
整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDあ01 青山里恵子資料 1943年卒業 7点
成績通知書、卒業記念寄書のほか、裁縫科で使用した教科書など。1988年3月と1989年9
月の二度にわたり受贈。

1938年～1943年

JDあ02 阿部美恵資料 1939年卒業 1点 裁縫科の課題で作成したフランス刺繍のテーブルクロス。1988年12月受贈。 1936年～1939年頃

JDあ03 阿部良子資料 1945年卒業 10点 家事科で使用した教科書及び副教本類。1989年3月受贈。 1938年～1944年

JDあ04 安斎正子資料 1939年卒業 2点 家政科家事専攻で使用した教科書。1989年7月受贈。 1935年～1936年

JDい01 飯沼松子資料 1938年卒業 64点
短歌の歌本や書の手習いや、修学旅行手記、卒業記念アルバムなど。1989年3月に本人、
2006年11月に同窓会を経由して二度にわたり受贈。

1933年～1940年

JDい02 五十嵐千恵資料 1941年卒業 3点 国文専攻使用の教科書。1988年12月受贈。 1936年～1939年

JDい03 池尻ノリヲ資料 1936年卒業 7点 裁縫科の教科書と、手作りの裁縫見本、折り方見本など。1989年7月受贈。 1933年～1936年

JDい04 池田千代資料 1930年卒業 3点 通知表と女専官立移管期成会常任理事嘱託辞令の複製、及び論文抜刷。 1932年／1983年

JDい05 石川徳子資料 1941年卒業 5点 国文専攻で使用した古典教科書。1988年12月受贈。 1939年～1941年

JDい06 伊藤貞子資料 1938年卒業 8点
家政科家事専攻の試験問題、校舎新築記念絵葉書、教員検定願の書式例。1988年7月と
1989年7月の二度、同窓会を経由して受贈。

1934年～1938年

JDい07 猪岡しのぶ資料
1938年卒業
1939年研究科修了

4点
古典教科書と学生時代の写真及びアルバム。1989年4月から7月にかけて三度にわたり受
贈。

1934年～1939年

JDい08 今井豊資料 1937年卒業 27点
裁縫科で使用した教科書類と裁縫科学生が調査した「東北農村衣服の研究」、昭和9年制
定の運動服、クラブ活動で使用した謡本など。1988年9月と1989年7月及び9月の三度にわ
たり受贈。

1932年～1935年

JDう01 梅津孝子資料 1950年卒業 5点 女専受験及び入学関係の資料と、生活科の教科書。1989年6月受贈。
1938年／
1946年～1951年

宮城県女子専門学校同窓生等寄贈資料　資料群別リスト
（2009年8月31日現在）



整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDえ01 海老沢容子資料 1950年卒業 1点 文化祭での絵画部集合写真。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1948年

JDお01 及川節子資料
1942年卒業
女専助手

2点 女専助手の任命・解任辞令。1989年9月受贈。 1942年～1943年

JDお02 及川晴子資料 1950年卒業 4点 数学科で使用した教科書。1989年9月受贈。 1947年

JDお03 及川芳子資料 1933年卒業 3点
小宮豊隆著『芭蕉と紀行文』と、女専英文二年生宛の金矢武吉書簡、女専史編纂を労う池
田哲郎書簡。

1931年／1945年／
1983年

JDお04 大泉静江資料 1938年卒業 4点 同窓会関係資料。 1981年／1986年

JDお05 太田喜美子資料 1941年卒業 5点 学校関係諸費用の領収書。1988年7月受贈。 1941年

JDお06 大平千枝子資料 1940年卒業 2点 習字の手習いと女専校章。1988年9月受贈。 1937年～1940年頃

JDお07 大沼きよ資料 1940年卒業 1点 手製のはこせこ。1988年9月受贈。 1937年～1940年頃

JDお08 小笠原アツ資料 1937年卒業 1点 手製の名刺入れ。1988年7月受贈。 1934年～1937年頃

JDお09 岡田喜久子資料 1932年卒業 4点 勤労奉仕の写真。1989年4月に受贈。 1932年～1933年

JDお10 小野美枝子資料 1931年卒業 1点 家事教科書。1990年1月受贈。 1930年

JDお11 小野よし子資料 1938年卒業 15点 家事科の教科書と講義ノート、染め絞り見本。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1935年～1937年

JDか01 加藤セイ資料 1938年卒業 1点 卒業記念に贈られた文箱。1989年5月受贈。 1938年

JDか02 亀田節子資料 1937年卒業 5点 家政科裁縫専攻で使用した教科書。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1934年～1935年

JDか03 河田とし資料 1936年卒業 1点 裁縫専攻一年時に製作したテーブルセンター。1989年3月受贈。 1933年～1934年



整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDか04 川元恭子資料 1941年卒業 7点 鍛錬日誌となぎなたの授業写真など。 1939年～1941年

JDき01 菊地てる子資料 1947年卒業 41点 数学科の講義ノートと授業プリント類。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1944年～1946年

JDき02 木村篤子資料 1943年卒業 8点
戦中の国民学校令や鍛錬日誌と、裁縫専攻の教科書や作品。1988年に三度にわたり受
贈。

1940年～1943年

JDく01 熊谷禎子資料 1951年卒業 13点 生活科講義ノートと英語の教科書。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1948年～1950年

JDく02 熊谷孝子資料 1943年卒業 1点 くるみ細工の帯留め。1989年4月受贈。 1941年～1943年頃

JDこ01 小関慶子資料 1942年卒業 11点
勤労動員や授業風景などの写真と刺繍バッグ、卒業後の鈴木ヨシ先生の追悼式次第。
1988年10月受贈。

1940年／1957年

JDこ02 小平せつ子資料 1912年卒業 1点 萬葉集の教科書。1988年10月に妹であり女専卒業生である山本春代より受贈。 1910年

JDこ03 今野トミヱ資料 1933年卒業 14点 英語科教科書と英語教官金矢武吉の色紙。1988年9月受贈。 1909年～1931年

JDさ01 斎藤わき子資料 1939年卒業 7点 裁縫標本、部分縫い見本、デザイン画など裁縫科の授業に関わるもの。1988年12月受贈。 1937年～1939年

JDさ02 佐藤アヤ子資料 1941年卒業 2点 成績通知書（複製）。1988年11月受贈。 1939年～1940年

JDさ03 佐藤こう資料
1936年卒業
1937年研究科修了

1点 研究科修了論文「Swiftの諷刺文学」。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1937年

JDさ04 佐藤孝子資料 1941年卒業 1点 卒業記念アルバム。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1941年

JDさ05 佐藤たつ子資料 1937年卒業 1点 クリスマス祝会の写真。1989年8月受贈。 1934年～1937年頃

JDさ06 佐藤よし資料 1948年卒業 6点 教職員適格確認書と教員免許状のほか、裁縫の部分縫い見本。1989年7月受贈。 1947年～1949年

JDさ07 実方嘉子資料 1935年卒業 1点 和歌の色紙。 1936年



整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDし01 志田泰子資料 1945年卒業 15点
通知書、卒業証書と、勤労動員の写真など。1988年9月、1989年3月、1989年9月の三度に
わたり受贈。

1942年～1945年

JDし02 設楽芳枝資料 1943年卒業 5点
裁縫専攻の教科書、教材、試験問題と、姫鏡台。1988年9月と1989年3月の二度にわたり受
贈。

1939年～1943年

JDし03 柴原和子資料 1947年卒業 1点 同窓会で作成した校章旗。2006年11月に同窓会を経由して受贈。

JDし04 神理和資料 女専教授 2点 論文抜刷と遠足の写真。1989年9月受贈。 1970年

JDす01 菅原えい資料 1943年卒業 1点 校章バッジ。1988年9月受贈。 1941年～1943年頃

JDす02 菅原栄資料 1943年卒業 2点 国文科教科書。1989年9月受贈。 1941年

JDす03 鈴木ノブ資料 1935年卒業 2点 教員免許状伝達式通知と卒業式次第。 1935年

JDす04 須田喜和資料 1939年卒業 4点 裁縫専攻の手芸作品。1988年12月受贈。 1936年～1939年頃

JDた01 高橋恵子資料 1938年卒業 1点
五節句及び諸行事に関する調査記録と料理レシピ集。2006年11月に同窓会を経由して受
贈。

1937年

JDた02 高橋里女資料 1942年卒業 1点 卒業記念寄書集『水くきのあと』。2006年11月に同窓会を経由して受贈。 1942年

JDた03 高橋靖資料 1939年卒業 2点 手製のはこせこと懐紙入れ。1989年3月受贈。 1936年～1939年頃

JDた04 但野静江資料 1931年卒業 1点 天文学の教科書。1988年10月受贈。 1923年

JDち01 千葉美喜資料
1945年卒業
1946年研究科修了

5点 勤労奉仕の写真と、卒業式の通知。1989年7月受贈。 1945年

JDつ01 塚田澄子資料 1939年卒業 2点 家事専攻学生の調査をまとめた『郷土料理』と、手製の名刺入れ。 1938年

JDつ02 津村美枝子資料 1940年卒業 5点 女専生と教員の写真。 1937年～1940年頃



整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDな01 直江満資料 1931年卒業 1点 裁縫関係書籍。1989年9月受贈。 1932年

JDな02 永澤庸子資料 1941年卒業 15点
裁縫科の授業で作成した裁縫見本集、卒業証書、教員免許状と、出征将兵家族慰問演奏
会の集合写真など。1988年10月に受贈。

1938年～1941年

JDな03 中島俊子資料 1938年卒業 1点 女専時代のスナップ写真など。1988年9月受贈。 1935年～1938年頃

JDな04 長田ふじ資料 1937年卒業 1点 刺繍のテーブルクロス。1989年2月受贈。 1934年～1937年頃

JDに01 西山道子資料 1939年卒業 1点 卒業記念寄書集『水茎の跡』。1988年6月受贈。 1939年

JDに02 仁田志げ子資料 1944年卒業 1点 女専制服。1988年10月受贈。 1942年～1944年頃

JDの01 野口くに資料 1936年卒業 1点 校旗意匠当選の記念に学校より贈られた姫鏡台。1989年4月受贈。 1933年～1936年頃

JDは01 芳賀克子資料 1939年卒業 21点 女専受験表、合格通知、学校行事予定表、及び同窓会関係資料。
1936年～1941年／
1963年～1964年

JDは02 橋本久子資料 1950年卒業 1点 短歌部刊行短歌集『青い甕』。1988年3月受贈。 1949年

JDは03 馬場輝子資料 1938年卒業 3点
英会話教師ゲルハード夫妻の写真と愛国婦人会から贈られた文箱。1989年5月と1989年8
月の二度にわたり受贈。

1935年～1938年頃

JDは04 浜田萌子（阿部萌子）資料 1950年卒業 1点 英語教科書。2006年に女専卒業生三上富枝より同窓会を経由して受贈。 1948年

JDは05 針生徳子資料 1951年卒業 4点 修学旅行日程表と、バレーボール選手権大会旌表状など。1989年9月受贈。
1930年／
1950年～1951年

JDひ01 彦坂京資料 1929年卒業 8点 国文専攻の教科書など。1988年9月受贈。 1926年／1987年

JDふ01 藤崎秀子資料 1943年卒業 2点 卒業証書と卒業記念寄書。2006年に遺族と同窓会を経由して受贈。 1943年

JDふ02 藤崎みつ子資料 1945年卒業 5点 戦争末期～戦後の学生宛通知や配給通帳など。 1945年～1947年



整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDほ01 星シナ資料 1936年卒業 1点 刺繍袱紗。1989年3月受贈。 1933年～1936年頃

JDほ02 細野光枝資料 1948年卒業 5点 女専受験関係の資料と、校章、及び進駐軍の兵士に英語の歌を教わった際の英語歌詞。 1945年

JDま01 前田弘子資料
1941年卒業
女専助手

3点 報国団図書係嘱託辞令と、女専助手の任命及び解任辞令。1990年1月受贈。 1943年～1945年

JDま02 松原美奈子資料 1949年卒業 1点 卒業証書の写し。 1949年

JDま03 松本たい子資料 1945年卒業 1点 教員免許状。1989年3月受贈。 1946年

JDま04 眞柳紀資料 2点 宮城県女子中等学校聯合音楽会プログラム及びその新聞記事の複製。 1937年

JDみ01 三上富枝資料 1951年卒業 44点 国語科教科書及び講義ノート。2006年１１月に同窓会を経由して受贈。 1947年～1950年

JDみ02 南とら資料
1935年卒業
1936年研究科修了

22点 国文専攻使用教科書、和歌の短冊、卒業記念のはがき箱と文箱。1989年3月受贈。 1929年～1936年

JDも01 諸橋光子資料 1939年卒業 26点
裁縫科で作成した作品や講義ノート、学生が調査した結果をまとめた「東北農村衣服の研
究」など裁縫科関係のもの。1988年12月受贈。

1937年～1938年

JDや01 山口秀子資料 1929年卒業 24点
飯野哲二・加藤文友による和歌の色紙や国文関係書籍と、白楊会の同窓会資料。1989年3
月と1989年7月の二度にわたり受贈。

1925年～1934年／
1948年／
1958年～1959年／
1983年～1984年

JDや02 山田のぶ子資料 1935年卒業 5点 修学旅行や卒業式などの写真。 1932年～1935年

JDや03 山本春代資料 1932年卒業 36点 文科国文専攻教科書及び講義ノート。1988年10月と1989年10月の二度にわたり受贈。
1925年～1931年／
1974年／1976年

JDわ01 我妻アイ資料 1932年卒業 2点 向山新校舎落成記念絵葉書と、校章を収めていた木箱。 1934年～1938年

JDわ02 渡邊岩子資料 1940年卒業 5点 家事専攻使用の教科書。1989年7月受贈。 1935年～1937年

JDわ03 渡辺佐紀子資料 1943年卒業 11点 教科書や作成標本など家事科関係のもの。1988年11月受贈。 1939年～1942年



整理番号 資料群名 女専在学・在職歴 数量 資料群の概要 作成年代

JDわ04 渡部孝資料 1942年卒業 2点 書道教科書。 1941年

JDわ05 渡辺のぶ子資料 1937年卒業 8点 英語科教科書と英語教官金矢武吉の色紙。1988年9月受贈。
1929年／
1935年～1936年

JDわ06 渡辺りきえ資料
1932年卒業
女専教授

6点 卒業式など教授時代の写真。 1934年～1940年

JD9999 女専同窓会収集資料 20点 同窓会が会員や遺族等からの寄贈等を受けて収集した資料。



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

青山里恵子 Ⅰ 1
［プログラム　第十回仙台市内女学校聯
合音楽会］

昭和13年11月3日 1枚
漢口陥落祝賀・傷痍将士慰安／於仙台市公会堂／
主催東京日日新聞社

青山里恵子 Ⅰ 2 洋装編輯部編『正しき国民服の作り方』 洋装社 昭和16年1月19日
27頁（冊
子）

製本印刷物 昭和15年7月25日初版発行／第8版

青山里恵子 Ⅰ 3 尾上八郎編『新古今和歌集新抄』 株式会社明治書院 昭和16年11月20日
86頁（冊
子）

製本印刷物 初版／教科書か

青山里恵子 Ⅰ 4 ［寄書　昭和十八年度裁縫科卒業記念］ （昭和18年9月） 1帖 折本 女専卒業に際した裁縫科第14回生の寄書

青山里恵子 Ⅰ 5 ［製図　体操着・制服・菊花章（複製）］ 2枚 電子複写
運動用スカート・制服ブラウス・菊花章の作り方及び
縮尺展開図

青山里恵子 Ⅰ 6 ［裁縫科成績通知書（復原資料）］ 青山里恵子 1枚
1～3年次の成績表を基に作成した女専裁縫科成績
表のモデル

青山里恵子 Ⅰ 7 ［明魂楽譜（複製）］ 2枚 電子複写 加藤文友作詞・黒沼幸四郎作曲・福田

整理番号

東北大学史料館蔵　宮城県女子専門学校同窓生等寄贈資料総目録
（2008年　月　日現在）

JDあ01 青山里恵子資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

阿部美恵 Ⅲ 1 ［テーブルクロス］ 阿部美恵 1点 フランス刺繍

整理番号

JDあ02 阿部美恵資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

阿部良子 Ⅰ 1
女子美術専門学校裁縫研究会編纂『現
代和服裁縫書』第三巻

倉持周治商店出版部 昭和13年12月28日
261頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年6月28日初版発行／改訂第６版／昭和18
～20年頃家事科で使用した教科書

阿部良子 Ⅰ 2 青木良吉著『新体制衣類整理』 大日本文化研究会 昭和16年12月15日
297頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和18～20年頃家事科で使用した教科書／
「宮城女専家事科　今野良子」とあり

阿部良子 Ⅰ 3 安東正郎書『梅雪手紙帖』 松林堂 昭和17年8月5日
63頁（冊
子）

製本印刷物
初版／和装本／昭和18～20年頃家事科で使用した
教科書

阿部良子 Ⅰ 4 赤堀旺宏著『日常実験料理』上巻 株式会社東京開成館 昭和18年2月5日
284頁（冊
子）

製本印刷物

昭和17年5月31日初版発行／第4版／昭和18年度
家事科第一学年使用教科書／「宮城女専家事科一
年松組　今野良子」「昭和十九年一月高山書店に
て」とあり

阿部良子 Ⅰ 5 赤堀旺宏著『日常実験料理』下巻 株式会社東京開成館 昭和18年2月5日
286頁（冊
子）

製本印刷物
昭和17年5月31日初版発行／第4版／昭和19年度
家事科第二学年使用教科書／「宮城女専家事科第
二学年　今野良子」とあり

阿部良子 Ⅰ 6 成田順著『洋裁学習書』 大成書院 昭和18年2月10日
248頁（冊
子）

製本印刷物
昭和8年7月30日初版発行／第182版／昭和18～20
年頃家事科で使用した教科書／授業メモあり

阿部良子 Ⅰ 7 石井親武著『衣類更正家庭染色』 株式会社駸々堂 昭和18年8月20日
213頁（冊
子）

製本印刷物
昭和18年2月25日初版発行／再版／昭和19年度家
事科第二学年使用教科書／「宮城女専家事科第二
学年松組（今野印）」とあり

阿部良子 Ⅰ 8 南崎雄七著『一日の保健生活の営み方』 教材社 昭和18年11月20日
295頁（冊
子）

製本印刷物
昭和17年12月20日初版発行／第三版／昭和18～
20年頃家事科で使用した教科書／「宮城女専家事
今野良子」とあり／破損／

阿部良子 Ⅰ 9 清水勝太郎著『食料品事典』 松山房 昭和19年1月8日
458頁（冊
子）

製本印刷物

昭和16年3月8日初版発行／増補再版／昭和19年
度家事科第二学年使用教科書（副教本か）／「宮城
県女子専門学校　家事科第二学年　今野良子」とあ
り

阿部良子 Ⅰ 10 大日本産業報国会編『銃後の栄養献立』 皇国青年教育協会 昭和19年3月20日
214頁（冊
子）

製本印刷物
昭和18年10月7日初版発行／再版／昭和18～20年
頃家事科で使用した教科書／「今野」印あり

整理番号

JDあ03 阿部良子資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

安斎正子 Ⅰ 1
家事教授研究会編『専攻科高等科　家事
経済管理論』

合資会社　文光社 昭和10年12月25日
197頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11～13年頃に家政科家事専攻で使用していた
教科書

安斎正子 Ⅰ 2
家事教授研究会編『専攻科高等科　家事
衣服論』

合資会社　文光社 昭和11年1月20日
204頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11～13年頃に家政科家事専攻で使用していた
教科書

