
表　題 年　代 作　成 数量 内　容 備考

Ⅰ

Ⅰ 1 〔受講ノート〕経済原論/和田教授 木下彰
1冊

（174頁）
和田佐一郎（経済学第一講座）/（1）客観学説（2）主観
学説（3）経済学

Ⅰ 2 〔受講ノート〕経済史/堀教授
大正15年（昭元）
〔1926〕

木下彰
1冊

（130頁）
堀経夫（経済学第二講座）/（1）村落共産時代（2）封建
時代（3）先資本主義時代（4）資本主義時代

Ⅰ 3 〔受講ノート〕経済学史（D.Ricardo論）/堀教授 昭和2年度〔1927〕 木下彰
1冊

（128頁）

堀経夫（経済学第二講座）/David Ricardo(1772-1823)
ノ研究/価値論及価格論＜（1）Ricardoト経済学ニ於ケ
ル価値論及価格論ノ地位（2）Ricard価値論ノ発展（3）
Ricardノ価値論ノ要領（4）Ricardo価値論ニ対スル批判
ノ歴史＞/「経済学史単位試験（筆記）問題」（昭和2年
12月23日）1点（2枚）含む

Ⅰ 4
〔受講ノート〕地代論史/昭和四年度堀教授経済
学史講義

昭和4年度〔1929〕 木下彰
1冊

（136頁）

堀経夫（経済学第二講座)/（1)リカアドウ以前ノ地代論
（2）リカアドウと同時代の地代論（差益地代説ノ成立）
（3）Smith,malthus及Ricardoノ地代論ノ比較

Ⅰ 5 〔受講ノート〕日本経済史/本庄教授
昭和2年11月1日午
後4時講了〔1927〕

木下彰
1冊

（128頁）

京都帝国大学教授・東北帝国大学講師　経済学学士
本庄栄治郎/（1）日本経済史ノ観念（2）吾国経済発達
ノ特徴（3）吾国ノ自然的条件（4）政治社会組織ノ変遷
（5）人口及聚落（6）農業及土地制度（7）工業及商業
（8）歌病・金融及交通（9）経済状態ノ推移

Ⅰ 6
〔受講ノート〕金融論特殊講義（金融制度論）/大
内兵衛教授

木下彰
1冊
（88頁）

大内兵衛教授（東京帝国大学）/（1）貨幣ノ必然性（2）
最近ノ貨幣価値変動ト其ノ結果（3）金融制度改善問題

Ⅰ 7 〔受講ノート〕帝国憲法論/佐藤博士（Ⅳ） Feb,26,1927〔昭和2〕 木下彰
1冊

（184頁）

佐藤丑五郎（憲法学講座）/Verfassungsurkunde（―
recht）（プロシヤ）Das Staatsrecht/（1）統治ノ主体（2）
統治ノ客体（3）統治ノ機関（4）統治ノ作用

Ⅰ 8-1 〔受講ノート〕行政法学（総（一）論）/鈴木教授 木下彰
1冊

（192頁）

鈴木義男（行政法学講座）/（1）行政及行政法（2）行政
法規範及行政法関係（3）行政ニ於ケル法源（4）行政
法規範ノ時及所ニ干スル効果（5）行政組織及行政官
府（6）現行官制ノ梗概（7）官吏法/「行政法及行政法
学ノ特質」レジュメ1点（2枚）含む

Ⅰ 8-2 〔受講ノート〕行政法総論（二）/鈴木教授 木下彰
1冊

（116頁）
鈴木義男（行政法学講座）/（8）行政行為法/「行政行
為の分類」レジュメ1点（3枚）含む

Ⅰ 9-1 〔受講ノート〕刑法総論（一）/瀧川講師 〔1926（大正15）〕 木下彰
1冊

（144頁）

京都帝国大学教授・東北帝国大学講師　瀧川幸辰/
序論＜（1）法（2）刑法ノ学派（3）刑法ノ根本主義（4）罪
刑法廷主義（5）刑法ノ種類（6）刑法ノ発達＞/総論＜
（1）刑罰権一般（2）刑罰権ノ内容（3）犯罪ノ構成要件
（4）因果干係ノ問題（５）作為ト不作為（6）違法（7）刑罰
権ヲ排斥スル原因トシテノ違法的性質ノ否定（8）責任
（9）責任能力（10）責任条件＞

