
タイトル 作成年代 数量 形態 作成者 概要 マイクロリール
No.

備考

忠愛寮 Ⅰ 1-1 ［忠愛寮日誌／大正五年］ 大正5年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／警醒社書店「大正五年吾家之歴史」使
用／表紙部分欠落

YE3-1(0004)

忠愛寮 Ⅰ 1-2 ［忠愛寮日誌／大正十年］ 大正10年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／警醒社書店「大正十年吾家之歴史」使
用

YE3-1(0336)

忠愛寮 Ⅰ 1-3 ［忠愛寮日誌／大正十三年］ 大正13年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／警醒社書店「大正十三年吾家之歴史」
使用

YE3-1(0591)

忠愛寮 Ⅰ 1-4 ［忠愛寮日誌／大正十四年］ 大正14年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／警醒社書店「大正十四年吾家之歴史」
使用

YE3-1(0779)

忠愛寮 Ⅰ 1-5 ［忠愛寮日誌／大正十五年］ 大正15年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／警醒社書店「大正十五年吾家之歴史」
使用

YE3-2(0004)

忠愛寮 Ⅰ 1-6 ［忠愛寮日誌／昭和二年］ 昭和2年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／博文館「昭和二年当用日記」使用／
「忠愛之友倶楽部印」

YE3-2(0245)

忠愛寮 Ⅰ 1-7 ［忠愛寮日誌／昭和三年］ 昭和3年1月1日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／博文館「昭和三年当用日記」使用 YE3-2(0515)

忠愛寮 Ⅰ 1-8 ［忠愛寮日誌／昭和七年］ 昭和7年1月11日～12月31日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／博文館「昭和七年当用日記」使用 YE3-2(0768)

忠愛寮 Ⅰ 1-9 ［忠愛寮日誌／昭和八年］ 昭和8年1月1日～12月22日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／博文館「昭和八年当用日記」使用 YE3-3(0004)

忠愛寮 Ⅰ 1-10 ［忠愛寮日誌／昭和十三年］ 昭和13年1月15日～12月16日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／博文館「昭和十三年当用日記」使用／
一部欠落あり

YE3-3(0259)

忠愛寮 Ⅰ 1-11 ［忠愛寮日誌／昭和十四年］ 昭和14年1月14日～12月29日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／三省堂「昭和十四年当用日記」使用 YE3-3(0371)

忠愛寮 Ⅰ 1-12 ［忠愛寮日誌／昭和十六年］ 昭和16年1月29日～6月24日 1冊 冊子(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／「第二高等学校」用ノート使用 YE3-3(0597)

忠愛寮 Ⅰ 1-13 ［忠愛寮日誌／昭和十六年］ 昭和16年6月25日～12月8日 1冊 冊子(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／大学ノート使用 YE3-3(0646)

忠愛寮 Ⅰ 1-14 ［忠愛寮日誌／昭和十七年］ 昭和17年1月1日～12月26日 1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／博文館「昭和十七年当用日記」使用／
函入

YE3-3(0700)

忠愛寮 Ⅰ 1-15 ［忠愛寮日誌／昭和十八年］ 昭和18年4月1日～昭和19年2
月19日

1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／「日記」使用 YE3-3(0946)

忠愛寮 Ⅰ 1-16 ［忠愛寮日誌／昭和十九年～二十一
年］

昭和19年9月2日～昭和21年3
月25日

1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮 忠愛寮生の日誌／「備忘日記」使用 YE3-4(0004)

忠愛寮 Ⅰ 2-1 ［庶務幹事日誌］ 昭和2年6月20日～昭和8年4
月13日

1冊 冊子(ノート) 忠愛寮庶務幹
事

忠愛寮庶務幹事の日誌／大学ノート使用／破損大 YE3-4(0153)

忠愛寮 Ⅰ 2-2 ［庶務幹事日誌］ 昭和8年4月14日～昭和15年5
月1日

1冊 冊子(ノート) 忠愛寮庶務幹
事

忠愛寮庶務幹事の日誌／大学ノート使用 YE3-4(0255)

忠愛寮 Ⅰ 2-3 ［庶務幹事日誌］ 昭和18年4月5日～昭和22年
11月15日

1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛寮庶務幹
事

忠愛寮庶務幹事の日誌／「日記」使用 YE3-4(0467)