JDあ04 安斎正子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

飯沼松子 Ⅰ 1 尾上柴舟著『調和体風月帖』 雄山閣 昭和8年8月10日 1帖 折本
「昭和10年4月宮城県女子専門学校国文学　阿部松
子」の書込あり

飯沼松子 Ⅰ 2 ［月見草物語／日本永代蔵］ 高階せつ子（ヵ） 昭和11年11月
134頁（冊
子）

冊子（ノート）

「月見草物語」と「日本永代蔵」を書記したノート／月
見草物語は創作小説か／裏封面に「高橋せつ子さ
んより頂く　昭和十二年睦月十六日」「乙妻白帆」とあ
り／乙妻白帆は阿部松子の雅号か

飯沼松子 Ⅰ 3 ［北海道修学旅行記］ 乙妻白帆（阿部松子）
昭和12年5月24日～14
年10月27日

166頁（冊
子）

冊子（ノート）

修学旅行手記（昭和12年6月4日～11日）／昭和14
年10月27日の阿寒に関する追記あり／裏封面に「昭
和十二年五月二十四日北海の旅を想ひて　乙妻白
帆」とあり／乙妻白帆は阿部松子の雅号か

飯沼松子 Ⅰ 4 ［寄書帳　しのぶよすが］
昭和12年9月15日～14
年3月18日

1帖 折本（ノート）
題箋「しのぶよすが／秋村題」／恩師・級友等の寄書
き／端裏に、昭和12年9月15日に全快記念にノートを
贈られた旨の記述あり

飯沼松子 Ⅰ 5 ［寄書帳　はるかなる夢］
昭和14年3月15日・16
日

1帖 折本（ノート）
題箋「はるかなる夢／秋村題」／女専卒業に際した
恩師・級友等の寄書き

飯沼松子 Ⅰ 6 金子元臣著『校註　源氏物語』 株式会社　明治書院 昭和7年4月23日
308頁（冊
子）

製本印刷物
文科国文専攻第三学年使用教科書／書込多数／
「宮城県女子専門学校文科国文専攻第三学年乙妻
白帆」とあり

飯沼松子 Ⅰ 7
渡部行三著『A FEUD AND OTHER
STORIES』

開隆堂書店 昭和9年1月30日
120頁（冊
子）

製本印刷物 文科国文専攻使用英語教科書

飯沼松子 Ⅰ 8 ［短冊　東風ふかは］ 高田嘉子 昭和11年4月12日 1枚
「菅原朝直　東風ふかはにほひおこせよ桜の芽あるし
なしとて春な尋れそ　嘉子かく」／裏に「昭和十年四
月十二日高田嘉子様より」とあり／

飯沼松子 Ⅰ 9 ［短冊　杉むらに］ 高田嘉子 昭和11年4月12日 1枚
「杉むらに墜電ふきまく風見もてわか立つ廊下玻璃さ
みなおののく　嘉子かく」／裏に「昭和十一年四月十
二日高田嘉子様より」とあり

飯沼松子 Ⅰ 10 ［短冊　山崖の］ 1枚 「山崖のこだま屈るや寺の冬　峰」

飯沼松子 Ⅰ 11 ［短冊　上海の］ 阿部松子 1枚
「上海の映画を見たり街角に故国の歌を弾く楽士あり
て　阿部松子」

飯沼松子 Ⅰ 12 ［短冊　夕里の］ 天津山 1枚 「夕里の位置定まれり芭蕉忌　天津二」

飯沼松子 Ⅰ 13 ［短冊　菊咲きぬ］ 秋村 1枚
「題しらす　菊咲きぬ□り沼ふかく□しぬふとほゐる人
を思ひやりこそ　秋村」

飯沼松子 Ⅰ 14 ［短冊　皇軍の］ 阿部松子 1枚
「皇軍の楽士と支那の子等たちのむつふを見れは嬉
しき春や　阿部松子」

JDい01 飯沼松子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

飯沼松子 Ⅰ 15 ［短冊　山邨の］ 阿部松子 1枚
「山邨の遠樹は雲の開くる處海岸の孤村は日の霽る
る時　松子かく」

飯沼松子 Ⅰ 16 ［短冊　秋の夜を］ 阿部松子 1枚
「秋の夜を歌詠みをれはさらゝゝとわひしきかなや時
雨ふりつつ　阿部松子」

飯沼松子 Ⅰ 17 ［短冊　すゝき水を］ 菅原ふみ 昭和11年2月17日 1枚
「すゝき水をまけは水吸ひ鳴る砂のかそけき音を庭に
きゝをり　ふみ」

飯沼松子 Ⅰ 18 ［短冊　きしゝゝに］ 菅原ふみ 昭和11年2月17日 1枚
「きしゝゝにかつける籠に二つ三つ薊の花の揺れてあ
りけり　ふみ」

飯沼松子 Ⅰ 19 ［短冊　昨夜の雨に］ 菅原ふみ 昭和11年2月17日 1枚
「昨夜の雨におしふせられし葦の穂のみつかさへりて
おきなほりけり　ふみ」

飯沼松子 Ⅰ 20 ［短冊　朝あけに］ 菅原ふみ 昭和11年2月17日 1枚
「朝あけに藁打つ音のこたましてもやうすらきてかつ
かうの啼く　ふみ」

飯沼松子 Ⅰ 21 ［色紙　花画］ 岡崎義恵 昭和14年3月 1枚
「義恵記」とサインあり／裏に「昭和14.3月」「東北帝
大　描く　岡崎義恵教授」とあり

飯沼松子 Ⅰ 22 ［色紙　ゆふそらは］ 岡崎義恵 昭和14年3月 1枚
「ゆふそらははるかにはれてくもきえしはてなくゆかむ
このそらのもとを」／裏に「昭和14年3月東北帝大教
授岡崎義恵」とあり

飯沼松子 Ⅰ 23 ［書　鳳池の］ （加藤文友） 1枚
「鳳池の後面は新秋の月いて龍闕の前頭は薄暮の
山あり」／和漢朗詠集521／Ⅰ-23～45は加藤文友
による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 24 ［書　勝地は］ （加藤文友） 1枚
「勝地は本来定まれる過無志大都山は山を愛する人
に□す」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 25 ［書　老の眠］ （加藤文友） 1枚
「老の眠早く覚めて常に夜を残し病の力先つ衰へて
年を待たす」／和漢朗詠集724／Ⅰ-23～45は加藤
文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 26 ［書　執扇抛ち来って］ （加藤文友） 1枚
「執扇抛ち来って青黛露はれ羅帷巻却して翠屏明ら
かなり」／和漢朗詠集494か／Ⅰ-23～45は加藤文
友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 27 ［書　江は巴峡より］ （加藤文友） 1枚
「江は巴峡より初めて字を成し猿は巠陽より始めて腸
を断つ」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 28 ［書　但雙松の砌］ （加藤文友） 1枚
「但雙松の砌下に当る有り更に一事の心中に至る無
し」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 29 ［書　水駅の詠は］ （加藤文友） 1枚
「水駅の詠は児店の月を□ち花松の棹は女湖の春に
入る」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 30 ［書　何をして］ （加藤文友） 1枚
「何をして身のいたつらに老いぬらん年のおもはむこ
ともやさしく」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手
本

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

飯沼松子 Ⅰ 31 ［書　あきゝぬと］ （加藤文友） 1枚
「あきゝぬとめにはさやかにみえねともかせのおとにそ
おとはかれぬる　敏行」／藤原敏行の和歌／Ⅰ-23
～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 32 ［書　嘉辰令月］ （加藤文友） 1枚

「嘉辰令月歓極まり無し万歳千秋楽未た央ならす長
生殿の裏には春秋富めり不老門の前には日月遅し」
／和漢朗詠集774・775／Ⅰ-23～45は加藤文友によ
る習字手本

飯沼松子 Ⅰ 33 ［書　さくらちる］ （加藤文友） 1枚
「さくらちるこのてたかせはさむ□ら□さらにしられぬ
雪そふりける　貫之」／Ⅰ-23～45は加藤文友による
習字手本

飯沼松子 Ⅰ 34 ［書　霜蓬老鬢］ （加藤文友） 1枚
「霜蓬老鬢三分白露菊新花一半黄白」／Ⅰ-23～45
は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 35 ［書　したくくる］ （加藤文友） 1枚
「したくくるみつにあにこそかよふなれむすふいつす
のてさへすゝしに　中務」／Ⅰ-23～45は加藤文友に
よる習字手本

飯沼松子 Ⅰ 36 ［書　嵐陰欲暮契］ （加藤文友） 1枚
「嵐陰欲暮契松柏之後凋秋景早移嘲芝蘭之先敗
残菊　紀」／和漢朗詠集268より／Ⅰ-23～45は加藤
文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 37 ［書　不是花中］ （加藤文友） 1枚
「不是花中偏愛菊此花開後更無花之」／Ⅰ-23～45
は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 38 ［書　風吹枯木］ （加藤文友） 1枚

「風吹枯木晴天雨月照平砂夏夜霜　風生竹夜窓間
臥月照松時臺上行　空夜窓閑蛍度後深更軒白月明
初」／和漢朗詠集150～152より／Ⅰ-23～45は加藤
文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 39 ［書　沙頭に雨は］ （加藤文友） 1枚
「沙頭に雨は斑々たる草を染め水面に風は瑟々たる
波を駈る」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 40 ［書　ならむ］ （加藤文友） 1枚
「ならむ　うゐの」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字
手本

飯沼松子 Ⅰ 41 ［書　三尺の剣光は］ （加藤文友） 1枚
「三尺の剣光は氷手に在り一張の弓勢は月心に当
る」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 42 ［書　わかやとの］ （加藤文友） 1枚

「わかやとのはなみかてらにくる人はちりなむのちそ
恋しかるへき　躬恒」「みてのみや人にかたらむ山桜
てことにをりていへつとにせむ　素性」／和漢朗詠集
124・125より／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手
本

飯沼松子 Ⅰ 43 ［書　おほあまの］ （加藤文友） 1枚
「おほあまの杜のした草おいぬれは駒もすさめすかる
人もなし」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 44 ［書　西施の顔色］ （加藤文友） 1枚
「西施の顔色今何にか在る応に春風る草の頭に在る
へし」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

飯沼松子 Ⅰ 45 ［書　鈔座は］ （加藤文友） 1枚
「鈔座は国を去ること三千里一道の風光は意に任せ
て香る」／Ⅰ-23～45は加藤文友による習字手本

飯沼松子 Ⅰ 46 ［書　雙は舞ふ］ 阿部松子 1枚
「雙は舞ふ庭前花の落つる處段登池の上に月の明か
なる時　松子書く」／Ⅰ-46～49は加藤文友習字手
本に混入していた阿部松子の書

飯沼松子 Ⅰ 47 ［書　すゝしやと］ 阿部松子 1枚
「すゝしやとくさむらことにたちよれはあつさそましたる
とこなつのはな　阿部松子かく」／Ⅰ-46～49は加藤
文友習字手本に混入していた阿部松子の書

飯沼松子 Ⅰ 48 ［書　蒼波路遠くして］ 阿部松子 1枚
「蒼波路遠くして雲千里白霧山深くして鳥一聲　松子
かく」／Ⅰ-46～49は加藤文友習字手本に混入して
いた阿部松子の書

飯沼松子 Ⅰ 49 ［書　海ゆかは］ 阿部松子 1枚

「海ゆかは水漬くかはね山ゆかは草むすかはね大君
の辺にこそ死なめ顧みはせし　阿部松子かく」／Ⅰ-
46～49は加藤文友習字手本に混入していた阿部松
子の書

飯沼松子 Ⅰ 50 ［生徒便覧（複製）］ 宮城県女子専門学校 （昭和10～12年） 4枚（綴）
紐綴・電子複
写

原資料は原蔵者に返却済み／生徒便覧の表紙・目
次・校歌・科目（文科）等の項目を電子複写したもの

飯沼松子 Ⅰ 51 ［原稿　不安焦燥とは］ 阿部松子 昭和12年2月12日 4枚（綴） 紐綴 第二学年時の作文

飯沼松子 Ⅰ 52 ［書　われみても］ 大泉よし子 昭和11年 1枚
同級生の書／「われみてもひさしくなりぬすみよしの
きしのひめまついくよへぬらむ　昭和丙子歳首試筆
大泉よし子」／小

飯沼松子 Ⅰ 53 ［書　われみても］ 大泉よし子 昭和11年 1枚
同級生の書／「われみてもひさしくなりぬすみよしの
きしのひめまついくよへぬらむ　昭和丙子歳首試筆
大泉よし子」／大

飯沼松子 Ⅰ 54 ［書（複製）］ （加藤文友） 1枚 コピー 印刷物／和歌4首を和紙に印刷したもの

飯沼松子 Ⅰ 55 ［雀部顕宜書簡］ 雀部顕宜 （昭和9年）9月12日 1通（1枚） 封筒 阿部松子宛／封筒のみ

飯沼松子 Ⅰ 56 ［加藤文友書簡］ 加藤文友 昭和10年8月9日 1通（1枚） 葉書 阿部松子宛／暑中見舞の返信

飯沼松子 Ⅰ 57 ［加藤文友書簡］ 加藤文友 昭和11年8月23日 1通（1枚） 葉書 阿部松子宛／残暑見舞の返信

飯沼松子 Ⅰ 58 ［越路雪子・今井邦子書簡（写）］ 越路雪子・今井邦子
昭和12年1月21日・2月
1日

1通（1枚）

印刷物／和紙の上半分に越路雪子書簡、下半分に
今井邦子書簡を筆写し印刷したもの／越路雪子書
簡は妹の結婚相手の斡旋を今井邦子に依頼／今井
邦子書簡はその返信

整理番号
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飯沼松子 Ⅰ 59 ［加藤文友書簡］ 加藤文友 （昭和12年）8月8日 1通（1枚） 葉書
阿部松子宛／暑中見舞の返信及び卒業論文への参
考文献教示につき

飯沼松子 Ⅰ 60 ［書簡（写）］ 1通（1枚）
印刷物／和紙に印刷した書簡／女中斡旋の依頼に
つき

飯沼松子 Ⅰ 61 生徒便覧 宮城県女子専門学校 （昭和10年） 1冊 冊子
印刷物／「宮城県女子専門学校国文一年阿部松
子」とあり

飯沼松子 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 昭和14年～15年 １冊 冊子
昭和14年文科研究科国文専攻卒業アルバム／卒業
後教員時代の根室高女卒業式（昭和15年）の写真も
含まれる

飯沼松子 Ⅱ 2
［絵はがき　飛行機上より見たる女子専門
学校］

1枚 葉書
未使用／台紙貼付／「絵ハガキになった母校」とあり
／裏に「寄贈　飯沼松子」とあり

飯沼松子 Ⅱ 3 ［写真　新築当時の母校］ 1枚
台紙貼付／女専校歌二番・三番の歌詞が書かれて
いる／裏に「寄贈　飯沼松子」とあり

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

五十嵐千恵 Ⅰ 1 京口元吉著『西洋史概説　古代・中世』 東京泰文社 昭和11年4月2日
193頁（冊
子）

製本印刷物
昭和6年5月10日初版発行／第4版／昭和14～16年
頃に文科本科国文専攻で使用していた教科書

五十嵐千恵 Ⅰ 2 有高巌・山崎宏共著『概説東洋史』 同文書院 昭和13年6月1日
244頁（冊
子）

製本印刷物
昭和13年4月5日初版発行／第3版／昭和14～16年
頃に文科本科国文専攻で使用していた教科書

五十嵐千恵 Ⅰ 3 安倍三郎著『心理学概論　改訂版』 拓文堂書店 昭和14年3月1日
230頁（冊
子）

製本印刷物
昭和10年3月26日初版発行／第4版／昭和14～16
年頃に文科本科国文専攻で使用していた教科書

JDい02 五十嵐千恵資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

池尻ノリヲ Ⅰ 1 木村伊勢雄著『倫理学概説』 株式会社宝文館 昭和8年10月1日
358頁（冊
子）

製本印刷物

吉田静致閲／昭和10年度家政科家事専攻第3学年
次使用教科書／川村安太郎教師（哲学）使用／「宮
城県女子専門学校家政科家事三年毛馬内ノリヲ」と
あり

池尻ノリヲ Ⅰ 2 鈴木敏也校註『新註織留』 大倉廣文堂 昭和9年1月10日
129頁（冊
子）

製本印刷物
昭和9年度家政科家事専攻第2学年次使用教科書
／糸原高禮（国文）使用か／「家事専攻第二学年毛
馬内ノリヲ」とあり

池尻ノリヲ Ⅰ 3 鈴木敏也校註『新註　西鶴町人物集成』 大倉廣文堂 昭和9年1月15日
377頁（冊
子）

製本印刷物 昭和9年度家政科家事専攻第2学年次使用教科書か

池尻ノリヲ Ⅰ 4 尾上柴舟著『調和体春秋帖』 雄山閣 昭和8年4月30日 1帖
折本・製本印
刷物

習字の手本／「家事三年毛馬内ノリヲ」とあり

池尻ノリヲ Ⅲ 1 ［洋裁基礎縫ポケット］ 毛馬内ノリヲ （昭和8～10年頃） 1点 裁縫の授業で作成した洋裁のポケット

池尻ノリヲ Ⅲ 2 ［基礎縫綴］ 毛馬内ノリヲ （昭和8年） 1点 基礎的な裁縫見本集

池尻ノリヲ Ⅲ 3 ［紙幣包見本］ 毛馬内ノリヲ （昭和8～10年頃） 21点
紙幣・金子・箸・粉類を包むための紙の折り方見本／
吉・凶事の別、用途の別等書き込み

JDい03 池尻ノリヲ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

池田千代 Ⅰ 1
［宮城県女子専門学校官立移管期成会
常任幹事嘱託辞令（複製）］

宮城県女子専門学校官立移
管期成会会長　従四位勲三
等功五級 三木宗太郎

昭和7年12月10日 2枚 電子複写 池田千代宛

池田千代 Ⅰ 2 ［通知表（複製）］ 宮城県女子専門学校 2枚 電子複写 簗千代宛

池田千代 Ⅰ 3
［抜刷 大正・昭和初期における女子高等
教育史研究　―高等女学校高等科の女
子高等学校化をめぐって―］

高橋次義 昭和58年11月15日 5点 電子複写
『日本教育史の論究　―仲新先生古稀記念論文集
―』抜刷／「池田先生から頂いたもの」と書込あり

JDい04 池田千代資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

石川徳子 Ⅰ 1 関根正直著『校註　更級日記』 株式会社　明治書院 昭和14年2月10日
103頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年11月25日初版発行／第10版／昭和14～16
年頃に文科本科国文専攻で使用していた教科書／
「木村徳子」とあり

石川徳子 Ⅰ 2
野村宗朔校訂『昭和校訂平家物語　流布
本』

武蔵野書院 昭和15年4月25日
667頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11年3月25日初版発行／訂正第4版／昭和14
～16年頃に文科本科国文専攻で使用していた教科
書

石川徳子 Ⅰ 3 簡野道明著『補註古文真宝後集』 株式会社　明治書院 昭和15年12月5日
228頁（冊
子）

製本印刷物
昭和6年12月25日初版発行／修正第10版／昭和14
～16年頃に文科本科国文専攻で使用していた教科
書

石川徳子 Ⅰ 4 金子元臣編『源氏物語新抄』 株式会社　明治書院 昭和16年1月17日
198頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和14～16年頃に文科本科国文専攻で使用
していた教科書／「木村徳子用」とあり

