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表 題
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容等で補記すべきものがあれば（ ）で補った。集合形態をした資料の内訳を示す場合には，
頭に“＠”を付けた。

年 代

資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（ ）書きで表記した。また，作成年月
日でないものは，その日付の意味を（ ）で補記した。

作 成

資料の作成者，もしくは発行者を記した。

形 態

資料の形態，もしくはサイズ（規格）を記した。「マス」とあるのは，正方形の書籍（桝形本）
を表す。

数 量

資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。
4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。
広島県立文書館ホームページ

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/

【文書群概要】

広島市 長船友則氏収集資料 （請求記号200407）
鉄道史学会会員長船友則氏が収集した鉄道関係資料。

出 所 長船友則

り揃っている。各県の市街地図としては，鳥取県では鳥取市・

出所地名 広島県広島市安佐南区

米子市，島根県では松江市，岡山県では岡山市・倉敷市，広島

役職等 鉄道史学会・鉄道友の会・路面電車を考える会会員

県では広島市・福山市・尾道市・呉市，山口県では下関市・山

分 量 6363点／目録データ件数7130件

口市・宇部市・小野田市・防府市などが主なもので，いずれも

収蔵までの経緯 平成16年（2004）10月19日にマイクロ

明治期から昭和30年代までのものが中心。
絵葉書も1,000点以上

フィルム2 本（営業報告書集成のうち，広島瓦斯電軌の営業報

あり，明治期から昭和戦前期に発行された広島県内の絵葉書が

告書を収録した第2集52・第3集58）
が寄贈され，
平成17年
（2005）

中心であるが，中国地方各県の絵葉書も多い。広島市内の古絵

10月24日大社宮島鉄道（後出雲鉄道）第1～37回営業報告書他を

葉書は，広島市公文書館が多く所蔵し，『絵はがき目録』（広

収録したマイクロフィルム1 本が追加寄贈された。平成18年

島市公文書館所蔵資料目録第34集，平成17年）が刊行されてい

（2006）5 月11日，中国地方の鉄道関係文献資料150点（本四備

るが，この中に含まれていない絵葉書も少なくない。また，鉄

讃線，山陽新幹線，人力車・自動車・バス事業史，鉄道会社営

道関係の絵葉書も多数含む。切符ファイルも大量のコレクショ

業報告書マイクロフィルム，その他広島県関係等の明治～昭和

ンであり，中国地方を中心に，昭和初期（一部明治・大正期の

戦前期刊行物）が寄贈された。平成21年（2009）2 月25日，中

ものも含む）から平成にかけての長期にわたる年代のものが揃

国地方各県の市街地図349点と案内書100点，時刻表425点，駅弁

っている。ファイル点数は20点であるが，各ファイルに収めら

票ファイル7 点，写真集ファイル9 点，切符ファイル20点，中

れている切符の点数は，
袋等も含めると合計5807点にのぼる
（た

国地方を中心とする絵葉書等が追加寄贈された（各日付は寄贈

だし，切符については，保存対策上の理由により，現物の閲覧

申込み年月日）。平成22年5月31日，中国地方鉄道関係文献資料

は不可）。鉄道写真集については，長船氏が撮影した中国地方

及び中国地方民鉄各社関係資料が寄託され，同年9月21日，JR

各鉄道路線の写真プリントとフィルム（キャビネット入り）。

関係資料及び中国地方民鉄各社関係資料が追加寄託された（計

写真プリントの一部はA3等に引き延ばしてファイルしたものも

709点，平成24年5月25日寄託契約締結）。平成27年（2015）8

ある。可部線の可部～三段峡間や宇品線・三江線など，すでに

月12日に絵葉書（広島饒津神社渡御行列），同年12月4日に県布

廃止された路線の鉄道風景を収めた貴重な写真も多く含んでい

達・布令，『かもめ』51号（長船友則「三江線全通の日」），

る。また，中国地方（とくに広島県内）各鉄道路線の関係資料

平成28年（2016）1月13日に県布達・布令，平成29年（2017）10

を路線ごとにまとめたファイルもある。

月24日に鉄道関係図書，新聞スクラップ，鉄道写真（長船友則

参考文献 長船友則『広電が走る街今昔』
（JTBパブリッシング，

氏撮影ほか）アルバム，鉄道関係絵葉書アルバム，時刻表，各

2005年），長船友則『山陽鉄道物語』
（JTBパブリッシング，2008

種地形図，戦前期の絵葉書などが追加寄託された（計500点，平

年），長船友則『呉市電の足跡』（ネコパブリッシング，2009

成30年3月13日寄託契約締結）。平成30年（2018）10月26日・11

年），長船友則『宇品線92年の軌跡』（ネコパブリッシング，

月21日に鉄道写真プリント・フィルム一式，鉄道各路線資料フ

2012），長船友則『可部線波乱の軌跡』（ネコパブリッシング，

ァイル，鉄道関係図書，地図類が寄託された（計3,085点，令和

2017），長船友則『三江線88年の軌跡』（ネコパブリッシング，

元年9月24日寄託契約締結）。

2018），柳澤美樹子『達人に学ぶ鉄道資料整理術』（JTB，2003

年 代 明治14年（1881）～平成30年（2018）

年），『路面電車が語るヒロシマ』（広島平和記念資料館・広

内 容 鉄道関係の文献資料と時刻表・切符ファイル，中国地方

島県立文書館，2003年）。

の鉄道写真アルバム・フィルム，鉄道関係絵葉書，中国地方鉄

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

道各路線の資料ファイル，中国地方の市街地図・地形図・案内

利用上の留意点 広島市街地図は，同資料以外にも，広島築港百

書・絵葉書，鉄道関係図書・雑誌類など。とくに，時刻表は明

年史編纂委員会資料などに含まれている。

治22年（1889）から平成18年（2006）まで（欠号を含む）の長
期にわたっており，この中には，JTBなどの発行元がすでに所蔵

（2010. 3. 2 記述／西向宏介）

していないものも多く含む。
地図は249点のうち広島県内のもの

（2014. 3.12 修正／西向宏介）

が142点あり，そのうち広島市街地図が84点を占める。広島市街

（2018. 3.16 修正／西向宏介）

地図は明治期から昭和30年代までのものが中心で数量的にかな

（2020. 2.27 修正／西向宏介）
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200407／1
営業報告書集成 第2集（52）

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

1959年

平井 敦

刊・ 1冊(B5-9頁)

1967年

瀬戸大橋架設推進岡山県協議
会

刊・ 1冊(B5-49頁)

伊藤 学

図書(並製本)・ 1
冊(新書-188)

森 忠次・山田 善 [ほか]

図書(上製本)・ 1
冊(25×26-107頁)

200407／2
営業報告書集成 第3集（58）

200407／3
営業報告書集成 第4集（385）

200407／4
瀬戸大橋架橋計画について（第一次概報）

200407／5
瀬戸大橋の概要

200407／6
海に架ける橋 本州四国連絡橋をめぐって（日経新書 1974年
214）
日本経済新聞社 発行

200407／7
イラストで見る瀬戸大橋

1983年

山陽新聞社 発行

200407／8
徹底ガイド瀬戸大橋

1984年

図書(並製本)・ 1
冊(26×21-114頁)

1985年

図書(並製本)・ 1
冊(26×21-130頁)

1986年

図書(並製本)・ 1
冊(26×21-130頁)

1987年

図書(並製本)・ 1
冊(A4-146頁)

1987年

図書(上製本)・ 1
冊(B6-339頁)

山陽新聞社 発行

200407／9
徹底ガイド瀬戸大橋２
山陽新聞社 発行

200407／10
徹底ガイド瀬戸大橋３
山陽新聞社 発行

200407／11
ガイドスペシャル瀬戸大橋
山陽新聞社 発行

200407／12
ドキュメント瀬戸大橋
山陽新聞社 発行

200407／13
瀬戸大橋全記録

1988年

山陽新聞社 編

図書(上製本)・ 1
冊(A4-407頁)

1989年

末安祥二

図書(上製本)・ 1
冊(31×27-158頁)

1988年

（有）弘映社

図書(ﾘﾝｸﾞ製本)・
1冊(21×18-46頁)

箱付

200407／14
写真集 瀬戸大橋
山陽新聞社 発行，カバー付

200407／15
写真集 瀬戸大橋
（有）弘映社 発行

200407／16
瀬戸大橋のあらまし

1987年

図書(並製本)・ 1
冊(B5-134頁)

1989年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-424頁)

架設香川県協議会 発行

200407／17
瀬戸大橋架橋史 通史資料編別冊 写真編(183頁)
付

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行，カバー付
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200407／18
本州四国連絡架橋のあゆみ

1985年

本四連絡橋公団

図書(上製本)・ 1
冊(B5-412頁)

1988年

公団第二建設局 編

図書(並製本)・ 1
冊(A4-310頁)

1988年

本四連絡橋公団

図書(上製本)・ 1
冊(B5-666頁)

1986年

海洋架橋調査会

図書(上製本)・ 1
冊(30×25-248頁)

1988年

本四連絡橋公団

図書(上製本)・ 1
冊(30×23-286頁)

1988年

本四連絡橋公団

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-59頁)

1990年

本四連絡橋公団

図書(並製本)・ 1
冊(B5-37頁)

2000年

本四連絡橋公団

図書(上製本)・ 1
冊(B5-813頁)

1988年

添田勝雄

図書(上製本)・ 1
冊(27×31-128頁)

1988年

岡山放送報道部

図書(並製本)・ 1
冊(A6-173頁)

1988年

大倉一夫

図書(並製本)・ 1
冊(B5-242頁)

1988年

河口栄二

図書(上製本)・ 1
冊(B6-208頁)

1988年

萩原良彦

図書(並製本)・ 1
冊(B6-326頁)

1985年

加藤宣利

図書(並製本)・ 1
冊(B6-357頁)

1990年

竹内 努

図書(並製本)・ 1
冊(A5-151頁)

海洋架橋調査会 発行，カバー付

200407／19
本州四国連絡橋児島坂出ルート
海洋架橋調査会 発行

200407／20
瀬戸大橋工事誌
海洋架橋調査会 発行，カバー付

200407／21
瀬戸大橋の基礎
海洋架橋調査会 発行，カバー付

200407／22
瀬戸大橋上部工工事写真集
本四連絡橋公団 発行，カバー付

200407／23
21世紀につづく光芒瀬戸大橋
海洋架橋調査会 発行

200407／24
創立20年
本四連絡橋公団 発行

200407／25
本州四国連絡橋公団三十年史
本四連絡橋公団 発行，カバー付

200407／26
橋 瀬戸大橋のあゆみ
悠悠企画(株) 発行，カバー付

200407／27
瀬戸大橋(岡山文庫132)
日本文教出版(株) 発行

200407／28
備讃の海に橋を架けよ
財田町役場 発行

200407／29
瀬戸大橋をかけた男
(株)三省堂 発行

200407／30
海に架ける虹
(株)講談社 発行

200407／31
虹よ永遠に－本四架橋物語－
(株)ぎょうせい 発行

200407／32
交通体系を変えた瀬戸大橋
発行人 竹内 努

200407／33
行啓誌

1988年
岡山県 発行，カバー付

2

図書(上製本)・ 1
冊(25×26-47頁)
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200407／34
行啓誌

1988年

図書(上製本)・ 1
冊(25×26-48頁)

香川県 発行，カバー付

200407／35
蟹のあしあと－瀬戸大橋架橋推進のある記録－

1996年

太田啓介

図書(並製本)・ 1
冊(B5-335頁)

発行人 太田啓介

200407／36
瀬戸内海の旅客船と本四架橋

1988年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-432頁)

1973～75年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-264頁)

日本旅客船協会 発行，カバー付

200407／37
瀬戸大橋(№ 1～33)

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行

200407／38
瀬戸大橋(№34～69)

1976～78年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-288頁)

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行

200407／39
瀬戸大橋(№70～105)

1979～81年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-280頁)

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行

200407／40
瀬戸大橋(№106～141)

1982～84年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-288頁)

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行

200407／41
瀬戸大橋(№142～167)

1985～88年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-212頁)

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行

200407／42
瀬戸大橋(№168終刊号)

1988年6月

図書(並製本)・ 1
冊(B5-36号)

瀬戸大橋架設推進香川県協議会 発行

200407／43
新聞スクラップ 宇野・本四備讃線 1

昭和32～58年

複写製本・ 1冊
(A4-199枚)

昭和59～60年

複写製本・ 1冊
(A4-194枚)

昭和61～63年3月

複写製本・ 1冊
(A4-204枚)

昭和63年

複写製本・ 1冊
(A4-184枚)

200407／44
新聞スクラップ 宇野・本四備讃線 2

200407／45
新聞スクラップ 宇野・本四備讃線 3

200407／46
新聞スクラップ 宇野・本四備讃線 4

200407／47
新幹線十年史

1975年

国鉄新幹線総局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-797頁)

交通文化振興財団 発行，カバー付

200407／48
東海道山陽新幹線二十年史

1985年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1255頁)

1985年

図書(上製本)・ 1
冊(A4-149頁)

1972年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1470頁)

国鉄新幹線総局 発行，カバー付

200407／49
広島管理部十年史
新幹線総局広島管理部 発行

200407／50
山陽新幹線大阪岡山間建設工事誌
大阪新幹線工事局 発行，カバー付
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200407／51
新大阪－岡山間山陽新幹線技術のすべて

1975年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-275頁)

1973年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-473頁)

(株)鉄道評論社 発行

200407／52
山陽新幹線新大阪岡山間電気工事誌
国鉄大阪電気工事局 発行，カバー付

200407／53
山陽新幹線岡山博多間工事誌

1977年

国鉄新幹線建設局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-682頁)

1976年

国鉄大阪工事局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-689頁)

広島新幹線工事局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1221頁)

国鉄下関工事局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1293頁)

日本鉄道施設協会 発行，カバー付

200407／54
山陽新幹線工事誌 岡山・大門
日本鉄道施設協会 発行，カバー付

200407／55
山陽新幹線工事誌大門・小瀬川 別冊付 トンネル施 1975年
工実績表(折込13枚)
広島新幹線工事局 発行，カバー付

200407／56
山陽新幹線小瀬川博多間工事誌

1976年

日本鉄道施設協会 発行，カバー付

200407／57
新幹線岡山－博多開業

1975年

図書(並製本)・ 1
冊(26×30㎝-24
頁)

1975年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-257頁)

国鉄広報部 発行

200407／58
山陽新幹線（新大阪－岡山）技術のすべて
(株)鉄道界評論社 発行

200407／59
山陽新幹線岡山・博多間電気工事誌

1975年

東京第二・大阪・門司各電気工
事局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1041頁)

国鉄大阪電気工事局 発行

200407／60
山陽新幹線岡山・小瀬川線路増設工事しゅん功監査
結果

1974年

刊・ 1冊(B5-150
頁)

昭和33～43年

複写製本・ 1冊
(A4-199枚)

昭和44～46年

複写製本・ 1冊
(A4-209枚)

昭和47年

複写製本・ 1冊
(A4-134枚)

昭和48～49年

複写製本・ 1冊
(A4-146枚)

昭和50年

複写製本・ 1冊
(A4-249枚)

昭和51～59年

複写製本・ 1冊
(A4-172枚)

昭和60～平成2年

複写製本・ 1冊
(A4-180枚)

平成8～11年

複写製本・ 1冊
(A4-220枚)

大阪電気工事局 発行

200407／61
新聞スクラップ 山陽新幹線 1

200407／62
新聞スクラップ 山陽新幹線 2

200407／63
新聞スクラップ 山陽新幹線 3

200407／64
新聞スクラップ 山陽新幹線 4

200407／65
新聞スクラップ 山陽新幹線 5

200407／66
新聞スクラップ 山陽新幹線 6

200407／67
新聞スクラップ 山陽新幹線 7

200407／68
新聞スクラップ 山陽新幹線 9
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200407／69
新聞スクラップ 山陽新幹線 8

平成3～7年

複写製本・ 1冊
(A4-207枚)

平成12～16年

複写製本・ 1冊
(A4-226枚)

200407／70
新聞スクラップ 山陽新幹線10

200407／71
新聞スクラップ 追補版 新幹線（昭和31～50年）

複写製本・ 1冊
(A4-226枚)

200407／72
日本自動車発達史（明治篇）

1937年

尾崎正久

図書(上製本)・ 1
冊(A5-243頁)

1937年

小川兼四郎

図書(上製本)・ 1
冊(A5-732頁)

1957年

五十年史編纂委員会

図書(上製本)・ 1
冊(A5-1174頁)

1936年

加藤盛次郎

図書(上製本)・ 1
冊(A5-376頁)

オートモビル社 発行，カバー付

200407／73
日本乗合自動車協会十年史
日本乗合自動車協会 発行

200407／74
バス事業五十年史
日本乗合自動車協会 発行，カバー付

200407／75
乗合自動車
工業図書(株) 発行，カバー付

200407／76
芸文ムックス ボンネントバス

1987年

図書(並製本)・ 1
冊(26×21㎝-146
頁)

1934年

刊・ 1冊(A5-57頁)

(株)芸文社 発行

200407／77
省営自動車要覧
鉄道省運輸局 発行

200407／78
省営自動車十年史

1940年

菊池洋四郎

図書(並製本)・ 1
冊(B5-397頁)

十年史刊行会 発行，カバー付

200407／79
国営自動車の現状

1947年

刊・ 1冊(A5-37頁)

運輸省 発行

200407／80
国鉄自動車二十年史

1951年

二十年史編輯委員会

図書(上製本)・ 1
冊(A5-453頁)

国鉄自動車局 発行

200407／81
国鉄自動車三十年史

1961年

図書(上製本)・ 1
冊(B5-522頁)

国鉄自動車局 発行

200407／82
国鉄自動車四十年の歩み

1974年

国鉄自動車研究会

図書(上製本)・ 1
冊(B5-502頁)

(株)自動車交通弘報社 発行，カバー付

200407／83
省営自動車関係法規令達集

1936年

刊・ 1冊(A5-247
頁)

鉄道省運輸局 発行

200407／84
増補修訂自動車運送及経営

1933年

小田元吉

図書(上製本)・ 1
冊(A5-442頁)

1943年

築山閏二

図書(上製本)・ 1
冊(A5-211頁)

関西書院 発行

200407／85
木炭自動車
共立出版(株) 発行
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200407／86
明治大正昭和三代自動車物語

1968年

尾崎正久

図書(上製本)・ 1
冊(B6-281頁)

1953年

中村静治

図書(上製本)・ 1
冊(B6-301頁)

1992年

中部 博

図書(上製本)・ 1
冊(B6-221頁)

1988年

佐々木烈

図書(並製本)・ 1
冊(B6-214頁)

1992年

斉藤俊彦

図書(並製本)・ 1
冊(B6-262頁)

1979年

斉藤俊彦

図書(上製本)・ 1
冊(A5-358頁)

1934年

寺中作雄

図書(並製本)・ 1
冊(B6-400頁)

1998年

加藤博和

図書(並製本)・ 1
冊(A5-270頁)

1995年

加藤博和

図書(並製本)・ 1
冊(A5-221頁)

1996年

加藤博和

図書(並製本)・ 1
冊(A5-327頁)

1983年

猪狩政四郎

図書(上製本)・ 1
冊(B5-556頁)

1885年

金井之恭

図書(並製本)・ 1
冊(A5-160頁)

(株)自研社 発行

200407／87
日本自動車工業発達史論
勁草書房 発行

200407／88
自動車伝来物語
(株)集英社 発行

200407／89
車社会その先駆者たち
綜合出版センター 発行

200407／90
轍の文化史
ダイヤモンド社 発行

200407／91
人力車

(株)産業技術センター 発行，カバー付

200407／92
自動車運転者法規提要
島根県自動車協会 発行

200407／93
芸陽バス，かく走りき。
(株)菁文社 発行

200407／94
備北交通（広島県北）を考える
(株)菁文社 発行

200407／95
備後地域と中国バス
(株)菁文社 発行

200407／96
尾道市交通部五十年史
尾道市交通部 発行

200407／97
西巡日乗（明治天皇西巡記録）
伊藤博文

200407／98
浅野長勲侯懐旧談

1932年

図書(並製本)・ 1
冊(A5-47頁)

代々木会

200407／99
侯爵浅野長勲公述維新前後

1921年

手島益雄

図書(並製本)・ 1
冊(A5-60頁)

1940年

中邨末吉

刊・ 1冊(A5-22頁)

