
《仮目録》遠友夜学校関係資料

区分 番号 資料名 年・年度・自至 作成者 年代 形態

資料 0001 文書[校長認可]（卯学第二五九号指令） 昭和十四年二月二十三日
半井清（北海道庁長官）より札
幌遠友学校宛て通知

1939 北海道庁洋紙

資料 0002 文書束「校長就任認可申請書　同認可指令」 昭和九年六月廿九日
押印：「財団法人札幌遠友夜学
校印」

1934 文書綴（ホチキス留め、罫紙）

資料 0003 文書束「校長就任認可申請書　同認可指令」 昭和九年四月拾八日
押印：「財団法人札幌遠友夜学
校印」

1934
文書綴（ホチキス留め、罫紙・
洋紙）

資料 0004 簿書「職員名簿」（庶十四）
[大正15年3月～昭和11年
6月]

財団法人札幌遠友夜学校 1926-1936
帳簿形態の簿書（罫紙：職員名
簿／財団法人札幌遠友夜学校、
革製表紙）

資料 0005 簿書「職員辞令控」（庶十六） 大正拾五年以降 財団法人札幌遠友夜学校 1925-1943 簿書（罫紙・ノート型製本）

資料 0006
文書[札幌遠友夜学校算術理科教員認可]（学第一六
七四号指令）

昭和七年十一月十四日
佐上信一（北海道庁長官）より
岡新次（福井県）宛て通知

1932 北海道庁洋紙

資料 0007 文書「教師認可願」 昭和六年四月十六日
新荘成太郎より池田秀雄（北海
道庁官）宛て願い

1931 願様式の和紙

資料 0008 文書[札幌遠友夜学校中等部数学科教員認可] 昭和十八年七月三日
坂千秋（北海道庁官）より松島
欽一宛て通知

1943 北海道庁洋紙

資料 0009 文書「本校教師ヲ命ス」 昭和拾八年七月三日
半澤洵（札幌遠友学校長）より
松島欽一宛て辞令

1943 辞令様式の和紙

資料 0010 簿書「教務日誌」（教／56／C1）
自大正十三年度至昭和四
年度

押印：「財団法人札幌遠友夜学
校印」

1924-1929
製本ノート（厚紙台紙、簿書形
態）

資料 0011 簿書「寄附控帳」（会七） 自昭和四年十月一日 財団法人札幌遠友夜学校 1929-1944 簿書（罫紙・ノート型製本）
資料 0012 簿書「維持会員名簿」 大正十四年度以降 財団法人札幌遠友夜学校 1925-1926 簿書（罫紙・ノート型製本）

展示備品 0001 展示ケース2台（壁側設置用） 木製ケース（ガラス天板）

資料 0013 『武士道』
明治四十一年十月十日六
版

新渡戸稲造
（丁未出版社：東京）

1908 和書

資料 0014 『ファウスト物語』
明治四十三年三月十二日
発行

新渡戸稲造
（六盟館：東京）

1910 和書

資料 0015 『東西相触れて』 昭和三年十月廿九日波高
新渡戸稲造
（実業之日本社：東京）

1928 和書

資料 0016 『西洋の事情と思想』 昭和九年一月九日五版
新渡戸稲造
（実業之日本社：東京）

1934 和書

資料 0017 『新渡戸稲造文集』
昭和十一年十一月廿五日
発行

矢内原忠雄編著
（故新渡戸稲造記念事業実行委
員／大日本印刷株式会社）

1936 和書

資料 0018 『新渡戸稲造追憶集』
昭和十一年十一月廿五日
発行

前田多門、高木八尺編著
（故新渡戸稲造記念事業実行委
員／大日本印刷株式会社）

1936 和書

資料 0019
陸軍少尉佐藤安之助「故新渡戸博士を語る」（『実
業之日本』第三十六巻第二十三号（歳末倍大号））

昭和八年十二月一日発行 1933 雑誌

資料 0020 口絵「新渡戸稲造博士を悼む」（『実業之日本』） [昭和8年11月] 1933 雑誌の一部（ホチキス留め）

展示備品 0002 『内村鑑三と新渡戸稲造』 昭和33年9月15日発行
林善茂編輯
（北海道大学北大季刊刊行会）

1958 図書（和書）

仮番号 資料情報 付帯情報
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展示備品 0003 『新渡戸稲造年譜』
昭和六十二年九月三十日
第二刷

内川永一朗、小森一民（盛岡新
渡戸会）

1987 図書（和書）

展示備品 0004 『新渡戸稲造の手紙』
昭和五十一年十月十六日
第一刷

鳥居清治訳注
（北海道大学図書刊行会）

1976 図書（和書）

展示備品 0005 『新渡戸稲造博士顕彰碑　建立記念誌』 不記載[昭和54年] 新渡戸稲造博士顕彰会 1979 図書（冊子）

展示備品 0006 『新渡戸稲造　新渡戸稲造先生没後50周年記念誌』
昭和五十八年十月十六日
発行

新渡戸稲造先生没後五十周年記
念事業委員会

1983 図書（和書）

展示備品 0007 『晩年の稲造　共存共栄を説く』 昭和59年5月1日四版
内川永一郎
（岩手日報社）

1984 図書（和書）

展示備品 0008 『晩年の稲造　共存共栄を説く』 昭和五58年10月15日発行
内川永一郎
（岩手日報社）

1983 図書（和書）

展示備品 0009 『札幌農学校』
2011年3月10日復刻版第1
刷発行

蝦名賢造
（「札幌農学校」復刻刊行会） 2011 図書（和書）

展示備品 0010 『新渡戸稲造ものがたり』 二〇一二年九月一日
柴崎由紀
（銀の鈴社：神奈川県）

2012 図書（和書）

展示備品 0011 『思い出の遠友夜学校』
二〇〇六年三月二十四日
一刷

札幌遠友夜学校創立百年記念事
業会編
（北海道新聞社）

2006 図書（和書）

資料 0021 文書束「役員会決議録」 大正拾四年四月二拾日 財団法人札幌遠友夜学校 1925
文書束（罫紙・和紙、ビス留
め）

展示備品 0012 パネル「旧校舎」 パネル　63.5×45.4

資料 0022
文書束「財団法人札幌遠友夜学校改築及旧校舎修繕
工事報告書」

文書束（印刷文書、ビス留め）

展示備品 0013 パネル「新校舎」 パネル　63.5×45.4
展示備品 0014 『遠友魂』第五巻第三号 倫古龍会発行 （複製）カラーコピー
展示備品 0015 『遠友魂』第五巻第一号 倫古龍会発行 （複製）カラーコピー

資料 0023 『ポプラ』
昭和十二年十一月十五日
発行

札幌遠友夜学校修身会 1937 冊子（ビス留・ガリ版）

資料 0024 『小羊』第壱号 大正五年十一月発行 小羊会 1916 冊子（手書き和紙・和綴）
資料 0025 『子雀』卒業記念号 1925.3.10 1925 冊子（和綴・ガリ版）
資料 0026 『倫古龍会雑誌』七月号 大正二年 岩渕筆[倫古龍会] 19213 冊子（手書き和紙・和綴）
資料 0027 『リンコルン会々誌』第三巻第一号 昭和三年三月十八日発行 遠友夜学校倫古龍会文芸部 1928 冊子（ホチキス留・ガリ版）
資料 0028 『文の園』第七拾四号 大正元年八月廿五日発行 [菫会] 1913 冊子（手書き和紙・和綴）

資料 0029 『ふみのその』第百二十四号
大正五年十二月二十五日
発行

遠友夜学校菫会 1916 冊子（手書き和紙・和綴）

展示備品 0016 生徒用机型展示ケース（4脚） 木製机（ガラス天板）4
展示備品 0017 生徒用イス（4脚） 木製イス4
資料 0030 簿書「菫会記録」（報／347／G75） 昭和七年度 1932 大学ノート（表紙剥離）

資料 0031 簿書「記録簿」（報／367／K2） [昭和6年度～昭和9年度] 札幌遠友夜学校自治会 1931-1934
製本ノート（厚紙台紙、簿書形
態）

資料 0032 簿書「倫古竜会弁論部雑記」（報／374／M1） 昭和四年度 記　三戸部晃一 1929
製本ノート（厚紙台紙、簿書形
態）
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資料 0033 簿書「日誌」（図四） 昭和拾一年七月吉日
財団法人札幌遠友夜学校　図書
部

1936 日誌様式の製本版（簿書形態）

資料 0034 簿書「中等部第二十一期生名簿」（教／30／A30） [昭和16年～昭和18年] 1941-1943
簿書（生徒出席簿／遠友夜学
校：罫紙、黒台紙・紐綴り）

資料 0035 「宣誓」 昭和十一年四月十一日
土肥富治雄（新入生総代　中等
部一年）

1936 和紙（墨書き）

資料 0036 簿書「尋常五六年　出席簿」（教／36／B5） 大正七年四月 遠友夜学校 1918
簿書（生徒出席簿：罫紙、厚和
紙・紐綴り）

資料 0037 カップ「優勝」 昭和六年九月 倫古龍会弁論部 1931
金属製カップ（朱色リボン
付）、台座

資料 0038 『卒業記念写真帖』 昭和四年三月 札幌遠友夜学校 1929 印刷写真帖
資料 0039 『記念写真帖』 昭和五年二月 財団法人札幌遠友夜学校 1930 印刷写真帖
資料 0040 「すゝき」「ススキ　2.8.4　於円山」 2.8.4 植物乾燥標本（厚紙挟み）