学生期（受講ノート）

資料番号

木下彰文書目録 凡例：「表題」・「年代」は資料の記載に従って採録した。〔　〕は整理者による注記を示す。
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Ⅰ 9-2 〔受講ノート〕刑法総論（二）/瀧川講師
大正15年9月18日午
後終了〔1926〕

木下彰
1冊

（142頁）

京都帝国大学教授・東北帝国大学講師　瀧川幸辰/
総論＜（11）錯誤（12）刑罰ヲ拡張スル原因（13）未遂
犯（14）共犯（15）罪数（16）刑罰ノ適用（17）刑罰ノ競合
（18）刑罰ノ消滅＞

Ⅰ 10 〔受講ノート〕親族相続法論/中川教授 木下彰
1冊

（144頁）
中川善之助（民法学）/（1）親族法（2）家族法（3）婚姻
法/「親族法相続法論科目試験問題」1枚含む

Ⅰ 11
〔受講ノート〕国史（近世商港の研究）/古田助教
授（Ⅶ）

木下彰
1冊
（70頁）

古田良一（史学）

Ⅰ 12 〔受講ノート〕社会学原理/新明助教授 木下彰
1冊

（106頁）
新明正道（社会学講座）/（1）社会学ノ領域（2）社会ノ
概念（3）社会ノ構成

Ⅱ

Ⅱ 1 〔講義ノート〕植民政策論/木下 昭和17年度〔1942〕 木下彰
1冊

（168頁）
木下彰の講義ノート/（1）植民及植民地の意義（2）本
国経済と植民地（3）植民地の統治

Ⅱ 2 〔講義ノート〕植民政策論/木下 昭和17年度〔1942〕 木下彰
1冊

（122頁）
木下彰の講義ノート/（1）植民現象の本質（2）植民地
（3）本国経済と植民地（4）植民地の統治

Ⅱ 3 〔講義ノート〕農業政策論/木下
昭和17年10月～昭
和18年9月〔1942～
43〕

木下彰
1冊

（116頁）

木下彰の講義ノート/（1）農業政策の意義（2）日本に
於ける近代的農業政策の成立過程（3）農業振興政策
の発展（4）戦時農業政策

Ⅱ 4 〔講義ノート〕農業政策論/木下 昭和17年度〔1942〕 木下彰
1冊
（94頁）

木下彰の講義ノート/（1）農業政策の意義（2）日本農
業政策の展開/論文リストメモ1枚含む

Ⅱ 5 〔講義ノート〕社会政策論/木下
昭和18年9月以降
〔1943〕

木下彰
1冊

（102頁）
木下彰の講義ノート/（1）社会政策の概念（2）社会政
策の種類（3）社会政策の実施方法

Ⅱ 6 〔講義ノート〕商工業政策 木下彰
1冊

（182頁）

木下彰の講義ノート/商業政策＜（緒論）経済政策及
商業政策の意義（1）外国貿易政策の史的発展（2）外
国貿易政策の手段＞/工業政策＜（緒論）工業政策の
意義（本論）独占資本主義の工業政策<（1）カルテル
（2）トラスト（3）産業合理化>＞

Ⅱ 7 〔講義ノート〕農業経済学講義　第一冊/木下 昭和24年度〔1949〕 木下彰
1冊
（70頁）

木下彰の講義ノート/（1）序論（2）土地所有の経済的
意義―地代の性質と作用（3）近代的農業の特徴

Ⅱ 8 〔講義ノート〕農業経済学/木下 昭和27年度〔1952〕 木下彰
1冊

（118頁）
木下彰の講義ノート/（1）序論（2）土地所有の経済的
意義

Ⅱ 9 〔講義ノート〕農業経済学/木下 昭和28年度〔1953〕 木下彰
1冊
（80頁）

木下彰の講義ノート/（1）近代的農業の成立（2）近代
的農業の特徴

Ⅱ 10 〔講義ノート〕農業経済学/木下 1955（昭和30）年 木下彰
1冊

（120頁）

木下彰の講義ノート/（1）農業経済学の意義（2）資本
主義の成立と農村経済（3）資本主義の発展と農業（4）
資本主義の爛熟と農業/「農業経済学文献」メモ1綴（5
枚）含む