東京芸備社 発行

200407／100
明治天皇呉軍港行幸誌（稿）
呉市 発行

200407／101
明治27･8年戦役広島大本営誌

1934年

刊・ 1冊(A5-66頁)

1940年

刊・ 1冊(A5-26頁)

広島県 発行

200407／102
聖蹟広島大本営誌
史跡名勝保存協会 発行
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200407／103
広島大本営40周年記念事業誌

1935年

刊・ 1冊(A5-104
頁)

広島県 発行

200407／104
広島大本営

1943年

畑 耕一

図書(上製本)・ 1
冊(B6-391頁)

天佑書房 発行

200407／105
明治天皇行幸50年駐蹕記念誌

1935年

図書(和綴)・ 1冊
(A5-124頁)

小泉来兵衛 発行

200407／106
広島県職員録

明治22年11月

早速勝三

刊・ 1冊(10×19㎝
-86頁)

早速 有 発行

200407／107
広島県職員録

大正13年7月

刊・ 1冊(9×13㎝311頁)

広島県 発行

200407／108
広島県唱歌 第壱集

1900年

森田保之

図書(並製本)・ 1
冊(A6-27頁)

1898年

森田保之

図書(和綴)・ 1冊
(A5-25丁)

1952年

広島市

図書(並製本)・ 1
冊(A5-745頁)

鈴木常松 発行

200407／109
広島県史談 全
鈴木常松 発行

200407／110
広島商工名鑑 1952年版
広島商工会議所 発行

200407／111
厳島写真帖

1909年

図書(並製本)・ 1
冊(A5横-60)

瀬田格一 発行

200407／112
昭５岡山・広島県下陸軍特別大演習記念写真帖

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-13枚)

軍友社 発行

200407／113
明治21年広島地方実地対策記事 西軍之部

明治21年

刊・ 1冊(B6-315
頁)

明治21年

刊・ 1冊(B6-52図)

明治21年1月18日

刊・ 1部(A5-9丁)

明治19年12月9日

刊・ 1部(B6-11丁)

明治19年12月9日

刊・ 1部(B6-13丁)

昭和21年7月12日

刊・ 1部(B6-20頁)

昭和21年7月26日

刊・ 1部(B6-36頁)

昭和21年8月2日

刊・ 1部(B6-26頁)

第五師団文庫 発行

200407／114
広島地方実地対策記事付図 東軍之部
第五師団文庫 発行

200407／115
営業人力車取締規則 岡山県令第6号

200407／116
街路取締規則 京都府令第55号

200407／117
乗合馬車取締規則 京都府令第56号

200407／118
マッカーサー司令部重要発表及指令 第2号
渉外通信社 発行

200407／119
マッカーサー司令部重要発表及指令 第4号
渉外通信社 発行

200407／120
マッカーサー司令部重要発表及指令 第5号
渉外通信社 発行
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200407／121
マッカーサー司令部重要発表及指令 第6号

昭和21年8月9日

刊・ 1部(B6-20頁)

1937年

図書(並製本)・ 1
冊(A5-44頁)

1922年

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-35頁)

渉外通信社 発行

200407／122
日本民俗 昭和12年1月号（出雲八川村の田植歌）
日本民俗協会 発行

200407／123
写真通信 大正11年6月号（英国皇太子御来朝）
大正通信社 発行

200407／124
原爆広島七年後新風景百景集写真

1952年

楠田寿一

一紙(刊)・ 1冊
(55×77㎝)

1895年

鈴木常松

一紙(刊)・ 1冊
(41×56㎝)

新時代新聞社 発行

200407／125
安芸写真図絵（其一）
鈴木常松 発行

200407／126
広島市宿舎所在地町名要図

(昭和10年代初頃)

地図・ 1冊(27×39
㎝)

広島市旅館組合 発行

200407／127
昭和産業博覧会鳥瞰図

1929年

石川弥吉

一紙・ 1冊(39×54
㎝)

博覧会協賛会 発行

200407／128
昭和産業博覧会会場配置図

1929年

刊・ 1冊(16×22
㎝)

博覧会協賛会 発行

200407／129
広島名所 大本営凱旋の図

1895年

鈴木常松

一紙・ 1冊(18×26
㎝)

1895年

鈴木常松

一紙・ 1冊(26×18
㎝)

200407／130
広島名所 饒津神社，元安橋

200407／131
明治28扶桑新聞付録日清戦争双六

明治28年

一紙(刊)・ 1点
(49×67㎝)

200407／132
出雲大社参詣道中独案内

1888年

吉川健五郎

一紙・ 1冊(41×28
㎝)

200407／133
聴取無線電話私設許可書

昭和7年6月16日

一紙(刊)・ 1枚
(16×11㎝)

1935年

刊・ 1部(24×52
㎝)

昭和20年12月24日

一紙(刊)・ 1枚
(13×10㎝)

(昭和18･19年頃)

一紙・ 2枚(各
13×7㎝)

昭和24年

一紙・ 1部(7×12
㎝)

(明治37～38年)

一紙・ 1括(18通)

広島逓信局長 発行

200407／134
国防と産業博の栞（呉市）
博覧会協賛会 発行

200407／135
昭和20年7月2日呉空襲罹災証明書
呉市長 発行

200407／136
ラジオ体操の会 参加票（西城町内）

200407／137
煙草「光」空箱展開 昭和24年「広島平和記念都市建
設法制定記念」

200407／138
日露戦争時(明治37～38)戦地からの手紙類
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200407／139
営業報告書集成 （242） ※山陽電気軌道6-23(大正
15～昭和10)18期分

大正15～昭和10年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

昭和10～19年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

大正11～昭和2年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

昭和11～20年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

大正10～昭和14年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

昭和6～18年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

営業報告書集成 第4集（369） ※岡山電気軌道38～ 昭和4～19年
68(昭和4～19)30期分,欠42

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

昭和5～18年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

大正12～昭和19年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

昭和5～18年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

大正12～昭和19年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

大正11～昭和16年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

明治40～大正8年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

明治45～昭和12年

雄松堂書店

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ・ 1リー
ル

明治22年8月

忠雅堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治25年12月

薄木保吉

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治27年10月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治27年10月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

200407／140
営業報告書集成 （246） ※中国鉄道80～96(昭和10
～19)14期分 欠86･87

200407／141
営業報告書集成 第3集（46） ※芸備鉄道22～31(大
正11～昭和2)10期分

200407／142
営業報告書集成 第3集（48） ※山陽電気軌道24～
41,43(昭和11～20)19期分

200407／143
営業報告書集成 第3集（50） ※中国鉄道52～62,86
～87(大正10～昭和14)13期分

200407／144
営業報告書集成 第4集（365） ※一畑電気鉄道35～ 昭和4～20年
68(昭和4～20)34期分

200407／145
営業報告書集成 第4集（366） ※宇部鉄道39～60,
改1～4(昭和6～18)26期分

200407／146

200407／147
営業報告書集成 第4集（370） ※尾道鉄道23～
50(昭和5～18)26期分,欠24･25

200407／148
営業報告書集成 第4集（371） ※片上鉄道8～50(大
正12～昭和19)42期分,欠40

200407／149
営業報告書集成 第4集（397） ※船木鉄道34～
61(昭和5～18)28期分,防石鉄道31～61(昭和4～
19)30期分

200407／150
営業報告書集成 第4集（404） ※米子交通(米子電
車軌道)1～41(大正12～昭和19)33期分,欠2～7･20･
40

200407／151
営業報告書集成 第3集（465） ※広島電気2～41(大
正11～昭和16)39期分呉市電･可部線,欠34

200407／152
営業報告書集成 第4集（634） ※岩国電気軌道1～
3･5～9･13～25(明治40～大正8)21期分

200407／153
営業報告書集成 第2集（117） ※芸備鉄道1～21･
52(明治45～昭和12)22期分

200407／154
日本全国汽車時間表

200407／155
通運便覧

200407／156
汽車汽船旅行案内 A № 1
月刊時刻表1号

200407／157
汽車汽船旅行案内 A № 1
1号(復刻)
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200407／158
汽車汽船旅行案内 A № 2

明治27年11月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治27年12月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治28年12月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治29年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治29年7月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治30年4月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治30年7月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治30年10月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治31年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治31年8月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治31年10月

四通社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治31年12月

四通社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治32年4月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治32年9月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治32年12月

四通社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治33年5月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治33年9月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治33年12月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治34年2月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

2号

200407／159
汽車汽船旅行案内 A № 3
3号(復刻)

200407／160
汽車汽船旅行案内 A №15

200407／161
汽車汽船旅行案内 A №18

200407／162
汽車汽船旅行案内 A №22

200407／163
汽車汽船旅行案内 A №31

200407／164
汽車汽船旅行案内 A №34

200407／165
汽車汽船旅行案内 A №37

200407／166
汽車汽船旅行案内 A №42

200407／167
汽車汽船旅行案内 A №47
（復刻）

200407／168
鉄道航海旅行案内 D № 1
創刊1号

200407／169
明治32年年中重宝 D № 4
同上4号臨時増刊

200407／170
汽車汽船旅行案内 A №55

200407／171
汽車汽船旅行案内 A №60

200407／172
明治33年年中重宝 D №19
四通社19号臨時増刊

200407／173
汽車汽船旅行案内 A №68

200407／174
汽車汽船旅行案内 A №72

200407／175
明治34年年中重宝 D №30
駿々堂30号臨時増刊

200407／176
汽車汽船旅行案内 A №77
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200407／177
汽車汽船旅行案内 A №78

明治34年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治34年11月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治34年11月

旅行安全合資会社発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治35年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治35年8月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治35年11月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治36年1月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治36年1月

旅行安全合資会社発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治36年4月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治36年5月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治36年4月

国光社発行

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

明治36年7月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治36年11月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治37年1月

精美社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

明治37年2月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治37年7月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治37年11月

交益社発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治38年4月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治38年4月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

200407／178
汽車汽船旅行案内 A №86

200407／179
旅行安全三徳表 E № 5

200407／180
汽車汽船旅行案内 A №90

200407／181
汽車汽船旅行案内 A №95

200407／182
汽車汽船旅行案内 A №98

200407／183
汽車汽船旅行案内 A №100
（復刻）

200407／184
汽車汽船旅行便覧 E №20

200407／185
汽車汽船旅行案内 A №103

200407／186
汽車汽船旅行案内（複製）
（複製）

200407／187
鉄道分割時間表 №24
国光社発行

200407／188
汽車汽船旅行案内 A №106

200407／189
鉄道航路旅行案内 D №70

200407／190
旅のつれづれ №1

精美社 明治37年1月20日発行1号のみ

200407／191
汽車汽船旅行案内 A №113

200407／192
汽車汽船旅行案内 A №118
（復刻）

200407／193
最新時間表 旅行 B №42

200407／194
汽車汽船旅行案内 A №127

200407／195
汽車汽船旅行案内 A 号外
明治38年7月10日改正 薄冊子
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200407／196
汽車汽船旅行案内 A №132

明治38年9月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治38年9月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治38年12月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治39年2月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治39年4月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治39年10月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治39年12月

交益社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治40年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治40年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治40年6月

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治40年11月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治40年12月

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治41年3月

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治41年8月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治41年11月

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治42年4月

大阪毎日新聞社

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

明治42年9月

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治42年10月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治43年5月

交益社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

200407／197
鉄道航路旅行案内 D №93

200407／198
鉄道航路旅行案内（複製）
（複製）

200407／199
汽車汽船旅行案内 A №137

200407／200
汽車汽船旅行案内 A №139
（復刻）

200407／201
汽車汽船旅行案内 A №145

200407／202
最新時間表 旅行 B №68

200407／203
汽車汽船旅行案内 A №150
（復刻）

200407／204
汽車汽船旅行案内 A №151

200407／205
鉄道汽船旅行案内 C № 1
博文館 創刊1号

200407／206
汽車汽船旅行案内 A №158

200407／207
鉄道汽船旅行案内 C № 7

200407／208
鉄道汽船旅行案内 C № 2-3

200407／209
汽車汽船旅行案内 A №167

200407／210
鉄道汽船旅行案内 C № 2-11

200407／211
旅のしるべ
大阪毎日新聞臨時付録

200407／212
鉄道汽船旅行案内 C №3-10

200407／213
汽車汽船旅行案内 A №181

200407／214
鉄道船舶旅行案内 B №109
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200407／215
鉄道船舶旅行案内 B №112

明治43年8月

交益社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治43年11月

交益社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治44年1月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治44年4月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治44年9月

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治44年12月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治45年3月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

明治45年6月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正元年9月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正元年10月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正2年1月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正2年2月

交益社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正2年5月

博文堂

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

大正2年12月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正3年1月

庚寅新誌社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正3年4月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正3年9月

博文堂

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

大正3年11月

交益社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正4年2月

中央出版社

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

200407／216
鉄道船舶旅行案内 B №115

200407／217
汽車汽船旅行案内 A №196

200407／218
鉄道航路旅行案内 D №162

200407／219
鉄道汽船旅行案内 C №5-9

200407／220
汽車汽船旅行案内 A №207

200407／221
汽車汽船旅行案内 A №210

200407／222
列車時刻表 鉄道院

200407／223
汽車汽船旅行案内 A №216

200407／224
鉄道航路旅行案内 D №184

200407／225
大正2年年中重宝 D

200407／226
鉄道船舶旅行案内 B №142

200407／227
鉄道汽船旅行案内 C №7-5

200407／228
列車時刻表 鉄道院
（復刻）大正2年12月16日訂補

200407／229
汽車汽船旅行案内 A №232

200407／230
列車時刻表 鉄道院
大正3年4月訂補

200407／231
鉄道汽船旅行案内 C №8-9

200407／232
鉄道船舶旅行案内 B №163

200407／233
鉄道汽船旅行案内 №3-2
中央出版社発行
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200407／234
公認汽車汽船旅行案内 A №245

大正4年2月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正4年3月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正4年5月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正4年7月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正4年10月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正4年10月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正4年11月

内外旅行株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正5年4月

内外旅行株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正5年6月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正5年7月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正5年7月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正5年8月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正6年3月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正6年5月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正6年10月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正7年6月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正7年9月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正7年10月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

（復刻）

200407／235
公認汽車汽船旅行案内 A №246
（復刻）

200407／236
列車時刻表 鉄道院
（復刻）大正4年5月10日訂補

200407／237
公認汽車汽船旅行案内 A №250

200407／238
公認汽車汽船旅行案内 A №253

200407／239
列車時刻表 鉄道院
（復刻）大正4年10月25日訂補

200407／240
遊覧旅行案内
奉祝御大典記念

200407／241
遊覧旅行案内
裏表紙欠

200407／242
公認汽車汽船旅行案内 A №261

200407／243
鉄道航路旅行案内 D №237

200407／244
列車時刻表 鉄道院
（復刻）大正5年7月訂補

200407／245
公認汽車汽船旅行案内 A №263

200407／246
公認汽車汽船旅行案内 A №270

200407／247
公認汽車汽船旅行案内 A №272
表紙・裏表紙欠

200407／248
公認汽車汽船旅行案内 A №277

200407／249
列車時刻表 鉄道院
（復刻）大正7年6月訂補

200407／250
公認汽車汽船旅行案内 A №288

200407／251
公認汽車汽船旅行案内 A №289
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200407／252
公認汽車汽船旅行案内 A №298

大正8年7月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正8年11月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正9年11月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正10年8月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正10年10月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正11年3月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正11年6月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正11年7月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正11年10月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正11年10月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正11年10月

満鮮旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

大正12年6月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正12年7月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正12年7月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正13年1月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正13年3月

国鉄

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正14年1月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正14年4月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

表紙一部欠

200407／253
公認汽車汽船旅行案内 A №302

200407／254
公認汽車汽船旅行案内 A №314

200407／255
公認汽車汽船旅行案内 A №323

200407／256
公認汽車汽船旅行案内 A №325

200407／257
列車時刻表 鉄道省
（復刻）大正11年3月訂補

200407／258
列車時刻表 鉄道省
（復刻）大正11年6月訂補

200407／259
公認汽車汽船旅行案内 A №334

200407／260
鉄道航路旅行案内 D №313

200407／261
列車時刻表 鉄道省
（復刻）大正11年10月訂補

200407／262
満鮮旅行案内 №160
満鮮旅行案内社発行

200407／263
列車時刻表 鉄道省
大正12年6月訂補

200407／264
列車時刻表 鉄道省
大正12年7月訂補

200407／265
公認汽車汽船旅行案内 A №346
（復刻）

200407／266
公認汽車汽船旅行案内 A №351

200407／267
列車時刻表 鉄道省
大正13年3月訂補

200407／268
公認汽車汽船旅行案内 A №363

200407／269
汽車時間表 J №1
（復刻）現JTB 1号
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200407／270
汽車時間表 J №4

大正14年7月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正14年7月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正14年12月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正15年1月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

大正15年8月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

大正15年12月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

大正16年1月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和2年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

昭和3年3月

大阪仕入案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和3年5月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和3年9月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

昭和3年11月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和4年5月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和4年6月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

昭和5年1月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和5年3月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和5年5月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和5年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

現JTB 4号

200407／271
公認汽車汽船旅行案内 A №369

200407／272
汽車時間表 J №9

200407／273
汽車時間表 J №10

200407／274
公認汽車汽船旅行案内 A №382

200407／275
汽車時間表 J №21
（業務用）大正15年8月から新書判に

200407／276
公認汽車汽船旅行案内 A №387
（復刻）

200407／277
汽車時間表 J №31

200407／278
大阪仕入案内 №21-3
付録汽車時間表（創刊 明治41年）

200407／279
鉄道航路旅行案内 D №381

200407／280
汽車時間表 J №42

200407／281
公認汽車汽船旅行案内 A №409

200407／282
公認汽車汽船旅行案内 A №415
（復刻）

200407／283
汽車時間表 J №51

200407／284
公認汽車汽船旅行案内 A №423

200407／285
公認汽車汽船旅行案内 A №425

200407／286
公認汽車汽船旅行案内 A №427
メートル法実施賃金改正

200407／287
汽車時間表 J №67
（復刻）
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200407／288
改正汽車時間表

昭和5年10月

大阪朝日新聞社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和6年6月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和6年9月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

昭和7年5月

大阪仕入案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和7年7月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和7年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和8年2月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和8年6月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和8年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和9年3月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和9年5月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(新書)

昭和9年6月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和9年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和9年12月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和10年4月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和10年10月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和10年11月

大阪仕入案内社

図書(並製本)・ 1
冊(18.5×16.0)

昭和10年12月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和11年1月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和5年10月1日改正

200407／289
汽車汽船旅行案内 A №440
（復刻）「公認」外れる

200407／290
汽車時間表 J №78

200407／291
大阪仕入案内 №25-5
（復刻）付録汽車時間表

200407／292
汽車時間表 J №88
昭和7年4月からマス判に

200407／293
汽車時間表 J №91

200407／294
汽車時間表 J №95

200407／295
汽車汽船旅行案内 A №464

200407／296
汽車時間表 J №103

200407／297
汽車汽船旅行案内 A №473

200407／298
旅行案内横組時間表 №97

200407／299
汽車時間表 J №111

200407／300
汽車時間表 J №115

200407／301
汽車時間表 J №117
時刻大改正号

200407／302
汽車時間表 J №121

200407／303
汽車汽船旅行案内 A №492

200407／304
大阪仕入案内 №28-11

200407／305
汽車時間表 J №129
時間大改正

200407／306
汽車時間表 J №130
（事務用）
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200407／307
汽車時間表 J №135

昭和11年6月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和11年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和12年5月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和12年9月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和13年1月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和13年4月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和13年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和13年12月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和14年4月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和14年8月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和14年12月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和15年1月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和15年5月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和15年10月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和16年3月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和16年6月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和16年8月

日本旅行協会（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和16年10月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和16年12月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

200407／308
汽車時間表 J №139

200407／309
汽車時間表 J №146

200407／310
汽車時間表 J №150
（事務用）

200407／311
汽車時間表 J №154

200407／312
汽車時間表 J №157

200407／313
汽車時間表 J №163

200407／314
汽車時間表 J №165

200407／315
時間表 J №169
今号から改題,A5判に

200407／316
時間表 J №173

200407／317
汽車汽船旅行案内 A №542
（復刻）11月15日大改正

200407／318
汽車汽船旅行案内 A №543
時間大改正

200407／319
時間表 J №182

200407／320
時間表 J №187

200407／321
時間表 J №192

200407／322
汽車汽船旅行案内 A №560

200407／323
時間表 J №197

200407／324
時間表 J №199
東亜旅行社に社名変更

200407／325
時間表 J №201
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200407／326
時間表 J №207

