋

酒匂川橋　山王橋　下曾我停車場　谷口

トンネル　安戸トンネル　山北奥め県道．

小田原警察署　小田康停車場前　小田原

停車場　小田原停車場構内　小田原町

箱根国道塔あ沢、東京電燈株式会社発

電所　箱根登山電車．戸綿路　堂ケ単

二ノ下　底倉　特2号国道，附近の山崩れ

箱根町　箱根ホテル早川橋「石橋鉄橋
片浦村米神’熱海線トンネル　根府川停

車場　転覆列車　白糸川鉄橋根府川

同村落　被害列車　真鶴停車場　同プラ

ットフォーム　鍛冶屋川　湯河原停車場

湯河原　浦賀町　城ケ島燈台　三崎町

森戸橋横須賀市∫井伊掃三頭銅像　根．

府川の釈迦像

6e5大震災写真画報　第1～3集　大阪朝

　日新闘社　大正12．9～1050p　38c血

　　　　　　　　　　　　　　〈415－31＞

　〔大震災の速報．緯質が悪い・〕

．606　大震災全記（アサヒグラフ特別号）

　東京朝日新聞社グラフ局　大12．1077

　p　38cm　’　〈415－14＞
　〔大震災の速報。’紙質が悪い〕．

　　（写真の部）．

　　グラビア刷写真（17枚）激震直後め帝

　都（17枚）　猛火帝都を襲iう（11枚）　焦土

　とな’つた東京（26枚）命拾いの避難者（8

　枚）温か回想ひの手（12枚）・復興の家

　運（33枚）命懸けの交通（10枚）全滅の

　横浜（19枚）滅亡の鎌倉（4枚）死滅の

　横須賀（4枚）潰滅の箱根（10枚）一．惨憺
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たる大磯（5枚）　御殿場附近（4枚）　酸鼻

を極めた小山

607東京大震災写真画帖（大正12年）’・高

橋又治　文光堂　大12．9　　‘〈526－12＞

　〔製本中〕

608東京震災写真帖　岡田紅陽撮影竹

　内巻太郎三文山社・大12．932枚，
　13×19cm　定価50銭　　　　　　〈526「2＞

　　丸善書籍店（日本橋通）の破壊　警視庁

しの焼失　市ケ谷見附外の亀裂　帝室林野

　局のやけ跡　銀座尾張町の交叉点　浅草

観音劇場より十二階を望む　浅草観音堂

　吉原遊廓のやけ跡　湯島天神より浅草方

　面を望む　内務省大蔵省のやけ跡　帝国

　劇場のせう失　白木屋呉服店のやけ跡

　三越呉服店の焼壊　松坂屋呉服店のやけ

　跡　浅草観音堂の石燈籠　麹町番町の焼

　跡　日本橋より村井銀行を眺む　上野山

下の罹災者の貼札二重橋前の避難民の・

→仮小屋　東京会館の破壊　竹屋の渡しの

　惨状　湯島天神の焼跡　大林区署及印刷

局のやけ跡　日比谷附近のやけ跡　上野

　停車場のやけ跡　三越呉服店より三井銀

．行を望む上野博物館のやけ跡上野公

　園西郷銅像の貼札　上野自治館前の軍隊

・の炊出せう失跡の唯一の交通機関

609東京震災録　地図及写真帖　東京市

役所’大15．3144p　27cm「〈423－441＞

　〔『東京震災録』全5巻め中の1冊〕　　㌦

　　大地震と被害　発震時を記念する中央

・気象台の時計　大地震発表　東京市役所

　の被害（其1～其3）凱旋道路の亀裂　牛

　込東五軒町江戸川：べりの地割れ馬場先

　附近石垣の崩壊　九段坂上堀端の崖崩れ

　和田倉門渡櫓の被害　崩壊せる丸の内の

内外ビルヂング’麻布箪笥町の惨状赤

坂表町警察署の被害　四谷伝馬町通り

牛込揚場町の倒壊家屋　牛込改代町の潰

家　小石川諏訪町附近・上野霊屋境内石

燈籠の顛倒　下谷小野照神社附近被害家

屋　九段遊就館の大崩壊　牛込陸軍士官

学校前通り　麹町三番町の虚血　煉瓦塀

の被害　　　　　　　　　1、

避難i火災　大地震直後の街路街路上の

避難者　山下橋附近より見たる日比谷方

面の火災　延焼中の帝国劇場　宮城前広

場より見たる神田方面の火災　火災によ・

りで生じたる入道雲　宮城前の広場を埋

めた罹災者の群れ

出火後の惨状　日比谷交叉点附近　警視

庁焼跡　文部省焼跡　内務省焼跡　九段

坂上より神田方面を望む．東京日日新聞

社屋上より銀座方面及新橋方面を望む

東京日日新聞社屋上より芝方面を望む

飛行機上より見摩る赤坂新町の焼跡　神

田一ツ橋と如水会館焼跡　神田仏英和女

学校焼跡’神田駿河台下交叉点附近・神

田駿河台附近　神田淡路町よりニコライ

方面　神田万世橋駅附近．神田万世橋よ

り柳原方面神田柳原附近　日本橋南十

字路附近　日本橋電車交叉点附近　飛行・

機上より見たる日本橋通り　日本橋通り

丸善書店の焼跡　日本橋第」相互保険会

社屋上より甲本橋方面を望む　伺上より

鞘町方面を望む　日本橋小伝馬町附近
日本橋魚河岸附近　京橋銀座通り　京橋・

尾張町交叉点附近　新橋停車場の残骸

木挽町農商務省の外壁　築地精養軒の焼

跡　木i挽町逓信省の残骸　木挽町3丁目

附近　築地海軍参考館焼跡　築地居留地

附近　飛行機上より見たる月島附近　芝

愛宕山の愛宕塔焼跡小石川砲兵工廠

・同附近　飛行機上より鰍たる上野公園附
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　近　上野停車場焼跡　飛行機上より見た

・　．る浅草公園　浅草公園六区附近．浅草雷

　門附近　飛行機上より亮たる浅草雷門附

　近　日本堤より見たる吉原大門　浅草橋

　附近より両国方面を望む一向虚言問附近

　艇庫、両国回向院焼跡　飛行機上より見

　たる両国附近　永代橋三二附近　深川渋

　沢倉庫の残骸　深川安宅町附近の焼野原

　深川木場町

　飛行機上より見たる焼跡　日本橋附近

銀座附近越中島糧秣廠附近

町附近

多数の惨死者を出せし場所

安田邸内　吉原公園内の池

今戸橋’

不思議に焼失を免れたる建物

．麹町平河

本所横網町

浅草山谷山

番町東郷大将邸　浅草新谷直

面町住友銀行　深川洲崎消防署

各区役所の焼跡と被害麹町区役所焼跡

麹町上面

日本橋平

同語事務室　神田区役所焼跡　同仮建物，

日本橋区役所焼跡　同仮事務所　京橋区

役所焼失跡　同歯建物、芝区役所焼跡

同旨事務所麻布区役所赤坂区役所
四谷区役所　牛込区役所　同座事務所

小石川区役所『本郷区役所　下谷区役所

仮事務所　浅草区役所焼跡　同仮事務所

難役無言贈務蘇照
焼還せる橋’九段下三橋神三橋　京橋

新橋』雨滴　永代橋　焼ltつつあるお茶1

の水橋　本所弥勒寺橋

神社仏閣の被害　神田明神焼跡　本郷湯

島聖堂　芝虎の門琴平神社　浅草東本願

寺焼失跡　向島牛島神社跡　向島三囲神

社深川八幡神社　深川洲崎弁天虫合「

避難小屋とバラック　宮城前広場の罹災

者仮小屋と天幕　罹災者の仮小屋（其1r

宮城前　其2・日比谷三三　其3・日比谷

　　公園の浴場「・其4・半蔵門前路傍　其5・

　　一ツ橋如水会館裏手　其6　・・炊事の有様

　　其7・鼠紙の門公園　其8・芝公園山門前

　　其9・四谷旭町　其10・新宿御苑内　其

　　11・九段下牛ケ淵公園　其12・乖段下面

　、ケ淵公園　其13・上野公園内　其14・三

　　ノ輪附近）　浅草観音堂に於ける罹災者

　　月島所見罹災者収容穴ラック　罹災者

　　収容建物．同バラヅク』

　退京する罹災者の群　芝浦ホり乗船する

　　関西方面への避難者（其1，其2＞，新宿駅

　・日暮里駅　新宿駅　芝浦、品川駅前　品
f’ A川駅．飛行機上より見たる芝浦

　　救護’・東京市役所門前　東京市役所面内

　　非常災害事務所　同事務所内部・東京希

　　役所構内炊出し　新宿御苑内炊出し　下

　　谷区役所炊出し　京橋区役所配給所　下「

　　谷区役所蒲団配給所　芝公園内児童デー

　　の配給品　上野山下あ湯呑所　新宿配給

　　所　両国配給所　芝浦の食糧品　池之端

　、博覧会場跡傷病者収容　九段靖国神社境

　　．内救護所　大久保病院内傷病者収容　青

　　山師範学校内救護所　宮内省救療班深

　・川岩崎邸内救護所築地東京市施療病院

　　築地回路加病院　青山師範学校内収容迷

　　児　青山学院内収容迷児’上野公園内託

　　児所千住署内の収容鮮人　目黒競馬場

　　内の収容鮮人　目黒競馬場内の鮮人収容

　　状態同炊事
　　麩　上野公園避難者国民学校　臨時教

　　室　日比谷公園音楽堂の．罹災者駐安心

　．同見物（b群衆「，

　　交通状態　九段下堀留橋附近　四谷見附

　’交番所　上野広小路　日比谷公園内　御

　，成門通り露店幽上野公園西郷銅像前　丸

　　の内商業会議所附近　工兵隊の架橋工事

　　珂川掃除　電車整理　道路修理、無賃電

　　車の雑踏　扇橋附近の乗合船　乗合荷馬
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車　電車の混雑

爆破工事　浅草十二階爆破、同爆破の競

り　同爆破後’お茶の水崩壊個所爆破工

事

二心片付け　常磐心際二二捨場　神田川

筋の二心　芝浦附近の面面運搬船・

惨死者供養本所被服晶出供養場　本所

被服廠内納骨堂内部　東京府市連合大震

災死亡者追悼式場．同斎忌　式場に湿て

追悼文朗読’呉服橋際供養塔　向島小梅

附近供養塔’

復興途上（仮建築）銀座通り　新橋壷口

方面　小石川諏訪町方面　上野公園より，

見たる浅草方面　本所深川方面．ニコラ

イ堂上より神保町方面を望む層神田明神

より秋葉原方面を望む復興建築材料『

飛行機上より見たる芝浦食糧配給所

世相r斑　東京市設臨時市場　東京市設

日用品市場　東京市設業平橋職業紹介所

簡易新橋食堂　九段上仮設浴場　東京市

役所内臨時理髪所　内閣文庫曝書　丸の

内附近露店（其1，其2）、

’一?Nの市中と当月の催し物　東京市役

所　日比谷交叉点　神田駿河台下交叉点

神田今川橋松屋臨月灯心前通り、日本橋白

木屋前通り　日本橋三越呉服店屋上より

月島方面を望む．京橋第「相互保険会社

．屋上より日本橋方面を望む　銀座2丁目

銀座尾張町交叉点　芝油壷山上より卑北

を望む　上野広小路交叉点　上野公園よ

り浅草方面を望む　浅草駒形橋新規架設

工事　浅草公園六区　新橋　日比谷公園

内飲食店　日比谷公園内バラック　築地

魚市場　築地居留地　お茶の水附近三三

駿河台ニコライ会堂　日比谷大神宮’神

田明神　湯島聖堂　蠣殼町水夫宮　芝愛一

宕神社　浅草東本願寺深川八幡神三

和田倉門　東京市会議事堂に於て市長の

挨拶　同室薦　被服廠一周忌祭壇　同祭

壇下左側　被服面内祭壇　総理大臣祭文

小石川伝通院供養

し火あ用心宣伝

ll施餓鬼，当日の催

610帝都復興記念帖復興局昭5．3
　240p　’26￥36cm　・　〈412－120＞

　〔関東大震災から復興していく東京市の、

　写真。風景によっては絵を貼込み震災直

　後と復興後との比較がされている。〕

　省城二重橋　摂政宮殿野焼跡御巡視
摂政宮殿下上野公園に於て具だ震災状況’

　を御聴取遊ばさる　皇后陛下日本赤十字

・社麻布病院に罹災民を御慰問遊ばさる

　震災棺城桜田門入口の並並震災前に

於ける馬場先門外の大ビルディング街

破壊されたる郵船ビルと丸ビル　日本橋

通の惨状を物語る書騨丸善の焼跡　日本

　橋区通2丁目丸善株式会社附近の復興
震災直後麹町区有楽町東京電燈会社付近

　の出火　猛火に包まれたる日比谷交叉点

　付近　震災曲り帝国劇場及警視庁　猛火

　に包．まれたる帝国劇場　飛行機上より撮

　影ぜる震火災直後の余煙　火に追はれ行

　く罹災寅（上野）　震災当日宮城外苑に避

難ぜる罹災民の群　9月2日午後東京大火

　災上空に現はれたる艦巻雲（写生図）山

　の手方面より見たる東京大火災の入道雲

　（其1，其2）　内務省の焼跡　大蔵省の焼・

　跡宮城外苑の焼トタン’バラック福富

橋前の焼トタンバラック　宮城外苑に急

　殺されたる天幕バラック㌦臨時震災救護

．事務局本部　バラック建の臨時震災救護

事務局　東京市救護本部

　土地区画整理と建物移転　土地区画整理

・施行近状三図　同施行後状況図　移転工

事中臨時居住ぜしめたる移動バラックの

一一一№?i其1，其2）幹線街路上の移動バラ
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ック（浅草区西鳥越町方面）移転工事中

の木造住宅　移転工事中の鉄筋混凝土造

交番　移転曳方工事中の煉瓦造倉庫　移

転話方工事中の木造病院　移転工事中の

煉瓦塀　移転工事中の鉄筋混凝土二丁二

一移転工事中の木造土蔵　本郷座の移転工

事（其1，其2）整理前の本郷区春木町通

整理後の本郷区春木町通　整理前工事中

の芝区佐久間町方面　整理後に於ける芝

区佐久間町方面　移転工事中の市内雑景

（浅草方面，神田方面）

主要街路　品川八ヅ山橋上空より幹線第

1号一望　東海道品川（見返し画・広重筆）

植樹地を続らして復興せる史蹟高輪大木

戸跡　江戸時代高輪大木戸付近（国丸筆）

震災直後の汐留駅付近　京橋区滝山町よ・

　り芝区芝口及汐留方面を望む』電車開通

時代の新橋付近，京橋区出雲町より芝口．

方面を望む、蓬莱橋　芝区露月町上空よ

　り第1号幹線分岐点を望む　明治31年頃

の江戸橋付近（松谷筆）　明治初年頃の江

戸橋（国政筆）　日本橋三江戸橋方面より

親父橋を望む一京橋区槙町上空より江戸’

橋方面一望　幹線第1号模型　茅場橋橋

．台に設けたる植樹地域グ）一部　日本橋区

鉄砲町より江戸橋方面を望む、日本橋区

地蔵橋付近　神田区和泉橋付近上空より

見たる幹線第1号　神田三秋葉原駅方面

上空より上野方面を望む　下谷区御徒町

1より上野方面を望む　幹線第1号一望（右

上野公園・左浅草公園）下谷区入谷町よ

　り車坂方面を望む　下谷区上野駅上空よ

　り秋葉原駅方面を望む　下谷方面一望

　（幹線第1号並に法線）九段の図（雪旦

筆）　明治30年頃の九段坂（松谷筆）　九

段坂上より牛ケ淵方面を望む九段坂上

　より神田方面遠望　二面坂上より神田方「

　面バラック建一望・諸設備の完了を示せ

る九段坂模型　九段坂切下工事（其1，其

2）九段共同二道内部（其1，其2）神田

’区須田町交叉点上空より小川町・神保町・、

九段方面を望む　九段靖国神社上空より

神田方面を望む　神田区姐橋付近より九

段坂方面を望む　九段坂下より坂上を望

む　神田焼跡の暁トタンバラック（神保

町より三崎町方面を望む）・神甲区神保

町交叉点より水道橋方面を望む　明治30

年頃の神田区小川町通　神田区表神保町

付近　駿河台上空より小川町・丸ノ内方

面を望む　本郷湯島上空より三橋・小川

町・日比谷・品川方面を望む　神田区佐柄

木町より須田町交叉点方面を望む’筋違’

二八ッ小路（広重筆）H本橋区柳広場付

近より両国橋方面を望む　本所方面上空

より両国橋・須田町方面を望む，江戸時

代両国橋より柳橋方面遠望図（藍水筆）

江戸時代両国橋夕陽遠見（北斎筆）！飛行

機上より見たる両国橋　江東橋　本所区

江東橋付近より錦糸町方面を望む　京浜’

国道（品川警察署より北方を望む，鮫洲停

留場より北方を望む）東京地下鉄道田

原町停留場　東京地下鉄道浅草雪交叉亘

線　相生二二其中央に築造せる中ノ島の

遠望一 叶ｶ二巴ノ島に：於ける緑化施設の

一部

橋梁　永代橋上空より月島方：面を望む

永代橋震災被害の跡　永代橋真景（広特

筆）永代橋（跡見三筆）．永代橋　橋脚

潜函工事第1回潜函進水　橋台潜函内部

作業　隅田川上空より清洲橋を望む　早

め清洲橋く川合修二筆）清洲橋両国橋

上空より隅田川五橋（蔵前，厩，駒形，吾

妻，言問）を望む　蔵前橋　厩橋　駒形橋

丁丁橋（其1，其2）吾妻橋改良の真景（探

景筆）浅草区花川戸町付近より一間橋・

方面を望む　千住新橋　千住大橋　千住，
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の大橋（広重筆）．豊海橋　四恩三橋・震

災に墜落焼失せる神田橋　神田橋　三吉

橋開国橋L一一・ツ橋菖蒲橋海運橋

後楽橋　小網橋雄子橋　水道橋駿河台
（広重筆）　明治7年頃の永道橋水道橋

南門橋　尾張橋　駿河台春景（北斎）東

都名所お茶の水の景（広重筆）　昌平橋聖

掌神田川（見返し画・広重筆）・『聖橋て赤城

泰舎予筆）聖橋常盤橋遠景一馬橋よ
り常盤橋を望む（広重es）．’一石橋と常盤

橋

運河河川　新鶴工事中の築地川・楓川連

絡運河　築地川’楓川　築地川3楓川連

絡新難運河京橋川改修工事中　京橋川

（京橋上流）　日本橋川（豊海橋上流の光

景）大島川（石島橋より・上流を望む）

横福間川　小名木川　横野間川と小名木

川交叉点

．公園「江戸時代隅田川雨中の花（広重筆〉

江戸時代隅田堤雨中の桜（広重筆）・隅田

硬く雪旦筆）　隈田堤（見返し画・．広重筆）

明治中葉頃⑳隅田堤（清親筆）　明治30年

頃の隅田堤（松谷筆）　民間橋よワ北方隅

田公園並木通を望む　隅田公園徳川邸跡

苑地の一部を望む（其1，其2）　世間橋上

空より見だる隅田公園　隣接せる相愛会

館屋上より望ある錦糸公園　夕の浜町公

園記念塔の内よワ花曇及苑地のr部を傭

薫ず東洋一を諮る浜町公園水泳プrル

のし一一・部　浜町公園苑地の一部より彼方言己

念塔を望む・清澄庭園　芝公園内幹線

上舵公園　江東公憤　新花公園　元町公

園　元加賀公園　箱崎公園　震災当時の

文部省付近　濠端に設けたる植樹地域の

一部（其1，其2）雄子橋内に設けたる植

樹論り一部　緑化的修飾を施せる九段坂

上尼港遭難i記念碑

学校図書館　東京帝国大学（教室の一部）

東京府立工芸学校　東京府立第一中学校

、東京府立第一高等タ学習東京市立第・L一・

　中学校　東京市千代田小学校・私立大橋

　図書館・東京帝国大学附属図書館

病院衛生施設・東京市立築地病院　同愛

記念病院　東京市深川産院　東京市三河

　島汚水処分場　東京市第1塵埃処理工場

社会事業施設　東京市中央卸売市場築地

本場（設計図）　東京市中央卸売市場神田

分場　東京市中央職業紹介所　東京市中

央授産場（外観，内部）．東京市小石川隣

保館‘東京市設白金三光町託児所　東京

市設大塚食堂（外観，内部）東京市設古

石場公衆浴場（外観，内部）東京市設田

中町宿泊所（外観，内部）　同道会青山ア

パートメント（外観，内部・幽日本室）

各区の復興　宮城外苑正面渥吉補装工事

壕功　宮城外苑渥早牛堺町門中　宮城外

苑横通濯青補装工事竣功　植樹帯をもっ

て新装せる宮城外苑馬場先門道路の一部

江戸時代霞ケ関の景（広重筆）麹町丁丁

ケ関　麹町区霞ケ関海軍省付近より桜田

門付近を望む’芝生植樹帯を特設せる幹

・綿第9号より宮城を望む　麹町区永田町・

新議事堂楼上より桜田門方面を望む　上

空より見たる震災前の明年駅と其付近’

麹町区元千代田町より・東京駅方面を望む

東京駅前広場　上空より見たる震災前の

日比谷公園と其付近　震災前の日‡ヒ谷公

園鶴の池　数寄屋橋の午後（武内鶴之勘

考）麹町区有楽町ガードより日比谷交

叉点方面を望む　飛行機上より見たる日

比谷公会堂麹町区富士見町1丁目より

五番町方面を望む　神田区一ツ橋通より

神保町交叉点方面を望む　麹町区五番町

英国大使館前付近』 穀ｬ区・赤坂見付付

近麹町区平河町より赤坂見付方面を望

む・三三桜田本郷町上空より日比谷公
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園・丸ノ内・銀座・日本橋方面を望む　芝

区桜田本郷町より芝口方面を望む　芝区

桜田本郷町より虎の門方面を望む　芝区

芝口新橋駅付近より虎の門方面を望む

京橋区三原橋付近より数寄屋橋方面を望

む　京橋区木挽町商工省・精養軒付近

震災直後に於ける農商務省及精養軒付近

の惨状　東京市立築地病院楼上より銀座

通・新議事堂・宮城方面を望む　同病院楼

上より京橋・日本橋方面を望む京橋区

銀座通煉瓦石汐留蒸気車遠景図（国輝筆）

上空より幹線第1号及銀座通一望　鉄道

馬車時代の銀座煉瓦通（重清筆）銀座通

を望む焼跡惨状　尾張町の図（雪曇筆）

’京橋区銀座上空より数寄屋橋方面r添

景橋区尾張町交叉点より京橋方面を望む

江戸時代に於ける京橋竹河岸付近（広重

筆）　白魚橋方面より京橋方面を望む

日本橋区白木屋付近より呉服橋方面を望
む’ 樺ｬ通上空より東京駅を望む　丸ノ

内より日本橋付近を望む（南薫造筆）　4

列の枝樹帯を以て修飾せる幹線第7号街

路緑化施設の一部　京橋区中橋広小路よ

　り東京駅裏ロ方面を望む　日本橋区日本

橋より室町通及今川橋方面を望む　日本

橋区呉服橋付近より霊岸橋方面を望む

鉄橋際より三越方面を見る（辻永筆）　日

本橋区一石橋付近より新常盤橋方面を望

む　日本橋雪（見返し画・広重筆）　日本

橋区日本橋交叉点付近’明治10年頃の日・

本橋通繁栄の図（一景筆）鉄道馬車開通

時代の日本橋　震災前の日本橋　震災前

の日本橋付近　村井銀行屋上より見たる

　日本橋付近震災直後の惨状　バラック時

代の日本橋付近　日本橋区日本橋付近よ

　り室町方面を望む　日本橋区日本橋北詰

．（旧魚河岸）より江戸橋方面を望む’日本

　橋区白木屋付近より麹町区永楽町方面を

望む　一本橋区人形町通焼跡　日本橋区

葭町より人形町交叉点方面を望む　日本

橋区水天宮交叉点より新大橋方面を望む

日本橋区浜町明治座付近より清洲橋方面

を望む　新大橋　新大橋遠望　日本橋区

浜町3丁目交叉点より新大橋方面を望む

鉄道馬車時代の須甲町広場付近　震災前

に於ける須田町戦場付近　須田町広場広

瀬中佐銅像付近の焼跡　神田区万世橋駅

付近　神田区万世橋付近より御成街道を

望む　神田区駿河白付近焼跡　神田区駿

河台ニコライ堂付近　棚橋　神田区三崎

町より神保町交叉点方面を望む　小石川

、区水道橋北詰東京府立工芸学校付近　神

田明神台地より’当量一望（其1，其2）本

郷区壱岐坂付近街路定盤工事　本郷区壱

岐坂付近　下谷区上野松坂屋楼上より奉

郷区湯島切通し方面を望む　同楼上より

浅草区厩橋方面を望む　上野東叡山黒門

前の図（雪旦筆）飛行機上より見たる上

野公園と其付近　明治時代の上野広小路

焼跡にちらほちと建てる罹災民小舎上

野公園より上野駅構内一面の焼跡を望む

下谷区上野公園入口付近　上野広小路上

空より不忍池付近を望む　下谷区龍泉寺

町上空より三ノ輪・三河島方面を望む

上空より幹線第1号下谷以東一画面浅草

区蔵前上空より仲見世六区方面を望む、

浅草弁天山より市中一望　江戸時代末期

の浅草区浅草寺入ロ風雷神門（雷門）付近

（雪健筆）“震災前に於け為浅草国技館と

凌雲閣　浅草興行街の惨状　浅草区金龍

山浅草寺の景（旧都筆）上空より見たる

浅草公園’焼失を免れたる浅草観音堂、

浅草区内隅田川沿岸あ焼跡（吾妻橋を望

ic）浅草公園浅草寺Mee興の仲見世商

店街　浅草六区街上空より観音堂方面を

望む　浅草区北島町長善寺特設墓地　浅
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N

草区北島町源空寺特設墓地　吾妻橋の震

攣被害工事中の吾妻橋　上空より見t；

る千住大橋付近・本所区石原町より法恩

寺橋方面を望む　神田区東龍閑町・大和

町・豊島町より集団して移転せる本所区

錦糸町菓子街　本所区表町本中寺　被服

．廠跡上空より本所・深川方面を望む　大

・正震災記念堂（設計図）、明治中葉の小名

木川一（松谷筆）小名木川（高橋より上流

を望む）復興せる深川不動堂及バララ

ク建深川入幡宮付近展陸前の深川八幡

宮付近　江戸時代末期に於ける深川木場

雪景（広重筆）深川木場．深月r木場方面

焼跡　深川木場の復興　永代橋上空より

深川方面一望

復興建築　神田区今川小路の共同建築概

観，日本橋郵便局　京橋区役所神田錦

町警察署　日本勧業銀行／；横浜正金銀行

』東京支店　三井銀行本店　市政調査会館．

及東京市日比谷公会堂「神田区一ツ橋学

士会館　神田痛感三代軽量本基督教青年

会館　丸の内大ビルディング街の復興

611・復興の帝都　不動健治写真日報社

，昭5．4　95p，21p　27×36cm　オリジナ

　ルプリント貼込34枚　25円　〈412」122＞

　〔主として復興後の写真を中心としてい

るがe’歴史写真の部には古いものを含ん

でいる。印画写真編のオリジナルプリン’

