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整理番号 資料群名 二高在学・在職歴数量 資料群の概要 作成年代

NDあ01 浅野晃収集資料 1950年卒業 18点
入学許可通知書や絵はがき、二高生が食糧増産奉仕として南郷村へ行った際の関連資
料など。浅野氏が同窓会員から収集した資料。

1906年～1976年

NDあ02 天野登一郎資料 1912年卒業 1点 卒業証書。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。 1912年

NDあ03 阿部昭治資料 1947年卒業 5点 二高第10代校長の野口明からの年賀状。1987年11月本人より受贈。 1969年～1977年

NDあ04 阿部新一資料 1921年卒業 1点 卒業アルバム。1989年2月受贈。 1921年

NDあ05 阿部末吉資料 1917年卒業 7点
阿部末吉の使用した数学の教科書や、二高柔道部や相撲部の手拭など。遺族より受
贈。

1899年、1910年代後半、1940年代
後半

NDあ06 阿部照衛資料 1947年卒業 20点 二高在学中の写真。2001年11月本人より受贈。 1944～47年頃

NDい01 伊藤利平資料 1950年卒業 1点 第二高等学校歌集。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。 1944年

NDい02 石田芳穂資料 1936年卒業 2点
二高入学時の入学許可書、東北帝国大学法文学部の入学許可に関する資料。1986年
10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1933年～1936年

NDい03 池田脩三資料 1927年卒業 1点
二高時代の写真を複製したアルバム。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会
経由で受贈。

1923年～1927年

NDい04 伊藤高関係資料 1939年卒業 1点
昭和18年9月海軍中尉として割腹自決した伊藤氏の関係資料を、５５回忌に際して同級
生が集成したもの。葬儀の際の弔辞や関連記事等。1998年9月同級会（二高14年会）よ
り受贈。

1943年～1988年

NDい05 石渡信太郎資料
1897年卒業
二高同窓会幹事
長

56点
学生時代の写真や卒業証書、同窓会幹事長として受け取った戦時下の二高の状況に関
する阿刀田校長の書簡、二高端艇部部員からの書簡・写真など。2001年9月以降遺族よ
り受贈。

1936年～1952年

NDい06 石幡貞吉資料 1894年在籍 3点 明治27年の日誌の複製。2006年8月桑折町史編纂室の原本を複写したものを受贈。 1894年

NDい07 石川昌一資料 1943年卒業 1点 二高の「生徒必携」 1942年～1945年

NDう01 上中省三資料 1928年卒業 2点
1927年6月の校長排斥ストライキ事件関連資料（新聞切抜、校長弾劾理由書の複製）。
1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1927年
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NDう02 植松時雄資料 1927年卒業 9点
記念メダル（新校舎落成記念、尚志会三十年祭記念各部大会優勝記念等）。1986年10
月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1924年～1927年

NDう03 宇田尚資料
1950年卒業
東北大教授

22点
二高・東北大学理学部の入学通知書、卒業証書、徽章や在学中のコンサートパンフレッ
トや写真など学生生活に関わるもの。1994年3月以降数度にわたり本人より受贈。

1947年～1979年

NDう04 梅住剛資料 1934年卒業 26点
主に二高端艇部選手遭難事件の関係資料（新聞切抜、書簡、写真）。2006年8月同窓会
事務局を通じ受贈。

1933年～1942年

NDう05 内海一男資料 1点
昭和9年12月二高端艇部員遭難事件の際、捜索活動に参加したことへの感謝状。同窓
会事務局を通じ受贈。

1934年

NDう06 内田隆資料

1904年卒業
台湾総督府殖産
局長・秋田県知
事・八幡市長

19点
尚志会歌作詞関係／Die Biene Maja und ihre Abenteuer（ボンゼルス著）の邦訳『まあ
や』翻訳出版関係／「台湾の歌」関係ほか。1995年5月ニ高同窓会事務局を通じ遺族か
ら受贈。

1904年～1951年

NDえ01 遠藤好郎資料 1940年卒業 15点
絵はがきなどの明善寮関係資料、二高の英語の授業で使用された教科書など。1986年
10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1938年～1943年

NDお01 奥野正和資料 1940年卒業 18点
帽章・組章や教科書、戦没者慰霊祭関係、生活実態調査報告など多様な学生生活資
料。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1937年～1949年

NDお02 王徳祥資料 1945年卒業 1点
第二高等学校百周年記念に寄せた書幅。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同
窓会経由で受贈。

1986年

NDお03 岡野実資料 1913年卒業 1点
岡野実氏が発起人の一人を務めた「仙台日華学友会」の会章。1986年10月二高創立百
周年史料展に際し本人から同窓会経由で受贈。

1913年

NDお04 小沢正元資料 1922年卒業 7点
端艇部関係の新聞記事切抜や、尚志会理事を務めたことへの表彰状など。1986年10月
二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1921年～1922年

NDお05 大村光晴資料
1930年入学（中
退）

24点
二高への入学手続資料（合格通知電報・入学式案内状など）二高出身戦没者慰霊祭の
記録など。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1929年～1961年

NDお06 大庄司清喜資料 1909年卒業 4点
大正15年10月の二高新校舎落成式の式次第や結了報告のほか、阿刀田令造からの年
頭の挨拶など。1996年10月ニ高創立1110周年記念史料展に際し受贈。

1926年、
1938年～1939年

NDお07 小田喜作資料 1902年卒業 4点
二高在学中の記念写真。土井晩翠欧州留学壮行記念、粟野健次郎課外授業写真など。
裏面に書き込み。

1901～1902年

NDお08 大森昊資料 1919年卒業 1点 大正八年卒業アルバム。2006年11月大森祐一氏より受贈。 1919年

NDか01 河村正雄資料 1924年卒業 1点 卒業記念アルバム。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。 1924年

NDか02 叶公資料 1943年卒業 1点
昭和17年二高端艇部のインターハイに出場記録。1986年10月二高創立百周年史料展に
際し同窓会経由で受贈

1942年



NDか03 鎌田義郎資料 1940年卒業 12点
端艇部関係資料（艇長心得、選手から贈られた血書、対部レース記手拭など。1986年10
月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1937年～1955年

NDか04 菅野誠資料 1933年卒業 4点
明善寮のアルバム3冊、二高の制服上衣のボタン。1986年10月二高創立百周年史料展
に際し同窓会経由で受贈。

1930年～1933年頃

NDか05 川浪守三郎資料 1911年卒業 3点
1910年一高対二高の柔剣道試合写真。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓
会経由で受贈。

1910年

NDか06 菅野俊六資料 1943年卒業 8点 高時代の教科書（英語、独語、物理、数学）。1995年5月本人より受贈。 1937年～1942年

NDか07 加藤陸奥雄資料
1932年卒業
東北大教授・学長

2点 尚志会名誉章や尚志会科学寮のメダル。1996年8月本人より受贈。 1932年

NDか08 菅野卓治資料
1933年卒業
東北大教授

1点 二高道交会関係の写真の複製を集めたアルバム。1996年10月本人より受贈。 1896年～1993年

NDか09 上西太郎資料 1942年卒業 2点
明善寮創立記念祭手拭い、姓名と蜂章が書かれた木札。2006年8月同窓会事務局を通
じ受贈。

1939年

NDか10 片岡武資料 1930年卒業 9点
昭和9年松島湾での遭難事件に関連した、事件以前の霽風号や、事件後の十英霊碑建
造式典などの写真。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。

1934年

NDか11 片平成章資料 1943年卒業 3点
二高在学中の歴史（日本史）・西洋史の講義ノート。2006年8月同窓会事務局を通じ本人
より受贈。

1941年～1943年

NDき01
亀卦川守収集資
料

1940年卒業 3点
明治23年～明治26年までの第二高等中学校の在籍全生徒の成績表。1974年7月本人よ
り受贈。

1890年～1893年

NDき02 北村幸夫資料 1点 二高端艇部員遭難事件の校葬を行った際の記念絵はがき。1984年5月本人より受贈。 1935年

NDき03 亀卦川浩資料 1916年卒業 4点
雑誌部委員委嘱の辞令や修学旅行証明書、亀卦川浩の父・亀卦川国年宛の土井林吉
（晩翠）書簡。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1904年頃～1945年

NDき04 北川光二郎資料 1925年卒業 2点
石巻二高会の寄せ書きと阿刀田令造校長などとの懇親会の際に撮られた写真。1986年
10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1940年

NDき05 木村住雄資料 1947年卒業 2点 二高尚志会柔道部のメダル、二高の蜂章バックル。1995年以降本人より受贈。 1944年

NDき06 北郷謙二資料 1936年卒業 11点
二高合格通知、対部レース優勝記念寄せ書き、蜂章入り表札など。2000年10月遺族より
受贈。

1933～39年

NDく01 汲川友保資料 1949年卒業 3点
明善寮関係資料（明善寮委員長印と明善寮綱領）。1986年10月二高創立百周年史料展
に際し同窓会経由で受贈。

1925年頃



NDく02 熊谷彰穂資料 1928年卒業 1点 新天流免許。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。 1925年

NDく03
日下部甲太郎資
料

1947年卒業 1点 蜂章のベルト用バックル。2001年9月木村住雄氏を通じ本人より受贈。 1944年以前

NDく04 桑島真次資料 1927年卒業 9点 二高卒業アルバムおよび東北帝大医学部での受講ノート等。2002年3月遺族より受贈。 1924年～30年

NDく05 栗原健資料 1942年卒業 2点
皇紀二六〇〇年を記念したバッジと護国尚志会結成記念の印刷物。2006年8月同窓会
事務局を通じ受贈。

1940年～1941年

NDこ01 古関吉雄資料 1927年卒業 2点
二高教授・岡澤鉦治の授業用教科書2冊。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同
窓会経由で受贈。

1907年～1908年

NDこ02 小山寿一資料 1944年卒業 26点
入学手続資料、身分証明書、図書閲覧票、教科書、軍事教練教科書など。1986年10月
二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1889年／1939年～1944年

NDこ03
小林清治収集資
料

1943年卒業 1点 1913年の秋期発火演習を記念して作られた絵はがき。1991年本人より受贈。 1913年

NDこ04
小島敏夫寄贈資
料

1950年卒業 1点 小島氏が入手した粟野健次郎の書幅。1997年8月本人より受贈。 1932年

NDこ05 小関清隆資料 1938年卒業 1点 明善寮創立29周記念絵はがき。2001年4月受贈。 1936年

NDこ06 小林浩一資料
1942年卒業
東大教授

１点 科学部の部員表彰状。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1942年

NDさ01 桜井保之助資料 1936年卒業 6点
阿波研造の遺稿を筆写したものなど二高弓道部関係資料。1986年10月二高創立百周年
史料展に際し同窓会経由で受贈。

1896年～1993年

NDさ02 斉藤作之助資料 1919年卒業 5点
宮城野会や二高ゴルフ会など二高同窓生組織の資料。1986年10月二高創立百周年史
料展に際し同窓会経由で受贈。

1952年～1969年

NDさ03
佐々木梗寄贈資
料

7点
二高英法文会や道交会の会員名簿、第二高等学校開校25周年記念誌や二高歌集等。
1993年9月受贈。

1901年～1952年

NDさ04 佐藤剛彦資料 1939年卒業 2点
昭和13年のインターハイに出場する二高端艇部選手に向けて贈った壮行の辞等。1996
年4月以降数度にわたり受贈。

1936年～1938年

NDさ05
佐藤憲夫寄贈資
料

元東北大学職員 1点 二高陸上競技部のバックル。2000年3月受贈。 1933年

NDし01 重原慶信資料
1908年卒業
松本高等学校教
授

3点
重原の卒業証書、松本高校での授業をまとめた著書。1986年10月二高創立百周年史料
展に際し同窓会経由で受贈。

1908年、1930年～1936年



NDし02 渋田八郎資料 1929年卒業 9点
二高入学許可通知書、東北帝国大学医学部教授たちの書簡等。1986年10月二高創立
百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1925～1951年

NDし03 柴生田豊資料 1944年卒業 20点
二高端艇部関係（図南会会報や十志寮の日誌、松島遭難事件関係のスクラップなど）。
1997年10月以降数度にわたり本人から受贈。

1930年～1983年

NDし04 柴田文平資料 1914年卒業 12点 卒業アルバム、二高唱歌集等。1998年10月同窓会事務局を通じ遺族より受贈。 1914年～1935年

NDし05 柴田穣収集資料 1949年卒業 4点
友人所蔵の資料をコピーしたもの（昭和20年前後の入学試験関係、護国尚志会関係）。
2000年7月受贈。

1944年～1945年

NDし06 下鶴大輔資料
1944年卒業
東大教授

5点 第二高等学校に入学する際の書類や通知。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1942年

NDし07 嶋村匡俊資料 1950年卒業 1点 第二高等学校在学時の身分証明書複製です。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1949年

NDし08 白戸孝資料 1950年卒業 2点 蜂章のベルト用バックルとバッジ。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1947～50年頃

NDす01 菅原光男資料 1948年卒業 13点
入学に関する資料、在学中の日記複製（昭和20年）等。1986年10月二高創立百周年史
料展に際し同窓会経由で受贈。

1944年～1946年

NDす02 菅野貞雄資料
1926年卒業
富山大教授

4点
二高の帽章や制服上衣のボタン、大正13年一・二高合同柔道夏稽古の記念メダル。
1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1924～1926年

NDす03 鈴木康平資料 1919年卒業 1点
1917年卒業生送別会の際に撮影された写真。1986年10月二高創立百周年史料展に際
し同窓会経由で受贈。

1917年

NDす04 鈴木主計資料 1918年卒業 10点
学生時代や卒業後に福島二高会で集まった際の写真、二高創立50周年記念事業配布
資料など。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1915年～1944年

NDす05 鈴木典夫資料 1948年卒業 3点
1947年の第18回部レース出場選手が記載された配布パンフレットなど。1986年10月二高
創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1947年

NDす06 須藤素資料 1903年卒業 5点
明治期の二高生やボート選手の集合写真（台紙付写真）。2006年8月同窓会事務局を通
じ受贈。

1900年～1903年

NDせ01 関野完雄資料 1905年卒業 4点 明治期の二高生やボート選手の集合写真（台紙付写真）.1994年10月遺族より受贈。 1905年

NDた01 田中五郎資料 1925年卒業 8点
卒業アルバム、二高の校歌や応援歌の楽譜など。1986年10月二高創立百周年史料展
に際し受贈。

1925年～1952年

NDた02 玉手英典資料 1934年卒業 4点
入学時に二高より配布された書類の複製（入学式案内、学資概算表等）。1986年10月二
高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1931年



NDた03 玉虫孝郎資料 1950年卒業 6点
玉虫が二高時代に使用した仏語の教科書6冊。1986年10月二高創立百周年史料展に際
し同窓会経由で受贈。

1947年～1949年

NDた04
高橋佐門収集資
料

1938年卒業 99点
二高史に関する調査の過程で高橋氏が収集した資料。高等中学校設置趣意書、絵はが
き、応援歌の歌詞、回顧録・原稿・聞き取りメモ等。1986年10月二高創立百周年史料展
に際し同窓会経由で受贈。

1886年～1984年

NDた05 高橋勇郎資料 1943年卒業 3点
1938年頃の二高関係写真。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受
贈。

1938年～1943年

NDた06 田名部繁資料 1926年卒業 11点
二高時代・東北帝国大学在学中の写真アルバム類、登山史に関する深野稔生からの書
簡など。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1926年～1980年

NDた07 立川平資料 1913年卒業 1点
立川宛の登張信一郎書簡（軸装）。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経
由で受贈。

1933年

NDた08 俵隆治寄贈資料 11点 土井晩翠書幅。

NDた09 田中正夫資料 1899年卒業 7点
二高・東京帝大卒業証書・履歴書の複製など履歴資料、卒業後に二高へ寄贈した標本
に対する校長の礼状など。1996年10月田中清資料とともに遺族より受贈。

1899年～1907年

NDた10 田中清資料 1936年卒業 4点
入学許可書および卒業証書、柔道に関する写真や表彰状。1996年10月田m中正夫資料
とともに遺族から受贈。

1933年～1936年

NDた11 玉手英四郎資料 1940年卒業 4点 二高五十周年記念、道交寮、対部レース等の記念メダル。2001年10月本人から受贈。 1937～40年

NDた12 高村庄太郎資料 1909年卒業 26点
卒業証書、表彰状と二高時代の出納帳、写真類、バッヂ。2006年8月同窓会事務局を通
じ受贈。

1906年～1909年／1937年

NDた13 武野良仁資料 1947年卒業 4点
合格通知、入学許可証、成績表、学生生活の様子について二高教授柏倉俊三からの父
親宛書簡など。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。

1944年～1945年

NDち01 千葉茂男資料 1948年卒業 2点
入学許可書および千葉がデザインした二高創立60周年記念スタンプ印。1986年10月二
高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1945年～1947年

NDつ01 鶴田均二資料 1932年卒業 3点 土井晩翠の講義風景や、福島市内での二高生徒行軍の際の写真 1929年～1932年

NDて01 手島典夫資料 1点 二高弓道会会報。1983年12月以降受贈。 1940年

NDと01 利根川捷一資料 1927年卒業 1点 校内対抗ボート競技会の時の記念写真。1995年7月遺族より受贈。 1927年頃

NDな01 永井準一郎資料
1904年卒業
千葉市長

3点
永井準一郎が寄稿した1903年の二高端艇部遭難事件についての回顧文や書簡文面の
掲載された雑誌3冊

1903年、1941年



NDな02 中根一夫資料 1924年卒業 1点
登張信一郎のドイツ語の授業で使われたドイツ語辞書。1986年10月二高創立百周年史
料展に際し同窓会経由で受贈。

1918年

NDな03 長崎寿志資料 1948年卒業 1点
1946年の第二高等学校文化祭プログラムの複製。1986年10月二高創立百周年史料展
に際し同窓会経由で受贈。

1946年

NDな04 長塚和郎資料 1945年卒業 2点 台原明善寮第の室名札と、明善寮創立37周年記念絵はがき 1943年

NDな05 永井陽資料 1940年卒業 1点 永井が二高時代につけていた日記の抜粋。1997年12月受贈。 1937年

NDな06 中山忠三郎資料 1913年卒業 1点 物理学の講義ノートを製本したもの。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1911年～1913年

NDな07 鍋島盛太郎資料 8点
野口明から鍋島へのはがき。すべてに野口明の肉筆画が描かれている。2006年8月同
窓会事務局を通じ受贈。

1946年～1949年

NDに01
新妻二郎寄贈資
料

1928年文科卒業 1点
新妻氏が入手した粟野健次郎の書幅。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓
会経由で受贈。

NDに02 西田福三資料 1918年卒業 1点 大正五年度の尚志会写真帖（アルバム）。1989年4月受贈 1917年

NDに03 西澤潤一資料 1945年卒業 19点
二高入学時の配付資料（入学者父兄に対する注意事項、新入生徒に対する訓示等）お
よび寮歌祭関係。1993年6月本人より受贈。

1942年～1996年

NDに04 西良臣関係資料 1928年入学 １点
二高在学中スケート事故で死亡した故西良臣を追悼するために級友が作製したアルバ
ム。1996年11月受贈。

1928年～1930年

NDの01 野間忠蔵資料 1925年卒業 123点
陸上部関係資料（日誌類等）、講義受講ノート、絵葉書・メダル類および同窓会関係資
料。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1919年～1986年

NDの02 野口元資料 1933年卒業 2点
二高八蜂会会合時の檄文、二高絵はがきのアルバム。2006年8月同窓会事務局を通じ
受贈。

1933年

NDの03 野口泰雄資料 1932年卒業 13点 二高関係のメダル類。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1929年～1931年

NDは01 八田龍太郎資料 1933年卒業 10点
二高関係のバッジやメダル、大正期の二高端艇関係の写真整理したアルバムなど。
1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1930～1933年、1947年、1995年

NDは02 濱田静亮資料 1947年卒業 5点
卒業証書、卒業時に野口明から贈られた短冊、後年、柏倉俊三から贈られた短冊など。
1996年二高110周年記念史料展に際し同窓会事務局経由で受贈。

1912年

NDは03 畠中喜善資料
1887年医学部卒
業

1点 第二高等中学校学年成績表。2006年遺族より受贈。



NDひ01 土方義春資料 1922年卒業 19点
湯浅豊五郎の授業教科書、1919年～1921年にかけての二高教授・授業風景・校舎など
の写真。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1919年～1921年

NDひ02 平野龍馬資料 1939年卒業 2点
二高亜細亜研究会の会報、二高亜細亜研究会北京集会50周年を記念して作られた手
拭。1997年6月受贈。

1938年、1987年

NDひ03 廣瀬速水資料 1916年卒業 1点 端艇部委員や副総代の表彰状。2001年10月受贈。 1916年

NDふ01 深田正雄資料 1932年卒業 4点
萩庭三寿・阿刀田令造から深田への書簡（二高卒業後のもの）。1986年10月二高創立百
周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1933年～1937年

NDへ01 別所正彦資料 1947年卒業 1点 明善寮打鐘日誌／昭和二十年度。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1945年

NDほ01 堀内藤吾資料 1944年卒業 2点 登張竹風の色紙

NDま01 松永一雄資料 1944年卒業 11点
入学試験受験及び入学時の資料（明善寮入寮に関するものや、新入生徒に対する訓示
など）。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1942年～1943年

NDま02 笆豊二寄贈資料 1924年卒業 5点
笆（まがき）が入手した粟野健次郎の愛蔵書及び書幅。1986年10月二高創立百周年史
料展に際し同窓会経由で受贈。

NDま03 松本秋介資料 1916年卒業 1点 大正期の生徒作法要項。2006年8月同窓会事務局を通じ受贈。 1913～16年頃

NDみ01 水田千門資料 1942年卒業 3点
二高時代の学資金受渡調、東京帝国大学時代の入隊手続（学徒出陣）関係。1986年10
月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1942年～1944年

NDみ02 三浦道雄資料 1929年卒業 5点 二高時代および同窓会「三杜会」関係の写真等 1927～1979年

NDみ03 三原重俊資料 1930年卒業 １点 二高音楽部関係資料（写真、演奏会プログラム） 1927年

NDむ01 村岡岩見資料 1918年卒業 1点
二高尚志会の創立25周年記念絵はがき。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同
窓会経由で受贈。

1918年

NDむ02 村松保資料 1933年卒業 36点
二高応援団関係資料、明善寮のアルバム、1932年尚志会理事選挙事件の際の校長・同
窓会が配布文書等。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1930年～1940年

NDや01 山下元寿資料 1924年卒業 1点
山下氏に贈られた登張信一郎筆の書幅。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同
窓会経由で受贈。（以後追加あり）

1916年ほか

NDや02 山田雄一資料 1942年9月卒業 9点
『六如会会報』の複製物や、六如寮祭のときに作られた歌の歌詞。1986年10月二高創立
百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1942年～1986年



NDや03 山本真之助資料 1927年卒業 10点
明善寮入寮時の名札や二高帽章、二高関係メダル類。1986年10月二高創立百周年史
料展に際し同窓会経由で受贈。

1924年～1931年

NDや04
八巻明彦収集資
料

1948年卒業 4点
第二高等中学校の生徒募集、一高二高端艇競漕などの新聞記事の複製。第二高等学
校史編纂時の収集資料。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受
贈。

1888年～1928年

NDや05 八木弥助資料 1926年卒業 4点
二高端艇部関係写真を収めたアルバム、選手の集合写真など。1986年10月二高創立百
周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1923年～1925年

NDや06 山田貞蔵資料 1945年卒業 10点 入学に関する資料、明善寮関係写真。1996年5月受贈。 1924年～1931年

NDや07 山田利雄資料 助手、事務職員 29点
登張竹風（信一郎）関係の書簡や新聞記事、二高関係のメダル・バッジ類等。同窓会関
係資料含む。

1925年～1978年

NDよ01 吉田善亮資料 1934年卒業 2点
教科書（吉井正敏教授）。1986年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受
贈。

1930年

NDよ02 横田武夫資料 1926年卒業 1点 卒業アルバム。1996年5月受贈。 1926年

NDよ03 芳野四郎資料 1900年卒業 26点
第二高等学校および東京帝国大学法科大学時代の受講ノート及び写真。1999年遺族よ
り受贈。

1897～1900年頃

NDわ01 若松長氏資料 1924年卒業 1点
1923年の対一高ボート競漕の際に撮られた写真。1986年10月二高創立百周年史料展に
際し同窓会経由で受贈。

1923年

NDわ02 涌沢正止郎資料 1910年卒業 3点
土井林吉書簡（仙台空襲で秋保へ疎開していた際の差し入れに対する礼状など）。1986
年10月二高創立百周年史料展に際し同窓会経由で受贈。

1943年

NDわ03 渡辺生児資料 1949年卒業 38点
二高科学寮時代の写真や卒業後の科学寮コンパの際に撮られた写真など。1996年10月
受贈。

1945年～1946年、1976年～1995年

ND収01
二高尚志同窓会
収集資料

17点
二高尚志同窓会が会員その他から収集した二高関係資料のうち、原蔵者・寄贈者が明
確でないもの



東北大学史料館蔵　第二高等学校同窓生等寄贈資料総目録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008年3月7日現在）



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

浅野晃 Ⅰ 1-1
［記念スタンプ　明治三十八年戦役陸軍
凱旋観兵式記念（複製）］

明治39年1月30日 1枚
電子複写・葉
書

第二高等学校絵葉書に押捺してある

浅野晃 Ⅰ 1-2
［記念スタンプ　第二高等学校創立五十
周年記念］

昭和12年10月26日 1枚 葉書 郵便葉書に押捺してある

浅野晃 Ⅰ 2-1 ［絵はがき　対部ボートレース記念］ 明治44年 1枚 葉書 明治44年10月15日開催／未使用

浅野晃 Ⅰ 2-2
［絵はがき　明善寮創立三十二周年記
念］

二高明善寮 （昭和13年） 1枚 葉書 未使用

浅野晃 Ⅰ 3 第二高等学校規則摘要　尚志会会則 第二高等学校 明治40年1月 1枚
第二高等学校規則・制服及学資概算・尚志会会
則・大学予科課程表など／印刷物

浅野晃 Ⅰ 4-1 ［入学許可通知書］ 第二高等学校 明治44年7月22日 1枚 「大学予科第一部甲類　岡野勇」

浅野晃 Ⅰ 4-2 ［入学許可通知書］ 第二高等学校 大正4年7月22日 1枚 「大学予科第一部丙類　瓜生昌」

浅野晃 Ⅰ 5 ［学資概算表（複製）］ 第二高等学校 （大正11年4月） 1枚 電子複写
授業料・行軍費・尚志会費・各年生通常費概算・入
学時の必要経費概算など

浅野晃 Ⅰ 6
第二高等学校寄宿舎ニ関スル学則　明
善寮寮則

第二高等学校 （昭和5年頃か） 1枚 寄宿舎関係規則の抜粋・明善寮寮則／印刷物

浅野晃 Ⅰ 7-1
［農繁期労力調整対策ニ関スル件（複
製）］

南郷村農会長　伊東元雄 昭和16年5月13日 4枚(綴)
電子複写・綴
(ホチキス留)

各農事実行組合長宛／食糧増産応援隊の編成・
実践計画について

浅野晃 Ⅰ 7-2 明善寮増産奉仕に関する注意事項 （昭和16年） 1枚
南郷村への食料増産奉仕実施時に二高生に対し
て出された注意事項

浅野晃 Ⅰ 8
［プログラム　第二高等学校三神峯明善
寮創立第四十二周年記念寮祭（複製）］

第二高等学校三神峯明善寮 （昭和21年）10月 1枚 電子複写

浅野晃 Ⅰ 9
［第二高等学校生徒心得　附新入生へ
の注意（複製）］

第二高等学校 昭和23年4月 1枚 電子複写

浅野晃 Ⅰ 11 六如会会員名簿 第二高等学校陸上競技部 昭和51年11月 19頁(冊子) 冊子

浅野晃 Ⅲ 1 ［手拭　対部ボートレース記念］ 明治44年 1点

浅野晃 Ⅲ 2 ［手拭　対部ボートレース記念］ 明治45年 1点

浅野晃 Ⅲ 3 ［メダル　尚志会三十年記念］ 二高尚志会 大正13年 1点

整理番号

NDあ01 浅野晃収集資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

天野登一郎 Ⅰ 1 ［卒業証書］
第二高等学校長正五位勲五
等　三好愛吉

明治45年7月3日 1枚 明治45年大学予科第二部の卒業証書

NDあ02 天野登一郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

阿部昭治 Ⅰ 1 ［野口明年賀状］ 野口明 昭和44年 1枚 葉書 阿部昭治・夫人宛

阿部昭治 Ⅰ 2 ［野口明年賀状］ 野口明 昭和46年（1月5日） 1枚 葉書 阿部昭治・令夫人宛

阿部昭治 Ⅰ 3 ［野口明年賀状］ 野口明 昭和49年（1月2日） 1枚 葉書 阿部昭治・令夫人宛

阿部昭治 Ⅰ 4 ［野口明年賀状］ 野口明 昭和51年（1月4日） 1枚 葉書 阿部昭治・令夫人宛

阿部昭治 Ⅰ 5 ［野口明年賀状］ 野口明 昭和52年（1月13日） 1枚 葉書 阿部昭治・皆々宛

NDあ03 阿部昭治資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

阿部新一 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 三部三年甲 大正10年 1冊 冊子
集合写真・風景写真など二高在学時代の写真を収
めたアルバム

整理番号

NDあ04 阿部新一資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

阿部末吉 Ⅰ 1
W.S.Burnside・A.W.Panton『THE
THEORY OF EQUATIONS』

TOKYO RAIRAIDO 明治32年（1899年）
448頁(冊
子)