昭和17年6月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和17年8月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和17年10月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和17年11月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和17年11月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和17年2月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和17年7月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和18年2月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和18年3月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和18年4月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和18年6月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和18年7月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和18年8月

旅行案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和18年10月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和18年11月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和19年5月

東亜旅行社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和19年10月

東亜交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和19年12月

東亜交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

200407／327
汽車汽船旅行案内 A №574
大阪駿々堂版合同

200407／328
汽車汽船旅行案内 A №576
24時制号10/11実施（復刻）

200407／329
時刻表 J №212
24時制実施

200407／330
時刻表 J 鉄道省
鉄道七十年記念

200407／331
華北蒙彊汽車時間表

200407／332
満州支那汽車時間表 №13-7
（新人物往来社復刻）

200407／333
汽車汽船旅行案内 A №580

200407／334
時刻表 J №216
（復刻）

200407／335
汽車汽船旅行案内 A №582

200407／336
時刻表 J №219

200407／337
時刻表 J №220

200407／338
汽車汽船旅行案内 A №586
№593（昭和19年3月号）で終刊

200407／339
時刻表 J №223

200407／340
時刻表 J №224

200407／341
時刻表 J 鉄道総局
2号 運輸通信省鉄道総局事務用

200407／343
時刻表 J №233
4号 改正号 東亜交通公社に改称

200407／344
時刻表 J №235
5号
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200407／345
朝鮮鉄道時間表

昭和19年10月

朝鮮総督府交通局発行（復刻）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和20年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和20年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和20年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和20年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和20年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和21年2月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和21年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和21年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和21年9月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和21年11月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和21年12月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和22年1月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年3月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年5月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

200407／346
時刻表 J №238
1号 日本交通公社に改称

200407／347
時刻表 J 鉄道総局
1号 鉄道総局事務用

200407／348
時刻表 J №238
1号 （JTB復刻）

200407／349
時刻表 J 鉄道総局
1号 （新人物往来社復刻）

200407／350
時刻表 J 鉄道総局
1号 （コピー）

200407／351
時刻表 J №243
21年2月号 2.1改正号

200407／352
列車時刻表 J №247
（復刻）英文 21年6月号

200407／353
時刻表 J №249
21年8月号

200407／354
旅行案内 №2
日本研究社発行

200407／355
旅行案内 №3

200407／356
時刻表 J №251
21年12月号 改正号

200407／357
旅行案内 №5
最新時刻改正

200407／358
旅行案内 №7
最新改正時刻

200407／359
旅行案内 №8
時刻改正特大号

200407／360
主要駅時刻表 J №255

200407／361
主要駅時刻表 J №256
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200407／362
旅行案内 №10

昭和22年7月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年10月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年12月

日本研究社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和22年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和22年12月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和23年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和23年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和23年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和23年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和24年1月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和24年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和24年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和24年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和24年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

7/7運賃値上げ

200407／363
主要駅時刻表 J №257

200407／364
主要駅時刻表 J №258

200407／365
改正全国時刻表 J

200407／366
主要駅時刻表 J №259

200407／367
旅行案内 №12

200407／368
旅行案内 №13

200407／369
時刻表 J №261
大型特編号

200407／370
主要駅時刻表 J №262

200407／371
時刻表 J №265
全国各駅

200407／372
時刻表 J №269
戦後初の本格的ダイヤ改正

200407／373
主要駅時刻表 J №271

200407／374
主要駅時刻表 J №2-7
大阪支社 9/20発行

200407／375
時刻表 J №275

200407／376
時刻表 J №280

200407／377
時刻表 J №283
特急「平和」誕生

200407／378
時刻表 J №284
増補大改正号

200407／379
時刻表 J №285
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200407／380
時刻表 J №291

昭和25年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和25年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和26年4月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和26年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和26年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和27年1月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和27年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和27年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和28年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和28年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和29年1月

駿々堂

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和29年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和29年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和29年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和30年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和30年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和31年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和31年12月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

車窓展望図付

200407／381
時刻表 J №296
大改正号

200407／382
全国時刻表 D №19
改正号

200407／383
時刻表 J №303

200407／384
時刻表 J №305

200407／385
時刻表 J №311

200407／386
時刻表 J №315
（復刻） 駐留軍専用列車が一般解放

200407／387
時刻表 J №319

200407／388
時刻表 J №325
特急「かもめ」誕生

200407／389
時刻表 J №333
時刻大改正号

200407／390
全国時刻表 D №52

200407／391
時刻表 J №338

200407／392
時刻表 J №341

200407／393
時刻表 J №344
10月1日改正号 愛称名急行誕生

200407／394
時刻表 J №354
東海道本線時刻大改正

200407／395
時刻表 J №357

200407／396
時刻表 J №369
（復刻）

200407／397
時刻表 J №370
全国大改正号 東海道全線電化
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200407／398
時刻表 J №374

昭和32年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和32年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和33年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和33年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和33年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和33年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和34年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和34年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和34年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和34年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和35年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和35年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和36年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和36年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和36年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和37年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和37年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

改正運賃表つき

200407／399
時刻表 J №380
全国列車時刻大改正号

200407／400
時刻表 J №386
山陽線電化時刻改正号

200407／401
時刻表 J №388

200407／402
時刻表 J №392
全国ダイヤ改正号

200407／403
時刻表 J №393
電車特急こだま運転

200407／404
時刻表 J №399

200407／405
時刻表 J №400

200407／406
時刻表 J №401
（復刻）

200407／407
時刻表 J №404
全国ダイヤ改正号

200407／408
時刻表 J №413
新運賃・料金表

200407／409
時刻表 J №416
山陽・宇野線電化ダイヤ改正

200407／410
時刻表 J №422
改正運賃・料金表

200407／411
時刻表 J №427
（復刻）

200407／412
時刻表 J №428
全国ダイヤ改正号 別冊付録

200407／413
時刻表 J №434
別冊付録付

200407／414
時刻表 J №436
広島電化改正 別冊付録付
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200407／415
時刻表 J №440

昭和37年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和38年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和38年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和38年8月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和38年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和38年11月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和39年2月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和39年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和39年8月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和39年8月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和39年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和39年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和40年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和40年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和40年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和41年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和41年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

全国ダイヤ改正 別冊付録付

200407／416
時刻表 J №447
ダイヤ改正 別冊付録付

200407／417
時刻表 J №450
見やすくなった増大号

200407／418
全国観光時間表 k №4

200407／419
時刻表 J №452
全国ダイヤ改正号

200407／420
観光時間表 k №7

200407／421
観光時間表 k №10

200407／422
時刻表 J №458
全国ダイヤ改正号

200407／423
観光時間表 k №16

200407／424
バス時間表 L №4

200407／425
時刻表 J №463
（復刻）

200407／426
時刻表 J №464
新幹線開業 大改正号

200407／427
時刻表 J №470

200407／428
時刻表 J №476
全国ダイヤ大改正号

200407／429
時刻表 J №477
新幹線増発・スピードアップ

200407／430
時刻表 J №482
国鉄運賃・料金改正

200407／431
時刻表 J №488
新幹線増発 ダイヤ改正号
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200407／432
大時刻表 k №48

昭和42年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和42年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和42年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和42年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和43年1月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和43年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和44年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和44年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和44年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和44年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和45年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和45年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和45年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和45年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和46年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和46年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和46年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和46年11月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

国鉄ダイヤ改正

200407／433
時刻表 J №499

200407／434
時刻表 J №500
判型をB5に拡大 500号記念号

200407／435
大時刻表 k №54
国鉄ダイヤ大改正

200407／436
時刻表 J 国鉄

200407／437
時刻表 J №512

200407／438
時刻表 J №519
4/25ダイヤ改正号

200407／439
時刻表 J №519（519 ２種発行）
運賃改定 1.2等廃止

200407／440
時刻表 J №520
運賃改定 1.2等廃止

200407／441
時刻表 J №524
全国ダイヤ大改正

200407／442
時刻表 J №529

200407／443
時刻表 J №530

200407／444
時刻表 J №534

200407／445
時刻表 J №536
全国ダイヤ大改正

200407／446
時刻表 J №542

200407／447
時刻表 J №543

200407／448
時刻表 J №548

200407／449
ダイヤエース時刻表 k №103
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200407／450
時刻表 J №552

昭和47年2月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和47年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和47年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和48年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和48年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和48年5月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和48年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和49年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和49年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和50年2月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和50年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和50年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

昭和50年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和50年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和51年2月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和51年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和51年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和51年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和51年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

200407／451
時刻表 J №553
3/15新幹線岡山開業

200407／452
時刻表 J №560

200407／453
時刻表 J №565

200407／454
時刻表 J №566

200407／455
時刻表 J №567

200407／456
時刻表 J №572

200407／457
時刻表 J №578

200407／458
時刻表 J №584
改定運賃・料金・新営業案内

200407／459
時刻表 J №588

200407／460
時刻表 J №589
3/10新幹線博多開業

200407／461
大時刻表 k №143
A4判に拡大 新幹線博多開業

200407／462
時刻表 J №595

200407／463
時刻表 J №597

200407／464
時刻表 J №600
600号記念号

200407／465
時刻表 J №601

200407／466
時刻表 J №605

200407／467
時刻表 J №608

200407／468
大時刻表 k №162
10/1国鉄ダイヤ改正
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200407／469
大時刻表 k №165

昭和52年1月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

昭和52年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和52年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和53年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和53年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和53年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和54年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和54年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和55年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和55年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

昭和56年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和56年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和57年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和57年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和58年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和58年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和59年1月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和59年5月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

昭和59年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和59年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

200407／470
時刻表 J №613

200407／471
時刻表 J №620

200407／472
時刻表 J №625

200407／473
時刻表 J №630

200407／474
時刻表 J №632

200407／475
時刻表 J №641

200407／476
時刻表 J №644

200407／477
時刻表 J №656

200407／478
大時刻表 k 東急観光

200407／479
時刻表 J №661

200407／480
時刻表 J №667

200407／481
時刻表 J №677

200407／482
時刻表 J №681
全国ダイヤ大改正号

200407／483
時刻表 J №685

200407／484
時刻表 J №693

200407／485
時刻表 J №695

200407／486
大時刻表 k №253
国鉄新運賃・料金掲載

200407／487
時刻表 J №700

200407／488
時刻表 J 国鉄
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200407／489
時刻表 J №709

昭和60年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和60年6月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和60年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和60年12月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和61年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和61年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

昭和62年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年5月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年6月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年7月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和62年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和63年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

200407／490
時刻表 J №712

200407／491
時刻表 J №716

200407／492
時刻表 J 国鉄
可部線初のスキー列車運転

200407／493
時刻表 J №721

200407／494
時刻表 J №729

200407／495
大時刻表 k №287
A4判最終号

200407／496
時刻表 J №734
4/1JR旅客会社開業記念号

200407／497
JR時刻表 k №288
新旅客会社スタート

200407／498
JR時刻表 k 国鉄
新旅客会社スタート

200407／499
JR時刻表 k №289
JRグループ編集第1号

200407／500
JR時刻表 k №290

200407／501
時刻表 J №737

200407／502
時刻表 J №738

200407／503
JR時刻表 k №294
10/2JR四国ダイヤ改正

200407／504
時刻表 J №741

200407／505
JR時刻表 k JR東日本
国際線航空ダイヤ新掲載

200407／506
JR時刻表 k №299
3/13JR全国ダイヤ改正
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200407／507
時刻表 J №745

昭和63年3月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和63年4月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和63年8月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和63年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和63年11月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成元年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成元年8月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成2年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成2年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成2年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成2年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成3年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成3年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成3年11月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成4年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成4年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成4年10月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成5年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成5年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

3/13・4/10JR全国ダイヤ改正

200407／508
時刻表 J №746
瀬戸大橋線4/10開業

200407／509
JR時刻表 k №304
今月から2色刷

200407／510
時刻表 J №751
ソウルオリンピック開催

200407／511
時刻表 J №753
新JTB誕生記念号

200407／512
JR時刻表 k №311

200407／513
JR時刻表 k №316

200407／514
JR時刻表 k №323

200407／515
JR時刻表 k №324

200407／516
時刻表 J №774

200407／517
JR時刻表 k テレコム
11/21岡山地区ダイヤ改正

200407／518
JR時刻表 k №335

200407／519
JR時刻表 k №336

200407／520
JR時刻表 k №343

200407／521
JR時刻表 k №347

200407／522
JR時刻表 k №348

200407／523
時刻表 J №800
800号記念号

200407／524
JR時刻表 k №359

200407／525
JR時刻表 k テレコム

29

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／526
JR時刻表 k №371

平成6年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成6年9月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成6年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成7年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成7年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成7年5月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成7年7月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成8年2月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成8年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成8年8月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成8年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成9年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成9年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成9年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成10年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成10年6月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成10年7月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成10年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成11年1月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成11年2月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

200407／527
時刻表 J №823

200407／528
JR時刻表 k №380

200407／529
JR時刻表 k №383

200407／530
JR時刻表 k №384

200407／531
JR時刻表 k 日本旅行

200407／532
JR時刻表 k №387

200407／533
JR時刻表 k №394

200407／534
JR時刻表 k №395

200407／535
時刻表 J №846

200407／536
JR時刻表 k №416

200407／537
JR時刻表 k №407

200407／538
JR時刻表 k 日本旅行

200407／539
JR時刻表 k 416

200407／540
JR時刻表 k №419

200407／541
JR時刻表 k №422

200407／542
JR時刻表 k №423

200407／543
JR時刻表 k JR東海
10/3JR西日本ダイヤ改正

200407／544
JR時刻表 k №429

200407／545
JR時刻表 k №430
3/13 700系登場
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200407／546
JR時刻表 k №431

平成11年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成11年6月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成11年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成11年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成12年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成12年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成13年1月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成13年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成13年6月4日現在

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成13年7月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成13年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成14年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成14年4月臨

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成14年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成15年3月臨

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(A4)

平成15年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成15年12月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

3/13 700系登場

200407／547
JR時刻表 k №434
7/1 700系拡大

200407／548
JR時刻表 k №438
10/2新幹線ダイヤ改正

200407／549
JR時刻表 k №440

200407／550
JR時刻表 k №443

200407／551
JR時刻表 k №450

200407／552
時刻表 J №900
900号記念号

200407／553
JR時刻表 k №455

200407／554
文字の大きな時刻表 vol.1
8/11発行 トラベルMOOK

200407／555
JR時刻表 k №459

200407／556
JR時刻表 k №462

200407／557
JR時刻表 k №468
芸備線急行ちどり廃止

200407／558
大きな数字の時刻表
3/23改正収録

200407／559
JR時刻表 k №474
10/5JR西日本ダイヤ改正

200407／560
大きな時刻表 J
3/15JR西日本ダイヤ改正

200407／561
JR時刻表 k №486
10/1のぞみ増発・品川駅開業

200407／562
時刻表 J №935
JR西改正・可部線一部廃止
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200407／563
JR時刻表 k №491

平成16年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成16年9月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成16年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成16年12月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成17年3月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成17年10月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成18年1月

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

平成18年4月

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

1937年4月

JAPANESE GOVERNMENT
RAILWAYS

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

1939年2月

JAPANESE GOVERNMENT
RAILWAYS

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

1950年5月

Japanese National Railways

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

1951年7月

JAPANESE NATIONNAL
RAILWAYS

図書(並製本)・ 1
冊(ﾏｽ)

昭和20年11月1日

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和20年12月1日

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和22年5月1日

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B5)

昭和25年10月改正

列車運行ダイヤ普及協会

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和44年12月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

3/13改正 山口線快速新設

200407／564
JR時刻表 k 日本旅行
三江線スピードダウン改正

200407／565
JR時刻表 k №498

200407／566
JR時刻表 k №500
500号記念号

200407／567
JR時刻表 k №503
3/1JRダイヤ改正

200407／568
時刻表 J №510
10/1JRダイヤ改正

200407／569
私鉄時刻表（西日本）

200407／570
JR時刻表 k №516
3/18JRダイヤ改正

200407／571
JAPAN CONDENSED TIME TABLE ON PRINCIPAL
LINES

200407／572
JAPAN CONDENSED TIME TABLE ON PRINCIPAL
LINES

200407／573
JNR CONDENSED TIME TABLES

200407／574
JNR CONDENSED PASSENGER TRAIN TIME
TABLES

200407／575
時刻表 関東地方主要線 第21巻第5号

200407／576
時刻表 関東地方主要線 第21巻第6号

200407／577
時刻表 関東地方主要線 第22巻第1号（通巻242号） 昭和21年1月1日

200407／578
時刻表 時刻改正特輯号 第22巻第11号（通巻第250 昭和21年11月1日
号）

200407／579
時刻表 東京中心 第23巻第5号（通巻第254号）

200407／580
列車運行図表 西日本編

200407／581
ダイヤエース時刻表 第7巻第12号（通巻第80号）
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200407／582
ダイヤエース時刻表 第9巻第3号（通巻第95号）

昭和46年3月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和47年7月1日

東京交通案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和47年11月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和48年3月1日

交通案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和49年9月1日

交通案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和50年9月1日

交通案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和50年12月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和51年12月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

昭和56年8月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

1987年4月1日

JR西日本

図書(並製本)・ 1
冊(210×115)

平成元年4月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

平成3年7月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

平成4年5月1日

交通案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

平成4年7月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

平成5年10月1日

交通案内社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

平成5年12月1日

弘済出版社

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

1999年8月1日

日本交通公社（JTB）

図書(並製本)・ 1
冊(B6)

200407／583
日本時刻表 通巻262号

200407／584
ダイヤエース時刻表 第10巻第11号（通巻115号）

200407／585
日本時刻表 通巻270号

200407／586
日本時刻表 通巻288号

200407／587
日本時刻表 通巻300号

200407／588
コンパス時刻表 第27巻第12号（通巻316号）

200407／589
コンパス時刻表 第28巻12号（通巻328号）

200407／590
コンパス時刻表 第33巻第8号（通巻384号）

200407／591
JR西日本時刻表 西日本ﾄﾗﾍﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ付
JR西日本発足記念号

200407／592
コンパス時刻表 第41巻4号（通巻476号）

200407／593
コンパス時刻表 第43巻7号（通巻505号）

200407／594
日本時刻表 通巻500号

200407／595
コンパス時刻表 第44巻7号（通巻517号）

200407／596
日本時刻表 通巻517号

200407／597
コンパス時刻表 第45巻12号（通巻534号）

200407／598
もち歩き時刻表 第50巻第8号

200407／599
「駅弁票」に見る鉄道の歩み１

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B5)

200407／600
「駅弁票」に見る鉄道の歩み２

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B5)

200407／601
「駅弁票」に見る鉄道の歩み３

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)
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200407／602
「駅弁票」に見る鉄道の歩み４

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

200407／603
「駅弁票」に見る鉄道の歩み５

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

200407／604
駅弁票（戦後昭和20年代～40年代）

昭和20年代～40年代

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4)

昭和40年～平成初期

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

200407／605
駅弁票（昭和40年～平成初期）

200407／606
写真集「中国地方の蒸気機関車」

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

長船友則

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

鉄道友の会中国支部 企画･編
集

ｱﾙﾊﾞﾑ・ 1冊
(27×35)

200407／607
写真集「中国地方の鉄道」１

200407／608
写真集「中国地方の鉄道」２

200407／609
写真集「中国地方の鉄道」３

200407／610
写真集 可部線（可部・三段峡間）１

200407／611
写真集 可部線（可部・三段峡間）２

200407／612
写真集 可部線（可部・三段峡間）３

200407／613
写真集 思い出の宇品線

200407／614
写真集 蒸気特急「かもめ」の思い出

昭和36年10月

200407／615
国鉄乗車券Ａ及Ｂ型券（昭和元～20年）

昭和元～20年

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

昭和21～40年

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

昭和41～55年

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

昭和56～平成5年

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／616
国鉄乗車券Ａ及Ｂ型券（昭和21～40年）

200407／617
国鉄乗車券Ａ及Ｂ型券（昭和41～55年）

200407／618
国鉄・ＪＲ乗車券Ａ及Ｂ型券（昭和56～平成5年）

200407／619
国鉄・ＪＲ乗車券（軟券）

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／620
国鉄・ＪＲ普通入場券

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／621
Ｂ形横線入場券・軟式金額常備券

34

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／622
国鉄乗車券Ｄ型券（昭和元～60年）

昭和元～60年

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／623
中国地方私鉄乗車券１

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／624
中国地方私鉄乗車券２

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／625
井笠鉄道・下津井電鉄乗車券

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／626
片上鉄道乗車券類集成

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／627
広島電鉄(株)乗車券類集成

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／628
下関・呉・岡山市内電車乗車券

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／629
国鉄宇品線乗車券

ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ・ 1冊
(A4)