石川徳子 Ⅰ 5 次田潤編『修正版萬葉集選抄』 株式会社　明治書院 昭和16年6月20日
187頁（冊
子）

製本印刷物
昭和8年12月25日初版発行／修正第19版／昭和14
～16年頃に文科本科国文専攻で使用していた教科
書

JDい05 石川徳子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

伊藤貞子 Ⅰ 1 無試験銓衡受験者心得 宮城県女子専門学校 昭和10年 1枚
昭和10年度女専無試験受験者心得／「佐藤貞子」と
あり／印刷物

伊藤貞子 Ⅰ 2 国語調査会制定略字表 昭和12年10月20日 1枚 「佐藤さだこ」とあり／印刷物

伊藤貞子 Ⅰ 3 ［試験問題（食品化学）］ （昭和12～13年） 1枚
家政科家事専攻第三学年次の試験問題／「三家
佐藤貞子」とあり／印刷物

伊藤貞子 Ⅰ 4 ［試験問題（裁縫）］ （昭和12～13年） 1枚
家政科家事専攻第三学年次の試験問題／「三家
佐藤貞子」とあり／印刷物

伊藤貞子 Ⅰ 5 ［試験問題（国語）］ （昭和10～13年） 2枚
家政科家事専攻の試験問題（国語）／「佐藤貞子」と
あり／印刷物

伊藤貞子 Ⅰ 6 教員検定願 昭和13年3月16日 1枚
教員検定願の書式例か／「佐藤貞子」とあり／印刷
物

伊藤貞子 Ⅰ 7 領収証書
宮城県女子専門学校県出納
吏　書記遠藤竹治

昭和10年2月18日 1枚 佐藤貞子宛／入学検定料領収につき

伊藤貞子 Ⅱ 1
［絵はがき　宮城県女子専門学校新築記
念］

宮城県女子専門学校 （昭和9年） 2枚 葉書 封筒入／校長室・貴賓室、校舎航空写真／未使用

JDい06 伊藤貞子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

猪岡しのぶ Ⅰ 1 内海弘蔵著『校註　徒然草』 株式会社　明治書院 昭和9年3月10日
174頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年12月8日初版発行／第21版／昭和10年度
文科本科国文専攻第一学年次で使用していた教科
書／「国文科一年　二階堂しのぶ」とあり

猪岡しのぶ Ⅰ 2 金子元臣著『校註　枕草子』 株式会社　明治書院 昭和10年3月5日
314頁（冊
子）

製本印刷物
大正11年2月11日初版発行／第45版／昭和11年度
文科本科国文専攻第二学年次で使用していた教科
書／「国2年　二階堂」とあり

猪岡しのぶ Ⅱ 1
［アルバム　昭和13年度文科本科研究科
修了記念］

昭和13年度 1冊 冊子

猪岡しのぶ Ⅱ 2-1 ［写真　鳴子吹上泉］ 昭和11年10月23日 1枚
裏に「昭和十一年十月二十三日鳴子吹上泉背景家
事二年有志」とあり

猪岡しのぶ Ⅱ 2-2 ［写真　二女高教生］ 昭和13年 1枚 裏に「二女高教生郡山先生」と附箋あり

猪岡しのぶ Ⅱ 2-3 ［写真　修学旅行］ 1枚 江ノ島にて

猪岡しのぶ Ⅱ 2-4 ［写真　修学旅行］ 1枚 江ノ島の海岸にて

猪岡しのぶ Ⅱ 2-5 ［写真　修学旅行］ 1枚 庭園にて

猪岡しのぶ Ⅱ 2-6 ［写真　修学旅行］ 1枚 港にて

猪岡しのぶ Ⅱ 2-7 ［写真　修学旅行］ 1枚 鎌倉大仏の前にて

猪岡しのぶ Ⅱ 2-8 ［写真　集合写真］ 1枚 夏服

猪岡しのぶ Ⅱ 2-9 ［写真　体操］ 1枚 体育館にて

猪岡しのぶ Ⅱ 2-10 ［写真　集合写真］ 1枚 手製の人形を手に

JDい07 猪岡しのぶ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

今井豊 Ⅰ 1-1 井上秀子著『家庭経済提要』 合資会社文光社 昭和7年4月21日
200頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和11年度家政科裁縫専攻第3学年次使用
教科書／「家政科三年裁縫専攻佐藤豊子」とあり

今井豊 Ⅰ 1-2
［表紙カバー　家事教授研究会編『専攻
科高等科家事経済管理論』］

文光社 1枚 カバーのみ

今井豊 Ⅰ 2
奈良女子高等師範学校裁縫研究会著
『裁縫精義　特殊物篇』

東洋図書株式合資会社 昭和9年4月30日
471頁（冊
子）

製本印刷物

昭和9年4月12日初版発行／第12版／昭和11年度
家政科裁縫専攻第3学年次使用教科書／「宮城県
女子専門学校家政科裁縫専攻第三学年佐藤豊子」
とあり

今井豊 Ⅰ 3
奈良女子高等師範学校裁縫研究会著
『裁縫精義　コート篇　訂正版』

東洋図書株式合資会社 昭和9年12月10日
129頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年3月20日初版発行／訂正12版／家政科裁
縫専攻使用教科書／「宮城県立女子専門学校裁縫
専攻佐藤豊子」とあり

今井豊 Ⅰ 4
奈良女子高等師範学校裁縫研究会著
『裁縫精義　袷綿入帯篇　訂正版』

東洋図書株式合資会社 昭和10年2月20日
308頁（冊
子）

製本印刷物
昭和5年9月25日初版発行／訂正16版／家政科裁
縫専攻使用教科書

今井豊 Ⅰ 5
裁縫研究会著『増補　文検参考問題中心
裁縫教授法精義　附試験問題集』

三友社書店 昭和10年12月10日
476頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4年11月1日初版発行／第11版／昭和11年度
家政科裁縫専攻第3学年次使用教科書／「宮城県
女子専門学校家政科三年裁縫専攻佐藤豊子」とあり

今井豊 Ⅰ 6 石田はる著『和服裁縫系統的精説　下』 中文館書店 昭和11年1月10日
543頁（冊
子）

製本印刷物
昭和8年4月10日初版発行／第3版／昭和11年度家
政科裁縫専攻第3学年次使用教科書／「宮城女子
専門学校家政科裁縫専攻第三学年佐藤豊子」とあり

今井豊 Ⅰ 7
青芳とみ子著『和服裁縫百時間教授の実
際』

婦人之友社 昭和11年5月15日
151頁（冊
子）

製本印刷物
初版／家政科裁縫専攻使用教科書／「女子専門学
校家政科裁縫専攻　佐藤豊子」とあり

今井豊 Ⅰ 8 東北農村衣服の研究 宮城県女子専門学校裁縫科 昭和12年12月5日
51頁（冊
子）

冊子
昭和8年卒業生～昭和12年1年生までの調査結果を
基に作成／印刷物／破損大

今井豊 Ⅰ 9 ［寄書帳　みどりがおか］ 1帖 折本（ノート） 題籤「みとりかをか」／教師・友人等の寄書帳／破損

今井豊 Ⅰ 10 色合せカード 株式会社桂屋商店 1点
生地と染料の色の組み合わせによる発色を見るカー
ド

今井豊 Ⅰ 11 梅若六郎著『蝉丸』 梅若流謡本刊行会 昭和9年6月20日
30頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「蝉丸　卅一ノ三」とあり

今井豊 Ⅰ 12 梅若六郎著『小督』 梅若流謡本刊行会 昭和9年10月10日
24頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「小督　卅二ノ二」とあり

今井豊 Ⅰ 13 梅若六郎著『海人』 梅若流謡本刊行会 昭和9年10月10日
30頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「海人　六ノ五」とあり

今井豊 Ⅰ 14 梅若六郎著『玉葛』 梅若流謡本刊行会 昭和9年10月10日
20頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「玉葛　七ノ四」とあり

JDい08 今井豊資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

今井豊 Ⅰ 15 梅若六郎著『羽衣』 梅若流謡本刊行会 昭和10年1月20日
18頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「羽衣　一ノ三」とあり

今井豊 Ⅰ 16 梅若六郎著『八島』 梅若流謡本刊行会 昭和10年1月20日
32頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「八島　四ノ二」とあり

今井豊 Ⅰ 17 梅若六郎著『小袖曽我』 梅若流謡本刊行会 昭和10年1月20日
24頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「小袖曽我　廿一ノ二」とあり

今井豊 Ⅰ 18 梅若六郎著『賀茂』 梅若流謡本刊行会 昭和10年1月20日
22頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「賀茂　廿二ノ一」とあり

今井豊 Ⅰ 19 梅若六郎著『松風』 梅若流謡本刊行会 昭和10年3月20日
30頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「松風　二ノ三」とあり

今井豊 Ⅰ 20 梅若六郎著『敦盛』 梅若流謡本刊行会 昭和10年3月20日
24頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「敦盛　八ノ二」とあり

今井豊 Ⅰ 21 梅若六郎著『桜川』 梅若流謡本刊行会 昭和10年3月20日
34頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「桜川　八ノ四」とあり

今井豊 Ⅰ 22 梅若六郎著『清経』 梅若流謡本刊行会 昭和10年3月20日
28頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「清経　十ノ二」とあり

今井豊 Ⅰ 23 梅若六郎著『百萬』 梅若流謡本刊行会 昭和10年3月20日
24頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「百萬　十五ノ四」とあり

今井豊 Ⅰ 24 梅若六郎著『蘆刈』 梅若流謡本刊行会 昭和10年5月25日
34頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

初版／題籤「蘆刈　一ノ四」とあり

今井豊 Ⅲ 1 ［運動服］ 1点
昭和9年制定白色ワンピースタイプの運動服／付マ
ネキン2体

今井豊 Ⅲ 2 ［袱紗］ 1点 日本刺繍

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

梅津孝子 Ⅰ 1 宮城県女子専門学校概要 宮城県女子専門学校 昭和13年頃 1枚

梅津孝子 Ⅰ 2 入学考査受験票 宮城県女子専門学校 昭和21年 1枚
受験番号793／付彩内澄子宛宮城県女子専門学校
封筒

梅津孝子 Ⅰ 3 合格通知書 宮城県女子専門学校 昭和22年4月3日 1枚 受験番号152瀧上孝子／保健科入学許可につき

梅津孝子 Ⅰ 4 近藤耕蔵著『日用化学』 光風館 昭和23年5月5日
541頁（冊
子）

製本印刷物
明治43年6月23日初版発行／第25版／「女専生活
科　滝上（線抹、梅津）孝子」とあり／昭和22～24年
度頃保健科で使用した教科書

梅津孝子 Ⅰ 5 宮城県女子専門学校沿革の概要 宮城県女子専門学校 （昭和26年3月）
26頁（冊
子）

冊子

JDう01 梅津孝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

海老沢容子 Ⅱ 1 ［写真　文化祭絵画部］ 昭和23年11月 1点

JDえ01 海老沢容子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

及川節子 Ⅰ 1 ［宮城県女子専門学校助手辞令］ 宮城県女子専門学校 昭和17年9月30日 1枚 付送状

及川節子 Ⅰ 2 宮城県女子専門学校助手解任辞令］ 宮城県女子専門学校 昭和18年9月30日 1枚

JDお01 及川節子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

及川晴子 Ⅰ 1 吉江琢児著『数学』 三省堂出版株式会社 昭和22年2月20日
321頁（冊
子）

製本印刷物
昭和17年7月15日初版発行／改訂初版／昭和23年
度数学科第二学年次使用教科書／「宮城県女子専
門学校数学科二年河村晴子」とあり

及川晴子 Ⅰ 2 東京物理学校編『微分積分学』 東京物理学校出版部 昭和22年3月15日
211頁（冊
子）

製本印刷物

昭和14年3月25日初版発行／第9版／昭和23年度
数学科第二学年次使用教科書／「二数河村」「宮城
二数河村晴子」「宮城県女子専門学校数学科二年
河村晴子」とあり

及川晴子 Ⅰ 3 末綱恕一・荒又秀夫著『微分積分学』下 株式会社富山房 昭和22年6月20日
262頁（冊
子）

製本印刷物
昭和15年3月25日初版発行／第8版／昭和22～24
年年度数学科使用教科書／「宮城女専数学科河村
晴子」とあり

及川晴子 Ⅰ 4
［末綱恕一・荒又秀夫著『微分積分学』
上］

株式会社富山房
281頁（冊
子）

製本印刷物 尾欠／昭和22～24年度数学科使用教科書

JDお02 及川晴子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

及川芳子 Ⅰ 1 ［金矢武吉書簡］ （金矢武吉） （昭和6年5月11日） 1通（1枚） 葉書
仙台市女子専門学校英文二年生宛／奈良からの絵
葉書／旧目録及び女専同窓会整理封筒により、金
矢武吉書簡と推定

及川芳子 Ⅰ 2 小宮豊隆著『芭蕉と紀行文』 生活社 昭和20年11月20日
32頁（冊
子）

製本印刷物 昭和20年8月20日初版発行／再版／日本叢書七

及川芳子 Ⅰ 3 ［池田哲郎書簡］ 池田哲郎 昭和58年11月7日 1通（2枚） 封書
及川芳子宛／女専史編纂の労のねぎらい及び近況
報告につき

JDお03 及川芳子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

大泉静江 Ⅰ 1 白楊会会員名簿 白楊会 昭和56年5月1日
157頁（冊
子）

冊子

大泉静江 Ⅰ 2 ［小松すミ子書簡］ 小松すミ子 昭和61年6月28日 1通（1枚） 葉書 横田慶子宛／女専史受領につき

大泉静江 Ⅰ 3 ［宮崎隆子書簡］ 宮崎隆子 （昭和61年6月29日） 1通（1枚） 葉書 横田慶子宛／女専史受領につき

大泉静江 Ⅰ 4 ［小関慶子書簡］ 小関慶子 （昭和61年9月8日） 1通（1枚） 封筒 志田泰子宛／封筒のみ／「写真在中」とあり

JDお04 大泉静江資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

太田喜美子 Ⅰ 1 領収証書 宮城県女子専門学校後援会 昭和16年1月17日 1枚 太田喜美子宛／寄宿舎料として

太田喜美子 Ⅰ 2 領収証書
宮城県女子専門学校校友会
長　三矢英松

昭和16年1月23日 1枚 太田喜美子宛／校友会費第三期分として

太田喜美子 Ⅰ 3 領収証書 宮城県女子専門学校父兄会 昭和16年4月24日 1枚 太田喜美子宛／昭和16年度会費第一期分として

太田喜美子 Ⅰ 4 領収証書 宮城県荒町県支金庫 昭和16年度4月24日 1枚 太田喜美子宛／昭和16年度第一期授業料として

太田喜美子 Ⅰ 5 生徒便覧 宮城県女子専門学校 昭和14年度 1冊 冊子 印刷物／裏に「太田喜美子」とあり

JDお05 太田喜美子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

大沼きよ Ⅲ 1 ［筥迫］ 清野きよ 1点

JDお06 大沼きよ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

大平千枝子 Ⅰ 1 ［習字手習］ 阿部千枝子 22枚

大平千枝子 Ⅲ 1 ［バッチ　女専校章］ 宮城県女子専門学校 1点

JDお07 大平千枝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小笠原アツ Ⅲ 1 ［名刺入れ］ 1点 北佐都幾教師（家事）手描きの絵が施されている

JDお08 小笠原アツ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

岡田喜久子 Ⅱ 1 ［写真　行軍松島富山］ 昭和17年10月 1枚 集合写真

岡田喜久子 Ⅱ 2 ［写真　防空壕堀］ 昭和17年頃 1枚

岡田喜久子 Ⅱ 3 ［写真　畑作り］ 昭和１８年頃 1枚

岡田喜久子 Ⅱ 4 ［写真　作業風景］ 1枚 防空壕堀か

JDお09 岡田喜久子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小野美枝子 Ⅰ 1 井上秀子著『最新家事提要（改訂版）』 合資会社　文光社 昭和5年3月20日
701頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年2月28日初版発行／第12版（第９版改訂）
／昭和5～6年頃家政科家事専攻で使用した教科書

JDお10 小野美枝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小野よし子 Ⅰ 1 造賀常一著『高等家事物理学』 培風館 昭和10年2月18日
383頁（冊
子）

製本印刷物
昭和10年家政科第一学年次使用教科書（家事物
理）／「女専家事一年　岡崎よし子」とあり

小野よし子 Ⅰ 2 ［講義ノート　洗濯］ 岡崎よし子 （昭和10年）
102頁（冊
子）

冊子
昭和10年家政科第一学年洗濯の講義ノート／表紙
「洗濯　家事一年岡崎」とあり

小野よし子 Ⅰ 3 ［講義ノート　衣服］ 岡崎よし子 （昭和10年）
102頁（冊
子）

冊子
昭和10年家政科第一学年衣服の講義ノート／表紙
「衣服　家事一年岡崎」とあり

小野よし子 Ⅰ 4 ［講義ノート　衣服］ 岡崎よし子 （昭和10年か）
104頁（冊
子）

冊子
衣服の講義ノート／表紙「衣服」とあり／Ⅰ-3の続き
か

小野よし子 Ⅰ 5 ［講義ノート　病理］ 岡崎よし子 （昭和10年）
98頁（冊
子）

冊子
昭和10年家政科第一学年病理学の講義ノート／表
紙「病理　家事一年岡崎」とあり

小野よし子 Ⅰ 6 ［講義ノート　割烹］ 岡崎よし子
（昭和11年4月～6月30
日）

124頁（冊
子）

冊子
昭和11年家政科第二学年割烹の講義ノート／表紙
「割烹　家事二年岡崎よし子」とあり／宮城女子専門
学校校歌紙片（校友会誌断片）あり

小野よし子 Ⅰ 7 ［講義ノート　割烹］ 岡崎よし子
（昭和11年9月15日～
12年2月16日）

102頁（冊
子）

冊子
昭和11年家政科第二学年割烹の講義ノート／表紙
「割烹　二家岡崎よし子」とあり

小野よし子 Ⅰ 8 ［講義ノート　建築］ 岡崎よし子 （昭和11年）
96頁（冊
子）

冊子
昭和11年家政科第二学年建築の講義ノート／表紙
「建築　二家岡崎」とあり

小野よし子 Ⅰ 9 ［講義ノート　看護］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
102頁（冊
子）

冊子 看護の講義ノート／表紙「看護　岡崎」とあり

小野よし子 Ⅰ 10 ［講義ノート　住居］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
98頁（冊
子）

冊子 住居の講義ノート／表紙「住居　岡崎」とあり

小野よし子 Ⅰ 11 ［講義ノート　割烹］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
138頁（冊
子）

冊子
割烹の講義ノート／表紙「割烹　岡崎」とあり／某年4
月14日～翌年2月15日／料理関係の新聞切抜あり

小野よし子 Ⅰ 12 ［講義ノート　家事経済］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
102頁（冊
子）

冊子
家事経済の講義ノート／表紙「家事経済　岡崎」とあ
り

小野よし子 Ⅰ 13 ［ノート　割烹研究Ⅰ］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
150頁（冊
子）

冊子
豆腐・筍・鰊・里芋に関する割烹研究の調査ノートか
／表紙「豆腐・筍・鰊・里芋　割烹研究Ⅰ　岡崎」とあ
り／巻末に朱印「磐井」あり（磐井たず教官印か）

小野よし子 Ⅰ 14 ［ノート　割烹研究Ⅱ］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
146頁（冊
子）

冊子

茄子・松茸・大根・玉菜（キャベツ）に関する割烹研究
医の調査ノートか／表紙「茄子・松茸・大根・玉菜　割
烹研究Ⅱ　岡崎」とあり／巻末に朱印「磐井」あり（磐
井たず教官印か）

小野よし子 Ⅰ 15 ［スクラップ　染め絞り見本］ 岡崎よし子 （昭和10～12年頃）
62頁（冊
子）

冊子
染め絞りのサンプルをスクラップブックに貼付した見
本集

JDお11 小野よし子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

加藤セイ Ⅲ 1 ［文箱］ 宮城県女子専門学校 昭和13～14年 1点 寄宿舎生卒業記念

JDか01 加藤セイ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

亀田節子 Ⅰ 1
奈良女子高等師範学校裁縫研究会著
『裁縫精義　特種物篇』

東洋図書株式合資会社 昭和9年4月12日
471頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和11年家政科裁縫専攻第三学年次使用
教科書／「女専三年裁縫科　橋本節子」とあり

亀田節子 Ⅰ 2
石田はる著『和服裁縫系統的精説　上
巻』

中文館書店 昭和9年12月1日
235頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年6月25日初版発行／訂正第3版／昭和10年
家政科裁縫専攻第二学年次使用教科書か／「三才
橋本良子」とあり