忠愛寮 Ⅰ 3 ［特別会計日誌］ 昭和13年10月8日～昭和23年
7月23日

1冊 製本印刷物(ノート) 忠愛之友倶楽
部

忠愛之友倶楽部の運営・会計などの日誌／「忠愛之友倶
楽部印」

YE3-4(0564)

忠愛寮 Ⅰ 4 日本基督教青年会東北部会記録／
大正十三年五月

大正13年5月～昭和15年6月 1冊 冊子 日本基督教青年会東北部会の式次第・決議事項など YE3-4(0651)

Ⅰ日誌、記録類

第二高等学校　忠愛之友倶楽部文書目録
整理番号
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忠愛寮 Ⅱ 1 『忠愛之友倶楽部十年小歴史』 （明治34年） 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛寮史・沿革・会員名簿・永眠会員の略歴など／印刷物
／書き込みあり／「二高忠愛之友倶楽部幹事印」

YE3-4(0744)

忠愛寮 Ⅱ 2 『忠愛之友倶楽部廿年誌』 明治44年6月12日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛寮史・会員名簿など／印刷物／「二高忠愛之友倶楽
部幹事印」

YE3-4(0773)

忠愛寮 Ⅱ 3 『忠愛之友倶楽部二十五年史』 大正5年5月4日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛之友倶楽部の規則・歴史・会員名簿や寄稿／「二高
忠愛之友倶楽部幹事印」／「佐藤」の書き込み

YE3-4(0867)

忠愛寮 Ⅱ 4 『二高忠愛之友倶楽部三十年誌』 大正10年7月15日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

三十年祭記念写真・忠愛之友倶楽部の歴史・会員名簿・
寄稿など／印刷物

YE3-4(0935)

忠愛寮 Ⅱ 5-1 『二高忠愛之友倶楽部四拾年誌』 昭和5年9月1日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛之友倶楽部の歴史・二高忠愛之友倶楽部創立四十
年記念祭記録・倶楽部寄宿舎移転問題経過報告・会員名
簿など／印刷物／奥付部分破損

YE3-4(0997)

忠愛寮 Ⅱ 5-2 『二高忠愛之友倶楽部四拾年誌』 昭和5年9月1日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛之友倶楽部の歴史・二高忠愛之友倶楽部創立四十
年記念祭記録・倶楽部寄宿舎移転問題経過報告・会員名
簿など／印刷物／改めて綴じ直したものか

忠愛寮 Ⅱ 6-1 『忠愛之友倶楽部五十周年記念誌』 昭和16年1月25日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛之友倶楽部の歴史（～昭和13年）・寄稿・五十周年記
念式典報告・会員氏名など／印刷物

YE3-4(1043)

忠愛寮 Ⅱ 6-2 『忠愛之友倶楽部五十周年記念誌』 昭和16年1月25日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

忠愛之友倶楽部の歴史（～昭和13年）・寄稿・五十周年記
念式典報告・会員氏名など／印刷物／表紙部破損／「斉
藤勇」とあり

忠愛寮 Ⅱ 7 『忠愛之友倶楽部・忠愛寮五十年以
向史』

昭和63年9月30日 1冊 冊子 忠愛之友倶楽
部

昭和14年～昭和24年までの忠愛寮史・仙台ＹＭＣＡとの
関係について／印刷物

忠愛寮 Ⅲ 1 ［アルバム　忠愛之友倶楽部記念帖］ 明治26年～昭和15年 1冊 忠愛之友倶楽
部

忠愛寮 Ⅲ 2 ［アルバム　忠愛之友倶楽部記念帖］ 明治29年～昭和11年 1冊 忠愛之友倶楽
部

忠愛寮 Ⅳ 1 ［印章　二高忠愛之友倶楽部］ 1点 忠愛之友倶楽
部

忠愛寮 Ⅳ 2 ［印章　忠愛之友倶楽部之印］ 1点 忠愛之友倶楽
部

忠愛寮 Ⅳ 3 ［印章　二高忠愛寮寮祭五十七周年
記念］

昭和22年10月25日 1点 忠愛之友倶楽
部

Ⅲ　写真、アルバム

Ⅱ　記念誌

整理番号

Ⅳ　その他