200407／630
〔記念乗車券集成〕

ｱﾙﾊﾞﾑ・ 5冊(B5)

200407／631
鳥取案内

明治45年6月1日

本城常雄

図書(並製本)・ 1
冊(A5-161頁)

鳥取市役所 発行

200407／632
鳥取県産業案内

明治45年5月18日

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-167
頁)

鳥取県内務部 発行

200407／633
鳥取県の温泉

大正13年2月11日

武良 禎

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-51
頁)

鳥取県温泉協会 発行

200407／634
岩井温泉案内記

明治44年7月1日

図書(並製本)・ 1
冊(21×14㎝-30
頁)

岩井温泉宿屋組合 発行

200407／635
因幡岩井温泉誌

明治45年5月21日

芝岡節太郎

図書(並製本)・ 1
冊(15×10㎝-40
頁)

大正2年9月5日

芝岡節太郎

図書(並製本)・ 1
冊(15×10㎝-59
頁)

大正4年10月22日

山本寛一

図書(並製本)・ 1
冊(15×10㎝-39
頁)

大正9年4月20日

山田十太郎

図書(並製本)・ 1
冊(14×9㎝-42頁)

岩井温泉組合事務所 発行

200407／636
因幡岩井温泉誌
岩井温泉組合事務所 発行

200407／637
因幡岩井温泉誌
岩井温泉組合事務所 発行

200407／638
因幡岩井温泉誌
岩井温泉組合事務所 発行
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200407／639
因幡岩井温泉誌

大正11年10月25日

山田十太郎

図書(並製本)・ 1
冊(14×9㎝-42頁)

大正14年5月15日

山田十太郎

図書(並製本)・ 1
冊(13×9㎝-40頁)

昭和2年6月25日

木島源義

図書(並製本)・ 1
冊(19×11㎝-52
頁)

昭和5年7月25日

木島源義

図書(並製本)・ 1
冊(19×11㎝-51
頁)

大正3年6月13日

柴田文次郎

図書(並製本)・ 1
冊(B6-122頁)

大正12年6月5日

松田亀三郎

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-208
頁)

岩井温泉組合事務所 発行

200407／640
因幡岩井温泉誌
岩井温泉組合事務所 発行

200407／641
因幡岩井温泉誌

岩井温泉組合事務所 発行

200407／642
因幡岩井温泉誌
岩井温泉組合事務所 発行

200407／643
米子案内記
笹鹿精真堂 発行

200407／644
皆生温泉案内

今井書店 発行（米吾広告(P.21)，皆生･米子間自動車発着並賃金表(P.143),折込電車計画路線図）

200407／645
米子案内

大正13年4月11日

米子町役場

図書(並製本)・ 1
冊(19×10㎝-276
頁)

米子町役場 発行（法勝寺鉄道広告(P.125),米吾広告(P.15),米子電車広告）

200407／646
米子案内

昭和3年11月10日

米子市役所

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-161
頁)

昭和7年7月1日

石川憲一

図書(並製本)・ 1
冊(16×9㎝-104
頁＋広告)

大正15年12月15日

岩城弘毅

図書(並製本)・ 1
冊(15×9㎝-138
頁)

米子市役所 発行

200407／647
因美案内
因美線鉄道全通協賛会 発行

200407／648
山陰線旅行名所名産案内
修文社 発行（時刻表20頁含む）

200407／649
島根県案内記

明治36年3月12日

図書(並製本)・ 1
冊(B6-91頁)

5回内国博島根県出品協会 発行

200407／650
島根県名勝誌

明治41年7月3日

奥原福市

図書(並製本)・ 1
冊(B6-215頁)

明治41年11月3日

奥原福市

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-262
頁)

大正10年4月15日

奥原福市

図書(並製本)・ 1
冊(B6-126頁)

有田傳助 発行

200407／651
島根県遊覧案内

川岡清助 発行

200407／652
島根県名勝案内
有田傳助 発行

200407／653
島根県案内

大正13年4月10日
島根県 発行
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200407／654
水郷松江

昭和9年7月25日

佐藤力之助

図書(並製本)・ 1
冊(A6-80頁)

大正14年9月10日

石川源市

図書(並製本)・ 1
冊(17×9㎝-50頁)

昭和28年

大田柿葉

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-88
頁)

山陰観光社 発行

200407／655
大社町案内
大社町役場 発行

200407／656
観光出雲

一畑電気鉄道(株) 発行

200407／657
出雲簸川名勝案内

明治43年10月

図書(並製本)・ 1
冊(B6-29頁)

須谷旅館 発行

200407／658
萩案内

大正14年4月3日

粟屋芳亮

図書(並製本)・ 1
冊(B6-179頁)

大正10年9月25日

大島濤声

図書(並製本)・ 1
冊(17×9㎝-116
頁)

昭和5年4月10日

脇 清吉

図書(並製本)・ 1
冊(14×9㎝-56頁)

山根林太郎

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-88頁)

日本太郎社 発行

200407／659
石見潟
石見史会 発行

200407／660
しまね旅行必携

山陰改造社 発行（各地間バス時刻表）

200407／661
岡山案内記

明治28年5月7日

4回内国博岡山共賛会 発行（明治27年11月山陽鉄道時刻表,明治28年3月賃金表）

200407／662
岡山名勝

明治36年3月10日

山根林太郎

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-9枚)

5回内国博岡山協賛会 発行（中国鉄道広告，山陽鉄道岡山発時刻表，人力車賃銭表）

200407／663
岡山市写真帖

大正15年5月

図書(並製本)・ 1
冊(A5横-70頁)

岡山市役所 発行

200407／664
岡山の遊覧

昭和4年1月12日

宇垣武治

図書(並製本)・ 1
冊(B6-170頁)

昭和8年11月30日

岡山市産業課

図書(並製本)・ 1
冊(19×13㎝-140
頁)

昭和9年4月1日

岡山市産業課

図書(並製本)・ 1
冊(18×11㎝-64
頁)

明治43年8月30日

小野田嘉久二

図書(並製本)・ 1
冊(A5-38頁)

昭和4年12月10日

高木正三生

図書(並製本)・ 1
冊(17×10㎝-125
頁)

細謹社 発行

200407／665
岡山と産業
岡山市産業課 発行

200407／666
備前をかやま

岡山市産業課 発行

200407／667
備中高松遊覧の栞
田中書籍店 発行

200407／668
津山市
小田萬壽太郎 発行
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200407／669
津山案内

昭和11年3月20日

入矢秀治

図書(並製本)・ 1
冊(18×11㎝-171
頁)

昭和11年6月1日

宇垣武治

図書(並製本)・ 1
冊(B6-171頁)

大正2年8月30日

渡辺知水

図書(並製本)・ 1
冊(B6-140頁)

津山市書籍親交舎 発行

200407／670
児島めぐり
岡山旅行協会 発行

200407／671
岡山琴平間沿道名勝案内記
備讃実業新報社 発行

200407／672
広島独案内 全

江戸期

和装本・ 1冊(A564丁)

写本（彩色図入）,「吉川邑竹内」の記名有り

200407／673
広島名所

明治28年4月20日

園田逸太郎

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-54頁)

橋本實郎

図書(並製本)・ 1
冊(B6-198頁)

松村善助 発行，「岡田和生」の記名有り

200407／674
広島みやげ

明治35年6月23日

友田藤助 発行，復刻（山陽鉄道広告(P.29),明治35年3月時刻表(P.16)）

200407／675
増訂版広島みやげ

明治38年8月1日

藤谷寅蔵

図書(並製本)・ 1
冊(B6-149頁)

明治43年9月30日

5回畜産馬匹共進会

図書(並製本)・ 1
冊(A5-338頁)

大正2年3月10日

吉田直次郎

図書(並製本)・ 1
冊(B6-174頁)

昭和2年8月10日

平柿 保

図書(並製本)・ 1
冊(B5-24頁)

石川弥吉

図書(並製本)・ 1
冊(B6-56頁)

昭和8年10月20日

広島市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6-62頁)

昭和14年3月31日

広島市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6-56頁)

昭和22年12月3日

広島市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6-89頁)

昭和26年3月20日

広島県土木部計画課

図書(並製本)・ 1
冊(A5-79頁)

畠山睦太郎 発行

200407／676
広島県案内

200407／677
広島案内記
友田誠真堂 発行

200407／678
大広島案内

広島広告協会 発行（瓦斯電・広島電気・芸備鉄道広告）

200407／679
大広島案内

昭和4年3月20日
昭和産業博協賛会 発行（「広島市鳥瞰昭和産業博図」折込付）

200407／680
市政一班
広島市役所 発行

200407／681
広島市勢一班
広島市役所 発行

200407／682
昭和22年版市勢要覧（復興第2年号）
広島市役所 発行

200407／683
平和記念都市広島の姿

広島県 発行（「広島復興都市計画図(2万分1)」「相生橋平和公園パノラマ写真」付）

200407／684
懐しい瀬戸内と広島

昭和59年8月1日
あき書房 発行，復刻
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200407／685
紅葉みやげ（宮島）

明治36年4月2日

藤谷虎三

図書(並製本)・ 1
冊(B6-77頁)

明治37年12月15日

川岡 清

図書(並製本)・ 1
冊(B6-112頁)

明治45年5月1日

吉武枯柳

図書(並製本)・ 1
冊(B6-83頁)

大正15年5月28日

宇都宮俊雄

図書(並製本)・ 1
冊(16×10㎝-63
頁)

昭和8年12月10日

中邨末吉

図書(並製本)・ 1
冊(B6-228頁)

昭和8年5月15日

呉市役所

図書(並製本)・ 1
冊(A5-290頁)

昭和10年3月10日

山口 晃

図書(並製本)・ 1
冊(B6-56頁)

友田藤助 発行

200407／686
呉乃枝折
近藤良斡 発行

200407／687
呉市繁昌記

友田誠真堂 発行，「高田十郎」の記名有り

200407／688
呉案内
宇都宮総本店 発行

200407／689
呉軍港案内

呉郷土史研究会 発行（芸南電軌線路略図）

200407／690
呉市要覧
呉市役所 発行

200407／691
大呉市案内

国防と産業博協賛会 発行（「鳥瞰図」折込付）

200407／692
市勢要覧昭和27年版 市制50周年記念特輯号

昭和28年3月31日

図書(上製本)・ 1
冊(A5-188頁)

呉市役所 発行

200407／693
福山案内

大正6年1月25日

鳥山一郎

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-128
頁)

中陽社 発行（両備軽便鉄道時刻表,両備軽便･鞆鉄路線入地図付）

200407／694
福山商工案内

昭和5年3月23日

落合慶次郎

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-116
頁＋広告)

平成9年7月1日

佐野恒男

図書(並製本)・ 1
冊(B6-107頁)

昭和12年3月10日

榊原宇太郎

図書(並製本)・ 1
冊(17×10㎝-66
頁)

大正5年7月30日

佐藤栄一 他

図書(並製本)・ 1
冊(19×10㎝-38
頁)

大正13年8月15日

湯川大三郎

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-123
頁)

昭和9年11月

鞆の浦保勝会

図書(並製本)・ 1
冊(18×11㎝-56
頁)

福山商工会議所 発行（福山市地図付）

200407／695
深津島山
佐野恒男 発行（両備鉄道P.5～14）

200407／696
備後神辺案内

神辺商工会 発行

200407／697
鞆案内記
原田潮花堂 発行（鞆軽鉄時刻表）

200407／698
備後名所鞆津と阿伏兎

村田静太郎 発行

200407／699
国立公園鞆の浦
鞆の浦保勝会 発行
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200407／700
備南之名勝

大正5年5月1日

浜本鶴賓

図書(並製本)・ 1
冊(B6-293頁)

横山亮一

図書(並製本)・ 1
冊(B6-40頁)

先憂会出版部 発行（鞆軽便鉄道時刻表）

200407／701
備後尾道名所案内記

明治28年3月31日（昭
和57年8月5日復刻）

備後尾道町賛同協会 発行（浜吉広告(P.10～11)），昭和57年8月5日復刻

200407／702
尾道案内

昭和9年4月1日

大村護郎

図書(並製本)・ 1
冊(A6-48頁)

昭和10年9月1日

大村護郎

図書(並製本)・ 1
冊(A6-52頁)

昭和25年3月31日

尾道市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-88頁)

昭和11年12月7日

松浦魁造

図書(並製本)・ 1
冊(B6-90頁)

大正13年4月1日

藤井 亘

図書(並製本)・ 1
冊(19×11㎝-173
頁)

昭和11年4月15日

三次町役場

図書(並製本)・ 1
冊(B6-39頁)

明治34年9月9日

三戸直樹

図書(並製本)・ 1
冊(B6-48頁)

明治45年2月8日

吉田 泉

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-113
頁)

吉田 泉

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-110
頁)

吉田 泉

図書(並製本)・ 1
冊(18×10㎝-118
頁)

昭和49年3月

好本庄一

図書(並製本)・ 1
冊(B6-147頁)

明治43年10月20日

鎌原成治

図書(並製本)・ 1
冊(B6-149頁)

昭和4年4月20日

平井丈夫

図書(並製本)・ 1
冊(17×9㎝-102
頁)

尾道商工会議所 発行

200407／703
尾道案内
尾道商工会議所 発行

200407／704
尾道のしをり
尾道市役所 発行

200407／705
不滅の史都 輝く竹原
竹原商工会 発行

200407／706
三次地方案内記

藤井 亘 発行（芸備線発着時間表他,鉄道･バス時刻表）

200407／707
三次町案内
三次町役場 発行

200407／708
岩国案内
三戸直樹 発行

200407／709
岩国案内記

吉田 泉 発行（電車賃金及哩数(P.99)）

200407／710
岩国案内記

大正7年4月8日
吉田 泉 発行（電車賃金及哩数(P.101)）

200407／711
岩国案内記

大正15年6月20日

吉田 泉 発行（岩国電車(P.76),岩国駅(P.106)）

200407／712
大正時代の周防今津
梅崎書店 発行

200407／713
柳井案内
藤田文友堂 発行

200407／714
柳井港駅新設記念大柳井
平井印刷所 発行
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200407／715
銷夏仙境岩尾瀑案内

明治34年8月30日

桂 星雨

図書(並製本)・ 1
冊(B6-83頁)

昭和3年4月8日

防府町役場

図書(並製本)・ 1
冊(B6-74頁)

昭和13年4月6日

防府市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6-65頁)

昭和16年5月20日

防府市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6-70頁)

昭和4年5月31日

蛭川健市

図書(並製本)・ 1
冊(21×12㎝-201
頁)

昭和13年8月20日

長谷川 清

図書(並製本)・ 1
冊(18×11㎝-190
頁)

昭和16年4月1日

宇部市役所

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-35頁)

昭和12年1月1日

尼田吉三

図書(並製本)・ 1
冊(19×11㎝-30
頁)

昭和12年1月15日

尼田吉三

図書(並製本)・ 1
冊(19×11㎝-132
頁)

明治25年5月28日

宮崎勇熊

図書(並製本)・ 1
冊(A5-78頁)

宮崎勇熊

図書(並製本)・ 1
冊(A5-104頁)

昭和3年3月30日

下関運輸事務所

図書(並製本)・ 1
冊(B6-122頁)

明治37年2月27日

柳瀬筆三

図書(並製本)・ 1
冊(B6-100頁)

明治39年5月25日

柳田重次

図書(並製本)・ 1
冊(A6横-30頁)

明治41年8月1日

梶木勝益

図書(並製本)・ 1
冊(A6横-32頁)

桂 茂人 発行

200407／716
防府案内
防府町役場 発行

200407／717
観光の防府
防府市役所 発行

200407／718
観光の防府
防府市役所 発行

200407／719
宇部
宇部市役所･商工会 発行

200407／720
宇部商工案内
宇部商工会議所 発行

200407／721
宇部市勢要覧
宇部市役所 発行

200407／722
長府遊覧案内
下関観光案内所 発行

200407／723
下関観光案内
下関観光案内所 発行

200407／724
馬関土産

山名松治郎 発行（山陽鉄道開通前の「赤間関市細見図」折込付）

200407／725
馬関土産 全

明治30年1月13日
山名松治 発行（山陽鉄道開通前の「赤間関市細見図」折込付）

200407／726
名所案内
下関運輸事務所 発行

200407／727
英文挿入須磨案内 附舞子明石
蝸牛窟 発行

200407／728
あかし名勝手引
柳田重次 発行

200407／729
明石舞子名所
梶木勝益 発行
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200407／730
内国旅行日本名所図絵 山陽道･山陰道之部

明治23年4月12日

上田文斎

図書(上製本)・ 1
冊(15×10㎝-142
頁)

嵩山堂 発行

200407／731
中国・四国旅館案内

昭和22年10月25日

図書(並製本)・ 1
冊(B6-196頁)

日本交通公社 発行

200407／732
鳥取市実測全図

明治40年5月

島田亀蔵

地図・ 1点
(396×548mm)

昭和4年12月

横山敬次郎

地図・ 1点
(378×543mm)

昭和7年12月

横山敬次郎

地図・ 1点
(376×540mm)

1/12000

200407／733
鳥取市新街地図
1/8000

200407／734
鳥取市新街地図
1/8000

200407／735
鳥取市全図

地図・ 1点
(544×770mm)
1/20000

200407／736
鳥取市街図

昭和49年4月

(株)昭文社

地図・ 1点
(625×884mm)

大正13年9月

今井兼文

地図・ 1点
(395×546mm)

昭和3年6月

今井兼文

地図・ 1点
(398×550mm)

昭和5年6月

今井兼文

地図・ 1点
(396×548mm)

昭和6年

米子市役所

地図・ 1点
(540×708mm)

1/11000，タトウ入

200407／737
米子市全図
1/9000

200407／738
米子市全図
1/12500，書き込み有り

200407／739
米子市全図
1/12500

200407／740
米子市全図（昭和6年市勢要覧）
1/12000，表紙付，要覧共

200407／741
米子市全図

地図・ 1点
(551×799mm)
1/12000，袋入

200407／742
米子市全図

地図・ 1点
(498×588mm)
1/12000

200407／743
米子市全図

昭和9年2月

今井兼文

地図・ 1点
(502×640mm)

昭和11年2月

米子市役所

地図・ 1点
(542×785mm)

昭和13年5月

今井兼文

地図・ 1点
(537×756mm)

1/12000

200407／744
米子市全図（昭和10年市勢要覧）
1/10000，要覧共

200407／745
米子市全図
1/15000
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200407／746
米子市全図（昭和13年市勢要覧）

昭和14年3月

米子市役所

地図・ 1点
(758×536mm)

昭和28年1月

今井兼文

地図・ 1点
(552×793mm)

昭和40年8月

(株)昭文社

地図・ 1点
(548×794mm)

昭和49年

(株)和楽路屋

地図・ 1点
(610×860mm)

平成20年

(株)昭文社

地図・ 1点
(790×1095mm)

昭和59年10月

(株)昭文社

地図・ 1点
(627×885mm)

大正12年4月

境商工会

地図・ 1点
(489×656mm)

昭和41年

境港管理組合

地図・ 1点
(618×914mm)

昭和56年

国土地理院

地図・ 1点
(631×933mm)

明治45年5月

有田伝助

地図・ 1点
(547×396mm)

大正7年9月

有田伝助

地図・ 1点
(398×550mm)

大正11年8月

有田伝助

地図・ 1点
(544×398mm)

昭和6年

松江市

地図・ 1点
(548×397mm)

昭和9年9月

松江市

地図・ 1点
(540×398mm)

昭和14年12月

東京交通社

地図・ 1点
(548×795mm)

1/15000，要覧共

200407／747
米子市全図
1/15000

200407／748
米子市街図
1/10000，表紙付

200407／749
米子市地図
1/10000，タトウ入

200407／750
米子・境港市 米子中心図
1/20000，1/6500，タトウ入

200407／751
都市地図 倉吉市
1/7000，タトウ入

200407／752
境港情勢一班
1/8000，表紙付

200407／753
境港
1/10000，裏境港要覧

200407／754
大山・蒜山
1/50000

200407／755
松江市全図

200407／756
松江市全図

200407／757
最新松江市全図

200407／758
松江市全図（昭和6年市勢要覧）
表紙付

200407／759
松江市全図（昭和9年市勢要覧）

200407／760
大日本職業別明細図 松江市
1/10000

200407／761
松江市街図

地図・ 1点
(508×501mm)
1/20000

200407／762
松江市全図

昭和29年3月

今井書店

地図・ 1点
(774×544mm)