資料 0041
「きんみずひき」「キンミヅヒキ　8.9.1　於円
山」

植物乾燥標本（厚紙挟み）

資料 0042 「あさだね」「アサダネ　■.9.1　於円山」 植物乾燥標本（厚紙挟み）
展示備品 0018 写真パネル「授業風景」 複製写真パネル
展示備品 0019 文書パネル「学年暦」 複製文書パネル
展示備品 0020 写真パネル「初等部高等科2年の生徒たち」 〔大正12年（1923）〕 1923 複製写真パネル
展示備品 0021 写真パネル「初等部尋常科1・2・3年の生徒たち」 〔大正12年（1923）〕 1923 複製写真パネル
展示備品 0022 テーマ題字パネル「生徒たちの姿」 パネル
展示備品 0023 テーマ解説パネル「生徒たちの姿」 パネル
展示備品 0024 写真パネル「中等部1年の生徒たち」 〔昭和5年（1930）〕 1930 複製写真パネル
展示備品 0025 大判パネル パネル

写真「先生と生徒たち」 〔明治38年（1905）〕 1905 複製写真
文書「昭和2年度学芸会順序」 昭和2年度 1927 複製文書
写真「銭函海水浴」 〔大正12年（1923）〕 1923 複製写真
写真「植物園見学」 〔昭和4年（1929）〕 1929 複製写真
写真「運動会」 〔昭和4年（1929）〕 1929 複製写真

展示備品 0026 大判パネル パネル
写真「倫古龍会秋季弁論大会」 〔昭和10年（1935）〕 1935 複製写真
文書「昭和拾年度秋季弁論大会兼各級対抗優勝カッ
プ争奪弁論大会」

昭和拾年度 1935 複製文書

写真「倫古龍会秋季弁論大会」 〔年代不詳〕 複製写真

資料 0043 卒業証書（初等部）第六八五号　島貫正八 昭和十三年三月十八日
財団法人札幌遠友夜学校校長
新渡戸萬里子

1938 和紙・額入り

展示備品 0027
大判パネル「グラフで見る生徒の姿（昭和6年
度）」

（昭和6年度） 1931 パネル

資料 0044
新渡戸稲造揮毫扁額「With malice toward
none,with charity for all.」

［昭和6年］ 新渡戸稲造揮毫 1931 扁額・ガラスなし

資料 0045 [校印関係の印鑑25個]
印鑑入木箱入り、印鑑25点（黒
字ゴム印4点）

展示備品 0028 [校印関係の押印一例] 押印（和紙1枚）
資料 0046 簿書「遠友夜学校資金出納簿」 大正十二年四月 会計　三島 1923 簿書（罫紙、製本綴じ）
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資料 0047 「内務省奨励金　札幌遠友夜学校」 のし袋（紅白紐）
資料 0048 「御下賜金　札幌遠友夜学校」 のし袋（金・青紐）
資料 0049 簿書「図書目録」（図一四） 昭和九年度 札幌遠友夜学校図書部 1934 簿書（ガリ版印刷・ビス留め）

資料 0050 簿書「会計関係書類綴」（会十二）
[昭和7年2月～昭和19年4
月]

1932-1944 簿書（黒台紙、紐綴じ）

資料 0051 簿書「事業日誌」（庶三）
自大正十三年四月至昭和
六年七月

財団法人札幌遠友夜学校 1924-1931 簿書（罫紙日誌の製本）

資料 0052 簿書「庶務日誌　第三号」（庶十三）
自昭和十年四月至昭和拾
弐年四月

財団法人札幌遠友夜学校 1935-1936 簿書（罫紙日誌）

資料 0053 簿書「庶務日誌　第五号」（庶十五） 自昭和拾六年三月至 1941 簿書（罫紙日誌）
資料 0054 『財団法人札幌遠友夜学校一覧』 昭和五年四月十五日 財団法人札幌遠友夜学校 1930 冊子
資料 0055 『事業一覧』 昭和十一年十月一日 財団法人札幌遠友夜学校 1936 冊子

資料 0056 文書「役員会決議」 昭和十九年四月二十二日 1944
文書束（罫紙2枚・紐綴じ・墨
書き）

資料 0057 『昭和二年度事業報告』 昭和三年三月 財団法人札幌遠友夜学校 1928 冊子（ガリ版・ビス留め）
資料 0058 『昭和十四年度事業報告』 昭和十五年四月 財団法人札幌遠友夜学校 1940 冊子
資料 0059 『昭和十七年度事業報告』 昭和十八年四月 財団法人札幌遠友夜学校 1943 冊子
資料 0060 『昭和十八年度事業報告』 昭和十九年四月 財団法人札幌遠友夜学校 1944 冊子

資料 0061
新渡戸稲造揮毫掛け軸「山川の底の　さざれの数ふ
べく　みゆるは　水のすめば　なりけり　稲造」

新渡戸稲造 筆墨・軸装

展示備品 0029 テーマ題字パネル「学校の運営」 パネル
展示備品 0030 テーマ解説パネル「学校の運営」 パネル
資料 0062 [新渡戸稲造校長宛て中江汪報告書(1)] [明治32年] [中江汪] 1898 筆書き洋紙、封筒（額入り）
資料 0063 [新渡戸稲造校長宛て中江汪報告書(2)] [明治32年] [中江汪] 1898 筆書き洋紙（額入り）

展示備品 0031 大判パネル パネル
文書「財団法人札幌遠友夜学校学則」 財団法人札幌遠友夜学校 複製文書
文書「文盲への宣言」 財団法人札幌遠友夜学校 複製文書
文書「昭和十一年五月十七日　時間割」 昭和十一年五月十七日 1936 複製文書
文書[プリントNo.7] [昭和17年頃] 1942 複製文書

資料 0064 「財団法人設立認可申請書　同許可指令」 大正十二年六月二十五日 財団法人札幌遠友夜学校 1923 文書束（罫紙・ホチキス留め）
資料 0065 「私立学校設立認可申請書　同証明書」 大正十五年二月三日 財団法人札幌遠友夜学校 1926 文書束（罫紙・ホチキス留め）

展示備品 0032
記事パネル「新春！新校舎！」（『札幌遠友夜学校
学期報』4面）

昭和五年二月一日発行 遠友夜学校 1930 複製文書パネル

展示備品 0033
記事パネル「校章決定」（『札幌遠友夜学校学期
報』3面）

昭和五年元旦発行 1930 複製文書パネル

展示備品 0034 写真パネル｢新渡戸校長来校記念｣ [昭和6年5月] 1931 複製写真パネル

展示備品 0035
新聞記事パネル[「日本一、世界一の校長　われ等
の誇るべき校長」(北海タイムス）]

[昭和6年5月] 1931
複製文書パネル（銀フレーム入
り）

資料 0066 「新渡戸稲造校長　本校視察記録」（保記一） 昭和六年五月 小安貞文記 1931 文書束（和紙・印刷ビス留め）

展示備品 0036
中判パネル「第2回新渡戸会高岡熊雄北大総長の講
演」

[昭和10年] 1935 パネル

文書[第二回新渡戸会開催通知] 昭和十年十二月十一日
財団法人札幌遠友夜学校代表者
半澤洵

1935 複製文書パネル
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写真[第二回新渡戸会で講演する高岡熊雄] [昭和10年] 1935 複製写真パネル
展示備品 0037 写真パネル[新渡戸稲造校長遙拝式] [昭和8年] 1933 複製写真パネル

展示備品 0038
新聞記事パネル[「新渡戸博士の訃／惜い偉大な黒
星／残る級友僅か三人／エルムの杜秋風淋し」(北
海タイムス）]

[昭和8年] 1933
複製文書パネル（銀フレーム入
り）

展示備品 0039 写真パネル[有島武郎追悼会（鈴木限三講演）] [昭和10年] 1935 複製写真パネル
展示備品 0040 文書パネル[役員会決議書] 昭和十九年四月二十二日 1944 複製文書パネル
資料 0067 『通俗日本全史』 [神代志／王朝志／前々太平記] 大正元年九月十八日発行 早稲田大学出版部 1912 図書
資料 0068 『通俗日本全史』 [前太平記／保元平治] 大正元年十月十八日発行 早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0069 『通俗日本全史』 源平盛衰記（上）
大正元年十一月十八日発
行

早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0070 『通俗日本全史』[源平盛衰記（下）／北条九代記]
大正元年十二月十八日発
行

早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0071 『通俗日本全史』 [太平記（上）]
大正二年一月二十八日発
行

早稲田大学出版部 1913 図書

資料 0072
『通俗日本全史』  [太平記（下）／後太平記
（上）]

大正二年二月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書

資料 0073 『通俗日本全史』[後太平記（下）/織田軍記] 大正二年三月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書

資料 0074 『通俗日本全史』 太閣記（上）
明治四十五年五月十八日
発行

早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0075
『通俗日本全史』[太閣記（下）／三河後風土記
（上）]

明治四十五年六月十八日
発行

早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0076 『通俗日本全史』 [三河後風土記（中）]
明治四十五年七月十八日
発行

早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0077
『通俗日本全史』 [三河後風土記（下）／難破戦
記]

大正元年八月十八日発行 早稲田大学出版部 1912 図書

資料 0078 『通俗日本全史』徳川太平志 大正二年六月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書
資料 0079 『通俗日本全史』陰徳太平記（上） 大正二年七月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書
資料 0080 『通俗日本全史』 [陰徳太平記（下）] 大正二年八月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書

資料 0081
『通俗日本全史』 [四国軍記/▲西国盛衰記/鎌倉九
代記/北條五代記]

大正二年五月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書

資料 0082 『通俗日本全史』[甲越軍記] 大正二年四月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書
資料 0083 『通俗日本全史』[七国志/東国記/東国太平記] 大正二年九月十八日発行 早稲田大学出版部 1913 図書