教育活動（講義関係）
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Ⅱ 11
〔講義ノート〕農業経済学特殊講義/日本農業の
基礎的問題/木下

昭和30年度〔1955〕 木下彰
1冊
（80頁）

木下彰の講義ノート/日本農業の構造（的特質につい
て）/（1）日本農業の特質の技術的基礎（2）日本資本
主義の特殊性と土地問題（3）日本農業の危機―最近
における日本農業の動向

Ⅱ 12 〔講義ノート〕農業経済学（農政思想史）/木下 1959年度〔昭和34〕 木下彰
1冊
（94頁）

木下彰の講義ノート/農業保護主義と小農主義の理論
/（1）農業保護主義論の構造と性格―Thomas Robert
Malthus(1766-1834)とAdolph Wagner(1835-
1917)(Adolph Heinrich Gotthilf W.)を中心として―（2）
小農主義の理論構造―アレキサンダー・チャヤノフの
小農経済論批判/「昭和37年度農業経済学試験問題」
原稿1枚含む

Ⅱ 13 〔講義ノート〕経済政策論/木下

1953・1954年度〔昭
和28～29〕（学院大
S42－47年度〔昭和
1967～1972〕）

木下彰
1冊

（176頁）

木下彰の講義ノート/（序説）経済政策論の対象と方法
（1）生誕期における経済政策（2）自由主義的経済政
策の歴史的性質

Ⅱ 14 〔講義ノート〕経済政策論 〔昭和40年代〕 木下彰
1冊

（124頁）

木下彰の講義ノート/経済政策論＜（1）重傷主義的経
済政策（2）自由主義的経済政策/東北学院大学経済
学部（昭和40年度～昭和47年度）/長野経済短期大学
（昭和42年度～48年度）＞/社会思想史（イギリス社会
主義史を中心として）＜（1）オウエニズムとその影響
（2）リカードウ派社会主義（3）キリスト教社会主義（4）社
会的倫理学派（5）フェビアン社会主義＞/ケース入り
（「東北福祉大学木下彰用」とあり）

Ⅱ 15 〔講義試験答案〕
〔昭和11（1936）年以
降〕

Ⅱ-15-1～3、封筒入り ※成績※

Ⅱ 15-1 〔答案/東北帝大法文学部科目試験〕農業政策論
〔昭和11（1936）年以
降〕

昭和8～11
年度入学
生

38点 ※成績※

Ⅱ 15-2
〔レポート〕農業政策レポート―山口県阿武郡奈
古村水産業概況

〔昭和9年（1934）年
以降〕

昭和9年度
入学法科
学生

1綴
（16枚）

Ⅱ 15-3 〔答案/仙台高等実務学校科目試験〕商工政策

仙台高等
実務学校
第1～第3
学年生

13点 ※成績※

Ⅱ 16 〔講義試験答案〕
〔昭和12（1937）年以
降〕

Ⅱ-16-1～2、封筒入り ※成績※

Ⅱ 16-1 〔答案/東北帝大法文学部科目試験〕農業政策論
〔昭和12（1937）年以
降〕

昭和8～12
年度入学
生

24点 ※成績※

Ⅱ 16-2 〔答案/東北帝大法文学部科目試験〕英経済
〔昭和8（1933）年以
降〕

昭和8年度
入学生

1点 ※成績※
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Ⅱ 17 〔答案/東北帝大法文学部科目試験〕農業政策論
〔昭和8（1933）年以
降〕

昭和8年度
入学生

2点 ※成績※

Ⅱ 18 〔答案/東北帝大法文学部科目試験〕経済通論 15点 ※成績※

Ⅱ 19 〔答案/東北帝大法文学部科目試験〕経済通論 9点 ※成績※

Ⅱ 20
〔レポート〕Adam Smithの経済学に於る社会事情
的基礎

〔昭和7（1932）年以
降〕

昭和7年度
入学生

1綴
（12枚）

※成績※

Ⅱ 21
〔レポート〕英国経済学略史/第一章　アダム・スミ
ス（1723-1790）分業論

〔昭和8（1933）年前
後〕

昭和8年度
入学生

1綴
（21枚）

※成績※

Ⅱ 22 〔答案/東北帝大法文学部選抜試験〕英語（２） 82点 欠席番号調1点（2枚）含む/封筒入り

Ⅱ 23 〔答案/東北帝大法文学部選抜試験〕英語二 101点 欠席番号調1枚含む/封筒入り

Ⅲ

Ⅲ 1
〔ノート〕研究資料　第一巻/近世英国に於ける土
地公有論の史的発展

木下彰
1冊

（164頁）

土地公有論について論じたもの/（1）トマス・スペンス
（2）ウィリヤム・オジルヴィ（3）トマス・ペイン（4）ヘンリィ・
ジョージ（5）アルフレド・ラセル・ウォレイス