1/9000，表紙付
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200407／763
大社町全図

地図・ 1点
(668×424mm)
1/10000

200407／764
大日本職業別明細図 出雲市

昭和17年6月

東京交通社

地図・ 1点
(546×765mm)

昭和47年1月

大阪昭文社

地図・ 1点
(544×790mm)

平成2年

(株)昭文社

地図・ 1点
(883×627mm)

平成9年

(株)昭文社

地図・ 1点
(628×883mm)

明治33年5月

細謹社

地図・ 1点
(536×766mm)

明治41年2月

大久保石太郎

地図・ 1点
(555×394mm)

明治41年11月

渡辺宗次郎

地図・ 1点
(548×392mm)

明治45年5月

大久保翠琴堂

地図・ 1点
(547×395mm)

大正元年9月

牧野勝太郎

地図・ 1点
(546×396mm)

大正3年5月

大久保翠琴堂

地図・ 1点
(544×393mm)

大正4年9月

安井宇吉

地図・ 1点
(394×550mm)

大正7年2月

大久保翠琴堂

地図・ 1点
(549×398mm)

大正9年2月

大久保翠琴堂

地図・ 1点
(546×398mm)

大正9年9月

日下伊兵衛

地図・ 1点
(547×400mm)

大正11年4月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(546×397mm)

大正11年1月

大森隆文堂

地図・ 1点
(797×550mm)

200407／765
出雲市・大社町全図
1/50000，表紙付

200407／766
都市地図 出雲市・大社町
1/30000，タトウ入

200407／767
浜田市 浜田市中心部
1/30000，1/10000

200407／768
大改正新市区岡山市明細地図

200407／769
改正岡山市明細地図

200407／770
岡山市明細地図
1/16000

200407／771
岡山市明細地図
表紙付

200407／772
岡山市街全図
袋入

200407／773
岡山市明細地図

200407／774
岡山市地図
1/12000

200407／775
岡山市明細地図
袋入

200407／776
岡山市明細地図

200407／777
岡山市街全図

200407／778
岡山新市街地図
1/12000

200407／779
実測岡山市及郊外明細地図
1/12000，袋入
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200407／780
岡山新市街地図

大正12年4月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(550×395mm)

大正13年8月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(545×396mm)

大正13年12月

中国民報社

地図・ 1点
(743×600mm)

昭和2年11月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(638×460mm)

昭和2年12月

岡山市役所

地図・ 1点
(540×393mm)

昭和3年4月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(638×464mm)

昭和5年10月

岡山市

地図・ 1点
(785×550mm)

昭和5年10月

宇垣武治

地図・ 1点
(793×549mm)

昭和6年4月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(795×547mm)

昭和8年8月

日下伊兵衛

地図・ 1点
(799×549mm)

昭和10年3月

日下伊兵衛

地図・ 1点
(791×550mm)

昭和15年6月

岡山 細謹社

地図・ 1点
(796×548mm)

昭和21年11月

河田 豊

地図・ 1点
(553×394mm)

昭和25年12月

(株)塔文社

地図・ 1点
(525×377mm)

昭和25年頃

(株)塔文社

地図・ 1点
(528×375mm)

昭和28年頃1月

(株)塔文社

地図・ 1点
(533×377mm)

昭和28年1月

岡山県教販

地図・ 1点
(774×540mm)

1/12000

200407／781
岡山新市街地図

200407／782
岡山市及付近明細図
1/12000

200407／783
岡山新市街地図
1/12000

200407／784
岡山市図

200407／785
岡山新市街地図
1/12000

200407／786
岡山市及付近明細図
1/12000，裏市勢一覧

200407／787
岡山市街地図

200407／788
最新岡山大市街地図
1/12000，袋入

200407／789
最新大岡山市街地図
1/12000，袋入

200407／790
最新大岡山市街地図
1/12000

200407／791
最新詳密岡山市街地図
1/10000

200407／792
新制岡山市全図
1/20000

200407／793
復興 岡山市地図
表紙付

200407／794
岡山市街地図
1/11000，表紙付

200407／795
岡山市街地図
表紙付

200407／796
最新岡山市街地図
1/5600，表紙付
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200407／797
最新岡山市街地図

昭和30年8月

(株)和楽路屋

地図・ 1点
(765×540mm)

昭和33年4月

(株)和楽路屋

地図・ 1点
(764×538mm)

昭和40年頃

統計出版社

地図・ 1点
(778×537mm)

昭和42年4月

(株)昭文社

地図・ 1点
(795×550mm)

昭和57年7月

(株)昭文社

地図・ 1点
(884×626mm)

昭和59年9月

(株)昭文社

地図・ 1点
(880×628mm)

昭和61年6月

(株)昭文社

地図・ 1点
(882×626mm)

平成14年1月

(株)昭文社

地図・ 1点
(792×1095mm，
623×438mm)

昭和3年調

倉敷市

地図・ 1点
(547×398mm)

昭和49年

ナンバー出版

地図・ 1点
(625×881mm)

昭和50年

ナンバー出版

地図・ 1点
(626×882mm)

昭和51年

和楽路屋

地図・ 1点
(859×610mm)

昭和56年8月

(株)昭文社

地図・ 1点
(626×885mm)

昭和58年2月

(株)昭文社

地図・ 1点
(625×884mm)

昭和63年4月

(株)昭文社

地図・ 1点
(625×883mm)

平成2年

ナンバー出版

地図・ 1点
(629×882mm，
627×441mm)

1/5600，表紙付

200407／798
最新岡山市街地図 岡山市明細地図
1/5600，1/35000，表紙付

200407／799
岡山市街地図
1/9200

200407／800
岡山市街地図
1/10000，表紙付

200407／801
都市地図 岡山市 付中心部
1/14000，タトウ入

200407／802
都市地図 岡山市 付中心部
1/14000，タトウ入

200407／803
都市地図 岡山市 付中心部
1/14000，タトウ入

200407／804
岡山市 本図 (裏)詳細図 岡山中心図
1/18000，1/5000，タトウ入

200407／805
倉敷市全図
1/12500，表紙付（要覧）

200407／806
倉敷市 水島・玉島・児島
表紙付

200407／807
倉敷市 水島・玉島・児島
表紙付

200407／808
ぶらりまっぷ倉敷・岡山
1/50000

200407／809
都市地図 倉敷市
1/18000，タトウ入

200407／810
都市地図 倉敷市
1/18000，タトウ入

200407／811
都市地図 倉敷市
1/18000，タトウ入

200407／812
倉敷市 倉敷地区・児島地区・玉島地区 （別葉）水
島地区

1/13000，1/15000，1/14000，1/14000，タトウ入
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200407／813
玉島市街図

昭和44年12月

(株)昭文社

地図・ 1点
(629×884mm)

昭和29年9月

(株)東京交通社

地図・ 1点
(550×756mm)

平成元年6月

(株)昭文社

地図・ 1点
(628×882mm)

昭和3年11月

野田秋穂

地図・ 1点
(546×797mm)

1/12000，表紙付

200407／814
日本商工業別明細図 玉野市

200407／815
都市地図 備前市・日生町
1/25000，タトウ入

200407／816
津山市街地図

200407／817
津山市街図

昭和初年頃

地図・ 1点
(550×787mm)

1/10000

200407／818
岡山県全景観光鳥瞰図

昭和33年

地図案内社

地図・ 1点
(381×530mm)

明治15年3月

松村善助

地図・ 1点
(344×468mm)

明治20年9月

松村善助

地図・ 1点
(576×495mm)

明治24年12月

松村善助

地図・ 1点
(577×481mm)

明治27年7月

清水庫三郎

地図・ 1点
(600×458mm)

明治27年8月

鈴木常松

地図・ 1点
(547×394mm)

明治27年11月

松村善助

地図・ 1点
(546×422mm)

明治30年7月

瀬野寅吉

地図・ 1点
(398×549mm)

明治35年8月

鈴木常松

地図・ 1点
(548×398mm)

明治37年3月

鈴木常松

地図・ 1点
(550×396mm)

明治37年6月

畠山陸太郎

地図・ 1点
(543×395mm)

明治38年3月

鈴木常松

地図・ 1点
(546×397mm)

200407／819
広島市街明細地図
表紙付

200407／820
広島市街明細地図
表紙付

200407／821
広島市街明細地図 改正増補
表紙付

200407／822
改正実測広島市街全図
表紙付

200407／823
実測最新 広島市街全図
1/20000，袋入

200407／824
広島市街実測地図増補 3版
1/13300，コピー1点共

200407／825
広島市街新図
1/12000

200407／826
広島市街地図
1/15000

200407／827
明治37年新版 広島市街地図
1/15000

200407／828
広島市街新地図

200407／829
明治38年新版 広島市街地図
1/15000，袋入
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200407／830
広島市街地図

明治38年7月

佐藤福馬

地図・ 1点
(790×545mm)

明治39年1月

瀬尾増蔵

地図・ 1点
(551×395mm)

明治42年9月(昭和31
年復刻)

瀬尾増蔵

地図・ 1点
(544×397mm)

明治43年10月

瀬尾増蔵

地図・ 1点
(549×396mm)

明治45年1月

友田誠真堂

地図・ 1点
(550×398mm)

大正元年11月

広島植村日進堂

地図・ 1点
(544×396mm)

大正2年1月

友田誠真堂

地図・ 1点
(553×394mm)

大正4年3月

県物産共進会

地図・ 1点
(547×397mm)

大正4年5月

友田誠真堂

地図・ 1点
(546×393mm)

大正5年

太陽春秋社

地図・ 1点
(725×545mm)

大正6年5月

広島植村日進堂

地図・ 1点
(551×393mm)

大正7年9月

友田誠真堂

地図・ 1点
(552×401)

大正7年

広島市役所

地図・ 1点
(735×542mm)

大正8年5月

山西嘉太六

地図・ 1点
(549×400mm)

大正8年6月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(794×548mm)

大正10年

広島市役所

地図・ 1点
(760×552mm)

大正11年9月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(787×527mm)

200407／831
広島市街新地図
1/15000，袋入

200407／832
広島市街新地図
1/15000，昭和31年復刻

200407／833
広島市街新地図
1/15000

200407／834
最近実測 広島市街地図
1/18000，袋入

200407／835
大正元年調査広島市街新地図 大正元年新調査電
車路線入
1/14000，袋入

200407／836
最近実測 広島市街地図
1/15000，袋入

200407／837
最近実測 広島市街地図
1/15000，袋入裏案内

200407／838
最新実測 広島市街地図
1/15000

200407／839
広島市街新地図
1/12000，昭和55年手書，袋入

200407／840
大正6年調査広島市街新地図
1/14000

200407／841
最新実測 広島市街地図
1/15000，袋入

200407／842
広島市街地図 裏市勢一班
1/15000，表紙付

200407／843
広島市街明細地図 付商業案内
1/15000，袋入広島館

200407／844
最新広島市街地図
1/12000，袋入

200407／845
広島市街地図 裏市勢一班
1/20000，表紙付

200407／846
最新広島市街地図
1/12000
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200407／847
最新広島市街地図

大正15年1月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(792×541)

大正15年頃

広島市旅館組合

地図・ 1点
(263×391)

大正16年1月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(793×546mm)

1/12000

200407／848
広島市案内略図（旅館案内）

200407／849
最新広島市街地図
1/12000

200407／850
広島時報付録 広島案内

昭和元年頃

地図・ 1点
(549×395mm)

表紙付

200407／851
最新広島市街地図

昭和2年5月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(792×550mm)

昭和3年2月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(767×538mm)

昭和3年10月

広島市都市計画課

地図・ 1点
(535×780mm)

昭和4年3月

広島 広文館

地図・ 1点
(546×789mm)

昭和4年3月

(株)芸備銀行

地図・ 1点
(546×795mm)

昭和4年8月

大日本東京交通社

地図・ 1点
(597×842mm)

昭和5年12月

大日本東京交通社

地図・ 1点
(548×795mm)

昭和5年

昭和旅行遊覧案内社

地図・ 1点
(256×358mm)

昭和6年3月

広島 広文館

地図・ 1点
(542×790mm)

昭和8年2月

大阪毎日新聞社

地図・ 1点
(542×789mm)

昭和8年4月

広島市都市計画課

地図・ 1点
(584×792mm)

昭和9年10月

広島 広文館

地図・ 1点
(596×844mm)

昭和11年10月

広島 広文館

地図・ 1点
(546×795mm)

1/12000，袋入

200407／852
最新広島市街地図
1/12000

200407／853
大広島市街地図
1/20000

200407／854
最新大広島市街地図
1/15000，袋入

200407／855
最新大広島市街地図
1/15000，袋入

200407／856
大日本営業別住所入明細図之内 広島県之内広島
市（「広島市案内記 復刻」）
あき書房復刻

200407／857
大広島市街 都市計画地域別街路網図

200407／858
広島市ヲ中心トシタ交通地図 (裏)東新天地戸別図

200407／859
最新大広島市街地図
1/15000，袋入

200407／860
最新広島市街全図 広島市土木課校閲
1/20000

200407／861
広島都市計画街路網図
1/20000

200407／862
最新大広島市街地図
1/15000，モノコピー

200407／863
最新大広島市街地図
1/15000，袋入
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200407／864
番地入大広島市街地図

昭和12年

曽田教習具

地図・ 1点
(636×936mm)

昭和13年3月

広島 広文館

地図・ 1点
(551×797mm)

昭和13年9月

広島市役所

地図・ 1点
(547×703mm)

昭和15年6月

金正堂書店

地図・ 1点
(636×943mm)

昭和15年8月

金正堂書店

地図・ 1点
(552×791mm)

昭和15年9月

広島市都市計画課

地図・ 1点
(546×737mm)

昭和15年10月

広島 広文館

地図・ 1点
(548×795mm)

昭和18年3月

日本統制地図(株)

地図・ 1点
(382×546mm)

昭和21年12月

広島市共済組合

地図・ 1点
(536×766mm)

昭和22年6月

広島観光案内社

地図・ 1点
(542×764mm)

昭和23年5月

広島観光出版社

地図・ 1点
(541×764mm)

昭和24年5月

(株)塔文社

地図・ 1点
(377×532mm)

昭和25年3月

(株)塔文社

地図・ 1点
(378×542mm)

昭和25年9月

広島市役所

地図・ 1点
(542×397mm)

昭和25年11月

広島地図発行所

地図・ 1点
(548×786mm)

昭和27年8月

(株)塔文社

地図・ 1点
(378×526mm)

昭和27年

(株)塔文社

地図・ 1点
(545×792mm)

曽田復刻

200407／865
最新大広島市街地図
1/15000

200407／866
広島市街地図

200407／867
番地入大広島市街地図

200407／868
最新大広島市街地図
表紙付

200407／869
広島都市計画図
1/20000

200407／870
最新大広島市街地図
1/15000，袋入

200407／871
広島市交通図

200407／872
広島復興都市計画街路網・公園配置図
1/20000

200407／873
新広島市地図
1/20000

200407／874
都市計画 新広島市地図
1/20000

200407／875
大広島市地図
表紙付

200407／876
大広島市地図
表紙付

200407／877
広島復興都市計画図
1/15000

200407／878
新版都市計画広島市街地図
1/20000

200407／879
平和記念都市大広島市地図
1/25000，表紙付

200407／880
平和記念都市広島市街地図
1/15000，表紙付
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200407／881
平和記念都市広島市地図

昭和27年

(株)塔文社

地図・ 1点
(548×794mm)

昭和28年6月

(株)塔文社

地図・ 1点
(544×766mm)

昭和28年9月

広島観光出版社

地図・ 1点
(544×784mm)

昭和29年4月

広島観光出版社

地図・ 1点
(545×785mm)

昭和30年1月

広島観光出版社

地図・ 1点
(548×794mm)

昭和33年6月

(株)塔文社

地図・ 1点
(630×883mm)

昭和34年5月

(株)塔文社

地図・ 1点
(797×1097mm)

昭和34年6月

(株)塔文社

地図・ 1点
(544×770mm)

昭和35年9月

広島観光出版社

地図・ 1点
(538×785mm)

昭和42年6月

日地出版(株)

地図・ 1点
(546×770mm)

昭和44年9月

(株)大阪昭文社

地図・ 1点
(885×629mm)

昭和45年6月

日地出版(株)

地図・ 1点
(538×772mm)

昭和46年

(株)塔文社

地図・ 1点
(628×884mm)

昭和49年11月

日地出版(株)

地図・ 1点
(620×914mm)

昭和51年12月

日地出版(株)

地図・ 1点
(621×911mm)

昭和61年4月

(株)昭文社

地図・ 1点
(793×1088mm，
530×763mm)

1/15000，表紙付

200407／882
平和記念都市広島市地図
1/25000，表紙付

200407／883
新版都市計画 広島市街地図
1/20000

200407／884
新版都市計画 広島市街地図
1/20000

200407／885
新版都市計画 広島市街地図
1/20000

200407／886
広島復興新市街地図
1/12500，表紙付

200407／887
広島復興新市街地図 番地入
1/10000，袋入

200407／888
広島市全域地図
1/23000，表紙付

200407／889
広島市全図
1/20000

200407／890
最新都市精図 広島市
1/13000，表紙付

200407／891
広島市街図
1/15300，表紙付

200407／892
最新広島市精図
1/13000，表紙付

200407／893
広島市街図
1/12500，タトウ入

200407／894
最新広島市精図
1/15000，タトウ入

200407／895
最新広島市精図
1/15000，タトウ入

200407／896
広島市全図 (別紙)広島市中心部
1/32000，1/15000，タトウ入
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200407／897
都市地図 広島市 (裏)広島市主要部

平成2年1月

(株)昭文社

地図・ 1点
(1095×790mm)

平成11年

国土地理院

地図・ 1点
(596×843mm)

平成14年1月

(株)昭文社

地図・ 1点
(1096×792mm，
438×622mm)

中国新聞社

地図・ 1点(3枚組)

鈴木常松

地図・(1枚，
546×397mm)

1/25000，1/10000，タトウ入

200407／898
広島 ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
1/25000

200407／899
広島市 (別紙)広島市中心部

1/25000，1/6000，タトウ入

200407／900
政令指定都市記念 復刻版 広島市街図
袋入，「広嶋…古地図との対話」(しおり)共

200407／900／1
o 明治38年版 広島市街地図

明治38年3月

1/15000

200407／900／2
o 最近実測広島市街地図

大正15年頃

地図・(1枚，
536×390mm)

1/20000

200407／900／3
o 最近実測広島市街地図

昭和5年3月

広島市役所

地図・(1枚，
735×660mm)

マツノ書店

地図・ 1点(2枚組)

大正8年12月

大阪 駿々堂

地図・(1枚，
801×558mm)

昭和13年3月

広島 広文館

地図・(1枚，
556×800mm)

2004年

塔文社

地図・ 1点(2枚組)

昭和27年

(株)塔文社

地図・(1枚，
548×794mm)

平成16年

(株)塔文社

地図・(1枚，
770×1085mm)

明治23年4月

第五師団司令部

地図・ 2点
(598×600mm)

大正7年7月

松浦 茂

地図・ 1点
(397×548mm)

昭和3年8月

松浦 茂

地図・ 1点
(395×542mm)

昭和3年11月

大日本東京交通社

地図・ 1点
(780×543mm)

1/20000

200407／901
復刻版 広島市街図
袋入，「広島あのころ」(しおり)共

200407／901／1
o 最新広島市街地図
1/12000

200407／901／2
o 最新大広島市街地図
1/15000

200407／902
昭和27年の広島と現在の広島
タトウ入

200407／902／1
o 詳細 広島市街地図
1/15000，復刻版

200407／902／2
o 広島市南部
1/25000

200407／903
福山
1/20000

200407／904
福山市街全図
1/10000

200407／905
福山市街全図 附府中町・鞆町
1/9000

200407／906
福山市営業別住所入明細図
安倍書店復刻，袋入
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200407／907
福山市街全図 附府中町・鞆町

昭和5年10月

松浦 茂

地図・ 1点
(393×546mm)

昭和13年6月

観光産業案内社

地図・ 1点
(393×542mm)