亀田節子 Ⅰ 3
石田はる著『和服裁縫系統的精説　下
巻』

中文館書店 昭和9年12月1日
536頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年6月25日初版発行／訂正第3版／昭和10年
家政科裁縫専攻第二学年次使用教科書／「宮城県
立女子専門学校　二裁　橋本節子」とあり

亀田節子 Ⅰ 4
奈良女子高等師範学校裁縫研究会著
『裁縫精義　コート篇』

東洋図書株式合資会社 昭和9年12月10日
129頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年3月20日初版発行／訂正第12版／昭和10
年家政科裁縫専攻第二学年次使用教科書

亀田節子 Ⅰ 5
奈良女子高等師範学校裁縫研究会著
『裁縫精義　羽織袴篇　訂正版』

東洋図書株式合資会社 昭和10年2月20日
364頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年3月15日初版発行／訂正第12版／昭和10
年家政科裁縫専攻第二学年次使用教科書／宮城
県立女子専門学校　裁縫専攻　橋本節子」などあり

JDか02 亀田節子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

河田とし Ⅲ 1 ［テーブルセンター］ 河田とし 昭和8～9年 1点 家政科裁縫専攻一年時に制作

JDか03 河田とし資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

川元恭子 Ⅰ 1 夏季心身鍛練日誌 北村恭子
昭和14年8月6日～31
日

66頁（冊
子）

冊子
第二学年時夏期休暇中の日誌／宮城県女子専門学
校指定／「家事科二学年北村恭子」とあり

川元恭子 Ⅰ 2 冬季心身鍛練日誌 北村恭子
昭和14年12月20日～
15年1月14日

32頁（冊
子）

冊子
第二学年時冬季休暇中の日誌／宮城県女子専門学
校指定／「家事科二学年北村恭子」とあり

川元恭子 Ⅰ 3 夏季自修心身鍛練日誌 北村恭子
昭和15年7月26日～8
月31日

44頁（冊
子）

冊子
第三学年時夏季休暇中の日誌／宮城県女子専門学
校指定／「家事科三学年北村恭子」とあり

川元恭子 Ⅰ 4 冬季自修心身鍛練日誌 北村恭子
昭和15年12月19日～
16年1月14日

36頁（冊
子）

冊子
第三学年次冬季休暇中の日誌／宮城県女子専門学
校指定／「家事科三学年北村恭子」とあり

川元恭子 Ⅰ 5 事業の概況
保證責任北海道酪農販売利
用聯合会

昭和15年4月 1枚

川元恭子 Ⅰ 6 蔵王登山案内図 蔵王開発委員会 1枚

川元恭子 Ⅱ 1 ［写真　なぎなた］ 昭和14年 1枚
裏に「昭和十四年「なぎなた」の時間　津村美枝子」と
あり／Ⅰ-4に挟み込まれている

JDか04 川元恭子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菊地てる子 Ⅰ 1 ［講義ノート　解析幾何学］ 宮沢てる子 （昭和19年）
80頁（冊
子）

冊子

昭和19年度数学科第一学年解析幾何学（柴田寛講
師）講義ノート／表紙「解析幾何学　柴田講師　一数
宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-1～6は同一紐で括
られていた

菊地てる子 Ⅰ 2 ［講義ノート　函数］ 宮沢てる子 （昭和19年）
84頁（冊
子）

冊子
昭和19年度数学科第一学年函数（松山曻講師）講
義ノート／表紙「函数　松山講師　一数　宮澤てる子
（宮澤印）」とあり／Ⅰ-1～6は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 3 ［講義ノート　射影幾何］ 宮沢てる子 （昭和19年）
56頁（冊
子）

冊子

昭和19年数学科第一学年射影幾何（増井真須夫教
官）講義ノート／表紙「射影幾何　増井先生　宮沢て
る子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-1～6は同一紐で括られて
いた

菊地てる子 Ⅰ 4 ［講義ノート　整数論］ 宮沢てる子 （昭和19年）
84頁（冊
子）

冊子
昭和19年度数学科第一学年整数論（松山曻講師）
講義ノート／表紙「松山先生　一数　宮澤てる子（宮
澤印）」とあり／Ⅰ-1～6は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 5 ［講義ノートファイル］ 宮沢てる子 （昭和19年） 1冊 冊子

昭和19年数学科第一学年講義ノートのリングファイル
／内容は、心理（武市健人講師）・生物（及川公平講
師）・食物（大越タカ教授）／Ⅰ-1～6は同一紐で括ら
れていた

菊地てる子 Ⅰ 6 ［講義ノート　歴史］ 宮沢てる子 （昭和19年）
84頁（冊
子）

冊子

昭和19年数学科第一学年歴史（大島延次郎教授）
講義ノート／表紙「歴史　大島教授　数学一年　宮澤
てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-1～6は同一紐で括られ
ていた

菊地てる子 Ⅰ 7 ［数学問題用紙］ 昭和20年6月10日 2枚

１枚目最下段に「昭和20.6.10冨士見寮第四寮ニテ」
とあり／学徒動員先（宇都宮中島飛行機工場）での
講義で使用したものか／「2数　宮澤てる子」とあり／
裏面などに解答あり

菊地てる子 Ⅰ 8 ［授業プリント　数学］ 勝浦捨造 （昭和21年） 21枚 冊子・紐綴
昭和21年数学科第三学年次数学（勝浦捨造教官）
使用プリント／Ⅰ-8～13は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 9 ［講義ノート　確率論］ 宮沢てる子 （昭和21年）
40頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年確率論（勝浦捨造教
官）講義ノート／表紙「確率論　勝浦　三数　宮澤て
る子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-8～13は同一紐で括られ
ていた

菊地てる子 Ⅰ 10 ［講義ノート　微分方程式］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年微分方程式（勝浦捨造
教官）講義ノート／表紙「微分方程式　勝浦　三数
宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-8～13は同一紐で
括られていた

JDき01 菊地てる子資料
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菊地てる子 Ⅰ 11 ［講義ノート　微分方程式］ 宮沢てる子 （昭和21年）
24頁（冊
子）

冊子
昭和21年度数学科第三学年次微分方程式（勝浦捨
造教官）講義ノート／Ⅰ-10の続きか／Ⅰ-8～13は
同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 12 ［講義ノート　各種問題演習］ 宮沢てる子 （昭和21年）
32頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年次各種問題演習（勝浦
捨造教官）講義ノート／表紙「各種問題演習　勝浦
三数　宮澤てる子」とあり／Ⅰ-8～13は同一紐で括ら
れていた

菊地てる子 Ⅰ 13 ［講義ノート　微分幾何学］ 宮沢てる子 （昭和21年）
50頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年次微分幾何学（勝浦捨
造教官）講義ノート／表紙「微分幾何学　勝浦先生
三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-8～13は同
一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 14 ［講義ノート　微分積分演習1］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年微分積分演習（木村茂
教官）講義ノート／表紙「微分積分演習　渡辺孫一郎
著　1　三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-14～
20は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 15 ［講義ノート　微分積分演習2］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年微分積分演習（木村茂
教官）講義ノート／表紙「微分積分演習　渡辺孫一郎
著　2　三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-14～
20は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 16 ［講義ノート　複素変数函数論］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年複素変数函数論（木村
茂教官）講義ノート／表紙「複素変数函数論　木村
三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-14～20は同
一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 17 ［授業プリント　定積分］ （木村茂か） （昭和21年か） 11枚
冊子・ステー
プル綴

数学科定積分（木村茂教官）使用プリント／「宮澤」
印あり／Ⅰ-14～20は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 18 ［講義ノート　微分演習］ 宮沢てる子 （昭和21年か）
48頁（冊
子）

冊子
数学科微分演習（木村茂教官）講義ノート／表紙「微
分演習　木村　宮沢てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-14
～20は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 19 ［講義ノート　微分］ 宮沢てる子 （昭和21年か）
70頁（冊
子）

冊子
数学科微分（木村茂教官か）講義ノート／表紙「微分
1　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／2冊子分を紐で綴る
／Ⅰ-14～20は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 20 ［講義ノート　積分］ 宮沢てる子 （昭和21年か）
84頁（冊
子）

冊子
数学科積分（木村茂教官）講義ノート／表紙「積分
木村先生　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-14～20
は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 21 ［講義ノート　解析幾何学摘要］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年解析幾何学摘要（竹下
富司教官）講義ノート／表紙「解析幾何学摘要　竹下
三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-21～30は同
一紐で括られていた
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菊地てる子 Ⅰ 22 ［講義ノート　解析幾何学演習］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学家第三学年解析幾何学演習講義
ノート／表紙「解析幾何学演習　大上茂喬・松室隆光
著　三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-21～30
は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 23 ［講義ノート　級数・不等式・方程式論］ 宮沢てる子 （昭和21年） 40枚
冊子・ステー
プル・紐綴

昭和21年度数学科第三学年級数・不等式・方程式
論（竹下富司教官）講義ノート／表紙「級数・不等式・
方程式論　竹下先生　三数　宮澤てる子（宮澤印）」と
あり／Ⅰ-21～30は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 24 ［講義ノート　級数論］ 宮沢てる子 （昭和21年） 41枚
冊子・ステー
プル・紐綴

昭和21年度数学科第三学年級数論（竹下富司教
官）講義ノート／表紙「級数論　竹下先生　三数　宮
澤てる子」とあり／Ⅰ-21～30は同一紐で括られてい
た

菊地てる子 Ⅰ 25 ［授業プリント　平面之部］ （昭和21年か）
20頁（冊
子）

冊子・ステー
プル綴

数学科で使用した授業プリント／テキストとして使用さ
れたか／「宮澤」印あり／Ⅰ-21～30は同一紐で括ら
れていた

菊地てる子 Ⅰ 26 ［授業プリント　立体之部］ （昭和21年か） ７枚 ステープル綴
数学科で使用した授業プリント／テキストとして使用さ
れたか／「宮澤」印あり／Ⅰ-21～30は同一紐で括ら
れていた

菊地てる子 Ⅰ 27 ［授業プリント　演習問題］ （昭和21年か） 6枚 ステープル綴
数学科で使用した授業プリント／「宮澤」印あり／Ⅰ-
21～30は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 28 ［授業プリント　Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｎｕｍｂｅｒｓ］ （昭和21年か） 5枚 ステープル綴
数学科で使用した授業プリント／英文テキスト／「宮
澤」印あり／Ⅰ-21～30は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 29 ［講義ノート　Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｎｕｍｂｅｒｓ］ 宮沢てる子 （昭和21年か）
32頁（冊
子）

冊子
数学科講義ノート／表紙「ＣｏｍｐｌｅｘＮｕｍｂｅｒｓ　宮
沢てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-21～30は同一紐で括
られていた

菊地てる子 Ⅰ 30
Ｈｅｎｒｙ　Ｂｕｒｃｈａｒｄ　Ｆｉｎｅ『Ａ　ＣＯＬＬＥＧ
Ｅ　ＡＬＧＥＢＲＡ』

宮城女子専門学校 （昭和21年か）
24頁（冊
子）

冊子・ステー
プル綴

数学科英文テキスト／「宮澤」印あり／Ⅰ-21～30は
同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 31 ［講義ノート　淡中忠郎講演］ 宮沢てる子 昭和21年12月7日 5枚 ステープル綴
東北帝国大学理学部教授淡中忠郎教授による講演
「前世紀の数学と近代数学の思想」のノート／「宮澤」
印あり／Ⅰ-31～39は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 32 ［講義ノート　近世幾何学］ 宮沢てる子 （昭和21年）
40頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年近世幾何学（窪田教
授）講義ノート／表紙「近世幾何学　窪田教授　1　三
数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-31～39は同一
紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 33 ［講義ノート　大自然科学史］ 宮沢てる子 （昭和21年）
40頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年大自然科学史（ダンネ
マン教官）講義ノート／表紙「大師算科学史　ダンネ
マン　三数　宮澤てる子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-31～
39は同一紐で括られていた
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菊地てる子 Ⅰ 34 ［講義ノート　西洋史］ 宮沢てる子 （昭和21年）
60頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年西洋史（島田雄次郎教
官）講義ノート／表紙「西洋史　島田　三数　宮沢て
る子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-31～39は同一紐で括られ
ていた

菊地てる子 Ⅰ 35 ［講義ノート　力学］ 宮沢てる子 （昭和21年）
44頁（冊
子）

冊子

昭和21年度数学科第三学年力学（古川清介講師）
講義ノート／表紙「力学　古川講師　三数　宮澤てる
子（宮澤印）」とあり／Ⅰ-31～39は同一紐で括られて
いた

菊地てる子 Ⅰ 36 ［講義ノート　力学］ 宮沢てる子 （昭和21年）
84頁（冊
子）

冊子
昭和21年度数学科第三学年力学講義ノート／表紙
「力学（寺沢寛一著）　三数　宮沢てる子（宮澤印）」と
あり／Ⅰ-31～39は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 37
［英語テキスト　ＴＨＥ　ＳＣＨＯＯＬ　ＷＥＥ
ＫＬＹ　ＴＨＥ　ＰＲＩＭＥＲ ＥＤＩＴＩＯＮ及び
ＴＨＥ ＪＵＮＩＯＲ ＥＤＩＴＩＯＮ］

英語通信社
昭和20年11月5日～21
年5月27日

16枚 ステープル綴

数学科で使用した英語テキストか／ＴｈｅＰｒｉｍｅｒＥｄｉｔ
ｉｏｎ83-5～10、84-2・3・5とＴｈｅＪｕｎｉｏｒＥｄｉｔｉｏｎ85-3
～8の綴り／表紙「Ｔｈｅ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｗｅｅｋｌｙ　Ｔｈｅ　Ｊｕ
ｎｉｏｒ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　３．Ｓ　Ｔ．Ｍｉｙａｚａｗａ（宮澤印）」とあ
り／Ⅰ-31～39は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 38 ［講義ノート　珠算学習法］ 宮沢てる子
12頁（冊
子）

冊子・ステー
プル綴

数学科珠算学習法（宮崎教官）講義ノート（メモ大）／
「宮澤印」あり／Ⅰ-31～39は同一紐で括られていた

菊地てる子 Ⅰ 39 ［授業プリント　電気及磁気］ 10枚 ステープル綴
数学科で使用した授業用プリント／1枚目には「第六
編　電気及磁気」とあり／1～16、28、29頁

菊地てる子 Ⅰ 40 ［数学問題用紙］ （昭和20～21年） 1枚
陸軍需品廠盛岡出張所の献立予定実施表の裏面を
再利用

菊地てる子 Ⅰ 41
昭和二十一年度第一回許可申請学校生
徒学力検閲試験　数学試験問題第二種

（昭和21年頃） 2枚 ステープル綴 「国家試験問題です」とあり／「宮澤」印あり
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木村篤子 Ⅰ 1 校訓 宮城県女子専門学校 昭和15年11月23日 1枚

木村篤子 Ⅰ 2 国民学校令 昭和16年2月28日 7頁（冊子） 冊子

木村篤子 Ⅰ 3 自修心身鍛錬日誌 一迫篤子
昭和18年8月5日～23
日

32頁（冊
子）

冊子

木村篤子 Ⅰ 4 ［講義ノート　家事実習］ 一迫篤子
（昭和17年）4月13日～
9月14日

66頁（冊
子）

冊子
昭和17年家政科裁縫専攻第二学年家事実習（後藤
たへ教官）講義ノート／表紙「（後藤先生）家事実習
二裁　一迫篤子（6番）」とあり

木村篤子 Ⅰ 5 ［講義ノート　割烹］ 一迫篤子
（昭和17年）10月8日～
（昭和18年）4月20日

82頁（冊
子）

冊子
昭和17～18年家政科裁縫専攻第二・第三学年割烹
（後藤たへ教官）講義ノート／表紙「後藤先生　割烹
二裁　一迫篤子（6番）」とあり

木村篤子 Ⅰ 6 成田順著『裁縫科教授法』 大成書院 昭和17年4月18日
198頁（冊
子）

製本印刷物
昭和13年10月10日初版発行／第12版／昭和16～
18年頃家政科裁縫専攻で使用した教科書／「宮城
県女子専門学校裁縫科一迫篤子」とあり

木村篤子 Ⅲ 1 ［懐紙入れ］ 一迫篤子 1点

木村篤子 Ⅲ 2 ［名刺入れ］ 一迫篤子 1点

JDき02 木村篤子資料
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熊谷禎子 Ⅰ 1-1 ［講義ノート　被服材料］ 佐藤禎子 （昭和23年）
54頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和23年生活科第一学年次の被服材料講義ノート
／表紙「被服材料　一年A組　32　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 1-2 ［織物モデル及び完全組織図］ 佐藤禎子 （昭和23年）
12頁（冊
子）

冊子・ステー
プル綴

元はⅠ-1-1に挟み込まれていた

熊谷禎子 Ⅰ 2
JohnGalsworthy『INDIAN SUMMER OF A
FORSYTE』

（昭和24年）
38頁（冊
子）

製本印刷物
昭和24年生活科第二学年次の授業用教科書（英
語）／印刷物

熊谷禎子 Ⅰ 3 ［講義ノート　家事教授法］ 佐藤禎子 （昭和24年）
82頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和24年生活科第二学年次の家事教授法講義ノー
ト／表紙「教授法　二年生活科　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 4 ［講義ノート　衛生動物学］ 佐藤禎子 （昭和24年）
84頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和24年生活科第二学年次の衛生動物学講義ノー
ト／表紙「Hygiene　二年　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 5 ［講義ノート　栄養学］ 佐藤禎子 （昭和24年）
84頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和24年生活科第二学年次の栄養学講義ノート／
表紙「栄養　二年　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 6 ［講義ノート　哲学］ 佐藤禎子 （昭和25年）
84頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の哲学講義ノート／表
紙「哲学　三年生活科　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 7 ［講義ノート　経済］ 佐藤禎子 （昭和25年）
84頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の経済講義ノート／表
紙「経済　三年生活科　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 8 ［講義ノート　教育］ 佐藤禎子 （昭和25年）
82頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の教育学（小林政吉教
官）講義ノート／表紙「教育　三年生活科　佐藤禎
子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 9 ［講義ノート　育児］ 佐藤禎子 （昭和25年）
84頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の育児講義ノート／表
紙「育児　三年生活科　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 10 ［講義ノート　衣服整理］ 佐藤禎子 （昭和25年）
80頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の衣服整理講義ノート
／表紙「衣服整理　三年生活科　佐藤禎子」とあり

熊谷禎子 Ⅰ 11 ［講義ノート　住居］ 佐藤禎子 （昭和25年）
84頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の住居（横山秀哉教
官）講義ノート／表紙「住居　横山教授　佐藤禎子」と
あり

熊谷禎子 Ⅰ 12 ［講義ノート　法制］ 佐藤禎子 （昭和25年）
88頁（冊
子）

冊子（ノート）
昭和25年生活科第三学年次の法制（佐藤謙三教
官）講義ノート／表紙「法制　佐藤教授　佐藤禎子」と
あり

JDく01 熊谷禎子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

熊谷孝子 Ⅲ 1 ［帯留め］ 3点 くるみ細工の帯留め／家事科で作成したものか

JDく02 熊谷孝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小関慶子 Ⅰ 1 ［梅図］ 1枚 水墨画手本／宮森先生指導と伝える

小関慶子 Ⅰ 2 ［花図］ 1枚 水彩画手本／宮森先生指導と伝える

小関慶子 Ⅰ 3
［故鈴木ヨシ追悼式次第及び白楊会総会
案内］

昭和32年5月22日／昭
和32年8月1日

2枚 ステープル綴
前宮城県教育委員鈴木ヨシの追悼式次第・白楊会
総会案内状／付追悼式の新聞記事切抜（昭和32年
5月23日）

小関慶子 Ⅱ 1 ［写真　勤労奉仕］ 昭和15年夏 1枚 勤労奉仕に向かう女専生

小関慶子 Ⅱ 2 ［写真　勤労奉仕］ 昭和15年夏 1枚 道具を手にする女専生

小関慶子 Ⅱ 3 ［写真　校庭に整列］ 昭和15年 1枚

小関慶子 Ⅱ 4 ［写真　防災訓練］ 昭和15年 1枚

小関慶子 Ⅱ 5 ［写真　川村先生授業］ 1枚 川村安太郎（哲学）授業風景

小関慶子 Ⅱ 6 ［写真　川村先生授業］ 1枚 川村安太郎（哲学）授業板書

小関慶子 Ⅱ 7 ［写真　帯留め］ 1枚 神理和（裁縫）指導／コギン刺し応用の作品の一部

小関慶子 Ⅲ 1 ［バッグ］ 1点 コギン刺し応用

JDこ01 小関慶子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小平せつ子 Ⅰ 1 佐佐木信綱編『増訂　萬葉集新選』 株式会社明治書院 大正13年10月25日
113頁（冊
子）