　ト信変色しておぢず，良V＞状態で保存ざ

れている。〕

　冠頭写真：皇居（二重橋，宮中豊明殿，．

、東端車寄，亦坂御所，’青山御所り新宿御

苑・秩父宮御薄高松宮御殿，，明治神宮）

震災直後日本橋通を馬上御巡棉の天皇陛

下復興帝都御巡幸の天皇陛下御函簿
　（二重橋前奉祝門通御，清州府通御の際謹

’写）　復興帝都御巡幸め天皇陛下（上野公

園西郷銅像前御展望の際特写，隅田川公

　園にて謹写，－千代田小学校にて全市小学、

校代表児童に敬礼を賜う）’復興式典当

　日二重橋式場にて万歳の三唱：復興祭当

　日銀座通の雑踏（広告祭行列の行進）　復

興帝都御巡幸の白及復興祭当日市内雑観

（上野公園前の雑踏馬場先門甫女学生の

奉拝者，銀座通の奉拝者，日比谷市民祝

賀会場の祝盃，式典場に於ける復興功労

者，昭和通の花電車，4里聞こえる大蓄音

．機自動車）

　歴史写真（時代編の部）：江戸時代の日

本橋（木版十五度手摺版）幽 ｾ治実年時代

の日本橋（実写・下岡連枝撮影）曜和の

日本橋と其付近（飛行機上より撮影）　明

治初年時代の卑京市（実写・下岡連枝撮影

新橋，銀座煉瓦通尾張町絵入新聞社付近）

明治初年時代っ東京市（実写・浅草仲見世

付近，浅草見付御門，開成学校表門，不

、忍池，越後屋［三越の前身］と三井ハウス，

鹿鳴館，向島三廻付近の花見男方船，上

野山上の桜花）明治中期の東京市（新橋

及銀座通り，向島堤と花見船）　明治晩年

の東京解く日本橋舟町付近，’九段坂付近，

万世橋停車場，銀座通Dl．上野広小路付

近，浅草六区付近）

　震災写真編の部：猛火に包まれた日比

谷付近の惨状（震災当日i撮影）・震災当日

，・ﾌ惨状（震災当日撮影　猛火中の筋壊家

屋・家財を担って逃走する避難民，東北

線田端駅に押寄せた避難民，猛火に包ま・

れた丸の内警視庁）1震災直後銀座街の

惨状（大正12年9月4日撮影）　震災直後の

惨状（大正12年9月’7日i撮影　須田町交叉

点付近，浅章十二階付近）震災直後の惨’

状（大正12年9月7日撮影　湯島より1上野1

方i再新橋より築地逓信省方面，・景橋か

ら永代橋方面，吾妻橋から三島方面，吾
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　　　　　を，妻橋から本所方面，上野山下付近，三越

及正金銀行裏，新橋から桜田本郷町方面，

銀座通i参状）　舞災直後の惨状（大正12年、

9月10日撮影　日本橋畔の惨状，九条武子

幽夫人と惨渦の跡，二重橋前の天幕時代，

崩壊家屋の惨状，京橋付近の惨状，日本

橋及其付近の惨状，駿河台付近の惨状，

浅草仲見世，横浜市の惨状）震災1年後　・

の東京（大正13年9月撮影　向鳥言問付、

・近，墓橋歌舞伎座付近，本石町交叉点付

近，浅草観音付近，銀座尾張町交叉点，

吾妻橋付近，神田橋，須田町交叉点，浅

草仲見世）

　復興写真（飛行写真編）：建築中の国会

議事堂と其付近　東京の中心街（丸の内，

銀座，京橋，日本橋付近）’一 ｷ1号幹線起
点八ツ馬橋付近　銀座大通と其付近　京

橋交叉点と其付近　上野広小路原不忍池

付近　神田小川町交叉点駿河台付近　自

爆谷公園と内幸町付近　浅草雷門付近

隅田川と江東r譜第1号幹線の偉観
第2号幹線道路　水運に恵まれた中洲付

近　永代橋と深川工業地区め「帯　千住

大橋と南千住付近　隅田公園付近　蒜惨

なる記憶に残る被服三跡　本郷区白山付

近浅草区一轍？傭轍　横浜神奈川県庁

付近　横浜市街の傭轍　』’　・　漏、

　一般写真編ご’伸び行く東京（大阪ビル

屋上から丸の内京橋方面の遠望，丸の内

帝国生命屋上から京橋日本橋の遠望，丸

の内三柏ビル屋上から銀座築地の熱望，

　白木屋百貨店屋上から見た丸の内の一

部，隅南川石川島イ寸近の活況，永代橋と

　清洲橋＝大川大観，隅田川蔵前橋付近の

　復興振り，秋葉原公設卸売市場と其付近，

浅草から本所深川一帯の遠望），昭和の

　御代に偲ぶ大江戸の悌　正装の遣米答礼

　使一行　横浜市の復興祭（横浜駅前奉迎

　　　　　　　　　　　　　　　　ノが
門通御，天皇陛下御歯簿，神奈川県庁屋

上の御展望，復興祭場の参集者，震災当

・時の横浜駅，震災当時の神奈川県庁）

　東京市各編：東京市の交通機関　東京

。一ﾌ長いホ」ム水道橋省綜停車場　五反

・田の三層軌道（一番下が市電中炉省電上

が池上蒲田電車）　地下鉄道　市営乗合

自動車　西武電車　市街自動車　上野停

・車場　小田原急行電車　円タクの行列

玉川電車京王電車．旧式の市電　白木

屋の客用自動車省線高架線・自転車の

洪永新宿停車場　新橋停車場．人力事、

三越の客用自動車　ゴー■トップ’5三田

川一銭蒸汽

東京の建築　麻布3連隊モダ’vン兵舎

三井銀行　明治神宮絵画館　丸の内ビル

ディング　丸の内ホテル　海上ビルディ・

ング　郵船ビルディング　第一相互ビル

、三越百貨店　銀座松坂屋　上野松坂屋

　白木屋　銀座松屋　帝国ホテル銀座三

越　自動車ホテル新帝国議会議事堂

株式取引所、東京会館住友ビルディン

グ．日本興業銀行　きん藤ビルディング

、基督教青年会館　明治神宮絵画館　工業

倶楽部　赤坂御所　滝山ビルディング

　日本勧業銀行，日本銀行　東京市政調査

会館　日本青年会館　基督教女子青年会

館　ニコライ会堂　華族会館

　東京の街路　京浜国道　昭和通り．銀座

　通り　西銀座通り　上野駅前の広場　上

　野広小路ド4・5年前の悪路　東京駅前の

　広場　銀座通の歩道・九段坂　江累計付

　近　須田町交叉京付近　地下鉄工事中の

　道路　安全地帯』内幸町通り・三原橋交

　叉点付近　　，

　東京の河川と橋梁　新永久橋．親父橋

　出雲橋　言問橋芝開閉橋．隅田川　江

　三橋　清洲橋　三吉橋　三十二刀．江戸
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橋駒形橋永代橋新大橋霊岸島
江戸川　蔵前橋　隅田川口　浜慶橋　・

東京の公園と運動場　上野不忍池畔遊歩

道偶田公園ドライブウェイ　浅草公園

清澄公園　上野公園　外苑遊歩道　小石

川植物園　上野動物園　子供遊園　浜町

公評　日比谷公園　外苑野球±£　，’芝公園

プール外苑グランド　日比谷音楽堂

政治の東京　内務省　司法省　内閣　海

軍省　陸軍省・拓務省　大審院閲文部省－

’外務省　鉄道省　商工省　逓信省　農林

省・大蔵省

学芸の東京　帝室博物館’東京帝国大学

正門　上野図書館　東京音楽学校　女子

学習院　鉄道博物館　慶応大学図書館
東京中央放送局　教育会館　早稲田大学

大隈紀念館　東京美術学校　明治大学

美術館　工芸学校　帝国学士院　中央気・

象台・

東京の史蹟　浅草観音　明治神宮乃木

神社　上野東照宮　品川御台場芝東照
『宮ゴ帝国大学赤門　泉岳寺義士の墓　神

佃神社　本所被服廠跡　九段靖国神社

桜田門旧黒田侯邸　芝増上寺　市庁舎

内の銅像　上野両大師

、東京の生活　街上で人形を売る少女　託

児所　秋葉原青物市場　タイピス．ト養成

所広尾病院美二二マネキンがLル
女弁士　電話交換手、皿洗ひ　消防機関

手　靴みがき　労働者宿泊所　文化アパ

ートメント　美容術師　女店員　築地施

療病院

享楽の東京　水天宮の賑ひ　帝国劇場付

近浅草六区カフェーゴンドラ国技
館　ダンサー．ダンスホール　銀座通り

東京劇場　新宿松竹座　邦楽座　浅草仲

店　新橋演舞場　日本劇場　歌舞伎座

明治座

　印画写真一二馬場先門に建てられた復

興祭奉祝門　東京駅　東京市公会堂及内

幸町付近’九段坂上より神田方面の遠望

震災言己念堂（被服廠跡）大川の橋梁　清’

三橋　聖橋とお茶の水付近　日本橋三三

付近　新宿通　銀座通　京橋から日本橋

通を望む　東京駅裏口通り　東京会館と

帝国劇場　日比谷交叉点及其付近　省線

高架線建築中の新帝国議会議事量　貴

衆両院議院　桜田門外から官署衙を望む

地下鉄及地下鉄ビル　第1号幹線道路

街路樹　隅田公園　浜町公園　歌舞伎座

三三付近　浅草観音三三付近　市内の河

川及三池，芝浦海岸と開閉橋　千代田小

学校屋上から江東の展望　三三方面及愛

宕山遠望　浅草六区　上野公園から広小

路の遠望　明治神宮外苑聖徳絵画館　九

段靖国神社幽囚付近，代表的復興小学

校々舎　東洋一の施療病院（築地病院）

代表的小公園（水道橋公園）社会施設

1（準東下層民アパートメント）横浜港と

臨画公園　横浜市伊勢崎町通り’復興祭

当日あ花電車

　時事報道写真
写真により，事件・出来事を伝達するこ

とが多くなり，犬正の初期から，こ．の種

の写真帖が刊行された。

特にNo．617－624は；当時4）ニュースト

ピックスを集めた月刊の写真誌で，事件

等のあった2～3ケ月後の号に収載され

ている。なお，．地方の出来事は少し遅れ

て載る。各種の会合，著名人のニュース

等は当時の新聞よりリアルである。

612現代史影　小山正一編・史料研究会

　大3．113枚　26×37cm　　　〈407－78＞
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　御馬車上の大元帥陛下’天長節観兵式

歓声湧き罐語起る　大正博覧会上棟式

日比谷の菊花大会　巨艦金剛の廻航　雨

の愛国婦人会総会　奥村五百子銅像除幕

式　恒例観艦式　陸軍大演習　御馬上の

閑院宮殿下．西軍の天白川渡渉　空に怪

鳥陸に桿鳶両軍の大接戦　墨西寄の擾
乱　出雲艦の派遣、一．．1．、　　t一

613時事写真　大正3年の巻　毎日通信社

　出版部　220p　23×30cm　定価3円33銭

　　　　　　　　　　　　　　’〈408－109＞

　　目黒競馬場に於ける競馬会　両国下塗

　館に於ける排日問題大演説会の実況　上

　野精養軒に開催のワンワン共進会其他

　支那の怪傑衰世凱最近の肖像　国技館其

’他3ケ所に開かれたる排日問題演説会

　下僧楽堂に於ける新しき女木村駒子の演

’説振　湯島小学校遠足中の椿事死体捜索

　の実況　英国にて新造せる巡洋艦金剛の

　雄姿　牛島の藤其他3ケ所に於ける東京・．

　初夏の風拳　東宮殿下2皇子Ol’御津足
　外部の完成を告げたる中央停車場　野外・

　部屋稽古角力に於ける伊勢と鳳の取組

　京都に墜死せる飛行家武石浩披と遺骨の

　着京　靖国神社の大祭と力士及び一高学

　生の陸上運動会　板垣伯・三下本子の銅

　像と米国加州の日本人共同墓地　陸海軍

　の飛行機　市ケ谷監獄刑場跡に狸馴せら

　れたる観音堂　陸軍経理学校卒業式　5

　月場所に於て東方の手に落ちし優勝旗

　第21回日本赤十字社総会め実況　紛擾を

　極めし京都本派本願寺1熊野補一興山寺

　の二尊千手観世音着京時の光景　市会議

　事堂に開かれたる乃木会の設立総会　御

　即位25年に当らせらるる独逸皇室　芝公

　園』に建てられたる佐渡丸の記念塔　所沢

　下野間大飛行の壮観　所沢鴻台間大飛行

に成功せし岡・沢田両中尉　聖上皇后両

陛下宮城出御と葉山海辺両陛下の葉山

行幸と聖上御不例の青山離宮所沢鴻台

間飛行中故障を生ぜし飛行機と武田少尉

明治記念博覧会の遠望　同博覧会の乃木

館と表門及び噴水塔　皇太子殿下の同博㌧．

覧会行啓　葉山御用戦前に於ける海軍の

天覧飛行　所沢に於ける飛行将校の卒業

式　帝国ホテルに於ける支那使節　露国

観光団の一行　台湾の興行に成功・して帰

れる俳優市村羽左衛門　芳町芸妓の七福

詣と夏の川．水死せる湯島小学生の施餓

鬼　露都に客死せる坪井博士の葬儀　故

有栖川宮威仁親王殿下　舞子に於ける有

栖川宮殿下の御用邸と其海岸　愁雲深く

閉ざす舞子浜．故有栖川宮御霊枢御本邸

に還る　．伏見宮殿下の大学卒業式御筆場

竣工せる桃山御陵　故有栖川宮国葬の光

景　吉原遊廓の盆燈籠　現代社会り半面

支那に赴任せんとする三座公使と来朝せ

る印度僧侶　常盤線高浜駅に於ける急行』

列車の衝突’青山斎場に於ける明治天皇

御1年祭・同町京市主催の遙拝式　明治

天皇御霊代奉遷　京橋区弾正橋の開通式

皇后陛下の青山御所行啓　日蓮宗総本山

身延山の出開帳新任米国大使り参内

（其1i其2）不夜城の日比谷公園　塩原

御用邸の全景．近衛騎兵の水馬演習、深

川八幡祭礼　足利御平木祭　夏の名残り

芝二本榎事件の犯人’夫正2年8月東京及

付近暴風雨被害の実況・同署水中の救護・

同府下千住付近の出水．蠣殼町水天宮の

大祭　9月3日新橋に着せ、る羅府観光団外’／

時事一束　日比谷公園に於ける対支国民

大会’ ﾙ慶橋の蜻蛉捕り其他秋の雑姐

刺客の為に興れたる故阿部政務局長と阿

部邸　明治座に於℃開催せる対支問題演

説会　故乃木将軍1年祭　神習教本庁に
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於ける外人の火渡り　大西郷の35年祭と

落合直文の10年祭祭礼と火事吉田奈
良丸亡父の葬儀　亀戸天神の祭礼　華盛

頓大学対早大野球戦築地水交社の黄

海々戦記念会其他時事一束　富山市と横

浜市に於ける共進会　四谷見付橋の開橋

式　同式場と余興芸術座の仮装園遊会

豊玉河岸の陥落柴又帝釈天の祭礼　10

何2日野鳥白髪神社大祭其他時事k束

聖上陛下の陸海軍御親閲　群群部下の謝

罪　義人田中正造翁の葬儀　下刷公の葬

儀．曹洞宗鶴見総持寺の鋳鐘式　九段靖・

国神社の秋季大祭　早稲田大学30年記念

’祝典　文部省美術展覧会の作品　10月21

日米国筆使就任披露会其他時事門東　学『

習院其他都下3学校の陸上運動会　天長

節当日，あ帝都　横須賀軍港に着せし戦闘

、艦金剛　関西に於て成功せる幾原氏の処

女飛行　大正博覧会上棟式　落成しteる

海牙平和宮の全景、スコット大佐め南極

探検陸軍大演習と航空隊の活動小松
、輝久侯の御婚儀落成を告げたる大正博

覧会第2会場』将に出帆せんとする南洋

探検船吉岡丸　莞去せる徳川慶喜公　陸｛

軍特別大演習　同貫属機関銃隊の天白川

徒渉と東軍の砲兵陣地　米墨事件と派遣

せられたる軍艦出雲　陸軍特別大演習西．

軍歩兵の進撃，横須賀に於ける戦艦第4・

号泣）起工，式　近衛歩兵第2連隊及び歩兵

，第3連隊の除隊式　土方久元伯の入十賀tt

莚・麻布3連隊に於ける新兵の訓練　筑

後河の鉄橋工事，東京市区会議員の選挙

独逸国キールi運河の壮観　故徳川慶喜公

の葬儀　東京府下淀警め橋供養　芝琴平

町納めの金比羅祭　大阪市の年の市　沙

市在留邦人の母国観光団　上野動物園に

於ける寅年の虎　鍋島閑斐公銅像除幕式

軍艦榛名進水式　入京せる墨国特派大使・

救世軍の慈善鍋　銀座遥の歳晩　瑞西デ

ボスに於ける冬の遊び　大正2年東京の

初雪　大阪中之島公園の雪　12月23日立

憲同志会発会式其他時事一束「第31回帝

国議会開院式当日聖上陛下あ行幸　叙勲

せられたる墨国特使及随員　島国特使と・

記念品　宮城前の新年　年賀状の取扱に

多忙なる歳暮の郵便局　神戸に於ける貿

易生産品共進会の上棟式　大阪の消防出

初式　東京の消防出初式　同警視総監の’

巡閲　国技館に於ける東京大相撲　鹿児

島県下桜島大噴火の実況　同太虚理学博

士等r行の渡島，1月場所に於ける東京
大相撲西方の優勝’ �c川に於ける寒中

’水泳め実況『 苟蝸迥咩喆�錐ﾕ，勅使神

武先帝二代の御陵に向う　霜道館の鏡開

き　二院宮茂子女王の御降嫁　1月21日

水難救済会其他時事一束　内閣不信認案

．提出当日議会を包囲せる群衆　プLレー

と収監後の同人邸　シーメンス会社員と

同支社母ヘノレマン邸宅tt内閣不信認案提

出当日議今め平1門に論れる民衆　同日比

谷公園の民衆　同議場め騒擾　大阪に於

ける石油会社の失火　関門の風光　芝区

虎の門琴平神社め追丁式　米国少年漫遊

団　大愚市天王寺公園に於℃開催せる廃

．税市民大会　熊本籠城記念会　海軍問題

演説会の為下阪せる大木伯と太田氏　原

内相問責記者大会・住友家の柱石を以て

聞えし故広瀬宰平翁の葬儀　慰問袋の寄

贈　京都智恩院に奉忘する勅額奉戴　同

勅額智恩院に入る．海陸軍ρ単葉と複葉．

，飛行機／大正博覧会と其幹部　大正博覧．

会第1会場の4館　第一高等学校の記念祭

仮装行列　東京市養育院の雛祭　陸軍記

念日　竣成せる台湾下淡水渓鉄橋一9大正

博覧会の第翠（其1～其3）千葉消防組

連合野演習　秋田に於ける大地震の惨状
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竣工せる大阪柴島水源地全景（其1，其2）

御西下の東宮並に2皇子馬下　学習院卒

　　　　　　　　　　　　　　　　　コム業式に行幸の聖上陛下京都に於ける赤

十字社総会　大正博覧会正門前の雑沓
扶桑進水式　神戸の貿易品共進会　朝鮮

龍山に於ける競馬大会’昭憲皇太后御真『

影，・御真筆　昭憲皇太后御幼少時代の御

玩具衣冠束帯の八瀬童子佐々木葬場
殿の一部う全景　伏見桃山東陵の全景，

昭憲皇太后御大葬御調度品，同御大葬歯

簿　桃山御陵道を進ませらるる御霊枢

桃山御陵道に於ける歯骨の郷戸

614’大正時事写真帖、大正写真通信社

　大3．317枚　23×31cm　　　〈408－97＞’

　〔大正3年1月から2月までの出来事を集め

　たもの〕

　　御婚儀当日の黒田侯爵と関院宮武子女

　王殿下　京都嵐山　日光社頭の杉　新年
　　　　　　　　　　　　　　　　1三
　拝賀式当日二重橋前の光景　1月5日1品川

　町大火の焼跡　1月日日消防出隅式　奉難i．

　救済会と三会救助船両国橋下に集まる

　駿河湾内戸田沖にて沈没せる愛鷹丸　1噛

tt 獅P7日伊勢神宮，明治天皇御陵，神武天

　皇御陵，’泉山御陵　国技館に於て東西学

　牛角力　桜島大回火　桜島．m頂より噴火

　口を望む，大噴火の光景　桜島大噴火鹿’

　児島県庁前及市中降灰の光景　桜島惨状

　『（其1，其2）　日根野侍従の現状視察，桜島

　の惨状，降灰中の艶馬　桜島の惨禍を蒙

　れる避難民．島田三郎の内閣弾劾の演

　舌，各派連合全国有志大会に於ける片桐

　主計大壁の海軍問題についての演舌　2

　月8日東京上野公園，銀座通，郊外の雪景

　2月10日日比谷公園に於ける国民大会の

　光景　国民大会後衆議院前の群衆と議会

　門前の警官，貴族院議員の退出

615　日本歴史写真帖　秋好善太郎　東光

　園　大2．2、294p　22×31cm　定価5円

　　　　　　　　　　　　　　〈408－77＞

616』日本歴史写真帖　近古の巻秋好善

　太郎東光園　大3304p　22×31cm
　　　　　　　　　　　　　〈408－77イ〉

　〔No．615の増補版〕

　　大日本帝国郵便切手（其1，其2）　国立

　銀行五円紙幣　明治37・8年戦役地に使用

　せし日本軍開銀拾円の表面裏面　明治

　37・8年戦役露国の戦地に使用せじ壱ルー

　ブル（壱円）の表面裏面　明治通宝壱円紙

　幣表面　帝国五円紙幣横札の一「、明治通

　宝十銭札の本色　明治37・8年戦役に使用

　せし軍票一円の銀券表面，同裏面　明治

　10年の所謂西郷札3面　横札の早矢拾円

　紙幣の表面，裏面　天保通宝文久永寛永

　通宝　明治通宝拾銭紙幣の表面，裏面

　明治通宝半円紙幣の表面，裏面　横札の

　嗜矢壱円紙幣の表面，裏面　明治通宝五

　内紙幣め表面，裏面　明治通宝百円紙幣

　の表面，裏面　太政官拾両紙幣の表面，裏

　面・通商為替武拾五両の表面　佃尾張藩

　札6種　明治初年小切手の3枚表面　公用

　貨幣古金銀．各所鋳金　古金銀公用貨幣

　上古使用砂金　南北朝時代の武装　鎌倉

　時代僧侶の武装．平安朝時代朝官の服装

　江戸時代の武士　鎌倉時代の白拍子　平

　安朝時代の官女の服装・東京罫引高輪泉

　岳寺境内赤穂義士の墓　松平石見守康英

　侯（千里折衝君命を辱しめず〉樺太境界

　劃庫露都派遣員一行．樺太境界劃定露都．、

　派遣随行員　52年・前（明治45年忌り）の日

　露両国樺太問題交渉委員　日本長夜の堕

　’眠を破ぶりし恩人ペルリ提督の肖像　60

　年前来航せし米国水師提督ペルリの旗艦

　ミスシッピー号　60年前米国水師提督ぺ
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ルリ上陸地神奈川県三浦郡久里ヶ浜当時

の光景　ペルリ提督上陸記念碑の表面及

裏面　嘉永年間ペルリ提督が琉球を訪問

せし時陸戦隊を率ひて首里城を見物す

文久9年12月幕府より修好使として仏v

独・英・和・露・葡の6国へ派遣されたる

人々　万延元年4月遣米使節T行米国華

盛頓府旅館（ウイラルト）公園にて撮影

蒙古襲来め図天草変乱に於け為異教徒

礫殺せらる　徳川慶喜公の幼時，同束帯

貴族院議長徳川家達公の家庭「明治初年

の洋行者（伊藤博文，田中光顕，川勝丹羽

守）嘉永年間米人の写したる日本古武

．士の馬上　鎧武者行列　鎌倉時代の武士

及兵器・加州前田町所蔵め重宝甲冑今上

帝御上覧ありしもの’徳川時代の武士浪』

人虚無僧・50年前遣外使節（刑蔀鉄太郎，

森田野太郎1成瀬善四郎，塚原重二郎の

諸子及故副島種臣）薩藩の島津公慶応・

年間の紀念撮影　慶応2年長崎に於て撮

影伊藤俊吉（博文）高杉晋作及其僕　元勲

g）昔日（故久世造幣権助，故中井弘，，侯爵

　　　　　　　　　　　　　　　　　，井上馨，伯爵大隈重信，故公爵伊藤博文，

故三条実美公，故岩倉具視公，陸奥伯陽

之助時代，品川弥次郎の和装）』明治4年

岩倉大使一行（大蔵卿大久保利通，工部卿

伊藤博文，右大臣岩倉具視，’外務少輔山

ロ尚芳，参議木戸孝允）1明治9年6月計に

反を謀りし前兵部大輔前原一一tu故桐野

利秋の正装　元老青年時代洋行初洋服の・

景（伊藤博文，井上勝，遠藤謹助，山尾庸

三，井上馨）　明治4年下日米公使デロン

グ夫人監督の下に米国に留学せる女学生”

の嗜矢　明治初年の志士（江藤新平，楠田

木丞，渡辺興研，福岡太夫，其他骨導，

篠原国幹叉別府晋助，桐野利秋）　明治5『

年西郷隆盛（副島種臣，後藤新平，板垣退

助等廟堂に於て征野論を抗争する図）

　明治10年西南戦争征討将校（野津将軍，西

　将軍其他）明治10年戦争征討軍医官（松

　本質，橋本綱常，石黒忠直）　明治10年戦

　役熊本城外官軍騎兵の行動　明治10年戦

　役熊本城下の倉庫に弾痕の歴々たる有様

　岩倉公二五二二の反軍（榎本釜次郎，荒井

　蔀之助，松岡馨吉，林董三郎r橋本対馬，一、．

　小杉雅之進）維新三傑（贈右大臣大久保．

　利通公，前陸軍大将平郷隆盛公，故内閣

　顧問木戸孝允公）故南州翁未亡人糸子

　「刀自，故木戸孝允夫人梅子の方　明治初

　年来朝のグランド将軍　右大臣大久保利

　通公及狙撃者島田一郎（明治11年5月）

　明治7年遅湾蕃人に惨殺せられたる琉球．

　人54名の墓及台湾征討総督西郷従道　台

．・ 曝p生蕃の武装　明治16年頃あ自由党員の

　集団（大井憲太郎，河野広中，伊藤仁太郎，

　花香恭二郎の諸氏）『板垣伯岐阜遊説中

　狙撃せられ負傷したる血痕附着の衣類及

　板垣伯，狙撃者相原尚裂　明治20年憲法

　発布式桜田門外の装飾　自由党の保安条

　例違犯入獄者の多数暗殺せられたる文

　部大臣森有礼と暗殺者西野文太郎　大隈

　伯と狙撃者来島恒喜　近時の井上侯と警

・察の創始者川路大警視　帝国海軍創初時

　代の重鎮巡洋艦畝傍　滋賀県大津事件帯・

　勲車夫向畑治三郎と北ヶ市市太郎世を’