Ⅲ 2 〔ノート〕研究資料　第二巻/Henry George 木下彰
1冊

（120頁）

ヘンリィ・ジョオジの地代論について論じたもの/（1）地
代論の背景（2）地代の本質（3）地代と労賃及び利子と
の相関関係並びに地代の増加（4）地代課税論

Ⅲ 3 〔ノート〕研究資料　第三巻/英国農史 〔昭和6年（1931）頃〕 木下彰
1冊

（118頁）

第18世紀末季の英国農業についての論文より抜書き
し、まとめたもの/柑橘業論（１）柑橘生産過程に於ける
問題（２）柑橘販売過程に於ける諸問題/柑橘類・青果
業関係新聞（中外商業・大阪朝日切り抜き22枚・農会
記事切り抜き1枚）、柑橘生産・販売関係論文原稿1
枚、論文構成案メモ1枚、柑橘関係統計メモ1枚、「広
島県豊田郡柑橘同業組合品位等級標準表」1枚含む

Ⅲ 4 〔ノート〕研究資料　第四巻 木下彰
1冊

（184頁）

米国工業史資料（アメリカの産業革命）、米国農業史
資料（農業への機械導入など）についての論文より抜
書きし、まとめたもの/領収書1枚含む

Ⅲ 5 〔ノート〕植民政策（重商主義時代）資料 木下彰
1冊

（134頁）
イギリス帝国主義下における経済発展、アメリカ植民政
策などについての論文より抜書きし、まとめたもの

Ⅲ 6 〔ノート〕アメリカ農業史研究 木下彰
1冊

（144頁）

アメリカ農業資本主義の転換期について論じたもの/
（１）アメリカ農業集約化傾向の原因（2）集約化過程の
分析

Ⅲ 7 〔ノート〕Adam Smith研究　"Wealth of Nations" 木下彰
1冊

（150頁）
アダム・スミスの国富論をまとめたもの

Ⅲ 8 〔ノート〕Wallace　抜書 木下彰
1冊
（96頁）

Alfred Russel Wallaceのmy Life vol.Ⅱ. 1905、 studies
sｃientific and social vol.2.1900より抜書きしたもの

研究活動（研究・調査ノート、著書校正関係）
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Ⅲ 9 〔ノート〕農業金融の概念・柑橘輸出資料 木下彰
1冊

（144頁）

農業金融の概念・農業金融機関論について論じたも
の/柑橘輸出につき帝国農会「輸出向農家生産物調
査書」（昭和5年）・農林省産業組合課「吾国蜜柑ノ輸
出事情ニ就テ」・農林省農務局「果実貯蔵所に関する
調査」（昭和3年）・大日本農会「本邦小作慣行」（大正
15年）・農務時報・日本果実時報ほかより筆写・メモ/
「青果取引機関の充実に就て産業組合にのぞむ」（池
田憲司）・『中央園芸』298号（蜜柑輸出関係記事）・『柑
橘園経営法』（引佐郡西浜名村加藤仁平、静岡県農
業経営事例、大正6年9月静岡県農会）など青果・柑橘
関係切り抜き4点、メモ3枚含む

Ⅲ 10
〔農村経済状態踏査報告（宮城県桃生郡橋浦村）
作成関係資料〕

Ⅲ-10-1～10、封筒入り

Ⅲ 10-1 農村経済状態踏査報告
1点
（35枚）

宮城県桃生郡橋浦村調査の報告書原稿<村ノ全般的
展望/農家家計ニ関スル個別的調査>大正4年小作証
写・女川部落概況・座談会（橋浦村農家組合）含む/未
編綴

Ⅲ 10-2 桃生郡橋浦村調査要項 〔昭和9年（1934）〕 ■貞治
1綴
（27枚）

宮城県桃生郡橋浦村の調査報告/（1）総論（2）農業経
営に就いて（3）農家経済（4）農業諸団体（5）政治及び
財政（6）経済更生計画批判/納税成績・電灯料金・診
療所・桃生郡一般及び本年の凶作被害の大略・橋浦
村出納被害調査・女川部落の一農民よりの聞書