資料 0084 『樗牛全集』第2巻
明治四十年九月十日七版
発行

博文館 1907 図書

資料 0085 『樗牛全集』第4巻
明治四十一年七月廿日七
版発行

博文館 1908 図書

展示備品 0041 [田中正治氏作成横断幕] 田中正治 模造紙（彩色）
資料 0086 『有島武郎全集』第1巻 大正十三年四月五日発行 叢文閣 1924 図書
資料 0087 『有島武郎全集』第2巻 大正十三年五月五日発行 叢文閣 1924 図書
資料 0088 『有島武郎全集』第3巻 大正十三年六月五日発行 叢文閣 1924 図書
資料 0089 『有島武郎全集』第4巻 大正十三年七月五日発行 叢文閣 1924 図書
資料 0090 『有島武郎全集』第5巻 大正十三年八月五日発行 叢文閣 1924 図書
資料 0091 『有島武郎全集』第6巻 大正十三年九月五日発行 叢文閣 1924 図書
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資料 0092 『有島武郎全集』第7巻 大正十四年二月十日発行 叢文閣 1925 図書
資料 0093 『有島武郎全集』第8巻 大正十三年十月五日発行 叢文閣 1924 図書

資料 0094 『有島武郎全集』第9巻
大正十三年十一月五日発
行

叢文閣 1924 図書

資料 0095 『有島武郎全集』第10巻
大正十三年十二月十日発
行

叢文閣 1924 図書

資料 0096 『有島武郎全集』第11巻 大正十四年一月十日発行 叢文閣 1925 図書

資料 0097 『有島武郎全集』第12巻
大正十四年三月二十日発
行

叢文閣 1925 図書

資料 0098 『松むし』 [大正5年]  [有島安子著、有島武郎編] 1916 図書

資料 0099 『荒川重理先生の思い出』
昭和五二年七月二四日発
行

荒川先生の会 1977 図書

資料 0100 『足助素一集』 昭和六年拾月廿九日発行 足助たつ 1931 図書
展示備品 0042 [「校印」と記載された空の紙小箱] 紙箱（空）
資料 0101 [トロフィー収納箱（中身なし）] 木箱（空）
資料 0102 [有島武郎水彩画（オリジナル）] 水彩画

資料 0103
「思い出のアルバム<札幌遠友夜学校>　松井實氏寄
贈（昭和11年中等部卒業）」

松井實 市販アルバム

資料 0104 [遠友夜学校写真帖] 大正十二年十一月 財団法人札幌遠友夜学校 1923 写真帖

資料 0105 『札幌遠友夜学校資料集　一九九五年二月』 1995年2月28日発行
札幌遠友夜学校創立百年記念事
業会

1995 冊子

資料 0106
新渡戸稲造揮毫掛け軸「僅かなる庭の小草の白露を
もとめて宿る秋の夜の月」

新渡戸稲造 墨蹟・軸装

資料 0107 [振込貯金領収書・通知類（11点）] [昭和11～13年] 1936-1938 銀行用紙・封筒
資料 0108 [財団法人遠友夜学校宛て感謝状] [昭和39年6月10日] 札幌市長 1964 証書・筒入り
資料 0109 [写真（2点）／新渡戸肖像、夜学校生徒集合] 印画紙写真2

資料 0110 [卒業証書（初等部　堤茂）] 昭和拾六年三月八日
財団法人札幌遠友夜学校長半澤
洵

1941 証書1

資料 0111
[「新入生歓迎会春季弁論大会」（写真3点台紙貼
り）]

印画紙写真3（厚紙貼付）

資料 0112 [遠友夜学校集合写真（4点台紙貼り）] [明治39年ほか] 1905 印画紙写真4（厚紙貼付）

資料 0113
新渡戸稲造揮毫色紙「Haste noto, Rest not.
Inazo Nitobe」

新渡戸稲造 色紙1

資料 0114
新渡戸稲造揮毫色紙「見る毎に　皆そのままの姿か
な　柳ハみとり　花ハ紅　稲造」

新渡戸稲造 色紙1

資料 0115
[写真額（有島元代表追悼会・遠友夜学校新渡戸
会、3点）]

[昭和10年ほか] 1935
印画紙写真3（茶色木製額入
り）

資料 0116 [新渡戸稲造来校時集合写真額] [昭和6年5月] 1931
印画紙写真1（緑白色木製額入
り）

資料 0117 [写真額（明治末年の記念撮影、2点）] [明治40年代]
印画紙写真2（緑白色木製額入
り）

資料 0118 [写真額（新渡戸校長遙拝式、2点）] [昭和8年11月18日] 1933
印画紙写真2（緑白色木製額入
り）

資料 0119 『遠友魂』第五巻第二号 昭和5.7.30.発行 倫古龍会 1930 冊子
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資料 0120 『遠友魂』第五巻第三号
昭和五年十二月十五日発
行

倫古龍会 1930 冊子

資料 0121 『遠友』新渡戸校長先生追悼号 [昭和8年] 札幌遠友夜学校文芸部 1933 冊子

資料 0122 『遠友魂』第十三巻第一号
昭和十六年十一月二十日
発行

諸会文芸部 1941 冊子

資料 0123 『遠友魂』第八巻第二号 昭和八年七月二十日発行 倫古龍会文芸部 1933 冊子

資料 0124 『遠友魂』第八巻第一号
昭和八年三月二十三日発
行

倫古龍会文芸部 1933 冊子

資料 0125 『遠友魂』第八巻第一号
昭和八年三月二十三日発
行

倫古龍会文芸部 1933 冊子

資料 0126 『遠友魂』第八巻第一号
昭和八年三月二十三日発
行

倫古龍会文芸部 1933 冊子

資料 0127 『遠友魂』第八巻第一号
昭和八年三月二十三日発
行

倫古龍会文芸部 1933 冊子

資料 0128 『遠友魂』第七巻第一号 昭和七年四月廿日発行 倫古龍会文芸部 1932 冊子
資料 0129 『遠友魂』第七巻第一号 昭和七年四月廿日発行 倫古龍会文芸部 1932 冊子
資料 0130 『遠友魂』第五巻第一号 昭和五年三月十八発行 倫古龍会文芸部 1930 冊子

資料 0131 『倫古龍会々誌』第二巻第五号
昭和二年十二月二十七発
行

リンコルン会文芸部[倫古龍会
文芸部]

1927 冊子

資料 0132 『遠友魂』第六巻第二号　新渡戸校長来校記念号 [昭和6年7月発行]
リンコルン会文芸部[倫古龍会
文芸部]

1931 冊子

資料 0133 『遠友魂』第十巻第一号 昭和十年三月二十日発行
リンコルン会文芸部[倫古龍会
文芸部]

1935 冊子

資料 0134 『遠友魂』第五巻第三号 昭和五年十二月十五発行 倫古龍会 1930 冊子
資料 0135 『遠友魂』第四巻第二号 [昭和4年発行] 倫古龍会 1929 冊子

資料 0136 『札幌遠友夜学校資料集　一九九五年二月』 1995年2月28日発行
札幌遠友夜学校創立百年記念事
業会

1995 冊子

資料 0137 『新渡戸稲造博士顕彰碑　建立記念誌』 不記載 新渡戸稲造博士顕彰会 図書（冊子）
資料 0138 「半澤先生代表在職拾五年記念会事業報告」 ガリ版（ホチキス留め）

資料 0139 『澤合会報』
昭和十三年一月十五日発
行

澤合会編輯部 1938 ガリ版冊子（ホチキス留め）

資料 0140 [給水工事書類（封筒入り）] [昭和22年] [札幌市水道部] 1947
札幌市役所罫紙束、封筒、謄写
版図面

資料 0141 [高倉新一郎宛て山内壮夫書簡（封筒入り）] [昭和49年] 山内壮夫 1974
印画紙写真、便箋、洋紙、封筒
2

資料 0142 札幌遠友夜学校学期報『遠友』7 昭和六年元旦発行 財団法人札幌遠友夜学校 1931 新聞（機関紙）
資料 0143 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第十二号 昭和八年九月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1933 新聞（機関紙）
資料 0144 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第十五号（2部） 昭和九年十一月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1934 新聞（機関紙）
資料 0145 札幌遠友夜学校学期報『遠友』4 昭和五年元旦発行 財団法人札幌遠友夜学校 1930 新聞（機関紙）
資料 0146 札幌遠友夜学校学期報『遠友』8 昭和六年五月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1931 新聞（機関紙）
資料 0147 札幌遠友夜学校学期報『遠友』 昭和五年十月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1930 新聞（機関紙）
資料 0148 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第十七号（2部） 昭和十年六月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1935 新聞（機関紙）
資料 0149 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第二十一号 昭和十三年二月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1938 新聞（機関紙）
資料 0150 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第二十三号（2部） 昭和十三年十月発行 財団法人札幌遠友夜学校 1938 新聞（機関紙）
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資料 0151 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第二十四号（2部）
昭和十四年二月二十日発
行

財団法人札幌遠友夜学校 1939 新聞（機関紙）

資料 0152 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第二十六号 昭和十四年十月中旬発行 財団法人札幌遠友夜学校 1939 新聞（機関紙）
資料 0153 『新渡戸稲造博士顕彰会趣意書』（3部） 冊子

資料 0154 [「重要永久保存書類」（庶四〇）（封筒入り）] 財団法人札幌遠友夜学校
ホチキス留め・罫紙、罫紙・ガ
リ版、洋紙束・糊付、封筒

資料 0155 [「会計保存袋」（封筒入り）]
洋紙束・クリップ留め、罫紙
束・クリップ留め、ノート紙・
紐綴じ、封筒

資料 0156
[「創立五十年記念校史展出品」（庶五一）（封筒
入り）]