　騒がせし相馬事件被告前大臣後藤男及錦

　織笠清（世は様々哉〉明治24年岐阜震災

　（某：1～其4）　明治34年6月東京市会議事

　堂にて暗殺されたる星雲と暗殺者伊庭想

　太郎　元老松方侯の家庭　明治36年露：国

　クロバト将軍渡辛陸軍士官学校に於てi撮

　影の光景　日清戦争当時の広島大本営

　明治27・8年戦役広島大本営御座所、歩兵

　第3連隊第1大隊青山停車場に於ける鉄道

　輸送の光景　野戦砲兵第1連隊の一部青

　山停車場に於ける鉄道輸送の光景　明治

一383一



27年大島混成旅団が仁川上陸と清国運兵，

船高階号が豊島沖にて撃沈せらる　明治

・27・8年役苦戦悪闘したる玄武門と原田重’

吉　明治27・8年戦役第2軍の花園口海岸

に於ける臨時架設の桟橋糊県勢睡興

野i回陸揚の光景　大連湾に於ける残運

送船碇泊の光景（其1，其2）旅順の西北

野方家屯附近に於て山砲申隊敵の陣地に

屯集せるものを砲撃する光景　野砲兵第

1連隊第1第2第3第4第5第6中隊鮮少1・i城砲

撃の光景　柳町屯兵立占痛院及倉庫、金時．

兵姑病院前に：於ける剣聖者後送の景況

金州城北門楼閣　管下市街の大半　傘州

城略取第1師団長の傍にて捕虜尋問の状

況・金野城略取後高家学南方の畑中に戦

残せる敵兵　金州兵姑病院に於ける敵兵，

の負傷者治療の状況　野州城東門外墓地

に於ける第2軍戦死者擢擁察撃場　朝鮮

国軍務大臣」行　第2軍司令部将校同相

当官及高等文官、我艦隊威海衛港東口9）

東南陰山口沖に碇泊の光景（其1，其2）

威海衛港劉公評の南灘に於て我水雷艇の・

．為に沈没せし敵艦定遠号　威海粒剤東岸、．

四三嗜砲台北方路辺敵兵の惨状　威海衛

港の西岸響町砲台我軍に於て破壊後；の光

景　我軍の破壊に係る威海衛港の東岸龍℃

廟嚇砲台内の克式15即知米35当科砲　日・

清戦役中捕獲せし鎮遠の旅順ドック内の

惨状　威海衛劉群島桟橋前に於て我水雷

艇の破壊沈没せしめたる敵艦半群号　明

治27・8年戦役軍司令部に於ける大山・山

路・西の各大将外国観戦武官及幕僚諸士

旅順船襖内に確泊中の筆勢丸に於ける伊

東全権大使の一行　大総督府一行の乗船

せる威海丸旅順口抜錨の光景　明治27・8

年黄海の海戦　明治27・8年日清戦役当時

旅順口布街を黄金山砲台より望む（其1，

其2）故有栖川宮大蒋宮　故有栖川宮町’

』仁親王御父上殿下，有栖川宮割算親王妃

殿下　故古川宮殿下の御平服　同妃殿下

の御青年時代　明治27・8年征台北白川宮

、殿下御野立及御寝所　故北白川宮殿下を

祭れる台湾神社　台湾征討馬鞭勇監督所

の下た在る滝奇岩怪石の間数十尺を送下

する爆布．台湾同母降勇監督所に蕃界踏

査員の／一行は土目ブヨンポツヶ以下12名

の勧迎を受く　樺山台湾総督水野民政長

官角田少将及生蕃男女の記念撮影　李鴻

章と馬関談判の全権大使故伊藤博文・故

西太后陛下・故李鴻章伯　明治29年三陸

東海岸大海囎被害の実況（其1～其4）　日

英同盟協約の勲功者　東京に於ける出征

“待命中の新召集兵　開戦後に於ける出師

準備の光景　満州軍総司令官一行送別記

念撮影層露国波羅的所属中優良なる戦闘

艦（オ．スラゼヤ，亜飛型皇帝，ボロジノ，

　シツソヴエ』リキー）露国波羅的艦隊所

属の各種戦艦　英薗ヴイクトリや女皇陛

下より派遣せられたる同国看護婦の日本

．赤十字社事務視察の光景　37・8年開戦の

．初め露帝力蛾勝の黒帯をなせる光景　ク

　ロベトキン将軍　アレキシーフ将軍　露

　国皇帝出発せルとする司令官に告別す

　鳳王城にて撮影したる黒木第1軍附外国

従軍武官と通信員諸君　3月始め零軍奉

　天に下車す　第23石包兵旅団前進せんとし

　てガツチナを去らんとす　失望せる日量

　及び嘲弄せる露国捕獲兵　戦闘中露国壷

　壕に於て『聖日に於ける我軍戦死者の遺

　骸捜索と埋葬の光景H本軍安東県に於

　て露国中隊長を副葬するの光景・松山に

　於ける露国負傷平癒水兵と我医師及看護

　婦・奉天満洲軍総司令部　日本軍占領後

　に於ける旅順口内の光景耳順口熱落後

　に於ける戦闘艦レトヴイザン　日本軍の

　砲弾により火災を起したる旅順工廠炎焼
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の光景　明治38年日本海海戦に於て降伏　　　筆順口港内沈没後のホルタワ及敵艦パル

したる出塁アリヨール右舷中央6サ砲塔　　　　ラタ撃沈後の光景　日露戦役旅順開城当

附近破損状況　同敵艦アリヨールの副長　　　　時の乃木大将及び敵将ステッセルと二二

・以下将校を軍舞朝日に収容す　黒溝台附　　　　員・旅順攻囲中敵将ステッセルの仮住居

近蘇麻墾に於ける敵軍の屍謄と我軍の屍　　　日露戦役旅順目記念表門塔と望遠台　愛

甲　松樹山砲塁爆破の際我が工兵の為め　　　国婦人会の創立者奥村五百子女史の徒歩

掘開かれたる坑道　敵⑱御用新聞ノオウ　　　服装　帝国ホテルに於ける小村全権一行
　　　　　　　　　ノエクライ社町砲弾によって破壊されたる，　　の送別会　ポツマウスに於ける目露講和

光景　旅順海軍病院患者収容の図　椅子　　　全権委員交渉の真景　講和反対国民大会

山附近に於そ敵の埋設せし地雷爆発の光・　　委員（河野氏以下明治38年12月1日夜保釈

景　第2師団前開野台2大隊招魂祭余興の　　　出獄を許されし翌日記念撮影〉　日露講

，遁景　露軍退却後奉天附近の光景　二龍　　　和反対騒動日比谷公園の雑沓　明治37・8’

山砲塁尽ント城壁破壊の実況　同入口の、　　、年戦役連合艦隊旗艦三笠艦上の記念（東

破壊　盤龍山附近より望台を望む　．二龍　　　　郷大将以下幕僚）　明治38年10月22日東

山砲塁爆発の早めに我が工兵によって切　　　郷連合野隊司令長官各司令官及幕僚を引

開かれたる坑ロ1日本軍隊斜陽み城の光　　　率参内復命の帰途海軍省訪問の際記念撮

景　日本軍捕虜監督の露国将校層二〇三　　　．影1樺太島に於ける日露国境標碑　明治

高地上日露戦死者の墓標　敵あ死守せし　　　39年日露大戦後：の貴衆両院大観　明治39

水源地遠望クロバト砲台　二〇三高地に　　　年4月30日日露戦役後の青山練兵場に於

、於け6第7師団の瑞魂碑　我が第7師団の　　　　1ナる大観兵式御行幸　青山練兵幌に於け

苦戦せしナマコ山より見たる二Qミ高地　　　る大観兵式を約五百メLトルの高き軽気

の全景、二〇三高地．奉天の満洲軍総司　　　球上より撮影せしも．の　二河泉大演習御

令部　日本衛生隊に露国負傷捕虜収脊　　　　野立（大工国耳門山なる明治天皇）　明治

病める日苓捕虜　樺太島に我陸戦隊上陸　　　44年福岡県大演習筑後川畔明治天皇山野

掩護の砲艦　歩兵第50連隊の一部樺太X．　 　　立所　明治44年久留米大演習広川村明治

レや附近に於ける上陸　歩兵第49及50連　　　：天皇関野立所　明治44年福岡県大演習行

騰の樺太メレや附近に於ける上陸　樺太　　　幸観兵式　岡山県二二二二甘二野立所に

避難民の状態　樺太ユルサコフ海岸高地　　　　臨御．三皇戴冠式御名代東野見乙鳥妃両

に於ける敵防備の一部　樺太イチや村落・　・殿下東郷大将乃木大将戸田伯爵　朝鮮昌

に於ける緋の乾燥場　樺太ヴラジミロフ　　　徳宮李王殿下　昌徳宮窪王妃殿下　徳寿

力に於ける投降義勇兵の二男　樺太ポゴ　　　宮李聖王殿下　徳寿宮李二王妃殿下　韓

アントマリ労働者の一家族28珊榴弾　　　国大院君時代の宮中あ列　韓国現代の小

輝々弾の集積．骨導屯北方より28珊榴弾　　　屋　元朝鮮国皇帝の行列　朝鮮の旧刑首

砲を以て港内の軍艦に対し砲撃の光景　　　枷　朝鮮現行刑罰の一答罰伊藤公恩賜

旅順攻囲軍の攻城砲　黒溝台附近苧麻墾　　　　館及朝鮮貴賓の操練　故伊藤公の家庭

『に於ける離の遺棄駅馬　旅順の開城　旅　　　’故伊藤公の朝鮮服装及朝鮮貴婦人　故伊『

順に於ける我陸海軍倶楽部　鎮守府営薗　　　藤公と朝鮮名士の揮毫寄せ書　韓国皇帝

音楽堂よりアレキシエフの官舎を望む　　　野際殿下満月台下登山の光景　合併前の
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朝鮮に於ける今上陛下東宮御時代京球御　・

行幸三王及び有栖川宮殿下並に伊藤統、

監　故伊藤公及兇行者安重根及其のピス

トル伊藤公の二二横浜桟橋に到着の光

景　葬送の外国代表者　霊枢　親任官の’．

「葬列　谷垂の故伊藤公の墓地＼明治17年『

12月朝鮮甲申の乱に殉死せし磯林空尉の、

忠魂碑　明治27年7月日清開戦当時の大

島公使の記念撮影寺内朝鮮総督一行記．

念撮影　清国特使載瀞殿下歓迎記念写真

桜痴居士福地源一郎の葬儀　有名なる七

心落の一二元勲伯爵東久世通禧と其葬儀

小村侯の：葬儀’明治44年12月2日午後1時

半葬列は外務大臣官舎を出ぞて青山墓地

に向ふ　ガvター一一　Sk章奉呈の為め御来朝

のゴンノ“ト殿下と奉迎及接待委員　国

賓．＝ンノー』ト殿下と其接伴二二ケ関離宮

前たて撮影　明治45年5月早稲田大隈邸

に於ける各師団長招待記念撮影．南極探

検隊（其1，其2）アイズの風俗熊祭，琉
球の風網菜暢の光景明治趨撮

近の御真影『明治天皇大元帥御制装　皇

太皇后陛下　明治42年11月栃木県那須野

ケ原に挙行大演習御野立　明治天皇御壮

年時代の御略服　明治天皇御壮年時代の

御束帯　明治天皇初めて御軍服を召し給

ふ　明治天皇御青年時代の御束帯　明治’

天皇御幼時の御玩具　明治天皇御幼時の

御二二三筆　明治天皇御幼時の玩具人形

御茶二三亀　故孝明天皇陛下　英照皇太

后陛下　京都紫藍殿　現在の二重橋　明

治初期の二重橋　御大葬儀当日宮城御車

寄　宮城内吹上御苑　明治天皇御召艦浅，

間　明治天皇御召艦浅間艦内御座所　京

・都三井邸に於ける英二二太后御大葬当時

明治天皇陛下御代理小松宮殿下皇后陛下

御代二二妃殿下二二随行員　英照皇太后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ御大葬（明治30年2月2日）　明治天皇御誕

生当時の初湯祐め井　明治天皇御胞衣埋

納所（京都神楽岡吉田神社内）　明治6年

京浜錐道開通式に付き横浜式場へ御行幸

皇太后陛下御若年の御束帯　英照皇太后

陛下　中山一位局　皇太皇后陛下御結婚

当時　柳原権典待　今上陛下磐城台山県

枢相邸行幸　今上天皇町制装　今上皇后

陛下　今上天皇御少年時代と少尉御時代

の御尊影　今上皇后陛下御悩年譜尊影

今上陛下御慶事当時の御束帯　皇后陛下

御慶事当時の御束帯．御馬上の今上天皇

陛下「皇太子裕仁親王殿下　第二皇子淳

三二二親主殿下　第三皇子野宮仁親王殿

下　某大家に奉安の今上天皇陛下及皇后

陛下の御三筆　大正元年秋季武蔵野に於

．ける今上陛下初めての大演習御門監御野

立　皇太子裕仁殿下少尉御昇格の尊影

（大王元年）東宮御所正門　東宮御所

先帝御愛馬初来　今一御愛馬玉の井　明

治天皇帝国大学校へ（御最後の）御行幸

明治天皇最終の海軍大学御行幸　宮城前

に於ける御平癒祈願の忠烈なる国民　同

土下座　宮城前に於ける御平癒祈願臣子

の熱誠　同盲人　明治天皇御不予に付今

上天皇陛下御馬車参内　同大島大将参内

二三皇孫殿下参内　同寺内統監参内　二

重橋前に於ける海軍々人明治天皇の御平

癒を祈る　宮城前に赤子等明治天皇の御

平癒を熱烈なる御物濤を捧ぐ　士官候補

生御平癒を祈る　ニコライ会堂の祈濤

明治天皇崩御当時の二重橋　品川沖碇泊

各艦の吊砲　明治天皇崩御に付図増上寺

に於ける迫悼式　出羽海軍中将の新帝勅

語奉読式　第1師団の今上皇帝陛下より

賜ひたる勅語奉読式　二重橋に於ける東

京弁護士：会員奉悼式集団　明治天皇崩御

し給ひし日よりめ京橋銀座大通り　同浅

草公園遊覧場層明治天皇御追悼会の芝増
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上寺’麻布神道本局に於ける明治天皇の

十日祭「大喪使総裁伏見宮清純親王殿†

大喪使副総裁渡辺千秋伯　新橋停車場に

於ける輻車牽牛到着の光景’紬織車　明

治天皇御大葬儀歯小前御道筋の雑踏　明

治天皇御大葬儀当時の海軍の吊砲，鉾，

　日月の旗，大晶出，御霊輻，貴融融院議

貝，英国海軍　明治天皇勧大葬当時品川

沖に於ける各国軍艦の副砲　明治天皇御

霊輩青山御祭場面入場　青山祭場殿正面

自旛，畠山　心像轟旛，月像轟旛鼓動

二輪御犀御壷振幅弓櫃御幣島
明治天皇御大葬儀京都へ御随行御代理宮

殿下　今上陣下御代理回読宮殿下　皇太

后陛下御代理伏見宮妃殿下』皇后陛下御

代理閑院宮妃殿下　英国大葬使節英雄御』

従弟アーサーコンノニト殿下米国大葬

憧節国務卿ノックス“独逸国皇弟ハイソ

りッヒ親手殿下　仏国大葬使節ルポン中

将　露西亜国大葬使節マレウイツチ　懊

地利牙洪利国大葬使節ミユルレル　伊太

利国大葬使節ギッチョリー侯爵　西班牙

国大葬使節アルホンソ親王殿下　仏国大

喪二三陣員接伴宿泊士　西駐輪大喪使節

西班茅皇族殿下及随員接伴官諸士　独逸

大喪使宮殿下重に随員接伴官諸士　明治

天皇御大葬儀に付各国皇室より贈進せら

れたる布環　御霊枢車及内部　桃山御陵

より南方の遠望　伏見桃山御葬列に於け

る華族総代二条基弘公　桃山御大葬総裁

伏見宮殿下　明治天皇御霊賛桃山御祭場

殿に向ふ　桃山御葬列に於ける天皇陛下

御名代閑院宮殿下　伏見桃山御葬列に於

ける多皐族の宮殿下、伏見桃山御陵御霊・

輩昇路インクライン　桃山御陵所祭場殿

三二舎　桃山御陵所御須屋1明治天皇御

r年祭当日の伏見桃山御陵　自刃当日め

乃木大将夫妻名残の写真　軍神乃木大将．

夫妻9）葬儀乃木希典夫人静子壮年時代

温順に戦残せる乃木勝典と乃木保典兄弟

軍神乃木六将の邸宅　最近の乃木大将

明治44年乃木大将渡欧の際ベルリンに於

て独逸療兵中佐と握手す　大正2年1月22，

日第30帝国議会衆議隣の閥族打破憲政擁i

護り民国高潮第i着に闘撃発内閣攻撃の

綜束に周章停会詔勅換発雑踏の光景’大

正2年2月10日桂内閣の対議会策を見んと

て衆議院に蒐集せる群集

617歴史写真（大正）大正2年4月～3年3

　月　歴史写真会　1冊（合本）22×31cm

　　　　　　　　　　　　　　　〈408－99＞

　　4　月　号・

　　1月21日国民党代議士会　2月7日帝国

　ホテルでの新政党員の午餐会2月10日．
　議院門前た集まる群集　2月10日の騒擾

事件後．．2E、14日帝国ホテルに入れる孫

　中山逸仙　2月10日の騒擾の際の死亡者

　の葬儀の騒擾　2月20日神田錦町の火災

　同水災の惨状　2月22日政友会での大岡

議長の芋茎．2月24日築地精養軒での懇

親会2月25日大隈旧邸での孫逸興の招

待風景i2月27日代々木原での団隊長会

議i2月27日所沢代々木問の飛行’ R月3

旧神田青年館に於y・ての借地権擁護会の

大会　3月3日静岡県沼津町の火災　，

　5注置
　3月5日英国の新任サー・グリーン大使

3月15日国書捧呈のため宮城へ向う英国

大使　3月1日上野公園美術館での二条容

爵　3月7日探検隊長ス・コット大佐一行の

』追悼会　3月8日試験制度改正示威運動司

法木軍官邸を襲ふ、3月14日巣鴨病院の

一初午　3月15日衆議院構内に於て山田氏

発疹の無限軌道は各議員の面前にて試験

∬せられたり　3月18日暗殺されしギりシ
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「やのゲオル転義ス1世．3月21日大隈伯は

新政党に招待せられ，例の長広舌を揮：い現

内閣を罵倒す　3月122日女優i森律子欧洲

見学の為新橋停車場を出発　3且23日衆

議員副議長小学優等生を院内に集めて講

『演　3月28日パーセバル式飛行船の墜落

事故3月28日、飛行展覧今　日本最初op．

飛行機事故犠牲者の葬儀　4月4日天皇陛

下学習院卒業式へ行幸・

　6月号，
　故法学博士鳩山和夫の胸像　4月β日・

4月27日の犬の共進会　4月8日開院式を

挙行せる中華民国々会議事堂の三景　4

月10日芝増上寺の起工式　4月13日乃木

神社の祭典（14日より公開）4月17日国

技館で開催の立憲青年魯慰事主催の演説

会　4月18日大隈伯邸（内外基督宣教師を

招待）4月　19日板垣伯寿像除幕式　板垣

伯の寿像　4月23日両国美術倶楽部での

江戸子会　4月24日日比谷騒動第1回公判・

5月2日日米同志会の発起せる在米邦人慰

問使　5月4日墜落前の飛行家武石浩破，

堕落せる一降破壊した獅機葬儀
5月4日榎本武揚の銅像除幕式　5月14・日

大久保利通の神道碑の奉告式

　7月号　　　　　　　，

　5月14日フィリ．ッピン野球団新橋駅着

角力5月場所優勝太刀山回勢の浜・風・黒

瀬川副　5月22日ワLグナー生誕百年記

念会東京音楽学校にで5月23日聖上陛

下病気により青山離宮に集まった人々

5月28日朱野水先生の墓前に参拝せし朱

　輔基　5月29日スタンフオ「ド大対慶応

　義塾大の野球．6月1日東京湾上における

　海軍の飛行演習　世界球戯大会選手とし

　て渡米する田村氏　埼玉県北葛飾宝珠村

　の大凧揚げ　6月10日本願寺改：革問題連

　合大回三会　6月15日ドイツ大使館にお．

ける皇帝即位満25年記念祝賀会雑踏　6

月18日陸軍の飛行機　同乗組員　葉山御

用廊　中央停車場の光景館国西比利亜

国境哨兵の馬賊に扮したる光景　㍉，

　8月号
　帝国座6月狂言　6月19日日露戦争の際

の遺骸を露国に引渡す光景’ I国西比利

亜国境守備隊の軽気隊の近状　7月支那『

民国使節の歓迎会　6月27日故坪井正五

郎博士の葬儀　7．月13日の伯爵林董の葬

儀　舞子の浜　有栖川宮舞子別邸，東京

本邸　故有栖川威仁殿親王下　軍艦浅間　’

殿下の御愛馬　有栖川威仁殿下函嶺嘩

　9月号
　6月25日明治記念博覧会　京都におけ

’る盆踊　7月22日中華民国留学生め集会

中国・北軍によりて撃退されし南画の一

部　火災に罹れる上海東亜同文書院　7・

月24日露国学生観光肉叢橋浄水所を訪問
　　　　　　ロ　
7月26日東京商業会議所での各大臣等の

午餐会　7月3日の伏見桃山御陵　7月28

日竣工せる明治天皇御1年祭青山雨垂所

同罪谷市長の調製を捧ぐる光景　同朝鮮

京城において’ W月2日皇太后陛下宮城よ

りの御還啓　宮中皇霊殿　8月2日身延山

「の出開帳本尊日蓮上人像渡御7行，二重

橋前通過　8月7日米国大使ガスリ十天皇

臨急に国書を捧皐　8月14日王子神社の

田楽舞の祭典，

　10月号’
　9月1日～10月20白開催富山県主催1府8

県連合共進会本館正面、京都祇園祭あ函

谷鉾、7月ヨハネスブルク街頭g大衝突

（絵）　ロンドンでの各国大使（絵）軍用

．飛行船シ4一テランツめ事故7月31日
：8月1日京城ホテルでのダリアの品評会

8月18日外務省官邸で催される注寵愛の

送別会　日光田三沢御用邸　今上天皇三
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　｝　　　t

下6歳の写真、8月20，日蛤御門の変，戦死

50年祭　明治42年～大正8年にかけての’

連続殺人事件　田中正造翁，古川市兵衛

8月27日流失せり六郷橋　浸水せる千住

大橋　8月30日日米同志会，添田博士の調

査報告　ロスアンゼルス市からの観光団

9月7日出支外交問題に付いての国民大会1

9月7日に暗殺せられたる故外務省政務局

長阿部守太郎の家庭，暗殺者，共犯者　9

月11日明治大学対ワシン、トン大学の野球

試合，横浜着の選手　新駐日仏国大使ル

差脚ー・・一米国国務卿ベーコン’ ﾀ去せる

ベルツ博士　支那兵に拘禁せられたる川

崎大尉・西村少尉　亡命客孫逸仙，黄興，

白軍の蛮将張勲　新造帝国軍艦全縁

　11月号
　文部省第7回美術展覧会出品中の傑作3

点　東北帝国大学理科大学校新築9月
・一 Q4日故落合直文の歌碑除幕式　南京日本t一

領事館の光景　9月28日南京領事館門外

にて蛮将張勲が謝罪　9月24日宮城県松

島に落成せしパークホテル「9月24日松

島公園開園式　中華民国国軍の蛮将張勲

の拠れる南京都督府　神奈川県横浜市勧

業共進会会場　10月5日四谷見附橋の渡

り初め　10月5’日全国仏教徒大会　芸術

座々員一同の薗遊会　日本郵船新造船香

取丸　10月10日永’田町の支那公使：館前

10月12日田中正造の葬儀，曇空30年記念

をむかえた早稲田大学全景明治35年9月－

創立20年の祝典時の全景　創立30年記念・

祝典式場　公爵桂太郎の家庭　同氏の葬

儀ボルネオ・バンジェルマシン附近の

猿島

　1月号
　．あしの湖より見たる元旦の富≠宮城

県金華山神社　同社の遊牧・大正の万才

1913年9月ハーグで開かれた万国議i三三

．盟会議　10月12日～15日満州長春で開催

ぜし蒙古王公会議参麹者　11月4日東清

鉄道と満洲鉄道の連絡会議の夜宴の景況

今上天皇陛下名古屋行幸に奉迎せる80歳

以上の高齢者・尾張国籍智郡中村公園，『

妙行寺　鹿児島三川辺郡加世田村竹田神

社の武士踊　巡洋艦霧島　北アメリカの

ブラックフ4　一一トインディアンの法術師

北海道の土人アイヌ　南洋マレー半島土

人の祭典ペナンにおける支那人の建築

したる寺院（其iん其3）11月30日徳川慶

喜公の葬儀　11月17日新任仏国大使ルニ

ヨー入京せり

　2月号
　東京大正博覧会第1会場　第2会場上野

公園　上野桜ケ岡博覧会美術館幽12月11

日写真界の功労者表彰式　12月14日神戸

川崎造船所における軍艦榛名進水式　軍

艦榛名海上に浮ぶ　12月23日政友会議員

総：会．12月23日立憲同志会結党式　12月

22日メキジコ独立100年記念祭の答礼使

．新橋へ着ぐ　天皇陛下第31回帝国議会開

院式のため貴：族院正門に到着の光景　1

月5日愛鷹丸の事故’1月6日日比谷公園

に於ける消防出初式　鹿児島島津公爵邸

より桜島を望む　1月12日桜島の爆発

・阿蘇噴火山の景桜島の爆発に際し避難

せし住搾・同災害op惨状　1月16日莞去

せし伊東祐・享　閑臥宮第2女王茂子殿

下・侯爵黒田長成令嗣長礼との御婚儀

東京大相撲1月場所優勝者

　3月号
　大正博・台湾館　神奈川県橘樹郡蒲田

．の梅　近衛歩兵第1連隊の軍旗祭の余興

1月27日六番町・独逸教会におけるウィル

ヘルム2世4）誕生会　1月31日生駒トンネ

ルの貫通　新婦人社員による義雪辱の募

集．東北地方凶作地の惨状　プーレー三
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妻及住宅　海軍収賄事件に関する疑問の