※■は
「高」の下
に「大」（文
字鏡
045317）

Ⅲ 10-3 橋浦村調査参考統計表
1綴
（3枚）

（1）農家戸数（2）土地所有状況（3）耕作地ノ広狭ニヨリ
区別シタル農家戸数（4）金融事情（5）公租公課（6）凶
作状況

Ⅲ 10-4 橋浦村の家畜調査状況
昭和9年7月20日
〔1934〕

1枚 調査統計表

Ⅲ 10-5 桃生郡農事統計表町村別内訳 昭和9年〔1934〕
1点
（18頁）

調査統計表/未編綴

Ⅲ 10-6 宮城県桃生郡冷害調査 昭和9年10月〔1934〕 1枚 調査統計表

Ⅲ 10-7 昭和九年度　桃生郡橋浦村〔概況〕 昭和9年度〔1934〕 1枚 戸数・牛馬数・作況ほか調査統計表

Ⅲ 10-8 桃生郡農事統計表 昭和9年〔1934〕
1点
（3枚）

牛馬数・自作小作戸数ほか調査統計表

10-9 農家戸数統計調査メモ 1枚 所有地・耕作地別農家戸数調査など

Ⅲ 10-10 〔橋浦村長就任挨拶並びに村状報告〕
昭和9年6月21日
〔1934〕

橋浦村長
今野農事

1綴
（6枚）

（1）産業ト土地（2）基本財産（土地）（3）決算

Ⅲ 10-11 桃生郡橋浦村概況（昭和六年度） 昭和6年度〔1931〕
1点
（2枚）

（1）戸数・人口（2）職業別戸数（3）土地面積（4）生産額
（5）財政

Ⅲ 11
〔ノート〕旧南部領ニ於ケル名子及之ニ類似ノ制
度

木下彰
1冊

（126頁）
農林省農務局『旧南部領ニ於ケル名子及之ニ類似ノ
制度』（昭和11年1月）の筆写



表　題 年　代 作　成 数量 内　容 備考資料番号

Ⅲ 12 〔ノート〕大野村晴山家調査　第一号 1949.11〔昭和24〕 木下彰
1冊
（60頁）

名子雇に関する調査記録/大野村晴山家「名子雇並
山雇半帳」（明治5年）・「雇判帳」（大正9年）など

Ⅲ 13 〔ノート〕大野村晴山家調査（第二号） 1949.11〔昭和24〕 木下彰
1冊
（32頁）

大野村晴山家の経営に関する調査記録/名子証文例
など

Ⅲ 14 〔ノート〕大野村晴山家調査　第三号 1950.7.28〔昭和25〕 木下彰
1冊
（72頁）

大野村晴山家「土地台帳」（明治23年）の調査記録

Ⅲ 15
〔ノート〕南部藩小作慣行資料（開墾、名子制度）
豊間根文書外

木下彰
1冊

（192頁）

「県治概況」（岩手県「御巡幸録」より筆写）/和賀笹間
猫塚文書・豊間根文書・上閉伊宮守照井文書・和賀小
山田菅原文書等新田開発・水利普請・名子・小作関係
資料の筆写/「青森県ニ於ケル特殊小作慣行」（用語
集）1綴（2枚）・「青森県南部地方（上北郡・下北郡・三
戸郡）小作慣行ノ調査・青森県西津軽郡地方ニ於ケル
小作慣行中大作人制度ノ調査」（調査概況）1綴（6枚）
含む（ガリ版刷り）

Ⅲ 16 〔ノート〕南部藩小作慣行資料（名子制度） 木下彰
1冊

（188頁）

磐井・宮城・青森県ヨリ引継書類目録・山林帳目録・森
嘉兵衛所蔵本・岩手県立図書館図書目録など図書・
書類目録の筆写・メモ/「三陸会議録」の筆写/小作慣
行に関する聞き取りメモ/青森県内小作料調査表（昭
和9年1月調）2枚含む