製本印刷物
大正3年～大正5年頃の高野由哉の授業用教科書
（数学）か／大正6年二部乙組理科卒業の阿部末
吉使用／書き込みあり

阿部末吉 Ⅰ 2 武道寮寮則 第二高等学校武道寮 16頁(冊子) 冊子
昭和10年9月27日定／建設趣意・綱領・寮則など
／印刷物

阿部末吉 Ⅲ 1 ［手拭　相撲部］ 尚志会相撲部 1点
「柔能制剛」／大正6年二部乙組理科卒業の阿部
末吉遺品

阿部末吉 Ⅲ 2 ［手拭　柔道部］ 尚志会柔道部 1点
「柔能制剛」／大正6年二部乙組理科卒業の阿部
末吉遺品

阿部末吉 Ⅲ 3 ［手拭　柔道部］ 尚志会柔道部 1点
「心広体胖」／大正6年二部乙組理科卒業の阿部
末吉遺品

阿部末吉 Ⅲ 4 ［手拭　柔道部］ 尚志会柔道部 1点
蜂章／大正6年二部乙組理科卒業の阿部末吉遺
品

阿部末吉 Ⅲ 5
［ハンカチ　第二高等学校相撲部創立第
二十七回記念祭］

尚志会相撲部 1点 大正6年二部乙組理科卒業の阿部末吉遺品

整理番号

NDあ05 阿部末吉資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

阿部照衛 Ⅰ 1 （写真）台原行運 昭和19年4月6日 2枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 2 （写真）ファイアーストーム 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 3 （写真）明善寮門標 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 4 （写真）明善寮水泳大会 昭和19年9月3日 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 5 （写真）明善寮騎馬戦 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 6 （写真）霽風堂 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 7 （写真）北六校舎の鐘 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 8 （写真）明善寮 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 9 （写真）明善寮付近 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 10 （写真）明善寮祭劇か 4枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 11 （写真）園田慎一郎氏肖像 1枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 12 （写真）園田氏葬儀 3枚 焼付写真

阿部照衛 Ⅰ 13
（写真）在外父兄救出仙台学生同盟メン
バー

昭和21年頃か 1枚 焼付写真 三神峯にて

NDあ06 阿部照衛資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

伊藤利平 Ⅰ 1 『第二高等学校歌集』 第二高等学校 昭和19年8月30日
237頁(冊
子)

冊子
第二高等学校校歌・凱歌・応援歌・寮歌などの歌
集／印刷物／「伊藤利平」の書込

NDい01 伊藤利平資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

石田芳穂 Ⅰ 1 ［第二高等学校入学許可通知書］ 第二高等学校 大正12年4月1日 1枚 高等科乙類　石田芳穂／印刷物

石田芳穂 Ⅰ 2 ［東北帝国大学入学許可通知書］ 第二高等学校 大正15年3月16日 1枚
東北帝国大学法文学部への無試験入学許可につ
き／第二高等学校用箋

NDい02 石田芳穂資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

池田脩三 Ⅱ 1
［アルバム　或る時代　大正12年―昭和2
年］

池田脩三 1冊 冊子
集合写真や教室の写真など二高時代の写真を後
に複写し、収めたアルバム

整理番号

NDい03 池田脩三資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

伊藤高 Ⅰ 1 伊藤高関係資料ファイル 二高１４年会 1943～1998 1冊
スクラップブッ
ク

NDい04 伊藤高関係資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

石渡信太郎 Ⅰ 1 『那須野に於ける乃木将軍と静子夫人』 那須地方発展同志会 昭和4年6月10日
36頁（冊
子）

冊子
大正15年9月13日初版／本書は21版／印刷物／
破損

石渡信太郎 Ⅰ 2
［海軍記念日短艇競技大会優勝報告は
がき］

二高図南会長　石渡信太郎 昭和14年6月1日 1枚 葉書 5月27、28日開催／競技結果／未使用

石渡信太郎 Ⅰ 3 ［日本漕艇協会代表一同書簡］ 日本漕艇協会代表一同 （昭和11年8月7日） 1枚 葉書
石渡宛／ドイツ遠征につき／絵はがき「ベルリン・
グルナウ・レガッタ」

石渡信太郎 Ⅰ 4 ［内田要助書簡］ 内田要助 昭和14年6月26日 1通（1枚） 桂彌一死去につき／封筒なし

石渡信太郎 Ⅰ 5
寄宿舎二棟新営並ニ旧宿舎拡張移転及
ビ之レニ要スル資金借入レニ関スル許可
申請ノ件

第二高等学校 昭和16年12月5日 1通（7枚） 封書
石渡宛封書／教学局長官・専門学務局長・会計課
長宛に送った文書の写しを石渡に送付したもの／
タイプ印刷／第二高等学校用箋

石渡信太郎 Ⅰ 6-1 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和）16年10月8日 1通（6枚） 封書 石渡宛／次期二高校長などの人事につき

石渡信太郎 Ⅰ 6-2 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和）16年10月23日 1通（3枚） 封書 石渡宛／近況報告・上京につき都合伺い

石渡信太郎 Ⅰ 6-3 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和16年カ）11日 1通（3枚） 封書
石渡宛／従来通り二高教育のため全力を傾倒す
る旨表明仕候

石渡信太郎 Ⅰ 6-4 ［阿刀田令造書簡］ 第二高等学校長　阿刀田令造昭和17年8月5日 1通(1枚) 封書
石渡宛／二高剣道部・端艇部第1回全国高等学校
体育大会優勝につき報告

石渡信太郎 Ⅰ 6-5 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和）18年5月12日 1通（2枚） 封書 石渡宛／都合伺い／晩翠軒製用箋

石渡信太郎 Ⅰ 7-1 ［二高端艇部対校選手一同書簡］ 対校選手一同 （昭和16年）12月28日 1通（1枚） 封書 石渡宛／十英霊命日につき一同追悼コンパ開催

石渡信太郎 Ⅰ 7-2 ［二高端艇部対校選手一同書簡］ 対校選手一同 昭和18年5月18日 1通（1枚） 封書
石渡宛／三連覇記念として富士の額受取・近況報
告

石渡信太郎 Ⅰ 8 ［古川清彦書簡］ 古川清彦 （昭和）18年8月22日 1通（2枚） 封書 石渡宛／残暑伺い

石渡信太郎 Ⅰ 9 ［新聞切抜　二高五十周年記念祭］ （昭和12年） 1枚
「全市を挙げて祝ふ／半世紀の歓喜／掉尾の二
高創立記念祭」(新聞社不明)

石渡信太郎 Ⅰ 10-1 ［スクラップ　昭和拾五年の短艇界］ 石渡信太郎 昭和15年 1綴（6枚） 綴
昭和15年大学・高校競漕大会の新聞記事切抜／
石渡氏の所感などの書き込みあり

石渡信太郎 Ⅰ 10-2 ［スクラップ　昭和拾六年の漕艇界］ 石渡信太郎 昭和16年 1綴（5枚） 綴
昭和16年大学・高校競漕大会の新聞記事切抜／
石渡氏の所感などの書き込みあり

石渡信太郎 Ⅰ 10-3 ［スクラップ　昭和拾七年の漕艇］ 石渡信太郎 昭和17年 1綴（5枚） 綴
昭和17年度全国大学高専競漕大会の切抜／石渡
氏の所感などの書き込みあり

整理番号

NDい05 石渡信太郎資料



石渡信太郎 Ⅰ 11 日比谷高新聞　第16号 都立日比谷高等学校新聞部 昭和27年3月14日 1枚 印刷物

石渡信太郎 Ⅰ 12 ［寄せ書き　福岡二高会］ 福岡二高会 昭和29年2月20日 1枚 石渡信太郎様宛／於大分県日田市山陽亭

石渡信太郎 Ⅰ 13 ［寄せ書き　鉱業尚志会］ 鉱業尚志会 1枚 石渡先輩宛

石渡信太郎 Ⅰ 14 ［寄せ書き　鉱業尚志会］ 鉱業尚志会 1枚

石渡信太郎 Ⅱ 1 ［写真　二高端艇部祝勝会記念写真］ 二高図南会東京支部 昭和5年7月30日 1点 於本郷燕楽軒／解説共

石渡信太郎 Ⅱ 2 ［写真　昭和7年度対校選手と共に］ 昭和7年7月 1点 於鎌倉／解説共

石渡信太郎 Ⅱ 3 ［写真　二高端艇部選手と共に］ 昭和12年7月27日 1点 解説共

石渡信太郎 Ⅱ 4 ［写真　図南会幹部会］ 昭和14年4月9日 1点

石渡信太郎 Ⅱ 5 ［写真一括］ 13点

石渡信太郎 Ⅱ 6 ［写真一括］ 23点

石渡信太郎 Ⅱ 7 ［石渡信太郎旧蔵写真］ 3点

石渡信太郎 Ⅱ 8 ［写真一括］ 4点

石渡信太郎 Ⅱ 9 ［写真　二高旧友会例会］ 昭和15年2月20日 1点 於築地錦水

石渡信太郎 Ⅱ 10 ［写真　戸畑体育協会運動場会場式］ 大正13年8月10日 1点 台紙付

石渡信太郎 Ⅱ 11 ［写真　軍服にて］ 昭和3年11月10日 1点
台紙付／「昭和三年十一月十日石渡信太郎謹書」
とあり

石渡信太郎 Ⅱ 12 ［写真　風景］ 1点 台紙付／炭坑関係か

石渡信太郎 Ⅱ 13 ［写真　筑豊炭坑関係者集合写真］ 1点
台紙付／裏に「地下千尺の坑道を出てゝ」とあり／
真川写真館製（豊前）

石渡信太郎 Ⅱ 14 ［写真　工場］ 大正10年10月14日 1点 台紙付／宮原写真館製（筑前）／炭坑関係か

石渡信太郎 Ⅱ 15 ［写真　炭坑関係者集合写真］ 1点 台紙付

石渡信太郎 Ⅱ 16 ［写真　石炭鉱業関係者集合写真］ 1点
台紙付／裏に「石炭関係」とあり／古川写真館製
（博多）



石渡信太郎 Ⅱ 17 ［写真　石炭鉱業関係者集合写真］ 1点
台紙付／藤沢写真館製（福岡）／明治鉱業株式会
社関係者か

石渡信太郎 Ⅱ 18 ［写真　集合写真］ 1点
台紙付／真川写真館製（豊前宮床）／女性のみの
集合写真

石渡信太郎 Ⅱ 19 ［写真　鈴木御政査察使一行記念写真］ 昭和18年12月15日 1点
「昭和十八年十二月十五日鈴木御政査察使一行
記念写真　三菱飯塚鉱業所に於て」とあり

石渡信太郎 Ⅱ 20 ［写真　石炭鉱業関係者集合写真］ 1点 台紙付／裏に「石炭関係」とあり

石渡信太郎 Ⅱ 21 ［写真　石炭鉱業関係者集合写真］ 1点 台紙付／裏に「石炭」とあり／鉱山にて

石渡信太郎 Ⅱ 22 ［写真　石炭鉱業関係者集合写真］ 1点
台紙付／裏に「石炭」とあり／山本鶴影堂製（筑前
若松港）

石渡信太郎 Ⅱ 23 ［写真　乃木希典と端艇部員］ 明治29年秋 1点
台紙付／瑞巌寺南天棒にて、乃木希典将軍と二
高生／坂井定吉撮影

石渡信太郎 Ⅱ 24 ［写真　一高野球部員］ 1点 台紙付／玉翠館製（東京／気賀秋畝撮影）

石渡信太郎 Ⅱ 25 ［写真　二高旧友会］ 昭和14年10月23日 1点 台紙付／書込あり

石渡信太郎 Ⅱ 26 ［写真　不明］ 1点 台紙付／明治期の小学校の全景写真か

石渡信太郎 Ⅱ 27 ［写真　不明］ 1点
台紙付／明治期の小学生の集合写真か／Ⅱ-26と
同所か

石渡信太郎 Ⅱ 28 ［写真　軍服にて］ 1点 台紙付／Ⅱ-11と同写真の引き延ばし

石渡信太郎 Ⅱ 29 ［写真　一高野球部員］ 校友会 明治29年6月 1点
台紙付／「贈撰手井原外助君」「校友会」とあり／
小川写真製版所製（東京）

石渡信太郎 Ⅱ 30 ［写真　東京帝国大学学生集合写真］ 明治30年代 1点 台紙付／裏に学生名を記す

石渡信太郎 Ⅱ 31 ［写真一括］ 20点 送状あり

石渡信太郎 Ⅲ 1 第二高等学校卒業証書 第二高等学校長澤柳政太郎 明治30年7月 1点

石渡信太郎 Ⅲ 2 東京帝国大学工科大学卒業証書
東京帝国大学工科大学長辰
野金吾/東京帝国大学総長菊
地大麓

明治33年7月 1点

石渡信太郎 Ⅲ 3 ［絵葉書　In Memory of Victory］ 明治42年 １点
写真つきハガ
キ

石渡信太郎 Ⅲ 4 （写真）二高端艇部優勝選手 明治29年 １点 プリント



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

石幡貞吉 Ⅰ 1 日誌（複製） 石幡貞吉
明治27年1月1日～6
月26日

98頁（冊
子）

冊子（紐綴）・
電子複写

「No.1」と書き込みあり（「桑折町史編纂室にて記
入」と鉛筆書きあり）

石幡貞吉 Ⅰ 2 日誌（複製） 石幡貞吉
明治27年6月27日～
12月31日

108頁（冊
子）

冊子（紐綴）・
電子複写

「No.2」と書き込みあり（「編纂室にて記入」と鉛筆書
きあり）

石幡貞吉 Ⅰ 3 ［詩歌（複製）］ （石幡貞吉） 明治28年1月29日
16頁（冊
子）

冊子（紐綴）・
電子複写

「桑折町史編纂室にて以下と同綴ファイルにありし
もの」と書き込みあり

NDい06 石幡貞吉資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

石川昌一 Ⅰ 1 生徒必携／昭和十七年五月 第二高等学校 昭和17年5月
240頁(冊
子)

冊子

五十音別生徒氏名並宿所・出身中学校別氏名・護
国尚志会会則並各部諸規則・護国尚志会役員・指
導教官、学級幹事・修練部門別生徒氏名・報国隊
並防護団規程・報国隊編成並幹部・防護団編成並
幹部・防護団員氏名／書き込みあり／印刷物

石川昌一 Ⅰ 2 ［亀田博書簡］ 亀田博 （昭和20年10月5日） 1枚 葉書 石川昌一宛／病気療養中につき近況報告

整理番号

NDい07 石川昌一資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

上中省三 Ⅰ 1 ［スクラップ　二高ストライキ事件］ 昭和2年6月 1冊 クリアファイル
二高ストライキ事件に関する『朝日新聞』などの切
抜

上中省三 Ⅰ 2 ［岡野義三郎校長弾劾理由（複製）］ 第二高等学校在校生一同 昭和2年6月15日 1枚 電子複写
生徒の自由束縛・職権乱用・明善寮問題などの弾
劾理由

整理番号

NDう01 上中省三資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

植松時雄 Ⅲ 1
［メダル　二高尚志会三十年祭記念各部
大会］

大正13年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである／優勝
メダル

植松時雄 Ⅲ 2 ［メダル　二高尚志会三十年記念］ 大正13年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 3 ［メダル　二高明善寮委員　植松時雄］ 大正13年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 4 ［メダル　一・二高合同夏稽古記念］ 大正13年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 5 ［メダル　明善寮分散記念］ 大正14年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 6 ［メダル　二高尚志会端艇部競漕大会］ 大正14年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 7 ［メダル　新校舎落成記念］ （大正14～15年頃） 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 8 ［メダル　明善寮］ 昭和2年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

植松時雄 Ⅲ 9 ［メダル　尚志会柔道部寒稽古］ 昭和2年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-9は同一台紙にはめ込んである

NDう02 植松時雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

宇田尚 Ⅰ 1 ［入学許可書］ 第二高等学校 昭和22年4月2日 1枚

宇田尚 Ⅰ 2 入学許可指令 東北大学理学部 昭和25年3月6日 1枚

宇田尚 Ⅰ 3 卒業証書
東北大学第二高等学校長 萩
庭三寿・東北大学長　高橋里
美

昭和25年3月10日 1枚 東北大学第二高等学校理科課程

宇田尚 Ⅰ 4 彰功章 尚志会長　萩庭三寿 昭和25年2月10日 1枚 「科学部委員として精励し功績顕著なり」

宇田尚 Ⅰ 5 学修簿 東北帝国大学理学部 （昭和25～28年） 12頁(冊子) 冊子
各科目の授業担当者名・修了証明印・学士試験合
格証明など／印刷物

宇田尚 Ⅰ 6 奨学生採用通知書 日本育英会 昭和25年12月20日 1枚

宇田尚 Ⅰ 7
［パンフレット　二高祭　厳本真理・野辺
地瓜丸両教授ニヨル　ヴアイオリンピアノ
演奏会

第二高等学校 昭和23年10月12日 1枚 於宮城学院講堂

宇田尚 Ⅰ 8
［パンフレット　第二高等学校分散記念
文化講座　園田高弘ピアノリサイタル］

東北大学 昭和24年9月17日 10頁(冊子) 冊子 於東北大学講堂／園田高弘のサインあり／印刷物

宇田尚 Ⅰ 9-1 ［新聞切抜　厳本真理死亡記事］ 昭和54年5月12日 1枚
「切れた“美しき弦”／厳本真理さん乳がんで死す」
「自分に厳しい天才演奏家

宇田尚 Ⅰ 9-2 ［新聞切抜　厳本真理さんを悼む］ 1枚
「巌本真理さんを悼む／品格にじむ美しい音／室
内楽にも初志貫く／大木正興」

宇田尚 Ⅱ 1 ［写真　二高新入生クラス割り］ 昭和22年4月19日 1点

宇田尚 Ⅱ 2-1
［写真　厳本・野辺地及び野口校長と二
高生］

昭和23年10月 1点

宇田尚 Ⅱ 2-2 ［写真　厳本真理・野辺地瓜丸］ （昭和23年10月か） 1点

宇田尚 Ⅱ 2-3 ［写真　園田高弘氏を囲んで］ 昭和24年9月17日 1点

宇田尚 Ⅱ 3 ［写真　科学部分散会コンパ］
（昭和23年暮か昭和
24年1月頃）

1点

宇田尚 Ⅲ 1 ［二高蜂章バックル］ 第二高等学校 （昭和22～25年頃） 1点

宇田尚 Ⅲ 2 ［二高帽章（蜂大）］ 第二高等学校 （昭和22～25年頃） 1点

宇田尚 Ⅲ 3 ［二高帽章（蜂小）］ 第二高等学校 （昭和22～25年頃） 1点

整理番号

NDう03 宇田尚資料



宇田尚 Ⅲ 4 ［二高徽章（三神峯移転記念）］ 第二高等学校 （昭和22～25年頃） 1点

宇田尚 Ⅲ 5 ［二高徽章（創立六十週年記念）］ 第二高等学校 （昭和22～25年頃） 1点

宇田尚 Ⅲ 6 ［二高制服上衣のボタン］ 第二高等学校 （昭和22～25年頃） 1点

宇田尚 Ⅲ 7 ［東北大学徽章］ 東北大学 1点

宇田尚 Ⅲ 8 ［蜂章入り盃］ 東北大学 昭和23年 1点
昭和２３年ごろに科学部員に対し、希望者を募り作
成したもの



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

梅住剛 Ⅰ 1 松島に於ける遭難経過報告 二高図南会 昭和10年2月初旬
16頁（冊
子）

冊子
松島に於ける遭難経過・遭難前後の事情・選手推
戴式並に校葬・今後の対策・二高生の奮起／印刷
物

梅住剛 Ⅰ 2 校葬儀次第 第二高等学校 昭和10年1月8日 1枚
「遭難学生生徒第二高等学校校葬儀　昭和十年
一月八日於第二高等学校講堂」

梅住剛 Ⅰ 3 臨時費徴収について 二高図南会 昭和10年2月 1枚

二高端艇部選手遭難に際し、花環代・故選手の合
宿遺留荷物の荷作及び送料・仙台校葬へ参加し
た在京会員旅費補助・通信費・雑費のため臨時費
徴収につき

梅住剛 Ⅰ 4
［趣意書　遭難学生々徒記念事業委員
会］

第二高等学校東北帝国大学
遭難学生々徒記念事業委員
会

昭和10年3月20日 1枚
遭難学生々徒記念事業委員会の活動（遺族に対
し弔慰金贈呈・記念碑建立）のための資金募集に
つき

梅住剛 Ⅰ 5-1 ［遭難学生生徒記念事業委員会書簡］
第二高等学校東北帝国大学
遭難学生生徒記念事業委員
会 委員長阿刀田令造

昭和10年3月10日 1通（1枚） 封書
梅住剛宛／第二高等学校東北帝国大学遭難学生
生徒記念事業委員会設立につき

梅住剛 Ⅰ 5-2 ［遭難学生生徒記念事業委員会書簡］
遭難学生生徒記念事業委員
会

昭和12年4月21日 1通（1枚） 葉書 梅住剛宛／遭難十英霊供養鐘竣工式挙行の案内

NDう04 梅住剛資料

整理番号



梅住剛 Ⅰ 6
［第二高等学校尚志会長阿刀田令造・
同尚志会端艇部長栗田豊書簡］

第二高等学校尚志会長阿刀
田令造・同尚志会端艇部長栗
田豊

昭和11年8月（17日） 1通（1枚） 封書 梅住剛宛／インターハイ全国制覇につき礼状

梅住剛 Ⅰ 7 ［二高図南会書簡］ 二高図南会 昭和12年10月 1通（1枚） 封書 梅住剛宛／石渡信太郎図南会会長就任につき

梅住剛 Ⅰ 8 ［第二高等学校書簡］ 第二高等学校阿刀田令造 昭和10年2月19日 1通（1枚） 封書
梅住剛宛／遭難事情調査委員会設置につき、参
加を要請

梅住剛 Ⅰ 9 ［スクラップ　遭難時資料］
昭和9年12月29日～
12年2月3日

1冊 冊子

表書き「史料館又は東北大ボート部」「遭難時資料
要保存」／二高端艇部対校選手松島湾遭難事件
に関する記事を中心に、二高関係者記事の『河北
新報』・『報知新聞』・『朝日新聞』の切り抜き／遭難
翌日の河北新報号外あり

梅住剛 Ⅰ 10 遭難事情調査報告
第二高等学校遭難事情調査
委員会

50頁（1冊） 冊子
選手遭難事件ノ経過並ニ対策・遭難事情基礎材
料調査報告・推定セラルヽ遭難事情・遭難事情ノ綜
合／印刷物

梅住剛 Ⅰ 11 遭難事情調査報告 山本勝夫・舘田良七郎 18頁（1冊） 冊子

鈴木先生・推定セラルル遭難事情・遭難状況ノ綜
合・今後ノ対策／「鈴木先生」に書かれている事情
に依ると、調査委員で作成した調査報告を書き直
し、改稿した部分のみガリ版で印刷した追加報告
／印刷物

梅住剛 Ⅰ 12 ［はがき　土井晩翠「哀歌」］ 2枚 葉書
松島遭難事件に際し、昭和10年1月2日に土井晩
翠が作詩した「哀歌」の詩を印刷した、黒枠のはが
き／未使用

梅住剛 Ⅰ 13 ［絵はがき　遭難学生生徒校葬記念］ 第二高等学校 昭和10年1月8日 5枚 葉書 未使用

梅住剛 Ⅰ 14-1 ［青山勤書簡］ 青山勤 昭和9年1月1日 1枚 葉書 梅住剛宛／年賀状

梅住剛 Ⅰ 14-2 ［青山勤書簡］ 青山勤 昭和9年3月23日 1枚 葉書 梅住剛宛／成功祝い

梅住剛 Ⅰ 15 ［二高大二部寮書簡］ 二高（明善寮）大二部寮 （昭和9年）5月17日 1枚 葉書 梅住剛宛／石巻遠漕を完了につき寄書

梅住剛 Ⅰ 16 ［松本篤書簡］ 松本篤 （昭和8年）3月24日 1枚 葉書 梅住剛宛／合宿のため艇庫利用の件につき返信

梅住剛 Ⅰ 17 ［持田巽書簡］ 持田巽 昭和10年1月 1枚 葉書
梅住剛宛／子息辰弥死去に際しての弔辞に対す
る礼状／消印なし

梅住剛 Ⅰ 18-1 ［二高図南会書簡］ 二高図南会 昭和15年8月 1枚 葉書
梅住剛宛／消印昭和15年8月5日／第11回全国高
校滑席エイト競漕二連勝につき

梅住剛 Ⅰ 18-2 ［二高図南会書簡］ 二高図南会 昭和17年8月5日 1枚 葉書 梅住剛宛／三連覇達成につき

梅住剛 Ⅰ 19 ［二高図南会東京支部書簡］ 二高図南会東京支部 （昭和10年）6月12日 1枚 葉書 梅住剛宛／モーターボート進水式開催につき案内



梅住剛 Ⅰ 20
［第二高等学校東北大学遭難学生生徒
記念事業委員会書簡］

第二高等学校東北大学遭難
学生生徒記念事業委員会

昭和11年2月4日 1枚 葉書 梅住剛宛／送金に対する礼状

梅住剛 Ⅰ 21 ［阿刀田令造書簡］ 第二高等学校長阿刀田令造 昭和11年9月3日 1通（1枚） 封書（葉書）
梅住剛宛／墨堤制覇の奉告のため遭難学生慰霊
祭開催につき案内

梅住剛 Ⅰ 22 ［遭難記念アルバム委員書簡］ 遭難記念アルバム委員一同 8月18日 1枚 葉書 梅住剛宛／

梅住剛 Ⅱ 1
［アルバム　第二高等学校端艇部対抗選
手遭難記念写真帖］

二高図南会 1冊 冊子
校舎之写真・故人之俤・合宿練習・石巻遠漕・捜
索・合宿日記抄／大武写真館製／印刷物



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

内海一男 Ⅰ 1 感謝状
第二高等学校長　従四位勲四
等　阿刀田令造

昭和9年12月31日 1枚
桂島青年団宛／二高端艇部員遭難事件の捜索活
動参加につき

整理番号

NDう05 内海一男資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

内田隆 1-1 ［写真］帝大行直前 1904年か 1枚 蜂章入り帽子に和服姿

内田隆 1-2 ［写真］台湾時代　殖産局長官舎前ニテ 1枚

内田隆 1-3 ［写真］新竹州内務部長時代 1枚

内田隆 1-4 ［写真］（新竹州内務部長時代か） 1枚

内田隆 1-5 ［写真］（大礼服姿） 1枚

内田隆 2 ［欧米外遊時の公用旅券］ 外務大臣→内田隆 1921年 2枚１綴
青島守備軍民政部・鉄道部事務官時代。写真およ
び押印あり。

内田隆 3 自働車運転免許証 青島憲兵分隊 大正9年9月17日 1枚

内田隆 4-1 W.ボンゼルス著・内田隆訳『まや子』 内田隆史/台湾日日新報社 大正14年10月 1冊 冊子
ボンゼルス著Die Biene Maja und ihre Abenteuer
を翻訳発行した者。再刊に備え訂正部分を示した
内田の書き込みがある。

内田隆 4-2
W.ボンゼルス著・内田隆訳『まや子』挿
絵集

塩月桃甫 大正14年11月 37枚 『まや子』挿絵の色刷見本

内田隆 4-3 Die Biene Maja und ihre Abenteuer Walbemar Bonsels 1921年 1冊 冊子

内田隆 4-4 Die Biene Maja und ihre Abenteuer Walbemar Bonsels 1922年 2冊 冊子

内田隆 5-1 台湾の歌（歌詞・楽譜）
台湾総督府文教局内台湾教
育会

昭和4年5月 1冊 冊子 内田氏の作詞

内田隆 5-2 （原稿）台湾の歌
台湾総督府文教局内台湾教
育会

1冊 11-1の原稿

内田隆 6 柔道三段免許 大日本武徳会会長 昭和3年7月10日 1枚

内田隆 7 ［扇子］送契友宇賀君… 1点

内田隆 8 ［漢詩文］任侠能傳季布眞… 内田隆 昭和32年10月15日 1枚 郡山商工会議所会頭星勇氏のために

内田隆 9 ［二高尚志会歌関係資料ファイル］ 内田隆 昭和26年 1冊
二高歌集に関係資料を追加添付したもの。尚志会
歌作者名に関する内田からの訂正申し入れや同
窓会からの陳謝に関する資料

内田隆 10
［新聞記事］鴻爪雪泥の嘆－外地で働い
た者の共通感

戦後（八幡市長就任
以後）

1枚

内田隆 11 履歴書（複製） 昭和9年4月現在 1冊

整理番号

NDう06 内田隆資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

遠藤好郎 Ⅰ 1 『明善寮小史』
第二高等学校明善寮寮史編
纂部

昭和17年8月30日
395頁(冊
子)

冊子

「大二高等学校生徒　文科一組　遠藤好郎」の書き
込み／新聞切抜「天は東北／第二高等学校物語
1」(『河北新報』昭和51年9月20日付)が挟み込んで
ある／印刷物

遠藤好郎 Ⅰ 2
［絵はがき　明善寮創立三十六周年記
念］

二高明善寮 （昭和17年） 4枚 葉書
未使用／袋共／「S20年文一卒　遠藤好郎」の書き
込み

遠藤好郎 Ⅰ 3
［絵はがき　明善寮創立三十七周年記
念］

二高明善寮 （昭和18年） 6枚 葉書
未使用／袋共／「S20年文一卒　遠藤好郎」の書き
込み

遠藤好郎 Ⅰ 4
『Select Stories FROM THOMAS
HARDY』

荘人社 昭和13年4月10日
165頁(冊
子)

製本印刷物
三戸雄一編／初版は昭和12年4月15日／本書は
訂正3版／柏倉俊三の授業用教科書（英語）か／
多数の書き込みあり

遠藤好郎 Ⅰ 5
Lord Macaulay『WILLIAM PITT,EARL
OF CHATHAM』

北星堂書店 昭和16年1月14日 66頁(冊子) 冊子
初版／授業用教科書（英語）／多数の書き込みあ
り

遠藤好郎 Ⅰ 6
Conan Doyle『FIVE SHERLOCK
HOMES STORIES』

合名会社　開隆堂 昭和17年2月30日
184頁(冊
子)