ノート紙束、和紙、封筒

資料 0157 [「半澤先生拾五周年記念会」（封筒のみ）] 封筒

資料 0158
[庶五二「五十年記念式ニ関スル雑集」（封筒の
み）]

封筒

資料 0159 [「昭和十二年度決算書類入レ」（封筒入り）] 洋紙束、封筒

展示備品 0043
名刺「河村法律事務所　事務局長・所長秘書（翻
訳・通訳）　法学修士　河村輝夫」

名刺

展示備品 0044
[1887年8月7日付け宮部金吾宛て新渡戸稲造書簡
（写）]

1943.5.30.(写) T.Kobayashi 1943 ノート紙束・ホチキス留め

資料 0160
[1994年改装前後に寄贈された資料（小原政栄書
簡、原賀優子寄贈写真25点、『遠友夜学校』な
ど）]

印画紙写真、冊子、便せん、封
筒

資料 0161
[「半澤先生十五周年記念関係／田中新二」（資料9
点）]

便箋束、洋紙束、冊子、ガリ
版、封筒

資料 0162 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第二十七号 昭和十五年二月発行 1940 新聞（機関紙）

資料 0163 札幌遠友夜学校学期報『遠友』第二十九号
昭和十五年十二月下旬発
行

1940 新聞（機関紙）

資料 0164 植物標本「かわらよむぎ」 二つ折り厚紙・植物乾燥標本
資料 0165 [遠友夜学校印押印（印譜）] 洋紙1
資料 0166 [写真29枚（黒台紙はがし）] 白黒印画紙写真
資料 0167 [葉書39通] 郵便葉書
資料 0168 [書簡5通] [昭和18年] 1943 封書5
資料 0169 [庶四七「事業報告」（資料11点）] ガリ版・ホチキス留め、封筒

資料 0170
[庶四一「永久保存記録」（日本文化講義6、日本文
化講義9、財団法人解散申請）]

[昭和14、16、19年]
1939、1941、

1944
封筒、洋紙2、罫紙1

資料 0171 『文の園』第七号 手書き文集
資料 0172 『文の園』第二号 手書き文集
資料 0173 『文之園』第拾参号 明治四十年二月十日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集
資料 0174 『文之園』第拾四号／第貳年第参号 明治四十年二月廿五日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集
資料 0175 『文之園』第拾八号／第貳年第□□ 明治四十年七月二十五日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集
資料 0176 『文之園』第参拾号 明治四十年七月三十一日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集
資料 0177 『文之園』第貳拾号／第貳年第拾壹号 明治四十年九月三十日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集
資料 0178 『文之園』第貳拾壹号／第貳年第拾号／秋之巻 明治四十年十月三十日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集
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資料 0179 『文之園』第貳拾参号／第貳年第拾号
明治四十年十二月二十八
日奨励会発行

ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集

資料 0180 『文之園』第貳拾貳号 明治四十年十一月三十日 ひつじ会[羊会] 1907 手書き文集

資料 0181 『文之園』第貳拾四号
明治四十一年一月二十五
日

ひつじ会[羊会] 1908 手書き文集

資料 0182 『文之園』第貳拾五号
明治四十一年二月二十五
日

ひつじ会[羊会] 1908 手書き文集

資料 0183 『文之園』第拾号
明治四十一年三月三十一
日

ひつじ会[羊会] 1908 手書き文集

資料 0184 『文之園』第拾号 明治四十一年四月 ひつじ会[羊会] 1908 手書き文集

資料 0185 『文之園』第参拾壹号
明治四十一年八月三十一
日

ひつじ会[羊会] 1908 手書き文集

資料 0186 『文之園』第参拾四号／紀念号
明治四十一年十二月二十
五日

ひつじ会[羊会] 1908 手書き文集

資料 0187 『文のその』第九十一号 大正三年一月二十九日 [菫会] 1914 手書き文集
資料 0188 『文之園』 大正四年一月 [菫会] 1915 手書き文集
資料 0189 『文の園』大正四年二月号 大正四年二月 [菫会] 1915 手書き文集
資料 0190 『文の園』第百六号 大正四年六月 菫会 1915 手書き文集
資料 0191 『文の園』大正四年八月号 大正四年八月 [菫会] 1915 手書き文集
資料 0192 『文の園』大正四年八月号 大正四年八月 遠友夜学校菫会 1915 手書き文集
資料 0193 『文の園』九月号 [大正4年9月] [菫会] 1915 手書き文集
資料 0194 『文の園』第□号 大正5年3月 遠友夜学校菫会 1916 手書き文集
資料 0195 『文の園』[第118号] 大正五年六月廿五日 [菫会] 1916 手書き文集

資料 0196 『文の園』第六十九号
明治四十五年3月二十五
日

菫会 1912 手書き文集

資料 0197 『文の園』第七十二号
明治四十五年六月貳拾五
日

菫会 1912 手書き文集

資料 0198 『文之園』第七拾五号 大正元年九月廿五日 菫会雑誌部 1912 手書き文集

資料 0199 『文の園』第六十六号
明治四十五年十二月二十
五日

菫会 1912 手書き文集

資料 0200 『文の園』第八十三号 [大正2年5月] [菫会] 1913 手書き文集
資料 0201 『文乃園』第八十六号 大正二年六月 [菫会] 1913 手書き文集
資料 0202 『文の園』第八十八号 大正二年八月二十五日 [菫会] 1913 手書き文集
資料 0203 『文の園』第八拾九 大正二年九月二十六日 [菫会] 1913 手書き文集
資料 0204 『文の園』御大典記念号 大正二年十一月 [羊会] 1913 手書き文集

資料 0205
『文のそ乃』ⅩⅩⅩⅤ
[『文ノ園』第三十五号]

1.25.42[明治42年1月25
日]

羊会 1909 手書き文集

資料 0206 『文ノ園』第三拾七号
明治四十二、三[明治42
年3月]

羊会 1909 手書き文集

資料 0207 『文之園』第参拾九号　春之巻 明治四十二年四月廿五日 ひつじ会[羊会] 1909 手書き文集
資料 0208 『文乃園』第四拾参号 明治四拾貳年九月廿五日 羊会 1909 手書き文集

資料 0209 『文乃園』第四拾四号
明治四拾貳年十二月二十
五日

羊会 1909 手書き文集
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資料 0210 『文の園』第五拾号
明治四拾参年六月二十五
日

菫会 1910 手書き文集

資料 0211 『文の園』第五拾四号
明治四拾参年十二月二十
五日

菫会 1910 手書き文集

資料 0212 『文の園』第五拾五号
明治四拾四年一月二十五
日

菫会 1911 手書き文集

資料 0213 『文の園』第五拾八号
明治四十四年四月二十五
日

菫会 1911 手書き文集

資料 0214 『文の園』第六十号
明治四拾四年六月二十五
日

菫会 1911 手書き文集

資料 0215 『文の園』第六拾四号
明治四拾四年拾月二拾五
日

すみれ会[菫会] 1911 手書き文集

資料 0216 『文の園』第百五十七号 大正五年八月廿五日 [菫会] 1916 手書き文集
資料 0217 『文の園』第百二十七号 大正六年五月十五日 遠友夜学校菫会 1917 手書き文集
資料 0218 『文のその』第百三十号 大正六年八月十八日 遠友夜学校菫会 1917 手書き文集
資料 0219 『文の園』第百四十一号　夏期号 大正七年七月廿五日 すみれ会[菫会] 1918 手書き文集
資料 0220 『文の園』九月号　第百四十四号 大正七年十月十五日 遠友夜学校菫会 1918 手書き文集
資料 0221 『文の園』拾貳月号　[第150回] 大正七年十二月 菫会 1918 手書き文集
資料 0222 『文の園』大正八年二月号　第百五十二回 大正八年二月十五日 菫会 1919 手書き文集
資料 0223 『文之園』大正八年十月号　第百八十一回 大正八年十月二十三日 遠友夜学校菫会 1919 手書き文集
資料 0224 『文乃園』大正八年十二月号 大正八年十二月二十六日 菫会 1919 手書き文集

資料 0225
『菫会雑誌』四月号
[『文の園』第百九十一号]

大正九年四月 [菫会] 1920 手書き文集

資料 0226
『文乃園』五月号
[『文の園』第百九十二号]

大正九年五月 [菫会] 1920 手書き文集

資料 0227
『文のその』第六月号
[『文の園』第百九十三号]

大正九年六月 [菫会] 1920 手書き文集

資料 0228 『文の園』第百九十五号　八月号 大正九年八月 [菫会] 1920 手書き文集

資料 0229
『文の園』九月号
[『文の園』第百九十七回]