製本印刷物
大正11年4月15日初版発行／増訂発行／大正14年
度高等科第三学年次使用教科書／「高等科第参学
年小平せつ子」とあり

JDこ02 小平せつ子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

今野トミヱ Ⅰ 1
George Philip Krapp,Ph.D.著『MODERN
ENGLISH ITS GROWTH AND PRESENT
USE』

CHARLES SCRIBNER'S
SONS（米国）

1909年
357頁（冊
子）

製本印刷物 昭和7年度文科英文専攻第三学年次使用教科書

今野トミヱ Ⅰ 2
Robert Louis Stevenson著『NEW
ARABIAN NIGHTS』

CHATTO & WINDUS（英国） 1925年
325頁（冊
子）

製本印刷物
昭和6年度文科英文専攻第二学年次使用教科書／
「SENDAI T.OKUYAMA D.9th.9.1931」とあり

今野トミヱ Ⅰ 3
George Gissing著『THE HOUSE OF
COBWEBS』

CONSTABLE　AND　CO
LTD（英国）

1926年
300頁（冊
子）

製本印刷物
1906年初版発行／第7版／昭和5年度文科英文専
攻第一学年次使用教科書／「SENDAI
T.OKUYAMA D.8.4.1930」とあり

今野トミヱ Ⅰ 4 Rose Macaulay著『ORPHAN　ISLAND』
W.COLLINS　SONS &
CO.LTD.（英国）

1926年11月
322頁（冊
子）

製本印刷物
1924年11月初版発行／第2版／昭和6年度文科英
文専攻第二学年次使用教科書／

今野トミヱ Ⅰ 5 Thomas Hardy著『WESSEX TALES』
MACMILLAN　AND　CO.,
（英国）

1926年
293頁（冊
子）

製本印刷物
1903年初版発行／ポケット版1907年初版発行／第
10版か／昭和6年度文科英文専攻第二学年次使用
教科書／「Sept.1931.Tomie Okuyama」とあり

今野トミヱ Ⅰ 6 William Shakespeare著『King Lear』
MACMILLAN　AND　CO.,
LIMITED（英国）

1926年
277頁（冊
子）

製本印刷物
1891年初版発行／第9版／昭和7年度文科英文専
攻第三学年次使用教科書（金矢武吉教官使用）／
「英3年　英訳　金矢先生　King Lear」とあり

今野トミヱ Ⅰ 7
『THE　WORKS　OF　EDGAR　ALLAN
POE』

OXFORD　UNIVERSITY
PRESS（英国）

1927年
570頁（冊
子）

製本印刷物
詩・随筆はR.BrimleyJohnson編／昭和6年度文科英
文専攻第二学年次使用教科書／「英文2年」「Tomie
Okuyama」とあり

今野トミヱ Ⅰ 8
Arthur Quiller-Couch著『The Oxford
Book Of English Verse 1250-1900』

Oxford At the Clarendon
Press（英国）

1927年
1084頁
（冊子）

製本印刷物
昭和7年度文科英文専攻第三学年次使用教科書
（鈴木ヨシ教官使用）／「英文3年　英語　鈴木ヨシ先
生」とあり

今野トミヱ Ⅰ 9
『EDGAR　ALLAN　POE'S　TALES　OF
MYSTERY　AND　IMAGINATION』

J.M.DENT & SONS Ltd（英
国）

1928年
527頁（冊
子）

製本印刷物
1908年初版発行／第10版／昭和5年度文科英文専
攻第一学年次使用教科書／「April.1930 Tomie
Okuyama」とあり

今野トミヱ Ⅰ 10 Aldous Huxley著『ALONG　THE　ROAD』
CHATTO　AND　WINDUS
（英国）

1930年
259頁（冊
子）

製本印刷物
1928年初版発行／第2版／昭和6年度文科英文専
攻第二学年次使用教科書／「SENDAI
T.OKUYAMA　D.22．Sept.1931」とあり

今野トミヱ Ⅰ 11
G.Noel-Armfield著『GENERAL
PHONETICS』

W.HEFFER & SONS　LTD
（英国）

1931年
188頁（冊
子）

製本印刷物
1915年初版発行／第4版／昭和7年度文科英文専
攻第三学年次使用教科書／「Tomie Okuyama」とあり

今野トミヱ Ⅰ 12
Bernard Shaw著『MAN　AND
SUPERMAN』

BERNHARD　TAUCHNITZ
（東独）

326頁（冊
子）

製本印刷物
COLLECTION　OF　BRITISH　AND　AMERICAN
AUTHORS　vol.4436／昭和5年度文科英文専攻一
年生使用教科書

今野トミヱ Ⅰ 13
Nathaniel Hawthorne著『TANGLEWOOD
TALES』

WARD,LOCK &
CO.,LIMITED（英国）

256頁（冊
子）

製本印刷物
昭和6年度文科英文専攻第二学年次使用教科書
（金矢武吉教官使用）／「SENDAI T.OKUYAMA
D.29th.Sept.1931」「英文予科　金矢先生」とあり

今野トミヱ Ⅰ 14 ［色紙（複製）］ 金矢武吉 1枚 裏に「金矢武吉筆」とあり／印刷物

JDこ03 今野トミヱ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

斎藤わき子 Ⅰ 1 ワンピースドレス 田中わき子 昭和13～14年 8枚（綴） 紐綴
ワンピースの制作レポート／「裁縫三年田中わき子」
とあり

斎藤わき子 Ⅰ 2 洋服の種類 田中わき子 昭和13～14年 10枚（綴） 紐綴 洋服のデザイン画集／「裁縫三年田中わき子」とあり

斎藤わき子 Ⅲ 1 ［紐結い標本］ 田中わき子 昭和12～13年 1枚
紐の結い方の見本及び手順を示した標本／「家政科
第二学年裁縫専攻田中わき子」とあり

斎藤わき子 Ⅲ 2 褄あげ標本 田中わき子 昭和13～14年 1枚
着物の褄あげ（3点）の標本／「裁縫三年田中わき
子」とあり

斎藤わき子 Ⅲ 3 ［部分縫い　ポケット］ 田中わき子 1点 洋裁

斎藤わき子 Ⅲ 4 男物袷長着下前ポケット部分縫 田中わき子 1点

斎藤わき子 Ⅲ 5 道行コート角衿と内ポケット部分縫 田中わき子 1点

JDさ01 斎藤わき子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤アヤ子 Ⅰ 1 ［通知書（複製）］ 宮城県女子専門学校 昭和14年度 1枚 電子複写 家政科第二学年家事専攻

佐藤アヤ子 Ⅰ 2 ［通知書（複製）］ 宮城県女子専門学校 昭和15年度 1枚 電子複写 家政科第三学年家事専攻

JDさ02 佐藤アヤ子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤こう Ⅰ 1 「Swiftの諷刺文学」 清野こう （昭和12年）
８８頁（冊
子）

冊子（原稿用
紙）

文科研究科（英文）の修了論文

JDさ03 佐藤こう資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤孝子 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 宮城女子専門学校 昭和16年 1冊 冊子
昭和16年卒業家政科第11回家事専攻卒業アルバム
／藤野写真館

JDさ04 佐藤孝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤たつ子 Ⅱ 1 ［写真　英文科生クリスマス祝会］ 1枚 エリザベス・キルバーン先生宅にて

JDさ05 佐藤たつ子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤よし Ⅰ 1 教職員適格確認書 宮城県知事　千葉三郎 昭和23年3月10日 1枚 門沢よし宛

佐藤よし Ⅰ 2 教員免許状 文部省 昭和24年3月15日 1枚 付封筒／門沢よし宛／家政科被服教員免許

佐藤よし Ⅰ 3 免許状送付書 宮城県女子専門学校 昭和24年4月26日 1枚 教員免許状送付につき

佐藤よし Ⅲ 1 ポケット部分縫 門沢よし 昭和22年～23年 2点

佐藤よし Ⅲ 2 ［ズボン前立部分縫］ 門沢よし 1点

佐藤よし Ⅲ 3 ［名古屋帯雛形］ 門沢よし 1点

JDさ06 佐藤よし資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

実方嘉子 Ⅰ 1 ［色紙　きみまつと］ （高田嘉子） 昭和11年3月 1枚
「額田王　きみまつとあかこひをれはわかやとのすた
れうこかし秋の風ふく　嘉子かく」／裏に「昭和11年3
月実方嘉子さんかく　宝塚在住」とあり

JDさ07 実方嘉子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

志田泰子 Ⅰ 1 通知書 宮城県女子専門学校 昭和19年度 1枚 家事科第二学年中川泰子

志田泰子 Ⅰ 2 卒業証書
宮城県女子専門学校長従四
位勲五等　羽生隆

昭和20年9月30日 1枚 中川泰子宛／家事科課程卒業につき

志田泰子 Ⅱ 1 ［写真　護国神社参拝］ 昭和１７年 1枚

志田泰子 Ⅱ 2 ［写真　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚
複写／中島飛行機宇都宮工場にて、外板製作第四
工程胴体組立段付作業（外板合せ部）

志田泰子 Ⅱ 3 ［写真　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚
複写／中島飛行機宇都宮工場にて、左右壁全体組
立第二工程胴体組立左壁面組付

志田泰子 Ⅱ 4 ［写真　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚
複写／中島飛行機宇都宮工場にて、前胴全体組立
第四工程胴体組立左壁面組付

志田泰子 Ⅱ 5 ［写真　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚 複写／中島飛行機宇都宮工場にて（工程不明）

志田泰子 Ⅱ 6 ［写真パネル　富士見寮前］ （昭和20年） 1枚
複写／中島飛行機宇都宮工場での勤労動員にて、
寮舎前での集合写真

志田泰子 Ⅱ 7 ［写真パネル　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚
複写／中島飛行機宇都宮工場にて、左右壁面組立
第六工程胴体組立整備作業（運線関係）

志田泰子 Ⅱ 8 ［写真パネル　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚 複写／中島飛行機宇都宮工場にて、工場内部

志田泰子 Ⅱ 9 ［写真パネル　勤労動員作業現場］ （昭和20年） 1枚
複写／中島飛行機宇都宮工場にて、完成した飛行
機

志田泰子 Ⅱ 10 ［写真パネル　宇都宮市］ （昭和20年） 1枚 複写／空襲後の宇都宮市

志田泰子 Ⅱ 11 ［写真パネル　宇都宮市］ 1枚 複写／現在の宇都宮市

志田泰子 Ⅱ 12 ［写真　平間裕］ 1枚 平間裕（書道担当）教師の肖像

志田泰子 Ⅱ 13 ［写真　平間裕］ 1枚 筆をもつ平間裕（書道担当）教師

JDし01 志田泰子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

設楽芳枝 Ⅰ 1 和田英松著『校註　増鏡』 株式会社　明治書院 昭和14年12月10日
358頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年3月15日初版発行／第33版／昭和16年家
政科裁縫専攻第一学年次使用教科書／「宮城女専
一年裁縫科水澤芳枝」とあり

設楽芳枝 Ⅰ 2 次田潤編『萬葉集選抄』 株式会社　明治書院 昭和17年6月20日
187頁（冊
子）

製本印刷物
昭和8年12月25日初版発行／修正22版／昭和16～
18年頃家政科裁縫専攻で使用した教科書／「水澤
芳枝」とあり

設楽芳枝 Ⅰ 3
「ス・フ製品の取扱方―新洗濯法と裁縫の
仕方―」

日本ステープル・ファイバー
協会

1枚
山下榮三「ス・フ製品の洗濯」・成田順子「ス・フ織物
の裁縫について」

設楽芳枝 Ⅰ 4 第三学年前期教授法試験問題 （昭和18年） 1枚

設楽芳枝 Ⅲ 1 ［姫鏡台］ 1点

JDし02 設楽芳枝資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

柴原和子 Ⅲ 1 ［校章旗］ 1点 女専の校章が白抜きされた臙脂の旗／未使用か

JDし03 柴原和子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

神理和 Ⅰ 1 ［抜刷　墨流し染］ 神理和 昭和55年10月 4頁（冊子） 冊子
学術誌『衣生活』昭和55年10月号（第23巻第5号通
巻230号）別刷

神理和 Ⅱ 1 ［写真　遠足］ 1枚

JDし04 神理和資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅原えい Ⅲ 1 ［バッジ　女専校章］ 宮城県女子専門学校 1点

JDす01 菅原えい資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅原栄 Ⅰ 1 次田潤編『大鏡新抄』 株式会社　明治書院 昭和16年1月17日
166頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和17年国文科第二学年次使用教科書／
「国文科第二学年新保栄子」とあり

菅原栄 Ⅰ 2 金子元臣著『源氏物語新抄』 株式会社　明治書院 昭和16年3月10日
198頁（冊
子）

製本印刷物
再版／昭和18年国文科第三学年次使用教科書／
「三国　新保栄子」とあり

JDす02 菅原栄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鈴木ノブ Ⅰ 1
［教員免許状伝達式ニ関スル件通知（複
製）］