人々’ Q月1日国技館の学生相撲．芝愛宕

神社め火伏の神事　2月8日大江卓の得度

式　内閣弾劾演説会　沢崎大佐と邸宅
日比谷公園の三民大会　物々しき議院外

の警護　育湾神社の大祭典　同祭典の余

興京城の無礼門旧韓国時代の寺小屋

故子爵青木周蔵の葬儀　御大典奉告勅使

京都泉涌寺の御大典報告御大典準備

天の逆鉾

618歴史写真帖　大正の巻　大正3年4月

　．一一　12月　歴史写真会　1冊（合本）・22×

　31cm　・　．　〈408－99＞
．〔月刊の報道写真集〕

　　4月号
　　大正博覧会出品画の優逸　2月27日浄

　土宗勅額奉迎’3月智恩院勅琿奉迎　3月

　6日下岡蓮杖翁の葬儀　3月4日故男爵松

　田正久墓去当日の光景’3月5日内藤・・長

沢両㈱縣の嚇腕鮪槻3月・・
　日陸軍記念日祝賀会に向う寺内朝鮮総督，

　等　3月15日秋田県震災被害の惨状伺
　仙北郡強首回の惨状　同刈和野村の惨状

　同刈和野村附近の光景、支那寒山寺の景

　南京の明の皇帝の故宮　福島関東都督及

　北支那駐在列国軍司令官と其幕僚　東清

　鉄道の終点駅　貴衆両議院長三新大臣等

　大礼使　京都紫尊霊　御所賢所の上棟式

　用の大工道具　丹波国元伊勢・丹波国天

　の岩戸　後奈良天皇御即位式の図　桜町

　天皇御即位式愛知県・悠紀田と所有者

　　5月号
　　皇太后肖像（カラー）一大隈内閣　法国

　大統領墓前に：於ける出雲艦長の一行

　1898年2月沈没せし米国船メーン号に哀

　悼の花を投込む婦人秋由県震災被害

　．巨艦扶桑の進水　4月2日東宮殿下学習院

臨御　同殿下学習院時代の記念品（其ll．

其2）3月20日大正博覧会開場式　大博

第1会場正面　3月9日衆議員大量会（大男

の会）『R月26日衆議院25年勤続議員　3

月21日中央幼年学校陸上大運動会，3月

28日渡米せし慶応i義i塾野球選手’3月28

日故近衛篤麿公10年祭3且28日漏壷、

村・徳田両中尉の記念培除幕式　3皇子の

皇太后陛下御見舞，沼津御用邸（其1，其2）

『L ﾜ依を召されたる皇太后陛下　皇太后御

若年の御束帯　4月11日南洋士人臨本出

版社へ来る　同説出版1周年祝賀会の余

興4月8日珍らしき電

　6月号・
　大正博rの教育及学芸館と水産館　大正

博覧会のケーブルカー　大正南北3会場

の三笠艦模型　海軍の快飛行　重松中尉

の惨死　故重松中尉遺族の涙　故重松中

尉の並並なる記念　葬儀　10日祭・徳川

式第5号機の破壊　大正3年5月12目新橋

駅での事故　桑港に於ける代議士故服部

綾雄の埋棺式　米墨戦争両軍の首脳　ポ・

ルトガル王と盛大なる宴会　昭憲皇太后．

陛下の畏き御記念　昭憲皇太后陛下御母

・君と御祖父君御霊輻を牽き奉るべき牽

牛御立車　葱：華螢青山御所前の装飾

市民の奉悼　昭憲皇木鼻御大葬酒毒簿

　’7山号－

　　御大葬5月5自臨時帝国議会珍らし

き木亀　朝鮮の牛市吉原の昔を偲ぶ花

魁道中　大正博覧会美人島旅行　大正博

体育館の太鼓踊　博覧会デー一一　q）花電車

　メキシコ・カラン’サ将軍のタンピコ入城

　東京衛戌射撃大会　6月10日大画伯邸の

　全国実業家諸氏　6月12日3横綱土俵入り

　の壮観　6月10日東宮殿下の飛行機御見

　学16月10日東宮殿下台覧演習地に於’け．

　る鉄条網　桜島大爆発当時の惨状”5月
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18日熱田駅の列車事故　6月13日，14日民

間飛行大会

　8月号
　印度セイロン島に於て発掘せし釈迦のト

石像　宮城県鮎川村の景　善光寺の明照

，殿と明照婦人会の発会式英照皇太后宮

．御板輿　朝鮮征伐の遺蹟碧旧館　秋田大

．画面の実況　6月8日春秋国際両新聞協会

の閣員招待　アルゼンチン答礼使：6月

20日山脇高等女学校での婦人教育会の実・

況（飛行機講話）6月26日皇后陛下大正

博行啓6月25日小樽にて鉄道工事中15

名生埋事故　第2期陸軍飛行将校と諸将

官疑問の中将山内万寿治男と問題の室

蘭製鋼所6月28日暗殺され給へるオー

堺トリア皇太子とその家族帝室御賞典

国内産油競走の実況　英国探険隊長モー

ソンとオーロラ号　7月3日岐阜市電燈値

下げ問題大演説会　7月5日学士院あ授賞

式7月4日故小松宮大妃殿下の御葬儀
，7月7日外務省顧問デニソンめ葬儀　桑港

博覧会の全景と塑像　7月11日大阪日報

社主催の納涼博覧会　7月10日大正博褒

賞授与式の閑院宮殿下　同式の光景　岡

山立憲青年党結成式に臨める犬養一行．

「、9月号

　1913年10月オーストリア皇帝陛下の閲
兵式御臨場　1855年のクリミヤ戦争の光’

景　1800年の因幡戦争光景　1913年5月

独国御訪問当時の英露両皇帝陛下の御英

姿欧州交戦国各元首の悌三国協商国

各元首の往訪　1895年ベルリンでの欧洲

各国皇族の会合　英国皇帝ジョージ5世

とメリー皇后　ドイツ皇帝ウィリアム陛

下どビクトリア皇后　7月独仏国境に於

けるドイツ歩兵の配陣　大正3年7月30日

露国砲兵の活動振り　独国機関砲隊の活

動　米国政府の大統領官舎に於ける閣議

席　機関砲を装置せる仏国飛行隊『1914

年4月仏国パリの飛行機共進会　ドイツ

の砲兵隊ベルギー国境に向ふ　仏国々境

守備兵幹部と同国騎兵の進軍　独仏両国

の空中戦争　キール軍港の三国主動艦隊

．8月15日臨時閣議のため両陛下上野駅へ

還幸　日本政府がドイツ政府に対し返還

を要求せる一州湾　荘厳なるオーストリ

ア国宮殿の正門　イダリア三一マ市コロ

シアムの旧蹟　7月31日大正博閉会式、8

月1日3500里無銭旅行者の出発　8月15日

パナマ運河の開通　鳥取県西伯郡淀江町

の石器時代古墳の発掘　長良川の鵜飼

　10月号『

　8月30日宣戦奉告勅使の参向　帝国軍

隊の出征青島のドイツ水兵青島市街・
帝国飛行機青島を威嚇す　青島の2大兵

営帝国艦隊の活動　我が機関銃隊の活

動　帝国軍隊の活動・赤十字隊の出発

英国皇帝とコγノート殿下，英国陸軍遠

征隊出発　ウィルヘルム2世陛下の大本

営を進めたるマインツ市，墓去せるロー

マ法王ピオ10世t／灰儘となせるデイナン

市・陥落したア：イトワ「プ市　キール軍

港　連合軍将校の偵察振り　8月29日の

暴風雨による静岡市街の惨状　8月29日

暴風雨による大洪水（静岡市，東京千住）

8月25日ニコライ堂にお．ける戦勝祈とう

会　ドイツ兵出征の大宴会．カイゼル陛

下の閲兵式　8月29日靖国神社，戦死者名

簿の拝観を許される　インドダージリン

山の仏式行事　兵庫県二楽荘　タイrバ

ンコックの皇帝誕生の祭典

　11・月号
　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　十二社の秋色　第8回文部省美術展覧

会出品中の傑作ラングーンの風景と其

の一大仏像　10月6日第13回愛国婦人会

総会　9月13日北海道旭川新区制実施祝
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賀会の盛況英国陸軍オステンドに上陸

　オステンドの海水浴場　ブラッセルに於

　ける独軍騎兵　馬上の独国皇太子と妃殿

下，休憩中の独軍歩兵イz一ド工兵
　1908年パリ近郊で行われた大演習参加の

　世界斉国陸軍将校め一団　青島方面破壊

　された砲塁　我青島攻囲軍の活動　10月’

　9日引剥傷病兵門司1ご帰る1独学俘虜門

　司駅構内　高千穂艦1ドイツの汽船ヅイ．

　モ号＄捕　ドイツ水兵の電気浮遊水雷の・

　装薬　我青島攻囲軍某湾に上陸す　ドイー

　ツ皇帝と6皇子、御慰問使若見侍従武官．

聖旨を伝達す　賀陽宮大妃殿下ほうたい

　を巻かせ給ふ　大英国海軍病院の多忙

㌧連合国に加わ・れる印度砲兵　仏国野砲兵

　占領せし独吟マーシャル群島の風俗　英

　国の占領せし独領ビズマーク群島の風俗

9月4腋明蝕・君
　　12月号　　、♂
　　11月7日青島陥落，敵塁上の日章旗　労

　山一帯の冬景色　武庫離宮　陸軍特別大

　演習（11月15～18日）青島モルトケ兵営

　神尾将軍，ワルデック大佐軍需品を運

　呈する苦力．青島攻囲軍林間の斥侯　独

　軍の破壊せる鉄橋　独吟水雷艇’インド

　騎兵　仏国カレーに到着せし英国騎兵，

　1砲兵　仏国砲兵隊　独軍騎兵　日本赤十

　字社医員看護婦露国派遣救護班　10月27

　日天理教全国婦人会総会　11月11日’日比

　谷公園に於ける青島陥落祝賀会・フリー

　ドりッヒ高地より青島市街を望む　青島

　造船所の一部’青島停車場’独軍の火薬

　庫青島ウリニドリヒストラッセ街青
　島に於ける独軍歩兵の分列式’ドイツ青

▽島守備隊の行進　征独軍の前進隊　小休∫

　止愛国婦人会の慰問袋調製第22回日，

　本赤十字社総会10月27日日比谷公園にて

　10月25日鍛冶橋開通式

619歴史写真　大正4年1月～6月　歴史写

真会．1冊（合本）22×31cm　〈408－99＞

　1一月号

　青島攻囲軍陣中の天長節祝賀泊・英

両軍の青島入城式ゼ青島の招魂祭・イル

チズ砲台占領　小湛保塁占領　ビスマル

ク砲台占領　イルチス砲台占領と敵の俘・

虜　第35回帝国議会開会せらる　12月3
日木曾山中を経て中仙道を西下する福島

将軍　12月2日加藤提督一行の凱旋　加

藤中将一行入京す青島攻囲軍英軍司令

官バ「ナーヂス．Fン少将入京す、東京に

「おいての青島占領祝賀会　印度兵の進軍

仏国原野の英国歩采　英国機関鋳隊の活・

動　英国兵の犬子　仏国章騎兵の休息1

英国騒客り休息tj、ッペリ．A飛行船によ

るアントワープ攻撃の跡　南洋マリヤナ

群島の我軍政庁南洋カロリン群島の風

イ谷孔子を祭れる支那泰山の風光（其

1～其3）備前和気郡和豪町霊山の大題

目開眼式、

　2月号
　冬期の奉天市街支那泰山の孔子膓
（其1ん其4＞’12月16日日本赤十字社医員

看護婦，仏国へ向け新橋より出発　12月

28日目黒の火薬庫爆発，被害者病院に収

容12月18目東京駅め開通式当日の祝賀

12月18日青島攻囲軍司令官の凱旋　12月

・25日第35帝国議会解散前の議場，，12月25

日衆議院玄関前　民間飛行家荻田氏墜落

す　新元師と新大臣・政界引退者　12月

31日天理教管長中山新次郎の葬儀　山東

鉄道線城陽停車場附潭白沙河に架せる鉄

橋の破壊’占領せしビズマ・・一一ク砲台　青

島石炭庫の爆発　無文砲兵三白面河渡渉

の光景tt青島占領後の山東映射　河西に

於ける我野戦病院、白国オステジドにお
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ける最後の避難i民　白国避難民の船中生

活　三菱造船会社彦島の新ドック

　3月』号
　徳川時代の梯江戸御船蔵　同吉利支丹

の鋼製　同板踏絵と真鍮踏絵・同金子馬

と銀砿馬副大典用平胡籐　同鉦鼓と太鼓

南洲翁月齢上人並に国臣大人の遺物　シ・

ヤム・カンペング・ペッチ殿下・妃殿下の

来日’凱旋将軍歓迎会　閑一旦幣制殿下

戸山学校訪問・2月7日陸海軍飛行将校凱

旋歓迎会’我征独軍の分捕れる戦利品

2月5日ノールウエイー汽船クリスチャン』

ホーアス号を傘曝す　南洋新知領地の風

俗　済南停車場押収　青島攻囲軍の占領

せし砲台　欧洲印度兵マキシム砲隊の活

動・英兵の進軍　欧洲印度兵の負傷兵運

搬　アントワ「プた於ける陸軍病院内負

・傷兵　覆面の飛行船　六リノートルダム

屋上の弾痕　桑港万国大博覧会出品の大

阪城ゐ模型　山東省三幅県孔子廟の拾祭

器、（其1～其3）『山東省曲阜県聖孔子の像1

支那六官の葬儀　万濤山

　4月号　　　　　「tt’．
　御即位燈用礼冠武礼冠並に三山冠　大．

嘗祭御用の桿と楯　御即位礼用輝輝　御

即位礼用東京錦毯代　明治7年台湾討伐

分捕品　荒木又右衛門の墓　山東省曲管

県孔子廟の五祭器　山東省曲阜県孔子の』

墓　山東省転漕県孔父の像・山東省野阜『

県曾子孟子の像　桑港大博覧会の日本館

同日本月府下落成’2月13日諏訪湖氷上

の騎馬大演習　2月9日永平寺誉長の葬儀

鳳の横綱免状授与式　鳳の土俵入　ニュ

ーヨークに於ける我救護班の歓迎会　露

都に到着せる我救護班　三指品め感謝報

告会一2月22日仏国大使館にて　仏国大・

使館に陳列せる義指品　印度における盛

大なる象の行列　2月23日陸軍将校の東

海道横断飛行　青島攻囲軍の占領せし敵

の墜三三島攻囲軍戦没者の墓三軍の
破壊ぜし民家　独男の破壊せるベルギー

のホテル　海軍飛行家の墜落　殉難海軍

飛行家の霊枢祭　4月3日兵山県加西郡北

条町②屋台の順行

　5月号・
　在北京日本公使館’支那泰山五大夫松

支那泰山の風光上野国多野郡三本木の一

古墳より出土せし鏡　明治7年3月台湾征’

伐の分捕品、マーシャル群島エボン島土

、人の酋長と三族”ビスマ“ル群島アドミ

ラルチ諸島土人17）作成せし作品　大隅伯’

の車窓演説と蓄音器演説　総：選挙当日の

神田区方面の与野党の活動姫路師団の

出発仏国々境の戦跡　所沢宇都宮間陸

軍大飛行陸軍卒業飛行の飛行機墜落
』昭憲皇大后御1年祭　御霊代奉遷式　徳

川時代め大名行列（其1～其5）4月17日

芝増上寺の犬法要の余興

　6月号
　大嘗祭用品　御即位礼用品　主基斎田

祓式　大嘗祭御用黒木御燈籠　北埼玉郡

中条村の古墳より出土した馬と鳥の埴輪

渡辺数馬の墓　北京正陽門　北京の中華

門　北京城内大和殿　北京独逸公使館

世界徒歩旅行者蒙古に入る　将校婦人会

総裁宮奉戴式　4月21白新附空船命名式

寧鑑出雲の響応5月4日第23回赤十字総』

会日比谷公園にて・奈良大仏の開眼供養

同大行列．桑港木博覧会の夜景　同博覧

会あ金閣寺　同博覧会の園芸館　同博覧

会祝祭館　占領せしビスマルク砲台あ巨

砲　台西鎮砲台の破壊青島の起工式

前青島総督夫妻と元総督府　青島の大園

遊会

620歴史写真大正5年1月r－8月，10月
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一一’@12月、歴史写真会　1冊（合本）22×

31cm　　　　　　　，　　　　　　　　．　　　〈408－99＞

　・i月号

　旭日瞳瞳11月17日豊受大神宮御親鍵

11’h月20日越大神宮御親謁　11月24日畝傍

山東北陵御親謁　Il月25日伏見桃山陵及

び後月輪三凝議親達青山原頭の大礼観
兵式（其1i其2）’ 結椈pの特別観艦式（其

1，其2）神戸大倉山の伊藤博文公銅像

周防宮市暁天楼　東京市の御大典奉祝会

朝鮮京城の御大典奉祝　支那上海の御大

典奉祝　支那三口の御大典奉祝　満州遼

陽の御大典奉祝美濃国大垣町ρ御大典

奉祝　高知市の御大典奉祝　各地の御大

典奉祝　長崎市・福島市の御大典奉祝

新潟市・仙台市の御大典奉祝　富山市の

御大典奉祝　神戸港の御大典奉祝、比律

賓群島在留帝国臣民の御大典奉祝献納細

布畦ホノルルの御大典奉祝鹿児島市・、

’甲斐国吉田町・谷村町の御大典奉祝　名

古屋市・若松市凋防国防府町の御大典奉
　　　　　　　　　　　　り
祝出雲大社に奉献したる日本一の大華

表　帝国在郷軍人会総会海軍航空界め

犠牲者青木大尉の葬儀　仏国軍艦の火砲

発射　パリ衛戌軍の出陣’ガロベン将軍

の負傷三菱：問　山城国木津川の景　伊勢

’皇大神行宮の郭話紀伊三新宮村天叡断

　2月号
　衆議院に於ける大隈首相の施政方針演

　説中華民国4年12月5日北京の国民会

議タ員特別選挙．雲南独立の両首領　不

忍池畔の消防出初式　米国冒険飛行家ナ

　イルズの来朝　新参謀総長上原勇作　新

掴衆議院副議長　横綱梅ケ谷の断髪　露

　国皇帝御名代ゲオルギー・ミハ土ルウイ

　チ殿下の御来朝　朝鮮漢江結氷期ρ魚獲

　米国大統領ウィルソンと其の夫人　撃沈

　せられたる入坂丸　バンクーバー市帝国

領事館に於て挙行せられし御大典奉祝会

の記念撮影’北京・釜山・本浦の御大典奉

祝　満州遼陽の御大典奉祝　支那油頭及

び琿春の御大典奉祝　備中笠岡・飛騨古

川・下総小御門・伊賀名張の御大典奉祝

松江・長野・高知の御大典奉祝”金沢・豊

「前中津越後小千谷の御大典奉祝’富山

市・宇和島町の御大典奉祝・各地の御大

典記念事業と献上品　盛岡・浜松・名古

』屋・徳島の御大典奉祝御大典と横浜港

奈良の御大典奉祝・1915年4月仏国イイ

ントノン城内でのシジ『ヨンドノール勲章’

の授与式　ツェッペリン式飛行船により

攻撃された英国・仏国の建物　悲惨なる

ポーランド農民の一家　独逸俘虜の反軍

司令部到着　フラン界少年隊とガリエン

将軍　仏者のアルコンヌ森林敗退　アン

トワープ避難民の森林野宿ベルリンの

婦人電報配連1伺夜警

　3月号・
　歴史写真会最高幹部阪谷芳郎ほか　ロ’

一マ法王特使ベトレリー大司教の来朝

男爵松田正久の銅像除幕式で祝詞をの
べている大隈内閣総理大臣’ 黶D男爵加藤弘

之の告別式に向わんとする霊白血　大正

5年横綱に昇格したる海雲治郎　仮免状

授与式　北京大総統府　シドニー一のゼー

ムス・クックの銅像　シドニー近郊演習

中のイギリス砲兵　カルフォルニア・ス

キヤゲダルズ大蛇布　ハルダンテ地方の

花嫁姿　台湾台北・琉球那覇の御大典奉

祝’馬来半島スレムバンの御大典奉祝

バタヴイヤの日本領事館に於ける御大典

奉祝、シアトル日本館ホールの御大典奉

祝’『ジアトル市在留の日本人の御大典奉

祝・ブイリピン在留日本人の御大典奉
祝，献納品　1915年9月シューズ附近で仏

軍戦死者を埋葬せし独逸兵　1914年7月
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ベルギーの戦争孤見イギリスへ出町
1915年11月ロンドンの独身者戦地に向う

1915年10月フランス・ボアンカレー大統

「領の軍旗授与と軍隊告別　ポーランドの

戦跡　看護婦キヤツエル嬢の追悼式

1915年9月ナミュールの戦場で枯草を刻

みっつあるイギリス軍　大戦の後の様々．

　4月号
　支那池州西湖の響町夕照　朝鮮江原道

金剛山附近　北ルスン共進会余興の戴冠

’式と女王チャイナス嬢・ノールウエー・

ハルダンゲルの青年大会　ハルダンゲル

の雪権　3月6日国際新聞協会及春秋会招

待会　2月29日築地精養軒・貴下両院議貝

慰労招待会　3月4日神田青年館・全国木

堂会大会2月22日鯛神社熊本籠城祭

事会　東京帝国大学総長及び学生の声点

射撃　北満州（り極寒と戦へる陸軍飛行機，

及び自動車　2月上旬第2師団の耐寒行軍

と雪中の地雷爆発　東京大相撲一行の大

阪乗込独逸に於ける氷上遊び　カナ
ダ・オッタワ議事堂の火災　英仏両軍の

歯獲したる独軍飛行機独艦エムデン号

の魚形水雷　英仏両軍の戦利砲公開　仏

国ゆルセーユに於け為セルビヤの孤児

壷：壕に拠れる仏・独・ベルギーの各軍　フ

ランス軍ジョッフル将軍・ボー将軍・キヤ，

ッスルマン将軍・ガリエニ将軍・コナーク

’提督1915年12月セルビヤの戦場に於け

るブルガリや軍の死屍　西部戦場に於け

る早耳兵士の展墓　負傷したる盲目軍人

の結婚　美濃国泳宮　八坂入彦皇子の御

墓　筑前国飯塚町勝負坂と能野宮

　5月号’
　ノールウエーソ・ルダンゲル海湾の風

光3月31日学習院卒業式畝傍山東北
陵御親祭　3月25日明治神宮針始式　4月

3日皇后陛下の京都御巡啓　京都洛北北

大原女　4月7日東宮殿下の京都嵐山御成

新任イタリア大使コッキ・ボアツソと参

事宮々一ケッチ・フェランテー　海軍飛

行将校の墜落惨死　衰世凱の5氏　マニ

ラの謝肉祭の余興戴冠式　米国自由飛行

家アート・スミスの妙技を両皇子殿下見

惚れ給ふ洞戸g）パレード　青申練兵場

の自動車競争　4月8日釈尊降誕花まつり

会3月10日朝鮮京城の陸軍記念日台
湾勧業共進会々場　第9師団長川村中将

り葬儀　失意の衰君得意の票君及び支那

時局の中心人物　英国軍需大臣ロイド・

ジョージ主催の兵器廠員慰労会

　6月号
　4月28日靖国神社の大祭　露国に於け

’る我救護班最後め撮影　箔置日本赤十字

社救護班の帰朝　帝国軍人後援会朝鮮二

会発会式一小笙原伯爵邸の東京児童遊園

協会慈善演芸会　人力車上の支那美人

ロバに跨れる支那美人　支那南方革命軍

の本拠雲南都督府　支那雲南討衰軍の砲

兵隊　北京新華銀行10万円富くじの聞箋

米国飛行家アート・スミスの妙技　奈良

に於いてのアート・スミス　早稲田大学

の沙翁300年記念祭大阪に於けるアー

ト・スミス　枝光製鉄所上水貯水池の大

決潰　両陛下の行幸啓を辱ふしたる海軍

水産博覧会　台湾勧業共進会　閑深宮殿

下の御渡台　5月6日日比谷公園・赤十字

社総会　ホノルルの伺支部大会　目黒の

競馬大会所沢県門隊の第4期卒業式
露：国大使の帰国　支蔀公使の帰国　阪谷

男爵のパリ差遣　メキジコの反将ヴィラ

将軍とその軍隊血戦の小閑と殊勲者の

歓び　官幣大社熱田神宮　日本武尊の旧

蹟甲国酒折宮　尾張国入海神社

　7月号
　馬来半島ラジや王・ヤム殿下子息の元
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服式　独軍暴虐の犠牲となつ々パリ市民

の葬儀（其1，其2）新任本邦駐劃露国大

使バジール・クルペンスキー国書捧呈の

ため宮中に参内、インドの詩人ラビンド

ナラナごト・ダコールの来轍下谷の横山．

・大観邸にて）帝国水難救済会総会月

本海員腋済会総会凍京大相撲西方の優、

勝と板垣伯の祝盃　香港沖に欄坐破壊し

たる巨船三洋丸　都城に於ける民間飛行

家中沢の墜落マニラホテルに於ける南

洋観光の一行　愛国婦人会第15回総：会

北海道空知川鉄橋の墜落　6月11日北陸

本線の列車鉄橋ホり墜落すt新設第19師

団軍旗授与式　第13師団特命検閲　同仁

会の地方長官招待午餐会　各国大使館主

催の慈善バザール英国皇帝御誕生の帝

・国祭園遊会　令嬢教会総会に出席したる
　　　　　　　　　　　し、夫人達　5月26日陸軍士官学校卒業式行
　　　　　　　　　　　ミノ幸　北京・天津勾当隊の満州豆殿屯出発

アート・スミスの天覧飛行　五節舞姫名

・残の優姿’ C軍飛行将校の墜落惨死　鳥

人スミス我が皇室の恩寵に感泣す　支那L

雲南革命軍の精鋭　正貨取附に遭遇した

る支那上海の銀行　大連消防創立10周年

，記念会の放水消火演習

　8画帳
　フィリピン1マヨン山麓に於ける土人

斥候兵大隊観兵式　7月3日日露新協約

成立の記念撮影　陞爵授欝の恩命に浴し

たる人々　大隈重信ほか8名．シアトル

・市の軍備拡長大示威行列　新任中華民国

大総統黎黙黙と其親筆　6月28日衰世凱

の大葬　ビリヤ「ド名手賜田浩二の妙技
・アー．g・スミスの宇都宮及仙台での飛行

同氏め墜落・英独戦の犠牲となりたる下

村海軍中佐の葬儀　英国キチナー元帥

光栄ある人々　皇太子殿下の佐渡行啓，

カナダ・バンクーバーに於ける日本義勇

，・ｺ員徽章授与式　ニューヨーク市の令嬢

義勇隊，上海消防創設50周年盛賀会　ニ

ューヨークに於ける野戦赤十字隊の演習

ニュrヨークに於ける自動車大競走・西

部戦場に於ける仏軍の風呂　独軍司令部

に於ける米国従軍記者　トルコ帝国に於

ける貧民へのパンの配給　西部戦場に於

ける仏軍とオーストリア軍山地兵

　10月号
　伏見桃山御陵前に建遇せられたる乃木

神社　9月11日遣露：大使閑院大将宮殿下

の東京駅御出発　遣露大使御旅館露都斎

宮　8月13日大連に於ける鄭家書戦死者

の追悼会支那兵と健闘したる懐旧の首

領巴布三布将軍と其の幕僚　9月2・3日極「

東遡りンピック予選競技陸上大会　極東

オリンピック予選競技氷上大会’警視庁

におけるコレラ菌検鏡　島津式発動機の

製作者島津楢蔵　ジャワの熱帯植物園

楽器・荒廃したる仏堂　バタビア医学校

卒業生の記念撮影　林三曹公使の国書捧

呈井上前駐英大使め帰朝9月4日渋沢

男爵邸に於ける米国鉄王ゲーリー夫妻の

歓迎式　東京帝国大学教授学生の乗馬練

習，近衛騎兵連隊の水馬練習・8月23日

新潟に於ける全国煙火競技大会の壮観

貨物船興禰丸の進永　日本赤＋字社財仏・

救護班の帰朝　東部戦場に出動せんとす

　るドイツ看護婦のロシア語練習　第10画

文部省展覧会の代表的作品戸田亦太夫

　の墳墓　旧蹟羽後国金沢の棚趾　赤穂四

　十七士・不破数右門の遺品銀杏姥神

　　11月号
　　宮城二重橋　芝高輪東宮御所正門　皇

　太子殿下の御生宰　大正5年10月成立の，

寺内新内閣．三派合同新政党結党式（精

　養軒に於いて）北陸線筒石駅構内の地

　すべり大崩壊．仙陽線吉永駅に於ける貨
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物列車粉砕の惨状　広島県下大井水門の