大正九年九月 [菫会] 1920 手書き文集

資料 0230 『文之園』第百九十八号 大正九年十一月 [菫会] 1920 手書き文集
資料 0231 『文の園』八月号　[第219回] 大正十一年八月 すみれ会[菫会] 1922 手書き文集
資料 0232 『文の園』九月号　[第220回] 大正拾一年九月 すみれ会[菫会] 1922 手書き文集
資料 0233 『文の園』九月号　第貳百拾壹回 大正十三年九月 [菫会] 1924 手書き文集
資料 0234 『文の園』正月号　[第224回] 大正十四年一月 すみれ会[菫会] 1925 手書き文集
資料 0235 『文の園』二月号　[第225回] 大正十四年二月 すみれ会[菫会] 1925 手書き文集
資料 0236 『文の園』大正十四年五月号　[第246回] 大正十四年五月 [菫会] 1925 手書き文集
資料 0237 『文乃園』大正十四年九月号 大正十四年九月 すみれ会[菫会] 1925 手書き文集
資料 0238 『文之園』拾一月号 大正十四年十一月 [菫会] 1925 手書き文集
資料 0239 『文の園』大正十五年三月号　[第250回] 大正十五年三月 すみれ会[菫会] 1926 手書き文集
資料 0240 『文の園』昭和二年四月号 昭和二年四月 菫会 1927 手書き文集
資料 0241 『文の園』昭和二年五月号  [第262回] 昭和二年五月 菫会 1927 手書き文集
資料 0242 『文の園』昭和二年九月号 昭和二年九月 菫会 1927 手書き文集
資料 0243 『文の園』第二号 昭和三年二月 菫会 1928 手書き文集
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資料 0244 『文の園』昭和三年七月号　[第275回] 昭和三年七月 すみれ会[菫会] 1928 手書き文集
資料 0245 『文の園』昭和三年九月号　[第276回] 昭和三年九月 すみれ会[菫会] 1928 手書き文集
資料 0246 『文の園』昭和三年十月号　[第277回] 昭和三年十月 すみれ会[菫会] 1928 手書き文集
資料 0247 『文の園』昭和三年十一月号 昭和三年十一月 すみれ会[菫会] 1928 手書き文集

資料 0248
『文の園』昭和四年一月号　[合綴：第279回／昭和
4年1月15日、第278回／昭和3年12月10日]

昭和四年一月 菫会 1929 手書き文集

資料 0249 『文乃園』 昭和四年二月 すみれ会[菫会] 1929 謄写版文集
資料 0250 『文の園』四月号 昭和四年四月 すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0251 『文の園』五月号　[第282回] [昭和4年5月] すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0252 『文の園』昭和四年六月号 昭和四年六月 すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0253 『文の園』昭和四年七月号 昭和四年七月 すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0254 『文の園』八月号 昭和四年八月 すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0255 『文の園』十月号 昭和四年[10月] すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0256 『文の園』拾壱月号 昭和四年[11月] すみれ会[菫会] 1929 手書き文集
資料 0257 『文の園』 昭和五年七月 [菫会] 1930 手書き文集
資料 0258 『文の園　札幌遠友夜学校すみれ会誌』 [昭和6年3月] 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1931 手書き文集
資料 0259 『文の園　札幌遠友夜学校すみれ会誌』 [昭和6年3月] 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1931 手書き文集
資料 0260 『文乃園』十一月号 昭和六年十一月 [菫会] 1931 手書き文集
資料 0261 『文の園』昭和七年四月号 昭和七年四月 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1932 手書き文集
資料 0262 『文の園』昭和七年七月号 昭和七年七月 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1932 手書き文集
資料 0263 『文の園』昭和七年九月号 昭和七年九月 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1932 手書き文集
資料 0264 『文の園』 昭和七年十一月 札幌遠友夜学校菫会 1932 手書き文集
資料 0265 『文の園』昭和八年四月号 昭和八年四月 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1933 手書き文集
資料 0266 『文の園』昭和八年五月号 昭和八年五月 すみれ会[菫会] 1933 手書き文集
資料 0267 『文乃園』／『文の園』六・七月号 昭和八年六・七月 札幌遠友夜学校菫会 1933 手書き文集
資料 0268 『文の園』卒業記念号 昭和九年[3月] 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1934 手書き文集

資料 0269
『文乃園　札幌遠友夜学校菫会誌』
[『文乃園』新渡戸校長来校記念号]

1931.6月号[昭和6年6月] 札幌遠友夜学校菫会 1931 ガリ版冊子

資料 0270
『ふみの園　札幌遠友夜学校すみれ会誌』[『文乃
園』卒業記念号]

[昭和7年3月] 札幌遠友夜学校すみれ会[菫会] 1932 ガリ版冊子

資料 0271 [遠友夜学校関係者の集合写真額（1909年）] [明治42年] 1909 印画紙写真・額入り（ガラス）

資料 0272
[有島武郎先生筆小品スケッチ／スイス民家風景額
（額のみ）]

[有島武郎] 木製額

展示備品 0045 [湯地定基説明プリント（狩野廣氏作成）] 狩野廣 洋紙1

資料 0273
[『札幌育児園月報』コピー（「新渡戸校長と遠友
夜学校」掲載）]

コピー用紙

資料 0274 [庶三十五「永久保存　重要書類袋」（封筒のみ）] 財団法人札幌遠友学校 封筒

資料 0275
[植物標本／「教具がないので教師が用意した」
キャプション付き]

乾燥植物標本（厚紙貼付）

資料 0276
『財団法人遠友夜学校寄附行為　同施行細則』（2
点）

冊子

資料 0277
[新渡戸稲造校長逝去に伴う萬里子夫人後任校長就
任申請書類（書簡3点）]

封書3点（封筒入り）

資料 0278 「札幌遠友夜学校報国会─書類、備品一覧─」 罫紙
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資料 0279
[新渡戸稲造宛て、新渡戸夫人宛て中江汪書簡の写
し]

原稿用紙

資料 0280 [半澤洵宛て新渡戸メアリー書簡]
Dec.28.1933.[1933年12
月28日付、東京､小石川]

Mary P.E.Nitobe 1933 タイプ用紙

資料 0281 [展示キャプション原稿] 罫紙6（封筒入り）
資料 0282 「決議録」 [昭和10年8月28日] 1935 罫紙1
資料 0283 「総会議事録」 [昭和19年4月30日] 1944 罫紙綴（こより綴）

資料 0284
「財団法人札幌遠友夜学校解散ノ件」（財団法人札
幌遠友夜学校理事長宛て通知）

昭和十九年八月七日付
（甲学第八三五号）

北海道庁内政部長 1944 北海道庁用紙1

資料 0285 「札幌遠友夜学校廃校之件」 罫紙綴り
展示備品 0046 [半澤洵宛て遠友夜学校封筒] 10.8.25消印 1935 封筒

展示備品 0047
[「現金出納簿　昭和十八年度　北海道連合協会」
の表紙]

黒台紙1

展示備品 0048 [「中等学校応召教員遺族援護　文書綴」の表紙] 黒台紙1
展示備品 0049 [「応召教員遺家族援護資金経費証憑綴」の台紙] 黒台紙2（表紙・裏表紙）

資料 0286 「借入契約書」
昭和十九年十二月十五日
付

借主：逓信院防衛通信施設局北
部施設部長
貸主：財団法人札幌遠友夜学校
理事

1944
わら半紙･謄写版図面（平面
図）の綴り

資料 0287 「建物売買契約書」
昭和十九年十二月十二日
付

買受人：財団法人逓信協会理事
売払人：財団法人札幌遠友夜学
校理事

1944 わら半紙綴り

資料 0288
「借入契約書送付ノ件」（財団法人札幌遠友夜学校
理事宛て通知）

昭和十九年十二月十六日
付（通防北資第八五二
号）

防衛通信施設局北部施設部長 1944
防衛通信施設局北部施設部用紙
1

資料 0289 「土地貸借契約書」（2部） 昭和二十四年四月一日
貸人：財団法人遠友夜学校
借人：札幌児童相談所長

1949
北海道庁罫紙1、北海道中央児
童相談所罫紙1

資料 0290
[札幌逓信局長宛て半澤洵書簡（2点）、書簡の写し
（1点）]

昭和二十三年十二月
半澤洵（財団法人札幌遠友夜学
校理事）

1948
和紙2（墨書き）、たかくら原
稿用紙3

資料 0291 [高倉新一郎宛て北海道中央児童相談所主事書簡] 十二月二十日付
渡辺恒義（北海道中央児童相談
所主事）

わら半紙1

資料 0292
[半澤洵・高倉新一郎宛て財団法人鉄道弘済会札幌
支部長書簡]

昭和廿八年一月廿一日付
安田裕（財団法人鉄道弘済会札
幌支部長）

1953 洋紙1

資料 0293 「法人解散許可申請書」（文部大臣岡部長景宛て） 昭和十九年五月
半澤洵（財団法人札幌遠友夜学
校理事長）

1944 罫紙綴

資料 0294 [北海道道庁属松本岩吉弔慰金に関する書類] [昭和20年1月] 1945 洋紙、封筒

資料 0295
「聴取無線電話私設許可書　聴取料免除ニ関スル
件」

昭和八年五月八日 財団法人札幌遠友夜学校（印） 1933 洋紙束・ホチキス留め

資料 0296 「学則変更認可申請書　同認可指令」 大正十五年三月十九日 財団法人札幌遠友夜学校（印） 1926 洋紙束・ホチキス留め

資料 0297 「財団法人札幌遠友夜学校移築費寄附芳名簿　」 昭和四年八月以降 1929
財団法人札幌遠友夜学校罫紙・
ホチキス留め

資料 0298 「鉄道旅客運賃割引ノ特典附与ニ関スル件」 昭和七年十二月拾壱日 財団法人札幌遠友夜学校（印） 1932 洋紙束・ホチキス留め
資料 0299 「電話開通ニ関スル書類」 昭和八年七月廿五日 財団法人札幌遠友夜学校（印） 1933 洋紙束・ホチキス留め
資料 0300 「財団法人設立登記申請」 大正十二年八月二十日 1923 罫紙綴り
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資料 0301 「校舎使用許可書」（札幌逓信局工務課宛て）
昭和二年十月一日付（札
遠第三〇号）