宮城県女子専門学校長 昭和10年5月29日 1枚 電子複写
柴田ノブ宛／中等教員及び小学校教員免許状伝達
式につき

鈴木ノブ Ⅰ 2 ［第七回卒業式次第（複製）］ 宮城県女子専門学校長 昭和10年3月15日 2枚 電子複写

JDす03 鈴木ノブ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

須田喜和 Ⅲ 1 日本刺繍ハンドバッグ 1点

須田喜和 Ⅲ 2 ［はこせこ］ 1点

須田喜和 Ⅲ 3 ［名刺入れ］ 1点

須田喜和 Ⅲ 4 ［紙入れ］ 1点

JDす04 須田喜和資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

高橋恵子 Ⅰ 1 ［料理レシピ　行事・節句］ 高橋恵子 （昭和12年） 1冊
冊子（バイン
ダ）

五節句の調査記録及び諸行事に饗する料理・菓子
のレシピ集

JDた01 高橋恵子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

高橋里女 Ⅰ 1 『水くきのあと』 昭和17年度 1帖 折本 昭和17年度家事科寄書き／印刷物

JDた02 高橋里女資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

高橋靖 Ⅲ 1 ［はこせこ］ 1点 木箱入

高橋靖 Ⅲ 2 ［懐紙入れ］ 1点

JDた03 高橋靖資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

但野静江 Ⅰ 1
Dr.P.Gotz著『HIMMELS-ATLAS』
（『TABULAE　CAELESTES』）

ED.GAEBLERS
GEOGRAPHISCHES
INSTITUT

1923年
42頁（冊
子）

製本印刷物
Richard Schurigs原著（1886）／第5版／昭和3～6年
頃文科国文専攻で使用した天文学の教科書

JDた04 但野静江資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

千葉美喜 Ⅰ 1 ［小倉巌書簡］ 小倉巌 （昭和20年9月30日） 1枚 葉書
千葉美喜宛／卒業式の日程案内及び研究科の授業
開始日時の通知につき

千葉美喜 Ⅰ 2 ［封筒］ 宮城県女子専門学校 1枚 封筒 「戦災御見舞」とあり

千葉美喜 Ⅱ 1 ［写真　澱橋下］ 1枚 軍帽製作勤労奉仕に際して

千葉美喜 Ⅱ 2 ［写真　川内］ 1枚 軍帽製作勤労奉仕に際して

千葉美喜 Ⅱ 3 ［写真　第二師団澱倉庫前］ 1枚 軍帽製作勤労奉仕に際して

JDち01 千葉美喜資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

塚田澄子 Ⅰ 1 郷土料理 宮城県女子専門学校 （昭和13年）
48頁（冊
子）

冊子
家政科家事専攻生徒による東北地方の郷土料理の
調査結果をまとめたもの

塚田澄子 Ⅲ 1 ［名刺入れ］ 1点

JDつ01 塚田澄子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

津村美枝子 Ⅱ 1 ［写真　加瀬谷みゆき］ 昭和14年 1枚
裏に「昭和十四年加瀬谷先生きびゝゝとした御姿　津
村美枝子」とあり

津村美枝子 Ⅱ 2 ［写真　母校］ 昭和15年 1枚
裏に「昭和十五年なつかしい母校の姿　津村美枝
子」とあり

津村美枝子 Ⅱ 3 ［写真　飯野哲二］ 1枚 裏に飯野哲二先生」とあり

津村美枝子 Ⅱ 4 ［写真　湖畔］ 1枚 湖畔にて、女専生の集合写真

津村美枝子 Ⅱ 5 ［写真パネル　勤労動員］ 1枚
戦況を伝える新聞記事とオーバーラップさせた女専
生の裁縫活動（勤労動員か）

JDつ02 津村美枝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

直江満 Ⅰ 1 成田順著『子供服の時代化』 大成書院 昭和7年3月15日
521頁（冊
子）

製本印刷物 初版

JDな01 直江満資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

永澤庸子 Ⅰ 1 卒業証書
宮城県女子専門学校長従四
位勲四等三矢英松

昭和16年3月15日 1枚 家政科裁縫専攻課程

永澤庸子 Ⅰ 2 小学校教員免許状
宮城県知事従四位勲三等林
信夫

昭和16年3月15日 1枚 尋常小学校本科正教員免許

永澤庸子 Ⅰ 3 ［小学校教員免許状　裁縫］
宮城県知事従四位勲三等林
信夫

昭和16年3月15日 1枚 小学校専科正教員免許（裁縫）

永澤庸子 Ⅰ 4 教員免許状 文部省 昭和16年5月10日 1枚
師範学校中学校高等女学校教員無試験検定合格
者（裁縫）

永澤庸子 Ⅰ 5 講習証書
宮城県女子専門学校同窓白
楊会長従四位勲四等三矢英
松

昭和16年8月10日 1枚
白楊会主催夏季講習会受講（国民礼法・裁縫・家
事）

永澤庸子 Ⅱ 1
［写真　出征将兵遺家族慰問三曲演奏
会］

昭和13年11月5日 1枚
国風音楽奨励会・国防婦人会北部分会主催／裏に
「一年　永澤庸子」とあり

永澤庸子 Ⅱ 2 ［写真　出征家族慰問］ 昭和15年11月17日 1枚

永澤庸子 Ⅲ 1 裁縫基礎縫 永澤庸子 （昭和13年） 1点 綴 裁縫基礎縫見本集／紙製表紙付

永澤庸子 Ⅲ 2 補綴 永澤庸子 （昭和13年） 1点 綴
補綴14種見本集／表紙（布製）に「補綴　十四種　一
裁　永澤庸子」とあり

永澤庸子 Ⅲ 3 紐飾 永澤庸子 （昭和13年） 1点 綴
紐飾5種見本集／表紙に「紐飾　五種　一裁　永澤庸
子」とあり

永澤庸子 Ⅲ 4 レース編 永澤庸子 （昭和13年） 1点 綴
レース編2種見本集／表紙に「レース編　二種　裁縫
専攻一　永澤庸子」とあり

永澤庸子 Ⅲ 5 模様編 永澤庸子 （昭和13年） 1点 綴
模様編4種見本集／表紙に「模様編　四種　裁縫科
一年　永澤庸子」とあり

永澤庸子 Ⅲ 6 ［洋裁部分見本］ 永澤庸子 （昭和14年） 1点 綴 洋裁部分縫見本集／「二年裁縫　永澤庸子」とあり

永澤庸子 Ⅲ 7 ［袴背当板見本］ （永澤庸子） 2点

永澤庸子 Ⅲ 8 ［裾縫見本］ （永澤庸子） 2点

JDな02 永澤庸子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

中嶋俊子 Ⅱ 1 ［写真　女専生集合写真及びスナップ］ 44枚 大版9枚小版35枚

JDな03 中嶋俊子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

長田ふじ Ⅲ 1 ［テーブルクロス］ （中島ふじ） 1点 バラの刺繍が施されたテーブルクロス

JDな04 長田ふじ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

西山道子 Ⅰ 1 水茎の跡 （昭和13年度家政科卒業生） 昭和14年 1冊 折本
昭和13年度家政科卒業生寄書／表紙「水茎の跡
昭和十三年度家政科」とあり

JDに01 西山道子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

仁田志げ子 Ⅲ 1 ［女専制服］ （昭和17～19年頃） 1揃
ジャケット・スカート・ブラウス（菊花章）／ジャケットに
「ニッタ」と刺繍あり

JDに02 仁田志げ子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

野口くに Ⅲ 1 ［姫鏡台］ 1点 校旗意匠当選の賞品として学校より贈られたもの

JDの01 野口くに資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

芳賀克子 Ⅰ 1 宮城県女子専門学校受験票 宮城県女子専門学校 昭和11年度 1枚 木幡克子宛／家政科／付封筒

芳賀克子 Ⅰ 2 合格通知 宮城県女子専門学校 昭和11年2月24日 1枚 木幡克子宛／家政科家事専攻合格につき

芳賀克子 Ⅰ 3 東北地方に於ける食物研究 宮城県女子専門学校 （昭和13年2月）
118頁（冊
子）

冊子
昭和12年7月～13年2月にかけて女専全生徒及び宮
城県下各青年学校生徒に依頼した調査に基づく統
計結果をまとめたもの

芳賀克子 Ⅰ 4 体操祭次第 宮城県女子専門学校 昭和13年11月2日 1枚

芳賀克子 Ⅰ 5 第二学期行事予定表 宮城県女子専門学校 昭和13年度 1枚

芳賀克子 Ⅰ 6 ［木幡克子書簡（案）］
宮城県女子専門学校家政科
二年家事専攻生代表　木幡
克子

（昭和13年） 1通（3枚）
級友岩井キミ子の兄の出征につき／宮城県女子専
門学校原稿用紙使用

芳賀克子 Ⅰ 7
来ル三月十五日卒業スベキ生徒ノ注意
事項

宮城県女子専門学校 （昭和14年）3月7日 1枚

芳賀克子 Ⅰ 8 受領証
宮城県女子専門学校校友会
長

昭和14年6月20日 1枚 木幡克子宛／就職寄付金受領につき／付封筒

芳賀克子 Ⅰ 9 ［教員免許送付状］
宮城県女子専門学校長三矢
英松

昭和14年6月24日 1枚
木幡克子宛／中等教員免許状・小学校教員免許状
送付につき

芳賀克子 Ⅰ 10 講習証書
宮城県女子専門学校同窓白
楊会長従四位勲四等三矢英
松

昭和16年8月10日 1枚 木幡克子宛／夏季講習会受講につき

芳賀克子 Ⅰ 11 ［島貫靖子書簡］ （なかよし会幹事）島貫靖子 （昭和38年）5月6日 1通（2枚） クラス会の報告及び会員近況報告につき

芳賀克子 Ⅰ 12 ［山田礼子・西山道子書簡］
（なかよし会）幹事　山田礼
子・西山道子

昭和39年4月15日 1通（2枚）
恩師吉田武子逝去の知らせ及び香典に対する遺族
の礼状の知らせにつき／付会員名簿

芳賀克子 Ⅰ 13 ［送付状］
白楊会会長山本春代／役員
一同／白楊五号編集委員一
同

昭和39年10月 1枚 白楊五号送付につき

芳賀克子 Ⅰ 14 ［血液型検定証］ 帝国保健協会鑑識部 1枚 木幡克子宛

芳賀克子 Ⅰ 15 ［家政科家事専攻第9回生名簿］ 藤野写真館 1枚

芳賀克子 Ⅰ 16 生産ヨリ消費マデ系統図解 株式会社　塩釜魚市場 1枚

JDは01 芳賀克子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

芳賀克子 Ⅰ 17 ［名刺　工藤義廣］ 1枚
東北興業株式会社・財団法人東北産業科学研究所
仙台支所　工藤義廣

芳賀克子 Ⅰ 18 郷土料理 宮城県女子専門学校 （昭和13年3月）
48頁（冊
子）

冊子
家政科家事専攻生徒による郷土料理の調査結果を
まとめたもの

芳賀克子 Ⅰ 19 第十一回卒業式次第 宮城県女子専門学校 昭和14年3月15日 1枚
裏に「家九　芳賀」の書込あり、芳賀克子氏旧蔵資料
か

芳賀克子 Ⅰ 20 服装改正要綱 宮城県女子専門学校 昭和12年3月 2枚
裏に「（家9）芳賀用」の書込あり、芳賀克子氏旧蔵資
料か

芳賀克子 Ⅰ 21 生徒便覧 宮城県女子専門学校 1冊 冊子 印刷物／裏に「木幡克子」とあり

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

橋本久子 Ⅰ 1 宮城県女子専門学校短歌部編『青い甕』 交流社 昭和24年2月20日
49頁（冊
子）

冊子
第二年刊歌集／「上級生の（国文科二年生）戸嶋とよ
様より頂く（短歌に関心のある久子ちゃん江と）橋本
久子」とあり／印刷物

JDは02 橋本久子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

馬場輝子 Ⅱ 1 ［写真　ゲルハード教師］ 1枚
英会話教師ポール・ランバード・ゲルハードの肖像写
真

馬場輝子 Ⅱ 2 ［写真　ミセス・ゲルハードと女専生］ 1枚 英会話教師ヘレン・ウィード・ゲルハードと女専生

馬場輝子 Ⅲ 1 ［文箱］ 愛国婦人会宮城県支部 1点 内側に「愛国婦人会宮城県支部」とあり

JDは03 馬場輝子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

浜田萌子
（阿部萌子）

Ⅰ 1
宮城運作著『STORIES　AND
SKETCHES』

雪渓書房 昭和23年5月10日
103頁（冊
子）

製本印刷物
Lafcadio Hearn原著／昭和22年12月5日初版発行／
再版／昭和25年数学科第三年次使用教科書（英
語）／裏表紙「女専　三数　阿部萌子」とあり

JDは04 浜田萌子（阿部萌子）資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

針生徳子 Ⅰ 1 仙台高等工業学校一覧 昭和15年度 1枚 表紙のみ／印「仙台高等工業学校図書之印」あり

針生徳子 Ⅰ 2 昭和二十五年度修学旅行日程表 宮城県女子専門学校
昭和25年5月22日～28
日

1枚 東京―伊勢―奈良―京都への修学旅行日程表

針生徳子 Ⅰ 3 旌表状
宮城県バレーボール協会会
長高山政雄

昭和25年10月8日 1枚
宮城県女子専門学校宛／秋季選手権大会女子一
般の部において、成績優秀につき

針生徳子 Ⅰ 4 昭和二十六年三月卒業者名簿 宮城県女子専門学校 （昭和26年） 8頁（冊子）

JDは05 針生徳子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

彦坂京 Ⅰ 1
飯田永夫標註『標註参考　新古今和歌
集』

六合館 大正13年9月20日
382頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

明治26年3月28日初版発行／復興第1版／昭和元
～2年頃文科本科国文専攻第一学年時使用教科書
／「国文科一年阿刀田京」とあり

彦坂京 Ⅰ 2
大藪虎亮著『詳解口譯　奥の細道の新研
究』

研精堂 大正15年2月20日
362頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年1月15日初版発行／第5版／昭和元～4年
頃文科国文専攻で使用した教科書

彦坂京 Ⅰ 3 金子元臣著『枕草子評釈　下』 株式会社　明治書院 大正15年3月25日
2035頁
（冊子）

製本印刷物
大正13年8月5日初版発行／第12版／昭和元～4年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書／印「阿刀
田印」あり

彦坂京 Ⅰ 4 金子元臣著『定本　源氏物語新解　上』 株式会社　明治書院 大正15年4月5日
736頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年9月20日初版発行／第5版／昭和元～4年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書／「阿刀田
京」とあり

彦坂京 Ⅰ 5 三潴信三著『近世法学通論』 有斐閣 大正15年4月5日
347頁（冊
子）

製本印刷物
大正7年9月20日初版発行／第27版／昭和元～2年
頃文科本科国文専攻第一学年時使用教科書／「宮
城県女子専門学校本科一年阿刀田京子」とあり

彦坂京 Ⅰ 6 「紫式部の心」 重松信弘 （昭和51年以降）
44頁（冊
子）

冊子
『源氏こぼれ草』第12抜刷／昭和51年5月10日松山
市番町公民館での講演をもとに書いたもの

彦坂京 Ⅰ 7
「創立時代　宮城県第二高等女学校資
料」

（彦坂京）
15頁（冊
子）

冊子／電子
複写／ステー
プル綴

『学友会雑誌』第1号（大正10年12月25日）・『会報』
第5号（大正15年12月28日）・『会報』第8号（昭和4年
2月29日）の部分的電子複写を綴じたもの

彦坂京 Ⅰ 8 ［写真解説　一回生の恩師］ （彦坂京） 1枚
本科1回生の担当教師を撮影した写真の人物解説か
／写真なし

JDひ01 彦坂京資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

藤崎秀子 Ⅰ 1 卒業証書
宮城県女子専門学校長従四
位勲三等三矢英松

昭和18年9月23日 1枚 宮城女子専門学校家事科課程

藤崎秀子 Ⅰ 2 ［寄書　卒業記念］
山田徳子・鈴木幸子・菅原ひ
さし

昭和18年9月25日 1枚 安久津秀子宛

JDふ01 藤崎秀子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

藤崎みつ子 Ⅰ 1 ［複製　卒業学年に対する措置の通知］ 宮城県女子専門学校 （昭和20年） 1枚 電子複写 米軍進駐に伴う卒業学年に対する措置の決定につき

藤崎みつ子 Ⅰ 2 家庭用配給綜合通帳 （昭和20年以前） 1冊
杉船みつ子を世帯主とする家族（構成員1人）の配給
通帳

藤崎みつ子 Ⅰ 3 夏期講習会御案内 宮城県女子専門学校 昭和22年 1枚
中等学校保健科及び被服科担当教師等のために講
習会開催につき

藤崎みつ子 Ⅰ 4 ［複製　夏期講習会御案内］ 宮城県女子専門学校 昭和22年 1枚 電子複写
中等学校保健科及び被服科担当教師等のために講
習会開催につき

藤崎みつ子 Ⅰ 5 福島県教育復興宝くじ 福島県・日本勧業銀行 （昭和22年頃） 2枚
益金を六・三制実施の経費に使用するために作られ
た宝くじ

JDふ02 藤崎みつ子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

星シナ Ⅲ 1 ［袱紗］ 1点 金糸で「寿」と刺繍された赤い袱紗

JDほ01 星シナ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

細野光枝 Ⅰ 1 合格通知書 宮城県女子専門学校 昭和20年2月9日 1枚
細野光枝宛／入学考査第一次銓衡にて被服科合格
につき

細野光枝 Ⅰ 2
昭和二十年度宮城県女子専門学校入学
考査受験票（第一次合格者）

宮城県女子専門学校 （昭和20年） 1枚 細野光枝／被服科受験

細野光枝 Ⅰ 3 合格通知書 宮城県女子専門学校 昭和20年3月1日 1枚
細野光枝宛／入学考査第二次銓衡にて被服科合格
につき

細野光枝 Ⅰ 4 ［歌詞　Scotch Air］ 1枚

Robert Burns作／陸軍需品本廠盛岡出張所の給与
明細表用紙の裏を利用／送状によると、松韻寮の食
堂にて進駐軍の兵士に英語の歌を教えて貰ったとき
のものという

細野光枝 Ⅲ 1 ［バッジ　女専校章］ 宮城県女子専門学校 1点 付送状

JDほ02 細野光枝資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

前田弘子 Ⅰ 1
［宮城県女子専門学校報国団図書係嘱
託辞令］

宮城県女子専門学校報国団 昭和18年5月15日 1枚 金内弘子宛／付送状

前田弘子 Ⅰ 2 ［宮城県女子専門学校助手辞令］ 宮城県女子専門学校 昭和18年9月30日 1枚 金内弘子宛

前田弘子 Ⅰ 3 ［宮城県女子専門学校助手解任辞令］ 宮城県女子専門学校 昭和20年4月25日 1枚 金内弘子宛

JDま01 前田弘子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

松原美奈子 Ⅰ 1 ［卒業証書（複製）］
宮城県女子専門学校長羽生
隆

昭和24年3月18日 1枚 電子複写 田寺美奈子宛／国語科課程卒業につき

JDま02 松原美奈子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

松本たい子 Ⅰ 1 教員免許状 文部省 昭和21年6月20日 1枚 伊藤たい子宛／家事科教員免許／付封筒

JDま03 松本たい子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

眞柳紀 Ⅰ 1
［第二回宮城県女子中等学校聯合音楽
会プログラム（複製）］

宮城県女子専門学校文芸部 昭和12年6月19日 1枚 電子複写 於宮城県女子専門学校講堂／コピー

眞柳紀 Ⅰ 2 ［新聞切り抜き（複製）］ （昭和12年6月） 1枚 電子複写
第二回宮城県女子中等学校聯合音楽会開催に関す
る新聞記事切り抜きのコピー

JDま04 眞柳紀資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

三上富枝 Ⅰ 1 内海弘蔵著『校註　徒然草』 明治書院 昭和22年5月5日
174頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年12月8日初版発行／第32版／昭和23年国
語科第一学年次使用教科書（古文）／「宮城女専一
国　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 2 尾上八郎著『校註　新古今和歌集』 明治書院 昭和22年11月10日
398頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年4月17日初版発行／第20版／昭和24年国
語科第二学年次使用教科書（古文）／「二年国語科
三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 3 金子尚一著『UNCLE TOM'S CABIN』 開隆堂出版株式会社 昭和23年3月1日
111頁（冊
子）

製本印刷物
H.E.Marshall原著／昭和13年4月5日初版発行／第
11版／昭和24年国語科第二学年次使用教科書（英
語）／「女専　二年国文科　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 4 河合茂著『新英文法概説』 開隆堂出版株式会社 昭和23年3月1日
148頁（冊
子）

製本印刷物
昭和13年3月15日初版発行／第8版／昭和23年国
語科第一学年次使用教科書（英語）／「宮城女専
一年国語科　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 5 中国学術研究所編『中国歴代詩選』 株式会社　昌平堂 昭和23年4月1日
26頁（冊
子）

製本印刷物
昭和23年国語科第一学年次使用教科書（漢文）／
「宮城女子専門学校一年国語科　三上富枝」とあり／
書込多数

三上富枝 Ⅰ 6
岩崎民平著『A WONDER BOOK FOR
BOYS AND GIRLS』

研究社 昭和23年4月1日
238頁（冊
子）

製本印刷物
N.Hawthorne原著／大正14年3月10日初版発行／
第21版／昭和23～25年頃国語科使用教科書（英
語）／裏表紙「MJ I K Tomie Mikami」とあり

三上富枝 Ⅰ 7 市川都志春著『高等音楽　３』 教育藝術社 昭和23年4月1日
35頁（冊
子）

製本印刷物
昭和23年国語科第一学年次使用教科書（音楽）／
「宮城女専　一年国語科　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 8 簡野道明著『補註　学庸章句』 明治書院 昭和23年4月15日
108頁（冊
子）

製本印刷物
昭和3年11月30日初版発行／第52版／昭和24年国
語科第二学年次使用教科書（漢文）／「宮城女専
文科二年　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 9 久松潜一著『校註　堤中納言物語』 明治書院 昭和23年4月30日
144頁（冊
子）

製本印刷物
改修板／昭和23年国語科第一学年次使用教科書
（古文）／「文科一年　三上富枝」とあり／書込多数

三上富枝 Ⅰ 10 志田義秀編『俳文学選』 明治書院 昭和23年5月5日
225頁（冊
子）

製本印刷物
昭和15年11月15日初版発行／修訂16版／昭和24
年国語科第二学年次使用教科書（古文）／「宮城女
選　二年文科　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 11 東條操著『新修　国語学史』 星野書店 昭和23年5月20日
214頁（冊
子）

製本印刷物
昭和24年国語科第二学年次使用副教材（国語学）
／「宮城女専　二年国語科　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 12 簡野道明著『校註　唐詩選』 明治書院 昭和23年6月1日
205頁（冊
子）

製本印刷物
大正4年12月10日初版発行／第25版／昭和24年国
語科第二学年次使用教科書（漢文）／「宮城女専
二年　三上富枝」とあり

JDみ01 三上富枝資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

三上富枝 Ⅰ 13 金子元臣編『源氏物語選』 明治書院 昭和23年6月5日
313頁（冊
子）

製本印刷物

昭和3年1月10日改訂発行／改訂第16版／昭和24
年国語科第二学年次使用教科書（古文)／小松茂人
教官使用／「宮城女選　文科二年」（三上印）とあり／
書込多数／講義ノートあり

三上富枝 Ⅰ 14 尾鍋輝彦著『西洋史概説　古代篇』 中文館書店 昭和23年9月15日
231頁（冊
子）

製本印刷物 昭和23年～25年頃の国語科使用副教材（西洋史）

三上富枝 Ⅰ 15 金子元臣著『校註　枕草子』 明治書院 昭和23年10月10日
321頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年12月5日改訂発行／第64版／昭和25年国
語科第三学年次使用教科書（古文）／「三国　三上
富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 16 福原麟太郎著『KWAIDAN』 研究社 昭和23年10月25日
131頁（冊
子）

製本印刷物
Lafcadio Hearn原著／大正14年2月20日初版発行／
第21版／昭和24年国語科第二学年次使用教科書
（英語）／｢1949.6.25（国語2年）」とあり

三上富枝 Ⅰ 17 ［講義ノート　口語史］ 三上富枝 （昭和23年）
62頁（冊
子）

冊子
昭和23年国語科第一学年口語史（小倉巌教官）講
義ノート／表紙「口語史　小倉先生　一年国語科　三
上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 18 金子元臣著『校註　古今和歌集』 明治書院 昭和24年4月10日
234頁（冊
子）

製本印刷物

昭和16年3月8日初版発行／第32版／昭和24年国
語科第二学年次使用教科書（古文）／北住敏夫教
官使用／「宮城女専　国文二年　三上富枝」とあり／
講義ノートあり

三上富枝 Ⅰ 19 高村勝治編『GOLDEN TREASURY』 大阪教育図書株式会社 昭和24年4月20日
172頁（冊
子）

製本印刷物

Francis T.Palgrave原著／Standard Authors Series 4
／昭和22年9月25日初版発行／再版／昭和24～25
年頃国語科使用教科書（英語）／西田スエ子教官使
用／講義ノートあり

三上富枝 Ⅰ 20 関根正直著『校註　更級日記』 明治書院 昭和24年4月30日
103頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年11月25日初版発行／第15版／昭和24年国
語科第二学年次使用教科書（古文）／「宮城女専
国文科二年　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 21 青木常雄著『THE SKETCH BOOK』 研究社出版株式会社 昭和24年5月5日
166頁（冊
子）

製本印刷物

Washington Irving原著／昭和2年10月10日初版発
行／第21版／昭和25年国語科第三学年次使用教
科書（英語）／「宮城女専　文科三年　三上富枝」とあ
り

三上富枝 Ⅰ 22 簡野道明編『古文真宝粋』 明治書院 昭和24年5月10日
152頁（冊
子）

製本印刷物
昭和15年12月3日改修発行／改修25版／昭和25年
国語科第三学年次使用副教材（漢文）／佐川修教
官使用／「三国　三上富枝」とあり／講義ノートあり

三上富枝 Ⅰ 23
田中饒著『シェクスピア物語』（『Tales
from Shakespeare』）

株式会社　有朋堂 昭和24年5月20日
56頁（冊
子）

製本印刷物

Charles and Mary Lamb原著／学生英文叢書／昭和
25年国語科第三学年次使用教科書（英語）／西田ス
エ子教官使用／「宮城女専　三国　三上富枝」とあり
／書込多数／講義ノートあり