惨状1陸軍飛行中尉樋口嘉種の墜落惨死

満洲大連に於ける端艇競漕と野球試合
満洲大連港埠頭に於ける市民大会の盛観

北京南苑に於ける最：初の飛行大会　北京

「官設結婚楳介所　7月30日ホノルル本派

本願寺に別院新築定礎式　仙台第2師団

歩兵第4連隊軍旗祭　9月28日救世軍シカ

ゴ司令官フ・レンチ大佐の来日　9月21日

サンフランシズコ母国観光団　ブラジル

国前帯商務大臣・モラエス・バロス噛立太

子式奉祝花の日韓の花つく’ 閨@新築落成

を告げたる東京銀行集会所　サンフラン

シスコに於ける盛大なる軍備拡張示威行

列　1916年7月目γム附近の新占領地匠

於ける英軍歩兵の道普請　ヴェルダンに

於けるフランス軍の砲弾配置　第10回文

部省展覧会の出品作品

　12月号　　　　　　　　　　rr．

　立太子礼当日皇太子殿下の御参内　富

城馬場先門前の立太子礼奉祝門　当日の

・馬場先門附近の群集　皇太子殿下の歯簿

各地の奉祝門　東京市花電車　：夫阪市花

電車　東京市内奉椀雑観・横浜・；島・高

崎・鳥取の立太子礼奉祝　京都・名古屋の

立太子礼奉祝　金沢・岡山の立太子礼奉’

祝．東京湾恒例観艦式の壮観特別大演

習北原第5師団の出動、10月22日九段靖

国神社の秋季大祭　｛xeリで開催された万．

’国連合経済会議から帰国した阪谷芳郎

ニュ’＝ヨーク市公園の噴水池で稼ぐ少年

乞食　ニュ田川ヨークに於ける電車値上反

対運動　英駆歩兵隊の戦闘準備・西部戦

場の耳蝉　第10回文蔀省美術展出品作品

山城国笠置山．野崎国後醍醐帝の御旧跡1

印度各地の風俗

621歴史写真大正6年1～12月　歴史写

一397一

真会　1冊（合本）22×31cm　〈408－99＞

　大正5年1i月特別大演習の浜野立所に

向わせ給う大元帥陛下　同演習　同演習

の大本営　御召艇御駐泊所　千葉県六

方ケ原に於ける近衛第1両帥団対抗演習

（其1，其2）大正5年11月20日赤坂離宮観

菊御会行幸　東京麻布区5大臣祝賀会（本

野，寺内，後藤，田逓，仲小路の各大臣）

支那革命党の領袖黄興・葵鍔2氏の追悼会

大正5年11月16日皇后陛下東京上野音楽

学校に行啓　日本の新造艦伊勢　米国の

新造艦アりゾナ　11月28．日東京神田鍛：冶

町の電車事故　11．月29日東北本線古間木

駅附近の列車大衝突（其1，其2＞東北帝

国大学の立太子礼奉祝献上品　11月3日’

米子・函館・新潟・福島の立太子礼奉祝

神戸・長野・高知の立大子礼奉祝　内外各

地の立太子礼奉祝　新設せられたる満州

鄭家屯領事館　西部戦場に活動しつつあ・

る印度兵・西部二丁ノンム戦線に於ける

雪平の砲弾配列　ベルリン婦人の勲章製

作と窓そうじ　シンガポ門ルに於ける我

が南洋警備艦隊の天長節祝賀　南洋ダイ

ヤ族　毒蛇コブラ’故三条実美公の梨木

神社合祀奉告祭

　3月号
　明治38年9月23日満洲昌図附近陣地視

察中の大山総司令官及び其め幕僚（口絵）

大正6年東京日本橋　米独の国交断絶と

両国政府当時の人々　動員令を発せられ

たる米国ニューヨーク州の第7師団兵

米国梅軍ネヴデダ号・アリゾナ号　■ユ

ラヨ÷ク港外に抑留せられつつある独逸

商船．第38議会貴族院議場　第38議会の

．解散と政府党及び反対党の各領袖　2月2

日横浜あ倉庫大爆発大震動を起したる

箱根温泉場　金沢及び富山の大雪被害

2月14日東京洲崎遊廓あ大火　ベルリン

’／



の氷上遊び　ハンダルゲルの3月‘オー

ストリア新皇帝カルル・フランツ・ジョゼ

フ陛下　ワンドン市長戦功者に金時計を

贈る．「こ野川の活躍　英軍の歯獲小銃　英

国首相ロイド・ジョージの戦線視察　英

国皇帝ジョージ5世の戦没者慰問　我国

駐留大公使婦人連のバザー　最近来朝せ

・し人々（憲邦王子，タゴール，レオトルス

・Fイ；スタール博士）上野公園精養軒に

・於ける東京大相撲東方の祝捷平野横綱

大錦の初土俵入　2月11H第3つるぎ号上

より見たる東京市街（築地居留地，隅田川

河口附近，深川木場）　陸軍航空隊の耐寒

山地飛行（其1～其4）　東京門門琴平神社

の節分　石岩瓦斯の製造！エズキモー族’

と西部アフリカ蕃人の生活　大砲の製造

　4月号
　大日本帝国勲i章及徽章集（口絵）』マニ・

うのカーニバル祭余興新任本邦及び支，

那駐刮チリ公使と家族　本邦駐剤米国大

使ガスリ｝の逝去　興野国交断絶後米国

’東海岸の非常防備　米国婦人参政権運動

考9）ホワイトハウス訪問　2月25日東京

下谷少年義勇団の野外発火演習靖国神

社の陸軍記念日余興相撲’北海道根室青

年団の岩石除去主事の竣成　大雪の為に

i倒壊したる県立長岡工業学校講堂　福島

大将の薫陶を受けつつある粛親王の3王

子等シンガポール在留邦人の新年歌留

多会　2月19日大阪医科大学病院及び医’

科大学の焼失　大阪医科大学病二大火焼

難の混雑　愛国婦入会の講演会　熊本籠

城祭酒宴の光景　国民党の議会解散報告

演説会　憲政会主催討閥大演説会　大正

6年2・3月に於ける本邦飛行界　戦艦日野

の進水式　持除されつつある東京湾品川

台場の内部　3月8日沢田中尉の墜落惨死

「同氏の遺骸落合火葬場に向う　ツエッペ

　　　リン伯の逝去独逸クルップ会社工場の

　　’内部　東宮御所匠献上すべき東京府の大

　　，模型　東京第一1，高等学校の第27回記念祭

　　新潟・石上山不動院に於ける節分会

、　　5月号「
』　　上野不暦池畔の遷都50年奉祝博覧会

　　　亀戸天神②藤堀切の菖蒲　ロシア・二
’）@コラス2世・その戴冠式の群集　露国ペド

　　　ログラード・モスクワ3月25日ウラジオ

　　　ストグに於ける新政府成立祝賀会　4月

　　　17日戸山の原陸軍射場に於ける東京衛戌

　　　大射撃会　陸軍航空隊飛行将校杉野中尉，

　　　の墜落惨死　日本郵船欧洲航路汽船宮崎

　　　丸の武装　二i“ヨrクの無宿者　東京

　　　の下層民・米国婦人連の小銃射撃練習

　　独逸に対し宣戦したる米国の戦闘準備

　　　米国に於ける独逸のオペラ女優とコロン

　　・ビア大学の食物学講座　支郵演劇め舞台

ノ＼　面　現代支那一流の俳優（早月潤，林治

　ご　動）－4月2日学習院女学部卒業式　日比

　　　谷公園音楽堂の海軍々楽隊演奏　東京中

　　　央郵便局の新築落成とその施設4月の
　　　総選挙運動搾め議貝候補者の物入連（黒’

　　’須龍太郎夫人，萩野寓之助夫人，磯部四郎

　　　令息尚夫人，鳩山一郎夫人）・4月3日学習

　　　院の端艇競争・東西両帝国大学の庭球試

　　、合4月3日半稲田大学陸上運動会帝国

　　　ホテルに於ける支那特使注大営氏招待会

　　　日比谷公園の釈尊降誕花まつり　山伏行

　　　列　4月11日東京跡見女学校出身会々員

　　．の郊外清Lts　1’・京都大谷派本願寺法嗣木上．

　　　養麿の得度式　枢密院副議長清浦圭　4

　　　月1日像除幕式当日の矢島揖：子女史　行

　　　啓遊されたる東宮殿下　故陸軍飛行将校

　　　杉野中尉の葬列

　　　　6月号
　　　　5月8日極東オリンピック大会（大隈名

　　　誉会長の演説）』同大会（選手の入場）．
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伺大会（ハイハードル競技）　同大会（マ

ラソンレLス，皇子台臨）　同大会（バレ

汀一ボール，　’880ヤードレース，ベースボー

・ル，220ヤrド競泳）　同大会（優勝選手）

同大会（神田青年会館賞牌授与式）　遷都

50年奉祝記念東海道53次駅伝競争（日本

橋t7）群集）本邦駐創米国大使故ガスリ

」の遺骸故国に向ふ（横浜港）寺崎広業

画伯2回自作展覧会の逸品（其1，其2）　5一

月3日日比谷公園・第25画赤十字社総会

第16回愛国婦人会維会　大阪安治川二藍

分倉庫あ大爆発惨状　村雲婦入会　仏大

使館園遊会　渋派男欝慰労会　大際侯天

盃受．内祝宴　4丹20日神田区役所投票場

前　政友会本部の幹事長・江藤哲蔵　鳩

山一郎とその家族’1917年3二七シア・ル

ブリン地方の窮民　塾肝内に於ける英軍

のシチウ分配　下関赤間宮先帝祭当白市

廓内の光景　宇和島に於ける四国八十八

箇所遍路接待の光景　米国飛行家アご

トスミス来日　アート・スミスとカサリ

ン“’スチームソン嬢の握手声楽家アメ

リタ・ガリL・サ＝クト嬢マダム・ゼラ

ルジン・ファーラーとロン・デルゼン

　7月号
　東宮殿下に賜はりたる立太子下記搾出

三幅対　華族会館の能楽天覧　小学校長

・より成る満鮮教育視察団の東京出発、李、

王殿下釜山御発航と御召物肥前の皇礼砲『

発射　李王殿下霞ケ関附近進御　明治初

年の二二重橋及び皇居の一面　萌治初年の

横須賀港　5月20日民間飛行家玉井清太

郎の墜落惨死　独逸潜航艇に傷つけられ

たる駆逐艦榊　米国児童の園芸作業　ニ

ュ←ヨークの日本アスレチック倶楽部の

柔道けいこ　隅田河口に進水したる3千

トン級の汽船第2厚田丸京都松尾祭
賀茂祭　東京府慈善協会発会式　愛国婦

人会東京本部でのスドラウス嬢の講演．

東京帝国大学名誉教授大沢謙二像の除幕

式　大谷光演師・張作霧将軍・南条文雄の，

奉天将軍公署での記念撮影　華族若夫人

・情死事件の模擬陪審裁判　5月22日米沢

市大火の跡　大阪輪江川より発掘せられ

たる大独木舟　石井遣米大使，安達新任

白耳義公使，坂田新任西班牙公使対独

交戦状態にある米国最近の情勢　オース

トラリア負傷兵の運搬野戦病院に於げ

るオ’ストラリ，ア負傷兵　フランス・バ

バムの戦跡三王世子殿下の銃剣術姿

5月10日中央大学の焼跡　陸軍中央幼年

学校卒業式・駐日露国大使クルペンスキ

ー　・　・　）
　8一月号

　銚子犬吠岬の怒濤　第39回帝国議会開・

院式　勝田蔵相の財政方針演説　宣温感

の復飾と支那変局の主要人物　天安門を

出て正陽門に向はんとする清帝の歯簿

r時兵乱の巷と化したる北京永定門外の

光景　北京天壇　北京に雌雄を決したる

弓張両脚の兵ババム附近戦闘の名ごり

英軍の歩兵等忍言にて安息を楽む　カレ

∴入港の英国運送船　1未沢大火後罹災学

校の仮教授　旧長岡藩戊辰戦役殉難諸士

50年祭　米国の義勇兵募集　野球団の兵

式調練　少年海軍義勇隊米国婦人の活

動ババbフスク学生観光団の来朝新
・附南洋諸観光団の浅草公園見学　本邦官

民飛行界殉難諸士の追悼会　米国飛行家

ア「ト・スミス京都に於て声誉を博す、

李王殿下の朝鮮釜山御帰着　1万1千トン

、白萱門の進水式　豊臣秀吉及び上杉景勝

着用の陣羽織　南朝の天子長江帝，同皇

后及び内親王の陵　メキシコ共和国駐劃

公使大鳥富士太郎．宮内省の電話　交換

手となられた13嬢　6月30日の尾崎行雄
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の演説振ヤ

　9月号
　7月21日両国の川開　帝国陸軍高級武

官の大更迭　松本連隊の日本アルプス縦

断強行軍　楠正成の洋刀　神戸湊川神社’

京都小松谷正林寺の燈籠供養　独逸め軍

装を為して興じつつある英軍士官　欧州

戦場に赴く仏領フィジー島の土民兵（本

ノルルにて）・江濠大佐葬儀．璽児の出

葉生・救世軍印度総督の来朝　化学工業

博上棟式．陸前桂島の海浜林間教養i園

源平商氏興亡の跡平氏の墳墓　源平両氏

興亡の跡源氏の吉蹟　7月14日東京自動

車学校を卒業した運転手関原いく子　女

飛行家上野豊子　日本上流婦人礼服・明

衣袴　日本普通礼服掃人西洋服装大礼

．「 栫@支那男女服装　日本料理調製及食卓

西洋料理食卓の配置　支那料理食卓の配

置　日本館の外観　西洋館”）外観．・宰那、

下官の外観1　　　　　　　恩．

　10月号　 ・　’　　）’

　軸練習艦隊の遠洋航海・香港に於け

る大歓迎会　東京市長奥田義人の市葬

同行列九段坂から神田に向ふ　東京上野

公園に於ける3農覧会の出品画文部省

美術展覧会出品の代表的彫刻　石井特派

大使一行の米国桑港到着　桑港パレース

ホテルに於ける’石井大使の歓迎晩餐会

米国政府の大々的飛行機製作と木船建造

北米合衆国大統領制旗及び各連合国々旗

製造　粉擾を来せる早稲田大学生の大示

威運動　学生校舎を占領　化学工業博覧

．会の開場　東本願寺前法主大谷光螢伯の’

朝鮮高僧招待安達公使送別会　木戸侯

30日祭　磯部飛行少佐の帰朝　堀尾芝増

上寺大僧正の渡鮮　東北帝国大学総長・

〆福原鎗次郎・』 Cタリア国特命全権大使ル

　イジ・ジ舌ルラーモ・クサニ・コンクアロ

ニエリーとそあ婦人・令嬢　本邦駐劃米

国犬使ローランド・エス・モーリズ、安政

6年開業したる本邦最：初の写真店全楽堂

・故下岡蓮杖翁の撮影旅行振　大和国多武

峰談山神社　甲斐国天目「山　旭川アイヌ

の熊祭1青森の七夕　東京巣鴨病院の名

物男　．向院男女患者の作業　パリにおけ・

る遣欧米軍令官パーシング将軍’パリに

：おける令嬢連の大工作業　破壊されたる

アルバート大教会

　11月号
　、10月i日暴風雨襲来（東京京橋月島の惨

害）．粉砕せられたる化学工業博覧会

洲崎遊廓大門附近の半平　上野公園内の’

倒木　宮城桜田門外の倒木南葛飾郡
日根野料理・井上府知事の罹災地視察’

唱倒壊レたる京橋中屋印刷所　穴守附近の

惨害’川崎平岸り屍体　砂村に：於ける棺

桶の堆積　市の白米大安売と罹災民の歓

喜　日本赤十字社の権災地移動病院　御

救1血御下賜金袋の調製　大阪府西成郡中，

島村の大出水　東海道線高槻駅附近の大

、洪水’大阪府高槻・牧野・吹田め被害実況

船橋・三島・千葉・横浜の惨状　米国シヤ

　トル海兵入団当ヨの市中大行列　日本中

央茶業組合のシやトル出張所開店式莱

軍の歯排したる防弾戦勲　軍兵支那苦力

　との交燵　東京聾唖学校生徒の手話法練

習’10月12日池上本門寺御会式tt化学工

・業博覧会に於ける人造胞料連合会の出品

模型　京都大原女畑の婆及び猿廻しの風

俗．第11回文部省美術展覧会の代表的目

本画　文展委員の作品

　12月号
　天皇・皇后両陛下京都行幸のため馬車

にて東京海上保険株式会社前を通過．11

月16日近江平原に於ける陸軍物別大演習’

　（其1・γ其5）　10月　25日近衛騎兵連隊の天
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覧馬術　陸軍士官学校の准尉候補生卒業

式　文展出品の日本画　御前揮毫の2画

伯・鏑木清方，平福百穂　仏国教師謝恩会

京都平安神宮後苑宮殿の紅葉賀　10月ワ・

シントン停車場に於ける日米共同宣言を

発表したる日米両国政府の代表者　新任

駐日米国大使ローランド・エス・モLリス

と、その家族　帝国軍艦明石の凱旋と遭難，

船長等の帰朝　米薗飛行家チャンピヨン

高知にて墜落死する’ P0月31日天皇陛下
の観兵式行幸　天長節の文武百官の宮中1

参賀風景　10月31日代々木原頭に於ける’

・釆長節観兵式　天長節祝日当日花の白会

員として活動せる米国パーカー夫人　金

沢菊燕励会の花だん　京城神社秋季大祭

（其1，其2）旧領ボルネオ島ポンチアナ

王子の三型独逸北海の要害ヘルゴーラ・

ンド島　露国廃帝ニコうス・ロマノブ

イタ’リア敗軍の将カドルナ

622歴史写真　大正7年1月～10月　歴史

写真会珊（合本）32×31・m

　　　　　　　　　　　　　　〈408－99＞

　　1月号．
　　立太子礼奉祝記念献上品（京都府より）

焼失前の国技館r11月29日国技館の炎上．・

11月14日南海鉄道の電車正面衝突の大惨

状　11月28日米本協会主催の米国大使モ

ーリス弾琴歓迎会　ニューヨーク在留邦

人団主催の石井大使歓迎会　12月11日東・

京株式取引所火災の光景ユ2月1目東京　「

三宅坂に於ける電車大椿事　11月23日大．

隈重信重病の後の本復祝　特派大使石井

子爵一行の帰朝　12月3日支那公使館に

於け1る東洋婦人会会員招待会、島津公爵

家の祖先祭と、戊辰戦役殉難諸士50年察

長野県川中島附近に於ける高田長野両師

団対抗演習　源九郎義経の甲冑　高杉普

　　　　　　　　　　　　　　　　　一401r

　作の遺物　函館五稜郭の戦場、交戦国の

　食料問題と米国婦人の料理法意究　上海

　に於ける支那実業家盛宣懐の葬儀　内外

‘民謡連の柔道けいこ　軍国多事の際に於

　ける米国少女の活動　アメリ・力兵の日曜

　巳　　　・　　　　　　　　　　　．　tte／『

　2月号
　’1月8日宮城外苑に於ける大正7年度陸

軍始観兵式　大正6年12月19日芝公園内

三緑亭に於ける政友会最高幹部会　大正

6年12月25日第4σ回帝国議会り召集（衆議

院構内）1月．15日泉涌寺派管長の御衣奉

還不忍池畔に於ける東京消防出初式
東京ニコライ会堂に於けるロ」マ特使の

葬儀・帝国軍艦筑波爆沈殉難将士のL周

’年祭　ニューヨークに於て賞讃を博した

る日本人の出し物行列　向赤十字隊の出

し物行列，シアトルに於ける天長節祝日

の記念撮影　三浦環女史ニュー三一グに・

於て歓迎せらる聖一準クに於ける
．捕獲乱心及び英軍タンクの見世物’ニュ

一壷Lクに於て発見ぜられたる7百万年

前の巨獣の頭蓋骨　横網太刀山部屋た於

・ける力士連のもちつき　大相撲春場所の

触れ太鼓　九段靖国神社境内大相撲場の

藩論式　春雨所　鹿児島竹田神社の島津

日新公35Q年祭稚児踊

　3月号
　’第40回帝国議会貴族院に於ける本野外

相の演説　米国大使モーリス新見豊前守

の墳墓に参拝　2月ユ1月上野公園憲法発．

布祝賀会に於ける警官と群集との大乱闘，

鳥取・富山・小千谷あ大雪　越後国小千谷

の大雪　慶応対同志社のフヅトボール

松本50運命の諏訪湖上演習　東京大相撲

春場所東軍の優勝　新横綱栃木山　横綱

太力山の引退相撲　宮城県立男子師範学

校附属小学校生徒の琴げいこ納会　陸軍



坂元中尉の墜落惨死　同氏の葬儀　大森t一

皇后太夫の特電小学校視察・特殊小学校

恩賜金奉戴式当日の坂谷後援会長の演説

1月24日～27日東京駅楼上の万国スキー

展覧会1月27日青山練兵場に於ける模

型飛行機大会　女子職業学校生徒の献上’

造花製作　官幣大祉三島神社の宝刀研ぎ

米国大西洋艦隊あ威容　ニューヨークに

’於て大歓迎を受けたる英軍タンク　欧州、．

戦場に向ふアメリカ兵婦人団に饗応せら

る　米国婦人の郵便配達志願と配達下め

野矢　2月来朝したる珍しきカウボーイ

劇　京都の消防出初式　風俗研究会の流

鏑馬　御茶の水高等女学校の柔道寒げい

こ　同志社大リフットボニル試合　東京

力士野球　諏訪湖の湖上1周スケート競

技大会『

　4月号
　卿昨齢碓氷艸列車逆落しの大．，

惨状　東京府農会の主催に係る僧門市の

混雑（其1，其2）八幡製作所ど自殺した

る同長官押川則吉’陸軍歩兵少尉三王世

子殿下の御帰鮮　ペトログラード・ネフ

ズee‘一プロスペクト　露国大使館東京

巣鴨帝国小学校内あ人形病院．奈良県出

－土の土器・寺院の古字豊橋騎兵第26連

隊の東京・豊橋間の長途騎乗・同隊の多

摩川渡渉　帝国憲政の樹立に努力したる

故人の霊を弔う幽明会　新横綱栃木山の

土俵入・石川県立第一高等女学校生徒り

雪遊び秋田県角間川町に於ける雪中裸

体凝念断食修養会　華厳滝の氷結　男体

’山の鹿狩　陸軍航空隊と千葉歩兵学校と

の連合演習　フランス飛行将校の葬儀

　5月号
　端午の節句　ウラジオストックに於け

　る日英米三国に代表武官　大隈侯邸に招

かれたる帝国陸軍各師団長　東京上野不

忍池畔の電気博章会　同夜景　伺会総裁

末松子爵　英仏独各軍の総帥　西部戦線

を見舞はれたる英国皇帝皇后両陛下　信

濃善光寺の開張　唐馬国君と張作型君愛

婿等の来日・支那政府財政務顧問1として

招せられたる阪谷男爵の出発　日本仏教

明察の暗め渡来せる蒙古ラ々僧の一団

4月7～8日日比谷着呼に於ける釈尊降誕

彫まつり　欄座したる米国巡洋艦ミルウ

ォキー号　2月27日香港競馬場の大惨事

3月26日東京丸の内銀行集会所に於ける

日米協会晩餐会　九段歩行社に於ける全

国女医会解2回総会　米国商船乗組員の

旗信号練習　英軍の砲弾輸送　ワルデッ

ク少将以下独逸俘虜の習志野転送’最近

露都より帰朝したる内田大使，高柳少将，

奥山一等書記官夫人　日本赤十字社に於

ける英国篤志看護婦早川招待会　上野公

園のらくだ　学習院輔仁会のボートレー

ス　東京高等師範学校に於ける陸上競技

練習・上野・向島・飛島山の花見　米国陸

兵の生活

　6月号
　皇后陛下の近衛師団第1旅団行啓　ウ

．ラジオストックに於て惨殺せらde　tQる石

戸清一の葬儀　秋田公会堂の炎上　上野

東照宮に於ける久能山大祭　九段靖国神

社春蒔木祭日目の勅使参向　横須賀軍港

の参観　大元帥陛下の御親閲を平ふした

る帝国在郷軍人会連合分会長　岐阜公園

に於ける板垣退助の銅像除幕式　4月15

月初代駐日大使ハリスの銅像建設地の起

工式．新築落資したる細川侯爵家の能舞

台　京都大谷派本願寺厳如上人25回忌

、東宮殿下の京都行啓　来日中のモウコ・

ラマ町方の京都での記念撞影　市政施行

30年の奈良市の祝賀会’墜落死した米国

飛行家チャ）でピオンの記念碑『59名の男
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女より成る台湾生蕃観光団の来朝　同一

行旅館にて　最近における重なる人物小

’照　5月24日日比谷公園の愛国婦人会　4，

月13日中央処女会の発会式’5月2日連合・

軍慰問急潮会の絵はがきデー　東京学生

団の連合軍慰問示威運動　早稲田大学陸，

上運動会余興　5月2日日比谷公園に於け

る第26回転本国十字社総：会の盛観　5月4

日より公開せられたる大倉集古館・新た

に輸入せられたる自動車ポンプ　平静神

宮に於ける有職保存会主催の花の宴風

俗研究会主催の大鷲着初式’西部戦揚に

労働しρつある支那苦力』米国陸軍砲兵

隊の野外演習株式会社東京園の創立総

会

　’7月号
　明治神宮外苑た移設せられたる憲法発

布記念館　大日本婦人教育会に於て東伏

見宮妃殿下令旨を賜ふ　村雲尼公の後嗣

九条温子姫と久遍宮良子女王の御学友

伏見元帥宮御子孫恭子女王殿下浅野侯爵

家降嫁’明治神宮外苑地鎮祭　品川碑文

谷鉄道踏切の惨事　同踏切の追善供養

待従長公爵鷹司煕通の逝去　東京築地本’

願寺真宗婦人会に於ける九条夫人あ法話

0保津川畔亀岡線鉄道の大椿事　水産講習

所練習船雲豊丸の抜錨　第一高等学校野，

球部の祝捷会　仙台青葉神社祭典余興

，コンノ「一ト殿下に献上すべき桜狩人形

宝塚少女歌劇団の東京帝国劇場上演「ひ

なまつり」支那惜別の巨刹十方普賢寺

に於ける施藤香め臥仏・：奥州天台寺の国

宝運慶作の観音菩薩像・ベルリンた於け

る生死不明軍人取調所　ベルリンに於け

る癩兵等の玩具製造　カレ．一asに於ける

英噸食糧船　西部戦線致壕内に於ける英

軍宍士のべン製造　西暦1918年春西部戦

線に於ける三軍大攻勢の戦跡・世界大戦

場の風景　ニューヨークに於ける第3回

　自学公債募集当日のモルガン　オペラ役

者カルソー　新発明の錦を手にせるコッ

　クラン嬢奉邦駐剤南米ボリヴhア共和

国公使の来朝

　8月号・
　・英国コンノート殿下の参内　コンノー

　ト殿下御入京当日東京駅前の歓迎群集

京都嵐山御清遊中のコンノート殿下　日

，光東照宮に於けるコンノート殿下、東京

及び名古屋市のコンノート殿下献上晶

本邦最初OP弩級戦艦河内の爆沈　東京駅

．．前に現われ，たQ英国戦時公債募集示威運

動用タンク　ウラジオストヅクに於ける

チiック軍と赤衛軍との戦闘’ウラジオ．

ストックの市街戦と日本陸戦隊の市中警

備・ベルギー羅災民救済並に連合赤十字

社寄附慈善音楽舞踏会』常陸丸生存帰還’