製本印刷物
伊田友作編／初版は昭和9年1月20日／本書は第
5版／伊田友作の授業用教科書（英語）／多数の
書き込みあり

遠藤好郎 Ⅰ 7
H.G.Wells『THE COUNTRY OF THE
BLIND』

三省堂 42頁(冊子) 冊子
柏倉俊三の授業用教科書（英語）／多数の書き込
みあり

遠藤好郎 Ⅱ 1 ［写真　明善寮庭における阿刀田先生］ 昭和18年 1点

遠藤好郎 Ⅱ 2 ［写真　山形県山寺頂上にて］ 昭和18年10月5日 1点

遠藤好郎 Ⅱ 3 ［写真　明善寮食堂］ 昭和18年 1点

遠藤好郎 Ⅱ 4 ［写真　尚志会購買部コンパ］ 昭和18年 1点

遠藤好郎 Ⅱ 5
［写真　大英法組対抗ボート選手権推戴
式］

昭和18年4月15日 1点

遠藤好郎 Ⅱ 6 ［写真　明善寮庭における花見］ 昭和18年4月 1点

遠藤好郎 Ⅱ 7 ［写真　阿刀田校長を囲み座談会］ 昭和18年6月2日 1点 鳴瀬川土手にて

遠藤好郎 Ⅱ 8 ［写真　山形県山寺頂上にて］ 昭和18年10月5日 1点

NDえ01 遠藤好郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

奥野正和 Ⅰ 1 図書閲覧票 第二高等学校図書課 昭和12年4月13日 1枚
「第七弐號」／図書館入館許可証／印刷物／Ⅲ-1
と同一台紙にはめ込んである

奥野正和 Ⅰ 2
第五回生活調査報告／昭和十二年六
月現在

第二高等学校尚志会共済部 昭和12年12月22日
28頁（冊
子）

冊子
二高生の所属・志望・趣味・嗜好・学資など調査の
統計／「東北大学記念資料」印あり／印刷物

奥野正和 Ⅰ 3-1
故新城花岡両博士並本校出身戦没者
慰霊祭記録

第二高等学校 昭和13年10月25日 8頁（冊子） 冊子

故新城花岡両博士並本校出身戦没者写真・略歴・
祭詞・祭次第・概況（斎場のしつらへ・挙式模様・出
席者御芳名・慰霊文）・余録／印刷物／Ⅰ-3-2と
紐で綴じてある

奥野正和 Ⅰ 3-2 本校出身戦没者慰霊祭記録 第二高等学校 昭和14年10月25日 9頁（冊子） 冊子

本校出身戦没者写真・略歴・祭詞・祭次第・概況
（斎場のしつらへ・挙式模様・出席者御芳名・慰霊
文）・余録／「奥野」印あり／印刷物／Ⅰ-3-1と紐
で綴じてある

奥野正和 Ⅰ 4 『第二高等学校歌集』 第二高等学校明善寮財務部 昭和14年4月12日
226頁（冊
子）

冊子 奥野蔵書印あり／印刷物

奥野正和 Ⅰ 5 『明善寮小史』
第二高等学校明善寮寮史編
纂部

昭和14年10月15日
395頁（冊
子）

冊子 創立33周年記念／奥野蔵書印あり／印刷物

奥野正和 Ⅰ 6 『二高竹馬会会誌』 二高竹馬会 昭和24年2月20日
23頁（冊
子）

冊子
竹馬会会誌復刊に際して・二高竹馬会の今昔・竹
馬会報告・挨拶・騎道部報告・会員通信・竹馬会会
計報告・会員名簿／印刷物／破損

奥野正和 Ⅰ 7 神門久太郎著『高等教育　平面図学』 東洋図書株式合資会社 昭和5年6月15日
304頁（冊
子）

製本印刷物 奥野蔵書印あり／印刷物

奥野正和 Ⅰ 8
神門久太郎著『高等教育　立体図学　上
巻』

東洋図書株式合資会社 昭和11年3月15日
420頁（冊
子）

製本印刷物 奥野蔵書印あり／印刷物

奥野正和 Ⅰ 9
高須鶴三郎・加藤平左エ門共著『高等三
角法』

合名会社　裳華房 昭和11年9月20日
233頁（冊
子）

製本印刷物
奥野蔵書印あり／昭和8年1月15日初版／本書は
修正4版／印刷物

奥野正和 Ⅰ 10
楠正貫・杉浦寅之助・竹重常夫・田邊和
雄・小野知夫・渡邊清彦共著『植物学』

合名会社　裳華房 昭和12年3月10日
294頁（冊
子）

製本印刷物
昭和11年1月25日初版／本書は修正第3版／奥野
蔵書印あり／印刷物

奥野正和 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 昭和15年理科3組 昭和15年3月 1冊 冊子 二高時代の写真などを収めたアルバム／解説付

奥野正和 Ⅲ 1 ［明善寮門鑑］ 第二高等学校明善寮 １点
「第三三號通門鑑」／Ⅰ-1と同一台紙にはめ込ん
である

奥野正和 Ⅲ 2 ［二高帽章］ 第二高等学校 （昭和12～15年頃） 1点 Ⅲ-2～Ⅲ-6は同一台紙にて保管していたもの

奥野正和 Ⅲ 3 ［二高側章］ 第二高等学校 （昭和12～15年頃） 1点 Ⅲ-2～Ⅲ-6は同一台紙にて保管していたもの

整理番号

NDお01 奥野正和資料



奥野正和 Ⅲ 4 ［二高明善寮生徽章］ 第二高等学校 （昭和12～15年頃） 1点 Ⅲ-2～Ⅲ-6は同一台紙にて保管していたもの

奥野正和 Ⅲ 5 ［二高組章（理科Ｓ）］ 第二高等学校 （昭和12～15年頃） 1点 Ⅲ-2～Ⅲ-6は同一台紙にて保管していたもの

奥野正和 Ⅲ 6 ［二高制服上衣のボタン］ 第二高等学校 （昭和12～15年頃） 1点 Ⅲ-2～Ⅲ-6は同一台紙にて保管していたもの



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

王徳祥 Ⅰ 1
［書幅　第二高等学校百周年記念昭二
十理王徳祥敬贈］

趙光瑞 昭和61年10月 1点 軸装
長さ168.4cm×幅44.6cm／画軸・竹林／書幅用
キャビネットに別置

NDお02 王徳祥資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

岡野実 1 仙台日華学友会会章 仙台日華学友会 大正2年 1点 印刷物
二高、医専、工専在学中の中国人学生および日本
人学生有志で結成された親睦組織の会章。

整理番号

NDお03 岡野実資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小沢正元 Ⅰ 1
［新聞切抜　対一高ボート戦優勝関係記
事（複製）］

（大正10～11年頃） 3枚 電子複写 河北新報コピー

小沢正元 Ⅰ 2 ［新聞切抜　銚子遠漕記（複製）］ 大正11年7月 1枚 電子複写
河北新報コピー／「銚子遠漕記／二高端艇部の
壮挙」第二信～第十信／書き込みあり

小沢正元 Ⅰ 3 対一高端艇競漕応援歌 大正11年1月 1枚 大塚貫一作歌・閑歳俊雄作曲／印刷物

小沢正元 Ⅰ 4 ［表彰状］
第二高等学校尚志会長　岡野
義三郎

大正11年2月10日 1枚 尚志会理事として諸般の事務に励精につき

小沢正元 Ⅱ 1 ［写真　応援団と壊れた太鼓］ 大正11年1月7日 1点

整理番号

NDお04 小沢正元資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

大村光晴 Ⅰ 1 第二高等学校入学志願者心得 第二高等学校 昭和4年12月 1枚 印刷物／裏に鉛筆書きのメモあり

大村光晴 Ⅰ 2
第二高等学校学則摘要　附　細則摘要
尚志会会則

第二高等学校 昭和4年12月 1枚
学則（諸規則のほか文科・理科学科課程表など）
／印刷物

大村光晴 Ⅰ 3 ［入学考査料領収証書］
第二高等学校主任収入官吏
第二高等学校書記　遠藤栄吉

昭和5年1月17日 1枚 印刷物

大村光晴 Ⅰ 4 宿泊心得 明善寮 （昭和5年） 1枚
入学試験期間中、明善寮に宿泊する際の心得／
駅前からの道程

大村光晴 Ⅰ 5 宿泊許可証 明善寮庶務幹事 昭和5年3月 1枚 印刷物

大村光晴 Ⅰ 6 ［第二高等学校合格電報］ 第二高等学校 （昭和5年）3月27日 1通 封書

大村光晴 Ⅰ 7 ［合格電報に関する通知］
第二高等学校明善寮財務部
御指定　仙台市国分町　十字
屋洋服店

昭和5年3月 1枚 印刷物

大村光晴 Ⅰ 8 ［入学式案内状］
第二高等学校校長　玉蟲一郎
一

昭和5年3月28日 1枚 印刷物

大村光晴 Ⅰ 9 ［入寮勧誘書］ 道交会自治寮　阿刀田令造 （昭和5年）3月28日 1通 封書

大村光晴 Ⅰ 10 ［入部勧誘書］ 二高尚志会柔道部 （昭和5年3月28日） 1枚 葉書

大村光晴 Ⅰ 11 ［入会・入舎勧誘書］ 二高忠愛之友倶楽部 （昭和5年3月28日） 1枚 葉書

大村光晴 Ⅰ 12 学資保管規程 昭和5年4月 1枚 印刷物

大村光晴 Ⅰ 13 学資概算表 昭和5年4月 1枚 二高生徒の平均的な必要経費の概算／印刷物

大村光晴 Ⅰ 14-1 ［絵はがき　明善寮第二十三周年記念］ 大村光晴
（昭和5年5月9日～24
日）

4枚 葉書 家族宛使用済

大村光晴 Ⅰ 14-2 ［絵はがき　明善寮第二十四周年記念］ （昭和5年） 4枚 葉書 未使用

大村光晴 Ⅰ 14-3
［絵はがき　THE　10th
ANNIVERSARY］

1枚 葉書 未使用

大村光晴 Ⅰ 15 本校出身戦没者慰霊祭記録 第二高等学校 昭和14年10月25日 9頁（冊子） 冊子
本校出身戦没者写真・略歴・祭詞・祭次第・概況
（斎場のしつらへ・挙式模様・出席者御芳名・慰霊
文）・余録／印刷物

NDお05 大村光晴資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

大庄司清喜 Ⅰ 1
第二高等学校校舎落成式尚志会運動
場建設落成式次第

(第二高等学校) 大正15年10月9日 1枚 印刷物

大庄司清喜 Ⅰ 2 ［岡野義三郎書簡］ 第二高等学校長　岡野義三郎大正15年10月20日 1通(1枚) 封書
大庄司清喜宛／新校舎・運動場落成式結了報告
／印刷物

大庄司清喜 Ⅰ 3-1 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 昭和13年新春 1通(1枚) 封書 大庄司清喜宛／年頭の挨拶／印刷物

大庄司清喜 Ⅰ 3-2 ［阿刀田令造書簡］
第二高等学校同窓会長　阿刀
田令造

昭和14年8月30日 1通(1枚) 封書
大庄司清喜宛／第二高等学校五十周年記念事業
への寄付願／印刷物

整理番号

NDお06 大庄司清喜資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小田喜作 1
（写真）土井晩翠先生欧州留学送別記
念撮影

明治34年(1901)6月 1枚 台紙つき写真
市内五城館での宮城同学会メンバー。2列目向
かって左六人目が土井林吉（晩翠)

別置

小田喜作 2
（写真）第二高等学校　明治35年独法三
年生卒業記念

明治35年(1902)6月 1枚 台紙つき写真
片平構内にて。２列目左３人目からデニング、三好
愛吉、中川元

別置

小田喜作 3
（写真）粟野先生英語課外講演記念写
真

明治35年(1902)6月 1枚 台紙つき写真 文科３年法科３年。２列目右４人目が粟野健次郎。 別置

小田喜作 4 （写真）土井林吉先生洋行送別記念 明治34年(1901)4月 2枚 台紙つき写真 二高講堂前にて。２列目中央に土井林吉(晩翠)。 別置

整理番号

NDお07 小田喜作資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

大森昊 1
大正八年卒業　二部三年工科卒業記念
アルバム

第二高等学校 1919年 1冊 冊子

NDお08 大森昊資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

河村正雄 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 大正13年理科2組 大正13年 1冊 冊子 二高時代の写真をまとめたもの

NDか01 河村正雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

叶公 Ⅰ 1 インターハイ記 二高文科二年　叶公 昭和17年8月10日 10頁(冊子) 冊子 昭和17年二高端艇部インターハイ出場の記録

整理番号

NDか02 叶公資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鎌田義郎 Ⅰ 1-1 『艇長心得』
第二高等学校遭難記念事業
委員会

昭和12年5月27日
121頁(冊
子)

冊子
出艇の諸注意・松島湾内の説明や注意点・漕蛇法
など／印刷物

鎌田義郎 Ⅰ 1-2
学校教員、学生、生徒ニ対スル旅客運
賃割引証

東北帝国大学医学部長　石川
哲郎

（昭和戦前期） 3枚
第8595号～第8597号／Ⅰ-1-1のカバー部に挟み
込まれている

鎌田義郎 Ⅰ 2 ［血書　三連覇決誓］ 二高端艇部 （昭和16年） 1枚
二高端艇部対校レース出場選手による三連覇達
成のための血書

鎌田義郎 Ⅰ 3 ［血書　勝利宣誓］ 二高端艇部 （昭和17年） 1枚
鎌田義郎宛／昭和17年度対校レース出場選手が
コーチである鎌田義郎に勝利を誓った血書

鎌田義郎 Ⅰ 4 ［原稿　「ボート漫談」］ 金虎雄 昭和23年2月 22頁(冊子)
冊子(クリップ
留)

漕法に就て／「東京同愛記念病院」原稿用紙

鎌田義郎 Ⅰ 5 ［寄せ書き　図南会］ 二高図南会 昭和30年2月3日 1枚

鎌田義郎 Ⅰ 6
［パンフレット　第卅四回海軍記念日短
艇競技大会（複製）］

海軍協会・海防義会ほか 昭和14年5月27日 8頁(冊子)
冊子(ホチキス
留)・電子複写

昭和14年5月27日～28日に開催された短艇競技
大会パンフレットの一部を複製したもの／鎌田義郎
収集資料

鎌田義郎 Ⅲ 1 ［手拭　第43回対部レース］ 二高尚志会 昭和15年10月6日 1点 皇紀二六〇〇年奉祝紀念

鎌田義郎 Ⅲ 2 ［手拭　明善寮三十三周年記念祭］ 明善寮 （昭和15年） 1点

鎌田義郎 Ⅲ 3 ［手拭　二高柔道部］ 第二高等学校尚志会 1点

鎌田義郎 Ⅲ 4 ［盃　霽風告別記念］ 昭和29年12月28日 1点 陶製猪口／十英霊関係

整理番号

NDか03 鎌田義郎資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅野誠 Ⅱ 1 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和6年3月 1冊 冊子
明善寮生・明善寮での生活風景など／「M.Kanno」
とあり／印刷物

菅野誠 Ⅱ 2 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和7年3月 1冊 冊子
明善寮生・明善寮での生活風景など／同級生の
寄書あり／印刷物

菅野誠 Ⅱ 3 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和8年3月 1冊 冊子
明善寮生・明善寮での生活風景など／同級生の
寄書あり／「M.Kanno」とあり／印刷物

菅野誠 Ⅲ 1 ［二高制服上衣のボタン］ 第二高等学校 （昭和5年～8年頃） 9点 大5点・小4点

NDか04 菅野誠資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

川浪守三郎 Ⅱ 1
［写真　明治43年一・二高柔道試合両校
選手（複製）］

（明治43年） 1点 於東京高等師範学校／説明付

川浪守三郎 Ⅱ 2 ［写真　明治43年二高有段者（複製）］ （明治43年） 1点 説明付

川浪守三郎 Ⅱ 3
［写真　明治43年一・二高柔剣道試合二
高選手（複製）］

（明治43年） 1点 説明付

NDか05 川浪守三郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅野俊六 Ⅰ 1 佐久間政一編『Kleine Schulgrammatik』 南山堂出版 昭和12年9月8日
214頁(冊
子)

製本印刷物
昭和16年栗林宇一の授業用教科書（独語）／試験
問題などが挟み込まれている／「理科一年五組
菅野俊六」／印刷物

菅野俊六 Ⅰ 2 森島太郎著『高等代数学』 三省堂 昭和15年12月25日
180頁(冊
子)

製本印刷物
昭和16年増井真須夫の授業用教科書（数学）／試
験問題が挟み込まれている／「理科一年五組　菅
野俊六」／初版／印刷物

菅野俊六 Ⅰ 3 石川總雄著『無機化学』 内田老鶴圃 昭和16年3月8日
500頁(冊
子)

製本印刷物
昭和16年有井癸巳雄の授業用教科書（化学）／
「菅野」印あり／初版は昭和11年11月8日発行・本
書は訂正第4版／印刷物

菅野俊六 Ⅰ 4 竹内端三著『高等微分学』 合名会社　裳華房 昭和16年3月5日
354頁(冊
子)

製本印刷物
試験問題が挟み込まれている／「菅野」印あり／初
版は大正11年3月20日発行・本書は修正第28版／
印刷物

菅野俊六 Ⅰ 5 竹内端三著『高等積分学』 合名会社　裳華房 昭和16年10月5日
260頁(冊
子)

製本印刷物
試験用紙が挟み込まれている／初版は大正12年2
月11日発行・本書は修正第27版／印刷物

菅野俊六 Ⅰ 6 本多光太郎著『物理学本論　上巻』 内田老鶴圃 昭和17年1月15日
278頁(冊
子)

製本印刷物

昭和17年庄司彦六の授業用教科書（物理）／多数
の書き込みあり／「理科二年五組　菅野俊六」／初
版は昭和10年5月8日発行・本書は訂正第7版／印
刷物

菅野俊六 Ⅰ 7 本多光太郎著『物理学本論　下巻』 内田老鶴圃 昭和17年6月5日
311頁(冊
子)

製本印刷物

昭和17年庄司彦六の授業用教科書（物理）／配布
プリントが挟み込まれている／多数の書き込みあり
／「理科二年五組　菅野俊六」／初版は昭和10年
10月15日発行・本書は訂正第7版／印刷物

菅野俊六 Ⅰ 8
杉捷夫編『GRAMMAIRE ÉLÉ
MENTAIRE DE LA LANGUE FRANÇ
AISE』

株式会社　白水社 昭和17年3月31日
150頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書（仏語）か／「菅野俊六」／書き込み
あり／印刷物

整理番号

NDか06 菅野俊六資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

加藤陸奥雄 Ⅲ 1 ［メダル　尚志会名誉章］ 第二高等学校尚志会 （昭和6年） 1点 昭和6年尚志会懸賞論文／明治37年8月制定

加藤陸奥雄 Ⅲ 2 ［メダル　科学寮］ 第二高等学校尚志会科学部 昭和7年 1点

NDか07 加藤陸奥雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅野卓治 Ⅱ 1 ［アルバム　二高道交会（複製）］ 明治29年～平成5年 2冊 ファイル
平成8年10月の二高史料展の際に、各人のアルバ
ムやネガフィルムから複製を作製し、それをまとめ
たもの

整理番号

NDか08 菅野卓治資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

上西太郎 Ⅲ 1 ［木札　上西太郎］ 1点
蜂章の下に墨書で「上西太郎」と書かれた木札・上
部に釘のような穴が開いており、架けて使用された

上西太郎 Ⅲ 2 ［手拭い　明善寮三十三年記念祭］ 二高明善寮 昭和14年 1点

NDか09 上西太郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

片岡武 Ⅱ 1 ［写真　在りし日の霽風号］ 昭和4年11月3日 1点
平木桂撮影／「五年度選手候補決定を機会に霽
風を出艇す」とあり

片岡武 Ⅱ 2 ［写真　霽風号安置式］ 1点

片岡武 Ⅱ 3 ［写真　霽風安置場鐘楼］ 1点

片岡武 Ⅱ 4 ［写真　鯨島供養柱］ 1点

片岡武 Ⅱ 5 ［写真　二高十英霊碑除幕式］ 1点

NDか10 片岡武資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

片平成章 Ⅰ 1 ［講義ノート　歴史］ 片平成章 1941～1943頃
82頁（冊
子）

冊子（ノート）
表紙「歴史　第二高等学校　片平成章」とあり／
ノートの中に歴史年表（1947まで含む）が挟み込ま
れている（後に挟み込まれたものか）

二高尚志同窓会寄贈
（No.4-2-8）

片平成章 Ⅰ 2 ［講義ノート　西洋史］ 片平成章 1941～1943頃
122頁（冊
子）

冊子（ノート） 表紙「西洋史　西村教授　片平成章」とあり
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-2-8）

片平成章 Ⅰ 3 ［講義ノート　西洋史］ 片平成章 1941～1943頃
152頁（冊
子）

冊子（ノート） 表紙「西洋史　片平成章」とあり
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-2-8）

整理番号

NDか11片平成章資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

亀卦川守 Ⅰ 1
第二高等中学校学年成績表／自明治
二十三年七月至明治二十四年七月

第二高等中学校 明治23年～明治24年 23頁(冊子) 冊子
破損甚だし(冊子崩れ)／第二高等中学校各学科
生徒の各科目成績・席順・欠課・遅刻など

亀卦川守 Ⅰ 2
第二高等中学校学年成績表／自明治
二十四年七月至明治二十五年七月

第二高等中学校 明治24年～明治25年 21頁(冊子) 冊子
第二高等中学校各学科生徒の各科目成績・席順・
欠課・遅刻など

亀卦川守 Ⅰ 3
第二高等中学校学年成績表／自明治
二十五年七月至明治二十六年七月

第二高等中学校 明治25年～明治26年 20頁(冊子) 冊子
第二高等中学校各学科生徒の各科目成績・席順・
欠課・遅刻など

整理番号

NDき01 亀卦川守収集資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

北村幸夫 Ⅰ 1 ［絵はがき　遭難学生生徒校葬記念］ 第二高等学校 昭和10年1月8日 3枚 葉書 未使用／袋入

NDき02 北村幸夫資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

亀卦川浩 Ⅰ 1 ［尚志会雑誌部委員委嘱状］
第二高等学校尚志会長　武藤
虎太

大正4年5月22日 1枚 亀卦川浩宛

亀卦川浩 Ⅰ 2 第二高等学校生徒修学旅行之証 第二高等学校 （大正期か） 1枚 校印入り／印刷物

亀卦川浩 Ⅰ 3 ［土井林吉書簡］ 土井林吉 昭和20年7月～9月 1点(3通)
亀卦川国年宛／軸装済／土井林吉（晩翠）が秋保
温泉・佐勘疎開時の近況報告など

亀卦川浩 Ⅲ 1 ［巾着］ （明治37～38年頃） 1点 亀卦川浩の妻・義子の所持品

NDき03 亀卦川浩資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

北川光二郎 Ⅰ 1 ［書幅　石巻二高会寄せ書き］ 石巻二高会 昭和15年7月27日 1点 軸装
長さ220cm×幅110.5cm／書幅用キャビネットに別
置

北川光二郎 Ⅱ 1
［写真　阿刀田令造校長を中心に懇親
会］

1点 解説付

整理番号

NDき04 北川光二郎資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

木村住雄 1
［メダル　第二高等学校護国尚志会柔道
部］

第二高等学校護国尚志会柔
道部

昭和19年 1点

木村住雄 2 ［二高蜂章バックル］ 1点

NDき05 木村住雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

北郷謙二 1 入学手続き関係通知 第二高等学校 昭和8年3月 1点 封書 学資保管規程、領収書等 破損大

北郷謙二 2 合格通知等 第二高等学校 昭和8年3月 1点 封書 入学許可通知、入学式案内等 破損大

北郷謙二 3 相沢芳橘氏書簡 1点 封書 二高時代
破損大により内容未
確認

北郷謙二 4 入社試験合格通知 川崎汽船株式会社 昭和14年10月 1点 ハガキ

北郷謙二 5 ［対部レース第一部優勝記念寄せ書き］ 昭和9年5月 1点 巻紙 合宿所にて記したもの

北郷謙二 6 第４１回対部レース記念メダル 尚志会 昭和11年 1点 メダル

北郷謙二 7 蜂章入り表札「北郷謙二」 1点 木札 上方に蜂の焼印

北郷謙二 8 下駄 一対 木製 北郷氏の旧蔵品

北郷謙二 9
阿部次郎著「三太郎の日記」（岩波書店
版）

岩波書店
大正7年刊/昭和3年
弟27版

1冊 冊子 北郷氏の旧蔵書

北郷謙二 10
現代日本文学全集「広津和郎集/葛西
善蔵集/宇野浩二集」（岩波書店版）

改造社 昭和4年刊 1冊 冊子 北郷氏の旧蔵書

北郷謙二 11 井上和英中辞典 井上辞典刊行会 大正15年刊 1冊 冊子 北郷氏の旧蔵書

NDき06 北郷謙二資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

汲川友保 Ⅰ 1 ［明善寮綱領］ 二高明善寮 1枚 破損のため、裏打ち済

汲川友保 Ⅲ 1 ［印章　二高明善寮委員長之印］ 二高明善寮 1点

汲川友保 Ⅲ 2 ［手拭　第二高等学校三神峯明善寮］ 第二高等学校三神峯明善寮 昭和25年2月 1点

整理番号

NDく01 汲川友保資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

熊谷彰穂 Ⅰ 1 新天流兵法免許之巻物 新天流　後藤健蔵 大正14年4月 1点 熊谷丈夫宛

NDく02 熊谷彰穂資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

日下部甲太
郎

1 蜂章入りバックル 1944年以前 1点 日下部氏が友人から譲り受けたもの

NDく03 日下部甲太郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

桑島眞次 1 第二高等学校昭和２年度卒業アルバム 昭和3年3月 1冊 写真アルバム 別置

桑島眞次 2
（ノート）ストラスブルガー「植物学」上巻
第一冊　第一巻

桑島眞次 大正14年 1冊 大学ノート 夏期休暇中に筆写したもの

桑島眞次 3-1 （ノート）組織学実習　児玉助教授 桑島眞次 昭和5年 1冊 大学ノート
東北帝国大学医学部在学中のノート。児玉龍蔵助
教授の講義

桑島眞次 3-2
（資料）Histologischer Kursus von
prof.Kodama

桑島眞次 1929年 1冊 冊子
東北帝国大学医学部在学中のノート（タイプ印刷
物を貼りついだもの）。児玉龍蔵の講義か

桑島眞次 4
（資料）Histopathologischer Kursus
Prof.Kimura

桑島眞次 1929年 1冊 冊子
東北帝国大学医学部在学中のノート（タイプ印刷
物を貼りついだもの）。木村男也教授の講義

桑島眞次 5 （ノート）神経中枢及末梢神経　橋田邦彦 桑島眞次 2冊 冊子
東北帝国大学医学部時代のノート。本を筆写した
ものか。「脳脊髄神経ノ分布及機能」という印刷物
を挟む

桑島眞次 6 スケッチ帖 桑島眞次 1924年～1930年 1冊 冊子 二高～東北帝大在学中のもの。

桑島眞次 7 早池峯登山記念　高山植物採集帖 桑島眞次 1冊 冊子

桑島眞次 8 写真一括 19点
学生時代～戦時中の写真。アルバムから剥がされ
たもの。

NDく04 桑島眞次資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

栗原健 Ⅰ 1 護国尚志会結成記念 護国尚志会第二高等学校 昭和16年5月20日 ３枚
護国尚志会結成を記念して発行された印刷物／
「「護国尚志会結成記念」について」と題された解
説原稿（栗原健、平成14年11月3日）あり

栗原健 Ⅲ 1 ［バッジ　『尚志』174号記念］ 第二高等学校尚志会雑誌部 昭和15年 1点
皇紀二六〇〇年を記念し、『尚志』174号投稿者に
贈呈されたバッジ

NDく05 栗原健資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

古関吉雄 Ⅰ 1 岡澤鉦次郎著『新式　日本文典原理』 博文館 明治40年1月12日
687頁(冊
子)

製本印刷物 岡澤鉦治の授業用教科書か（国語）／印刷物

古関吉雄 Ⅰ 2
岡澤鉦次郎著『教科参考　日本文典要
義』

博文館 明治41年7月17日
524頁(冊
子)

製本印刷物
岡澤鉦治の授業用教科書か（国語）／「国文学科
古関吉雄」の書き込みあり／印刷物

NDこ01 古関吉雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小山寿一 Ⅰ 1 『デカンショ集歌集』 第二高等学校明善寮財務部 昭和14年9月22日 32頁(冊子) 冊子
デカンショ集・一高～八高の寮歌集／「小山寿一」
印あり／印刷物

小山寿一 Ⅰ 2 『第二高等学校歌集』
第二高等学校護国尚志会生
活部

昭和16年4月20日
229頁(冊
子)

冊子
第二高等学校校歌・凱歌・応援歌・寮歌などの歌
集／印刷物／「理科一ノ三　小山寿一」の書込

小山寿一 Ⅰ 3 護国尚志会紹介 昭和17年3月9日

小山寿一 Ⅰ 4 ［入学許可通知書］ 第二高等学校 昭和17年3月15日 1枚
「高等科理科第一学年三組ニ編入　小山寿一」／
封筒共

小山寿一 Ⅰ 5 学資保管規定 (第二高等学校生徒主事) 昭和17年3月 1枚 第二高等学校への学資保管委託の規定／印刷物

小山寿一 Ⅰ 6 新入生徒に対する訓示 第二高等学校 昭和17年4月1日 19頁(冊子) 冊子 印刷物

小山寿一 Ⅰ 7 学年開始ニ際シ差当リ心得ベキ條項 第二高等学校 昭和17年4月 1枚

新入生に対し第二高等学校での生活についての
説明／試験について・身分証ほか各種証明書に
ついて・掲示について・図書についてなど／印刷
物

小山寿一 Ⅰ 8-1 身分証明書 第二高等学校長　阿刀田令造昭和17年4月11日 1枚 高等科理科一学年時／印刷物

小山寿一 Ⅰ 8-2 身分証明書 第二高等学校長　阿刀田令造昭和18年4月21日 1枚 高等科理科二学年時／印刷物

小山寿一 Ⅰ 8-3 身分証明書 第二高等学校長　野口明 昭和19年4月20日 1枚 高等科理科三学年時／印刷物

小山寿一 Ⅰ 9 明善寮入寮者心得 第二高等学校 昭和17年4月 1枚 明善寮規定／印刷物

小山寿一 Ⅰ 10 明善寮寮費納入法 (明善寮) （昭和17年頃） 1枚 寮費納入方法・寮費概算など／印刷物

小山寿一 Ⅰ 11 第二高等学校入学者心得 (第二高等学校) （昭和17年） 1枚
二高入学者関係の諸手続などについての説明／
印刷物

小山寿一 Ⅰ 12 図書閲覧票 第二高等学校図書課 昭和17年4月1日 1枚 「第九五號」／図書館入館許可証／印刷物

小山寿一 Ⅰ 13 寮則 第二高等学校武道寮 16頁(冊子) 冊子
昭和10年9月27日定／建設趣意・綱領・寮則など
／印刷物

小山寿一 Ⅰ 14 男子体力章検定証 第二高等学校 昭和18年11月 1枚
100m・2000m・走巾跳・手榴弾投・運近(50m折搬)・
懸垂の記録と判定

小山寿一 Ⅰ 15 『改正　仙台市明細全図　全』 伊勢齊助 明治22年6月15日 1点
三輪秀春著／仙台市中心部の地図／「小山寿一」
印あり

整理番号

NDこ02 小山寿一資料



小山寿一 Ⅰ 16 瀧川亀太郎著『纂標論語集註　教科用』 金港堂書籍株式会社 昭和16年2月1日
242頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書か／「小山」とあり／初版は昭和5年
12月6日・本書は修正版／印刷物／和綴本