三上富枝 Ⅰ 24 『沈復　浮生六記（抄）』 （昭和24年）
13頁（冊
子）

冊子・紐綴

昭和24年国語科第二学年次使用教科書（漢文）／
佐川修教官使用か／手書テキストのコピー／白楽天
『長恨歌』のコピーあり／「宮城女専　二年国文科　三
上富枝」／書込多数

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

三上富枝 Ⅰ 25 ［講義ノート　中国文学史］ 三上富枝 昭和24年6月16日～
82頁（冊
子）

冊子
昭和24年国語科第二学年中国文学史（佐川修教
官・小川教官）の講義ノート／表紙「佐川先生（中国
文学史）　二国　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 26 ［講義ノート　英語］ 三上富枝 （昭和24年）
60頁（冊
子）

冊子
昭和24年国語科第二学年英語の講義ノート／対応
するテキストは金子尚一著『UNCLE TOM'S CABIN』
／表紙「UNCLE TOM'S CABIN　M.Tomie」とあり

三上富枝 Ⅰ 27 ［講義ノート　古文］ 三上富枝 （昭和24年）
82頁（冊
子）

冊子
昭和24年国語科第二学年古文（小松茂人教官）講
義ノート／対応するテキストは金子元臣編『源氏物語
選』／表紙「源氏物語　（小松）　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 28 ［講義ノート　文学史］ 三上富枝 （昭和24年）
60頁（冊
子）

冊子
昭和24年国語科第二学年文学史（詩歌）（北住敏夫
教官）講義ノート／表紙「北住先生　二国　三上富
枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 29 ［講義ノート　古文］ 三上富枝 （昭和24年）
84頁（冊
子）

冊子

昭和24年国語科第二学年古文（北住敏夫教官）講
義ノート／対応するテキストは金子元臣著『校註　古
今和歌集』／表紙「古今和歌集　北住先生　三上富
枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 30 ［講義ノート　美術］ 三上富枝 （昭和24年）
84頁（冊
子）

冊子
昭和24年国語科第二学年美術講義ノート／表紙「美
術　二国　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 31 ［講義ノート］ 三上富枝 （昭和24年）
88頁（冊
子）

冊子
英文学（土居光知教官）・仏文学（竹村教官）・英文
学（西田スエ子教官）の講義ノート／表紙「雑記　二
年国文科　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 32
飯野哲二著『奥の細道・芭蕉俳論　研究と
評釈』

学燈社 昭和25年3月25日
265頁（冊
子）

製本印刷物
昭和25年国語科第三学年次使用教科書（古文）／
「宮城女専　文科三年　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 33 大藪虎亮著『近松傑作選』 株式会社明治書院 昭和25年6月30日
124頁（冊
子）

製本印刷物
昭和23年5月10日初版発行／第4版／昭和25年国
語科第三学年次使用教科書（古文）／「三国　三上
富枝」とあり／書込多数

三上富枝 Ⅰ 34 今泉忠義・宮地幸一著『現代国語法』 有精堂 昭和25年9月30日
194頁（冊
子）

製本印刷物
昭和25年国語科第三学年次使用教科書（現代文）
／「宮城女専　三国　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 35 ［講義ノート　英語］ 三上富枝 （昭和25年）
７０頁（冊
子）

冊子
昭和25年国語科第三学年英語（西田スエ子教官）の
講義ノート／対応するテキストは田中饒著『シェクスピ
ア物語』／表紙「English　西田　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 36 ［講義ノート　漢文］ 三上富枝 （昭和25年）
82頁（冊
子）

冊子
昭和25年国語科第三学年漢文（佐川修教官）の講
義ノート／対応するテキストは簡野道明編『古文真宝
粋』／表紙「古文真宝粋　佐川　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 37 ［講義ノート　中国文学史］ 三上富枝 （昭和23～25年頃）
84頁（冊
子）

冊子
中国文学史（佐川修教官）講義ノート／表紙「中国文
学史　佐川氏　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 38 ［講義ノート　言語学］ 三上富枝 （昭和23～25年頃）
84頁（冊
子）

冊子
言語学（佐藤喜代治教官）講義ノート／表紙「言語学
佐藤教授　三上富枝」とあり

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

三上富枝 Ⅰ 39 ［講義ノート　文学史］ 三上富枝 （昭和23～25年頃）
80頁（冊
子）

冊子
文学史（北住敏夫教官）講義ノート／表紙「文学史
北住　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 40 ［講義ノート　漢詩Ⅰ］ 三上富枝 （昭和23～25年頃）
76頁（冊
子）

冊子
漢詩（佐川修教官）講義ノート／表紙「漢詩Ⅰ　佐川
先生　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 41 ［講義ノート　漢詩Ⅱ］ 三上富枝 （昭和23～25年頃）
74頁（冊
子）

冊子
漢詩（佐川修教官）講義ノート／表紙「漢詩Ⅱ　佐川
先生　三上富枝」とあり／ノートの前半部は保健体育
か（紐で閉じられている）

三上富枝 Ⅰ 42 ［講義ノート　英語］ 三上富枝 （昭和23～25年頃）
68頁（冊
子）

冊子
英語（英詩）（西田スエ子教官）講義ノート／表紙
「Poem　西田　三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 43 ［講義ノート　英語］ 三上富枝 （昭和24～25年頃）
80頁（冊
子）

冊子

昭和24～25年頃国語科英語（西田スエ子教官）講義
ノート／対応するテキストは高村勝治編『GOLDEN
TREASURY』／表紙「英語（Golden Treasury）　西田
三上富枝」とあり

三上富枝 Ⅰ 44
John Galsworthy『INDIAN SUMMER OF
A FORSYTE』

38頁（冊
子）

製本印刷物 国語科使用教科書（英語）

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

南とら Ⅰ 1 藤村作編『徒然草』 至文堂 昭和4年3月8日
178頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和8～10年頃文科本科国文専攻で使用し
た教科書／「半田とら」とあり

南とら Ⅰ 2 金子元臣著『校註　古今和歌集』 株式会社　明治書院 昭和5年12月25日
234頁（冊
子）

製本印刷物
大正12年2月4日初版発行／訂正版／昭和8～10年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書／「半田と
ら」とあり

南とら Ⅰ 3 和田英松著『校註　増鏡』 株式会社　明治書院 昭和6年3月5日
348頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年3月15日初版発行／改訂第20版／昭和8
～10年頃文科本科国文専攻で使用した教科書／
「半田とら」とあり

南とら Ⅰ 4 佐藤球著『校註　大鏡』 株式会社　明治書院 昭和6年4月5日
304頁（冊
子）

製本印刷物
大正１１年3月15日初版発行／第24版／昭和8～10
年頃文科本科国文専攻で使用した教科書／「半田と
ら」とあり

南とら Ⅰ 5
有川武彦編『分冊新修　萬葉集略解　巻
第一』

平野書店 昭和6年5月28日
98頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和8～10年頃文科本科国文専攻で使用し
た教科書／「登良」印あり

南とら Ⅰ 6
塚本哲三編『竹取物語・伊勢物語・土佐
日記・紫式部日記・更級日記』

有朋堂書店 昭和6年9月7日
339頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和8～10年頃文科本科国文専攻で使用し
た教科書／「半田とら」とあり／更級日記に書き込み
あり

南とら Ⅰ 7 佐成謙太郎著『校註　謡曲　一』 株式会社　明治書院 昭和7年1月1日
207頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和8～10年頃文科本科国文専攻で使用し
た教科書／書込あり／「登良」印あり

南とら Ⅰ 8 尾上八郎著『校註　新古今和歌集』 株式会社　明治書院 昭和7年4月5日
398頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年4月17日初版発行／第6版／昭和8～10年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書／「登良」印
あり

南とら Ⅰ 9 村上英龍校註『孟子』 大倉廣文堂 昭和7年4月20日
210頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4年2月15日初版発行／第3版／昭和8～10年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書／「登良」印
あり

南とら Ⅰ 10 内藤弘蔵著『校註　平家物語』 株式会社　明治書院 昭和7年4月25日
611頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4年5月12日初版発行／第8版／昭和8～10年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書

南とら Ⅰ 11 James Joyce著『Dubliners』
THE ALBATROSS VERLAG
G.M.B.H

1932年
254頁（冊
子）

製本印刷物
昭和8～10年頃文科本科国文専攻で使用した教科
書／「登良」印あり

南とら Ⅰ 12 野村岳陽校註『大学中庸孝経』 大倉廣文堂 昭和8年2月25日
62頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和8～10年頃文科本科国文専攻で使用し
た教科書／「登良」印あり

南とら Ⅰ 13 簡野道明著『校註　唐詩選』 株式会社　明治書院 昭和9年12月10日
205頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4年12月10日初版発行／第8版／昭和8～10年
頃文科本科国文専攻で使用した教科書／「登良」印
あり

南とら Ⅰ 14 ［答案用紙］ 1枚 宮城県女子専門学校答案用紙

JDみ02 南とら資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

南とら Ⅰ 15 ［短冊　掌に］ 牛歩 1枚 「掌にほせても見たし雛かざり　牛歩」

南とら Ⅰ 16 ［短冊　桃なくも］ 牛歩 1枚 「桃なくも雛を迎へておらが家　牛歩」

南とら Ⅰ 17 ［短冊　灯の中に］ 1枚 「灯の中にめがけて在せひなの人ら」

南とら Ⅰ 18 ［短冊　よひたりな］ 卯花 1枚 「よひたりな年も忘れてひなまつり　卯花」

南とら Ⅰ 19 ［短冊　真木ひたす］ 蘿自 1枚 「真木ひたす田水のさゆるひなまつり　蘿自」

南とら Ⅰ 20 ［短冊　おひな様］ 紫萍 1枚
「雛祭　おひな様びつくりめすな今年より色おなじで
も中は甘酒　紫萍」

南とら Ⅲ 1 はがき入れ 桜会 昭和10年3月 1点
宮城女専卒業に際し桜会（宮女専寄宿舎）より贈られ
た記念品

南とら Ⅲ 2 文箱 桜会 昭和11年3月 1点
宮城女専研究科卒業に際し桜会（宮女専寄宿舎）よ
り贈られた記念品

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

諸橋光子 Ⅰ 1 東北農村衣服の研究 宮城県女子専門学校裁縫科 昭和12年12月5日
51頁（冊
子）

冊子
昭和8年卒業生～昭和12年1年生までの調査結果を
基に作成／印刷物

諸橋光子 Ⅰ 2 ［講義ノート　日本料理］ 神保光子 （昭和12年）
76頁（冊
子）

冊子
昭和12年度家政科裁縫専攻日本料理の講義ノート
／表紙「日本料理　二裁　神保光子」とあり

諸橋光子 Ⅰ 3 ［講義ノート　精進料理／西洋料理］ 神保光子 （昭和13年）
84頁（冊
子）

冊子
昭和13年度家政科裁縫専攻精進料理・西洋料理の
講義ノート／表紙「精進料理　西洋料理　三裁　神保
光子」とあり

諸橋光子 Ⅰ 4 ［調理レシピ］ 2枚 ステープル綴
チキンライス・イカの道明寺揚げ・どらやき・滝川とうふ
のレシピ／滝川とうふの作り方は手書追加／印刷物

諸橋光子 Ⅲ 1 日本刺繍基本縫型布 （神保光子） （昭和13年） 2枚 「三裁　神保光子」とあり

諸橋光子 Ⅲ 2 ボタンホール基礎練習 神保光子 （昭和13年） 1点 「三裁　神保光子」とあり

諸橋光子 Ⅲ 3 洋裁前明きの各種部分縫 神保光子 （昭和13年） 1点 「三裁　神保光子」とあり

諸橋光子 Ⅲ 4 ［手甲・脚絆］ （神保光子） 1揃 両手両足揃

諸橋光子 Ⅲ 5 フランス刺繍基本縫型布 （神保光子） 1枚

諸橋光子 Ⅲ 6 男物単衣羽織雛形部分縫 神保光子 1点

諸橋光子 Ⅲ 7 はぎ方の練習縫 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 8 背広衿と前身頃の部分縫 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 9 男袷袴雛形 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 10 袴の部分縫（左・右） （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 11 道行コート角衿部分縫 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 12 比翼部分縫 （神保光子） 1点

JDも01 諸橋光子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

諸橋光子 Ⅲ 13 羽織衿先部分縫 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 14 染物練習 （神保光子） 5枚

諸橋光子 Ⅲ 15 女袴雛形 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 16 衿先の始末 （神保光子） 4点

諸橋光子 Ⅲ 17 女物コートへちま衿部分縫 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 18 洋裁ポケット各種部分縫 （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 19 男物袷羽織袖附の留方 （神保光子） 5点

諸橋光子 Ⅲ 20 ［女着物雛形］ （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 21 ［はこせこ］ （神保光子） 1点

諸橋光子 Ⅲ 22 ［着物見返部分縫］ （神保光子） 1点
「男物ポケット部分縫」の附箋が貼付されているが、誤
りか

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山口秀子 Ⅰ 1 五十嵐力著『新国文学史』 早稲田大学出版部 大正14年9月5日
807頁（冊
子）

製本印刷物
明治45年4月28日初版発行／第7版／「昭和新春
船越秀子」とあり

山口秀子 Ⅰ 2
塩井正男著・大町芳衛補『新古今和歌集
詳解　上』

株式会社　明治書院 大正14年11月25日
699頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年10月28日初版発行／第3版／「船越秀子」
とあり

山口秀子 Ⅰ 3 佐藤球著『大鏡詳解』 株式会社　明治書院 昭和2年2月12日
709頁（冊
子）

製本印刷物 初版／「（父文二郎より）船越秀子」とあり

山口秀子 Ⅰ 4 藤岡作太郎著『国文学史講話』 岩波書店 昭和2年2月23日
454頁（冊
子）

製本印刷物
大正11年1月15日初版発行／第2版／「船越秀子」と
あり

山口秀子 Ⅰ 5 金子元臣著『古今和歌集評釈』 株式会社　明治書院 昭和2年3月30日
1109頁
（冊子）

製本印刷物 初版

山口秀子 Ⅰ 6
佐々木信綱・芳賀矢一校註『萬葉集略解
上』

株式会社　博文館 昭和2年5月25日
748頁（冊
子）

製本印刷物 大正元年9月10日初版発行／第34版

山口秀子 Ⅰ 7 桂湖村講述『十八史略国字解　上』 早稲田大学出版部 昭和3年10月10日
599頁（冊
子）

製本印刷物
大正13年6月5日初版発行／第4版／昭和2～4年頃
文科国文専攻使用教科書

山口秀子 Ⅰ 8 桂湖村講述『十八史略国字解　下』 早稲田大学出版部 昭和3年10月10日
591頁（冊
子）

製本印刷物
大正13年6月5日初版発行／第4版／昭和2～4年頃
文科国文専攻使用教科書

山口秀子 Ⅰ 9 内海弘蔵著『平家物語評釈』 株式会社　明治書院 昭和4年4月15日
748頁（冊
子）

製本印刷物
大正4年9月5日初版発行／第37版／「船越秀子」と
あり

山口秀子 Ⅰ 10 『短歌講座第七巻　歌人評伝篇』 改造社 昭和6年12月20日
512頁（冊
子）

製本印刷物 初版／昭和2～4年頃文科国文専攻使用教科書

山口秀子 Ⅰ 11 『短歌講座第三巻　名歌鑑賞篇』 改造社 昭和7年1月8日
579頁（冊
子）

製本印刷物 初版

山口秀子 Ⅰ 12 『日本文学講座第一巻　日本文学総説』 新潮社 昭和7年1月10日
464頁（冊
子）

製本印刷物 初版

山口秀子 Ⅰ 13 『続俳句講座第六巻　俳画指導篇』 改造社 昭和9年6月20日
263頁（冊
子）

製本印刷物 初版

山口秀子 Ⅰ 14 『続俳句講座第四巻　俳諧書誌篇』 改造社 昭和9年8月20日
398頁（冊
子）

製本印刷物 初版

山口秀子 Ⅰ 15 昭和二十三年三月卒業予定者名簿 宮城県女子専門学校 （昭和23年） 8頁（冊子） 冊子

山口秀子 Ⅰ 16 白楊会名簿
宮城県女子専門学校同窓会
白楊会

昭和33年5月20日
138頁（冊
子）

冊子 山口秀子編集／書込多数

山口秀子 Ⅰ 17 白楊会名簿 白楊会 昭和34年7月20日
80頁（冊
子）

冊子 山口秀子編集／書込多数

JDや01 山口秀子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山口秀子 Ⅰ 18 ［白楊会第27回総会資料］ 白楊会 昭和58年7月3日
10頁（冊
子）

冊子／ステー
プル綴

於仙台市ホテルリッチ

山口秀子 Ⅰ 19 ［白楊会第28回総会資料］ 白楊会 昭和59年7月8日 6頁（冊子）
冊子／ステー
プル綴

於仙台市ホテルリッチ

山口秀子 Ⅰ 20 宮城県第二女子高等学校資料
20頁（冊
子）

電子複写／
冊子／ステー
プル綴

『学友会雑誌』第1号（大正10年12月25日発行）・『会
報』第5号（大正15年12月28日発行）・『会報』第8号
（昭和4年2月29日発行）からの抄録

山口秀子 Ⅰ 21 ［色紙　稿了ぬ］ 天里（飯野哲二） 1枚 「稿了ぬ月に冷ゆく石の面　天里」

山口秀子 Ⅰ 22 ［色紙　蝉塚に］ 天里（飯野哲二） 1枚 「蝉塚に額附く此日秋隣し　天里」

山口秀子 Ⅰ 23 ［短冊　雛まつり］ 文友（加藤文友） 1枚
「雛まつりにきはひぬちにわかれゆくその日ちかしと
おもふ娘らはも　文友」

山口秀子 Ⅰ 24 ［短冊　佐渡おけさ］ 文友（加藤文友） 1枚
「佐渡おけさ砂山のうたきかせたる娘□のくれたる雛
よこのひな　文友」

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山田のぶ子 Ⅱ 1 ［写真　家事実習のあと］ 昭和7年 1枚 家事5回生一年時

山田のぶ子 Ⅱ 2 ［写真　修学旅行東京日光方面］ 昭和9年春 1枚 日光にて、家事5回生

山田のぶ子 Ⅱ 3 ［写真　修学旅行華厳滝前］ 昭和9年春 1枚 家事5回生及び裁縫5回生

山田のぶ子 Ⅱ 4
［写真　宮城県立第二高等女学校での実
習事業］

昭和10年1月12日 1枚

山田のぶ子 Ⅱ 5 ［写真　卒業時］ 昭和10年3月 1枚 家事5回生

整理番号

JDや02 山田のぶ子資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山本春代 Ⅰ 1 竹原常太著『スタンダード和英大辞典』 宝文館 大正14年3月15日
1677頁
（冊子）

製本印刷物 大正13年11月8日初版発行／第13版

山本春代 Ⅰ 2 大林徳太郎著『謡曲と狂言』 桜園書院 大正15年1月30日
124頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和4年度文科国文専攻第一学年次使用教
科書／「国文一年小平春代」とあり／授業プリントあり
／書込多数／

山本春代 Ⅰ 3 北村季吟著『源氏物語湖月抄　第一冊』 文献書院 大正15年3月10日
505頁（冊
子）

製本印刷物
初版発行／昭和4～7年頃文科国文使用教科書／
書込多数／授業メモあり／差出・宛先不明書簡あり

山本春代 Ⅰ 4 大林徳太郎編『頭註　十六夜日記』 六合館 昭和2年2月25日
104頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和4～7年頃文科国文専攻使用教科書／
「小平春代」印あり／授業プリントあり