者鯨岡かめ女の遭難実況講演　上野公園

に於ける空中文明博覧会「東京市内各消

防署に配付せられたる最i新式自動車ポン

プ　久遍宮賀彦王及び瑞子女王両殿下の

御葬儀　米国シアトルに於ける第3回自

、由公債募集大行列　山陰線宝木駅附近た

於ける列車大惨事、神田神保町に於ける

電車大衝突の混雑　支那雍男宮の大仏と

大鐘寺の巨鐘信州清水寺の国宝四天王

寺像の内’2体及び大日如来像　イン’ド・

ベカム王妃露国・ヒービー・バトリン

東清鉄道沿線司令官コルヂャク中将　仏『

国大使ルニ．ヨール

　9月号
　8月11日劇軍のウラジオストック上陸

重大戦局謀議の中枢参謀本部とウラジオtt

オトック派遣軍臨時司令部　ウラジオス

トック派遣軍司令部の東京進発’同派遣

軍の一部隊東京汐留駅を出発す　ウラジ

オストック方面に輸送せんとする陸軍三
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匹と赤十字救護班の医療品　赤十字救護

班のウラジオストヅク派遣・米国赤十字

社よりウラジオストックに派遣せられた・

る看護婦団　徳山湾に爆沈したる軍艦河

内殉難者の葬儀銃殺せられたる露国廃

帝と東京ニコライ会堂に於ける追悼式・

北海道開拓50年記念博覧会々場　京都祇

園に於ける稚児の社参　東京両国大花火

大会’ ｺ関駅構内鉄道桟橋に於ける陸軍’

火薬爆発後の大惨状　京都に於ける米騒

動　京都の米騒動と深草歩兵第38連藁打

’士の出動大阪及び神戸に於ける米騒動

の光景　名古屋に於ける米騒動の惨状

厳重に警戒せられつつあ1る日比谷公園の

群集　米価暴騰に際し東京下谷青年団の

．白米巡廻廉i売　ビルマの僧侶学問所　上

流風俗及珍客　日米両国の婦人水泳選手

児玉源太郎大将の第13回忌　米国飛行機

界の大立物六単一ソン

　10月号’
　ウラジオストックの我が軍司令部の置

かれたるプルトワや街商業学校　大谷司

令官　ウラジオストック港内の連合各国

軍艦連合軍のウラジオズトック上陸、

日本海軍陸戦隊のウラジオろトツ∫ク揖退

ウラジオストック上陸仏軍のスエッラン

スカや街行進・チェック軍司令官ヂテリ’

ラス将軍と同系幹部の来朝　ウラジオス

トックのチェシク軍指揮官及び病院とセ

ミョーノブ将軍　我軍の激戦地ズイヤギ

ナの市場とコサック騎采　ウラジオスト

ックに於ける連合軍代表者と我が派遣軍

の動静ハルビンに於ける武藤少将とブ

レシコフ大将　ハルビン停車場に於ける

日本軍の歓迎　我が鉄道隊の架線とゼミ

ョーノブ軍の装甲列車　破壊せられしレ

オノン河鉄橋と橋下の仮鉄道　岡山に於

ける半騒動の惨状凍京に於ける三三デ

一の米券　両陛下の供御に召されたる外

、国米と朝鮮米　新補近衛師団長久遍中将・

　宮殿下の御入京　米国シアトル市旭野球

　団対慶応大学第1回戦に於ける後藤外相

．の始球式　開道50年記念北海道博覧会タ

場3館　博覧会出品模型　文部省美術展

・覧会出品代表作　一族50品名北海道より

・南米ブラジルに移住す

　　11月号
　　原敬の組織したる新内閣各大臣　文展

代表的作品（其1～其4）　山陰大水害・鳥’

．取市水道水源池の大崩壊と軍隊の出動

鳥取市中の浸水1シベリア事変・満州里

に於ける野戦郵便の護送ハルビンに於

　ける出征兵士の炊事当番　ハルビン停車

場に於ける軍用移動起重機　セミョーノ

　ブ軍の装甲列車　ノ〉イラルに於ける風景

我軍のハルビン兵姑司令部　広告塔及装1

撫ぜられたるハルピシ停車場　チタ駅装

　甲列車上の．セミョーノブ軍決死隊　セミ

　ョーノブ将軍（其1，其2）　セミョ「ノブ

　軍附参謀黒木大将　チェック事大部隊の

　進軍・博克図駅に於ける第3師団兵　満

州里市中あ光景　ウスリー江上の歯獲砲

　艦ブリヤード号　キムヤーナ駅の露人

　東京寒路加病院に於けるチェック軍負傷

　兵の動静　内地に於ける各種婦人団の活

　躍　イタリア・ミラノに於ける勲章授与

　式，’防弾装置を施したる仏国ヴェルサイ

　ユ公園の彫像　10月1日～7日間の三州高

　師ケ原の広野に於ける演習

　』12月号
　　陸軍特別大演習御野立所に向はせ給ふ

　夫元帥陛下　陸軍特別大演習．閲兵式

　大塩上地に墜落したる陸軍飛行機　文展

　代表的作品．雪のチタ駅に於ける輻重縦

　列　赤＋字救護列車　出征軍慰問代議士

　連の到着　三軍の歯三品と英国製の最新
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砲　破壊せられしバイカル淘鉄橋及び同

停車場　チタ市に於ける第3師団司令部、

蒙古人家財を三三に曳かせて避難　東京

赤十字病院に於て死亡せるチェッグ負傷

兵の葬儀故由「位伯爵土方久元　政党

内閣成立祝賀会に於ける原首相　虎の門

東京女学館創立30年記念祭学生余興，東

海道騎乗隊入京趣東オ、リムピック競技

・出場選手予選会　川崎停車昂附近に於け

る貨物列車正面衝突の惨状

623歴史写真　大正8年1月～12月　歴史

＼写真会　1冊く’細砂）22×31cm〈408－99＞

　　1月号
　　大正巳未新春『ヴェルサイユ宮殿　各’

　国の講和談判委員　休戦条約成立祝賀；

　原首相の万才　星野錫の仮装、休戦条約

　成立祝賀・横浜市（某1，其2）休戦条約成

立祝賀・香港のイルミネーション　休戦

条約細首祝賀・上海市中夫行列　不ペイ

　ン感冒におかされつつある米国シアトル．

の市民　京都瑞龍寺村tt尼公法嗣九条温

子姫の剃髪得産式　氷結したる黒龍江

大庭第3師団長の巡閲1チタ及びボルヂ

ヤに於ける皇軍の甲令部と兵営　ヲサッ

’ク’カルムイコスの「隊　ベイ々ル湖畔

過激派戦死者の葬儀　三三ブリヤrド号．

破壊せられたるオノン河鉄橋　シベリデ、

にて仏教大道演説中の本願寺僧侶　名古

屋第3師団輻重従列の凱旋．馬来半島ス㌃

レンバンに：於ける日本人会本蔀落成祝賀

会スレンバンに於ける対独宣言戦満4

年記念会　最近末京に於ける婦人の会合’

（其1～其4）

　2　月’号し

　東伏見宮殿下の東京駅御着・第41議会

貴族院に於ける内田外務大臣の演説　講

和大使西園寺公望乗船丹波丸の神戸出港・

京都平安神宮消防出初式　平安神宮に於

ける風俗研究会主催の追新式　茱国ハー

ウイッチに於ける独逸潜航艇の引渡　英

国巡洋艦に収容せられたる独逸潜航艇員

政友会及び国民党の最高幹部会　憲政会．

本部楼上に於ける同会最高幹部　スパル

タカス派の占拠したるベルリン動物園

擾乱相次で起りつつあるベルリン市　講

和会議の開催せらるるヴェルサイユ宮殿

（其1～其4）　朝鮮李太王殿下の莞去　逝

ける米国ルニズヴェルト　故松井須磨

子，其の総死せる場所本邦特派仏国陸

軍航空団の来朝　横綱栃木山土俵入　最

近の人事小景（其1～其6）

　3月号
　憲法発布30年記念祝賀会当ロの大宴会

同車出席ゐ各大臣　同会貴衆両院議員の

式場参入　毒法発布式の盛観　朝鮮三太

王殿下御晩年の尊影と近侍の大婚　朝鮮

李太里殿下莞去当日大漢門前の群集　金

谷李太王殿下御墓所に故関妃移葬　ウラ

・ジオストックに於ける連合国代表武官の

最近記念撮影　雲ケ畑御猟の三物と北白

’想望殿下及び朝香宮殿下衆議院前に於

て万歳を絶叫しつつある普通選挙促進同

盟会の大学生団　京都に於ける普通選挙

労働者大会　横綱太刀山・西の海の断髪

式’女流飛行家ルー・ス・ロー夫人の快飛

行洞夫人と大隅侯、パリ街上の米国ウ　．

イルソン大統領　来日即の仏国陸軍飛行．

団　京都に於ける風俗研究会最近の催し

物ベルギご・レ’ヌ・エリザベス章の拝

受者　最近時事小景

　4月号
　李太目殿下あ国葬（其1～其7）’普通選9

挙運動・日比谷公園の演説　普通選挙運

動・日比谷公園の大群集　フランズの名

将フオッシュ元三とドイツ休戦談判委員
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会の会見　パリ・外務省時計の間に於け

る講和会議開会式の光景　パリ、に於ける

ウィルソン大統領の歓迎会　飛行家仏国

ヴェドリヌの屋上降下成功　陸軍記念日

馳当日九段楷行社に於ける閑院・竹田・北白

川3宮殿下　無線電話御見藩中の北白川’

宮成睡魔殿下　ロンドンに於ける我が地
中海派遣艦隊乗員の歓迎会（其L其2）

・東京万世橋駅間高架鉄道開通祝賀会　仙

台市の大火に燐失したる東北学院と郵便’

局焼跡の惨状　最近の西伯利亜（其1，其

2）　日本女子大学校長成瀬仁蔵の葬儀，
　　　　　　　　じシンガポール開港満100年祝賀会：の盛観

朝鮮各地に於て軽挙盲動したる学生の検

挙

　5月号
　信州善光寺山門の仁王尊像と三面大黒

天、仏国陸軍より寄贈したる伝書鳩及び

其の教官クラツキカン少尉の入京　大谷

ゴ光演師令嬢故政子姫の追悼音楽会　印度

の葬儀，ビルマの臥人仏像　日比谷公園

に於ける釈尊降誕記念花まつり　ラマ三

舞四捨旧師一行の入京　上野東照宮大祭
　　　　　　　　　ノ
に於ける徳川家一門の参拝　隅田川に於

ける東京帝国大学のボ「トレース　丸の

内和田倉門外に於ける最新式自動車ポン

プの試運転　欧州に於ける連合軍慰問徳、

川慶久公一行と其の帰朝　閑却宮殿下の

畜産工芸博覧会御成　上野公園に於ける

普通選挙促進屋外大演説会　東京小石川

植物園旭畔曲水の宴の清興　墜落したる

陸軍飛行機　旋風のため倒壊したる両国

国技館の大鉄骨，ベルギー・ブリユージ．

ユにおける白独両軍戦死者の墓　ベルギ

ー・ ¥ルケン村の破壊後　ベルギー軍独

逸国境を越えんとす　ライン左岸の御領

地帯に進軍せるベルギー軍ベルギー皇’

帝皇后両陛下のブリユ「ジ斗凱旋　づル

八一皇帝皇后両陛下の軍隊検閲　東京に

於ける外国使臣の去来

　『6月号

　御成年に達せられし東宮殿下御誕辰祝「

儀御礼の溶血参内　御成年式三白馬場先

門奉祝塔東京遷都50年祭式場　鳳葦璽

都電式場ぺ向ふ』『東京市大祝宴田尻市

長，t／ほか　上野公園に於ける祝賀塔前の

大群衆　余興の大名行列．竹田宮1亘久王、

殿下の御写真と高輪御邸　同殿下の御葬

儀　麻布算町に造営せられたる久適宮家

新御殿・東本願寺新法主大谷光暢師と御

婚約の久遡智子女王殿下　靖国神社の鎮

座50年記念大祭　三冠に於ける文武百
官，東郷元帥ほか’ 結梠蜻竃o夏場所2日

目　習志野の乗馬大会に於ける西尾子爵

尾崎行雄等渡欧の途上春洋丸に於ける仮

装会　欧米視察の途次米国シアトル在留

同胞を訪問せる尾崎行雄　順義女学校祝

賀式に於ける下田校長の演説’内務大臣

官邸に於ける国民文芸会協議会　甲府に

於ける武田神社鎮座祭支那劇壇の花形

役者・梅蘭芳夫妻　4月28日の横浜大火の

詫状

　7月号
　．横須賀に来着したる戦利独逸潜水艦

ベルギー・オスタンド港の破壊の惨状

ベル％’一一に放棄された砲台　爆破された

るヒルデンブノレグ砲台　ベルギ「に放棄

されたるドイッチランド砲台　オスタン

ド港　ブリュ．一ジュ港波止場　明治神宮

玉詠祭　京都葵祭．災害防止を目的とす

る東京市の安全週間あマーク’跡見女学

校名誉校長跡見花塗女史80の素鑓　5月．

28日米国・コロンビアゼバーグ・ボイスク

ラブ一行横浜入港　宝塚小女歌劇団一行

の入京・皇后陛下の京都御遊覧　6月16

日井上東京府知事の葬儀5月22日火災
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後の米沢市　危く消失せんとしたる衆議

院議事掌の火災　東京大相撲界　相i撲界

を引退したる年寄東関の訣別　最近解放

せちれ：んとするアルサス・ローレン2州

出身の独逸俘虜
　　ヰ
　8月号・
　講和調印祝賀会当日の内田外務大臣，

『同夫人　世界大戦に奮闘したる列強の代’

表的将帥　：各国講和委員　帝国ホテルに

於ける東京市主催の平和祝賀会　平和克

復祝賀大舞踏会　代々木練兵場に於ける・

平和記念大観兵式の壮観　横須賀に於け

る凱旋諸艦御親閲式の壮観　京都平安神

宮大極殿前に於ける平和祝賀め旗行列

名古屋に於ける平和克復祝賀会当目の賑

．ひ独逸領エックス・ラ・シャベルに於け

るベルギー皇帝陛下の御誕辰祝賀分列式

破壊せられたるベルギ「・オスタンド停．

車場　殉国の女丈夫キャヴエル看護婦の

葬儀（其1，其2）ウラジオストックに於

ける在留帝国民保護自衛団の第4回総会

記念写真．ウラジオストヅク本願寺婦人

会主催の地久節奉祝会　専修寺管長常磐

井尭埋樋の遷化　伯爵板垣退助の平等・

戦利ドイツ潜水艦の一一般観覧　米国’タコ

マ登山隊の集合広島市内挿肺野溢福

中市に於ける家屋浸水の実況　米国女流

天文学者ファネス女史送別会　山田憲殺

人事件の陪審制度模擬裁判　大鉄骨の組

・立工事を終たる両国国技館

　9月号
　金栗・秋葉三選手下関東京間三百里力

走す　7月29日東海道垂井駅附近に於け

る急行列車の大衝突　7月29日中央線姥t／

騰勢附近列車転覆の大惨状　渋谷案践女

学校に於ける夏期薙i刀罪業会　芝紅葉館

に於ける寧国歌嗣団花形女優あ披露会．

仏国大統領ボアンカレー5万の米国帰郷

　兵に告別す　パリに於ける英仏米各国兵．’

　の連合運動大競技会　トルir講和使節一

　行の仏国ヴァンクレソン駅到着の光景

　ベルギー領となったオイペニ，ヘルペス

　タイルの両停車場独逸講和委員の帰国
ランツア9伯旅館出発の有様（其1，其2）

　停車場に於けるランツアウ伯　両国国技

　館上棟式の盛観　相生橋渡初め式　8月

　18日目比谷公園内松本楼に於ける大日本

　改造同盟会発起人総会　東京市の公設市

　場・三味線．堀・牛ケ淵・四谷見附　京都府

議事堂に於ける上・下両消防署員の辞令

　交附ヰ、新任朝鮮総督斎藤実と夫人春子

　仏国飛行団次長ラゴ≧少佐の葬儀　東京

茸田谷砲兵連隊に於ける地方青年団代表

者の豆タンク見学　福島地方に於ける男

女盆踊り風俗深川八幡の神輿渡パ・プ

婦人の最近風俗（其1，其2），夏期林間学

校

　10月号
　　フフンス・フオツシュ・ジョッフル両面’

帥のパリの凱旋式　英米仏3国巨頭の独

逸講和員旅館訪問　講和条約調印の日の

ヴェルサイユ宮殿前　パリ中央公園に於

ける米国独立祭観兵式（其1，其2）東京

上野美術院展覧：会の3逸品　大杉栄あ二

科会観覧と問題：の肖像画　院展・二科会

の諸作（其1，其2）奈良に於ける寛城子

事件戦死者19名の陸軍合葬式（其1，其2）

仏国衆議隣に於けるクレマンソーの講和

条約調印報告　調印当日パリ市民の歓喜・

パリの街頭に於ける平和克復祝賀会当日

の賑ひ　馬来半島スレンバン在留邦人主

催の平和祝賀会　東京帝国劇場に上演せ

られる露国グランドオペラ（其1，其2）

．上野不忍池畔平和記念家庭博覧会の炎上

鈴干殺しの公判と証拠品． u和正使・西

園寺公望の帰朝　斎藤朝鮮総督・夫妻及び
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水野政務総：藍夫妻の東京駅出発　東京砲

兵工廠職工の同盟罷業　東京府会議事堂

に於ける労働代表者二二委員選挙会　神

田青年会館に於ける婦人愛労働会主催労

働婦人講演会

　11月号
　帝国美術院展覧会作品く其1～其10）

米国の活動写真界の名女優ワルカムブ嬢

及びアルドリッチ夫人の来朝　労働代表

桝本卯平反対大示威行列（其1，其2）労

働使節一行の乗船伏見丸’ ｯ使節一行横

浜解績当日の同港埠頭の大群集　労働使

節婦人顧問田中孝子女史　友愛会婦人部

主催労働問題大会　神近市子の出獄　最：

近の主なる婦人界消息　帝国ホテルに於

ける遣出飛行団将校の招待会　大隅侯爵

邸に於けるフランス飛行将校招待会　パ

リ中央公園に於ける米国独立祭当日陸戦

隊の分列式　パリ戦捷祝賀祭当日フオッ

セユ・ジョッフル両丸印ベルギー独立

記念祭当日国賓ボアンカレー大統領リエ

ージュ市に入る　リエージュに於ける同

国独立記念祭の盛観　ベルギー独立記念

祭当日リエージュ婦人の舞踏　シャトル・

に於けるウィルソン大統領　シャトル港

外に於ける大平洋艦隊の観艦式　シベリ

ア派遣軍司令官の更迭　東京の大学チー

ムと満州野球倶楽部の野球試合　お茶の

水女学校の改良体操服　芝公園立憲政友

会本部の焼跡　’．　’　　へ

　12月号
　天長節祝日の外務大臣官邸の大夜会
　　　　　　
．郵便飛行に一着となった佐藤章，イタリ

アサーカスの象の曲芸寺内毅の葬儀

伊藤公10年祭当日谷垂墓地における山県

公と梅子未亡人　横浜湾頭に於ける大観

艦式　天長節・代々木練兵場に於．ける観

兵式　京都平安神宮に於ける赤十字社例

会と愛国婦入会例会　日比谷公園に於け・

ゐ青年改造連盟会の大演説会　帝国美術

院展覧会の作品（其1～其7）

624歴史写真　大正9年1月～10年3月

　歴史写真会　1冊（合本）22×31cm

　　　　　　　　　　　　　　＜408－99＞

　　1丹号
　　明治天皇　日召憲皇太后　明治神宮御銭，

　座奉祝記念（其1～其7）神田青年会館に

　於けるキリスト教女子青年会主催のペー

　ジエント・東京高等工業学校生徒の同校

　昇格運動　大正庚申新春風景．伏見宮博

　三王殿下と一条朝子姫との御成婚tt麹町

　早川邸に於ける新旧大臣連め忘年会　東

　京芝金杉橋開通式　憲政会本部に押寄せ

　たる青年改造連盟団の普通選挙促進運動

　久野宮新御殿の炎下　教え子を救わんと

’して死亡した松本訓導あ葬儀　球ルギー

　占領軍司令官ミツシェル将軍のマルメヂ

　一布に於ける歓迎．陸軍特別大演習（其

　1～其6）　　　　　　　／

　　2’月号

　　ウラジオストック匠於ける帝国西伯利

　派遣軍司令官大井大将と連合各国軍閲兵

　式（其1，其£）ウラジオストックに於け

　る大井大将の勲章授与式　芝公園内新築

　本部に於ける立憲政友会大会記念写真

　新装成れる衆議院に於ける第42帝国議会

　上野公園に於ける消防出初式　岡警視総

　監の消防隊検閲消防出初式の纒もち

　労働使節一行横浜帰着　代理大使として

　ドイツに赴任する出淵勝次とその家族
　習志野に於けるドイツ俘虜釈：放当日のワ

　ルデック総督　新築落成を告げたる両国

　国技館の開館式　国技館開館当日の土俵

　西部戦線に驕名を馳せたる我が民間飛行

　家滋野男爵の帰朝　1月16日第1回民間乖
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行過振大会　新しき婦人の会合　東京婦

人社交団主催生活改善同盟会の路上大宣

伝　丸の内海上ビルデングに於ける東京

婦人社交界の連合新年宴会帝国ホテル

に於けるベルギー救済慈善演芸会幽米国

女優マリアン嬢の来朝　小説家中条百合

子夫人の帰朝　仏国大使館に於ける救済

慈善演芸会　日比谷公園の学生普通選挙

促進大会の司会門真伊野十の拘引　大阪

・に於ける普通選挙期成関西労働連盟促進

、大行列　極寒中の運動　小石川少年団5

百無名の戸山ノ原に：於ける凧合戦　明治

神宮御造営工事に参加する地方特志青年

団　跡見女学校に於けるスエーデン二女

子体操　内務省より配布，したる流行1生感

冒予防宣伝用ポスター，最近り主要二野

往来明治2年撮影に係’る三瀬諸淵と其

交友

　3月号
　普通選挙促進大示威行列の日本橋通過

普通選挙案上程当日衆議院正門前の大群

集議会を退出せんとする島田三郎普

通選挙大示威運動当夜政友会本部門前の

警戒　普通選挙大懇親会当日原首相邸前

に於ける警官と群衆　宮城衆議院守衛副

長殴打事件に関する議院内現場臨検　伊

藤白蓮女史作戯曲「指髪外道」の本読みと

出演する2女優　大町技芸学校卒業式当

日の余興　東京芝浦製作所職工の総同盟

罷業ヨ比谷警察署に検束せられたる不

穏朝鮮女学生　万国婦人矯風会に列席す

る矢島甲子女史　万国連合婦人参政大会

に出席する川合道子女史　子爵三島家の

婚儀　子爵伊藤家の婚儀　尼港の残虐

素人写真のコーナー　李王世子・方子女

王両殿下の御婚儀　東久野宮殿下の御渡

仏　陸軍航空隊の所沢京城間大飛行と使

用飛行機　追浜・鎮海・佐世保間往復5千

里の海軍大飛行　リエージュに於ける殉

難i志士13名改葬式当日　ブリュッセル市

附近に於けるバラック式住宅　アントワ

’一 vに於けるオリンピック競技出場選手

の出発　カナダ目本人義勇兵の欧州大戦

に於ける戦死者・最近の会合　米国シカ

ゴ大学野球団の来日　東京高等工業学校

創立40年記念祭　小学校女教員の宮中御

親蚕御模様拝観のため坂下門より入る

鍋島侯爵家農園に於ける東洋婦人会茶話

会青年会館に於ける新婦人協会主催の

音楽大演奏会　選挙当日の日本橋区投票

所附近の光景　回忌の話　ローマ東京間

9500里大飛行g成吻・イ、タリア飛行家マ

・シ手垢中尉代々木練兵場着陸の光景　全

国学生青年主催のイタリア飛行家大歓迎

会（其1，其2）上野公園に於て開催した

る本邦初の労働祭　在シベリア同胞救援：

のため対外青年同志忌め奮起　陸奥の進

水式

　8月号
　東京府市両庁大玄関に建設せられたる

家康・道灌の銅像　ルLマニア皇儲カロ

’ル殿下の御入京　東京市よりカロル殿下．

に献上したる四曲屏風　東京商業会議所

のカロル殿下歓迎会　多摩川舟遊中のイ

タリア飛行将校　イタリア・サンレモに

於ける連合国大使会議パリ聖ウラタッ

シ寺院に於ける戦死者記念追悼祭　愛蘭

、シン■・tフェン党の騒擾（其1，其2）　フラン，

ス大統領デシャネルのボルドー市視察

フランス軍フランクフォルト市に進軍

パルチザンの首魁尼港牢獄の落書等
日比谷公園に於ける尼港殉難者追悼会

貴誌両院主催の尼港殉難i者追悼会　帝国

軍人後援：会主催尼港殉難者追悼大演説会

東京芝浦に於ける尼港事件普選決行内閣

倒壊大演説会　普選案上程当日　日比谷
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公園に於ける官憲と民衆との衝突、お茶

の水教育博物館の「時」の展覧会　立憲政

友会代議士臨時大会　議場に普選案を説

明しつつある下岡代議士　月曜会絵画展

覧会と閏秀画家連　東洋家政女学校幼稚

園児の地蔵祭・ベルギー皇帝陛下のアン

トワープ市花卉品評会臨幸　ブリ，ユージ

ュ市のセン・サン祭一・ブりユッセルの娘

子軍名誉の戦士に花束を贈らんとすべ

・ルギー皇帝陛下親しく名誉の戦闘員を慰

安し給ふ　ルーマニア・カ・ロル殿下の御

事共東西の女優姿　イタリ1ア飛行家

最近の人物　最近時事小景　婦人のペー

ジ　東京区裁判所　慶応義塾病院　江戸

史蹟・二本榎

　9丹号
　仲秋月明　朝鮮金剛山の絶勝（其1，其‘

’2）朝香宮鳩彦王殿下の日本アルプズ山

系御燈渉’ 蜊纉V満祭の盛観　明治神宮

イーブル市に於けるベルギー皇帝陛下と

フレンチ元帥ベルギー近信　ゲイルラ

ンドの反乱　ポートランド大公妃のイー

ブル家畜展覧会御成　写真小品　尼港の

残虐（其1，其2）東京帝室博物館珍蔵地

獄相の図　夏休の様々　オルレアン市に

於けるジャンヌダルク記念祭米国近信

外国婦人の流行様々　新婦人協会主催の

治警第5条修正法律案講演会の主催者側

幹部　魚河岸の水神祭　帝国飛行協会主

催第1回懸賞飛行大会　英国飛行家キル
ビー一一．及び向技師サンマンの墜落惨死　露

国労機政府最高幹部の内閣会議　シカゴ

の共和党国民大会　ドイツの絵画’、仏国

の絵画　万国日曜学校大会米国代表者の

来朝　帝展出品の彫像　海の見学婦人団

　の東京駅出発　米国人気俳優ドーグラス

　とピックフォード夫人の家庭円満振り

最近の時事最近の人物

　10月．号

．宇治平等院の秋色　秋期展覧会の出品

作品　塩原の勝景　ブローニュに於ける

連合国最高会議・Pンドン帝室大競馬の

壮観　ロンドン帝室大競馬大会　大火蔀’