小山寿一 Ⅰ 17
市浦健・船越義房著『高等平面立体図
学』

内田老鶴圃 昭和17年4月20日
382頁(冊
子)

製本印刷物

授業用教科書か／授業時に配布されたと思われる
プリント共／「理科三年三組　小山寿一」とあり／初
版は昭和6年5月25日・本書は増訂第13版／印刷
物

小山寿一 Ⅰ 18 石川總雄著『詳解　無機化学』 内田老鶴圃 昭和17年9月15日
499頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書か／「理科二年三組　小山寿一」と
あり／初版は昭和11年11月8日・本書は訂正第5版
／印刷物

小山寿一 Ⅰ 19 吉田賢抗著『支那思想史概説』 明治書院 昭和18年1月25日
341頁(冊
子)

製本印刷物 授業用教科書か／印刷物

小山寿一 Ⅰ 20
庄司彦六・野邑雄吉共著『高等教育　力
学・物性・熱学』

東洋図書株式合資会社 昭和17年4月15日
413頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書か／「昭和拾七年拾月六日　小山」
とあり／初版は昭和10年5月25日・本書は10版／
印刷物

小山寿一 Ⅰ 21 野邑雄吉著『高等教育　電磁気学』 東洋図書株式合資会社 昭和17年6月15日
368頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書／「理科三年三組　小山寿一」とあり
／初版は昭和7年11月1日・本書は訂正18版／印
刷物

小山寿一 Ⅰ 22
庄司彦六著『高等教育　波動論・音響
学・光学』

東洋図書株式合資会社 昭和18年12月25日
347頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書か／「理科三年三組　小山寿一」と
あり／初版は昭和9年2月20日・本書は再版／印刷
物

小山寿一 Ⅰ 23 有井癸巳雄述『分析化学』
250頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書か／「理科三年三組　小山寿一」と
あり／印刷物／破損

小山寿一 Ⅰ 24
陸軍省兵務課編纂『学校教練教科書
後篇（術科之部）』

財団法人　軍人会館図書部 昭和17年8月1日
318頁(冊
子)

冊子
授業用教科書／「第二高等学校理科二年三組
小山寿一」とあり／印刷物



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小林清治 Ⅰ 1
［絵はがき　二高茂庭附近秋期発火演
習］

富田文運堂 大正2年11月27日 9枚 葉書 未使用／袋入

NDこ03 小林清治収集資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小嶋敏夫 Ⅰ 1 ［書幅　動車挙塵入珈琲］ 粟野健次郎 昭和7年 1点 軸装
長さ191.2cm×幅44cm／「西里」／書幅用キャビ
ネットに別置

整理番号

NDこ04 小嶋敏夫寄贈資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小関清隆 Ⅰ 1
［絵はがき　明善寮創立第二十九周年記
念］

第二高等学校明善寮 昭和11年 4枚 葉書 未使用／袋入

整理番号

NDこ05 小関清隆資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

小林浩一 Ⅰ 1 ［表彰状］
第二高等学校護国尚志会長
阿刀田令造

昭和17年7月3日 1枚
科学部員として「小孔ヨリ水中ニ吹込マレタル空気
泡ノ大イサニツイテ」の研究業績の表彰につき

小林浩一 Ⅰ 2 護国尚志会メダル 昭和17年7月 1点 気泡発生の研究により受領 2001年寄贈

小林浩一 Ⅰ 3 ［表彰状］
第二高等学校護国尚志会長
阿刀田令造

昭和17年7月3日 1枚
前科学部幹事等として「精励其の任に当り尽力少
なからず」につき表彰

2001年寄贈

整理番号

NDこ06 小林浩一資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

桜井保之助 Ⅰ 1
第二十一回関東東北北海道高等専門
学校弓道大会審査表

東北帝国大学報告会弓道部 昭和17年7月5日 20頁(冊子) 冊子
大会の各校結果・各選手に対する小笠原清明と神
永政吉の講評／「Chiba」とあり／印刷物／Ⅱ-1に
入れられている

桜井保之助 Ⅰ 2 『二高弓道会会報』　第四号 二高弓道会 昭和18年2月15日 26頁(冊子) 冊子
弓道部略史（四）・先輩陣便り・現役陣便りなど／印
刷物／Ⅱ-1に入れられている

桜井保之助 Ⅰ 3 『二高弓道会会報』　第五号 二高弓道会 昭和19年2月15日 28頁(冊子) 冊子
弓道部略史（五）・会員通信など／印刷物／Ⅱ-1
に入れられている

桜井保之助 Ⅰ 4
阿波研造遺文―阿波範士言行録稿本
―　上・下

二高弓道会 昭和20年3月 2冊 A4製本
阿波研造の遺稿・講演・阿波研造旧蔵資料などを
筆写・製本したもの

桜井保之助 Ⅰ 5
［『阿波研造―大いなる射の道の教え―』
原稿綴1～5（複製）］

桜井保之助 昭和56年1月20日 5冊
A5製本・電子
複写

『阿波研造―大いなる射の道の教え―』の原稿を
複写・製本したもの

桜井保之助 Ⅱ 1 ［アルバム　二高弓道部（抄）（複製）］ 桜井保之助 昭和61年9月 1冊 クリアファイル
二高弓道部卒業生が持ち寄った写真を複製したも
の／『二高弓道会会報』などⅠ-1～Ⅰ-3の文書資
料も含まれている

NDさ01 桜井保之助資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

斉藤作之助 Ⅰ 1 『宮城野会』　三鬼隆氏追悼号 宮城野会 昭和27年7月 16頁(冊子) 冊子
宮城野会は二高出身の財界人組織／二高経済会
から改称／印刷物

斉藤作之助 Ⅰ 2 二高忠愛之友倶楽部会員名簿 二高忠愛之友倶楽部 昭和42年5月 60頁(冊子) 冊子 印刷物

斉藤作之助 Ⅰ 3 会員名簿　二高ゴルフ会 二高ゴルフ会 昭和44年5月 18頁(冊子) 冊子 印刷物

斉藤作之助 Ⅰ 4 『記念事業決算報告書』
第二高等学校尚志同窓会記
念事業実行委員会

昭和44年12月 56頁(冊子) 冊子
創立80周年記念事業決算報告収支決算書・寄附
者芳名簿／印刷物

斉藤作之助 Ⅰ 5
土井晩翠先生歓迎会の為に　第二高等
学校校歌及尚志会歌

1枚 二高校歌・尚志会歌の歌詞／印刷物

整理番号

NDさ02 斉藤作之助資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐々木梗 Ⅰ 1-1 大正二年度二高英法文会名簿 二高英法文会 （大正2年） 4枚 印刷物

佐々木梗 Ⅰ 1-2 ［大正二年度二高英法文会名簿草案］ （大正2年） 1枚 Ⅰ-1-1の草案

佐々木梗 Ⅰ 2 土井晩翠著『暁鐘』 有千閣・佐養書店 明治34年8月25日
131頁(冊
子)

冊子
初版は明治34年5月20日／本書は再版／破損大
／印刷物

佐々木梗 Ⅰ 3 ［第二高等学校二十五周年記念号］ (第二高等学校) 大正元年10月26日
234頁(冊
子)

冊子
第二高等学校年表・尚志会史など／印刷物／破
損大／表紙なし

佐々木梗 Ⅰ 4 ［道交会会員名簿］ 財団法人　道交会 昭和26年10月10日 66頁(冊子) 冊子 道交会会員の氏名・住所・勤務先など／印刷物

佐々木梗 Ⅰ 5 『二高歌集』 二高尚志社 昭和27年10月25日
172頁(冊
子)

冊子 印刷物

佐々木梗 Ⅰ 6 ［一高歌集カ］
204頁(冊
子)

冊子 印刷物／破損大／表紙なし

NDさ03 佐々木梗寄贈資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤剛彦 Ⅰ 1 『明善』　第七号 第二高等学校明善寮 昭和11年2月29日
248頁(冊
子)

冊子 「一九三六年　佐藤生」の書き込みあり／表紙破損

佐藤剛彦 Ⅰ 2 端艇部への壮行之辞
第二高等学校尚志会応援団
長　針岡信男

昭和13年7月12日 1枚
昭和13年インターハイに出場する二高端艇部選手
に向けて贈ったもの

整理番号

NDさ04 佐藤剛彦資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

佐藤憲夫 1 二高陸上競技部バックル 1933年 1点

NDさ05 佐藤憲夫寄贈資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

重原慶信 Ⅰ 1 ［卒業証書］
第二高等学校長従四位勲三
等　中川元

明治41年7月1日 1枚 明治41年大学予科一部の卒業証書

重原慶信 Ⅰ 2 重原慶信著『国史概論』 白林社 昭和5年5月25日
271頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書として重原慶信が使用したもの／書
き込みあり／初版

重原慶信 Ⅰ 3 重原慶信著『東洋史講』 大観堂書店 昭和11年9月10日
257頁(冊
子)

製本印刷物
授業用教科書として重原慶信が使用したものか／
書き込みあり／初版

重原慶信 Ⅰ 4 重原慶健著『父・重原慶信を語る』 三光堂 昭和46年5月31日 18頁(冊子) 冊子 重原慶信の生涯について

NDし01 重原慶信資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渋田八郎 Ⅰ 1 ［入学許可通知書］ 第二高等学校 大正15年4月12日 1枚 印刷物／台紙に貼付

渋田八郎 Ⅰ 2
［新聞切抜　杉村七太郎・石川哲朗・武
藤完雄・和田正男・桂重次］

（昭和23年） 5枚 （『日本医事新報』（昭和23年頃）の記事

渋田八郎 Ⅰ 3-1 ［遺墨　杉村七太郎書簡（封筒）］ （昭和24年）7月14日 1枚 渋田八郎宛／封筒のみ／書簡なし／台紙に貼付

渋田八郎 Ⅰ 3-2 ［遺墨　武藤完雄書簡］ （昭和24年7月25日） 1枚 葉書 渋田八郎宛／礼状／台紙に貼付

渋田八郎 Ⅰ 3-3 ［遺墨　桂重次書簡（封筒）］ （昭和26年）9月24日 1枚 渋田八郎宛／封筒のみ／書簡なし／台紙に貼付

整理番号

NDし02 渋田八郎資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

柴生田豊 Ⅰ 1-1 『図南会報』　第二号 図南会 昭和5年7月
48頁(綴)・2
部

綴(クリップ留)

柴生田豊 Ⅰ 1-2 『図南会報』　第四号 図南会 昭和6年5月
14頁(綴)・2
部

綴(ホチキス
留)

柴生田豊 Ⅰ 1-3 『図南会報』　第五号 図南会 昭和6年7月 16頁(綴)
綴(ホチキス
留)

柴生田豊 Ⅰ 1-4 『図南会会報』　第八号 二高図南会 昭和8年1月20日 40頁(冊子) 冊子 書き込みあり

柴生田豊 Ⅰ 1-5 『図南会会報』　第九号 二高図南会 昭和9年4月25日 40頁(冊子) 冊子 書き込みあり

柴生田豊 Ⅰ 1-6 『図南会会報』　第十号 二高図南会 昭和11年1月15日 50頁(冊子) 冊子
松島湾遭難壱週年記念号／「二高端艇部学校蔵
書印」あり／「仙台市北六番丁　喜多村潔」印あり

柴生田豊 Ⅰ 1-7 『図南会会報』　第十六号 二高図南会 昭和15年12月25日 74頁(冊子) 冊子 皇紀二千六百年記念号／二連覇記念

柴生田豊 Ⅰ 2 護国尚志会紹介 第二高等学校護国尚志会 昭和16年3月20日 20頁(冊子) 冊子 各部の紹介

柴生田豊 Ⅰ 3 図南会十志寮日誌 図南会十志寮 昭和12年 96頁(冊子)
冊子(大学ノー
ト)

十志寮憲法・民法・日誌／「東北帝国大学医学部
自治会撰」ノート

柴生田豊 Ⅰ 4 『旧制高等学校史研究』第13号 旧制高等学校資料保存会 昭和52年7月
147頁(冊
子)

冊子

柴生田豊 Ⅰ 5 ［二高端艇部史編纂経過報告］ 柴生田豊 昭和53年5月31日 4枚 二高端艇部先輩各位宛

柴生田豊 Ⅰ 6
『弘道』第882号　故野口明会長追悼特
集

日本弘道会 昭和54年10月31日 48頁(冊子) 冊子 野口明先生遺影・略歴・弔詞など

柴生田豊 Ⅰ 7 遭難五十周年十英霊慰霊祭次第 二高尚志同窓会 昭和58年10月9日 1枚
於仙台市公会堂／太鼓・開式宣言・黙祷・式辞・追
悼の辞・献花・波の唄斉唱・閉式宣言・太鼓／印刷
物

柴生田豊 Ⅰ 8
［スクラップ　二高端艇部遭難の回顧（複
製）］

柴生田豊 5枚 電子複写

永井準一郎「ボート遠漕回顧　四月二日の水難」
(『学士会月報』第638号(学士会、昭和16年5月))と
同「ボート遠漕回顧　四月二日の水難（承前）」(『学
士会月報』第639号(学士会、昭和16年6月))の切抜
を電子複写したもの

柴生田豊 Ⅰ 9
［松島遭難事件　第一高等学校端艇部
弔辞（複製）］

6頁(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

第一高等学校端艇部代表　浅野尚一／複製物

整理番号

NDし03 柴生田豊資料



柴生田豊 Ⅰ 10 ［野口明書簡（複製）］ 柴生田豊 10月10日 1通(3枚) 電子複写
柴生田宛書簡の複製物／萩庭先生筆写の松島遭
難事件鐘銘撰文を発見につき、その写しを送付す
る旨／鐘銘撰文（昭和11年12月)写し

柴生田豊 Ⅰ 11 伊吹皎三『松島湾のボート』 伊吹皎三 59頁(冊子) 冊子

昭和43年7月～12月、日曜随筆に「ボートマン物
語」として連載したものを再編／初めて見るボート
レース・二高入学と行軍・部レース・対一高戦と二
高式漕法・対部レース・艇庫と艇番・美わしい松島
湾・石の巻遠漕・コーチとスパイ・東北大学のボー
ト・東北漕艇協会の誕生・佗しい艇庫・東北大学イ
ンターカレジ出場・白鬚の合宿・尾久レガッタまで・
長蛇を逸す・ローイングの理論・二高の遭難・復
讐・戦中戦後・ローマオリンピック・日本漕艇協会の
専断・東北大学の臨戦態勢・我々の目指すところ・
近づくレース・オリンピック観戦・松島湾よ蘇れ



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

柴田文平 Ⅰ 1 『第二高等学校唱歌集』 第二高等学校尚志会 大正7年6月30日
147頁（冊
子）

冊子 印刷物

柴田文平 Ⅰ 2 ［絵はがき　遭難学生生徒校葬記念］ 第二高等学校 昭和10年1月8日 4枚 葉書 未使用

柴田文平 Ⅰ 3
［絵はがき　二高明善寮創立三十七周年
記念］

（昭和18年） 6枚 葉書 未使用

柴田文平 Ⅱ １ ［アルバム　卒業記念］ 第二高等学校 大正3年5月30日 1冊 冊子 印刷物

NDし04 柴田文平資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

柴田穣 Ⅰ 1
［第二高等学校入学志願者心得（複
製）］

第二高等学校 昭和19年11月6日 2枚 電子複写 昭和20年度入学者選抜についての概要／複製物

柴田穣 Ⅰ 2
［昭和二十年度入学者選抜筆答試問問
題（複製）］

（第二高等学校） （昭和20年） 1枚 電子複写 「□せ□甲」／複製物

柴田穣 Ⅰ 3
［新聞切抜　昭和20年度全国官立高等
学校入学志願者数について（複製）］

（昭和20年） 1枚 電子複写
「昨年より半減／文、理科共四倍／全国高校の志
願者数」／複製物

柴田穣 Ⅰ 4 ［護国尚志会紹介（複製）］ 護国尚志会常務幹事 1枚 電子複写
護国尚志会機構（国防部・鍛錬部・文化部）などの
紹介／複製物

整理番号

NDし05 柴田穣収集資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

下鶴大輔 Ⅰ 1 ［入学許可通知書］ 第二高等学校 昭和17年3月15日 1枚 「高等科理科第一学年五組ニ編入　下鶴大輔」

下鶴大輔 Ⅰ 2 第二高等学校入学者心得 1枚 左端切り取り跡あり

下鶴大輔 Ⅰ 3 ［入学者父兄への案内］ 第二高等学校生徒主事 昭和17年3月 1枚 入学式・寄宿舎・学資概算などについて

下鶴大輔 Ⅰ 4 明善寮入寮者心得 第二高等学校 昭和17年4月 1枚

下鶴大輔 Ⅰ 5 明善寮寮費納入法 1枚

整理番号

NDし06 下鶴大輔資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

嶋村匡俊 Ⅰ 1 身分証明書（複製） 第二高等学校長　野口明 昭和24年4月1日 1枚
電子複写（カ
ラー）

理科第三学年時／印刷物

整理番号

NDし07 嶋村匡俊資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

白戸孝 Ⅲ 1 ［バックル］ 1点 蜂章と横二本線が描かれたバックル

白戸孝 Ⅲ 2 ［バッジ　二高］ 1点 蜂と蜂の巣をモチーフにしたバッジ・「NIKO」とあり

整理番号

NDし08 白戸孝資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅原光男 Ⅰ 1 ［入学許可通知書（複製）］ 第二高等学校 昭和20年1月31日 2枚 電子複写
「理科第一学年五組甲　菅原光男」／複製物／同
一の複製物あり

菅原光男 Ⅰ 2 ［第二次受験者心得（複製）］ 第二高等学校 昭和20年1月11日 1枚 電子複写

菅原光男 Ⅰ 3-1
［第二高等学校入学志願者心得（複
製）］

第二高等学校 昭和19年11月6日
1枚［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写後、ホ
チキスで一括してある

菅原光男 Ⅰ 3-2 ［考査室略図（複製）］ 第二高等学校
1枚［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

入学試験時のものか／Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～
Ⅱ-4は電子複写後、ホチキスで一括してある

菅原光男 Ⅰ 3-3 ［新入生ニ対シ入学手続等通知（複製）］ 第二高等学校 昭和20年4月1日
1枚［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写後、ホ
チキスで一括してある

菅原光男 Ⅰ 3-4
［第二高等学校尚志会柔道部書簡（複
製）］

第二高等学校尚志会柔道部 （昭和20年）
1枚［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

武道寮入寮決定の通知／Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1
～Ⅱ-4は電子複写後、ホチキスで一括してある

菅原光男 Ⅰ 3-5 ［新聞切抜　校舎移転問題（複製）］
1枚［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

「校舎を伝統の地へ／二高生間に移転の希望高ま
る」／Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写
後、ホチキスで一括してある

菅原光男 Ⅰ 3-6 ［新入生ニ告グ（複製）］ 第二高等学校長　野口明 昭和20年4月1日
1枚［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写後、ホ
チキスで一括してある

菅原光男 Ⅰ 4 ［菅原光男日記（複製）］ 菅原光男 昭和20年 2枚 電子複写 「我が第二高等学校」資料編収載

菅原光男 Ⅱ 1 ［写真　寮一時分散（複製）］ 昭和20年8月16日
1点［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

解説共／Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複
写後、ホチキスで一括してある

菅原光男 Ⅱ 2
［写真　柔道部送別試合を終えて（複
製）］

昭和21年12月1日
1点［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写後、ホ
チキスで一括してある

菅原光男 Ⅱ 3 ［写真　武道寮入寮記念（複製）］ 昭和20年7月1日
1点［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

剣道・柔道・弓道部などと共に／Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-
6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写後、ホチキスで一括して
ある

菅原光男 Ⅱ 4 ［写真　寮祭劇後の記念撮影（複製）］
1点［9枚
(綴)］

電子複写・綴
(ホチキス留)

Ⅰ-3-1～Ⅰ-3-6、Ⅱ-1～Ⅱ-4は電子複写後、ホ
チキスで一括してある

整理番号

NDす01 菅原光男資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

菅野貞雄 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 大正15年文科甲類 大正15年 1冊 冊子
集合写真・教授の写真など二高時代の写真を収め
たアルバム

菅野貞雄 Ⅲ 1 ［二高帽章］ 第二高等学校 1点

菅野貞雄 Ⅲ 2 ［二高制服上衣のボタン］ 第二高等学校 1点

菅野貞雄 Ⅲ 3 ［メダル　一・二高合同柔道夏稽古記念］ 第二高等学校 大正13年 1点 於仙台

NDす02 菅野貞雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鈴木康平 Ⅱ 1 ［写真　大正6年卒業生送別会（複製）］ 大正6年 1点 解説付

整理番号

NDす03 鈴木康平資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鈴木主計 Ⅰ 1 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和12年）8月10日 1通(1枚) 封書 二高創立50周年事業への寄附願

鈴木主計 Ⅰ 2 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和12年）8月24日 1通(1枚) 封書 二高創立50周年事業への寄附願／封筒なし

鈴木主計 Ⅱ 1 ［写真　明善寮卒業生送別記念（複製）］
第二高等学校清水小路明善
寮

（大正5～6年） 1点 大正5年度明善寮卒業生送別記念

鈴木主計 Ⅱ 2
［写真　卒業生およびゼーピー・ホール
教師送別会（複製）］

（大正5年5月頃カ） 1点

鈴木主計 Ⅱ 3
［写真　清水小路「明善寮」庭にて（複
製）］

（大正4～7年） 1点

鈴木主計 Ⅱ 4 ［写真　学生写真（複製）］ （大正4～7年） 1点 片平丁二高校庭か

鈴木主計 Ⅱ 5
［写真　阿刀田校長招待　福島二高会
（複製）］

昭和10年 1点

鈴木主計 Ⅱ 6
［写真　二高野球部歓迎　福島二高会
（複製）］

昭和11年6月 1点 於福島市仙寿亭食堂

鈴木主計 Ⅱ 7 ［写真　福島二高会（複製）］ （昭和12年頃カ） 1点 於熱海

鈴木主計 Ⅱ 8 ［写真　福島二高会（複製）］ （昭和18～19年） 1点

NDす04 鈴木主計資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鈴木典夫 Ⅰ 1 第十八回部レース次第 二高尚志会 昭和22年6月8日 1枚
於塩釜湾築港コース／出場選手一覧／印刷物／
複製共

鈴木典夫 Ⅰ 2 ［明善寮歌碑建碑記（複製）］ 松本克彦 昭和61年10月 13枚(綴)
綴(ホチキス
留)

二高尚志同窓会会報『尚志』第29号(昭和62年5月
31日)所収の松本克彦「『明善寮歌碑』建立記」原
稿の複製／歌碑碑文の原稿・完成稿もあり

鈴木典夫 Ⅱ 1
［アルバム　鈴木典夫氏所蔵写真（複
製）］

昭和18年～昭和23年 3冊

鈴木典夫 Ⅲ 1 ［風呂敷］ 1点 二高尚志会自動車部・中村善助追悼の品

整理番号

NDす05 鈴木典夫資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

須藤素 Ⅱ 1 ［写真　明治三十六年英法卒業生］ 明治36年 1枚
台紙に「Ａ」とあり／明治36年英法卒業生26名の集
合写真

須藤素 Ⅱ 2 ［写真　二高生集合写真］ （明治33～36年） 1枚 台紙に「Ｂ」とあり

須藤素 Ⅱ 3 ［写真　二高生集合写真］ （明治33～36年） 1枚 台紙に「Ｃ」とあり

須藤素 Ⅱ 4 ［写真　ボート選手集合写真］ （明治33～36年） 1枚 台紙に「Ｄ」とあり／「Ｃ」の裏に貼付

須藤素 Ⅱ 5 ［写真　ボート選手等集合写真］ （明治33～36年） 1枚 台紙に「Ｅ」とあり／「Ｂ」の裏に貼付

NDす06 須藤素資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

関野完雄 1
［写真　部対抗ボートレース優勝記念写
真］

明治38年 1枚 台紙つき写真

関野完雄 2 ［写真　明治38年3部医科集合写真］ 明治38年 1枚 台紙つき写真

関野完雄 3 ［写真　明治38年3部医科集合写真］ 明治38年 1枚 台紙つき写真 夏服姿の写真

関野完雄 4 ［写真　明治38年3部医科集合写真］ 明治39年 2枚 台紙つき写真 C020421

NDせ01 関野完雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

田中五郎 Ⅰ 1 ［日誌　清水小路「明善寮日誌」抜粋］ 田中五郎 （大正12年頃） 74頁(冊子)
冊子・タイプ印
刷

大正12年の『明善寮日誌』を田中五郎が抜粋・清
書し製本したもの

田中五郎 Ⅰ 2 第二高等学校校歌 1枚
第二高等学校教授・土井林吉作歌、東京音楽学
校教授・楠美恩三郎作曲／印刷物

田中五郎 Ⅰ 3 尚志会応援歌 1枚 土井晩翠作歌、川田吉衛作曲／印刷物

田中五郎 Ⅰ 4 水戸遠征野球応援歌 1枚 草野美男作歌、閑歳俊雄作曲／印刷物

田中五郎 Ⅰ 5 『故人のおもかげ』 昭和22年8月28日 24頁(冊子) 冊子 阿刀田令造死去につき弔辞・弔詞集

田中五郎 Ⅰ 6 ［酒肴券半券］ 第二高等学校尚志同窓会 昭和27年8月12日 1枚
「第二高等学校尚志同窓会長之印」／「87」の印字
あり

田中五郎 Ⅰ 7 二高五級会消息集 二高五級会 昭和33年12月 8頁(冊子) 冊子
二高大正13年理科5組卒業生の住所・勤務先・近
況について／印刷物

田中五郎 Ⅰ 8 六如会会員名簿 第二高等学校陸上競技部 昭和38年5月 30頁(冊子) 冊子

田中五郎 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ （大正14年理科5組） 大正14年3月 1冊 冊子

NDた01 田中五郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

玉手英典 Ⅰ 1 ［入学式案内状（複製）］ 第二高等学校長　玉蟲一郎一昭和6年3月28日 1枚 電子複写

玉手英典 Ⅰ 2 ［学資概算表（複製）］ 第二高等学校 昭和6年3月 1枚 電子複写 二高生徒の平均的な必要経費の概算

玉手英典 Ⅰ 3
［生徒調査表作成依頼および注意事項
（複製）］

第二高等学校生徒主事 昭和6年3月 1枚 電子複写 調査表の記入例・在学中の注意事項など

玉手英典 Ⅰ 4 ［学資保管規定（複製）］ (第二高等学校生徒主事) 昭和6年3月 1枚 電子複写 第二高等学校への学資保管委託の規定

整理番号

NDた02 玉手英典資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

玉虫孝郎 Ⅰ 1
GUY DE MAUPASSANT『Première
Neige（初雪）』

株式会社　白水社 昭和22年9月25日
101頁(冊
子)

冊子
河盛好蔵編／授業用教科書（仏語）か／多数の書
き込みあり／「玉虫孝郎」とあり／初版は昭和10年3
月30日発行・本書は6版／印刷物

玉虫孝郎 Ⅰ 2
HONORÉ de BALZAC『Le Lys dans la
Vallée（谷間の百合）』

大学書林 昭和22年12月20日 89頁(冊子) 冊子
小林龍雄編／授業用教科書（仏語）か／多数の書
き込みあり／初版／印刷物

玉虫孝郎 Ⅰ 3
NOËL NOUËT『PARIS  DEPUIS DEUX
MILLE ANS（巴里二千年史）』

株式会社　白水社 昭和23年4月30日 98頁(冊子) 冊子
授業用教科書（仏語）か／多数の書き込みあり／
「二高仏法　玉虫孝郎」とあり／初版は昭和3年6月
20日発行・本書は再版／印刷物

玉虫孝郎 Ⅰ 4
GUSTAVE FLAUBERT『Trois Contes
（三つの短編）』

大学書林 昭和23年5月10日
135頁(冊
子)

冊子
大久保洋・花島克己編／授業用教科書（仏語）か
／多数の書き込みあり／初版は昭和17年8月25日
発行・本書は第3版／印刷物

玉虫孝郎 Ⅰ 5 VOLTAIRE『CANDIDE』 株式会社　ヴィヨン書店 昭和24年5月8日
138頁(冊
子)