山本春代 Ⅰ 5 簡野道明編『新修十八史略鈔』 株式会社明治書院 昭和2年11月15日
194頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年8月6日初版発行／訂正発行／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／書込多数

山本春代 Ⅰ 6 関根正直著『校註　更級日記』 株式会社明治書院 昭和2年11月25日
103頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和4～7年頃文科国文専攻使用教科書／
「小平春代」印あり／書込あり

山本春代 Ⅰ 7 内海弘蔵著『校註　徒然草』 株式会社明治書院 昭和3年3月1日
174頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年12月8日初版発行／第7版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／書込多数／「小平春
代」印あり

山本春代 Ⅰ 8 内海弘蔵編『太平記選』 株式会社明治書院 昭和3年3月10日
358頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年1月27日初版発行／第5版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／「宮城県女子専門学
校」とあり／書込あり

山本春代 Ⅰ 9 藤村作編『清少納言枕草子』 至文堂 昭和3年4月5日
229頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和4年度文科国文専攻第一学年次使用教
科書／「国文一年小平春代」とあり／書込多数

山本春代 Ⅰ 10 彌富破摩雄校註『新古今和歌集』 廣文堂 昭和3年4月10日
574頁（冊
子）

製本印刷物
要註国文定本總聚／初版／昭和4～7年頃文科国
文専攻使用教科書／「K.Yamamoto」とあり

山本春代 Ⅰ 11 藤井乙男著『校註　平家物語』 文献書院 昭和3年5月15日
519頁（冊
子）

製本印刷物
昭和3年4月2日初版発行／再版／昭和4年度文科
国文専攻使用教科書／「国文一年小平春代」とあり
／書込あり

山本春代 Ⅰ 12-1 和田英松著『増鏡通解』 株式会社明治書院 昭和3年7月16日
469頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和4～7年頃文科国文使用教科書／書込・
附箋あり／山本昌夫の名刺あり

山本春代 Ⅰ 12-2 ［重松信□書簡］ 重松信□ （昭和27年8月24日） 1通（1枚） 葉書
山本春代宛／近況私信／元はⅠ-に挟み込まれて
いた

山本春代 Ⅰ 13 簡野道明補註『増訂版　補註　論語集註』 株式会社明治書院 昭和3年11月30日
244頁（冊
子）

製本印刷物
大正10年10月28日初版発行／増訂第20版／昭和4
年度文科国文専攻使用教科書／「国文一年小平春
代」とあり

山本春代 Ⅰ 14 ［講義ノート　校註雨月物語］ 小平春代 （昭和3年）
72頁（冊
子）

ノート
昭和3年文科予科古文（大林徳太郎）の講義ノート／
表紙に「校註雨月物語　文科予科　小平春代」とあり

JDや03 山本春代資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山本春代 Ⅰ 15 ［講義ノート　校註徒然草］ 小平春代 （昭和3年頃）
98頁（冊
子）

ノート
昭和3年頃文科予科古文（飯野哲二）の講義ノート／
表紙に「校註徒然草　飯野先生No1序段～87段　文
科予科　小平春代」とあり

山本春代 Ⅰ 16 ［講義ノート　雨月物語・徒然草］ 小平春代 （昭和3～4年）
84頁（冊
子）

ノート
昭和3～4年頃文科予科古文（大林徳太郎／加藤文
友）の講義ノート／表紙に「雨月物語筆記帳　第二号
第三学期　国文予科　小平春代」とあり

山本春代 Ⅰ 17 尾上八郎著『校註　新古今和歌集』 株式会社明治書院 昭和4年2月10日
398頁（冊
子）

製本印刷物
昭和2年4月17日初版発行／第5版／昭和4～7年頃
文科国文専攻使用教科書／書込あり

山本春代 Ⅰ 18 鳥野幸次著『校註　土佐日記』 株式会社明治書院 昭和4年2月25日
99頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年1月19日初版発行／第7版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／書込多数

山本春代 Ⅰ 19
笹川種郎・藤村作・尾上八郎校註『源氏
物語　下巻』

株式会社博文館 昭和4年3月15日
420頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4年2月25日初版発行／再版／「小平」印あり／
書込あり

山本春代 Ⅰ 20 藤村作編『日本永代蔵』 至文堂 昭和4年4月1日
78頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年3月10日初版発行／第7版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／「小平春代」印あり／
書込多数

山本春代 Ⅰ 21 佐藤球著『校註　大鏡』 株式会社明治書院 昭和4年4月5日
304頁（冊
子）

製本印刷物
大正11年3月15日初版発行／第20版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／書込多数

山本春代 Ⅰ 22 宇野哲人補註『古文真宝後集』 株式会社東京開成館 昭和5年3月28日
134頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和5年度文科国文専攻第二学年次使用教
科書／「文科国文専攻第二学年小平春代」とあり／
書込あり

山本春代 Ⅰ 23 次田潤著『校註　古事記』 株式会社明治書院 昭和5年4月1日
273頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年12月15日初版発行／第8版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／授業プリント・メモあり
／「小平春代」印あり／書込あり

山本春代 Ⅰ 24 志田義秀編『俳文学選』 株式会社明治書院 昭和5年4月20日
211頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年12月5日初版発行／「小平春代」印あり／
授業メモあり

山本春代 Ⅰ 25 北村季吟著『源氏物語湖月抄　第二冊』 文献書院 昭和5年5月5日
582頁（冊
子）

製本印刷物
大正15年5月15日発行／第7版／昭和4～7年頃文
科国文専攻使用教科書

山本春代 Ⅰ 26 宇野哲人補註『荀子鈔』 株式会社東京開成館 昭和5年7月24日
158頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和4～7年頃文科国文専攻使用教科書／
「小平春代」印・署名あり

山本春代 Ⅰ 27 簡野道明編『校註　唐詩選』 株式会社明治書院 昭和6年3月1日
205頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4年12月10日初版発行／第5版／昭和4～7年
頃文科国文専攻使用教科書／「小平春代」とあり

山本春代 Ⅰ 28 ［講義ノート　萬葉集］ 小平春代 （昭和6年）
150頁（冊
子）

ノート
昭和6年文科国文専攻第三学年古文（高木尚介）の
講義ノート／表紙に「萬葉集講義　高木講師　文科
三年　小平春代」とあり

山本春代 Ⅰ 29 ［講義ノート　俳文学］ 小平春代 （昭和6年）
140頁（冊
子）

ノート
昭和6年文科国文専攻第三学年古文（飯野哲二）の
講義ノート／表紙に「俳文学講義　飯野教授　国文
科第三学年　KODAIRA」とあり

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山本春代 Ⅰ 30 重松信弘著『近世国学の文学研究』 株式会社風間書房 昭和49年2月24日
332頁（冊
子）

製本印刷物 初版／「謹呈」短冊あり

山本春代 Ⅰ 31 ［色紙　出揃ひし］ 秋邨 1枚
「出揃ひし麦の穂並の風にゆれはつ日にかよふみれ
は悲しも　秋邨」

山本春代 Ⅰ 32 尾山信一著『軌範雨月物語全解』 廣文堂
292頁（冊
子）

製本印刷物
昭和4～7年頃文科国文専攻使用教科書／書込・メ
モあり

山本春代 Ⅰ 33 ［抜刷　源氏物語の心理描写］ 重松信弘
109頁（冊
子）

冊子 『源氏物語の探求』別刷

山本春代 Ⅰ 34 ［講義ノート　太平記］ 小平春代
68頁（冊
子）

冊子

昭和4～6年頃文科国文専攻古文（糸原高礼）の講
義ノート／表紙「太平記　糸原先生　第一号　文科国
文専攻　小平春代」「宮城県女子専門学校　小平春
代」とあり

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

我妻アイ Ⅰ 1 ［絵はがき　向山新校舎落成］ （昭和9年） 8枚 葉書
未使用／校舎全景・校長室・貴賓室・会議室・玄関・
講堂・作法室・廊下・屋上からの風景

我妻アイ Ⅲ 1 ［校章箱］ 1点
木製／箱のみ／裏に「家政科裁縫専攻二回卒　我
妻アイ」とあり

整理番号

JDわ01 我妻アイ資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渡邊岩子 Ⅰ 1 佐保会編『食物調理指導書』 至誠堂 昭和10年4月25日
222頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年12月15日初版発行／第4版／昭和12年度
家政科家事専攻第一学年次使用教科書／「一家
丹野岩子」とあり

渡邊岩子 Ⅰ 2 菱山衡平著『家事衣類整理綱要』 合資会社　文光社 昭和11年6月7日
297頁（冊
子）

製本印刷物
昭和6年9月5日初版発行／第4版／昭和12年度家
政科家事専攻第一学年次使用教科書／「一家　丹
野岩子」とあり

渡邊岩子 Ⅰ 3 造賀常一著『高等家事物理学』 培風館 昭和12年3月10日
383頁（冊
子）

製本印刷物
昭和10年2月18日初版発行／第6版／昭和12～15
年頃家政科家事専攻で使用した教科書／「丹野岩
子」「池田先生」とあり

渡邊岩子 Ⅰ 4 佐保会編『続食物調理指導書』 至誠堂 昭和12年8月20日
223頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11年3月18日初版発行／訂正再版／昭和12～
15年頃家政科家事専攻で使用した教科書／「丹野」
印あり

渡邊岩子 Ⅰ 5 鈴木梅太郎・二国二郎著『栄養化学』 岩波書店 昭和12年10月30日
246頁（冊
子）

製本印刷物
昭和10年4月25日初版発行／第5版／昭和12～15
年頃家政科家事専攻で使用した教科書／「丹野岩
子」とあり

JDわ02 渡邊岩子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渡辺佐紀子 Ⅰ 1
家事教授研究会編『専攻科高等科　家事
衣服論』

合資会社　文光社 昭和14年2月1日
204頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11年1月20日初版発行／第4版／昭和16～18
年頃家事科で使用した教科書／「高橋佐紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 2
女子美術専門学校裁縫研究会著『現代
和服裁縫書　第四巻』

倉持周治商店出版部 昭和15年9月20日
175頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年10月10日初版発行／改訂6版／昭和16～
18年頃家事科で使用した教科書／「高橋佐紀子」と
あり

渡辺佐紀子 Ⅰ 3 成田順著『婦人服学習書』 大成書院 昭和16年4月20日
287頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11年6月30日初版発行／第16版／昭和16～18
年頃家事科で使用した教科書／「高橋佐紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 4
菱山衡平著『最新精説　被服整理十二
講』

創文社 昭和16年9月10日
301頁（冊
子）

製本印刷物
昭和13年9月10日初版発行／第3版／昭和16年度
家事科第一学年次使用教科書／「高橋佐紀子」とあ
り

渡辺佐紀子 Ⅰ 5 ［スクラップ　染色標本］ 高橋佐紀子 （昭和17年） 1冊 冊子
表紙「染色　宮城県女子専門学校　二家松　高橋佐
紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 6 ［板締標本］ 高橋佐紀子 （昭和17年） 1冊 冊子 表紙「板締　二家松　高橋佐紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 7 ポケット標本 高橋佐紀子 （昭和17年） 1冊 冊子 表紙「ポケット標本　二家松　高橋佐紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 8
女子美術専門学校裁縫研究会著『現代
和服裁縫書　第一巻』

倉持周治商店出版部 昭和16年3月25日
287頁（冊
子）

製本印刷物
昭和7年4月13日初版発行／第3版／昭和16～18年
頃家事科で使用した教科書／「高橋佐紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 9
女子美術専門学校裁縫研究会著『現代
和服裁縫書　第二巻』

倉持周治商店出版部 昭和13年5月20日
257頁（冊
子）

製本印刷物
大正13年12月30日初版発行／第6版／昭和16～18
年頃家事科で使用した教科書／「高橋佐紀子」とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 10
女子美術専門学校裁縫研究会著『現代
和服裁縫書　第三巻』

倉持周治商店出版部 昭和13年12月28日
261頁（冊
子）

製本印刷物
大正14年6月30日初版発行／改訂第6版／昭和16
～18年頃家事科で使用した教科書／「高橋佐紀子」
とあり

渡辺佐紀子 Ⅰ 11 青少年学徒ニ賜ハリタル勅語 1枚 裏に「高橋佐紀子」とあり

JDわ03 渡辺佐紀子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渡部孝 Ⅰ 1 源元公子著『女子手習かがみ』 長楽会出版部 昭和16年1月10日 1冊 製本印刷物
昭和15年11月20日初版発行／再版／昭和14～16
年頃文科本科国文専攻使用教科書／「渡辺孝」とあ
り

渡部孝 Ⅰ 2
藤田民次著『常用漢字二千字文　草書
篇』

紫雲書道会 昭和16年6月30日
62頁（冊
子）

製本印刷物
初版／昭和14～16年頃文科本科国文専攻使用教
科書／「三国　渡辺孝子　17.7.6」とあり

JDわ04 渡部孝資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渡辺のぶ子 Ⅰ 1
Roy J.Cook著『One Hundred and One
Famous Poems』

The Cable Company 1929年
186頁（冊
子）

製本印刷物
昭和9～13年頃文科本科英文専攻で使用した教科
書／「渡辺」印あり

渡辺のぶ子 Ⅰ 2 A.J.Merson著『LIGHTER ESSAYS』 Longmans,Green And Co. 1935年
192頁（冊
子）

製本印刷物
昭和9～13年頃文科本科英文専攻で使用した教科
書／「渡辺」印あり

渡辺のぶ子 Ⅰ 3
山本與吉・山本外吉著『Culture and
Anarchy』

開隆堂書店 昭和11年4月12日
179頁（冊
子）

製本印刷物
昭和9年3月10日初版発行／再版／Matthew Arnold
原著／昭和9～13年頃文科本科英文専攻で使用し
た教科書／「渡辺」印あり／表紙破損

渡辺のぶ子 Ⅰ 4
William Henry Hudson著『AN OUTLINE
HISTORY OF ENGLISH LITERATURE』

G.BELL AND SONS,LTD 1936年
344頁（冊
子）

製本印刷物
1912年初版／昭和9～13年頃文科本科英文専攻で
使用した教科書／「渡辺」印あり／表紙破損

渡辺のぶ子 Ⅰ 5
竹友虎雄著『LONGER ENGLISH
POEMS』

東京研究社
368頁（冊
子）

製本印刷物
研究者英文学叢書／昭和9～13年頃文科本科英文
専攻で使用した教科書／「渡辺」印あり／表紙破損

渡辺のぶ子 Ⅰ 6 ［授業プリント　生物］ 18枚 「生物のプリント　佐藤貞子」とあり／印刷物

渡辺のぶ子 Ⅰ 7 ［メモ　詩文及び楽譜］ 4枚 ステープル綴
詩文3枚（タイトル未詳）及び「Silenｔ Night,Holy
Night」楽譜

渡辺のぶ子 Ⅰ 8 ［英詩綴］ 3枚 ステープル綴
「Into Japanese」・J.Galsworthy「A Stoic」・Hugh
Walpole「Jeremy And Hamlet,ch.Ⅸ.ⅳ.」／印刷物

JDわ05 渡辺のぶ子資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渡辺りきえ Ⅱ 1 ［写真　卒業式］ 昭和9年3月 1枚 昭和8年度文科第6回家政科第4回卒業生集合写真

渡辺りきえ Ⅱ 2 ［写真　卒業式］ 昭和13年3月 1枚 昭和12年度卒業生集合写真

渡辺りきえ Ⅱ 3 ［写真　華道部］ 1枚

渡辺りきえ Ⅱ 4 ［写真　護国神社の基礎石運び］ （昭和15年） 1枚
裏に「護国神社の基礎石運び。仙台市内、小・中・
高・専門学校・大学校生徒全員で行う。」とあり

渡辺りきえ Ⅱ 5 ［写真　卒業式ヵ］ 1枚

渡辺りきえ Ⅱ 6 ［写真　卒業式ヵ］ 1枚

JDわ06 渡辺りきえ資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

同窓会収集 Ⅰ 1
東京和服裁縫研究会編『実用裁縫小物
集』

梅津書店 大正10年1月20日
326頁（冊
子）

製本印刷物
／和綴

大正9年10月15日初版発行／再版／宮城県女子専
門学校校友会図書部の受入印及び貸出カードあり

同窓会収集 Ⅰ 2
市河三喜著『A NEW CONCISE
GRAMMAR　PART2』

株式会社三省堂 大正15年1月9日
177頁（冊
子）

製本印刷物
大正6年10月31日初版発行／修正第5版／「佐藤」
印あり／書込多数

同窓会収集 Ⅰ 3 ［三矢英松・三木宗太郎書簡（複製）］
宮城県女子専門学校校長三
矢英松・後援会長三木宗太
郎

昭和10年4月27日 1枚 電子複写
秋葉順宛／工事の遅れ及び昨年の例外凶作により
新校舎落成式中止につき／封書（複製）あり

同窓会収集 Ⅰ 4 ［裁縫科教授要目（複製）］ （昭和10年頃） 1枚 電子複写 家政科第三学年裁縫専攻

同窓会収集 Ⅰ 5 昭和十四年度入学志願者心得 宮城県女子専門学校 （昭和14年） 2枚 ステープル綴

同窓会収集 Ⅰ 6
［昭和十四年度合格者注意事項等（複
製）］

宮城県女子専門学校 （昭和14年） 6枚
ステープル綴
／電子複写

昭和十四年度合格者注意事項・昭和十四年度無試
験銓衡受験者心得・宮城県女子専門学校父兄会々
則・家事科第一学年裁縫教授細目第一学期分・講
習証書（夏期講習会）／講習証書は山口東（昭和16
年卒業家事科第12回生）宛

同窓会収集 Ⅰ 7 校訓 宮城県女子専門学校 昭和15年11月23日 1枚 印刷物

同窓会収集 Ⅰ 8
福原麟太郎註釈『JOHNSON'S THE
LIFE OF MILTON』

研究社出版株式会社 昭和24年12月10日
185頁（冊
子）

製本印刷物 初版／研究社英米文学叢書

同窓会収集 Ⅰ 9 ［清水源太郎・高柳真三書簡］

旧宮城県女子専門学校戦災
復興教育更新後援会理事長
清水源太郎・旧宮城県女子
専門学校校長高柳真三

昭和26年8月 1枚 絵葉書
渡辺孝喜宛／宮城女専記念碑建立につき／記念碑
の写真絵はがき

同窓会収集 Ⅰ 10 短冊帖 1冊 折本 短冊を綴じ込んだ帖／作者「天津二」は飯野哲二か

同窓会収集 Ⅰ 11 ［短冊　あやめ草］ 1枚 短冊 「あやめ草足に結（は）ん草鞋の緒」／芭蕉の俳句

同窓会収集 Ⅰ 12 ［短冊　俤や］ 1枚 短冊 「俤や姨ひとりなく月の友」／芭蕉の俳句

同窓会収集 Ⅰ 13 ［短冊　風流の］ 1枚 短冊 「風流の初めやおくの田植うた」／芭蕉の俳句

同窓会収集 Ⅰ 14 ［短冊　萩揺るる（複製）］ 三矢蝉影（英松） 1枚 電子複写
「宮城女専校長□風光　萩揺るるサイレンにゆるる山
の女黌　蝉影」

同窓会収集 Ⅰ 15 ［校歌・校旗・校舎］ 1枚 校歌及び校旗・校舎写真の印刷物

JD9999 女専同窓会収集資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

同窓会収集 Ⅱ 1 ［写真絵はがき　女専向山校舎］ 5枚 葉書 未使用

同窓会収集 Ⅱ 2 ［写真パネル　調理実習］ 1枚

同窓会収集 Ⅲ 1 ［栞　女専向山校舎全景］ 千石写真研究所 1枚
向山校舎新築移転記念／向山校舎全景写真を印刷
した栞か

同窓会収集 Ⅲ 2 ［手拭い］ 宮城県女子専門学校同窓会 1枚
萩をモチーフにしたデザイン／「宮城県女子専門学
校」とあり

同窓会収集 Ⅲ 3 ［文箱］ 桜会 1点 内側に「和顔愛語　桜会」とあり

整理番号