半澤洵（財団法人札幌遠友夜学
校代表者）

1927 洋紙束・ホチキス留め

展示備品 0050 [空封筒（4点）] 封筒4

資料 0302 [役員会開催通知] 昭和十年八月二十四日付
半澤洵（財団法人札幌遠友夜学
校代表者）

1935 印字洋紙

資料 0303 [メモ「昭和10年度」] 昭和10年度 1935 洋紙1
資料 0304 「財団法人遠友夜学校校友会規約」 印字わら半紙1
資料 0305 『財団法人遠友夜学校寄附行為　同施行細則』 冊子

資料 0306
[振替貯金払込通知票2点、払込通知1点（封筒入
り）]

 [昭和15、17年]
1940
1942

封筒、洋紙3

資料 0307 [写真4点／初期の校舎平面図（封筒入り）]
印画紙写真4、洋紙1（封筒入
り）

資料 0308 [式辞原稿（封筒入り）] [高倉新一郎] たかくら原稿用紙（封筒入り）
資料 0309 [蔵書リスト（自然科学）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0310 [蔵書リスト（地理紀行）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0311 [蔵書リスト（美術）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0312 [蔵書リスト（日本文学）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0313 [蔵書リスト（少年少女読物）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0314 [蔵書リスト（歴史・伝記）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0315 [蔵書リスト（外国文学）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0316 [蔵書リスト（参考）] 洋紙束・ホチキス留め
資料 0317 [蔵書リスト（哲学・宗教・修養）] 昭和拾三年？ 1938 洋紙束・ホチキス留め

展示備品 0051
[山内壮夫氏新渡戸先生記念碑設計（スケッチ6
点）]

山内壮夫 大判洋紙（模造紙包み）

資料 0318 [遠友夜学校寄宿舎改築工事案] 謄写版図面
展示備品 0052 [新渡戸稲造先生記念碑図面（3点）] [昭和42年] 1967 謄写版図面

展示備品 0053 [「学問より実行」模造紙ポスター1979]
昭和五拾四年拾壱月貳拾
参日

遠友夜学校同窓会 1979 水彩・毛筆書き模造紙

展示備品 0054 [「有朋自遠方来」模造紙ポスター1979]
昭和五十四年勤労感謝の
日

顕彰会 1979 水彩・毛筆書き模造紙

展示備品 0055
[「新渡戸稲造先生没後五十周年記念」の記念品
（南部鉄器製朱肉入れ）]

[昭和58年] 1983 南部鉄器小箱（紙箱入り）

展示備品 0056
[新渡戸稲造先生没後50周年記念配布物6点（遺芳中
味なし）]

[昭和58年] 1983 冊子、図書、洋紙（封筒入り）

展示備品 0057
書簡パネル「太田（新渡戸）稲造から実母新渡戸せ
き宛書簡　明治11年8月1日付」

複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0058
書簡パネル[太田（新渡戸）稲造から養父太田時敏
宛書簡　明治11月7月22日]

複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0059 書簡パネル[太田（新渡戸）稲造書簡]
複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0060 写真パネル[遠友夜学校校舎] 複製写真・銀フレームパネル

展示備品 0061
写真パネル「新渡戸稲造銅像　昭和12年5月建立
東京多磨墓地内」

複製写真・銀フレームパネル

展示備品 0062 写真パネル「新渡戸稲造墓　東京　多磨墓地内」 複製写真・銀フレームパネル
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展示備品 0063 [新渡戸稲造揮毫色紙の写し] 洋紙（黒ペン筆）
展示備品 0064 アルバム「新渡戸稲造先生生誕120年のつどい」 [昭和57年9月1日] 1982 アルバム（印画紙写真貼付）

展示備品 0065
文書パネル「独逸国留学に際する札幌農学校助教太
田稲造宛て北海道庁長官訓令／明治二十年三月三
日」

複製文書（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0066 写真パネル「顕彰碑」 複製写真・銀フレームパネル
展示備品 0067 写真パネル「十和田市　新渡戸記念館」 複製写真・銀フレームパネル
展示備品 0068 写真パネル「旧遠友夜学校記念室」 複製写真・銀フレームパネル

展示備品 0069 文書パネル「イエスを信ずる者の契約」
複製文書（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0070
写真パネル「“太平洋の橋”碑　昭和37年9月建立
盛岡市盛岡公園内」

複製写真・銀フレームパネル

展示備品 0071
文書パネル「願書　明治廿二年十月廿五日　北海道
庁長官宛て新渡戸稲造届」

複製文書（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0072
書簡パネル「太田（新渡戸）稲造から養父太田時敏
宛書簡　明治10年9月30日付」

複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0073
新聞記事パネル「昼めしに親子丼が二つ／暇さへあ
れば食ふんだ」

複製新聞（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0074
新聞記事パネル「太平洋会議の帰途／新渡戸博士客
死す」

複製新聞（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0075 肖像写真「山内壮夫」（額入り） 印画紙写真・木製額入り

展示備品 0076
書簡パネル「太田（新渡戸）稲造から実母新渡戸せ
き宛書簡　明治11年8月1日付」

複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0077
書簡パネル「太田（新渡戸）稲造から実母新渡戸せ
き宛書簡　明治11年8月1日付」

複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0078 新聞記事パネル「懐しき札幌へ／新渡戸博士来る」
複製新聞（印画紙）・銀フレー
ムパネル

展示備品 0079
書簡パネル「太田（新渡戸）稲造から実父太田時敏
宛宛書簡　明治11年7月22日付」

複製書簡（印画紙）・銀フレー
ムパネル

資料 0319 『エマーソン論文集』上巻
明治四十四年三月二十日
再版

戸川明三（玄黄社） 1911 図書

資料 0320 『エマーソン論文集』下巻
明治四十五年一月十日発
行

戸川明三（玄黄社） 1912 図書

資料 0321 空箱『新渡戸博士論文集』 紙箱
資料 0322 空箱『新渡戸博士追憶集』 紙箱
資料 0323 『日本百科大辞典』第七巻 大正五年三月十二日発行 日本百科大辞典完成会 1916 図書

資料 0324 『日本百科大辞典』第十巻
大正八年四月二十六日発
行

日本百科大辞典完成会 1919 図書

資料 0325 『日本百科大辞典』第九巻 大正七年四月一日発行 日本百科大辞典完成会 1918 図書
資料 0326 『日本百科大辞典』第八巻 大正六年六月二十日再版 日本百科大辞典完成会 1917 図書
資料 0327 『日本百科大辞典』第六巻 大正元年八月廿四日発行 三省堂書店 1911 図書

資料 0328 『日本百科大辞典』第五巻
明治四十四年十二月五日
発行

三省堂書店 1911 図書
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資料 0329 『日本百科大辞典』第四巻
明治四十三年十二月六日
発行

三省堂書店 1910 図書

資料 0330 『日本百科大辞典』第参巻
明治四十三年三月廿四日
発行

三省堂書店 1910 図書

資料 0331 『日本百科大辞典』第貳巻
明治四十二年六月廿七日
発行

三省堂書店 1909 図書

資料 0332 『日本百科大辞典』第壹巻
明治四十一年十一月廿七
二日発行

三省堂書店 1908 図書

資料 0333
『現代日本文学全集』第57篇　小泉八雲集／ラー
ファエル・ケーベル集／野口米次郎集

昭和六年十二月十八日発
行

改造社 1931 図書

資料 0334 『現代日本文学全集』第54篇 昭和六年九月二十日発行 改造社 1931 図書
資料 0335 『現代日本文学全集』第61篇　新興芸術派文学集 昭和六年四月十五日発行 改造社 1931 図書

資料 0336 『現代日本文学全集』別巻　現代日本文学大年表
昭和六年十二月十八日発
行

改造社 1931 図書

資料 0337 『現代日本文学全集』第52篇　宗教文学集
昭和六年十一月二十二日
発行

改造社 1931 図書

資料 0338
『現代日本文学全集』第53篇　小杉天外集／山田美
妙集

昭和六年十月二十日発行 改造社 1931 図書

資料 0339
『現代日本文学全集』第58篇　新村出集／柳田国男
集／吉村冬彦集／齋藤茂吉集

昭和六年八月十九日発行 改造社 1931 図書

資料 0340 『現代日本文学全集』第60篇　大佛次郎集 昭和五年十二月十日発行 改造社 1931 図書
資料 0341 『現代日本文学全集』第51篇　新聞文学集 昭和六年五月二十日発行 改造社 1931 図書
資料 0342 『現代日本文学全集』第45篇　石川啄木集 昭和三年七月十日発行 改造社 1928 図書
資料 0343 『現代日本文学全集』第49篇　戦争文学集 昭和四年一月一日発行 改造社 1929 図書

資料 0344
『現代日本文学全集』第46篇　山本有三集／倉田百
三集

昭和四年十二月二十五日
発行

改造社 1929 図書

資料 0345
『現代日本文学全集』第43篇　岡本綺堂集／長田幹
彦集

昭和五年三月十三日発行 改造社 1930 図書

資料 0346
『現代日本文学全集』第42篇　鈴木重吉集／森田草
平集

昭和五年六月十三日発行 改造社 1930 図書

資料 0347
『現代日本文学全集』第41篇　長谷川如是閑集／内
田魯庵集／武林無想庵集

昭和五年七月十三日発行 改造社 1930 図書

資料 0348 『現代日本文学全集』第39篇　社会文学集 昭和五年九月二十日発行 改造社 1930 図書

資料 0349
『現代日本文学全集』第29篇　里見弴集／佐藤春夫
集

昭和二年八月五日発行 改造社 1927 図書

資料 0350 『現代日本文学全集』第30篇　芥川龍之介集 昭和三年一月九日発行 改造社 1928 図書

資料 0351
『現代日本文学全集』第32篇　近松秋江集／久米正
雄集

昭和三年四月一日発行 改造社 1928 図書

資料 0352 『現代日本文学全集』第34篇　歴史・家庭小説集 昭和三年六月一日発行 改造社 1928 図書

資料 0353
『現代日本文学全集』第44篇　久保田万太郎集／長
與善郎集／室生犀星集

昭和五年十月十二日発行 改造社 1930 図書

資料 0354
『現代日本文学全集』第48篇　廣津和郎集／葛西善
蔵集／宇野浩二集

昭和四年十一月十日発行 改造社 1929 図書

資料 0355 『現代日本文学全集』第35篇　現代戯曲名作集 昭和四年十月十日発行 改造社 1929 図書
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資料 0356 『現代日本文学全集』第36篇　紀行随筆集 昭和四年八月十二日発行 改造社 1929 図書