冊子
有永弘人編著／授業用教科書（仏語）か／多数の
書き込みあり／印刷物

NDた03 玉虫孝郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

高橋佐門 Ⅰ ［高橋佐門収集資料］

高橋佐門 Ⅰ 1 ［高等中学校設置ノ趣意書（複製）］ 明治19年10月 5頁(冊子)
冊子・電子複
写

高橋佐門 Ⅰ 2
［登張竹風教授の卒業生に贈る辞（複
製）］

大正二年二部工科卒業生 大正2年6月5日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

大正2年2部工科卒業アルバムからの複製

高橋佐門 Ⅰ 3 ［絵はがき］

高橋佐門 Ⅰ 3-1
［絵はがき　明善寮創立第十五年記念
祭］

二高明善寮 大正10年9月24日 1枚 葉書 未使用

高橋佐門 Ⅰ 3-2
［絵はがき　明善寮創立第十八周年記
念］

第二高等学校明善寮 大正13年9月27日 3枚 葉書 未使用／うち1枚は台紙葉書に貼付してある

高橋佐門 Ⅰ 3-3
［絵はがき　明善寮創立二十五周年記
念］

第二高等学校明善寮 昭和6年 2枚 葉書
未使用／うち1枚は宛先部分が剥離してなくなって
いる

高橋佐門 Ⅰ 3-4
［絵はがき　明善寮創立第二十九周年記
念］

第二高等学校明善寮 昭和10年 4枚 葉書 未使用／袋共

高橋佐門 Ⅰ 3-5
［絵はがき　二高明善寮三十周年記念
祭］

第二高等学校明善寮
昭和11年10月17日～
10月18日

4枚 葉書 未使用／袋共

高橋佐門 Ⅰ 4 ［応援歌］

高橋佐門 Ⅰ 4-1 対一高端艇競漕応援歌 大正11年1月 1枚 大塚貫一作歌・閑歳俊雄作曲／印刷物

高橋佐門 Ⅰ 4-2 対一高端艇競漕凱歌 大正11年1月 1枚 湊勇雄作歌・川田吉衛作曲／印刷物

高橋佐門 Ⅰ 4-3 野球部京都遠征応援歌 （大正11年1月） 1枚 大塚君作歌・佐伯君作曲／印刷物

高橋佐門 Ⅰ 5 ［寄せ書き　応援団カ］ （大正12年）2月20日 1枚

高橋佐門 Ⅰ 6
［第二高等学校創立五十周年記念関
係］

高橋佐門 Ⅰ 6-1
第二高等学校創立五十周年記念事業
寄附申込報告（昭和十二年十月十九日
現在）

第二高等学校 昭和12年10月19日 40頁(冊子) 冊子
第二高等学校創立50周年記念事業に対する寄付
金額と寄付者名／印刷物

高橋佐門 Ⅰ 6-2
第二高等学校創立五十周年記念式次
第記念行事日程並ニ校内施設要覧　附
校内略図

第二高等学校 昭和12年10月26日 10頁(冊子) 冊子 供養場座席表が挟み込まれている／印刷物

NDた04 高橋佐門収集資料

整理番号



高橋佐門 Ⅰ 7 本校出身戦没者慰霊祭記録 第二高等学校 昭和14年10月25日 9頁（冊子） 冊子
本校出身戦没者写真・略歴・祭詞・祭次第・概況
（斎場のしつらへ・挙式模様・出席者御芳名・慰霊
文）・余録／印刷物

高橋佐門 Ⅰ 8
建設二高会名簿／昭和59年3月31日現
在

建設二高会 昭和59年3月31日 16枚(綴)
綴(ホチキス
留)

建設二高会会員の卒業年・学科・氏名・住所／印
刷物

高橋佐門 Ⅰ 9 ［プログラム等］

高橋佐門 Ⅰ 9-1-1
［プログラム　二高創立五十周年記念大
演奏会（複製）］

二高尚志会音楽部・二高有志
尺八部

昭和12年10月30日 4枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

於二高大講堂

高橋佐門 Ⅰ 9-1-2
［プログラム　二高創立五十周年記念大
演奏会（複製）］

二高尚志会音楽部・二高有志
尺八部

昭和12年10月30日 14頁(冊子)
冊子・電子複
写

於二高大講堂

高橋佐門 Ⅰ 9-2-1
［プログラム　紀元2600年奉祝合同大演
奏会（複製）］

東北帝国大学音楽部・第二高
等学校音楽部

昭和15年11月10日
4頁(冊子)・
1枚

冊子・電子複
写

於東北帝国大学講堂

高橋佐門 Ⅰ 9-2-2
［紀元2600年奉祝合同大演奏会招待
券・案内状（複製）］

東北帝国大学音楽部・第二高
等学校音楽部

昭和15年11月10日 1枚 電子複写 於東北帝国大学講堂

高橋佐門 Ⅰ 9-3
［プログラム　第二高等学校護国尚志会
音楽部発表会（複製）］

第二高等学校護国尚志会音
楽部

昭和16年11月15日 4頁(冊子)
冊子・電子複
写

於二高講堂

高橋佐門 Ⅰ 10 蜂章賛歌―みちのくは　かなしきところ― 中島資忠（柊村） 1枚

高橋佐門 Ⅰ 11 ［第二高等学校関係新聞記事］

高橋佐門 Ⅰ 11-1
［新聞　第二高等中学校創設関係（複
製）］

明治19年7月～明治
20年10月

30点
第二高等中学校の創設に関する法規、寄付、論説
などの記事が掲載された『奥羽日日新聞』を撮影し
た写真

高橋佐門 Ⅰ 11-2 ［新聞　第二高等中学校開校式（複製）］
明治24年10月22日～
10月30日

9枚 電子複写
第二高等中学校開校式に関する『東北毎日新聞』
第799号～第807号の複製

高橋佐門 Ⅰ 11-3
［新聞　吉村寅太郎校長排斥ストライキ
関係］

高橋佐門 Ⅰ 11-3-1
［新聞　吉村寅太郎校長排斥ストライキ
（複製）］

明治30年3月9日～17
日

9枚 電子複写 『仙台新聞』(昭和30年3月9日～3月17日)の複製

高橋佐門 Ⅰ 11-3-2
［新聞　吉村寅太郎校長排斥ストライキ
（複製）］

明治30年3月10日～
17日

8枚 電子複写
『奥羽日日新聞』(昭和30年3月10日～3月17日)の
複製

高橋佐門 Ⅰ 11-3-3
［新聞　吉村寅太郎校長排斥ストライキ
（複製）］

明治30年3月12日～
17日

4枚 電子複写 『河北新報』(昭和30年3月12日～3月17日)の複製

高橋佐門 Ⅰ 11-4 ［新聞切抜　中川元校長関係記事］

高橋佐門 Ⅰ 11-4-1 ［新聞切抜　中川校長講演記事（複製）］ （明治40年代カ） 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

「海洋学の梗概／地理歴史会に於る中川二高長
の講演」（『河北新報』明治40年代頃）の複製

高橋佐門 Ⅰ 11-4-2
［新聞切抜　ローマ字についての論争
（複製）］

明治42年1月 13枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

二高校長・中川元と山本有成の間で起こったロー
マ字論争に関する『河北新報』の切抜複製



高橋佐門 Ⅰ 11-5
［新聞　二高出席点規程撤廃問題（複
製）］

大正8年9月29日～11
月6日

7点 電子複写 『河北新報』(大正8年9月29日～11月6日)の複製

高橋佐門 Ⅰ 11-6
［新聞　岡野義三郎校長排斥ストライキ
（複製）］

昭和2年6月17日～6
月28日

19枚 電子複写 『河北新報』(昭和2年6月17日～6月28日)の複製

高橋佐門 Ⅰ 11-7
［新聞　二高社会科学研究会事件（複
製）］

昭和3年9月3日～9月
21日

11点
二高社会科学研究会事件に関する『河北新報』
（昭和3年9月3日～9月21日）を撮影した写真

高橋佐門 Ⅰ 11-8
［新聞　松島湾ボート遭難事件関係（複
製）］

昭和9年12月 10枚(綴) クリアファイル

高橋佐門 Ⅰ 11-9 ［新聞切抜　回心の記］
昭和52年5月29日・7
月24日

2枚
二高時代の回想／鈴木和義「聖書随想　回心の記
〈21〉・〈29〉」（『カトリック新聞』）

高橋佐門 Ⅰ 12 ［吉村寅太郎・高山林太郎関係論文］

高橋佐門 Ⅰ 12-1
［吉村寅太郎「帝国大学の経営、及各分
科大学学生の定員」（複製）］

明治31年2月 4枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『太陽』第4巻第3号(明治31年2月)掲載

高橋佐門 Ⅰ 12-2
［高山林太郎か「学風校紀の壌乱と文部
省の責任」（複製）］

明治31年2月 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『太陽』第4巻第4号(明治31年2月)

高橋佐門 Ⅰ 12-3
［高山林太郎「無主義の教育（現今の問
題下）」（複製）］

明治31年5月 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『太陽』第4巻第11号(明治31年5月)

高橋佐門 Ⅰ 12-4 ［高山林太郎「学校騒動論」（複製）］ 明治31年7月 4枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『太陽』第4巻第14号(明治31年7月)

高橋佐門 Ⅰ 12-5
［高山林太郎か「尋常中学校の本科以外
に高等学校予科を設くるの議」（複製）］

明治31年8月 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『太陽』第4巻第16号(明治31年8月)

高橋佐門 Ⅰ 13 ［若尾瀾水関係資料］

高橋佐門 Ⅰ 13-1 ［若尾瀾水略歴・俳論（複製）］ 8枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

奥羽百文会・仙台俳況・仙台雑事・奥羽の俳況／
『若尾瀾水俳論集（子規の死とその前後）』(昭和42
年)を部分複写したものか

高橋佐門 Ⅰ 13-2 ［丁亥日記（複製）］ 若尾瀾水
明治32年11月28日～
明治33年6月13日

24枚 電子複写
若尾瀾水「丁亥日記」（高知市立図書館蔵）を複写
したもの

高橋佐門 Ⅰ 14 ［二高柔道部関係］

高橋佐門 Ⅰ 14-1
［大正7年一高対二高柔道試合関係（複
製）］

大正7年6月 5枚(綴)
綴(クリップ
留)・電子複写

大正7年の対一高柔道試合についての意見など／
『河北新報』縮刷

高橋佐門 Ⅰ 14-2 ［二高柔道部資料（複製）］ 大正8年3月 6枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

小田常胤「柔道改革私見」（『中央公論』大正7年12
月号）に対する意見／櫻庭武「小田常胤氏の柔道
改革私見を読む」（『中央公論』大正8年3月号）の
複製物

高橋佐門 Ⅰ 15 ［学生思想事件関係資料］



高橋佐門 Ⅰ 15-1
［『学生思想事件一覧／自昭和四年十
一月至昭和五年十月』（複製）］

文部省学生部 昭和5年12月 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

「学生思想事件一覧」のうち、第二高等学校に関す
る部分の複製

高橋佐門 Ⅰ 15-2 ［『学生思想事件一覧』　第二輯（複製）］ 文部省学生部 昭和7年8月 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

「学生思想事件一覧」のうち、第二高等学校に関す
る部分の複製

高橋佐門 Ⅰ 15-3 ［『彙報』　第七輯（複製）］ 文部省思想局 1枚
綴(ホチキス
留)・電子複写

第二高等学校における昭和6年12月10日～11日
の「読書会発覚ニ関スル件」の部分

高橋佐門 Ⅰ 15-4 ［『彙報』　第十四輯（複製）］ 文部省思想局 昭和7年8月 1枚
綴(ホチキス
留)・電子複写

第二高等学校における昭和6年4月11日入学式当
日の「学内左翼組織発覚に関する件」の部分

高橋佐門 Ⅰ 15-5 ［『彙報』　第十八輯（複製）］ 文部省思想局 昭和8年1月 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

第二高等学校における昭和7年11月の「校友会理
事選任問題に関する紛擾の件」の部分

高橋佐門 Ⅰ 15-6 ［『彙報』　第十九輯（複製）］ 文部省思想局 昭和8年2月 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

第二高等学校における昭和7年の「極左組織発覚
に関する件」の部分

高橋佐門 Ⅰ 16 ［武藤虎太履歴書（複製）］ （明治40年頃カ） 5枚 電子複写 二高第6代校長・武藤虎太の二高赴任時の履歴書

高橋佐門 Ⅰ 17-1 ［粟野健次郎死亡通知葉書（複製）］
妹　佐藤亀尾・弟　豊島定・妹
岡山新・弟　小野寺恕・友人総
代 阿刀田令造

昭和11年8月24日 1枚 電子複写
告別式の日取りについて／複製物／Ⅰ-17-2と同
一用紙にて電子複写

高橋佐門 Ⅰ 17-2 ［阿刀田令造礼状葉書］ 第二高等学校長　阿刀田令造昭和11年8月28日 1枚 電子複写
粟野健次郎死去の際の弔電・弔辞に対する礼状
／複製物／Ⅰ-17-1と同一用紙にて電子複写

高橋佐門 Ⅰ 18 ［二高信仰運動資料（複製）］ 昭和15年11月 30枚(綴)
綴(クリップ
留)・電子複写

尚絅女学院・ブゼル女史によるバイブル・クラスに
ついて／栗原基『ブゼル先生伝』（ブゼル先生記
念事業期成会、昭和15年11月）の複製物／一部
抜粋

高橋佐門 Ⅰ 19 ［仙台二高の四年（複製）］ 昭和36年 7枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

斎藤隆三著『自叙伝』（昭和36年）を部分複写した
もの／吉村校長・沢柳校長・菊池校長のこと、明治
28年～32年の学生生活のことなど

高橋佐門 Ⅰ 20 ［笠木良明資料（複製）］ 昭和39年9月 6枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

大正5年第二高等学校一部乙組独法文科卒業の
笠木良明の満州における活動について／伊藤武
雄『満鉄に生きて』（勁草書房、昭和39年9月）の複
製物／一部抜粋

高橋佐門 Ⅰ 21 ［明善寮神社造営について（複製）］ 1枚 電子複写 『明治神宮五十年誌』を部分複写したもの

高橋佐門 Ⅰ 22 ［『二高略史』（複製）］ 1枚 電子複写
二高の創立から包摂に至るまでの略史・輩出した
人物など／筆者・高橋佐門

高橋佐門 Ⅰ 23 ［阿波研造略伝（複製）］ 3点 池田青巖書の阿波研造略伝を撮影した写真

高橋佐門 Ⅰ 24 『五城』　第十八号（仙台総会特集） 五城クラブ事務局 昭和52年4月 16頁(冊子) 冊子 二高野球部OBの機関誌／印刷物

高橋佐門 Ⅱ ［回顧録・原稿・聞き取りメモ等］



高橋佐門 Ⅱ 1 ［伊藤高割腹自殺関係資料］

高橋佐門 Ⅱ 1-1
［高速魚雷艇と海軍技術中尉・伊藤高の
割腹自刃（複製）］

14枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

伊藤中尉が割腹自殺に至るまでの経緯・当時の新
聞記事や伊藤高遺書の筆写など

高橋佐門 Ⅱ 1-2 ［柳田友明書簡］ 柳田友明 昭和18年9月22日 1通(1枚) 封書
明善寮幹事宛／海軍中尉・伊藤高の葬儀開催に
つき、出席すべき旨を通知

高橋佐門 Ⅱ 1-3 ［写真　明善寮新旧幹事交代時（複製）］ 昭和12年 1枚 電子複写 昭和12年度前期会計幹事・伊藤高の写真

高橋佐門 Ⅱ 1-4 ［新聞切抜　伊藤高割腹自殺（複製）］ 昭和18年9月18日 1枚 電子複写
「生産に烈々の責任感／若き技術士官自決／異
例の海軍葬に輝く伊藤中尉」（『朝日新聞』）

高橋佐門 Ⅱ 2 ［谷村利次関係資料］

高橋佐門 Ⅱ 2-1 ［佐藤文正書簡］ 佐藤文正 昭和50年9月26日 6枚(綴) 封書
高橋佐門宛／二高史編纂の資料提供の件につい
て・谷村利次と伊藤高を二高史に取り上げるよう嘆
願／封筒共

高橋佐門 Ⅱ 2-2
［二高最後の華　谷村利次君の自決［複
製）］

佐藤文正 昭和51年8月29日 4枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

高橋佐門宛／谷村利次略歴のほか、自殺に至るま
での経緯など／封筒共

高橋佐門 Ⅱ 2-3-1 ［谷村利次資料の調査状況］ 佐藤文正 昭和52年9月22日 4枚(綴)
綴(ホチキス
留)

高橋佐門宛／谷村利次資料の調査状況について
／Ⅱ-2-3-2と同封で送付されたものか

高橋佐門 Ⅱ 2-3-2
愛スルモノ無クンバ予ハ遂ニ生クル事叶
ハズ

佐藤文正 （昭和52年） 6枚(綴)
綴(ホチキス
留)

谷村利次の遺品である名刺について／Ⅱ-2-3-1
と同封で送付されたものか

高橋佐門 Ⅱ 3 ［尚志会理事選出事件関係資料］ 高橋佐門宛の原稿送付状あり／昭和53年6月7日

高橋佐門 Ⅱ 3-1 昭和七年の紛争事件 並木高矣 14枚(綴) 綴(クリップ留)
昭和7年12月の尚志会理事選任をめぐる紛争につ
いての原稿

高橋佐門 Ⅱ 3-2 昭和七年紛争事件の経過 並木高矣 11枚(綴) 綴(クリップ留)
昭和7年12月の尚志会理事選任をめぐる紛争に関
する『河北新報』記事を筆写したもの

高橋佐門 Ⅱ 4 ［二高寄宿寮史原稿］
栗原健より高橋佐門宛にⅡ-4-1～Ⅱ-4-4-2の原
稿送付状あり／昭和53年9月19日

高橋佐門 Ⅱ 4-1 ［武道寮につき回答（複製）］ 瀬戸藤市 昭和53年9月4日 5枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／武道寮についての問い合わせに対す
る回答

高橋佐門 Ⅱ 4-2 ［武道寮につき回答（複製）］ 青柳三郎 昭和53年9月8日 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／武道寮の設立時期など、問い合わせ
に対する回答

高橋佐門 Ⅱ 4-3 ［武道寮につき回答（複製）］ 神保正義 昭和53年9月16日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／武道寮の目的・組織運営・当時の寮
生・学校との関係・日常生活などについて

高橋佐門 Ⅱ 4-4-1 ［塑寮（複製）］ 荒井武 昭和53年9月16日 8枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『第二高等学校史』のうち塑寮部分の原稿の複製
／塑寮の写真の複製・栗原健宛書簡の複製／Ⅱ-
4-4-2と共に綴じられている



高橋佐門 Ⅱ 4-4-2 ［塑寮原稿の訂正につき回答］ 荒井武 昭和53年9月26日 1通(2枚)
封書・綴(ホチ
キス留)

高橋佐門宛／塑寮原稿の訂正部分について／Ⅱ
-4-4-1と共に綴じられている

高橋佐門 Ⅱ 4-5 ［桐寮につき回答（複製）］ 野間忠蔵 昭和53年5月16日 2枚 電子複写
栗原健宛／桐寮立寮時のことや寮建設者など、桐
寮についての問い合わせに対する回答

高橋佐門 Ⅱ 4-6 ［桐寮につき回答（複製）］ 熊谷正昭 （昭和53年）8月9日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／桐寮についての問い合わせに対する
回答

高橋佐門 Ⅱ 4-7 ［武道寮につき回答（複製）］ 三島庸生 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／武道寮についての問い合わせに対す
る回答

高橋佐門 Ⅱ 4-8 ［武道寮につき回答（複製）］ 宍戸辰男 昭和53年8月28日 5枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛か／武道寮についての問い合わせに対
する回答

高橋佐門 Ⅱ 4-9 ［武道寮につき回答（複製）］ 小沼洋二 （昭和53年）9月5日 1枚 電子複写
栗原健宛／武道寮についての問い合わせに対す
る回答

高橋佐門 Ⅱ 4-10 ［芝蘭寮につき回答（複製）］ 高原知義 昭和53年9月2日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／芝蘭寮設立時期や学校との関係など、
芝蘭寮についての問い合わせに対する回答

高橋佐門 Ⅱ 4-11 ［松本寮につき回答（複製）］ 小沢正元 （昭和53年）8月19日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

栗原健宛／松本寮についての問い合わせに対す
る回答

高橋佐門 Ⅱ 4-12-1 ［武道寮など各寮につき回答（複製）］ 沢口成利 （昭和53年9月21日） 2枚 電子複写
武道寮・弓道寮・六如寮・忠愛寮など各寮について
の回答／Ⅱ-4-12-2と同一用紙にて電子複写

高橋佐門 Ⅱ 4-12-2 ［清渓寮につき回答（複製）］ 横田敬一 電子複写
清渓寮設立・綱領など、清渓寮についての問い合
わせに対する回答／Ⅱ-4-12-1と同一用紙にて電
子複写

高橋佐門 Ⅱ 4-13 ［岡正雄書簡（複製）］ 岡正雄 1枚 電子複写
二高尚志同窓会宛か／同窓会への近況報告など
／「桐寮のこと」とメモ書きあり

高橋佐門 Ⅱ 5 ［野口明送付原稿］ 高橋佐門宛の原稿送付状あり／12月8日

高橋佐門 Ⅱ 5-1 工場勤労動員 野口明 6枚(綴)
綴(ホチキス
留)

戦時工場勤労動員について／『新時代』や『二高
尚志』誌上に「追憶の二高」として寄稿したものに
修正を加えた原稿

高橋佐門 Ⅱ 5-2 農村勤労動員 野口明 4枚(綴)
綴(ホチキス
留)

戦時農村勤労動員について／『新時代』や『二高
尚志』誌上に「追憶の二高」として寄稿したものに
修正を加えた原稿

高橋佐門 Ⅱ 5-3 戦後学制改革の経緯 野口明 8枚(綴)
綴(ホチキス
留)

戦後の学制改革を(1)六・三・三・四制が定まるまで
(2)東北大学と合併するまでの２つに分けて、年表
形式でまとめた原稿

高橋佐門 Ⅱ 5-4 ［野口明略歴］ 野口明 1枚
野口明自筆略歴のほか、電子複写・ワープロ清書
の3点あり

高橋佐門 Ⅱ 6 ［山田春邇聞き取り調査メモ（複製）］ 高橋佐門 昭和50年6月8日 13枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

明治31年第二高等中学校大学予科一部法科卒業
の山田春邇に、昭和50年6月8日に高橋佐門が聞
き取りを行った際のメモの複製／当時の教授・開講
科目・授業内容・旅行についてなど



高橋佐門 Ⅱ 7 東北船渠勤労動員の記録 山内康喜 昭和53年1月19日 1通（5枚） 封書
高橋佐門宛／昭和19年8月から東北船渠において
勤労した際の生活体験など／封筒共

高橋佐門 Ⅱ 8 ［阿刀田令造履歴］ 阿刀田研二 昭和53年3月6日 1通(2枚) 封書
高橋佐門宛／阿刀田令造の履歴について／封筒
共

高橋佐門 Ⅱ 9 三神峯明善寮の火災 阿刀田研二 昭和53年3月10日 1通(4枚) 封書
高橋佐門宛／昭和21年12月28日に発生した三神
峯明善寮火災の回顧録／封筒共

高橋佐門 Ⅱ 10 ［『明善寮報』第43号発禁の経緯］ 三富功 昭和53年5月31日 1通（5枚） 封書
高橋佐門宛／『明善寮報』第43号（昭和15年）発禁
の経緯についてのメモ／封筒共

高橋佐門 Ⅱ 11 ［二高留学時代の追憶（複製）］ 荘兆祥 （昭和53年） 8枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

二高留学時の生活や体験を記した原稿

高橋佐門 Ⅱ 12 ［久野久略歴］ 河面芳英 11月11日 2枚
綴(ホチキス
留)

高橋佐門宛／久野久東京大学教授の略歴につい
て／死去時の新聞切抜（「月研究の久野氏死ぬ／
待望の「石」受取りを前に」（『朝日新聞（夕刊）』昭
和44年8月6日））の複製同封／封筒なし

高橋佐門 Ⅱ 13 ［昭和15～16年当時の明善寮の状況］ 山辺英夫 1枚 南郷村への勤労動員などについて

高橋佐門 Ⅱ 14
［第二高等学校の遺物（北六校舎の誕生
より焼失まで）（複製）］

佐藤保雄 7枚(綴)
綴(クリップ
留)・電子複写

当時の北六番丁校舎周辺の様子・仙台空襲による
焼失について

高橋佐門 Ⅱ 15 懐舊晬語―明治生れの悪童達― 村上清一 24枚(綴) 綴
昭和4年文科1組卒・村上清一著／二高時代の思
い出など



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

高橋勇郎 Ⅱ 1 ［写真　中秋の月見］ 昭和13年 1点 明善寮2寮／於台原

高橋勇郎 Ⅱ 2 ［写真　クルトジンガー先生の最終講義］ 1点 理科1年5組

高橋勇郎 Ⅱ 3 ［写真　蹴球部の祝勝会］ 昭和13年夏 1点

高橋勇郎 Ⅲ 1 ［手拭　校歌］ 昭和61年10月2日 1点

NDた05 高橋勇郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

田名部繁 Ⅰ 1-1 ［深野稔生書簡］ 深野稔生 （昭和55年10月9日） 1通(4枚) 封書
蔵王・二口・船形の登山史作成につき問い合わせ
／封筒共

田名部繁 Ⅰ 1-2 ［深野稔生書簡］ 深野稔生 昭和55年10月29日 1通(4枚) 封書
先日の問い合わせの回答に対する再問い合わせ
／封筒共

田名部繁 Ⅰ 1-3 ［深野稔生書簡］ 深野稔生 昭和55年11月6日 1通(3枚) 封書
電話による聞き取りの礼状／再々問い合わせ／封
筒共

田名部繁 Ⅰ 1-4-1 ［深野稔生書簡］ 深野稔生 （昭和55年12月9日） 1通(2枚) 封書
船形などの問い合わせに対する礼状／旧5万図へ
のルート書き込みの願い／同封の旧5万図は9-2
か／封筒共

田名部繁 Ⅰ 1-4-2 ［蔵王地図（複製）］ 2枚
Ⅰ-1-4-1書簡に同封の地図か／赤鉛筆でルート
の書き込みあり／複製物

田名部繁 Ⅰ 2 ［平山砂男書簡］ 平山砂男 昭和55年10月28日 1通(2枚) 封書 昭和4年2月頃の船形スキー行につき回答

田名部繁 Ⅰ 3 ［福田昌雄書簡］ 福田昌雄 昭和55年12月2日 1通(1枚) 封書
昭和55年11月19日交詢社における懇談メモのコ
ピーに関する訂正追補につき／封筒共

田名部繁 Ⅰ 4 ［田名部繁書簡控］ 田名部繁 昭和55年12月16日 2枚
深野稔生宛／福田昌雄氏からの訂正を受け、情報
訂正の知らせ／古写真の発見による新情報／地
図への赤線記入につき

田名部繁 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ （大正15年理科3組） 大正15年 1冊 冊子
集合写真など二高時代の写真を収めたアルバム
／Ⅱ-1とⅡ-2はほぼ同一の写真を使って作成され
ている

田名部繁 Ⅱ 2 ［アルバム］ 田名部繁 （大正15年頃） 1冊 冊子
Ⅱ-1とⅡ-2はほぼ同一の写真を使って作成されて
いる

田名部繁 Ⅱ 3
［アルバム　東北帝国大学山岳部登山写
真］

田名部繁 昭和2年～昭和6年 1冊 冊子

整理番号

NDた06 田名部繁資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

立川平 Ⅰ 1 ［登張信一郎書簡］ 登張信一郎 （昭和8年）11月5日 1点 軸装
長さ123.3cm×幅25.3cm／立川宛／書幅用キャビ
ネットに別置

NDた07 立川平資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

俵隆治 Ⅰ 1 ［書幅　南無大師遍照金剛］ 土井晩翠 1点 軸装
長さ196.2cm×幅47.8cm／「晩翠謹書」／書幅用
キャビネットに別置

俵隆治 Ⅰ 2 ［書幅　南無阿弥陀仏］ 土井晩翠 1点 軸装
長さ196.2cm×幅47.8cm／「晩翠謹書」／書幅用
キャビネットに別置

俵隆治 Ⅰ 3 ［書幅　春高楼の花の宴］ 土井晩翠 1点 軸装
長さ196.2cm×幅46.5cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 4 ［書幅　秋陣営の霜の色］ 土井晩翠 1点 軸装
長さ196.2cm×幅46.2cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 5 ［書幅　百毒の長となのみそうまし酒］ 土井晩翠 1点 軸装
長さ194.6cm×幅46.7cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 6
［書幅　百薬の長とのめかし美しざけ神の
恵の其うまし酒］

土井晩翠 1点 軸装
長さ194.8cm×幅46.7cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 7
［書幅　おほ空に雲一片もただよはず千
代をことほぐ九重の庭］

土井晩翠 1点 軸装
長さ196cm×幅46.7cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 8
［書幅　右左傾く勿かれおほいなる道は
真中に日々大空に］

土井晩翠 1点 軸装
長さ192.5cm×幅46.6cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 9
［書幅　狭き龍にこもるもあしからじ三十
一文字のうたの事すさび］

土井晩翠 1点 軸装
長さ195.1cm×幅46.5cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 10
［書幅　菊なれや御苑の栄も淵然の庭も
ひとしく天地の秋］

土井晩翠 1点 軸装
長さ195.8cm×幅46.4cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

俵隆治 Ⅰ 11
［書幅　巧妙か富貴か人は遂に逝く三千
大千世界も夢ぞ］

土井晩翠 1点 軸装
長さ195cm×幅46.5cm／「晩翠」／書幅用キャビ
ネットに別置

整理番号

NDた08 俵隆治寄贈資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

田中正夫 Ⅰ 1 ［卒業証書］ 第二高等学校長　菊池謙二郎明治32年7月9日 1枚 明治32年2部農科の卒業証書

田中正夫 Ⅰ 2 ［卒業証書（複製）］ 第二高等学校長　菊池謙二郎明治32年7月9日 1枚 電子複写
明治32年第二高等学校2部農科卒業証書(写)の複
製／Ⅰ-2・Ⅰ-3・Ⅰ-７はクリップでまとめてある