Ⅲ 17 〔ノート〕青森県小作慣行調査 木下彰
1冊

（136頁）

「小作慣行調査」（青森県、大正11年6月）の筆写/「小
作争議最高記録」（新聞（「東朝」）切り抜き、昭和11年
8月6日）1枚含む

Ⅲ 18 〔ノート〕山形県小作慣行調査書 木下彰
1冊
（88頁）

「小作慣行調査書」（山形県）の筆写

Ⅲ 19 〔ノート〕1954年度調査メモ
〔昭和30年（1955）
頃〕

木下彰
1冊

（122頁）

九戸郡山形村山林所有調査・牧野利用状況調査一覧
表（岩手県農地課、昭和28年）・宮城県加美郡小野田
町牧野現況（昭和28年）・新潟県中蒲原郡萩川村大正
11年小作慣行調査書・沼宮内営林署放牧共有林野台
帳などの筆写

Ⅲ 20 〔ノート〕1958年調査メモ
〔昭和30～36（1955
～1961）〕

木下彰
1冊
（78頁）

古川市志田地区・横江普通水利組合関係・岩出山大
堰組合費賦課調定額・古川市年度別水稲反収調につ
き調査メモ/七ヶ宿調査（昭和34年10月）メモ/岩手県
豊間根調査（1961.12.11-14）メモ/土地改革論関係論
文リスト/調査協力につき礼状（差出木下彰、昭和36年
12月16日付）1枚含む

Ⅲ 21
〔ノート〕東北農政局　地域農政推進調査覚　離
農円滑化対策協議会覚

昭和43年度・45年度
〔1968・1970〕

木下彰
1冊
（64頁）

東北地方の農業投資に関する調査メモ/離農促進関
係メモ/亘理町調査（地域住民との懇談会メモ）/亘理・
山元海岸線の観光開発関係記事（『河北新報』夕刊、
昭和47年7月21日）1枚、日本海岸レジャーポート整備
関係記事1枚、未使用原稿用紙3枚、未使用便箋3枚
含む



表　題 年　代 作　成 数量 内　容 備考資料番号

Ⅲ 22
〔コピー〕高能率農業（肉牛用）の展開に関する調
査研究報告書

昭和49年3月〔1974〕
1冊
（49枚）

東北農政局発行のコピー/『河北新報』昭和51年1月
26日、外国種肉牛ヘレフォード飼育牧場の整理につ
いての記事切り抜き1枚含む

Ⅲ 23 〔原稿〕中国における資本主義の問題
昭和22年11月9日
〔1947〕

木下彰
1綴
（21枚）

Ⅲ 24 〔著書刊行関係〕
Ⅲ-24-1～3、封筒入り/「昭和五十二年五月卅一日付
大川健嗣君書面（著述刊行の件）」などとあり

Ⅲ 24-1 〔書簡〕
1977年5月31日〔昭
和52〕

大川健嗣
1通
（2枚）

木下彰先生宛/木下の著書出版打合わせ

Ⅲ 24-2 〔『名子制度の崩壊過程に関する研究』構成案〕
1点
（2枚）

『名子遺制の構造とその崩壊』（御茶の水書房、1979
年）の構成原案

Ⅲ 24-3 〔『山村経済構造の分析』構成案〕 〔1952年（昭和27）〕 1枚

Ⅲ 25
〔コピー〕木下彰著「名子制度崩壊過程の研究」編
集方針

1点
（7枚）

『名子遺制の構造とその崩壊』（御茶の水書房、1979
年）編集作業について/封筒入り

Ⅲ 26
〔原稿・ゲラ〕『名子遺制の構造とその崩壊』目次・
まえがき

1979年〔昭和54〕
1袋
（7点）

『名子遺制の構造とその崩壊』（御茶の水書房、1979
年）の原稿・ゲラなど/目次の原稿1点（8枚）/まえがき
の原稿1綴（27枚）/目次・奥付・広告のゲラ1綴（4枚）/
扉・まえがきのゲラ3綴（それぞれ5枚ずつ）/山形村戸
呂町部落住居林野配置図1点（1枚）/封筒入り

Ⅲ 27-1
〔原稿〕第一部　日本農村における封建的労働遺
制の問題

1袋
（5点）

『名子遺制の構造とその崩壊』（御茶の水書房、1979
年）第一部の原稿他/目次の原稿1点（4枚）/「まえが
き」訂正依頼1点（3枚）/第1部第1章の原稿1綴（84枚）
/第1部第2章の原稿1綴（251枚）/第1部第3～4章の原
稿1綴（172枚）/封筒入り