昭和25年頃

福山市

地図・ 1点
(700×782mm)

昭和26年12月

(株)東京交通社

地図・ 1点
(540×757mm)

1/9000

200407／908
福山観光と産業の案内図

200407／909
福山都市計画地域変更案
1/10000，青焼き

200407／910
日本商工業別明細図之内 福山市・鞆町・水呑町

200407／911
福山観光と産業の案内図

昭和26年

地図・ 1点
(384×522mm)

表紙付

200407／912
福山市街地図

昭和30年頃

(株)塔文社

地図・ 1点
(382×541mm)

昭和37年1月

(株)塔文社

地図・ 1点
(772×548mm)

昭和46年10月

大阪昭文社

地図・ 1点
(551×791mm)

平成5年4月

(株)昭文社

地図・ 1点
(626×882mm，
624×434mm)

昭和46年頃

ワラヂヤ

地図・ 1点
(531×765mm)

明治36年3月

土屋清三郎

地図・ 1点
(524×766mm)

大正3年7月

日下伊兵衛

地図・ 1点
(397×548mm)

大正12年6月

宮地三保松

地図・ 1点
(398×548mm)

大正15年5月

尾道市役所

地図・ 1点
(503×670mm)

昭和6年6月

宮地三保松

地図・ 1点
(397×549mm)

昭和10年1月

和楽路屋

地図・ 1点
(552×795mm)

昭和30年頃

(株)塔文社

地図・ 1点
(732×547mm)

1/8800，表紙付

200407／913
福山市地図
1/9000，表紙付

200407／914
福山市街図
1/10000，タトウ入

200407／915
福山市街地図 鞆の浦・松永地区
1/12500，タトウ入

200407／916
最新府中市・新市町地図
1/12000，表紙付

200407／917
尾道案内
袋入

200407／918
尾道市街全図

200407／919
尾道市街図誌
1/6000

200407／920
尾道市街図（市勢要覧）
1/6000，表紙付

200407／921
尾道市街図誌
1/6000

200407／922
尾道市街全図
1/4000

200407／923
尾道・三原市街図
1/11000，表紙付
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200407／924
都市地図 三原市

平成2年

(株)塔文社

地図・ 1点
(627×883mm)

平成3年

(株)塔文社

地図・ 1点
(626×882mm)

明治44年12月

宇都宮利助

地図・ 1点
(406×563mm)

明治45年2月

宇都宮利助

地図・ 1点
(402×555mm)

大正4年12月

湊 栄次郎

地図・ 1点
(790×549mm)

大正5年9月

宇都宮利助

地図・ 1点
(552×398mm)

大正7年1月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(552×397mm)

大正10年6月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(553×400mm)

大正14年8月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(550×396mm)

大正末頃

宇都宮俊雄

地図・ 1点
(542×395mm)

昭和2年6月

大日本東京交通社

地図・ 1点
(793×552mm)

昭和3年6月

呉日日新聞社

地図・ 1点
(782×539mm)

昭和4年6月

大阪毎日新聞

地図・ 1点
(550×794mm)

昭和4年10月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(548×396mm)

昭和5年6月

大日本東京交通社

地図・ 1点
(390×542mm)

昭和6年12月

日本産業交通社

地図・ 1点
(550×797mm)

1/12000，タトウ入

200407／925
尾道市
1/12000，タトウ入

200407／926
呉市街略図

200407／927
呉市街略図

200407／928
最近実測呉市街地図
1/6000

200407／929
呉市街地図
1/10000，袋入

200407／930
呉市街新地図

200407／931
呉市街新地図
袋入

200407／932
呉市街新地図
袋入

200407／933
呉市街地図

200407／934
大日本職業別明細図 呉市

200407／935
最新大呉市街全図（新聞付録）
袋入

200407／936
大呉市計画区域地図

200407／937
呉市街新地図

200407／938
最新大呉市街全図
袋入

200407／939
最新大呉市街全図
袋入

200407／940
呉市街地図

昭和7年7月

地図・ 1点
(1100×794mm)

1/12000

200407／941
最新大呉市街全図（裏交通記事）
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200407／942
最新大呉市街全図（裏交通記事）

昭和9年5月

友田誠真堂

地図・ 1点
(797×548mm)

昭和10年3月

高橋 久

地図・ 1点
(548×790mm)

昭和25年4月

広島観光出版社

地図・ 1点
(544×760mm)

昭和25年6月

(株)塔文社

地図・ 1点
(382×537mm)

昭和26年4月

(株)塔文社

地図・ 1点
(386×530mm)

昭和27年

(株)塔文社

地図・ 1点
(551×793mm)

昭和37年6月

(株)塔文社

地図・ 1点
(546×771mm)

昭和37年頃

南風書苑

地図・ 1点
(585×416mm)

昭和38年12月

(株)塔文社

地図・ 1点
(550×794mm)

昭和39年5月

(株)塔文社

地図・ 1点
(547×794mm)

昭和41年11月

(株)昭文社

地図・ 1点
(628×885mm)

昭和41年11月

(株)塔文社

地図・ 1点
(543×794mm)

明治14年2月

松村善助

地図・ 1点
(660×910mm)

明治15年7月

松村善助

地図・ 1点
(340×411mm)

昭和11年2月

駿々堂旅行案内部

地図・ 1点
(400×550mm)

昭和16年12月

日本統制地図(株)

地図・ 1点
(547×769mm)

大正15年2月

比婆郡役所内

地図・ 1点
(393×551mm)

袋入

200407／943
最新大呉市街全図（裏交通記事）
袋入

200407／944
都市計画 大呉市全図
1/20000

200407／945
呉市地図
1/7140，表紙付

200407／946
最新呉市地図
表紙付

200407／947
最新呉市全図
表紙付

200407／948
最新呉市全図
表紙付

200407／949
市街地図 呉市
表紙付

200407／950
呉市街地図
表紙付

200407／951
呉市街地図
表紙付

200407／952
呉市街図
表紙付

200407／953
呉市街地図
表紙付

200407／954
広島県管内全図詳細図面

200407／955
芸備両国明細地図
表紙付

200407／956
広島県
1/280000

200407／957
大日本分県地図 広島県
1/240000

200407／958
比婆郡全図
郡勢要覧付
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200407／959
西中国山地国定公園周辺 トレッキングマップ

平成19年6月

安芸太田町

地図・ 1点
(622×928mm)

明治33年1月

大河内亀松

地図・ 1点
(372×533mm)

明治36年10月

上山松蔵

地図・ 1点
(398×552mm)

明治44年12月

上山松蔵

地図・ 1点
(397×550mm)

大正2年9月

上山松蔵

地図・ 1点
(392×547mm)

大正2年9月

山名松次郎

地図・ 1点
(394×551mm)

大正8年6月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(550×794mm)

大正12年5月

大阪駿々堂

地図・ 1点
(554×795mm)

大正15年4月

大阪駿々堂

地図・ 1点
(544×793mm)

大正15年4月

大阪駿々堂

地図・ 1点

大正15年7月

下関市役所

地図・ 1点
(405×661mm)

昭和2年9月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(548×793mm)

昭和4年7月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(550×792mm)

昭和6年6月

陸地測量部

地図・ 1点
(790×1101mm)

昭和6年10月

大阪駿々堂

地図・ 1点
(552×795mm)

昭和8年10月

大阪毎日新聞

地図・ 1点
(538×775mm)

昭和10年5月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(547×794mm)

1/25000，可部線入

200407／960
赤間関市街旅客案内図
1/6000

200407／961
下関新市街図
袋入

200407／962
下関新市街図
袋入

200407／963
下関新市街図

200407／964
下関市街地図

200407／965
下関市街新地図
1/4900，袋入

200407／966
下関市街地図
1/10000，袋入

200407／967
下関市街地図
1/10000，袋入

200407／968
下関市街地図
復刻

200407／969
下関市街地図（昭和3年下関市要覧）
表紙付

200407／970
下関市街地図
1/10000

200407／971
下関市街地図
1/10000，袋入

200407／972
関門近傍
1/50000

200407／973
下関市街地図
1/10000

200407／974
最新下関市街地図
1/13000

200407／975
下関市街地図
1/10000，袋入
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200407／976
下関都市計画図

昭和12年9月

地図・ 1点
(546×795mm)

1/18000

200407／977
下関市街地図

昭和13年1月

下関 共れい会

地図・ 1点
(550×797mm)

昭和26年11月

日本交通公社（JTB）

地図・ 1点
(596×836mm)

昭和28年頃か

立誠社

地図・ 1点
(545×761mm)

昭和30年頃か

立誠社

地図・ 1点
(537×754mm)

昭和36年

下関市港湾部

地図・ 1点
(506×760mm)

昭和41年2月

(株)昭文社

地図・ 1点
(641×943mm)

昭和41年11月

同潤社

地図・ 1点
(795×1099mm)

昭和44年11月

和楽路屋

地図・ 1点
(617×860mm)

昭和45年5月

(株)東京昭文社

地図・ 1点
(639×943mm)

平成2年4月

(株)東京昭文社

地図・ 1点
(884×629mm)

大正末頃

西山音治

地図・ 1点
(390×540mm)

昭和43年4月

(株)和楽路屋

地図・ 1点
(613×864mm)

マツノ書店

地図・ 1点(2枚組)

明治33年10月

大阪 博営社

地図・(1枚，
398×579mm)

大正8年6月

大阪 駿々堂

地図・(1枚，
550×794mm)

明治41年4月

小原松千代

地図・ 1点
(392×5448mm)

1/18000

200407／978
関門市街図
表紙付

200407／979
下関市街図
1/11000，表紙付

200407／980
下関市街図
1/11000，表紙付

200407／981
下関港平面図
1/6670，(裏)要覧

200407／982
下関市街図
1/10000，表紙付

200407／983
最新刊下関市中央部
1/10000，タトウ入

200407／984
最新下関市街図
1/12000，表紙付

200407／985
下関市街図
1/10000，表紙付

200407／986
都市地図 下関市 中心部8千分1付
1/16500，タトウ入

200407／987
下関市街幹線道路網
1/10000

200407／988
北九州市街図
タトウ入

200407／989
復刻版 下関市街図
タトウ入

200407／989／1
o 赤間関市街旅客案内図
1/6000

200407／989／2
o 下関市街新地図
1/4900

200407／990
山口市全図
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200407／991
山口町全図

大正3年12月

小原松千代

地図・ 1点
(399×549mm)

大正7年11月

三好豊吉

地図・ 1点
(389×542mm)

大正14年3月

白銀市太郎

地図・ 1点
(438×543mm)

昭和25年1月

山口市観光協会

地図・ 1点
(362×773mm)

昭和42年7月

(株)和楽路屋

地図・ 1点
(530×759mm)

大正12年頃

宇部鉱業組合

地図・ 1点
(508×727mm)

昭和3年3月

宇部書籍商組合

地図・ 1点
(442×593mm)

昭和3年11月

宇部鉱業組合

地図・ 1点
(484×675mm)

昭和5年9月

宇部書籍商組合

地図・ 1点
(444×588mm)

昭和9年5月

宇部市書籍組合

地図・ 1点
(540×800mm)

昭和9年5月

末広薫夫

地図・ 1点
(540×798mm)

昭和10年5月

宇部鉱業組合

地図・ 1点
(545×787mm)

昭和12年7月

和楽路屋

地図・ 1点
(550×792mm)

昭和13年10月

宇部市役所

地図・ 1点
(543×784mm)

昭和14年3月

和楽路屋

地図・ 1点
(550×794mm)

昭和14年4月

宇部鉱業組合

地図・ 1点
(548×793mm)

昭和26年3月

(株)東京交通社

地図・ 1点
(544×749mm)

200407／992
最近調査山口市街地図
表紙付

200407／993
最新山口市街図
1/10000，袋入

200407／994
観光山口市最新市街案内図
1/10000，表紙付

200407／995
最新山口市街図
1/6000，表紙付

200407／996
宇部鉱業案内 (裏)宇部元山炭田平面図
1/25000

200407／997
最新宇部市街図
1/10000

200407／998
宇部鉱業案内 (裏)宇部元山炭田平面図
1/25000

200407／999
最新宇部市街図
1/10000，表紙付

200407／1000
最新宇部市街図
1/10000，袋入

200407／1001
宇部市街図
1/10000，裏白紙

200407／1002
宇部鉱業案内 (裏)宇部元山炭田平面図
1/25000

200407／1003
宇部市街図
1/10000

200407／1004
宇部市街図（市勢要覧付図）
1/10000

200407／1005
宇部市街図
1/10000，袋入

200407／1006
宇部鉱業案内 (裏)宇部元山炭田平面図
1/25000

200407／1007
日本商工業別明細図 宇部市
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200407／1008
宇部市街図

昭和42年10月

(株)昭文社

地図・ 1点
(550×795mm)

昭和59年

福岡 人文社

地図・ 1点
(885×628mm)

平成8年

(株)昭文社

地図・ 1点(宇部
630×883mm，小
野田
625×439mm)

1/12000，表紙付

200407／1009
宇部市街図・小野田市全図
1/15000，タトウ入

200407／1010
宇部市・小野田市

宇部1/12000，小野田1/10000，タトウ入

200407／1011
小野田町地図

地図・ 1点
(546×398mm)
1/10000

200407／1012
日本商工業別明細図 小野田市

昭和26年5月

東京交通社

地図・ 1点
(538×754mm)

昭和35年頃

長門タイムス社

地図・ 1点
(540×389mm)

昭和36年頃

kk善隣出版社

地図・ 1点
(385×536mm)

宇部地方史研究会

地図・ 1点(2枚組)

集文館書店

地図・(1枚，
553×779mm)

200407／1013
最新小野田市地図
1/15000，表紙付

200407／1014
小野田市街地図
表紙付

200407／1015
復刻版 宇部市街古地図
2枚組，タトウ入

200407／1015／1
o 宇部市新地図

大正11年1月
1/6000

200407／1015／2
o 宇部市街図

昭和13年10月

地図・(1枚，
526×767mm)

1/10000

200407／1016
徳山市街図

昭和10年12月

徳山市役所

地図・ 1点
(454×633mm)

昭和29年12月

徳山市役所

地図・ 1点
(1089×795mm)

1/10000，市勢要覧

200407／1017
徳山都市計画図
1/10000

200407／1018
防府町全図

明治44年

地図・ 1点
(392×541mm)

200407／1019
防府町地図

大正9年10月

村上敏亮

地図・ 1点
(386×533mm)

1/20000

200407／1020
防府町全図

昭和8年7月

地図・ 1点
(546×392mm)

1/15000

200407／1021
防府市街地図

地図・ 1点
(686×758mm)
1/20000

200407／1022
最新大防府市街地図

昭和11年8月

松村浅三

地図・ 1点
(545×796mm)

1/20000，袋入
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200407／1023
防府市街地図

昭和16年12月

防府市役所

地図・ 1点
(677×760mm)

昭和28年12月

大阪交通社

地図・ 1点
(535×747mm)

平成5年

(株)昭文社

地図・ 1点
(625×915mm)

昭和17年4月

東京交通社

地図・ 1点
(544×769mm)

昭和28年3月

(株)塔文社

地図・ 1点
(377×525mm)

昭和43年7月

(株)昭文社

地図・ 1点
(550×793mm)

大正15年9月

柳井町役場

地図・ 1点
(544×792mm)

平成8年

(株)昭文社

地図・ 1点
(919×627mm)

明治35年5月

河谷茂作 ほか

地図・ 1点
(390×548mm)

1/20000

200407／1024
日本商工業別明細図 防府市

200407／1025
都市地図 防府市
1/18000，タトウ入

200407／1026
大日本職業別明細図 岩国市

200407／1027
岩国市街地図
1/32000，表紙付

200407／1028
岩国市街図
1/10000，表紙付

200407／1029
柳井町市街図
1/6000

200407／1030
長門・美祢市
1/18000，タトウ入

200407／1031
山口県新地図（山口県児童用地理歴史大要）
1/320000

200407／1032
山口県地図

大正初期

地図・ 1点
(480×664mm)

1/260000

200407／1033
山口県地図

大正15年6月

駿々堂旅行案内部

地図・ 1点
(395×549mm)

昭和58年

(株)塔文社

地図・ 1点
(628×884mm，
540×390mm)

(株)昭文社

地図・ 1点
(628×884mm)

明治23年2月

山川鶴吉

地図・ 1点
(375×500mm)

明治24年2月

田名瀬昇蔵

地図・ 1点
(366×487mm)

明治28年10月

田名瀬昇蔵

地図・ 1点
(406×557mm)

明治28年12月

熊谷久栄堂

地図・ 1点
(384×708mm)

1/280000

200407／1034
山口県全図 主要都市市街図

1/175000，タトウ入，岩日北線予定線入

200407／1035
分県地図35 山口県

平成3年4月
1/200000，タトウ入，岩日北線予定線入

200407／1036
神戸市細見全図
1/10000，表紙付

200407／1037
和洋詳密神戸市全図
表紙付

200407／1038
和洋詳密神戸市全図

200407／1039
神戸市新図
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200407／1040
訂正増補神戸市図

明治33年10月

奥川寅之助

地図・ 1点
(370×688mm)

明治35年6月

高梨弥三郎

地図・ 1点
(395×552)

明治36年6月

山川鶴吉

地図・ 1点
(394×547mm)

明治39年4月

高梨熊太郎

地図・ 1点
(395×546mm)

明治42年2月

河合松太郎

地図・ 1点
(393×548mm)

大正2年10月

高梨熊太郎

地図・ 1点
(394×550mm)

大正2年11月

石丸甚八

地図・ 1点
(537×790mm)

大正14年1月

和楽路屋

地図・ 1点
(392×1105mm)

昭和3年1月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(541×795mm)

昭和7年4月

和楽路屋

地図・ 1点
(394×1092mm)

昭和13年5月

和楽路屋

地図・ 1点
(388×1084mm)

昭和16年3月

和楽路屋

地図・ 1点
(388×1098mm)

大阪毎日新聞社

地図・ 1点
(388×1056mm)

昭和28年5月

(株)和楽路屋

地図・ 1点
(354×1556mm)

昭和45年5月

(株)塔文社

地図・ 1点
(627×880mm)

昭和63年1月

(株)昭文社

地図・ 1点
(792×1195mm)

明治30年9月

加藤市太郎

地図・ 1点
(532×752mm)

明治36年6月

小林藤次郎

地図・ 1点
(550×793mm)

200407／1041
神戸市新図（3版）

200407／1042
訂正増補神戸市全図

200407／1043
神戸市新図

200407／1044
改正神戸市地図
袋入

200407／1045
神戸市新図

200407／1046
実測神戸市新図
1/15000，袋入

200407／1047
実地踏測神戸市街全図
1/12000

200407／1048
神戸市街新地図
1/12000，袋入

200407／1049
実地踏測神戸市街全図
1/12000

200407／1050
実地踏測神戸市街全図
1/15000

200407／1051
実地踏測神戸市街全図
1/15000，袋入

200407／1052
最新神戸市街全図
1/17000

200407／1053
神戸市街図
1/15000，表紙付

200407／1054
神戸市街図
1/12500，タトウ入

200407／1055
都市地図 神戸市
1/18000，タトウ入

200407／1056
新版京都地図

200407／1057
京都市街全図
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200407／1058
奉祝御大典最新実測京都観光地図

大正4年11月

帝国地方行政学会

地図・ 1点
(397×549mm)

昭和36年頃

日地出版(株)

地図・ 1点
(763×540mm)

昭和47年3月

(株)塔文社

地図・ 1点
(886×627mm)

昭和48年9月

(株)昭文社

地図・ 1点
(885×628mm)

昭和4年11月

明石市役所

地図・ 1点
(385×527mm)

大正2年9月

野澤謙輔

地図・ 1点
(550×395mm)

昭和43年1月

(株)昭文社

地図・ 1点
(794×551mm)

北村弥一

地図・ 1点
(397×547mm)

雑誌付録

200407／1059
京都市街地図
表紙付

200407／1060
京都市観光案内図
1/22000，タトウ入

200407／1061
京都市街図
1/20000，表紙付

200407／1062
明石市街全図
1/12000

200407／1063
姫路市街
1/10000，袋入

200407／1064
姫路市精図 姫路市中心部・姫路市全図

姫路市中心部1/10000，姫路市全図1/37500，表紙付

200407／1065
最近高松市街新図

明治35年5月

200407／1066
高松市街全図

大正11年

地図・ 1点
(530×650mm)

1/10000

200407／1067
高松復興市街図

昭和23年10月

香川県高松市

地図・ 1点
(521×750mm)