資料 0357
『現代日本文学全集』第37篇　現代日本詩集／現代
日本漢詩集

昭和四年四月十五日発行 改造社 1929 図書

資料 0358
『現代日本文学全集』第38篇　現代短歌集／現代俳
句集

昭和四年九月十八日発行 改造社 1929 図書

資料 0359
『現代日本文学全集』第10篇　二葉亭四迷集／嵯峨
の屋御堂集

昭和三年十月一日発行 改造社 1928 図書

資料 0360 『現代日本文学全集』第11篇　正岡子規集 昭和三年五月一日発行 改造社 1928 図書

資料 0361
『現代日本文学全集』第20篇　上田敏集／厨川白村
集／阿部次郎集

和四年十二月十三日発行 改造社 1929 図書

資料 0362 『現代日本文学全集』第21篇　正宗白鳥集 昭和四年二月三日発行 改造社 1929 図書
資料 0363 『現代日本文学全集』第22篇　永井荷風集 昭和二年九月五日発行 改造社 1927 図書

資料 0364
『現代日本文学全集』第23篇　岩野泡鳴集／上司小
剣集／小川未明集

昭和五年四月十三日発行 改造社 1930 図書

資料 0365 『現代日本文学全集』第25篇　志賀直哉集 昭和三年七月一日発行 改造社 1928 図書
資料 0366 『現代日本文学全集』第26篇　武者小路実篤集 昭和二年一月十五日発行 改造社 1927 図書

資料 0367
『現代日本文学全集』第27篇　有島武郎集／有島生
馬集

昭和二年七月五日発行 改造社 1927 図書

資料 0368
『現代日本文学全集』第28篇　抱月・長江・臨川・
伸・弧雁集

昭和五年一月十日発行 改造社 1930 図書

資料 0369 『現代日本文学全集』第12篇　徳冨蘆花集 昭和二年十月五日発行 改造社 1927 図書
資料 0370 『現代日本文学全集』第13篇　樗牛・嘲風・臨風集 昭和三年十二月一日発行 改造社 1928 図書
資料 0371 『現代日本文学全集』第14篇　泉鏡花集 昭和三年九月一日発行 改造社 1928 図書
資料 0372 『現代日本文学全集』第15篇　国木田独歩集 昭和二年四月五日発行 改造社 1927 図書
資料 0373 『現代日本文学全集』第16篇　島村藤村集 昭和二年三月八日発行 改造社 1927 図書
資料 0374 『現代日本文学全集』第17篇　田山花袋集 昭和五年二月十三日発行 改造社 1930 図書
資料 0375 『現代日本文学全集』第18篇　徳田秋声集 昭和三年十一月一日発行 改造社 1928 図書
資料 0376 『現代日本文学全集』第19篇　夏目漱石集 昭和二年六月五日発行 改造社 1927 図書
資料 0377 『現代日本文学全集』第24篇　谷崎潤一郎集 昭和二年二月十三日発行 改造社 1927 図書
資料 0378 『現代日本文学全集』第8篇　幸田露伴集 昭和二年十二月五日発行 改造社 1927 図書

資料 0379
『現代日本文学全集』第9篇　樋口一葉集／北村透
谷集

昭和二年一月二十日発行 改造社 1927 図書

資料 0380 『現代日本文学全集』第1篇　明治開化期文学集 昭和六年一月二十日発行 改造社 1931 図書
資料 0381 『現代日本文学全集』第2篇　坪内逍遙集 昭和四年六月十五日発行 改造社 1929 図書
資料 0382 『現代日本文学全集』第3篇　森鴎外集 昭和三年一月一日発行 改造社 1928 図書

16 ページ



区分 番号 資料名 年・年度・自至 作成者 年代 形態

仮番号 資料情報 付帯情報

資料 0383 『現代日本文学全集』第4篇　徳富蘇峰集 昭和五年八月十五日発行 改造社 1930 図書
資料 0384 『現代日本文学全集』第5篇　三宅雪嶺集 昭和六年一月十日発行 改造社 1931 図書

資料 0385 『現代日本文学全集』第6篇　尾崎紅葉集
大正十五年十二月三日発
行

改造社 1926 図書

資料 0386 『現代日本文学全集』第7篇　柳浪・眉山・緑雨集 昭和四年三月三日発行 改造社 1929 図書

資料 0387
『世界文学全集』6　ロード・ジム／クローム・イ
エロー

図書

資料 0388
『世界文学全集』19　ブッデンブロオク一家（2）
／嘆きの天使

図書

資料 0389 『世界文学全集』18　嘘の力。人生／世界の顔 図書
資料 0390 『世界文学全集』17　地中海 図書
資料 0391 『世界文学全集』16　死せるパスカル／悪の道 図書

資料 0392
『世界文学全集』15　穴熊  [昭和11年発行] 　[新
潮社]　中村白葉訳

図書

資料 0393 『世界文学全集』14　決闘。ヤーマ 図書
資料 0394 『世界文学全集』18　最後の一線 図書
資料 0395 『世界文学全集』12　トンネル 図書
資料 0396 『世界文学全集』11　ブッデンブロオク一家 図書
資料 0397 『世界文学全集』10　猫橋。憂愁夫人 図書

資料 0398
『世界文学全集』9　ジェニー・ゲルハート／白い
牙

図書

資料 0399
『世界文学全集』8　人われを大工と呼ぶ／百パー
セント愛国者

図書

資料 0400 『世界文学全集』7　トーノ・バンゲイ 図書
資料 0401 『世界文学全集』3　燃え上る青春／深夜の告白 図書
資料 0402 『世界文学全集』　赤と黒 図書
資料 0403 『世界文学全集』2　弟子／アンドレ・コルネリス 図書
資料 0404 『世界文学全集』1　根こぎにされた人々 図書
資料 0405 『世界文学全集』38　新興文学集 図書
資料 0406 『世界文学全集』37　近代詩人集 図書

資料 0407 『希臘神話』
明治四十二年五月廿四日
発行

富山房　杉谷虎蔵訳 1909 図書

資料 0408 文学叢書『鐘楼守』
明治三十六年十二月廿八
日発行

早稲田大学出版部　尾崎紅葉訳 1938 図書

資料 0409 『紅葉全集』
明治四十二年三月五二位
十七版発行

博文館 1909 図書

資料 0410 『沈鐘』
明治四十一年九月二十日
発行

春陽堂　鏡花・竹風訳 1908 図書

資料 0411 『フアウスト』 高橋五郎訳 図書

資料 0412 『金色夜叉』
明治四十二年五月十七日
四版発行

新潮社　小栗風葉 1909 図書

資料 0413 『世界文学全集』30　椿姫／サフォ／死の勝利 図書
資料 0414 『世界文学全集』29　テス　青春外二篇 図書
資料 0415 『世界文学全集』28　痴人の告白／死の舞踏 図書
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資料 0416 『世界文学全集』27　北欧三人集 図書
資料 0417 『世界文学全集』26　イプセン集   [昭和2年発行] 楠山正雄訳[新潮社] 1927 図書
資料 0418 『世界文学全集』25　クォ・ワディス 図書
資料 0419 『世界文学全集』24　露西亜三人集 図書
資料 0420 『世界文学全集』23　復活 図書
資料 0421 『世界文学全集』21　父と子／処女地 図書
資料 0422 『世界文学全集』20　ボバリイ夫人／女の一生 [昭和2年発行] [新潮社] 1927 図書
資料 0423 『世界文学全集』19　ナナ／夢 図書
資料 0424 『世界文学全集』18　二都物語 図書

資料 0425
『世界文学全集』17　ウージェニイ・グランデ／従
妹ベット

図書

資料 0426 『世界文学全集』16　モンテ・クリスト伯（2） 図書
資料 0427 『世界文学全集』15  モンテ・クリスト伯（1） 図書
資料 0428 『世界文学全集』14　レ・ミゼラブル（3） 図書
資料 0429 『世界文学全集』13　レ・ミゼラブル（2） 図書
資料 0430 『世界文学全集』12　レ・ミゼラブル（1） 図書
資料 0431 『世界文学全集』11　ポオ傑作集／紅文字其他 図書
資料 0432 『世界文学全集』10　独逸古典劇集 図書
資料 0433 『世界文学全集』9　ファウスト其他 図書
資料 0434 『世界文学全集』8　懺悔録 図書
資料 0435 『世界文学全集』7　アイバンホー 図書
資料 0436 『世界文学全集』6　仏蘭西古典劇集 図書
資料 0437 『世界文学全集』5　失楽園 図書
資料 0438 『世界文学全集』4　沙翁傑作集 図書
資料 0439 『世界文学全集』2　デカメロン 図書
資料 0440 『世界文学全集』1　神曲 [昭和4年発行]  [新潮社]　生田長江訳 1929 図書