の伊香保温泉場商人町通り，焼失後の同

’L場所　伊香保温泉場の大火　金山検事

負傷して入院’外務省斎藤課長狙撃され

る　高知県下の大水害　米国近信　日本

に於ける最初の大パイプオルガン　布畦

朝日・シヤトルミカド両野球団の来襲

黒田侯爵邸に於ける米審議貝婦人団一行

の歓迎会　各地に於ける米国議員団二行

の歓迎　ポーランド孤児増上寺参拝　写

，真作品（エセックス地方を漂泊している

ジプシー∫インドの風俗，／ンド通信，

秋の姿，アトリエに於ける岡田三郎助，

藤井浩祐，北野神社の名物と宝物）

　11月号
　明治神宮（本殿，神宮橋，南参道大鳥居，

中の鳥居，直会殿，拝殿，’中門，内院廻

廊，御車寄，東神門，社務所）帝国美術

院展覧会出品飛弾（其1一．其4）八火社展

覧会に出晶されたる尾竹竹下の近作’世

界日曜学校大会（其1～某5）福岡県若松、

市の大火　山の手線の脱線転覆　牛込新

見附のトンネル大崩壊　渋谷町の暴風雨

大被害　京橋南伝馬町に於ける市内電車

と市街自動車との大衝突　朝鮮人女教貝

一行の内地視察団　春日大社の角切　伯

善大山牛馬市場の盛観　浜松城の天守藺

跡　桃山御殿の六曲屏風・

　12月号
　明治神宮御鎮座奉祝記念の祝賀　明治

37・8年戦後凱旋大観兵式の行事　明治5・．

6年の頃外国語御稽古中の昭憲皇太后陛

下　明治天皇，皇太后tt帝国弓術院三三

展覧会作品（其1～其8）　米国新大統領ハ．
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・Lヂング北九州に於ける陸軍大門脅
　（其1～其4）英国四一クシャ・T大競馬

　第1回五大学ボートレーズに帝銀優勝

小石川植物園に於ける重陽の賀宴　北野

　天神縁起絵巻　帝室御馬車

　　適正io年1月号

　　明治神宮・社頭（り暁　50年前。！）半蔵門

見附　現今の半蔵門見附　50年前の牛込

見陽現今の牛込見附　読物ペルリの来

朝　早稲田大学運動場に於ける米国プロ

フエッ，S・ヨナを野球団の模範試合　平野

球団の花形工一ン・スミスと尾上菊五郎

’大隅侯爵のレセプジョンに列しieる同野

球団首脳　カメラを通して同野球団の試

合を観る　大年乱となった社会主義同盟

演説会　虚説流布に脅かされ預金者東京

呼量録貨に殺到す　写真小品　秋晴あ目

黒の大競馬鯨帝国大学学部対抗陸上，

・競技大会　耶馬渓の絶勝　はつ雪の明治

神宮　明治神宮の新嘗祭　米国・英国近．

信　オックスフォード大学校僕大会た於

けるコンノート公爵の演説ロン『ドンに

於て賃金値上を絶叫しつつある石炭抗夫

の母集団　東京潤めぐり．朝鮮威南道雪

峰山腹に於ける釈王寺支那呼野の一た

る泰山に於ける玉成閣大殿　大聖孔子と

77代の孫　各地発掘の古器勃　鍋島侯爵

邸に於ける共立育児会総会　田山弓袋・

徳田秋声両文豪誕生50年祝賀会’最近音

楽界の消息　全国青年団代参者の上京

京都聾学校生徒の明治神宮鎮座祭遙拝式

平安神宮に於ける京都夕年義勇軍入軍式

　2月号
　尾張国東浦村こきさらぎ　英国ミル．

ヒル・スクールに於ける戦役記念門開扉

三層ニューヨーク市の摩天聴竹柏会主

催の九条武子夫人歓迎会　帝国ホテルに

於ける野党ξ派委貝の普選案協議早稲

　田大学山岳部貝の雪中富士登山　医学博’

「士故青山胤通の銅像除幕式　尼港パルチ

　ザン残虐当時の遺物（其1，其2）帰来し『

　たる水産講習所練盤面鷹丸　仏教と耶蘇

教との歳末に於ける貧民救済振　新春の

　運動界　50年前の四谷見附　現今の四谷

見附　50年前の常磐橋見附．現今の常磐

橋見附・華族会館に於ける加藤子爵・八

代大将の還暦糧賀会　日本画壇のE星小

室翠雲画伯の新年書初め式　東都墓あぐ

　り　京橋芳野屋に於ける政界巨頭の忘年

会．大正10年1月春場所の東京大相撲

アナポリスの海軍夫学全景　アイルラン

　ドの絶食市長マクスウィ三一の三三移送

ニューヨ・・一；クに於けるハドソン慈善団の

小児用靴の廉i売’最近米国婦人社会の一

流行たる野外果実採集層本邦に於1ナ撮

初の純正オペラ帰れる子の場面築地立

教女学校のクリスマス英語対話劇　宣伝

用の用命とポスター　伝書鳩　欧米航空

界の最近消息　海外近信　越後高田スキ

ー大会ベルギー皇帝のブラジル訪問

縛ルギー国軍用衛生列車

　3月号
　東京市民の為めに解放せらるる江東随

一の名園　50年前の市ケ谷見附　現今の

市ヶ谷見附　ら0年前の鍛冶橋見附　現今

の鍛冶橋見附　洛北鞍馬雲ケ畑御猟（其

1，其2＞　皇太子裕仁親王殿下の御渡欧

朝鮮問題の解決（其1，其2）軍艦長門

独逸代償此面ップブイニス正心号横浜に

到着　第44議会に於ける原首相と加藤総

裁との一騎打　帝大法学部謡扇に於ける

尾崎行雄の虚心縮小論」憲政会院外由

の内閣弾劾大演説会　憲政会本部に於け

る内閣弾知大演説相談会　英国ビーチ提

督のグラスゴー大学武装隊検閲　米国イ

ンデアナ州に於ける陸軍特別大演習の最1
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高幹部　最近西伯利よ．りの臥旋話将　雲

上御消息　社会主義連盟及び労働団体連

合の新年宴会　英国ケント州に於ける空

中侵撃防火隊の表彰式　余生を楽しみつ

つある英国老兵院の入院者　コペンハー

ゲンに於ける市会議屓選挙場　雲上御消

息　人気力士横綱鳳の断髪「優i回したる

東京大相撲西方の明治神宮参拝　フラン

ス名画　ニューヨー一・7自由の女神　東京

墓めぐり　海のゆきき　婦人界消息　西

山瑳六の保釈と森戸辰夫の出獄

　　生物・標本　一t
動物・植物・標本をここに収bt’る。・絵画

の手本として利用するために刊行され

た動物・植物の写真集もここに収める。

625’ ¥の一生　池田如水著、明文堂書店

　明41．744枚　定価25～60銭　19×13cm

　　　　　　　　　〈25－686＞〈25－686イ〉

626結晶顕微鏡写真野沢隆　明44．8
　12枚　23cm　　　　　　　　　〈59－35＞
　　　　　　　　　　　　　　　　く

627写真鹿帖　川井三編・川井写真館
幽明31．9　17枚　21　X　26cm・・．．、〈403－66＞

　〔春日大社の鹿を写したもので，三三は2

　冊本であったもの。現在は製本して1冊と

　な？ており，20枚の写真を卓抜しとある

　が，現在は17枚になっている。〕、

628植物写真帖　川井景一編　川井写真

　館　明30．1～32．92冊．』21×27cm．

　　　　　　　　　　　　　　〈403－24＞

629全国名犬写真帖　第1巻　原田劇道

　家庭写真亜大2．867枚・28、×38cm

定価9円、　、　　　　　　　　〈407－71＞

〔著名人の愛犬の写真6愛犬家100各の氏

名と住所を付記する。〕

630　千葉県演習林森林被害写真帖　帝国

　大学農…学部演習林　大11．4・『12枚．12p

’15×23cm　，　〈423－93＞

631筑後石人写真集　柴田常恵　尚古出

　版社大元．820枚24×34cm
　　　　　　　　　　　　　　〈408－64＞

　〔八女郡に存する「石入」の写真を集めた

　もので，存在地，高さの説明が付いてい

　る。〕

632動物写真画帖　家畜の巻　渡辺銀太

　郎著　新橋堂　明44．640枚　19×26cm

　定価50銭　　　　　　　　　　〈337－42＞

　〔写真の説明がある〕．　　　　　，

　．エスキモー犬の仕事　入院中の犬　騎

　馬の独逸皇帝　馬の高飛　馬術の練習

、米八十俵を索く馬’ 撃ﾌ病気　象の仕事

　象の水浴と象の汽車　世界での象牙　酪

　駝，三三の顔　上野動物園の三三　人を

　乗せる三三　サハラ大砂漠横断のラクダ

　島台　虎を刺す鹿鈴鹿撃たれたる’
　勾画児猿2種ハイカラな幽幽の宴

　会手長猿尾まき猿．印度の神牛牧
・場英国産の野牛山羊綿羊・アルツ

　パカ　カピバラ兎狩猫猫の診察
　マング漏ズ　マングース蛇を喰ふ　世界

　’一の動物園　　：1

633動物写真画帖野獣の巻渡辺銀太郎
　著　新橋堂書店　明441640枚　19×26

鴇魏聯ある〕、いく337”42＞

　　獅子牝獅子　上野動物園の獅子．獅
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子の児獅子三三・縞虎豹狩豹
河馬河馬の朝食　犀　野牛　水牛　北

極熊　臥た熊と立つた熊　アイヌと熊

四三　ガンガルー一斑馬　ラーマ　三三

’子　シャモイスとアイベックス三三

豚マンマルエランドとアルマヂロ
英国の鹿　狼‘英国の狐と北極狐　ラク・

一ン　野生の豚　カラカル野猫殴ッ

カリー　謎々　ゴリラ　ゴリラと人間の

骨格　前世界の怪動物（其1，其2）『

634動物写真集　第1集　山岡千代太郎著

大阪　第5回内国勧業博覧会余興動物園

　明36．5　i4枚　20×26cm　　　〈83－225＞

　！博覧会内の動物園内の動画を写したも

、の〕

635　動物写真帖　第1～3輯　川井三編

　川井写真館　明45・13，冊　〈特54－366＞

　　第1輯：虎　12枚

　　第2輯：鶏　11枚

　　第3輯：鶴・鳩ほか　11枚

636南洋の銅器朝倉文夫編　画報社
　大元．1230枚　12p　22×31cm

　　　　　　　　　　　　　　〈408－71＞

　〔ボルネオ島で朝倉文夫，安波栄が収集し

　た古銅器の写真。〕

637　日本画類写真帖　矢倉和三郎聖廟

　庫舞子介類：館大2．880枚8p

　　　　　　　　　　　　　　，〈408－83＞

　〔日本陸産淡水学海産貝類中主要なもの

　100種を選び，写真にしたもの。〕

638花菊の巻　森虎之助　明40．4

．18枚・16×23cm　定価55銭

　　　　　　　　　　　　　　〈81－1018＞

639馬匹帖　能勢鼎三編千葉　多田屋

　支店明42．1211枚4p　29×40cm
、定価2円50銭，　　　『　　　〈406－33＞

　〔馬の写真〕

　．千葉県種畜場と場長山村哲君　第4ス

　チューートン，バーホーマー号（牡馬）高

　山号（牡馬）岩滝号（牡馬）岩玉号（牡

　馬）紅玉号（牡馬）村里号（牝馬）三

　三号（牝馬）膜山号（牡馬）初葉号（牝

　馬》里山号（牝馬）千葉県種畜場の放

　牧村里号三ツ葉号、初葉号

640百花写真帖　藤田徳太郎撮影・京都

辻本朔治郎明42．1’ T0枚23×33cm
　定価2円　　　　　　　　　　〈407－26＞

641百事富貴　高木秀太郎大阪関西
　写真製版印刷合資会社出版部　明36．12

　14枚　41cm　　　　　　　　　〈400－S＞

　〔しゃくやくと百合の花の写真を集めた

　もので1写真の大きさは26．5×21cm。〕

642　三瀬貝類博物館写真帖、平瀬与一郎

　編　京都　平瀬旧館　大4．9　66p

’16×23cm　〈186－166＞
　〔英文書名：The　album　・of　the　Hirase

．Conchological　Museum．英文による

　説明が併記されてらる。収載写真は，建・

物，陣列室，貝類標本，貝殼製品，庭園。〕

643　哺乳動物写真　第1～3大地原三三

　著　谷津直秀校閲新橋堂　明45r72

　冊19×27cm．　　　〈419－11＞
　　内容、．第1：猿猴類　41p　第2：肉食

　　類　80P　第3：有蹄類　111P

644　レントゲンアトラス　浦野多門治編

　京都　島津製作所犬8．12　18p　オリ
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　ジナルプリン』ト貼込30枚　26×37cm　定

　価50円　　　　　　　　　　〈412－74＞

　，（レントゲン写真による内臓檎査法で一f．各

騨ごとに説明鮒いている・〕

’645　レントゲン写真図譜　第1，2輯　藤浪

　剛一編’南江堂　大7．6　1冊（合本）
　13×20cm　　　　．　　　　　　　　　　　　　＜49：72＞

　〔オリジナルプリントが，第1輯に12枚，’，

第2輯に23騨入射る・〕，．一、

　　　　　　作　品　集
　　特定の主題を持たない作品集写真幾技

　　　会の作品集をこζに収める。

646’ ﾔ玉盃獲得写真競技会入選画集　第

　1隅　片岡敏郎編　大阪　寿屋　大14．．　9

　67枚，31cm　非売品　　　　．〈333－102＞

　〔当選者の作品の一部を収載〕

　　赤玉ポートワイン（川井幸次郎）春宵

　（北角玄三）ポートワイン（西亀久二）

　夜．（福留己年）静物（小川奈美堂）エミ

　子（福留学年）春宵（市川武弘）楽屋

　（木村伊之助！　コムポジション（西亀久

　二）　ある夜（田坂豊山）・静物（K．T．T

　生）裏庭にて（大久保国治）赤玉模様

　（津田英夫）みとれる女（兼田耳）光と

　線の組合せ（律国巡）姉妹〈福沢正治）

　燈下（金田英雄）’瞑想（松井耕花〉　コン

　スト．ラクション！鈴木篤然）　2人の影

　（守田豊州）　静物（西亀久二）　ワインカ．

　ップをもてる女（万宝辰之助）．燈下芳醇．

　（田中三児）春宵（兼多正）Wine　cap

　（河野一英）私の夜（田中井児）　モザイ

　ヅク風の静物1高山正隆）若き女（小島

　例）　香の魅惑（高橋秀雄）㌧人物（黒沢常，

　松）線（清氷晃一）父様に（小島豊彦）

静物（瀬戸敏雄）浴後（野々村茂樹）春

律の高踏（坂奉龍男）芙くぼ（芳西順治）

静物（守田豊洲）赤圭ポートワイン鏡

（小原竹次）静物（藤間錐一）’人物（渡

辺香涯）赤軍の輝き（坂下好枝）春（小

川泰）室の一隅（藤井亘）私の好きな

［ワイン］（渡辺淳）・印象（馬場八潮）ワ

インカップと女（島村逢紅）静物（立JIL，

喜一）芳醇（望月藍都）卓上小品（道明

長三）春の夕N（河野一英）．コムポジ

シゴン（西亀久二）　更け行く夜（坂田ゆ．

たか）・静物（片山里）処女（松下半治）

白い壁（金田英雄）微笑み（菱沼六郎）

静寂の微笑（岡田獣朗）少女と赤玉ポー
トワイン（斎藤亀四郎）’静物（植木克己）’

美〈畑ri義）静物（直川省三）　老人と子

供（白井静子）静物（田辺光葉）精香

（永見俊一）静物（上田光）つかれ（嵯

峨光哉）投光（堀井則茂）・春宵（柳田紀

三郎）静物（大場静風）浴律（岡細粗

爾）静物（奥田政一）　アイちゃん（大久

保国治）’静物（今泉つま子）　人物（金谷

寺斗南）夜（飯田誠次郎）・人物　（KTT

生）静物（伊藤二城）　椅子に煙りて（藤

島まつ栄）静物（羽生勲）』香味（林繁

雄）静物（上野邦次）卓に椅りて（島村

境争）　卓上静物（岡島泰爾）春の夜（市

川武弘）静物（渡辺慶之助）介抱（松井

耕花）静物（塚本高）人物（水谷年男）

赤玉のコンストラクション（柳川彦太郎）

三人め女（金田英雄）静物（岡本口細）

・これ赤玉！（井本幸一）静物（広内光幸）

トランプする男（荻原達義）　マニクに因．’

みて（野田猛夫）　人物（福村英太郎）・静

物（塚本高）魅惑（高橋秀雄）赤玉ボー

・トワイン（北川芙蓉）’友待つ間（佐々木

京子）春の燈下（塚本高〉香と光の流
（有家平吉）』 ｽ面化したる畜物（望月薦
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都）影（徳野恭一郎）燈下（土田朝子）

影（徳野恭一郎）柳は芽ぐめり一（永見俊

一）　無題（中尾龍作）　人物と静物（田中

美徳）或る夜の印象（二葉柳影）疲れ

　し父へ（木下常吉）　春宵（福田南圃）　或

　日（小谷松雄）春宵（博きよ子），お父さ

んの留守の間に（船越兵蔵）tt：静物（小島

例）’嬰礫（田中三児）夜（馬場’八潮）

窓ぎわ（奥田政一）部屋の一隅（浜野稔

秋）甘き味（疋田徳雄γ静物（岡本実

、蔵）仮装会の小憩（木村伊之助）・静物

（島田菊次郎）・おと，うさまぺ（神納省吾）

紅雀（太田曙町）　窓際（成田耕陽）静物．

！（岡田憲男）　人物（宮崎栄三）室内の一、

隅（高坂光洋）静物（高田皆義）人平

（高田皆義）静物（淵上白陽）人物（淵

上白陽）

647　アルス写真年鑑　1926　高桑勝雄：・中

島謙吉編　アルス　大15．5　〈540－134＞．

648影『細川芳之助（花紅）東京三友会

　本部　明36．511枚　224，49p　23　cm

　　　　　　　　　　　　　　＜74－289＞

649　影　妊孕菓　中田某蔵’年期平野写

　友会　明41．10　20枚　25cm《特67－154＞

650紀念写真大会誌』桑田庄三郎編大
除浅沼、商会明36・12『20P3i枚

　17×24cm　〈81－1017＞
　〔大阪市西区で明治36．4．3～5．31に行わ

　れた，第5回内国勧業博覧会記念の写真

大会。発企者：関西写真会大阪写真倶’

楽部、神戸写真倶楽部、兵庫真美協会。，

　出品作品のほか応募要領を掲載。〕

651，神戸写友会画集　中田啓一編　神戸

．神戸三友会大11．517P　37枚27cm

定価3円　　　　　　．　　〈146－277＞

　朝寒む（南里素堂）寒流（安宅定）木

間洩る光（飯嶋雪峰）スモールチャンピ1

オン（塚本雅山）　一つ家（秋山紅葉）　凧

（坂井白柿）Pensive（鶴殿霞汀）朝も

や（野津山添）朝の光（若林みどり）盛

夏（田中「路）’初夏の港（守谷涼舟）間

，道く遠藤積翠）　我家の前（橋爪孤舟）布

干場（伊藤朝霜）　晩秋（尾崎巌水）高原

の秋色（相良信一）　静境（井上咬葉）牧

場の朝（三木雪浪）樹影落ち一（（多田宗

近）藻苅舟（藤田茂）橋畔（高取南浦）

河原の残雪（坂井白柿）　干潮（意中一路）

Les　Sanglots　longs（鶴三三汀）献身

（高取南浦）永温む頃（守谷三舟）木の

間の流れ（加藤竹馬）　汀の雪（若林みど

り）雪の農（相良信一）港（遠藤積翠）

静物（秋山紅葉）枯れ尾花（橋爪孤舟）・

冬枯れ（坂井政次郎）　麓の家（井上咬葉）

うつる朝（天野又蔵）　午后の光（塚本雅

山）　日盛（斎藤幸作）

652・’ ｩ’然藤田徳太郎（方円）撮影16×

　23cm　6冊　　　・　’　　　〈8HO11＞

　〔撮影した多くの写真の中から山本春挙・

芳文、・呉暁の3冬の画伯に選択してもら

　い，刊行・したもの。なお，第40巻の末｝と

全100冊とあるが，当館で現品が確認でき

たのは下記の巻号のもあだけである。〕

　第1拳：鶴　明36．1212枚

　「第2巻：虎の部明37．212枚
　・第3巻：雁鷺〃）部　明37．3　12枚

　第4巻：鹿の三明37．918枚
　第五巻’：、雲の部　明37．1118枚

　第40巻：朝霧と矯の部　明41．1123

　校
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653　自然の美（美術家宝典）第1集　ミド

　リ会　明45．212枚　23Cm　tt〈特30－805＞

　〔動物，鳥の写真〕

654写真集版大阪大阪朝蹟新聞社
．大IL2219こ組18×26cm　　｛423－86＞

　〔朝日新聞社主催の写真競技大会。懸賞印

謔ﾌ中から200点を選び，写真集として刊

　遍したもの。〕　　　「’

　　夕陽に映ゆる村（淵上白陽）斜陽（寺

　田忘笙），をととひ（陣屋重一）たそが，

　れの公園（川島清一郎）簿れ行く山路

　（徳田聖堂）　鮎棲む辺り（山田豊山）小

　春日（榎本精三）　朝（杉本東三）・小春の

　日（井畑量水）、夕日さす駅頭（三無嘉孝

　之助）木立（桐隆「）漁夫の娘（隠岐敬

　三）影（下村信一）寂真（北村悦次郎）

　梅雨晴の朝（森本儀兵衛〉，水面（武由孝

　信）・せみの小川（原田清粧）　さらし（杉

　本東三）’小春（桜井花泉）．軽い疲れ（川

　政鶴吉）　白壁の家（旧離栄治郎）　人形

　師（名倉藩政）社頭（大谷真直）漁後の

　手入！古元啓弦）　香煙（森敬治）　秋身命

　（栗岡謙三）初夏の郊外（京藤』二）坊

　の日課（若林星郎）光り（嵐璃徳）麓

　（野田藤吉）　白鳥（高橋徳平）港のひる

　（緒田原辰治）’本町橋（塩田菊太郎）　閑

　村（常深文治）汐干がワ（村上君子）雨

　煙る白（横井徳太郎）　峰春雲（朝山静村）

　橋畔秋たけて（牧一；正）神苑（山口酔花）

　老めひま（芦川五郎）斜陽（岡本凸凹）

　一休み（多田益造）昼休み（斎藤幸作）

　秋日和（大森四月）小国民（永易江南）

　暮講（山崎益蔵）．暮れ近しく長谷川治吉）

　晩秋の午後（成田秀雄）冬寒（浜田誠太

　郎）帰り路（斎藤幸作）武夫の薫り（石

　井信義）What’s～（牧一正）歌劇待っ

間（石橋信雄）初秋の山路（森田王雄）

山村の朝（小松原信）初夏（宮野重之祐）

静けさ朝（渡辺元蔵）兎（河原田義太郎）

暖き浜（斎藤秋香）午後のかがやき（湯

村和吉）初夏（須田光治郎）夏（原田寿

一）　山里（長島隆）軽き疲れ（権藤瓦・

平）初夏の流（辻本紅雲）十一月の風

景（大内唯市）葦間釣者（三浦静湖）　黙

読（半田帰一）　玄翁洗芋（画塾忘勝）旭

川の午後（角南栄次郎）秋深し（中村孝）

並木道（塩山素光）　たんたくて山田宗良）

森かげ（寺田痴者）竹林（林駒男）’発車

前（大谷真陽）　フレンド（三木源太郎）

∫稔る秋（島村富次郎）夕陽（上田孝）、明

暗（谷清訓）旭影（鈴木武四郎）昌 ｬはる
日（加藤鋳太郎）銘酒（新井実）’斜陽

（島村安三郎）亥の子の用意（桜井清治）

木納屋（藤田弥三郎）脊戸（荒木芳三郎）

石工（吉田信彦）天保山（野口幸太郎〉

夏（中村芳夫）秋深し（井手理一）名物

，（宮崎忠二）露場（安田喜代司）二月掛

（安田百太郎）　田舎家（松村吉蔵）　牧場・

の冬（篠崎房雄）蓮（藤井英夫）静な午

後（清水正茂）横町の夕（作川鐸太郎）

越路の雪（芦汀生）漁を終べて（安土高）

木のかげ（津田千秋）　涼レき一夜（小森

栄）　田舎路の善く山田宗良）社頭曉（守

．田直）浄水池（大谷敏一）五月晴れ（水

口庄太郎）神苑の朝（森田菊松）　チル

ドヒンス・バツスタイム（飾森彦一）・初

夏の城趾く大柳雪虫）風薫る（宮崎忠）

一雲雀ヶ丘の牛後（山内勝太郎），露はいづ

こに（吉村郊雪）夕暮（小泉和吉）暮近

し（池田苗代）　おとつれ（井上富好）．大

漁の後（飯島雪峰）唯た‘一’LBに（池亭二

龍）　タイヤーの跡（大野春山）細雨
在々（錦織信一）　たそ慮れ（河野灯油）

秋の日（望月一郎）　はるざめ（河原仲太
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郎）渓流（伊藤操）花散る雨（黒田彦

吉）休める職場（内野久雄）木の間蔭

（湯浅春陽）雑音を逃れて（田中理三郎）

芳醇（薪井面二），Peaceful　Cottage（改

訂賢三）温泉道（森房治）昼餉の支度

（尾崎孔太郎）春宵（西郷北涛）・碇泊’

（守谷英一）はま辺（原田霜露）工場の

午後（林礪波）　子守（三浦宇一郎）春光

をあびて（徳田八洲男）積出し（芦川五・

郎）木立（香川豹吾）村路（大井卯太

郎）　汽船（石垣義一）　田家の斜陽（吉崎

恒次）小春日和（科野清太郎）　高原落

葉松の林（井尻枳葉）夕陽（稲葉市太郎）

暮春の澄（魚住誠一）屋裏画影（小笠原．

賢太郎）風そよぐ（野見山亀吉）桶（世

良忠人）　奈良公園（西口国憲）「群がる

船（主殿家勝）　あかづき（三国庄次郎）

露店（野井幽趣）　日永（狩野北水）真昼

の日影（津：由秀夫）．かげ（甲斐義）高野

の上流（寺田歯止）坊のお馬（高多玉雲）

夕雲（太田鷺城）柳影（石井勝二）看官

（小玉藤八郎）廻廊より（阿蘇重太郎）

秋色（高多玉雲）磯の香（桜井虎太郎）

鳩（河原田義太郎）　入荷（阪井諭吉）　憩

ひ（芦川五郎）春光（亀井茶目）　夏の夜

（徳田芝露）　内川のほとりく上原緑葉）

淡き光り（宮田克巳）漏る光（高取武重）

径秋（久沢満直）小春日和（岸田繁太郎）．

豊な川辺（嵐璃徳）行楽の春（名倉不ご

夢）　新芽．タく頃（松村吉蔵）’初夏の富

島町（藤江藍泉）愛の御その（高取武重）

朝もや（中原生）層夏の朝（井畑緑水）若

葉op蔭（小田俊三）窓の光（秋山順一）

あそこに（北川芙蓉）何をか語る（望月

一郎）　秋晴（方治郎）　友に呼ばれて（安

藤豊）森の光（井谷儀八郎）斜陽（伊藤

・保拠）秋天高し（森本清五郎）麗か（原

田清武）　朝（戸沢梶太郎）秋深し（磯島

吉三）風の日（富永三吉）　晩秋（古田

昇）　子どもの集ひ（村田務）　漁村（大野

平二郎）　薄日の午後（橋本龍）　楽書（江

原金兵衛）

655写真集報　大正11年置秋季号　大阪
　朝日新聞社　大11．11201p　23×30cm

　定価5円　　”　　　　〈423－86＞

　〔大正11年2月発行の写真帖が好評だった

　ので引続き刊行した〕

　　嵐の後（小紫耕陽）．’水の都（飯甲早秋）

，釘を打つ音（熊沢雲鶴）、春の日（渡辺謹

　一郎）　夕陽（黒田彦吉）　サンデー（溝部

健太）Sunday　Evening（渡辺迷三）　モ

ーお帰りよ（迫水周吉）アラお兄さん

　（平塚虎三）・・エントランス（門屋一平）

　長閑（王子克巳）公園の一隅（石井勝二）

　南禅寺にて（唐沢専用）、光（古白雲右衛

　門）春光（島村安三郎）暮近し（長田

　熈）　温室（尾崎岩吉〉　労働（藍田辰治）

．発電所の裏（西条行也）三時十七分（田

　中常次郎）槌の音（下村年信）瓦焼く

　まで（岩崎芹舎）予め清水（堀内琴平）

初夏の市街（大谷敏一）　田園の春（野村

翠光）塵避けて（松下鉱太郎）初夏の

　頃（細谷送膳）油墨哺く頃（常光十四郎）

　はらから（森本清五郎）　春（松由邦三郎）

鮎釣り（小倉英二郎）’初夏の光り（小野

　田政太郎）凪ぎわ（奥田富三郎）斜陽

・・ i西村新次郎）ミ甘き影（鈴木誠一）　陽の

　恵み（野田威太郎）郊外の夏（今村喜代

二）　芝居茶屋（朝山秀）待つ間（山田秀

石）天真燗漫（石橋水郭）店さ．きにて

　（加藤三太郎）活動（吉田三三）花をし

ﾆおて（湯浅茂三郎）科学の象（江原金

兵衛）暮霧（川西喜一郎）初夏の港（岡

　田敬次郎）　河口（黒田昌澄）初秋（福田

、南圃）昼のやすみ（山辺政太郎）散り
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しく花（米本儀之助）初夏の光（若柳義