1/10000

200407／1068
坂出市街図

地図・ 1点
(540×765mm)
1/10000

200407／1069
門司市街旅客案内図

明治33年10月

大河内亀松

地図・ 1点
(353×482mm)

大正15年6月

大阪 駿々堂

地図・ 1点
(540×788mm)

昭和26年9月25日

地理調査所 発行

地図・ 1点
(553×1060mm)

昭和18年2月5日

東亜旅行社(JTB)

地図・ 1点
(1035×755mm)

JTB

一紙(刊)・ 1点(2
枚組)

贈答品のかつはら

一紙(刊)・ 1点(2
枚組)

1/6000，フチ切

200407／1070
門司新市街図

200407／1071
島根県 二十万分一分県図
1/200000，表紙付

200407／1072
鉄道省編纂 大東亜共栄圏交通要図
1/14000000，袋入

200407／1073
付録 東海道・山陽本線列車ダイヤ（1･昭和36年10月 平成12年12月
改正，2･昭和43年10月改正）
袋入，JTB時刻表復刻版「昭和後期編」付録

200407／1074
慶応年間の三原城絵図（「三原の新旧対照図」付）
包入
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200407／1075
天和～元禄頃 備後福山町絵図（青野春水「福山城
下町絵図(解説)」付）

絵図・ 1点

解説共袋入

200407／1076
広島名所絵葉書（表紙のみ）

八木トンボ堂 発行

一紙(刊)・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1077
[絵葉書]（備後比婆郡父老慰藉会の図）

明治42年8月29日

印判「頼杏坪翁七拾五年祭典」

200407／1078
[絵葉書]（広島毎夕新聞社主催 弁天島海水浴）

絵葉書・ 1点(5枚
組)

印判「弁天島海水浴 主催・広島毎夕新聞社」

200407／1078／1
o [絵葉書]（広島毎夕新聞社弁天島海水浴場(運
動場)）

絵葉書・(1枚)

200407／1078／2
o [絵葉書]（広島毎夕新聞社弁天島海水浴場(養
魚池)）

絵葉書・(1枚)

200407／1078／3
o [絵葉書]（広島毎夕新聞社弁天島海水浴場(西
の浜)）

絵葉書・(1枚)

200407／1078／4
o [絵葉書]（広島毎夕新聞社弁天島海水浴場(休
憩室の一部)）

絵葉書・(1枚)

200407／1078／5
o [絵葉書]（広島毎夕新聞社弁天島海水浴場(弁
天岬)）

絵葉書・(1枚)

200407／1079
[絵葉書]（広島月光山明星院二王門側面）

絵葉書・ 1点

「十二・四・四」の書込有り

200407／1080
[絵葉書]（広島市公会堂春和園）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点
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200407／1081
[絵葉書]（広島水源池）

絵葉書・ 1点

200407／1082
[絵葉書]（広島市上水道水源地）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

日本広島片山写真館製版部
印行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1083
[絵葉書]（広島高等師範学校水泳部発行 林檎むき）

200407／1084
[絵葉書]（広島高等師範学校力漕大会記念）
書込有り

200407／1085
[絵葉書]（広島市外牛田村中島牧場ノ遠景）

明治41年11月17日(消
印)

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1086
[絵葉書]（征独軍第一艦隊司令長官 海軍中将 加
藤友三郎閣下）

絵葉書・ 1点

200407／1087
[絵葉書]（広島第一中学水泳団 逆跳(山本先生)）

絵葉書・ 1点

200407／1088
[絵葉書]（広島県物産陳列館）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

THE HIROSHIMA 100 VIEWS №13

200407／1089
[絵葉書]（(広島名勝)商品陳列所）

絵葉書・ 1点

200407／1090
[絵葉書]（広島県立広島商品陳列所）

広島□〇堂 製

絵葉書・ 1点

広島名勝絵葉書16枚組袋入の1つ，色付
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200407／1091
[絵葉書]（広島県物産共進会第一会場 遠望）

藤谷□〇堂 製

絵葉書・ 1点

シール「なかしまほんまち・広島商会・阿部倉商店」

200407／1092
[絵葉書]（広島県商品陳列所）

絵葉書・ 1点

印判「拝観 大本営跡紀念」

200407／1093
[絵葉書]（(広島名所)商品陳列所）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1094
[絵葉書]（広島県物産陳列館）

広島□〇堂 製

絵葉書・ 1点

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

印判「広島遊覧記念」

200407／1095
[絵葉書]（水都のプロフイル 『広島』商品陳列所）

200407／1096
[絵葉書]（カメラの広島 広島産業奨励館と広島商工
会議所）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1097
[絵葉書]（広島物産陳列館）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1098
[絵葉書]（(広島名所)県庁及陳列館遠景）

絵葉書・ 1点

200407／1099
[絵葉書]（広島県物産陳列館遠望）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書），色付

200407／1100
[絵葉書]（広島物産陳列館遠望(元安河畔)）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書），色付

200407／1101
[絵葉書]（瀬戸内海安芸井ノ口海岸）

絵葉書・ 1点

200407／1102
[絵葉書]（(広島名所)井ノ口海岸）

絵葉書・ 1点

200407／1103
[絵葉書]（広島 小己斐明神）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

PLATE28

200407／1104
[絵葉書]（(広島名勝)広島県庁）

絵葉書・ 1点

200407／1105
[絵葉書]（広島県庁）

絵葉書・ 1点

200407／1106
[絵葉書]（広島県庁）

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1107
[絵葉書]（広島県庁）
PLATE44

200407／1108
[絵葉書]（広島 県会議事堂）

200407／1109
[絵葉書]（広島県会議事堂）

絵葉書・ 1点

200407／1110
[絵葉書]（日本銀行広島出張所）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

社団法人日本放送協会広島中
央放送局

絵葉書・ 1点

200407／1111
[絵葉書]（広島中央放送局原放送所，広島中央放送
局演奏所）
カラー印刷
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200407／1112
[絵葉書]（広島控訴院）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点
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200407／1113
[絵葉書]（本派本願寺広島別院）

絵葉書・ 1点

印判「広島遊覧 紀念」

200407／1114
[絵葉書]（広島国泰寺）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点
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200407／1115
[絵葉書]（広島不動院金堂(特別保護)）
色付

200407／1116
[絵葉書]（広島名所図会 広島不動院(特別保護建造
物)）

200407／1117
[絵葉書]（(広島)元安河畔ノ上空ヨリ俯瞰セル相生橋
ノ美観）

200407／1118
[絵葉書]（(広島)相生橋及産業奨励館）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1119
[絵葉書]（広島市相生橋）

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1120
[絵葉書]（広島相生橋）
色付

200407／1121
[絵葉書]（広島県立商品陳列所）

絵葉書・ 1点

200407／1122
[絵葉書]（(広島名勝)相生橋及丁字橋）

絵葉書・ 1点

印判「広島遊覧記念」

200407／1123
[絵葉書]（(広島名所)丁字橋）

絵葉書・ 1点

200407／1124
[絵葉書]（(広島名勝)相生橋及丁字橋）

絵葉書・ 1点

200407／1125
[絵葉書]（【広島名勝】平和な町の姿．水色豊かにモ
ダン橋梁は映る丁字橋）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407／1126
[絵葉書]（十一月十三日己斐川ニ於ケル両軍主力ノ
肉迫戦）

絵葉書・ 1点

印判有り

200407／1127
[絵葉書]（(広島名所)ときはばし） ※常盤橋

絵葉書・ 1点

200407／1128
[絵葉書]（広島市 柳橋）

広島藤谷□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1129
[絵葉書]（広島市京橋）

200407／1130
[絵葉書]（(広島)住吉橋）

絵葉書・ 1点

200407／1131
[絵葉書]（広島横川橋）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1132
[絵葉書]（広島鶴見橋 於第十七回漫遊紀念画会
錦水画）
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200407／1133
[絵葉書]（広島名所図会 浅野泉邸）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

東京日新社 製

絵葉書・ 1点

東京日新社 製

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

(№10)

200407／1134
[絵葉書]（広島名所泉邸 (其二)）

200407／1135
[絵葉書]（広島名所 泉邸）

200407／1136
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

200407／1137
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

200407／1138
[絵葉書]（広島 浅野泉邸）

200407／1139
[絵葉書]（広島縮景園 浅野泉邸）
色付

200407／1140
[絵葉書]（広島浅野泉邸(縮景園)）

絵葉書・ 1点

200407／1141
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

印判「拝観 大本営跡紀念」

200407／1142
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

広島□〇堂 製

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 製

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1143
[絵葉書]（広島浅野泉邸）
書込有り

200407／1144
[絵葉書]（(広島名所)浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1145
[絵葉書]（広島泉邸(縮景園)）

絵葉書・ 1点

200407／1146
[絵葉書]（広島泉邸(縮景園)）

絵葉書・ 1点

200407／1147
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

200407／1148
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

200407／1149
[絵葉書]（(広島名勝)浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

200407／1150
[絵葉書]（【広島名勝】空晴れ水清らか．小鳥の声も
和やかなる浅野泉邸）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407／1151
[絵葉書]（(広島名勝)浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

200407／1152
[絵葉書]（広島浅野泉邸(縮景園)）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1153
[絵葉書]（(広島名所)浅野泉邸）

絵葉書・ 1点

200407／1154
[絵葉書]（(史蹟)広島浅野泉邸(縮景園)）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1155
[絵葉書]（(広島名所)浅野泉邸）

66

絵葉書・ 1点

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1156
[絵葉書]（樹影さかしまに 『広島』浅野泉邸）

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1157
[絵葉書]（広島市大手町）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №14

200407／1158
[絵葉書]（広島市大手町通）

絵葉書・ 1点

200407／1159
[絵葉書]（広島市大手町）

絵葉書・ 1点

200407／1160
[絵葉書]（広島大手町通り）

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

200407／1161
[絵葉書]（広島市本通り）

200407／1162
[絵葉書]（広島市街 東横町）
彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1163
[絵葉書]（広島市横町）

絵葉書・ 1点

200407／1164
[絵葉書]（広島郵便局）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

200407／1165
[絵葉書]（広島名所図絵(其廿二)広島郵便局）
彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1166
[絵葉書]（広島橋本町）

絵葉書・ 1点

200407／1167
[絵葉書]（平田屋町通り(広島名所)）

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1168
[絵葉書]（(宇品名所)新道路 (許可済)）

絵葉書・ 1点

印判「陸軍検疫所」

200407／1169
[絵葉書]（(宇品名所)御幸通一丁目 (許可済)）

絵葉書・ 1点

印判「陸軍検疫所」

200407／1170
[絵葉書]（宇品海岸通）

絵葉書・ 1点

200407／1171
[絵葉書]（広島宇品町海岸通り）

(明治)42年4月6日(消
印)

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1172
[絵葉書]（広島西横町）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1173
[絵葉書]（(広島名所)本通り）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1174
[絵葉書]（広島市本通り）

絵葉書・ 1点

200407／1175
[絵葉書]（本通り商店街 戦後五年復興する広島）

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1176
[絵葉書]（(広島名所)上 新天地，下 千日前）

絵葉書・ 1点
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200407／1177
[絵葉書]（広島 元安川）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

THE HIROSHIMA 100 VIEWS №76

200407／1178
[絵葉書]（広島 比治山御便殿遠望）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №57

200407／1179
[絵葉書]（風光明眉 広島・かき船）

絵葉書・ 1点

色付，書込有り

200407／1180
[絵葉書]（(広島名勝)本川の河畔）

絵葉書・ 1点

200407／1181
[絵葉書]（太田川ヨリ見タル香蘭ノ全景(北京料理香
蘭)）

絵葉書・ 1点

200407／1182
[絵葉書]（【広島名所】四季の風情実に眺め飽かぬ．
有名なる太田川の景）

昭和17年4月4日陸軍
運輸部検閲御許可済

PRINTED BY
KAIGAINSATSU.CO.

絵葉書・ 1点

陸軍運輸部検閲御許可済，書込有り

200407／1183
[絵葉書]（(広島名所)太田川清流(泉邸裏)）

絵葉書・ 1点

200407／1184
[絵葉書]（太田川ノ下流(広島)）

絵葉書・ 1点

200407／1185
[絵葉書]（広島本川ノ下流）

絵葉書・ 1点

(№16)

200407／1186
[絵葉書]（広島住吉の浜）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

(111)，色付，泰川堂書店値札・中国新聞記事(反田十郎「住吉橋記念燈」(平成12年7月29日))共

200407／1187
[絵葉書]（漕船船卸式 其二(江波港)）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

(104)，色付

200407／1188
[絵葉書]（広島大田川下流）

7年11月29日(消印)

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1189
[絵葉書]（広島御幸橋）

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1190
[絵葉書]（広島御幸橋）

(明治)42年1月27日(消
印)

色付，書込有り

200407／1191
[絵葉書]（(広島名所)御幸橋）

絵葉書・ 1点

200407／1192
[絵葉書]（広島御幸橋）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

200407／1193
[絵葉書]（広島御幸橋）
書込有り

200407／1194
[絵葉書]（広島御幸橋）

絵葉書・ 1点

200407／1195
[絵葉書]（(広島名所)御幸橋(みゆきばし)）

絵葉書・ 1点

200407／1196
[絵葉書]（広島 御幸橋）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

THE HIROSHIMA 100 VIEWS №88

200407／1197
[絵葉書]（(広島名勝)御幸橋）
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200407／1198
[絵葉書]（静かに流るる 『広島』御幸橋より比治山公
園遠望）

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島松山 発行

絵葉書・ 1点

トンボ堂(印判)

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1199
[絵葉書]（野砲兵第五聯隊衛兵所ト古松）

200407／1200
[絵葉書]（広島野戦砲兵第五聯隊）
色付

200407／1201
[絵葉書]（野砲兵第五聯隊表門）
印判「広島遊覧紀念・トンボ堂」

200407／1202
[絵葉書]（広島重砲兵第四聯隊）

200407／1203
[絵葉書]（宇品陸軍運輸部本部桟橋）

大正12年1月要塞認可 広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

200407／1204
[絵葉書]（広島騎兵第五聯隊）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

NANIWAYA & CO KANNDA
TOKIO

絵葉書・ 1点

200407／1205
[絵葉書]（広島陸軍被服支廠）

200407／1206
[絵葉書]（HIROSHIMA LOCAL PEREPARATORY
SCHOOL(広島陸軍地方幼年学校)）

200407／1207
[絵葉書]（広島衛戍病院）

絵葉書・ 1点

200407／1208
[絵葉書]（広島衛戍病院）

絵葉書・ 1点

200407／1209
[絵葉書]（(広島名勝)文理科大学）

絵葉書・ 1点

200407／1210
[絵葉書]（広島文理科大学(広島高等師範学校)，広
島高等学校，広島高等工業学校）

絵葉書・ 1点

200407／1211
[絵葉書]（異彩を放つて (文理科大学)【広島景観】）

昭和16年10月26日陸
軍運輸部検閲済

YAMADASHI
KAIGAINSATSU.CO.

絵葉書・ 1点

200407／1212
[絵葉書]（広島文理科大学・高等師範学校）

絵葉書・ 1点

200407／1213
[絵葉書]（広島文理科大学・高等師範学校）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1214
[絵葉書]（広島高等師範学校）

200407／1215
[絵葉書]（広島高等師範学校）
印判「広島遊覧紀念・トンボ堂」

200407／1216
[絵葉書]（広島高等師範学校）

絵葉書・ 1点

200407／1217
[絵葉書]（広島高等師範附属中学校）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1218
[絵葉書]（広島高等工業学校 正門）

11年4月27日(消印)

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1219
[絵葉書]（広島高等工業学校 鳥瞰図）

絵葉書・ 1点

200407／1220
[絵葉書]（広島県立職工学校）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

69

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1221
[絵葉書]（広島県立広島高等女学校）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島立町朝日軒 製

絵葉書・ 1点

広島立町朝日軒 製

絵葉書・ 1点

200407／1222
[絵葉書]（広島 成美学校）

200407／1223
[絵葉書]（[広島成美学校]）
印判「成美学校運動会紀念」，「よく学べ・よく勤め・よく遊べ」

200407／1224
[絵葉書]（[広島成美学校]）
印判「成美学校運動会紀念」，「よく学べ・よく勤め・よく遊べ」

200407／1225
[絵葉書]（広島県立広島第二中学校 講堂）

絵葉書・ 1点

200407／1226
[絵葉書]（広島県立中学校陸上大運動会 第三年級
小隊教練）

1909年11月3日(印判)

堀川町高橋印行

絵葉書・ 1点

財団法人頼山陽先生遺蹟顕彰
会 発行

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

印判「THE ATHLETIC SPORTS. H.M.S.NOV.3.1909」

200407／1227
[絵葉書]（山陽記念館 全景）

200407／1228
[絵葉書]（広島市観古館(泉邸)）

200407／1229
[絵葉書]（広島観古館正門）

絵葉書・ 1点

200407／1230
[絵葉書]（広島文理科大学(広島高等師範学校)，広
島高等学校，広島高等工業学校）

絵葉書・ 1点

200407／1231
[絵葉書]（(広島名所)右 高等工業学校，左 高等学
校，下 文理科大学校舎）

絵葉書・ 1点

200407／1232
[絵葉書]（広島市高等女学校）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島市高等女学校開校記念

200407／1233
[絵葉書]（広島高等師範学校教育博物館永懐閣）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №85

200407／1234
[絵葉書]（広島猿猴橋）
色付

200407／1235
[絵葉書]（広島猿猴橋）

200407／1236
[絵葉書]（広島猿猴橋）

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1237
[絵葉書]（広島猿猴橋）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

株式会社タイムロマン

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島松山 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1238
[絵葉書]（広島猿猴橋）
彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1239
[絵葉書]（広島元安橋）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №9

200407／1240
[絵葉書]（広島元安橋）
色付

200407／1241
[絵葉書]（広島元安橋）
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200407／1242
[絵葉書]（広島元安橋ヨリ商品陳列所ヲ望ム）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1243
[絵葉書]（広島元安橋）
色付

200407／1244
[絵葉書]（(広島名勝)元安橋）

絵葉書・ 1点

200407／1245
[絵葉書]（広島市元安橋）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1246
[絵葉書]（広島元安橋）

絵葉書・ 1点

200407／1247
[絵葉書]（広島元安橋ヨリ商品陳列所ヲ望ム）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1248
[絵葉書]（(広島名勝)元安橋）

絵葉書・ 1点

200407／1249
[絵葉書]（広島市中島本町元安橋西詰本上アサヒ軒
全景(其二)）

絵葉書・ 1点

袋入（表題｢御みやげ｣）

200407／1250
[絵葉書]（広島元安橋）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1251
[絵葉書]（広島元安橋）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書），色付

200407／1252
[絵葉書]（(広島名所)元安橋）

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1253
[絵葉書]（広島本川橋）

絵葉書・ 1点

200407／1254
[絵葉書]（広島本川橋）

絵葉書・ 1点

200407／1255
[絵葉書]（広島本川橋）

広島□○堂 発行，東京小川印
行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

200407／1256
[絵葉書]（広島本川橋）

200407／1257
[絵葉書]（広島本川橋）

200407／1258
[絵葉書]（広島本川橋）

絵葉書・ 1点

200407／1259
[絵葉書]（広島本川橋）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

(広島八木トンボ堂 発行)

絵葉書・ 1点

株式会社タイムロマン

絵葉書・ 1点

NANIWAYA & CO KANNDA
TOKIO

絵葉書・ 1点

200407／1260
[絵葉書]（広島 本川の桜）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №24

200407／1261
[絵葉書]（広島本川橋）
彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1262
[絵葉書]（戦時の宇品港）
色付，泰川堂書店値札共
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200407／1263
[絵葉書]（宇品港桟橋）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1264
[絵葉書]（宇品港桟橋）

絵葉書・ 1点

200407／1265
[絵葉書]（広島宇品港桟橋）

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1266
[絵葉書]（広島宇品港桟橋）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1267
[絵葉書]（【広島名勝】溌溂と帆船の影ゆれ小波岸に
囁く宇品港の風景）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

陸軍運輸部査閲済

200407／1268
[絵葉書]（(広島名所 宇品港)）

絵葉書・ 1点

許可済

200407／1269
[絵葉書]（(広島名勝)宇品港）

絵葉書・ 1点

陸軍運輸部査閲済

200407／1270
[絵葉書]（広島宇品港市営桟橋）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1271
[絵葉書]（広島宇品港）