田中正夫 Ⅰ 3 ［卒業証書（複製）］
東京帝国大学農科大学総長
山川健次郎

明治35年7月11日 1枚 電子複写
明治35年東京帝国大学農科大学農学科卒業証書
(写)の複製／Ⅰ-2・Ⅰ-3・Ⅰ-７はクリップでまとめて
ある

田中正夫 Ⅰ 4 ［礼状］ 第二高等学校長　中川元 明治36年1月31日 1枚 田中正夫宛／琉球産鳳梨一箇寄贈につき

田中正夫 Ⅰ 5 ［礼状］ 第二高等学校長　中川元 明治36年8月19日 1枚 田中正夫宛／琉球産植物標品七種寄贈につき

田中正夫 Ⅰ 6 ［礼状］ 第二高等学校長　中川元 明治36年9月11日 1枚 田中正夫宛／琉球産植物標品七種寄贈につき

田中正夫 Ⅰ 7 ［田中正夫履歴書（複製）］ 田中正夫 明治40年3月 2枚 電子複写 Ⅰ-2・Ⅰ-3・Ⅰ-７はクリップでまとめてある

NDた09 田中正夫資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

田中清 Ⅰ 1 ［入学許可書］ 第二高等学校 昭和8年3月28日 1枚 「高等科理科乙類（ロ）ニ編入　田中清」

田中清 Ⅰ 2 ［表彰状］ 尚志会長　阿刀田令造 昭和11年2月15日 1枚
「柔道ニ練達シ其ノ精神後進ノ範タルニ足ル」につ
き表彰状

田中清 Ⅰ 3 ［卒業証書］ 第二高等学校長　阿刀田令造昭和11年3月10日 1枚 昭和11年理科の卒業証書

田中清 Ⅱ 1 ［写真　柔道部集合写真］ （昭和8年～11年頃） 1点

整理番号

NDた10 田中清資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

玉手英四郎 1 開校五十周年記念春季小会記念メダル 二高端艇部 昭和12年 1点

玉手英四郎 2
開校五十周年記念第四十回競漕大会メ
ダル

第二高等学校尚志会 昭和12年 1点

玉手英四郎 3 第二高等学校開校五十周年記念メダル 第二高等学校尚志会 昭和12年10月 1点

玉手英四郎 4 道交寮記念メダル 道交寮 昭和13年3月 1点

NDた11 玉手英四郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

高村庄太郎 Ⅰ 1 Acount　Book 高村庄太郎
明治39年9月～明治
40年12月

92頁（冊
子）

冊子
二高受験から1年生頃の出納帳／「SENDAI．
SANKAKUDO」印あり

高村庄太郎 Ⅰ 2 ［表彰状］
第二高等学校尚志会長　中川
元

明治40年2月23日 1枚 高村庄太郎宛／柔道寒稽古皆勤につき

高村庄太郎 Ⅰ 3 ［尚志会科学部委員委嘱状］
第二高等学校尚志会長　中川
元

明治41年5月15日 1枚 高村庄太郎宛

高村庄太郎 Ⅰ 4 ［表彰状］
第二高等学校長正四位勲三
等　中川元

明治47年(ﾏﾏ)7月6日 1枚
高村庄太郎宛／兵式体操の授業に際し幹部として
勤労につき／明治42年の誤りか

高村庄太郎 Ⅰ 5 ［卒業証書］
第二高等学校長正四位勲三
等　中川元

明治42年7月6日 1枚 明治42年大学予科第三部の卒業証書

高村庄太郎 Ⅰ 6
第二高等学校第十八回大学予科卒業
生氏名

明治42年7月6日 1枚 明治42年大学予科卒業生163人の名簿

高村庄太郎 Ⅰ 7 第二高等学校生徒修学旅行之証 第二高等学校 1枚 「第二高等学校之印」／未使用

高村庄太郎 Ⅰ 8 ［三好愛吉書簡］ 第二高等学校長　三好愛吉 大正元年10月31日 1枚（1通） 封書
高村庄太郎宛／創立25周年記念式での講演に対
する礼状／印刷物（宛名以外）

高村庄太郎 Ⅱ 1 ［写真　道交会集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 2 ［写真　対部レース優勝記念］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 3 ［写真　尚志会委員集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 4 ［写真　尚志会委員集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 5 ［写真　集合写真］ （明治30年代後半） 1点
原蔵者の経歴から山形中学時代の集合写真と推
定される

高村庄太郎 Ⅱ 6 ［写真　道交寮集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 7 ［写真　二高生集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 8 ［写真　集合写真］ （明治40～42年） 1点 二高生を含む複数校学生の集合写真

高村庄太郎 Ⅱ 9 ［写真　学生集合写真］ （明治30年代後半） 1点
原蔵者の経歴から山形中学時代の集合写真と推
定される

高村庄太郎 Ⅱ 10 ［写真　柔道部集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 11 ［写真　道交寮集合写真］ （明治40～42年） 1点
三好愛吉を中心にした二高生の集合写真／学生
服を着用した学生は腕に喪章をつける

高村庄太郎 Ⅱ 12 ［写真　三好愛吉とともに］ （明治40～42年） 1点

整理番号

NDた12 高村庄太郎資料



高村庄太郎 Ⅱ 13 ［写真　道交寮学生集合写真］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 14 ［写真　集合写真］ （明治40～42年） 1点 二高生を含む複数校学生の集合写真

高村庄太郎 Ⅱ 15 ［写真　軍事教練］ （明治30年代後半） 1点
原蔵者の経歴から山形中学時代の集合写真と推
定される

高村庄太郎 Ⅱ 16 ［写真　講堂前にて］ （明治40～42年） 1点

高村庄太郎 Ⅱ 17 ［写真　学生］ （明治30年代後半） 1点
原蔵者の経歴から山形中学時代の写真と推定され
る

高村庄太郎 Ⅲ 1 ［バッジ　創立五十周年記念］ （昭和12年） 1点 送り状に貼付



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

武野良仁 Ⅰ 1 ［二高忠愛之友倶楽部書簡］ 二高忠愛之友倶楽部 （昭和19年） 1枚 葉書 合格通知

武野良仁 Ⅰ 2 ［柏倉俊三書簡］ 柏倉俊三 1枚
武野進（武野良仁父）宛て／第二高等学校内孔子
会の便箋を使用

武野良仁 Ⅰ 3 ［成績表］ 第二高等学校 昭和20年2月10日 1枚 第一学年第二学期成績表

武野良仁 Ⅰ 4 ［入学許可証］ 第二高等学校 昭和19年3月16日 1枚

整理番号

NDた13 武野良仁資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

千葉茂男 Ⅰ 1 ［入学許可書］ 第二高等学校 昭和20年1月31日 1枚 「理科第一学年二組(甲)　千葉茂男」

千葉茂男 Ⅰ 2
［二高創立六十周年記念スタンプ印（複
製）］

第二高等学校 昭和22年10月26日 2枚 電子複写
二高創立60周年記念スタンプを捺印したものの複
製／デザインは千葉茂男氏

整理番号

NDち01 千葉茂男資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鶴田均二 Ⅱ 1 ［写真　晩翠先生の室外講義］ （昭和4～7年） 1点 校庭にて

鶴田均二 Ⅱ 2 ［写真　教官］ （昭和4～7年） 1点
式典の際のものか／式典名不明／
「T.MORIYAMA　SENDAI」

鶴田均二 Ⅱ 3 ［写真　全校の行軍］ 昭和5年10月15日 1点 福島市内にて

整理番号

NDつ01 鶴田均二資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

手島典男 Ⅰ 1 『二高弓道会会報』　第一号 二高弓道会 昭和15年2月20日 38頁(冊子) 冊子
二高弓道会創設の辞／二高弓道会会則役員並会
員名簿など／「藤田成宜」印／印刷物

整理番号

NDて01 手島典男資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

利根川捷一 Ⅱ 1 ［写真　クラス対抗ボート競技会か］ （昭和2年頃） 1点 台紙付

NDと01 利根川捷一資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

永井準一郎 Ⅰ 1 『千葉中学校友会雑誌』　第十二号 千葉中学校校友会 明治36年6月28日
112頁(冊
子)

冊子
「仙台だより」欄において、明治36年4月2日二高端
艇部遭難事件後、事件の顛末を永井が両親に
送った書簡が掲載／印刷物

永井準一郎 Ⅰ 2 『学士会月報』　第六三八号 学士会 昭和16年5月20日 88頁(冊子) 冊子
永井準一郎「ボート遠漕回顧　四月二日の遭難」
が掲載／印刷物

永井準一郎 Ⅰ 3 『学士会月報』　第六三九号 学士会 昭和16年6月20日 80頁(冊子) 冊子
永井準一郎「ボート遠漕回顧　四月二日の遭難
(続)」が掲載／印刷物

NDな01 永井準一郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

中根一夫 Ⅰ 1 登張信一郎著『新式　独和大辞典』 大倉書店 大正7年9月1日
2362頁(冊
子)

製本印刷物

登張信一郎の授業（独語）で使用されたものか／
「KAZUO NAKANE 1921.4.17. at Sendai Maruzen
□　Co.」とあり／初版は明治45年4月15日・本書は
25版／印刷物

NDな02 中根一夫資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

長崎寿志 Ⅰ 1
［プログラム　第二高等学校文化祭（複
製）］

第二高等学校
昭和21年6月14日～6
月17日

1枚 電子複写
於三神峯第二高等学校／演劇の登場人物・あら
すじ／文化祭祭歌など

整理番号

NDな03 長崎寿志資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

長塚和郎 Ⅰ 1
［絵はがき　明善寮創立三十七周年記
念］

明善寮 （昭和18年） 5枚 葉書
未使用／「散りにし花は幻か…」の作画は長塚和
郎氏

長塚和郎 Ⅲ 1 ［台原明善寮第3寮第6室室名札］ 台原明善寮 1点

整理番号

NDな04 長塚和郎資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

永井陽 Ⅰ 1 ［二高生活日記（抄）（複製）］ 永井陽 昭和12年9月～12月 5枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

二高1年の時に書いた日記の抜粋・昭和12年10月
分の小遣帳／筆者自身の注釈あり

NDな05 永井陽資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

中山忠三郎 Ⅰ 1 PHYSICS C.NAKAYAMA 明治44年～大正2年
1246頁（冊
子）

冊子
背に「PHYSICS」「1911－1913」「C.NAKAYAMA」と
あり／物理学の講義ノートを製本したもの

整理番号

NDな06 中山忠三郎資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-1 ［野口明書簡］ 野口明 6月13日 1枚 葉書

鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台北六番丁二高跡」
／野口明による「広瀬川落合」の肉筆風景画／落
款あり／大瀧不動への誘いを、食事情悪化し学校
態勢困難につき断る

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-2 ［野口明書簡］ 野口明 （昭和21年）7月19日 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台二高焼跡」／野口
明による「名取川と太白山」の肉筆風景画／

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-3 ［野口明書簡］ 野口明 （昭和21年）8月3日 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台二高焼跡」／野口
明による握り飯を食う肉筆の人物画／大瀧不動参
詣計画の予定を通知（8月15日以降決行）

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-4 ［野口明書簡］ 野口明 （昭和21年）8月18日 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台二高焼跡」／野口
明による「若松城趾廊下橋」の肉筆画／8月24日に
大瀧不動参詣決行につき案内

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-5 ［野口明書簡］ 野口明 （昭和21年）8月29日 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台北六番丁二高官
舎」／野口明による肉筆の風景画／小池堅治等と
大瀧不動へ遠出した折りの行事を報告

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-6 ［野口明書簡］ 野口明 （昭和21年）9月8日 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「気仙沼官舎」／野口明
による「猊鼻渓」の肉筆風景画／気仙沼中学に講
話に行った際のことなど近況報告

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-7 ［野口明書簡］ 野口明 （昭和23年）9月7日 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台二高焼跡」／野口
明による肉筆のバッタの画／

鍋島盛太郎 Ⅰ 1-8 ［野口明書簡］ 野口明 昭和24年正月元旦 1枚 葉書
鍋島盛太郎宛／差出住所「仙台」／年賀状／野口
明による老婆の画か

NDな07 鍋島盛太郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

新妻二郎 Ⅰ 1
［書幅　釈迦無宿夷斉餓基督磔刑孔子
窮］

粟野健次郎 1点 軸装
長さ197.5cm×幅38.7cm／「西里」／書幅用キャビ
ネットに別置

整理番号

NDに01新妻二郎資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

西田福三 Ⅱ 1 ［アルバム　大正五年度尚志会写真帖］ 第二高等学校尚志会 大正6年6月 1冊 冊子
二高・各組総代・各部の写真などを収めたアルバ
ム／印刷物

整理番号

NDに02 西田福三資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

西澤潤一 Ⅰ 1 ［入学者父兄に対する注意事項（複製）］ 第二高等学校生徒主事 昭和17年3月 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

注意事項・学資概算など／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 2 ［新入生徒に対する訓示（複製）］ 第二高等学校 昭和17年4月1日 10枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

新入生訓示・護国尚志会部長および第一学年組
別指導教官名簿／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 3 ［明善寮入寮者心得（複製）］ 第二高等学校 昭和17年4月 1枚 電子複写 明善寮規定の複製物／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 4 ［二高科学部寮入寮心得（複製）］ 二高科学部寮 （昭和17年4月） 1枚 電子複写 入寮の際の所持品について／地図付

西澤潤一 Ⅰ 5 ［寮歌祭・旧制高等学校関係資料］

西澤潤一 Ⅰ 5-1 『旧制高等学校懇話会誌』 旧制高等学校懇話会事務局 昭和43年9月3日 32頁(冊子) 冊子
第一回旧制高等学校懇話会よりの報告・旧制高等
学校崩壊の経緯・旧制高等学校懇話会名簿／印
刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-2 ［教学刷新に関する意見書（複製）］
旧制高等学校復活期成委員
会　会長　安川第五郎

昭和45年3月 4頁(冊子)
冊子・電子複
写

内閣総理大臣　佐藤栄作宛／戦後の六・三・三・
四の新教育制度に対する批判と、その抜本的対策
として旧制高等学校復活を要望する旨の意見書

西澤潤一 Ⅰ 5-3 『旧制高等学校史研究』第1号 旧制高等学校資料保存会 昭和49年7月25日 55頁(冊子) 冊子 印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-4 神津康雄著『寮歌祭四半世紀』 日本寮歌振興会 昭和62年9月16日 58頁(冊子) 冊子
既発表の日本寮歌祭プログラム挨拶文、寮歌関係
の序文や推薦文、論説や対談をまとめたもの／印
刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-5 ［パンフレット　『旧制高等学校全書』］ 丸善株式会社 1枚
旧制高等学校資料保存会編『旧制高等学校全書』
のパンフレット／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-6
［パンフレット　神津康雄著『青春の譜―
日本寮歌祭30年の歩み―』

国書刊行会 （平成2年） 1枚 印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-7 ［パンフレット　『日本寮歌集』］ 国書刊行会 （平成3年） 1枚
日本寮歌集編集委員会編・日本寮歌振興会発行
『日本寮歌集』のパンフレット／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-8
［パンフレット　『写真図説旧制高等学校
白線帽の青春』］

国書刊行会 1枚
旧制高等学校資料保存会監修、日本寮歌振興
会・旧制高等学校懇話会編集協力『写真図説旧制
高等学校　白線帽の青春』のパンフレット／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-9 ［パンフレット　第35回日本寮歌祭］ 日本寮歌振興会 平成7年10月7日 88頁(冊子) 冊子
『日本寮歌大全』のパンフレットが挟み込まれてい
る／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-10
［旧制高校教育復活運動に関する打ち
合わせの報告］

江川豊太郎 平成7年11月11日 1枚 電子複写
11月2日旧制高校式寮開設のための打合会、11月
9日旧制高校懇話会での旧制高校教育復活のた
めの打合せの参加者と討議内容についての報告

NDに03 西澤潤一資料

整理番号



西澤潤一 Ⅰ 5-11
旧制高校教育の本質を現在の学校教育
に活かす運動の基本戦術案

平成7年12月18日
2枚(綴)・1
枚

綴(ホチキス
留)・電子複写

運動の理論構成・世論形成の対象や方法・旧制高
校教育復活・活用の働き掛けにむけた組織や体制
づくりについて／自我の確立に関する意見

西澤潤一 Ⅰ 5-12 ［1996年寮歌祭開催スケジュール］
東京寮歌祭実行委員　中井/
冨田

平成8年2月1日 1枚 平成8年寮歌祭の開催日と会場一覧／印刷物

西澤潤一 Ⅰ 5-13
［第85回旧制高等学校懇話会（総会）出
欠はがき］

旧制高等学校懇話会事務局 平成8年 1枚 葉書 往復はがき／未使用

西澤潤一 Ⅰ 5-14 ［絵はがき　旧制高等学校記念館］ 旧制高等学校記念館 11枚 葉書
「旧制高等学校　あがたの森賛歌」／紙ケース共／
未使用



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

西良臣関係
資料

Ⅱ 1 ［アルバム　西良臣追悼（複製）］ 級友一同 昭和3年～昭和5年 2冊
2年在学中にスケートで遭難した西良臣を追悼する
ために級友が作製したアルバム／原本は遺族所
蔵

整理番号

NDに04 西良臣関係資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

野間忠蔵 Ⅰ 1-1 ［切抜　二高陸上競技会記録（複製）］
（大正10年～大正12
年）

8頁(冊子)
冊子・電子複
写

陸上競技会結果など／第1回陸上競技会(大正10
年)・第1回二高対水戸高校陸上競技(大正10年)・
第20回二高陸上運動会(大正10年)・第3回二高対
水戸高校陸上競技(大正12年)・二高記録会(大正
12年)などの記事／書き込みあり

野間忠蔵 Ⅰ 1-2
［大正十三年度東北学生陸上競技連盟
会計報告書］

連盟会計　本郷保 大正13年度 3枚(綴) 綴
東北学生陸上競技連盟収支決算報告書／綴痕跡
あり／封筒共

野間忠蔵 Ⅰ 1-3 連盟日誌 東北学生陸上競技連盟 大正13年 1冊 冊子

野間忠蔵 Ⅰ 1-4 六如寮合宿日誌 六如寮 昭和15年3月 1冊 ノート 練習内容の日誌

野間忠蔵 Ⅰ 1-5
蛭川幸茂『陸上競技インターハイ廿三年
史』

アルペン倶楽部 昭和33年12月1日
112頁(冊
子)

冊子
陸上競技インターハイ第1回(大正15年)～第20回
(昭和23年)までの結果・総得点表・個人記録など

野間忠蔵 Ⅰ 2-1 ［菊池房子書簡］ 菊池房子 （昭和50年12月19日） 1通(3枚) 封書
野間忠蔵宛／名簿作成につき、菊池一の旧勤務
先・逝去年月など報告

野間忠蔵 Ⅰ 2-2 ［矢野武夫書簡］ 矢野武夫 昭和50年9月12日 1通(3枚) 封書
野間忠蔵宛／名簿作成につき、同級生および同
級生遺族の消息など報告

野間忠蔵 Ⅰ 2-3 ［山田次郎書簡］ 山田次郎
（昭和50年頃カ）9月
25日

1通(1枚) 封書
野間忠蔵宛／同級生(大正14年卒業・文科2組)の
現住所・消息などにつき報告／封筒なし

野間忠蔵 Ⅰ 2-4 ［二高名簿編集室書簡（封筒）］ 二高名簿編集室 1枚 野間忠蔵宛／封筒のみ／書簡なし

野間忠蔵 Ⅰ 2-5
［二高創立九十周年事業に関する発送
について］

第二高等学校尚志同窓会会
長　黒川利雄・第二高等学校
創立九十周年記念事業実行
委員会委員長　稲山嘉寛

昭和50年8月 1枚

二高名簿作成クラス委員宛／九十周年記念事業
趣意書の発送について・クラス名簿原稿の作成送
付について・九十周年記念事業諸申込台帳の作
成送付について／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-6
第二高等学校創立九十周年記念事業
実行趣意書

第二高等学校尚志同窓会会
長　黒川利雄・第二高等学校
創立九十周年記念事業実行
委員会委員長　稲山嘉寛

昭和50年8月 5枚

二高九十周年記念事業計画概要・記念事業協賛
金募金要領・二高同窓者名簿作成要領・第二高等
学校史編纂のための資料提供についてのお願い・
事務局および連絡先、問合せ先一覧／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-7-1
［第二高等学校創立九十周年記念事業
実行委員委嘱状］

第二高等学校尚志同窓会会
長　黒川利雄・第二高等学校
創立九十周年記念事業実行
委員会委員長　稲山嘉寛

昭和50年11月1日 1枚

整理番号

NDの01 野間忠蔵資料



野間忠蔵 Ⅰ 2-7-2
［二高創立九十周年事業実行委員会書
簡（複製）］

二高創立九十周年記念事業
実行委員会　東京連絡事務所
村上英夫

昭和50年11月17日 1枚
各実行委員宛／二高創立九十周年記念事業実行
委員委嘱につき、委嘱状添付書簡／封筒なし

野間忠蔵 Ⅰ 2-8 『創立九十周年記念事業』経過報告
二高九十周年記念事業実行
委員会

昭和50年11月20日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)

実行委員会役員・記念事業計画実行予算などに
つき報告／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-9 二高名簿原稿 （昭和50年） 32枚 葉書
野間忠蔵宛／二高同窓会名簿作成のため二高卒
業生より返信された葉書／氏名・住所・卒業年・経
歴など／「二高名簿原稿」封筒共

野間忠蔵 Ⅰ 2-10
［二高九十周年記念事業計画概要（複
製）］

二高九十周年記念事業実行
委員会

（昭和50年頃） 1枚 電子複写
記念祭行事・第二高等学校史編纂・同窓会名簿作
製・二高寮歌集およびレコード作製・記念植樹など
について／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-11
［二高尚志同窓会名簿編集見本（複
製）］

（昭和50年頃） 1枚 電子複写
90周年記念事業・昭和51年度版「二高尚志同窓会
名簿」の編集見本／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-12 ［二高尚志同窓会名簿編集見本］ （昭和50年頃） 1枚
凡例・名簿の組見本／昭和51年度版作成時のも
のか／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-13
［二高尚志同窓会名簿作成につき配布
物］

第二高等学校尚志同窓会 九
十周年記念事業実行委員会・
名簿部会長 師勝夫

昭和51年3月10日 1枚
クラス委員宛／二高尚志同窓会名簿原稿の最終
チェックのお願い・広告掲載につき協力願い／印
刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-14 ［年次別名簿作成状況（複製）］ 昭和51年6月1日 2枚 電子複写 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-15 ［九十周年記念事業概要報告（複製）］
二高九十周年記念事業実行
委員会

（昭和52年） 3枚(綴) 電子複写 記念事業の実施につき概要報告／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-16 理事・常任理事名簿 第二高等学校尚志同窓会 昭和53年10月21日 1枚 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-17 第二高等学校尚志会会則（案） 1枚 二高尚志会会則改正案／付現行会則／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-18
［二高90周年記念事業諸申込台帳
（控）］

1枚
大正14年卒業文科2組分／90周年記念式典パー
ティ出欠、二高名簿・歌集・二高史購入希望につき

野間忠蔵 Ⅰ 2-19
［二高創立九十周年記念事業に関する
中間報告（複製）］

二高九十周年記念事業実行
委員会

1枚 電子複写 各事業の予算額など／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 2-20 クラス名簿原稿用紙 3枚 大正14年卒業文科2組分の書き込みあり／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ
3-1-1-
1

［矢野武夫書簡］ 矢野武夫 昭和50年11月2日 1通(4枚) 封書
野間忠蔵宛／「士蜂会会員名簿」作成につき／封
筒なし

野間忠蔵 Ⅰ
3-1-1-
2

［矢野武夫書簡］ 矢野武夫 昭和51年5月2日 1通(3枚) 封書
野間忠蔵宛／独法クラス会開催につき、開催まで
の準備事項例／封筒にメモ書きあり

野間忠蔵 Ⅰ
3-1-1-
3

［矢野武夫書簡］ 矢野武夫 （昭和52年4月3日） 1通(6枚) 封書
野間忠蔵宛／士蜂会秋の旅行につき宿泊先候補
地・独法クラス会開催につき準備事項・クラス会へ
の妻同伴の件について／封筒にメモ書きあり



野間忠蔵 Ⅰ 3-1-2 ［庄司要三郎書簡］ 庄司要三郎 昭和52年11月21日 1通(1枚) 封書
野間忠蔵宛／士蜂会秋の旅行の記念写真および
スナップ写真の送付について・士蜂会収支決算報
告／封筒なし

野間忠蔵 Ⅰ 3-1-3 昭和51年度士蜂会会計報告 仙台幹事　佐藤欽一 昭和52年6月4日 1枚
野間忠蔵宛／昭和51年度収支決算報告・昭和51
年総会収支決算報告など／「仙台市議会事務局」
用箋／封筒共

野間忠蔵 Ⅰ 3-1-4 ［会計封筒］ 矢野武夫 昭和52年6月4日 1点
クラス会費や寄付などのお金を入れておいたもの
か／封筒のみ

野間忠蔵 Ⅰ 3-1-5 ［二高独法会関係領収書一括］
巴工芸株式会社・株式会社山
田紙文具店・治作・京橋会館

（昭和52年～54年）
4枚・5枚
(綴)

綴(ホチキス
留)

二高独法会宛

野間忠蔵 Ⅰ 3-2 士蜂会総会の御案内
士蜂会東京幹事　野間忠蔵・
庄司要三郎

昭和52年8月31日 3枚
10月18日～19日飯坂温泉「金瀧」にて開催／案内
文面案・複製共

野間忠蔵 Ⅰ 3-3 ［独法クラス会のお知らせ］ （昭和53年） 1枚 電子複写 昭和53年6月3日正午より京橋会館にて開催

野間忠蔵 Ⅰ 3-4 独法クラス会開催予算案 (野間忠蔵) （昭和53年） 2枚
治作・東天紅・京橋会館で開催した場合の経費に
ついて

野間忠蔵 Ⅰ 3-5 ［士蜂会出欠通知］
矢野武夫・上田立男・甲斐義
安・林茂・松井満・遠山孝・岸
義一

（昭和53年9月～10
月）

7枚 葉書 野間忠蔵宛

野間忠蔵 Ⅰ 3-6 ［栗原広子書簡］ 栗原広子 昭和55年1月30日 1通(3枚) 封書
野間忠蔵宛／栗原佑への香典・花輪などに対する
礼状／領収証共／庄司要三郎より野間宛の香典
拠出者名簿(1月24日付)共

野間忠蔵 Ⅰ 3-7 ［独法クラス会出欠通知］ 遠山孝・上田立男・岸義一 （昭和55年5月） 3枚 葉書 野間忠蔵宛

野間忠蔵 Ⅰ 3-8 ［領収書］ 京橋会館 昭和56年6月6日 3枚 「京橋会館」封筒共

野間忠蔵 Ⅰ 4-1-1 ［高橋佐門書簡］ 二高史編纂部会長　高橋佐門 昭和52年6月1日 1通(1枚)
封書・電子複
写

陸上競技部御中／『第二高等学校史』尚志会各部
史執筆についての申合せ事項

野間忠蔵 Ⅰ 4-1-2 ［高橋佐門書簡（複製）］ （高橋佐門） （昭和52年） 1通(1枚) 電子複写
昭和52年7月付の遠山孝書簡（#-3-4)に対する意
見／断簡

野間忠蔵 Ⅰ 4-1-3 ［高橋佐門書簡］ 高橋佐門
（昭和52年頃）8月30
日

1通(1枚) 封書

野間忠蔵宛／二高各部・寮史担当者打合せ会の
案内状案文作成につき校閲願い／添付資料「二
高各部・寮史執筆打合せ会について」あり／封筒
なし

野間忠蔵 Ⅰ 4-1-4 ［高橋佐門書簡（複製）］ 校史編纂部会長　高橋佐門 昭和52年10月
1通(2枚・
綴)

綴(ホチキス
留)・電子複写

編纂委員各位／校史編纂委員会開催の案内

野間忠蔵 Ⅰ 4-1-5 ［高橋佐門書簡］ 高橋佐門 昭和52年10月13日 1通(1枚)
封書・電子複
写

編纂世話人各位／10月12日開催常任理事会の経
過報告／校史編纂委員会・専門委員・監修委員・
予算について

野間忠蔵 Ⅰ 4-1-6 ［高橋佐門書簡］ 高橋佐門 昭和52年9月28日 1通(1枚) 封書
校史編纂委員（世話人）殿宛／『第二高等学校史』
編纂方針（委員の選定など）に関して、中根一夫氏
との電話会談の内容につき報告



野間忠蔵 Ⅰ 4-2 ［玉蟲久五郎書簡］ 玉蟲久五郎 （昭和52年）9月24日 1通(3枚)
封書・電子複
写

野間忠蔵宛／9月21日開催の理事会における議
決事項、了解事項につき報告

野間忠蔵 Ⅰ 4-3-1 ［遠山孝書簡（複製）］
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝

昭和52年5月31日 1通(2枚) 電子複写
校史編纂につき各理事よりの意見・編纂委員会開
催について

野間忠蔵 Ⅰ 4-3-2 ［遠山孝書簡］
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝

昭和52年7月
1通(4枚・
綴)

綴(ホチキス
留)

理事各位／常任理事推薦と校史編纂の件につき
意見募集願い／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-3-3 ［遠山孝書簡（複製）］ 遠山孝
（昭和52年カ）7月29
日

1通(3枚・
綴)

綴(ホチキス
留)・電子複写

野間忠蔵宛／校史編纂に関する意見・疑問点など
について

野間忠蔵 Ⅰ 4-3-4 ［遠山孝書簡］ 遠山孝 （昭和52年）8月20日 1通(20枚) 封書
野間忠蔵宛／同窓会事務局の民主的運営につい
て

野間忠蔵 Ⅰ 4-3-5 ［遠山孝書簡］
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝

昭和52年9月
1通(4枚・
綴)

綴(ホチキス
留)

理事各位／常任理事推薦と校史編纂の件につき
意見募集の結果報告・理事会開催の案内／印刷
物

野間忠蔵 Ⅰ 4-3-6 ［遠山孝書簡（複製）］ 遠山孝 （昭和52年）10月26日
1通(2枚・
綴)

綴(ホチキス
留)・電子複写

「校史」編さん委員会開催に際して、常任理事会で
の協議事項など

野間忠蔵 Ⅰ 4-4 ［二高尚志同窓会書簡］
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝・会報編集委員一
同

昭和52年7月 1通(3枚) 封書
野間忠蔵宛／『尚志』第1号発行につき、原稿・広
告掲載依頼／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-5 ［桜井保之助書簡］ 桜井保之助 昭和52年8月19日 1通(7枚) 封書
野間忠蔵宛／8月18日開催第2回校史編纂世話人
会につき報告

野間忠蔵 Ⅰ 4-6 ［松尾正之書簡］ 松尾正之 昭和52年11月23日 1通(4枚) 封書

二高陸上競技部関係資料送付につき／二高陸上
競技部六如会報告(昭和51年12月)・二高陸上競
技部六如会会員名簿送付について(昭和51年12
月)の文書同封

野間忠蔵 Ⅰ 4-7 ［伊東信雄書簡（複製）］ 伊東信雄
（昭和53年～54年頃）
6月1日

1通(2枚) 電子複写
高橋佐門宛／二高校史原稿拝読につき、感想・意
見など

野間忠蔵 Ⅰ 4-8
［『第二高等学校史』尚志会各部史執筆
者一覧（複製）］

1枚 電子複写
『第二高等学校史』尚志会各部史の執筆担当者名
簿

野間忠蔵 Ⅰ 4-9
校史編纂状況参考資料／昭和52年2月
末日現在

昭和52年2月 7頁(冊子) 冊子
二高史編纂の進捗状況および今後のスケジュー
ル・『第二高等学校史』の構成案／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-10
校史編纂状況参考資料／昭和52年2月
末日現在