太郎）」初秋（山中辻堂）植木の手入れ

（栗栖弘二）　あきくさ（脇田天外）　見た、

ワ（西崎三跡）　秋来る（渡辺豊渓）籾秋

（大野春涛）連れだちて（増田碧雲）初

秋の夜（小山竹夫）　菜摘み（二川豊三郎）

緑蔭青風（坂本登志夫）　かがやき（永野

直助）　まひる（松元武義）　日永し（勝田

元造）汀（勢田徳松）騨傭（岩尾漁、

村）初秋朝（山田宗良）　親些き仲（枝吉

延太郎）春長閑（大谷敏：一）春の夕暮

（小泉城峰）　かげろふ（寺田忘劉　日曜．

の午後（寺田九万）干網（固唾信彦）・影

（島村安三郎），若葉かほる（井畑新次郎）

漁の合間（田代手造）海辺冬ケッチ（横・

田潔）初秋の奈良（脇田天外）夕日を

浴びて（隠岐散三）帰帆（池田義一）春

・の淀川（石谷光舟）春陽行楽（三吉二和）

煙る工場（中野徳次郎）　夕照（相良信一）

帰村（加藤信一）曲浦（岩崎仙太郎）初

秋（恒成重康）　巨和（長江五郎）失業者

（黒川健二）・花の清水（大橋勘七）筒井

筒（由井松齢）　リズム（萱島英男）並木

道の朝（武井繁夫）　友を集めて（芦川臨

月）清水の桜（大森仁三郎）春光照影

（坂本登志夫）田舎道（小松陽太郎）

Free　Batting（土肥正夫）　中書島書見

（雄静中山）初秋の牧場（荒木芳之助）

何処へ（小川昇）　地に曳く影（野村英太

郎）麗日’（宮野五郎）水路（浜田舞楽）

郊外小観（酒井喜久造）勢1熊沢磨二）

夕迫る（青柳仙吉）波の跡（松本正太郎）

今日も一日（森田正雄）　戎橋からぐ立仙

千代子）　日曜の午後（松本珪華）ttさび

れた池（宮崎義喜）’ ｴ雲（田中泰次郎）

田園の秋（田辺蜻蛉）和光の下に（浅井

晃）初秋（中山喜五郎）初秋6？静寂（清

水不見）繋船（小噺岡甚三）初秋（松田

奈良太郎）三々伍々（吉田晴一）深緑
り（吉田繁男）花の木蔭に（田村茂夫）

春の歩み（古橋東湖）雑沓を・逃れて（伊

藤良之輔）．陽春（畠山光昌）初秋（竹村

友次郎）淡き蔭（小林清波）初秋（戸沢

捨太郎〉鳥辺野の朝露（寺田忘笙）清
流（三好藤三郎）秋空（吉村清一）1初秋

（松村善一郎），初章（山田七太郎！恋g）

朝もう》さ（吉本善導郎）尾根ゐ光（浅井

晃）むしさがし（小笠原賢太郎）返照

入前境（鴻野太助）かきの木（野上新）

春風（柳蛙一）初秋（北川富治）初秋の

山（大谷敏：一）初秋（野田威太郎）．花老

ゆる（高本芳郎）　四月の午後（山崎敏子）

秋草て永田；龍）初秋（河合正一）「のど

けき日（田辺弘）春の日（三浦静湖）午、

後の光（相原喜三郎）初秋の頃（粟辻真

一郎）初私（安川時子）陽やはらbl（河

野勇吉）虫の声（追払劇画之輔）’静川

（近藤衡華）』初秋曙（津崎花雫）初秋

，（中村幸孝）新高尾のながめ（近藤衡一）

秋の野辺（山根稚美）秋空（西村茂太郎）

斜陽（土居源兵衛）春光をあびて（永野

政夫）水郷（西添新二郎）梁が示す美

の交響曲（中野待次郎）　塔（横井徳木郎）

聖樟（三無頼雄〉秋草（桜井清治）’暮れ

・迫る嵯峨野の秋（渡辺豊渓）静物（野上

新）栗（永田二龍）初秋（動議生柳）

さらし恩田佐吉）日本アルプス（島丞

十一郎）？るぎ岳を望む（石田与三）一

上高地の朝（三吉疎取ロ）鎗ケ油圧鎌尾根

’にて（鍛治田仲里）㌧夏の雲（メーソン）

徳本峠にて（；梅津豊司）．鷲の霊峰（河原

良介）　尾根つたへ（渋井福三郎）穂高

（隠岐敏三）　上高地大正池（伊坂臆面）

針木沢雪渓（牧野秀治），輸より（丹沢

三鳳），お花ばたけ（三吉二和）富沢附

近にて（足立磯一L・・）．梓川原の朝（小倉三
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／

郎）高原の朝（河浦亮一），二二岳山贔

より見たる南アルプス（竹田新一郎）雪

の燕岳（山口勝）　日本アルプス（隠岐三

三）神河地（山ロ勝）冒双六の池1鍛治田

仲里）　行手（三吉肝和）穂高を望む（黒

田六花）　白樺の林（朝倉元三）東鎌尾

根より鎗の雪渓を望む（馬場誠）’ ｹ帽子
岳に行く道（木白修三）大門岳の野営地

（鍛治田仲里）五色ケ原幕営の朝（アル

プス登山撮影wa－r行嘲噺聞社主倒）‘

立山の葺営（アルプス登山撮影隊一行［朝

日新聞社主催］）

656　写真例題集．第1編　美の影　名古屋

加離助明40．510枚22。m定価
　30銭　　　　　　，、　・　　　〈81－1023＞

．，〔編輯即発行人加藤隆助は写真機薬品・材

　　　　　　　　　　　ヨ三聖小売商・中京写友会庶務幹事。末1ピ中

京写友会会則を収載。〕

　　あさひ（青井島山）朝霧あ永禽（村井

安太郎）落葉かき（鈴木末吉）上る舟

　（大河内清）　月葎（村瀬圭〉噛城南の帆船

　（箕浦幽翠）　鳴海絞り（下郷哲三郎）　夕

照（飯田庄二郎）浮ぶ富士（平井謙）1渓

流〔豆州桂川〕（長崎忠右衛門）

657写生之友’1～3佐藤紫雲編　東京
　芸艸堂』，大IL6～12．11冊（合本）・22、

　CM　，　一　〈408－127＞
　〔写隼の参考になる風趣を写真に取った

　もの〕

658大正博覧会写真出品図録　小林寿一

編　精華社　大3．8’62枚　23cm

　　　　　　　　　　　　　　〈331－111＞
　〔中表紙の次に「東京大正博覧会美術館山

景」の写真がある〕

　．美術館出品　永き日の午後（石黒忠松）

　冬枯（石津啓子）　河辺の木立（生沢芙二）

　日本橋の朝（羽田柳五郎）・冬の村落，山

　間（萩生田文太郎）　薄暮（長谷川武七）

初鹿野の秋暮れて行く沼のほとり（大川

狸洞）　高原（大角鍼）　思うまま，沼津海

岸・船人（舳君太郎）・冬の朝（若林重）・

小春の旦むらち・鰍（吉野誠）作＊，

碇泊，お守（高橋哲介）　残雪，晴れる雲，

寒き日（玉村騎兵衛）愛（中鉢直綱）静・

境，寒村（中沢節治）水郷の夕（野己栄

二）　斜陽の里，晩秋，寒村の暮，故郷の

夕，三民の冬（野村三水）人物（松平三

郎）麓の茶屋，噴火の昔福（島一策）老

人（江木エツ）競艶，木蔭（江崎清）凝

視（寺本秋夫）　肖像，風影（秋尾新六）

ドアーのかげ（佐野秀道）批評（宮内幸，

、太郎）　あみもの（信三三亮正）湯本の

朝（平井録太郎）斜光，たそがれく日高長

：太郎）峠，深山路（関口愛山）宿場，浜

川の傍（杉本錐爾）

教育学芸館出品　人物（長谷川武七，大武

卒夫5岡田君太郎，『小川粗餐廊，高橋哲

介，中鉢直綱，福島一策，秋尾新六，青

山恵助，佐野秀道，宮内多吉）

659　大日本写真協会優等印画　第1毎

　杉鎗之助編　大日本写真協会　明31　13

　枚19×27cm　　　 〈8－217＞

　　冬日富士山（泉谷氏一一）　伊勢国岩田川

雨余景（宮内幸太郎）紅童遊戯（岩田虎

雄）　止山蛛系図（森島駒雄）　桔桿図（水

谷鏡）伊勢国鈴鹿郡石薬師路畔図（大宮

幸太郎）　筑後川二色（市岡太次郎）嵐’

峡図（光村利藻）　品川潮干潟貝図（気賀

秋畝〉遊鱗図（草場春松）御殿場望富

岳図（泉谷氏一）銚子港津涛図（八木富

次）－利根川晩景（徳大寺三三）
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660彫塑生面　第1回，第2回　2冊

　　　　　　　　　　　　　　〈30－177＞

　t第1回．：渡辺長男編　画報社　明33．7

　55枚　17cm

　第2回：矢野香橘序　画報社　明35

　（序）24枚　22cm

　彫塑展覧会三品目録が付いてお・り，その
　　　　　　　　　　　　K　　　，　一部分の作品を収載。〕．．／

661東京面心会第1画写真展覧会紀念画帖

　曾根真文編　東京写友会本部　明36．11

　31枚　15×23cm　　　　　，＜81－998＞．

　　会場内部（其1，其2）褒賞授与式（二上

　野精養軒）　落葉（長谷川保定）猟（西脇

’領水）・暁霧（花房種太）雨の朝（三津蟹∫

　吉）．霧の深山（申村紫光）孤村の水禽

　（神木春洲）　おつる姿（曾根金畦）一江浦

　の残照（牧野康強）’雨の二六（近藤東海）

　三Eの月影（双川鴎洲）スケッチ（岸田

　芥生）・漁船（小林得二）神の御園（石塚

　三郎）漣（樋口玲剤　晩霧（嘉瀬信吉）

　里の流（大熊喜郎）六浦の朝（鳥尾光）

　郊外の春色（久保太兵衛）冬の小川、（岸

　本忠雄）爆布の白雲（木村調吉）雨霧

　（小川茂）　滝の川の雪（赤坂町洲）　緑蔭

　劇論（小川常治）　三段つづき（細川花紅）

　雨中の渡船（阿部庄兵衛）河上夕照（細

　川孤舟）友がれ（吾孫子二太郎）朝霧

　（龍居松之助）

662　日本写真年鑑　大13・4，14・5年度　ア

　サヒカメラ編　朝日新聞社2冊　26cm

　　　　　　　　　　　　　　〈540－30＞

663　万国写真展覧会優等印画帖、日本写

　当会　明44．10，77枚　22cm　定価1円
　5q銭　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　〈335－306＞

664・美界，第1，2藤田徳太郎編・撮影
　京蔀　藤田徳太郎　明41r422冊（150，

　100枚）’24×34cm．　　．　　〈407－23＞

　〔花・事物の作品集〕

665・美篶写真画集　第1輯・松本　美様

　商会写真部大11．46p　50枚－19×，・

・26cm　定価2円　　　　　』一〈423－94＞

　　山羊（松岡強）　S君（井口良二）上高

　地（百瀬栄）嘲（河島恒次郎）朝影（古

　橋東湖）一’琴林（湧井喜望峰）小僧日（徳

　田芝堂）湯あみ（山口勝）牧人（立木

　茂）回る鴎（田中圭太郎）二月斜陽（三

　原康男）高原の夏（伊藤一英）落葉聞

　く家（瀬川精二）暮れゆく頃（川島精一

　郎）暮れゆく高原（丸山幸太郎）削ぎ

　り（山崎益蔵）　平門（大輪義男〉布晒し

　場の朝（笠原清風）　小雨降る山路（高橋

敬子）櫓の鞭（浅碍子）夕陽（早

　見信一）港（伊藤長四郎）籾冬（梅谷与

　七郎）密林射光（加藤鋳太郎）瓦焼竃

　（河合町龍）養i鶏（大西霞翠〉・初秋（山

　口勝）　ソフトモーニング（高田皆義）

　名残の光（伊藤長四郎）’雪の川辺（大内

　．三千）初夏（伊藤虹橋）　雨後の光（久沢

　満直）柳（村田亮吉）朝の光（折井守

　次）凹面の夕雲（河合二龍）　ひなた（川

　原子）』朝の光（石川周）朝の練習（三村

　甲八郎）斜陽（胡桃沢鴻象）実る頃（勝

　野茂）　風の日（宮丙桃谷）・霧れ行く霧

　（百瀬治）　雨の日（井口良一）初夏の韓

　（林律治）雪の朝’（1水’島由太郎）汀（島

　村三三）蛇籠（永沢浩）・砂採り（平林保

　雄）　河口の朝（鈴木取マ）旭光照波（熊

　野鴨花）

・666　美術資料　第1，9篇’川井景一編　川

　井写真館　明32～35・4冊（合本）〆　3i6m
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〈403－6＞

667標本写真帖　小川一真編　浅沼商店
　明29．1132枚　27cm　　　　層〈75－3＞』

　〔Alfred　EIIisほか約40名の欧米人の作

　四三〕

、668フォトタイムズ写真選集　木村専一

　編　フォトタイ．ムズ拉　大15．74p

　207枚21cm　発売元：オリPtンタル写

　真工業．定価2円　　　　　　〈563－66＞，

　　無題（高田皆義）　棚（西山清）大倉男

　自習（菊地東陽）　菊地東陽肖像（江崎清）・

The　Temple’@bells　are　ringing（Hunger．：

　ford，　Ned）　Nordpuist（Smith，

　Eleanor　L）　ln　the　region　of　snow
’（Lanschm・nn，・J・n）・高原（窪J’II得三郎）

　港”）夕べ（平野二郎）’春日（山田喜八）

　自答風景（富田三教）銚子（武井三郎）

　箱根の印象（滝村栄次）屋根（伊藤豊重）

　春（黒田漣）樹陰（中村芝鶴）』雨後（佐

　藤要人）水車小屋（大木忘草）　ポート

　レート（菊地東陽）　ポートレート（安本

　紅陽）静物（小沢奎）、雪（小倉三郎）

　丸の内（佐藤博）かうつる（南実）石井

三野肖像（平野守信）五月晴れ（窪川得

　三郎）は．9’ま（長谷川英一郎）噛水門近

　き風景（新藤政之助）、初夏（伊藤孝吉）

．鹸の集合（寺川麟），砂丘り影（竹EEi

梅汀）初夏（大橋武）無題（後藤ひき

　よ〉　太海にて（浅野辰雄）　肖像（菊地東

陽）渚の画（西山涛）三笠山（玉村禎

一）影（安本紅陽）塔（木村専一）．小

’日（真継不二夫〉廃櫨（国領栄噌）途上

スケッチ（角谷又一郎）御宿にて（吉田

弥生）．軍月晴（大津宏）　肖像（片山精

三）黄点山にて（渡辺慶之助）芝浦ス

ケッチ（佐藤博：）　夏の日（伊藤正太郎）

奈良（石田喜一郎）河口（海老原精一）

初．夏（小沢奎）　ボー7トレート（菊地東陽）

海（安本紅陽）子供（藤崎豊吉）無題

（西山清）波の囁き（小石洌）深山路

（藤間鍾一郎）「郊外の家（右田喜一郎）・

幽趣（稲垣光一〉静かなる海（杉浦繁）

朝の海（大津宏）浴の午後（窪川得三郎）

杭（吉野画一郎）　ポートレート（竹田梅

汀）焔光（北俊夫1門（石井金造）水
源の春（新藤政之助）』 s井小景（川本光

児）ホLムポートレート（菊地東陽）

静物（金子四郎）　池（下村清三郎）　朝の’

労働を終へて（橋本秋月）工場（木村専

一），埠頭にて（木村専一）線（其1）（西

山清）朝の光（大場陽三）初夏の小岩

井（窪川得三郎）与瀬附近（岩崎玉之助）・

棚（竹田梅汀）　三保風：景（長谷川英一郎）

午後（小原徳次郎）　白樺（後藤ひさよ）

盛夏（小野美汀）　肖像（栗山吉蔵）井の

頭にて（平野二郎）渋沢子と大倉男（菊

地東陽）．林（小倉三郎）港の朝（岩井孝

一郎）　線（其2）（西山清）橋（木村専一）

．In　the’6ity（Weed，　D．　T．）土蔵修繕（玉

村禎』）真昼（桑原翠）涛（藤澗鍾一

郎）　ぬる・御堂（山田秀光）　山路（南条

近：雄ジ湖畔（中山雲塘）．初夏の小岩井

（其2）（窪川得三郎）真昼（奥沢遍次）

魚釣り（植野政吉）’夏の海岸（崎田徳次

郎）・肖豫（菊地東陽）一無題（稲垣光一）

線（其3）（西山清）　落葉の頃（木村専一）

福浦所見（松本広義）無題（瀬尾星光）・

白衣の女（水川司陽）少女（佐藤不忘）

甲園の秋（飯塚左丁）秋（川上静夫）　公

園示見（田島紫眸）静物（竹田梅汀）　海

豹島（掛札功）　山の春（南条近雄）浜

（武井三郎）柳（品川晋一）　晩秋（安本

紅陽）　肖像（菊地東陽），樹（飯塚弥三

九）斜陽（管三三）、影（小倉三）頂く鵜・
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筆之助）　Street』Scene（森下二郎）　線

（其4）（西山清）丸の内風景（木村専一）

池畔の舟（稲熊光陽）初夏の小岩井（其

3）（窪川得三郎）　N夫人（竹田梅汀）　肖

像（寺川良輝）瀞寂（跡紅陽戯
（藤間＄1一一）　無題（堀江金三郎）煮干釜

（森一兵）静かなる秋（吉田i野川）　肖像

（菊地東陽）線（其5）（西山清）鉄橋（佐

藤博）静物（竹田町汀）L電柱と土〈高聴

聴罪）夏の午后（清水正二）少女（岩戸
秀雄）　肖像（寺川良輝）　白樺（杉浦繁）

朝の丸の内（吉野錐一郎）電柱（原閑子）

波止場（下村清三郎）、ある街（山田喜八）

与野（木村専一）木曾路（高甲皆野）親

しみの自然（西野冬花）無題（大橋武）

晩秋の朝（稲垣恒四郎）午后の光り（近‘

藤松問）静物（桜井直三）水車小屋（守
嘩三郎）”7．　一／ナパ伽ヴナ（小池淳1．

隆）　波止場（下村清三郎）　土佐の漁師

’町（岩戸秀夫）、赤城（藤間鍾一）風景

（太田鉦三郎）静かな郊外（榊原松籟）

線（其6）（西町清）　倉（梅；村万一）SMoL

king（伊藤龍吉）　無題（稲垣光一）風

景（鈴木桂一郎）浜の印象（前田西迷）

丘の家（小倉三郎）・運動場の午後（木村

専一）芝浦（渡辺慶之助）．氷室（南条近

雄）曇日の美光（後藤かほる）静物（中

尾発疹）　ポートレート（小池淳隆）雪．

の日（藤間錠一）静物（岩崎玉之助），朝．

め日光（木村専二）丘の家（後藤久世）

春の光（岩戸秀夫）銚子（長谷川英一郎）

月島所見（飯田幸次郎）線（其7）（西山

清）　仲秋（浅野松雨）　波（竹田下汐）

’静物（杉浦繁）、浜の家（稲垣光一）　無題：

（奥沢近次）小岩井農場（某4）（窪川得三

郎）無題：（唐健吾〉．山路の朝（西山清）

ポートレート（小池淳隆）　ポプラ（大橋

武）構内（小宮慶一），山の湯の夜（山田

t秀光）奈良（石田喜一郎＞＞J・岩井農場

．（其5）（窪川得三郎）池畔（真継不野夫）

　霧（海老原精」）『雨（久野青波）燈台

t（菅谷伸）　甲斐路（岩戸秀夫）　回る電信・

　局め印象（声田野隼）　山間の田園（高橋

又右衛門）無題（細皆翻農村スケ
　ッチ（伊藤蒼海）

669奉献写真画集　やまと新聞社　大i9．

・27P… ｦ×26・m・定礎
　　　　　　　　　　　　　　〈423；77＞

　〔大正10年11月16日に東京市外玉川電車

　沿線の地域5ケ所で写真撮影大会を開催

隣し鵬ll三韓を写真集1し

　．．諏訪河原にて（岩本進）椋椙（萩生田

・錦吾）光の恵（掛札功）みのり（阿部野

　也）　竹の春（林作雄），小春日（服部隆之一

　助）　駒沢附近にて（青盛俊郎）秋（伊藤

　欣t）竹林（岩井貞）遊ぶ子供（杉浦き

好）朝のひかり（縮三郎）練兵場

　の一隅（吉田秀一・秋（斎藤政⇒丁田

　（福田為次郎）秋田午后．（竹田重太郎）

　秋深し（伊藤彦作）籔のかなた（大橋邦

　之助）四光に浴して（阿部一見），渓間

　り水車（永江博）水車（如曾利七蔵）樹

　の間洩る陽（内山保）静かに散り行く
　（小野一雄）　帰路（福島源次郎）秋晴れ

　（吉田弘）竹（八木下博）朝の光（松本

　康雄〉、、二子所見！三野夢二）秋（村上竹

　三郎）、牧場の朝（竹田梅汀）秋晴れの

　朝（安河内治一郎）・冬も間近力・に（武田

　隆）朝まだき（橋本太郎）籔の朝（渡辺

、竹次郎）市場の戻り（飯島寿）静かな
丘ζ水（宇高久敬）縦な朝（佐羽桐洲）

　収穫（尾崎新一）　秋の日ざし（君塚武三）

　山路を急ぐ老婆（横井：好輔）　野辺の花
（磯貝三豊）朝の光（塚三吉）一一纏
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　（武智忠雄）　小春日（弓勢柳三）　茂れる

竹（金井林蔵）いそレみ（石井盛之助）

秋の農家（小杉孝蔵）四境（加藤善次）

昼までに（富永玉峰）小春日（森田久策）

秋の光（三島昌一）竹林（林翠嶺）竹ピ

光（中沢勝太郎）逸題（杉浦三洋）　日を

背に（大野栄）秋の日（平井善雄）秋光

（坂野井目祐）牧場の裏（勝田悌二）朝幽

（石鍋定雄）我が家の平和（石川茂男！』

近郊（渡辺浩）．朝の光を浴びて噺井清

雄），豊なる武蔵野（星直二）　油断なく

（山田治二）　小さき宮（滝村栄次）　収穫．

時（大谷勝申）　町端つれ（市川松蔦ゲ朝

の光（高橋光三）暮れ行く秋（小倉三郎）
　　ノ朝の光（作間毅）竹林（熊野シヅエ）　古‘

刹の秋（森金之助）渦巻（小林信三郎）

ギプラ（羽田柳五郎）実る秋（鈴木源兵

衛）　多摩河原（三曲泰助）洩る・光（藤

村伝導）　長閑（三井歌子）　秋の話れ（浅㌦

野辰雄：）竹を透して（中根良周）静け

さ朝（小泉千里）　帰帆（伊藤二郎γ霊光

（藤川勝太郎）木かげ（秋葉晴太郎）竹

’林（土岐豊一郎）秋の収穫（河本真太郎）tt1

静寂（神保晋吾）街道情調（平山青轡堂）

秋光（今井蝋梅）ふ川のほどり（高松登）’

午後の多摩川（堀芳郎）　清き空気（中山，

酒粕）逆り（辰馬正敏：）竹の秋（池谷慶

太郎〉幽協力（益田卓郎）　か信ら（三浦・

新）　ほρ暗き水車（藤田安忠）秋（木村

敬之）噛のしつむ頃（森律子）萩の色
（相沢鍋十）　なりほひ（向山卯二郎）

670優秀印画集　第2輯　三三三三三編
　京都浅沼商会京都支店大11．12』34

　枚　25cm　定価2内50銭　　　＜146－222＞

　　京の祇園へ（安本静子）　首夏（西田与

　一）　夕照（四緑）　夏（島村逢紅）　赤vS

　雲（徳田三三）午後の光〈山田秀光）深

　夜回箕（二士野回雪）霧の朝（上三三）

　若竹（永野直助）平和（榎本緑葉）習作

　（細田重行）　朝霧の中を学校へ（安本静

　子）　N嬢の肖像（榎本緑葉）薄れ日の

　朝（徳甲芝堂）清流（淵上白陽）ママー

　（丸島金太郎）　たそがれ（島村逢紅）』’絵

　馬堂にて（徳田芝堂）　雪の小川（春緑）！

　暮れ行く公園（三浦静光）　雨の銀座街

　（渡辺亀之助）牧場の午后（久保鯉洋）

　或の朝（小泉城峯）　夕日，（野田秀峰）港

　の朝（中田専之助）’三三（西口国憲〉暖・

　き日（市川聖岳）　水汲み（上田漣）‘午后

　の日ざし（江本早生）’乳（島村逢紅）　自’

　然と天然（片山嘉祐）暮れ行く秋（島村

　早耳）萩の下露（宮内重三）、樹問の道

　（鈴木武四郎）

671・優等印画集　第5，6，「層11～14号　京都tt

　浅沼商会　明40～416冊　20cm

　　　　　　　　　　　　　　〈特50－61＞

672私の採光　東条卯作写真新報社
　昭3．6　1冊　27tm　　　　　〈333－501＞

　〔肖像写真を撮る場合め方法について，作、，

　品を掲載しそれに解説を付したもの。ヨ

　スペ天然色写真法の説明もある。〕
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