展示備品 0080 木製看板「遠友夜学校記念室」 木製看板
資料 0441 扁額「心清者福也　稲造」 ［昭和6年］ 新渡戸稲造揮毫 1931 扁額・ガラスなし

展示備品 0081 大判パネル「遠友夜学校を支えた人たち」 パネル
肖像写真「新渡戸稲造」 複製写真
肖像写真「新渡戸萬里子」 複製写真
肖像写真「宮部金吾」 複製写真
集合写真「札幌農学校んでの師弟」 [明治28年] 1895 複製写真

展示備品 0082 大判パネル[遠友夜学校を支えた人たち（2）] パネル
集合写真「先生と生徒たち」 [明治37年] 1904 複製写真
肖像写真「足助素一」 複製写真
肖像写真「有島武郎」 複製写真
集合写真「札幌農学校卒業記念写真」 [明治34年] 1901 複製写真
集合写真「東北帝大農大での師弟」 [明治42年] 1909 複製写真
集合写真「札幌農学校卒業記念写真」 [明治33年] 1900 複製写真

展示備品 0083 水彩画 有島武郎 複製・額縁入り
展示備品 0084 大判パネル[遠友夜学校を支えた人たち（3）] パネル

集合写真「大正12年（1923）の先生たち」 ［大正12年］ 1923 複製写真
名簿「現職員並ニ旧職員」 複製文書
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文書「教師守則」 [昭和17年] 札幌遠友夜学校校長／庶務主任 1942 複製文書
文書「教師名簿」 昭和十一年五月十七日 札幌遠友夜学校教務 1936 複製文書
肖像写真「三島常磐」 複製写真
肖像写真「半澤洵」 複製写真

資料 0442 扁額「去華就実　稲造」 ［昭和6年］ 新渡戸稲造揮毫 1931 扁額・ガラスなし
展示備品 0085 大判パネル「新渡戸稲造　萬里子夫人」 パネル

文書「イエスを信ずる者の誓約」 [明治10年] 1877 複製写真
集合写真「卒業を前にした札幌農学校の第2期生た
ち」

明治14年7月 1881 複製写真

肖像写真「新渡戸稲造・萬里子夫妻」 明治24年頃 1891 複製写真
書簡「養父太田時敏に宛た太田（新渡戸）稲造の手
紙」

[明治11年7月22日付] 1878 複製写真

文書「実母せきに宛た太田（新渡戸）稲造の手紙」 [明治11年8月1日付] 1878 複製写真
文書「太田（新渡戸）稲造　ドイツ留学命令」 [明治20年] 1887 複製写真
肖像写真「国際連盟　事務室の新渡戸稲造」 [大正末期] 複製写真
肖像写真「晩年の新渡戸稲造」 [昭和5年] 1930 複製写真
新聞記事「新渡戸稲造訃報記事（北海タイムス）」 [昭和8年10月17日付] 北海タイムス 複製写真
建物写真「祖父傳ゆかりの森岡県十和田市に建つ／
十和田市立新渡戸記念館」

複製写真

碑写真「誕生の地盛岡市の岩手公園に建つ／新渡戸
稲造生誕100周年記念碑」

複製写真

銅像写真「東京多摩霊園の／新渡戸稲造像（朝倉文
夫制作）」

複製写真

碑写真「東京多摩霊園の／新渡戸夫妻墓碑」 複製写真

資料 0443 肖像写真額「新渡戸稲造（1862～1933）」
印画紙写真・（ガラス額縁入
り）

展示備品 0086 大判パネル「新渡戸稲造の夢」 パネル
書簡「宮部金吾に宛た太田（新渡戸）稲造の手紙
（写し）」

[明治20年] 1887 複製写真

書簡「宮部金吾に宛た太田（新渡戸）稲造の手紙
（写し）の和訳」

[明治20年] 1887 複製写真

展示備品 0087 大判パネル「新渡戸稲造が語る遠友夜学校」 パネル
展示備品 0088 大判パネル「年表」 [明治4年～明治26年] 1871-1893 パネル

写真「明治14年（1881）の札幌市街」 [明治14年] 1881 複製写真
写真「明治末期の札幌独立基督教会」 [明治末期] 複製写真

展示備品 0089 大判パネル「年表(2)」 [明治27年～大正3年] 1894-1914 パネル
建物写真「遠友夜学校旧校舎」 複製写真
文書「遠友夜学校校歌譜」 複製文書
写真「明治末期の豊平橋を渡る人たち」 複製写真

展示備品 0090 大判パネル「年表(3)」 [大正4年～昭和5年] 1915-1930 パネル
写真「大正中期の南一条通」 複製写真
文書「昭和5年（1930）の授業」 複製文書

展示備品 0091 大判パネル「年表(4)」 [昭和6年～昭和39年] 1931-1964 パネル
文書「生徒の通学証明書（高島スエ子）」 昭和拾八年九月壱日 1943 複製文書
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写真「在職15年記念会であいさつする半澤代表」 複製写真
写真「感謝状を受ける三島翁」 複製写真
集合写真「学芸会」 複製写真

展示備品 0092 大判パネル「グラフで見る遠友夜学校」 パネル
展示備品 0093 額「遠友夜学校校旗」 額・ガラス入り
展示備品 0094 大判パネル「『心』を受け継いで明日へ」 パネル

写真「新渡戸稲造・萬里子夫妻顕彰碑」 複製写真
肖像写真「山内壮夫」 複製写真
新聞記事「遠友夜学校跡」 複製文書

展示備品 0095 大判パネル「遠友夜学校校歌」（黒板型） パネル
展示備品 0096 パネル「新渡戸稲造の教え」 パネル
資料 0444 新渡戸稲造揮毫扁額「学問より実行　稲造」 新渡戸稲造 扁額・ガラスなし

展示備品 0097 教卓 木製机
展示備品 0098 教壇 木製板
展示備品 0099 磨りガラス板[新渡戸稲造肖像／校章」 ガラス製板
展示備品 0100 大判パネル「遠友夜学校の先生と生徒たち」 パネル
展示備品 0101 教室床板(一式） 木製板
展示備品 0102 照明器具（ペンダントライト4点） ペンダントライト4
資料 0445 『倫古龍会雑誌』 明治四十四年四月発行 [倫古龍会]雑誌部 1911 冊子
資料 0446 『遠友魂』第参巻第参号 昭和四年一月二十日発行 倫古龍会文芸部 1929 冊子
資料 0447 『遠友』新渡戸校長先生追悼号 [昭和8～9年頃] 冊子
資料 0448 『Moon Light』 冊子
資料 0449 『暮鐘の響』第一巻 冊子
資料 0450 『緑友』第三号 緑友会 冊子
資料 0451 『小英雄』創刊号 [昭和13年] 中等部第一学年一組級会 1938 冊子
資料 0452 『樫の木』創刊号 [昭和13年] 潤睦会 1938 冊子
資料 0453 『ポプラ』第一巻第一号 昭和八年二月十五日発行 札幌遠友夜学校修身会 1933 冊子
資料 0454 『文の園』第壹号 明治三十九年一月 1906 冊子
資料 0455 『文の園』第貮号 明治三十九年五月 1906 冊子

資料 0456 『小羊』第三号
大正六年一月二十五日発
行

[小羊会] 1917 冊子

資料 0457 『小ひつじ』第三号
大正十二年七月十二日発
行

小羊会 1923 冊子

資料 0458 『菫会雑録』第壱巻
自明治三十七年三月至明
治三十九年十二月

遠友夜学校菫会 1904-1906 簿書

資料 0459 昭和六年度学籍簿 昭和六年度 1931 簿書
資料 0460 初等部卒業生学籍簿綴 [昭和13年] 1938 簿書

資料 0461 「参考書類　新渡戸稲造博士追憶展覧会目録」
昭和八年十二月九日　於
北大中央講堂

財団法人札幌遠友夜学校 1933 原稿用紙束（ホチキスどめ）

資料 0462 札幌遠友夜学校宛て郵便葉書
昭和十三年十二月十六日
付（満州）

茂木中男 1938 郵便葉書

資料 0463 「役員決議録」 大正拾五年五月二十三日 財団法人札幌遠友夜学校 1926 文書束（ビス留め）
資料 0464 「役員会決議録」 昭和四年六月二十八日 [財団法人札幌遠友夜学校] 1929 文書束（ホチキス留め）
資料 0465 「第三回評議員会」 大正十二年四月二十九日 [札幌遠友夜学校] 1923 文書束（ビス留め）
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資料 0466 「重要書類写」
[大正十二年八月一日ほ
か]

財団法人札幌遠友夜学校 1923 文書束

資料 0467 「昭和拾五年度事業報告」 昭和拾六年四月 財団法人札幌遠友夜学校 1941 文書束（ホチキス・ビス留め）
資料 0468 「昭和拾五年度事業報告」 昭和拾六年四月 財団法人札幌遠友夜学校 1941 文書束

資料 0469
遠友夜学校期報『遠友』第十三号（新渡戸校長遙拝
式記事掲載）

昭和九年二月 1934 機関紙

資料 0470
遠友夜学校期報『遠友』第十四号（新渡戸萬里子校
長就任記事掲載）

昭和九年六月 1934 機関紙

資料 0471
遠友夜学校期報『遠友』第二十号(半澤先生代表在
職十五年紀念記事掲載）

昭和十三年一月 1938 機関紙

資料 0472 新渡戸稲造校長来校記念講演速記原稿 昭和六年五月拾八日 1931 原稿用紙束（ホチキスどめ）

資料 0473 「倫古龍会日誌」第三巻
自大正十五年四月至昭和
四年三月末日

幹事 1926-1929 ノート
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