昭和52年2月 7頁(冊子) 冊子
二高史編纂の進捗状況および今後のスケジュー
ル・『第二高等学校史』の構成案／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-11 ［二高校史編纂につき伺い］
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝

昭和52年3月
1枚・7頁
(冊子)

冊子
編纂方式、内容・予算案・販売価格などにつき伺
い／添付資料「校史編纂状況参考資料」あり／印
刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-12 ［二高校史編纂につき伺い］
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝

昭和52年3月 1枚
編纂方式、内容・予算案・販売価格などにつき伺
い／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-13
「第二高等学校史」中　尚志会各部史執
筆についての申合せ事項

二高史編纂部会長　高橋佐門 昭和52年6月1日 1枚 電子複写 #-1-2と同資料

野間忠蔵 Ⅰ 4-14 「二高尚志同窓会会報」発行の件
二高尚志同窓会臨時事務局
長　遠山孝

昭和52年6月1日 1枚
全国理事宛／二高同窓会会報発行につき、体裁・
編集体制・編集方針など報告／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 4-15
［第二高等学校陸上競技部懇談会出席
者名簿（複製）］

昭和52年7月7日 1枚 電子複写
於学士会館／陸上競技部創立当初の部員による
懇談会



野間忠蔵 Ⅰ 4-16 ［陸上競技部史（複製）］ （昭和40～50年代） 16枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『天は東北山高く』の陸上競技部史部分の複製

野間忠蔵 Ⅰ 4-17 ［六如寮史原稿（複製）］ 松尾正之 （昭和50年代） 22枚(綴)
綴(クリップ
留)・電子複写

『第二高等学校史』の寄宿寮史のうち、六如寮分の
原稿複製

野間忠蔵 Ⅰ 4-18 ［第1回校史編纂委員会配布資料］ 昭和52年8月9日 1枚 電子複写 経過報告・委員会の編成、運営・当面の処理事項

野間忠蔵 Ⅰ 4-19
［8月15日校史問題に関する理事意見集
計表（複製）］

玉虫孝郎 （昭和52年）9月4日
5枚(綴)・17
枚(綴)

綴(ホチキス
留)・電子複写

校史編纂に関するアンケートの集計結果

野間忠蔵 Ⅰ 4-20
［校史編纂に関するアンケート結果（複
製）］

昭和52年9月16日 1枚 電子複写
昭和51年3月・昭和52年7月実施のアンケート集計
結果

野間忠蔵 Ⅰ 4-21
［校史編纂に関する予算・製作スケ
ジュール（複製）］

4枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

編纂委員会について・編纂費用など予算・製作ス
ケジュール

野間忠蔵 Ⅰ 4-22 ［校史編纂に関する予算（複製）］ 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

編纂委員会について・編纂費用など予算／#-10の
複製物

野間忠蔵 Ⅰ 4-23 ［校史編集幹事名簿（複製）］ （昭和52年） 1枚 電子複写
『第二高等学校史』の各部史（尚志会史）担当の各
部編集幹事名簿

野間忠蔵 Ⅰ 4-24 ［二高校史各部史・寮史進捗状況］ 1枚 電子複写 [校史編集幹事名簿（複製）]への書き込み

野間忠蔵 Ⅰ 4-25 ［二高校史各部史・寮史執筆分量］ 1枚 電子複写 [校史編集幹事名簿（複製）]への書き込み

野間忠蔵 Ⅰ 4-26 ［校史編纂試案につき説明（複製）］ 校史編纂部会長　高橋佐門 （昭和52年） 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

9月21日二高同窓会理事会及び常任理事会案内
状に付せられた試案の校史編纂部分に関し説明

野間忠蔵 Ⅰ 4-27
［校史編纂に関する意見の相違点につ
いて（複製）］

3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

校史編纂方針などについて、遠山孝・高橋佐門両
氏の見解を整理したもの

野間忠蔵 Ⅰ 4-28
［二高九十周年記念祭以降の二高校史
編纂経過報告］

（昭和52年頃） 1枚 電子複写
昭和51年10月二高九十周年記念祭以降、二高校
史編纂体制追認に至るまでの経過について

野間忠蔵 Ⅰ 4-29 ［校史編纂委員名簿］ 1枚 電子複写 二高校史編纂委員の名簿

野間忠蔵 Ⅰ 5-1 ［第二高等学校尚志同窓会送付文書］ 第二高等学校尚志同窓会 昭和55年7月 1通(3枚)
『第二高等学校史』購入趣意状・昭和55年度尚志
同窓会総会並に懇親大会開催の案内・尚志同窓
会昭和56年度予算案／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 5-2
［大正14年度二高卒業生校史購入状況
（複製）］

（昭和55年頃） 1枚 電子複写
大正14年度文科2組卒業生の校史購入状況・年会
費納付状況／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 5-3 領収証 ふじや文具店 昭和55年8月19日 1枚 コピー代

野間忠蔵 Ⅰ 5-4 ［第二高等学校尚志同窓会送付文書］ 野間忠蔵 昭和55年8月 2枚
二高同窓会総会・英独合同クラス会士蜂会のお知
らせ／第二高等学校史購入趣意状／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 5-5 ［第二高等学校尚志同窓会送付文書］
第二高等学校尚志同窓会　会
長　黒川利雄

昭和55年7月 3枚 『第二高等学校史』購入趣意状・払込通知票5枚共



野間忠蔵 Ⅰ 6-1 ［プログラム　二高百年祭］ （昭和61年10月） 8頁(冊子) 冊子
百周年記念式典・祝賀会など式次第／百周年記
念仙台案内（地図共）／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 6-2 第二高等学校創立百年祭参加者名簿 第二高等学校尚志会 （昭和61年10月） 44頁(冊子) 冊子 招待者・記念大会出席者名簿／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 6-3
［パンフレット　創立百周年記念第二高
等学校史料展］

東北大学記念資料室・第二高
等学校尚志同窓会創立百周
年記念事業実行委員会

昭和61年10月20日 20頁(冊子) 冊子
創立百周年記念第二高等学校史料展展示目録／
印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 6-4 ［新聞　第二高等学校創立百周年］ 河北新報 昭和61年10月25日 4頁
「尚志の心　今も脈々／第二高等学校創立百周
年」（『河北新報』第二朝刊、昭和61年10月25日付)

野間忠蔵 Ⅰ 6-5 ［新聞切抜　第二高等学校創立百周年］ 河北新報 昭和61年10月26日 1枚
「旧制二高創立百周年／懐かしい歌声響く／市民
に演奏会プレゼント」・「各所で同期会／遅くまで談
笑」（『河北新報』昭和61年10月26日付)

野間忠蔵 Ⅰ 6-6
［新聞切抜　第二高等学校創立百周年
（複製）］

（昭和61年10月） 1枚 電子複写

「第二高等学校創立百周年／青年の像除幕／東
北大記念資料室も開館」・「懐かしいネ　留学時代
／ナムウンさんが本社来訪」（『河北新報』昭和61
年10月頃か・月日不明)

野間忠蔵 Ⅰ 6-7 『山形高等学校競技部部史』
山形高等学校競技部部史刊
行会

昭和49年7月1日
311頁(冊
子)

冊子
「第四回全国陸上競技大会」原稿(10枚・綴)が挟み
込まれている

野間忠蔵 Ⅰ 7-1
『若き日のうた―第二回日本寮歌祭より
―』

東芝音楽工業株式会社 （昭和38年） 24頁(冊子) 冊子 フォノシート付／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 7-2 ［プログラム　第九回日本寮歌祭］ 日本寮歌振興会 昭和44年10月15日 42頁(冊子) 冊子 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 7-3 ［プログラム　第十一回日本寮歌祭］ 日本寮歌振興会 昭和46年10月10日 50頁(冊子) 冊子 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 7-4 ［プログラム　第十二回日本寮歌祭］ 日本寮歌振興会 昭和47年10月21日 46頁(冊子) 冊子
「二高の歌詞」(6枚・綴)・「明善寮創立第十五週年
記念祭祭歌」が挟み込まれている／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 7-5 ［プログラム　第18回日本寮歌祭］ 日本寮歌振興会 昭和53年10月28日 76頁(冊子) 冊子 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 7-6 ［プログラム　第20回日本寮歌祭］ 日本寮歌振興会 昭和55年10月18日 94頁(冊子) 冊子 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 8-1-1 ［講義ノート　地理］ 野間彦蔵 （大正8年） 96頁(冊子)
冊子(大学ノー
ト)

浜田教授の授業時の講義ノート／文科一年甲類・
野間彦蔵

野間忠蔵 Ⅰ 8-1-2 ［講義ノート　日本法制史］ 野間彦蔵 （大正8年） 80頁(冊子)
冊子(大学ノー
ト)

浜田教授の授業時の講義ノート／文科一年甲類・
野間彦蔵

野間忠蔵 Ⅰ 8-2-1
［絵はがき　二高尚志会端艇競漕第廿七
回大会記念］

第二高等学校尚志会 大正13年 2枚 葉書 未使用／袋入

野間忠蔵 Ⅰ 8-2-2 ［絵はがき　明善寮創立十八周年記念］ 第二高等学校明善寮 大正13年 4枚 葉書 未使用／袋入



野間忠蔵 Ⅰ 8-2-3
［絵はがき　第二高等学校尚志会創立三
十周年記念］

第二高等学校尚志会 大正13年10月24日 1枚 葉書 未使用／袋入

野間忠蔵 Ⅰ 8-2-4 ［絵はがき　二高移転落成記念祭］ 第二高等学校 大正15年10月9日 6枚 葉書 未使用／袋入

野間忠蔵 Ⅰ 8-2-5
［絵はがき　第二高等学校創立八十周年
記念碑建立記念］

昭和44年8月10日 3枚 葉書 未使用

野間忠蔵 Ⅰ 8-3 目録 明善寮 1通 「賞牌一個」

野間忠蔵 Ⅰ 8-4
［粟野健次郎先生略歴・粟野観音像関
係資料］

萩庭三寿 昭和23年9月 9頁(綴)
綴(ホチキス
留)

粟野健次郎の略歴／粟野観音像製作にあたり、費
用・製作者・目的など／「第二高等学校」用箋

野間忠蔵 Ⅰ 8-5 記念事業決算報告書
第二高等学校尚志同窓会記
念事業実行委員会

昭和44年12月 42頁(冊子) 冊子 収支決算報告／寄附者芳名簿／印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 8-6-1
［二高尚志同窓会新宿事務所書簡（封
筒）］

二高尚志同窓会新宿事務所 （昭和52年4月23日） 1点 封筒のみ／書簡なし

野間忠蔵 Ⅰ 8-6-2
［二高尚志同窓会新宿事務所書簡（封
筒）］

二高尚志同窓会新宿事務所 （昭和52年6月1日） 1点 封筒のみ／書簡なし

野間忠蔵 Ⅰ 8-7 二高尚志会会員名簿　仙台医師会の部 二高尚志同窓会 6枚(綴)
電子複写・綴
(ホチキス留)

書き込みあり

野間忠蔵 Ⅰ 8-8
［大正14年度二高卒業生寄附金帳簿
（複製）］

1枚 電子複写
大正14年度文科乙類卒業生部分に赤線で囲みあ
り

野間忠蔵 Ⅰ 8-9 『第二高等学校歌集（抜萃）』 24頁(冊子) 冊子 印刷物

野間忠蔵 Ⅰ 8-10 『二高歌集抜萃』 20頁(冊子) 冊子 印刷物

野間忠蔵 Ⅱ 1
［写真　粟野先生新潟英語学校在学中
（複製）］

（明治10年頃） 2点

野間忠蔵 Ⅱ 2-1 ［写真　第8回インターハイ］ 昭和8年7月 1点
於京大グラウンド／陸上競技部・菊池秀夫旧蔵／
解説付

野間忠蔵 Ⅱ 2-2 ［写真　第8回インターハイ1500m決勝］ 昭和8年7月 1点
於京大グラウンド／陸上競技部・菊池秀夫旧蔵／
解説付

野間忠蔵 Ⅱ 2-3 ［写真　仙台四校対抗戦］ 昭和9年9月 1点
於法文トラック／陸上競技部・菊池秀夫旧蔵／解
説付

野間忠蔵 Ⅱ 3-1
［写真　第15回全国高等学校陸上競技
大会（複製）］

昭和15年7月 1点
於明治神宮／陸上競技部・植草敏之旧蔵／解説
付

野間忠蔵 Ⅱ 3-2 ［写真　対水戸高戦400m（複製）］ （昭和16年頃） 1点
於二高グラウンド／陸上競技部・竹田正旧蔵／解
説付

野間忠蔵 Ⅱ 3-3
［写真　第13回対水戸高戦後のストーム
（複製）］

昭和16年 1点
於二高グラウンド／陸上競技部・竹田正旧蔵／解
説付



野間忠蔵 Ⅱ 3-4
［写真　第14回対水戸高戦100mスタート
（複製）］

昭和17年 1点
於水戸高グラウンド／陸上競技部・竹田正旧蔵／
解説付

野間忠蔵 Ⅲ 1 ［メダル　選監野間］ 大正13年 1点 「選監野間」刻銘／鍵付



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

野口元 Ⅰ 1 ［八蜂会檄文］ 八蜂会 昭和8年5月5日 1点 八蜂会の会合時に読まれたものか

野口元 Ⅱ 1 ［アルバム　絵はがき］ 野口元 1冊 冊子
明善寮記念絵はがきや校舎等写真絵はがきを
綴ったアルバム／表紙見返しに墨書「第二高等学
校三部生　野口元」・朱印「野口」あり

整理番号

NDの02 野口元資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

野口泰雄 Ⅲ 1 ［メダル　競漕大会］ 昭和4年 1点

箱には「長宗氏（17.3持参の蜂章記念メダル　平成
十二年七月五日」とあり／Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の
箱に入っていたが、保存袋の都合により、Ⅲ-7～
Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 2 ［メダル　尚志会端艇部部レース］ 昭和4年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 3 ［メダル　尚志会端艇部春季大会］ 昭和5年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 4
［メダル　明善寮創立第二十四周年記
念］

二高明善寮 昭和5年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 5
［メダル　明善寮創立第二十四周年記
念］

二高明善寮 昭和5年 1点
未使用か／Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていた
が、保存袋の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出
した

野口泰雄 Ⅲ 6 ［メダル　尚志会大会］ 二高尚志会 昭和5年 1点
ボート大会記念／Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っ
ていたが、保存袋の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱
から出した

野口泰雄 Ⅲ 7
［メダル　明善寮創立第二十五周年記
念］

二高明善寮 昭和6年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 8 ［メダル　尚志会陸上大運動会］ 二高尚志会 昭和6年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 9
［メダル　尚志会艇庫新築落成記念競漕
大会］

昭和6年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 10 ［メダル　尚志会端艇部部レース］ 昭和6年 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 11 ［メダル　河北新報社］ 河北新報社 1点
Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋
の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 12 ［メダル　尚志会　彰功］ 二高尚志会 1点
「明治二十八年五月制定」とあり／銀製／Ⅲ-1～
Ⅲ-13は同一の箱に入っていたが、保存袋の都合
により、Ⅲ-7～Ⅲ-13を箱から出した

野口泰雄 Ⅲ 13 ［バッジ　S.H.S］ 1点
スケート部関係か／Ⅲ-1～Ⅲ-13は同一の箱に
入っていたが、保存袋の都合により、Ⅲ-7～Ⅲ-13
を箱から出した

整理番号

NDの03 野口泰雄資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

八田龍太郎 Ⅱ 1
［アルバム　墨堤の凱歌―今白雪は消え
果てて緑萌え立つ岸の色―］

八田龍太郎 平成7年5月30日 1冊 冊子
大正11年～大正12年にかけての二高端艇関係写
真をまとめて整理したもの

八田龍太郎 Ⅲ 1
［メダル　尚志会端艇部春季大会参加
章］

昭和5年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 2 ［メダル　尚志会大会優秀記念］ 昭和5年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 3
［メダル　明善寮創立第二十四周年記
念］

昭和5年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 4 ［メダル　尚志会陸上大運動会記念］ 昭和6年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 5
［メダル　尚志会艇庫新築落成記念競漕
大会］

昭和6年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 6 ［メダル　仙台一中雑誌部］ 昭和6年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 7
［メダル　尚志会端艇部春季大会参加
章］

昭和7年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 8
［バッジ　二高山岳部スキー合宿参加記
念］

昭和6年 1点

八田龍太郎 Ⅲ 9
［バッジ　第二高等学校創立五十周年記
念］

昭和22年 1点 創立六十周年記念の誤りか

NDは01 八田龍太郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

濱田静亮 Ⅰ 1 ［卒業証書］
第二高等学校長従四位勲三
等　野口明

昭和22年3月10日 1枚 昭和22年高等科理科の卒業証書

濱田静亮 Ⅰ 2 ［理事委嘱辞令］
第二高等学校尚志同窓会会
長　黒川利雄

昭和62年12月 1枚 第二高等学校尚志同窓会理事委嘱につき

濱田静亮 Ⅰ 3 ［短冊　感激の心学びの］ 野口明 昭和22年3月 1枚 「感激の心学びの志　保ちて行かむ　十年二十年」

濱田静亮 Ⅰ 4 ［短冊　台の原叙情］ 柏倉俊三 1枚
「台の原　はらとよもして　校歌寮歌　声をかきりに
若き日をうたへり」／柏倉俊三は昭和14年～22年
まで二高で英語を担当

濱田静亮 Ⅰ 5 ［短冊　北陸路の秋］ 柏倉俊三 1枚
「北陸路　秋の深みに時雨つつ　あいまたうす陽
あかくと射す」／柏倉俊三は昭和14年～22年まで
二高で英語を担当

NDは02 濱田静亮資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

畠中喜善 1 第二高等中学校学年成績表 第二高等中学校 1冊 印刷物

整理番号

NDは03 畠中喜善資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

土方義春 Ⅰ 1
HORACE LAMB『INFINITESIMAL
CALCULUS』

CAMBRIDGE AT THE
UNIVERSITY PRESS

大正10年
530頁(冊
子)

冊子
湯浅豊五郎の授業用教科書（数学）／「土方」印あ
り

土方義春 Ⅱ 1-1 ［写真　村木維夫(心理)］ 大正10年 1点

整理番号

NDひ01 土方義春資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

平野龍馬 Ⅰ 1 『会報』　旅行報告号 二高亜細亜研究会 昭和13年12月12日
136頁(冊
子)

冊子 第一回満支研究旅行の報告書／印刷物

平野龍馬 Ⅲ 1
［手拭　二高亜細亜研究会北京集会五
十年記念箱根大会］

二高亜細亜研究会 昭和62年10月12日 1点

整理番号

NDひ02 平野龍馬資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

廣瀬速水 Ⅰ 1 ［表彰状］
第二高等学校尚志会長　武藤
虎太

大正5年5月16日 1枚
前端艇部員・廣瀬速水宛／尚志会端艇部委員・副
総代としての功労につき

整理番号

NDひ03 廣瀬速水資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

深田正雄 Ⅰ 1-1 ［萩庭三寿書簡］ 萩庭三寿 （昭和8年）2月25日 1通(1枚) 葉書
深田宛／仙台昭七理一会の寄書を読んでの感想
／ドイツ・ベルリンより／絵はがき「BERLIN
Reichsprasidentenpalais」

深田正雄 Ⅰ 1-2 ［萩庭三寿書簡］ 萩庭三寿 （昭和8年12月17日） 1通(1枚) 葉書
深田宛／ベルリンより／絵はがき
「Berlin.Siegessaule」

深田正雄 Ⅰ 1-3 ［萩庭三寿書簡］ 萩庭三寿 10月23日 1通(1枚) 葉書
深田宛／東南アジア旅行中のものか／古倫母より
／絵はがき「Pineapples,Malaya」

深田正雄 Ⅰ 2 ［阿刀田令造書簡］ 阿刀田令造 （昭和12年）8月28日 1通(1枚) 葉書
深田宛／二高五十周年記念事業実施につき寄附
依頼

整理番号

NDふ01 深田正雄資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

別所正彦 Ⅰ 1 打鐘日誌／昭和二十年度 明善寮幹事
昭和20年5月6日～8
月14日

188頁（冊
子）

冊子
明善寮坐禅堂の太鼓を朝夕に打つ当番日誌／
128頁以降未記入

NDへ01 別所正彦資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

堀内藤吾 Ⅰ 1 ［色紙　登張竹風］ 登張竹風 1枚
宮古川鶴子宛／「人を酔はす家あればこそ天下泰
平」

堀内藤吾 Ⅰ 2 ［色紙　登張竹風］ 登張竹風 1枚 天原時宛／「属魂惚れた人唯斯のひと」

NDほ01 堀内藤吾資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

松永一雄 Ⅰ 1 性能考査予備試問室略図 1枚 入学試験の際のものか

松永一雄 Ⅰ 2 護国尚志会紹介 第二高等学校護国尚志会 昭和17年3月9日 21頁(冊子) 冊子
受験生へ・各部の紹介／入学試験時に配布のもの
か／印刷物

松永一雄 Ⅰ 3
第六回生活調査報告／昭和十七年三
月現在

第二高等学校護国尚志会生
活部

昭和17年3月 28頁(冊子) 冊子
二高生の身上・宿所・下宿・学資金・趣味など調査
の統計／印刷物

松永一雄 Ⅰ 4 学資保管規定 (第二高等学校生徒主事) 昭和17年3月 1枚 第二高等学校への学資保管委託の規定／印刷物

松永一雄 Ⅰ 5 合格を祝す
第二高等学校護国尚志会生
活部経済事業部

昭和17年3月 1枚
校内売店取扱の品物一覧・学校指定商店一覧／
印刷物

松永一雄 Ⅰ 6 ［入学者父兄に対する注意事項］ 第二高等学校生徒主事 昭和17年3月 1枚 注意事項・学資概算など／印刷物

松永一雄 Ⅰ 7 ［第二高等学校書簡（封筒）］ 第二高等学校 （昭和17年3月15日） 1枚 松永陽之助宛／封筒のみ／書簡なし

松永一雄 Ⅰ 8 新入生徒に対する訓示 第二高等学校 昭和17年4月1日 1枚
2005年4月1日現在、常設展にて展示中／後日、
目録を採る必要あり

松永一雄 Ⅰ 9 明善寮入寮者心得 第二高等学校 昭和17年4月 1枚 明善寮規定／印刷物

松永一雄 Ⅰ 10 明善寮寮費納入法 (明善寮) （昭和17年頃） 1枚 寮費納入方法・寮費概算など／印刷物

松永一雄 Ⅰ 11 生徒必携／昭和十八年五月 第二高等学校 昭和18年5月 61頁(冊子) 冊子

修練要綱・護国尚志会会則並各部諸規則・護国尚
志会役員・指導教官、学級幹事・報国隊並防護団
規程・報国隊編成並幹部・防護団編成並幹部・防
護団員氏名／「松永一雄」の書きこみあり／印刷物

NDま01 松永一雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

笆豊二 Ⅰ 1 ［粟野健次郎旧蔵バイロン詩集　1］
587頁(冊
子)

冊子
粟野健次郎旧蔵書／粟野健次郎の甥・佐藤薫が、
笆豊二に寄贈したもの／「粟野蔵書」印あり／奥に
資料の伝来についての笆豊二の書き込みあり

笆豊二 Ⅰ 2 ［粟野健次郎旧蔵バイロン詩集　2］
592頁(冊
子)

冊子
粟野健次郎旧蔵書／粟野健次郎の甥・佐藤薫が、
笆豊二に寄贈したもの／「粟野蔵書」印あり／奥に
資料の伝来についての笆豊二の書き込みあり

笆豊二 Ⅰ 3 ［粟野健次郎旧蔵バイロン詩集　3］
682頁(冊
子)

冊子
粟野健次郎旧蔵書／粟野健次郎の甥・佐藤薫が、
笆豊二に寄贈したもの／「粟野蔵書」印あり／奥に
資料の伝来についての笆豊二の書き込みあり

笆豊二 Ⅰ 4
［書幅　盲人無色聾無聲日月不明馬不
鳴］

粟野健次郎 1点 軸装
長さ146.8cm×幅37cm／「西里」／書幅用キャビ
ネットに別置

笆豊二 Ⅰ 5
［書幅　庭裡百花洗眼新舎中亦児無織
塵道場清浄始所飛雄大精神剛健身］

粟野健次郎 1点 軸装
長さ193.5cm×幅46.4cm／「西里」／書幅用キャビ
ネットに別置

NDま02 笆豊二寄贈資料（粟野健次郎関係）

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

松本秋介 Ⅰ 1 生徒作法要項 第二高等学校 （大正3～5年）
48頁（冊
子）

冊子

松本秋介 Ⅰ 2 生徒作法要項（複製） 第二高等学校 （大正3～5年）
46頁（冊
子）

冊子（ホチキス
留）・電子複写

NDま03 松本秋介資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

水田千門 Ⅰ 1 ［昭和十六年度学資金受渡調］
第二高等学校生徒主事　萩庭
三寿

昭和17年3月 1枚
水田文次宛／前年度繰越高・昭和16年度受高な
ど学資金収受明細／印刷物

水田千門 Ⅰ 2 幹部候補生採用願 水田千門 昭和17年4月9日 1枚 陸軍大臣宛

水田千門 Ⅰ 3 休学願
土木工学科　七〇三五　水田
千門

昭和19年2月19日 1枚
東京帝国大学第二工学部長　瀬藤象二宛／二月
二十日、新潟県新発田町東部第二十三部隊に入
営のため

NDみ01 水田千門資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

三浦道雄 Ⅰ 1 三杜会報告書／昭和38年～昭和50年 三浦道雄 昭和38年～昭和50年 1冊 製本印刷物

三杜会は、第二高等学校を昭和4年3月に卒業し
た理科甲類3組出身者による会／三杜会会員名
簿・三杜会報告書・写真類や第二高等学校尚志同
窓会からの配布物などをまとめて製本したもの

三浦道雄 Ⅰ 2 三杜会報告書／昭和51年～昭和54年 三浦道雄 昭和51年～昭和54年 1冊 製本印刷物

三杜会は、第二高等学校を昭和4年3月に卒業し
た理科甲類3組出身者による会／三杜会会員名
簿・三杜会報告書・写真類や第二高等学校尚志同
窓会からの配布物などをまとめて製本したもの

三浦道雄 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ （昭和4年理科3組） 昭和4年 1冊

三浦道雄 Ⅱ 2 ［アルバム　二高尚志三杜会］ 昭和2年～昭和51年 1冊
二高時代の写真・二高弓道会・二高史料展などの
写真が収められている

三浦道雄 Ⅱ 3 ［アルバム　三杜会家族写真帖］ 三浦道雄 昭和39年5月 2冊
卒業35年を記念して作製された三杜会会員の家
族写真が収められている

NDみ02 三浦道雄資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

三原重俊 Ⅰ 1 音楽部資料 上中三男二 8頁（冊子） 冊子

表紙に朱書「寄贈分」・鉛筆「昭5.理1 三原重俊提
供」とあり／裏表紙「上中」印・鉛筆「三男二」とあり
／音楽部の写真（推定昭和2年）2点と演奏会チ
ケットを貼付し解説した資料／写真は関場定の遺
族から寄贈された三原重俊が提供し、チケットは上
中三男二提供

NDみ03 三原重俊資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

村岡岩見 Ⅰ 1
［絵はがき　第二高等学校尚志会創立二
十五周年記念］

第二高等学校 大正7年5月10日 3枚 葉書 未使用／袋共

NDむ01 村岡岩見資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

村松保 Ⅰ 1 第二高等学校入学者心得 (第二高等学校) （昭和5年） 1枚
二高入学者関係の諸手続などについての説明／
印刷物

村松保 Ⅰ 2 明善寮寮則 (二高明善寮) （昭和5年） 1枚 印刷物

村松保 Ⅰ 3 入寮者心得 生徒課 （昭和5年） 1枚 寮内での生活規則等について／印刷物

村松保 Ⅰ 4 ［明善寮幹事名簿］ 1枚 電子複写
昭和2年度～昭和9年度までの明善寮庶務幹事・
会計幹事・炊事幹事名の表／一部書きこみあり

村松保 Ⅰ 5-1 ［尚志会理事選出事件につき配布文書］
仙台二高同窓会委員　一力次
郎・佐伯孝平・吉田二郎・増田
八郎・伊東五一郎・佐藤幸三

昭和7年12月15日 1通(1枚) 封書
「二高生徒諸君ニ告グ」／昭和7年尚志会理事選
出をめぐる紛争の際、在校生に宛てて二高同窓会
委員が配布した文書／印刷物／コピーあり

村松保 Ⅰ 5-2 ［尚志会理事選出事件につき訓示］ 第二高等学校長　阿刀田令造昭和7年12月30日 1通(1枚) 封書
昭和7年尚志会理事選出をめぐる紛争の際、在校
生徒に宛てて阿刀田校長が配布した訓示／印刷
物／コピーあり

村松保 Ⅰ 6-1 ［野口元・田中覚郎書簡］ 野口元・田中覚郎 （昭和8年）5月1日 1通(1枚) 封書
激励文／小包用ハトロン紙使用／田中覚郎差し出
しの封筒に同封

村松保 Ⅰ 6-2 ［三島高行書簡］ 三島高行 （昭和8年）5月1日 1通(1枚) 封書
三島自身および二高のことなど近況報告／小包用
ハトロン紙使用／田中覚郎差し出しの封筒に同封