Ⅲ 27-2 〔原稿〕第二部　原型的名子の存在形態と性格
1袋
（2綴）

『名子遺制の構造とその崩壊』（御茶の水書房、1979
年）第二部の原稿/第2部第1～2章の原稿1綴（174枚）
/第2部第3章の原稿1綴（191枚）/封筒入り

Ⅲ 27-3
〔原稿〕第三部　日本資本主義の成立・発展及び
農地改革と名子遺制の崩壊

1袋
『名子遺制の構造とその崩壊』（御茶の水書房、1979
年）第三部の原稿（565枚）/封筒入り

Ⅳ

Ⅳ 1 〔昭和初期農政経済名著全集「月報」関係〕 宮坂悟朗
Ⅳ-1-1～4封筒入り/「「農文協」昭和初期農政経済名
著全集「月報」原稿コピー入」とあり

Ⅳ 1-1 〔書簡〕
昭和55年2月1日
〔1980〕

宮坂悟朗
1通
（5枚）

木下彰先生宛/推薦に対する感謝、月報原稿送付、
学院大での講義内容、木下の著書出版等につき

Ⅳ 1-2 〔原稿コピー〕大学での宮坂さん
東北学院
大学教授
高橋正雄

1綴
（8枚）

その他



表　題 年　代 作　成 数量 内　容 備考資料番号

Ⅳ 1-3 〔原稿コピー〕東北の畜産と家畜小作
東北大学
名誉教授
木下彰

1綴
（8枚）

Ⅳ 1-4 昭和前期農政経済名著集企画案 1枚 収載予定論文リスト

Ⅳ 2 『月報　社会史研究』
1966年4月～1967年
1月〔昭和41～42〕

東北大学
経済学部
日本経済
史研究室

10冊 第1巻第1号～第10号各1冊ずつ（各8頁）

Ⅳ 3 南支調査会寄贈図書目録
1冊
（36頁）

Ⅳ 4 図書資料目録
1冊
（34枚）

内題は「参謀本部移管資料目録（控）」

Ⅳ 5-1 新収図書目録
昭和38年6月、9月
〔1963〕

東北大学
経済学部
研究室

2冊 No.1（24頁）、No.3（22頁）

Ⅳ 5-2 新収逐次刊行物案内
1963.5、1963.6、
1963.8〔昭和38〕

東北大学
経済学部
研究室

3綴 No.1（20枚）、No.2（22枚）、No.4（14枚）

Ⅳ 6 昭和41年　東北大学附属図書館白書
昭和41年6月1日
〔1966〕

東北大学
附属図書
館

1冊
（25頁）

Ⅳ 7
THE RECIPIENTS OF THE PRIZES AND THE
OUTLINES OF THEIR WORKS FOR WHICH
THE AWARDS ARE MADE

1981年6月10日〔昭
和56〕

日本学士
院

1冊
（15頁）

THE SEVENTY-FIRST ANNUAL AWARD OF
MEDALS OF THE JAPAN ACADEMY（June
10,1981）/第71回学士院賞受賞者の業績要旨（英文）
/Akira KINOSHITA , The Surviving Serfdom: An
Analysis of the Nago Labor System in Prewar Rural

Ⅳ 8
東北大学教育学部附属小学校同窓会　会員名
簿　昭和42年度版

1967.3.15〔昭和42〕

東北大学
教育学部
附属小学
校同窓会

1冊
（190頁）

会員通信はがき1枚（未記入）含む

Ⅳ 9 〔封筒〕 1点
中身なし/「自著執筆計画」とあり/宮城県農業センター
の封筒

Ⅳ 10 東北振興策と東北帝国大学農学部の設置 昭和10年7月
東北帝国
大学

1冊(8頁)
本多光太郎総長名で書かれた東北帝国大学農学部
の趣意書

Ⅳ 11 東北帝国大学農学部設置趣意書 昭和11年1月
東北帝国
大学

1冊(65頁)

一、東北帝国大学農学部設置の必要／二、東北帝国
大学に於ける東北地方に関係ある研究業績／三、農
学部設置の必要を認めざる意見に対する答弁／四、
別表//「木下」の印あり