村松保 Ⅰ 7 ［尚志会応援団関係資料］

村松保 Ⅰ 7-1-1 昭和七年度尚志会応援団決算報告
尚志会応援団経理総監　村松
保

昭和7年11月 1枚 尚志会応援団収支明細／「村松」印／印刷物

村松保 Ⅰ 7-1-2 昭和八年度尚志会応援団決算報告
尚志会応援団経理総監　武藤
邦宏

昭和8年11月 1枚
尚志会応援団収支明細／村松保宛／「武藤」印／
印刷物

村松保 Ⅰ 7-1-3 昭和九年度尚志会応援団決算報告
尚志会応援団経理総監　佐々
木清

昭和9年11月 1枚 尚志会応援団収支明細／「佐々木」印／印刷物

村松保 Ⅰ 7-1-4 昭和十年度尚志会応援団決算報告
尚志会応援団経理総監　川田
三郎

昭和10年10月 1枚 尚志会応援団収支明細／印刷物

村松保 Ⅰ 7-1-5 昭和拾参年度尚志会応援団会計決算
二高尚志会応援団経理総監
篠原近知

昭和14年2月13日 1枚
昭和12年度冬期および昭和13年度分の尚志会応
援団収支明細／村松保宛／「二高尚志会応援団
印」／印刷物

村松保 Ⅰ 7-1-6 昭和拾五年度尚志会応援団会計決算
二高尚志会応援団経理総監
森谷睦夫

昭和15年9月 1枚
尚志会応援団収支明細／村松保宛／「森谷睦夫」
印／印刷物

村松保 Ⅰ 7-2-1 戦況報告 (二高尚志会応援団) （昭和9年） 1枚
二高尚志会各部の戦績報告／二高剣道部、東北
大会優勝など／印刷物

NDむ02 村松保資料

整理番号



村松保 Ⅰ 7-2-2 戦況報告 (二高尚志会応援団) （昭和10年） 1枚
二高尚志会各部の戦績報告／二高野球部、第一
回全国高等学校野球大会優勝など／印刷物

村松保 Ⅰ 7-3 ［尚志会応援団基本金表］ （昭和14～15年頃カ） 1枚
昭和7年度～昭和13年度までの尚志会応援団基
本金表（繰入金額・利子・額面）／昭和7年度～昭
和15年度までの経理総監名

村松保 Ⅰ 7-4 ［応援団解散報告］
二高尚志会応援団長　窪田道
二郎

昭和15年11月 1枚 応援団先輩各位宛／印刷物

村松保 Ⅰ 8-1 松島に於ける遭難経過報告 二高図南会 昭和10年2月 13頁(冊子) 冊子

昭和9年12月28日二高端艇部員の遭難事件につ
いて、遭難前後の事情や選手推戴式・校葬の様
子、今後の対策など／線引あり／印刷物／「保之
印」あり

村松保 Ⅰ 8-2 遭難事情調査報告
第二高等学校遭難事情調査
委員会

49頁(冊子) 冊子

昭和9年12月28日二高端艇部員の遭難事件につ
いて、遭難事件の経過や遭難事情推定などの調
査結果／線引あり／印刷物／「保之印」あり／破損
あり

村松保 Ⅰ 9-1
東京二高会仮名簿／昭和41年4月30日
現在

東京二高会 昭和41年4月30日 36頁(冊子) 冊子 東京二高会会則・会員名簿など／印刷物

村松保 Ⅰ 9-2 『東京二高会会報』　第1号 東京二高会 昭和41年5月1日 10頁(冊子) 冊子
発足に当って（会長・野口明）ほか、寄稿文など／
印刷物

村松保 Ⅱ 1 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和5年3月 1冊 冊子 明善寮生・明善寮での生活風景など／印刷物

村松保 Ⅱ 2 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和6年3月 1冊 冊子 明善寮生・明善寮での生活風景など／印刷物

村松保 Ⅱ 3 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和7年3月 1冊 冊子 明善寮生・明善寮での生活風景など／印刷物

村松保 Ⅱ 4 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和8年3月 1冊 冊子 明善寮生・明善寮での生活風景など／印刷物

村松保 Ⅱ 5 ［アルバム　明善寮］ 第二高等学校明善寮 昭和9年3月 1冊 冊子 明善寮生・明善寮での生活風景など／印刷物

村松保 Ⅱ 6 ［写真　二高尚志会応援団旗（複製）］ （昭和8年） 1点
新調し寄贈された新応援団旗／台紙に貼付／解
説付

村松保 Ⅱ 7 ［写真　応援団幹部送別会（複製）］ （昭和8年） 1点 台紙に貼付／解説付

村松保 Ⅲ 1
［メダル　明善寮創立第二十四周年記
念］

昭和5年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-6は同一の台紙にはめこんである

村松保 Ⅲ 2
［メダル　明善寮創立第二十五周年記
念］

昭和6年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-6は同一の台紙にはめこんである

村松保 Ⅲ 3
［メダル　明善寮創立第二十六周年記
念］

昭和7年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-6は同一の台紙にはめこんである

村松保 Ⅲ 4 ［メダル　尚志会競漕大会（部レース）］ 昭和5年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-6は同一の台紙にはめこんである



村松保 Ⅲ 5 ［メダル　プール落成記念］ 昭和5年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-6は同一の台紙にはめこんである

村松保 Ⅲ 6
［メダル　尚志会艇庫新築落成記念競漕
大会］

昭和6年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-6は同一の台紙にはめこんである



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山下元寿 Ⅰ 1 ［書幅　寒月や遠く行く身の影細し］ 登張信一郎 1点 軸装
長さ193.3cm×幅30.7cm／「竹風酔人」／「巴里江
立つ前贈山下老兄」／書幅用キャビネットに別置

山下元寿 Ⅰ 2 ［沢柳政太郎書簡］ 沢柳政太郎 1916/12/8 1点 山下勝太郎白石中学校長あて

NDや01 山下元寿資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山田雄一 Ⅰ 1 ［一年間の足跡（複製）］ 二高競技部六如会 （昭和17年4月カ） 8頁(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『六如会会報』(号数不明)「一年間の足跡」の複製
物

山田雄一 Ⅰ 2 ［編集後記（複製）］ 二高競技部六如会 昭和17年4月25日 1枚 電子複写 『六如会会報』(号数不明)「編輯後記」の複製物

山田雄一 Ⅰ 3 ［新主将として・戦績報告（複製）］ 二高競技部六如会 （昭和22年か） 4頁(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

『六如会会報』(号数不明)「新主将として」(小野寺
純雄)・「戦績報告」(現部員代表三年　光岡恭平)の
複製物

山田雄一 Ⅰ 4-1 ［六如寮第一回記念祭歌（複製）］ 二高競技部六如会 1枚 電子複写 『六如会会報』(号数不明)の複製物か

山田雄一 Ⅰ 4-2 ［六如寮第二回記念祭歌（複製）］ 二高競技部六如会 1枚 電子複写 『六如会会報』(号数不明)の複製物か

山田雄一 Ⅰ 5 第一回寮祭式典 （昭和61年頃カ） 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)

昭和17年9月11日開催の第1回寮祭式典に関する
報告（筆者：新主将・尾本徳次）をのちに筆写した
ものか

山田雄一 Ⅰ 6-1
昭和十七年四月六如寮第一回記念祭
歌

（昭和61年頃カ） 1枚
飛田玄武作詞・館山甲午作曲／昭和17年4月六如
寮第1回記念祭歌の歌詞／封筒共

山田雄一 Ⅰ 6-2
昭和十八年四月六如寮第二回記念祭
歌

（昭和61年頃カ） 1枚
大坪武作詞・海鉾義美作曲／昭和18年4月六如寮
第2回記念祭歌の歌詞／封筒共

山田雄一 Ⅰ 7 六如寮逍遥歌 （昭和61年頃カ） 1枚 作詞・作曲者不明／封筒共

整理番号

NDや02 山田雄一資料（山田みさお寄贈）



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山本真之助 Ⅲ 1 ［名札　山本真之助］ 大正13年 1点 明善寮入寮当時の名札／木製

山本真之助 Ⅲ 2 ［二高帽章］
（大正13年～昭和2
年）

1点

山本真之助 Ⅲ 3 ［メダル　尚志会三十年］ 第二高等学校尚志会 大正13年 1点

山本真之助 Ⅲ 4
［メダル　第二高等学校尚志会三十年祭
記念各部大会］

第二高等学校尚志会 大正13年 1点

山本真之助 Ⅲ 5 ［メダル　尚志会端艇部］ 二高端艇部 大正14年 1点

山本真之助 Ⅲ 6
［メダル　第二高等学校尚志会端艇部競
漕大会］

二高端艇部 大正14年 1点

山本真之助 Ⅲ 7 ［メダル　新校舎落成記念］ 大正15年10月 1点

山本真之助 Ⅲ 8 ［メダル　二高水泳部］ 二高水泳部 大正15年 1点

山本真之助 Ⅲ 9 ［メダル　卒業記念］ 二部会 昭和2年 1点
「贈山本君」／卒業に際し、二部会より贈られたメダ
ル

山本真之助 Ⅲ 10
［メダル　尚志会艇庫新築落成記念競漕
大会］

二高端艇部 昭和6年 1点

整理番号

NDや03 山本真之助資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

八巻明彦 Ⅰ 1
［新聞　第二高等中学校生徒募集関係
（複製）］

明治21年7月～明治
22年6月

2枚 電子複写
第二高等中学校の生徒募集に関する『郵便報知
新聞』(明治21年7月26日・明治22年6月6日)の複
製

八巻明彦 Ⅰ 2
［新聞　一高二高端艇競漕関係・二高水
戸高対抗野球・陸上関係（複製）］

大正10年12月～大正
12年1月

11枚(綴) 電子複写
一高や三高との端艇競漕や水戸高との野球試合・
陸上競技に関する『報知新聞』の複製

八巻明彦 Ⅰ 3
［新聞　二高社会科学研究会事件関係
（複製）］

昭和3年 8点
二高社会科学研究会事件に関する記事が掲載さ
れた『河北新報』を撮影したもの

八巻明彦 Ⅰ 4 ［東京二高会創立総会案内状］ 「東京二高会」仮事務局 1枚 葉書 東京二高会創立総会への出欠について／印刷物

整理番号

NDや04 八巻明彦収集資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

八木弥助 Ⅰ 1 ［入学許可書］ 第二高等学校 大正12年4月1日 1枚 「高等科理科甲類　八木弥助」／封筒共

八木弥助 Ⅱ 1 ［アルバム　大正13年対部レース］ 八木弥助 大正13年 1冊 冊子
二高校庭・遠漕、練習風景・対部レース出場者など
の写真を収めたアルバム

八木弥助 Ⅱ 2 ［アルバム　大正14年対部レース］ 八木弥助 大正14年 1冊 冊子
全国高校対抗レース優勝盃・練習風景・対部レー
ス・合宿所での写真などを収めたアルバム

八木弥助 Ⅱ 3 ［写真　大正14年度　二部ボート選手］ 大正14年 1点 解説共

NDや05 八木弥助資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山田貞蔵 Ⅰ 1 領収書 白石町金庫 昭和17年度 1枚 山田慶蔵宛

山田貞蔵 Ⅰ 2 ［入学許可書］ 第二高等学校 昭和18年3月21日 1枚
「高等科理科第一学年一組ニ編入　山田貞蔵」／
印刷物／封筒共

山田貞蔵 Ⅰ 3 明善寮食費納入規程 (明善寮) （昭和18年） 1枚 食費概算など／印刷物

山田貞蔵 Ⅰ 4 学資保管規定 (第二高等学校生徒主事) 昭和18年3月 1枚 第二高等学校への学資保管委託の規定／印刷物

山田貞蔵 Ⅰ 5 ［入学者父兄に対する注意事項］ 第二高等学校生徒主事 昭和18年3月 1枚 注意事項・学資概算など／印刷物／封筒共

山田貞蔵 Ⅱ 1 ［写真　明善寮幹事］

山田貞蔵 Ⅱ 1-1
［写真　明善寮講堂　雄大剛健の旗の前
で（複製）］

昭和19年 1点

山田貞蔵 Ⅱ 1-2 ［写真　明善寮にて4人（複製）］ 昭和19年 1点

山田貞蔵 Ⅱ 1-3 ［写真　明善寮幹事集合写真（複製）］ 昭和19年 1点

山田貞蔵 Ⅱ 2 ［写真　明善寮応天大王寮住人］ 昭和20年 1点

整理番号

NDや06 山田貞蔵資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

山田利雄 Ⅰ 1
第二高等学校寄宿舎ニ関スル学則　明
善寮寮則

（昭和5年1月） 1枚
寄宿舎関係規則の抜粋・明善寮寮則／印刷物／
裏打ち済

山田利雄 Ⅰ 2 ［第二高等学校尚志同窓会関係資料］

山田利雄 Ⅰ 2-1 ［富井周書簡］ 富井周 （昭和28年）5月27日 1通(2枚) 封書
山田利雄宛／イギリス大使演説の内容要旨問い合
わせに対する回答について

山田利雄 Ⅰ 2-2-1 旧制第二高等学校関係物品目録 (二高尚志同窓会) 昭和36年9月1日
2枚(綴)・2
点

綴(ホチキス
留)・タイプ印
刷

昭和36年9月1日現在、二高尚志同窓会で保管中
の旧制二高関係資料目録／「東北大学教養部」用
紙使用／クリップ留であったものをのちにホチキス
で再綴

山田利雄 Ⅰ 2-2-2 旧制第二高等学校関係物品目録 (二高尚志同窓会) 昭和36年9月1日 2枚(綴)
綴(紙縒留)・タ
イプ印刷

昭和36年9月1日現在、二高尚志同窓会で保管中
の旧制二高関係物品目録／物品をチェックしたも
のと思われる書き込みあり／「東北大学川内分校」
用紙使用／クリップ留であったものをのちに紙縒で
再綴

山田利雄 Ⅰ 2-3
旧制第二高等学校関係物品目録（複
製）

(二高尚志同窓会) （昭和36年頃か） 1枚 電子複写
二高尚志同窓会で保管している旧制二高関係の
物品一覧／Ⅰ-2-2-1、Ⅰ-2-2-2の作成過程で作
られた資料の複製物であると思われる

山田利雄 Ⅰ 2-4-1 ［事務引継書類］ 二高尚志同窓会 昭和36年9月 9枚(綴) 綴(ファイル)

事務引継書類一覧・旧制第二高等学校並同同窓
会関係事件一覧・旧制第二高等学校関係物品一
覧・二高尚志同窓会会計引継関係書類／「東北大
学川内分校」用紙・「東北大学富沢分校」用箋／二
高尚志同窓会会計引継関係書類の前にⅠ-2-4-2
が挟み込まれている

山田利雄 Ⅰ 2-4-2 預金通帳引継書
旧会計担当委員　山田利雄・
新会計担当委員　鈴木忠也・
立会人監査　大友寧

昭和47年6月14日 2枚(綴)
綴(ホチキス
留)

第二高等学校尚志同窓会基金の預金通帳引継に
ついて／Ⅰ-2-4-1に挟み込まれている

山田利雄 Ⅰ 2-5 寄附採納願
第二高等学校尚志同窓会　会
長　野口明

昭和48年10月27日 3枚(綴)
綴(ホチキス
留)・電子複写

東北大学長宛／第二高等学校記念資料として、二
高尚志同窓会保管の資料を寄附する旨の書類／
下書きか／「東北大学」用箋複製使用

山田利雄 Ⅰ 2-6 粟野観音像移転についての経過 昭和53年9月28日 1枚

元二高職員・森新太郎氏から聴取／昭和21年～
昭和33年にかけての粟野観音像の移転経過の詳
細（移転期日・運搬方法・祭事など）についての記
録／「財団法人　広南会」用箋

山田利雄 Ⅰ 3 ［登張竹風（信一郎）関係資料］

山田利雄 Ⅰ 3-1-1 ［登張信一郎書簡］ 登張信一郎 （昭和26年）10月20日 1通(4枚) 封書
第二高等学校同窓会長・萩庭三寿宛／二高尚志
同窓会での講演受諾について

NDや07 山田利雄資料

整理番号



山田利雄 Ⅰ 3-1-2 ［登張信一郎書簡］ 登張信一郎 （昭和26年）10月23日 1通(1枚) 封書
萩庭三寿宛／仙台までの旅費の受領書と入仙の
予定について

山田利雄 Ⅰ 3-1-3 ［登張信一郎書簡］ 登張信一郎 昭和26年11月3日 1通(1枚) 封書
尚志同窓会長・萩庭三寿宛／講演時の厚遇につ
き礼状

山田利雄 Ⅰ 3-2 ［受領証］ 登張信一郎 昭和26年10月29日 1枚 第二高等学校尚志同窓会宛／記念品料の受領証

山田利雄 Ⅰ 3-3
［メモ　故登張竹風先生告別式につい
て］

昭和30年1月9日 1枚
登張竹風先生告別式に際し、弔詞・生花の贈供に
ついて／「東北大学第一教養部」用箋

山田利雄 Ⅰ 3-4-1 ［新聞切抜　竹風先生を憶う（上）］ 昭和30年1月17日 1枚 　
「竹風先生を憶う／東京三鷹の登張邸での追悼座
談会（上）」（『河北新報』昭和30年1月17日付）の切
抜／台紙に貼付

山田利雄 Ⅰ 3-4-2 ［新聞切抜　竹風先生を憶う（下）］ 昭和30年1月18日 1枚 　
「竹風先生を憶う／東京三鷹の登張邸での追悼座
談会（下）」（『河北新報』昭和30年1月18日付）の切
抜／台紙に貼付

山田利雄 Ⅰ 3-5 ［新聞切抜　登張信一郎］ 1枚
「登張信一郎氏」・「“印象に残る講義／萩庭三寿
氏登張氏の死去を語る」・「登張竹風氏の葬儀」（い
ずれも新聞社、日付不明）／台紙に貼付

山田利雄 Ⅰ 4
［絵はがき　第二高等学校創立八十周年
記念碑建立記念］

昭和44年8月10日 3枚 葉書 袋共／未使用

山田利雄 Ⅰ 5
［昭和20年4月入学　長久保健調査資料
（複製）］

1枚 電子複写
昭和20年4月に入学したものの、入学式前に入隊
し、満州へ派遣された長久保健に関する調査結果
／封筒共

山田利雄 Ⅰ 6
［三神峯とその桜について・粟野観音に
ついて］

東北大学第一教養部 10頁(冊子) 冊子 高橋富雄記

山田利雄 Ⅱ 1 ［アルバム　旧制二高関係写真］ 山田利雄 昭和33年3月 1冊

旧制二高の施設などを昭和33年に撮影した写真を
貼ったスクラップブック／清水小路「明善寮」跡記
念碑・台原「明善寮」施設の一部・浩寮（柔道部
寮）・六如寮（陸上競技部寮）・坐禅堂（明善寮の構
内）・旧二高図書館書庫（片平丁東北大学構内）・
旧二高校庭（片平丁東北大学グラウンド）・樗牛瞑
想の松と詩碑・晩翠草堂前「天地有情」碑・「荒城
の月」詩碑

山田利雄 Ⅲ 1 ［土井晩翠文鎮］ 1点
土井晩翠肖像・「天地有情」／Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一
の台紙にはめこんである

山田利雄 Ⅲ 2 ［メダル　新校舎落成記念］ （大正14年～15年） 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一の台紙にはめこんである

山田利雄 Ⅲ 3 ［メダル　尚志会陸上大運動会］ 第二高等学校尚志会 昭和6年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一の台紙にはめこんである

山田利雄 Ⅲ 4
［メダル　開校五十周年記念　第四十回
競漕大会参加賞］

第二高等学校尚志会 昭和12年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一の台紙にはめこんである

山田利雄 Ⅲ 5 ［メダル　護国尚志会栄誉賞］ 第二高等学校護国尚志会 （昭和16年カ） 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一の台紙にはめこんである



山田利雄 Ⅲ 6 ［メダル　尚志会賞］ 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一の台紙にはめこんである

山田利雄 Ⅲ 7
［バッジ　第二高等学校創立五十周年記
念］

昭和22年 1点
創立六十周年記念の誤りか／Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一
の台紙にはめこんである

山田利雄 Ⅲ 8 ［二高徽章（三神峯移転記念）］ 昭和20年 1点 Ⅲ-1～Ⅲ-8は同一の台紙にはめこんである



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

吉田善亮 Ⅰ 1
吉井正敏著『高等教育　鉱物・地質学
（上巻）』

東洋図書株式合資会社 昭和5年5月20日
238頁(冊
子)

製本印刷物
吉井正敏の授業用教科書（地質）か／多数の書き
込みあり／印刷物

吉田善亮 Ⅰ 2
吉井正敏著『高等教育　鉱物・地質学
（下巻）』

東洋図書株式合資会社 昭和5年11月25日
441頁(冊
子)

製本印刷物
吉井正敏の授業用教科書（地質）か／多数の書き
込みあり／印刷物

NDよ01 吉田善亮資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

横田武夫 Ⅱ 1 ［アルバム　卒業記念］ 大正15年文科1組 大正15年 1冊 冊子

NDよ02 横田武夫資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

芳野四郎 Ⅰ 1
［受講ノート］萬国歴史　巻之五　文学士
不破先生口述

芳野四郎 明治30年2月～ 1冊(100頁) 冊子 第十六章～二十三章

芳野四郎 Ⅰ 2
［受講ノート］萬国歴史　巻之二　文学士
齋藤先生講述

芳野四郎 明治31年1月～ 1冊（94頁） 冊子
第四章第五節Stwart王家の恢復/第五章十八世
紀の初年に於ける欧州南北の二大事件／第六章
Frederic大王の時代／第七章佛国革命

3の続編か

芳野四郎 Ⅰ 3
［受講ノート］萬国歴史　佛国革命ヨリ近
世ニ至ル　／文学士齋藤阿具先生教授

芳野四郎 （二高時代か） 1冊（72頁） 冊子 第一章　佛国大革命／

芳野四郎 Ⅰ 4 ［ノート］（英文解釈） 芳野四郎 （二高時代か） 冊子
英単語と和訳を書き出したもの／後半はウイリヤ
ム・イー・ラキソン・スイート、飯島東太郎共著「英国
風物談」からの和訳に関するノート

芳野四郎 Ⅰ 5
［受講ノート］比較法制史　第五巻　宮崎
教授講

芳野四郎 1冊(80頁) 冊子

芳野四郎 Ⅰ 6
［受講ノート］憲法　第二巻／穂積教授講
義

芳野四郎 1冊(72頁) 冊子

芳野四郎 Ⅱ 1 〔写真〕第二高等学校学生写真 17点 台紙つき写真

芳野四郎 Ⅱ 2-1 〔写真〕第二高等学校柔道部 白崎写真館 明治30年(1897)頃 1点 台紙つき写真

芳野四郎 Ⅱ 2-2 〔写真〕第二高等学校柔道部 白崎写真館 明治30年(1898)頃 1点 台紙つき写真

芳野四郎 Ⅱ 2-3 〔写真〕第二高等学校生徒（二高講堂前) 白崎写真館 明治30年(1898)頃 1点 台紙つき写真

NDよ03 芳野四郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

若松長氏 Ⅱ 1 ［写真　対一高戦ボート競漕後］ 大正12年1月 1点 橋本コーチャーと四番手・金虎雄

整理番号

NDわ01 若松長氏資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

涌沢正止郎 Ⅰ 1 ［土井林吉書簡］ 土井林吉
（昭和18年頃カ）10月
31日

1通(2枚) 封書
涌沢正止郎宛／疎開先へ差し入れにつき礼状・荒
城の月四十五年記念式のため会津若松行きにつ
き、御地へ参上したき旨など

涌沢正止郎 Ⅰ 2 ［土井林吉書簡］ 土井林吉 （昭和18年）11月17日 1通(1枚) 封書 涌沢正止郎宛／疎開先へ差し入れにつき礼状

涌沢正止郎 Ⅰ 3 ［土井林吉書簡］ 土井林吉 （昭和18年）12月24日 1通(3枚) 封書
涌沢正止郎宛／疎開先へ差し入れにつき礼状・時
局に際し詠みたる10首

NDわ02 涌沢正止郎資料

整理番号



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

渡辺生児 Ⅱ 1-1 ［写真　科学寮寮祭劇「ドモ叉の死」］ 昭和20年 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 1-2
［写真　科学寮寮祭劇「エピクロスの快
楽」］

昭和20年 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 1-3
［写真　明善寮創立四十周年記念寮祭
デコレーション］

昭和21年 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 1-4
［写真　科学寮寮祭劇「商船ティナシ
ティー」二幕一場］

昭和21年 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 1-5
［写真　科学寮寮祭劇「商船ティナシ
ティー」二幕一場］

昭和21年 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 1-6
［写真　科学寮寮祭劇「商船ティナシ
ティー」三幕］

昭和21年 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 2-1
［写真　第二高等学校創立九十周年記
念式典］

昭和51年10月 1点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 2-2 ［写真　仙台寮歌祭］ 4点 紙焼き写真

渡辺生児 Ⅱ 3 ［写真　科学部・科学寮同窓会コンパ］ 昭和54年～平成7年 27点 紙焼き写真

整理番号

NDわ03 渡辺正児資料



タイトル 作成者 作成年代 数量 形態 概要 備考

同窓会収集 1 生計調査報告 第二高等学校 昭和12年3月3日
23頁（冊
子）

冊子

昭和11年10月現在の二高生生活調査報告冊子／
表紙に朱印「山田」あり／第二高等学校尚志会々
員生計調査表（昭和12年6月尚志会共済部作成）・
第二高等学校明善寮第三十周年記念祭コーヒー
券が挟み込まれている／コーヒー券の裏に「カミソ
リ刃一枚二円八十銭　岡田氏」とあり／印刷物

二高尚志同窓会寄贈
（No.10）

同窓会収集 2 新入生徒に対する訓示 第二高等学校 昭和15年4月15日
31頁（冊
子）

冊子 表紙に「秘」とあり／印刷物
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-2-7）

同窓会収集 3-1 新入生徒に対する訓示（複製） 第二高等学校 昭和18年4月2日 12枚
電子複写・Ⅰ-
8-2と共にク
リップ綴

印刷物
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-2-7）

同窓会収集 3-2 新入生入学入寮式概況報告（複製） 昭和18年4月2日 13枚
電子複写・Ⅰ-
8-1と共にク
リップ綴

印刷物
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-2-7）

同窓会収集 4-1-1 明善寮四十周年記念祭プログラム 明善寮
昭和21年12月7日～9
日

1枚 破損甚大／印刷物 二高尚志同窓会寄贈

同窓会収集 4-1-2
明善寮四十周年記念祭プログラム（複
製）

明善寮
昭和21年12月7日～9
日

2枚 電子複写 二高尚志同窓会寄贈

同窓会収集 4-2
［プログラム　二高祭ヴァイオリン・ピアノ
演奏会］

昭和23年10月12日 1枚
昭和23年二高祭での巌本真理・野辺地瓜丸による
演奏会プログラム／印刷物

二高尚志同窓会寄贈

同窓会収集 4-3
［プログラム　限りなき命―現代の奇跡―
四幕六場］

第二高等学校演劇部 （昭和23年10月18日） 6頁（冊子） 冊子
第二高等学校演劇部公演プログラム／二高創立
六十周年記念祭にて／於東一番町国際会館／印
刷物

二高尚志同窓会寄贈

同窓会収集 5 『明善寮寮生名簿』 第二高等学校明善寮 昭和5年度
20頁（冊
子）

冊子 書込あり／印刷物
二高尚志同窓会寄贈
（Ｎｏ．4-11）

同窓会収集 6 ［萩庭三寿書簡］ 萩庭三寿 （昭和8年12月17日） 1枚 葉書

明善寮宛／ベルリンから明善寮に宛てた年賀状／
写真面には戦勝記念塔（Ｓｉｅｇｅｓｓäｕｌｅ，帝国議会
議事堂前に建てられていたが1938年に現在のＴｉｅ
ｒｇａｒｔｅｎに移築）と萩庭三寿の顔写真が印刷

二高尚志同窓会寄贈
（Ｎｏ．4-11）

同窓会収集 7 デカンショ集抄
10頁（冊
子）・3枚

冊子

風刺的デカンショ歌集／デカンショ集・分析節・ヂ
ンヂロゲ踊の歌・たにし殿・人を恋ふる（与謝野鉄
幹）／印刷物／歌の内容から阿刀田令造校長時
代か

二高尚志同窓会寄贈
（Ｎｏ．4-6）

同窓会収集 8
［土井晩翠『訂正増補　暁鐘』（表紙の
み）］

上田屋 2頁（冊子） 冊子
土井晩翠著『訂正増補　暁鐘』の表紙・目次／東
京上田屋発行

二高尚志同窓会寄贈
（Ｎｏ．4-8）

同窓会収集 9 ［アルバム　二高生活スナップ］ １冊（22枚）
冊子・クリップ
綴

簡易アルバム／複写写真含む
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-6）

ND9999 二高尚志同窓会収集資料

整理番号



同窓会収集 10
［アルバム　三部三年医科卒業記念（複
製）］

三部三年医科 大正7年 1冊（32点） 複写写真／元はクリアファイルに入れられていた
二高尚志同窓会寄贈
（No.3-17）

同窓会収集 11 ［写真　良俊先生碁を囲む図］ 昭和29年2月7日 1点
「29.2.7於生命保険会館」・「京橋交叉点・片倉ビル
内日野火災常務松田新七郎氏写」とあり／元はⅡ
－2と同じクリアファイルに入れられていた

二高尚志同窓会寄贈
（No.3-17）

同窓会収集 12 ［写真　楠美恩三郎（複製）］ 2点

二高校歌作曲者楠美恩三郎の肖像写真の複写
（セピア・モノクロ各1点）／人物解説文あり／元は
旧制高等学校記念館から二高尚志同窓会に充て
た封筒に入れられ、「楠美恩三郎肖像写真返還」
「10／31穴水受　礼未」と朱書あり

二高尚志同窓会寄贈
（No.14)

同窓会収集 13 ［写真　二高十英霊碑建造記念］ 2点 二高十英霊碑建造記念式典での集合写真
二高尚志同窓会寄贈
（No.4-7)

同窓会収集 14 ［書「天地有情」］ 土井晩翠 1枚 布に書かれた晩翠の書「天地有情」
二高尚志同窓会寄贈
（Ｎｏ．4-8）

同窓会収集 15 ［二高帽章］ 1点 元はⅡ－2と同じクリアファイルに入れられていた
二高尚志同窓会寄贈
（No.3-17）

同窓会収集 16 ［メダル　尚志会創立二十五周年記念］ 1918年 1点 二高尚志同窓会寄贈

同窓会収集 17 「月曜訓示」 第二高等学校長　阿刀田令造昭和17年11月30日 1通（7枚） タイプ印刷
第二高等学校用箋を使用／玉虫一郎一前校長逝
去に関する生徒への訓示の原稿／阿刀田令造校
長の時期に該当／印刷物

二高尚志同窓会寄贈