1912年9月7日(筆記･
消印)

絵葉書・ 1点

印判「広島遊覧記念」，書込有り

200407／1272
[絵葉書]（広島市宇品港桟橋）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1273
[絵葉書]（広島宇品港）

(広島地球堂 発行)

絵葉書・ 1点

広島名所絵葉書10枚組袋入の1枚

200407／1274
[絵葉書]（(広島名所)宇品港）

絵葉書・ 1点

最も新らしき広島名所13枚組の1枚

200407／1275
[絵葉書]（広島市宇品港桟橋）

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

200407／1276
[絵葉書]（広島宇品港）

絵葉書・ 1点

200407／1277
[絵葉書]（(広島)宇品港市営桟橋）

絵葉書・ 1点

200407／1278
[絵葉書]（広島宇品港）

絵葉書・ 1点

200407／1279
[絵葉書]（戦時の宇品港(一)）

NANIWAYA&CO TOKYO
JAPAN

絵葉書・ 1点

明治

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

明治

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

明治

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

200407／1280
[絵葉書]（宇品港(一)）
印判「視察 学生旅行紀念」，色付

200407／1281
[絵葉書]（宇品港(二)）
印判「視察 学生旅行紀念」，色付

200407／1282
[絵葉書]（宇品港(三)）
印判「視察 学生旅行紀念」，色付
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200407／1283
[絵葉書]（宇品港(四)）

明治

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

大正5年3月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

大正5年3月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

印判「視察 学生旅行紀念」，色付

200407／1284
[絵葉書]（宇品港全景(1)）

200407／1285
[絵葉書]（宇品港全景(4)）

200407／1286
[絵葉書写真複製]（千田町火力発電所外景）

(大正12年頃)

一紙・ 1点

200407／1287
[絵葉書]（五日市海水浴場(其ノ二)）

絵葉書・ 1点

200407／1288
[絵葉書]（五日市海水浴場(其ノ三)）

絵葉書・ 1点

200407／1289
[絵葉書]（安芸五日市海水浴場 潮湯及蒸湯 元山
中事海老館）

五日市吉川 謹写

絵葉書・ 4点

主催地広島市

絵葉書・ 1点

主催地広島市

絵葉書・ 1点

主催地広島市

絵葉書・ 1点

主催地広島市

絵葉書・ 1点

主催地広島市

絵葉書・ 1点

200407／1290
[絵葉書]（第五回中国六県聯合畜産馬匹共進会）

(明治)43年10月1日(消
印)

印判「五回 中国六県聯合畜産・馬匹共進会」

200407／1291
[絵葉書]（第五回中国六県聯合畜産馬匹共進会(会
場)）

(明治)43年10月1日(消
印)

印判「五回 中国六県聯合畜産・馬匹共進会」

200407／1292
[絵葉書]（第五回中国六県聯合畜産馬匹共進会(式
場)）

(明治)43年10月1日(消
印)

印判「五回 中国六県聯合畜産・馬匹共進会」

200407／1293
[絵葉書]（第五回中国六県聯合畜産馬匹共進会(庭
園)）

(明治)43年10月1日(消
印)

印判「五回 中国六県聯合畜産・馬匹共進会」

200407／1294
[絵葉書]（第五回中国六県聯合畜産馬匹共進会(正
門)）

(明治)43年10月1日(消
印)

印判「五回 中国六県聯合畜産・馬匹共進会」

200407／1295
[絵葉書]（復興した広島金座街）

絵葉書・ 1点

200407／1296
[絵葉書]（復興した広島本通）

AWATANI. KYOTO. JAPAN

絵葉書・ 1点

広島市産業局商工課

絵葉書・ 1点

200407／1297
[絵葉書]（商店街風景） ※本通商店街

(戦後)

カラー印刷

200407／1298
[絵葉書]（広島 八丁堀附近）

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1299
[絵葉書]（(広島)八丁堀ビル街）

カラー印刷，「ひろしま」8枚組タトウ入の1枚

200407／1300
[絵葉書]（福屋より比治山方面を望む）

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

タイムロマン・絵葉書資料館（神
戸市垂水区歌敷山）

絵葉書・ 1点

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1301
[絵葉書]（復興した広島金座街）
彩色浪漫譚（復刻絵葉書） ※1292の復刻絵葉書

200407／1302
[絵葉書]（生れ変った宇品港）

(戦後)

絵葉書・ 1点
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200407／1303
[絵葉書]（復興した相生橋及び広島商工会議所）

(戦後)

絵葉書・ 1点

印判「爆心地広島大仏殿」

200407／1304
[広島市公会堂竣工記念（第二次）席番票] （裏）広
島市公会堂写真

3月1日

一紙(刊)・ 1点

200407／1305
[絵葉書]（[平和都市 広島]平和記念資料館）

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1306
[絵葉書]（(広島)公会堂と平和記念館）
カラー印刷

200407／1307
[絵葉書]（(広島)広島県庁舎）
カラー印刷

200407／1308
[絵葉書]（(広島)原爆犠牲者慰霊碑）
カラー印刷

200407／1309
[絵葉書]（「平和都市 広島」慰霊碑と平和記念資料
館）
カラー印刷

200407／1310
[絵葉書]（「平和都市 広島」A･B･C･C）
カラー印刷

200407／1311
[絵葉書]（(広島)原爆研究所(比治山)）
カラー印刷

200407／1312
[絵葉書]（「平和都市 広島」平和大橋）
カラー印刷

200407／1313
[絵葉書]（(広島)平和大橋）
カラー印刷

200407／1314
[絵葉書]（平和都広島）

(戦後)

広島県

絵葉書・ 1点

(戦後)

広島市産業局商工課

絵葉書・ 1点

200407／1315
[絵葉書]（平和大橋）
カラー印刷

200407／1316
[絵葉書]（(広島縮景園(泉邸))）

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1317
[絵葉書]（「平和都市 広島」泉邸 跨虹橋）
カラー印刷

200407／1318
[絵葉書]（縮景園(泉邸)）

(戦後)

広島市産業局商工課

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1319
[絵葉書]（「平和都市 広島」ドーム附近の夜景）

(戦後)

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1320
[絵葉書]（市街夜景）

(戦後)

広島市産業局商工課

絵葉書・ 1点

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

(戦後)

SEIKYOKUDO

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1321
[絵葉書]（平和都市・広島 産業奨励館より死の街を
望む）
カラー印刷

200407／1322
[絵葉書]（(広島)旧産業奨励館(原爆ドーム)）
カラー印刷
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200407／1323
[絵葉書]（(広島)原爆犠牲者供養塔）

(戦後)

SEIKYOKUDO

絵葉書・ 1点

(戦後)

SEIKYOKUDO

絵葉書・ 1点

(戦後)

SEIKYOKUDO

絵葉書・ 1点

(戦後)

SEIKYOKUDO

絵葉書・ 1点

(戦後)

SEIKYOKUDO

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1324
[絵葉書]（(広島)平和公園「原爆の子」折鶴の像）
カラー印刷

200407／1325
[絵葉書]（(広島)広島城）
カラー印刷

200407／1326
[絵葉書]（(広島)相生橋(Ｔ字橋)と太田川に映ゆる夕
照）
カラー印刷

200407／1327
[絵葉書]（(広島)世界平和記念聖堂）
カラー印刷

200407／1328
[絵葉書]（「平和都市 広島」平和記念聖堂）

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

(戦後)

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1329
[絵葉書]（「平和都市 広島」夜のひろしま）
カラー印刷

200407／1330
[絵葉書]（原爆を受けた広島市役所）

200407／1331
[絵葉書]（原爆記念，産業奨励館の今昔）
書込有り

200407／1332
[絵葉書]（復興中の広島市展望(比治山より市の中心
部を望む)）
書込有り

200407／1333
[絵葉書]（原爆前後の広島縮景園(泉邸)）

200407／1334
[絵葉書]（平和都市・広島 慰霊碑，平和大橋）

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

(戦後)

DAIWA

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1335
[絵葉書]（平和都市・広島 広島赤十字病院）
カラー印刷

200407／1336
[絵葉書]（平和都市・広島 産業奨励館，被爆前）
カラー印刷

200407／1337
[絵葉書]（平和都市・広島 比治山より市街を望む）
カラー印刷

200407／1338
[絵葉書]（平和都市・広島 原爆傷害調査委員会研
究所，跨虹橋(泉邸)）
カラー印刷

200407／1339
[絵葉書]（平和都市・広島 原子雲）
カラー印刷

200407／1340
[絵葉書]（広島市街(其一)）
(№1)，印判「広島遊覧紀念」

200407／1341
[絵葉書]（広島名所図絵 比治山より市街を望む）
(№3)

200407／1342
[絵葉書]（広島市街）

絵葉書・ 1点
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200407／1343
[絵葉書]（広島市街(其三)）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

(№3)

200407／1344
[絵葉書]（広島市街）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン
彩色浪漫譚（復刻絵葉書），色付

200407／1345
[絵葉書]（広島比治山公園）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

東京錦光堂 製

絵葉書・ 1点

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

大隅洋行 発行

絵葉書・ 1点
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200407／1346
[絵葉書]（広島鶴見橋ヨリ比治山御便殿ヲ望ム）

200407／1347
[絵葉書]（広島京橋川より比治山公園を望む）

200407／1348
[絵葉書]（広島比治山公園ヨリ見タル京橋川）

200407／1349
[絵葉書]（比治山御便殿）

200407／1350
[絵葉書]（(広島名勝)比治山の御便殿）

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1351
[絵葉書]（広島比治山公園旧御便殿遠望）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1352
[絵葉書]（広島名勝 旧御便殿(ひぢ山公園内)）

絵葉書・ 1点

200407／1353
[絵葉書]（広島比治山公園）

絵葉書・ 1点

(№7)

200407／1354
[絵葉書]（広島比治山公園旧御便殿）

絵葉書・ 1点

印判「拝観 第本営跡 紀念」

200407／1355
[絵葉書]（広島比治山ヨリ遠望 御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1356
[絵葉書]（広島比治山公園旧御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1357
[絵葉書]（広島比治山公園旧御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1358
[絵葉書]（広島比治山公園旧御便殿）

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

200407／1359
[絵葉書]（広島比治山旧御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1360
[絵葉書]（(広島名勝)比治山公園旧御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1361
[絵葉書]（【広島名勝】翠色玲瓏風ゆるやかに蕭々た
る比治山御便殿）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407／1362
[絵葉書]（(広島名勝)比治山公園旧御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1363
[絵葉書]（広島市比治山公園旧御便殿）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1364
[絵葉書]（(広島名所)比治山公園）

絵葉書・ 1点

200407／1365
[絵葉書]（広島市比治山公園旧御便殿）
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200407／1366
[絵葉書]（(広島名所)比治山公園旧御便殿）

絵葉書・ 1点

200407／1367
[絵葉書]（広島 江波公園）

(広島八木トンボ堂 発行)

絵葉書・ 1点

THE HIROSHIMA 100 VIEWS №49

200407／1368
[絵葉書]（(広島名所)江波公園）

絵葉書・ 1点

200407／1369
[絵葉書]（広島 二葉公園）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

(広島八木トンボ堂 発行)

絵葉書・ 1点

PLATE21

200407／1370
[絵葉書]（広島 饒津公園）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №27

200407／1371
[絵葉書]（広島與楽園）

絵葉書・ 1点

200407／1372
[絵葉書]（広島與楽園）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書），色付

200407／1373
[絵葉書]（広島市外草津梅山鶯縮園(其五)）

大正7年3月要塞司令
部許可済

広島□○堂支店

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

下関・泉菊 製

絵葉書・ 1点

下関・泉菊 製

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

200407／1374
[絵葉書]（広島 與楽園）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №60

200407／1375
[絵葉書]（(広島・草津大菊人形)宮島廻廊）

200407／1376
[絵葉書]（(広島市草津菊楽園大菊人形)墨染）

15年11月21日(消印)

書込有り

200407／1377
[絵葉書]（広島城）

200407／1378
[絵葉書]（広島城 野砲隊より）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №64

200407／1379
[絵葉書]（広島城）

200407／1380
[絵葉書]（広島城）

絵葉書・ 1点

200407／1381
[絵葉書]（広島城）

絵葉書・ 1点

200407／1382
[絵葉書]（広島城）

絵葉書・ 1点

200407／1383
[絵葉書]（広島城）

絵葉書・ 1点

200407／1384
[絵葉書]（広島城天主閣）

絵葉書・ 1点

200407／1385
[絵葉書]（【広島名勝】往古幾歳歴史を積みて青空に
戦ぐ天守閣 広島城）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407／1386
[絵葉書]（(広島名勝)広島城）

(昭和)18年8月25日(消
印)

絵葉書・ 1点

印判「広島駅 18.8.25」

200407／1387
[絵葉書]（広島城）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付
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200407／1388
[絵葉書]（(広島名所)広島城）

絵葉書・ 1点

200407／1389
[絵葉書]（(広島名所)広島城天主閣）

絵葉書・ 1点

200407／1390
[絵葉書]（鮮かに泛ぶ 『広島』広島城）

絵葉書・ 1点

200407／1391
[絵葉書]（広島大本営当時の表門）

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

広島とんぼ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

東京日新社製

絵葉書・ 1点

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

広島□○堂発売，PRINTED BY
KAMIGATAYA（KANDA，
TOKYO）

絵葉書・ 1点

200407／1392
[絵葉書]（広島大本営当時の表門）

14年12月17日

印判「聖蹟 広島大本営，14.12.17」

200407／1393
[絵葉書]（広島名勝 第五師団司令部）
印判「広島遊覧紀念・トンボ堂」

200407／1394
[絵葉書]（第五師団司令部）

200407／1395
[絵葉書]（安芸名勝広島大本営）

200407／1396
[絵葉書]（広島大本営趾）

200407／1397
[絵葉書]（大本営趾 広島招魂祭紀念）

(明治)39年11月5日(印
判)

印判「広嶋 広嶋招魂祭紀念 39-11-5」

200407／1398
[絵葉書]（The Imperial Headquarters,Hiroshima.）

絵葉書・ 1点

№78，カラー印刷

200407／1399
[絵葉書]（広島大本営趾 右ハ本館左ハ昭憲皇太后
御座所）

絵葉書・ 1点

200407／1400
[絵葉書]（(広島名勝)史蹟大本営跡）

絵葉書・ 1点

200407／1401
[絵葉書]（広島大本営跡 全景）

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

200407／1402
[絵葉書]（広島大本営跡）

10年10月23日(印判)

印判「10.10.23 大本営」

200407／1403
[絵葉書]（広島大本営趾(其一)）

絵葉書・ 1点

200407／1404
広島大本営当時之職員

一紙(刊)・ 1点

200407／1405
[絵葉書]（陽光に映ゆ 『広島』大本営聖蹟）

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

200407／1406
[絵葉書]（広島旧大本営）

絵葉書・ 1点

200407／1407
[絵葉書]（広島大本営跡）

絵葉書・ 1点

200407／1408
[絵葉書]（(史蹟名勝天然記念物)広島大本営趾）

絵葉書・ 1点

200407／1409
[絵葉書]（【広島名勝】想ひ起す日露の大戦．黙々と
立つ広島大本営跡）

78

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1410
[絵葉書]（(広島名勝)史蹟大本営跡）

(昭和)18年8月25日(消
印)

絵葉書・ 1点

印判「広島駅 18.8.25」

200407／1411
[絵葉書]（史蹟広島元大本営及天守閣）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1412
[絵葉書]（(広島名所)大本営）

絵葉書・ 1点

200407／1413
[絵葉書]（(史蹟名勝)広島大本営趾）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

200407／1414
[絵葉書]（(広島名所)旧大本営）

200407／1415
[絵葉書]（広島大本営趾）

絵葉書・ 1点

印判「拝観紀念 大本営跡」

200407／1416
[絵葉書]（広島 大本営正門）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島偕行社 発行

絵葉書・ 1点(2枚
大)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

PLATE3

200407／1417
[絵葉書]（(非売品)広島大本営 全景）
カラー印刷，印判「拝観紀念 大本営跡」

200407／1418
[絵葉書]（飛行機より見たる広島大本営跡）

200407／1419
[絵葉書]（広島大本営跡 昭憲皇太后御座所）

200407／1420
[絵葉書]（広島大本営跡）

200407／1421
[絵葉書]（広島 大本営跡）
THE HIROSHIMA 100 VIEWS №22

200407／1422
[絵葉書]（広島大本営跡 玉座）

絵葉書・ 1点

200407／1423
[絵葉書]（(広島名勝)官祭広島招魂社）

絵葉書・ 1点

200407／1424
[絵葉書]（【広島名勝】清浄なる神域．粛然たる神前．
官祭広島招魂社）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407／1425
[絵葉書]（(広島名勝)官祭広島招魂社）

絵葉書・ 1点

200407／1426
[絵葉書]（(広島名所)官祭広島招魂社）

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

200407／1427
[絵葉書]（(広島名所)広島市庁）

200407／1428
[絵葉書]（(広島名勝)広島市庁）

絵葉書・ 1点

200407／1429
[絵葉書]（【広島名勝】市街に屹つ颯爽たる巨躰．広
島市庁の近代色）

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

200407／1430
[絵葉書]（(広島名勝)広島市庁）

絵葉書・ 1点

200407／1431
[絵葉書]（(広島名所)市庁舎）

絵葉書・ 1点
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200407／1432
[絵葉書]（広島市庁舎）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1433
[絵葉書]（(広島名所)広島市庁）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1434
[絵葉書]（(広島名勝)広島駅）

絵葉書・ 1点

200407／1435
[絵葉書]（(広島名勝)広島駅）

絵葉書・ 1点

200407／1436
[絵葉書]（(広島名所)広島駅）

絵葉書・ 1点

200407／1437
[絵葉書]（広島停車場）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

200407／1438
[絵葉書]（広島停車場）
色付

200407／1439
[絵葉書]（広島新天地）

200407／1440
[絵葉書]（広島新天地 映画倶楽部）

絵葉書・ 1点

200407／1441
[絵葉書]（(広島名所)新天地）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1442
[絵葉書]（(広島名所)新天地）

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1443
[絵葉書]（広島新天地）
色付

200407／1444
[絵葉書]（広島新天地）

200407／1445
[絵葉書]（広島新天地）

絵葉書資料館（神戸市垂水区歌 絵葉書・ 1点
敷山）・タイムロマン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書），色付

200407／1446
[絵葉書]（広島市中心街―写真中央は新装なったバ
スセンターと広島(市民)球場。左は太田川。広島市の
中心街で右へ行くと国鉄広島駅に出る。）

PRINTED BY NBC(NIPPON
BEAUTY COLOR)INC.JAPAN

絵葉書・ 1点

昭和28年10月11日

長船友則

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・ 1点

昭和30年4月23日

長船友則

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・ 1点

カラー写真

200407／1447
[写真]（広島市基町の児童図書館）
白黒写真

200407／1448
[写真]（広島市平和公園内の広島市公会堂）
白黒写真

200407／1449
[絵葉書]（原爆ドーム／広島）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1450
[絵葉書]（原爆ドームと元安川）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1451
[絵葉書]（広島城／広島）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1452
[絵葉書]（平和記念公園と広島市街―写真中央は平
和記念公園，左右は太田川。上部，横一筋に通るの
は，開通なった山陽新幹線。）
カラー写真
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200407／1453
[絵葉書]（中国自動車道三段峡付近，広島北インター 平成6年10月5日(購入) SEIKYOKUDO
チェンジ//広島大全集）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1454
[絵葉書]（広島県立美術館鳥瞰）

平成19年1月25日(筆
記)

HIROSHIMA PREFECTURAL
ART MUSEUM

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1455
[絵葉書]（広島名所図絵 戦捷記念碑）
(№11)

200407／1456
[絵葉書]（広島戦捷記念碑）

絵葉書・ 1点

200407／1457
[絵葉書]（広島戦捷記念碑）

絵葉書・ 1点

200407／1458
[絵葉書]（(広島名勝)戦捷記念碑）

絵葉書・ 1点

200407／1459
[絵葉書]（広島戦捷記念碑(西練兵場)）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1460
[絵葉書]（広島戦捷記念碑）
印判「広島遊覧紀念・トンボ堂」

200407／1461
[絵葉書]（広島戦捷記念碑(西練兵場)）

200407／1462
[絵葉書]（広島宇品凱旋紀念碑）

200407／1463
[絵葉書]（(広島名所)北清事変紀念碑）

絵葉書・ 1点

200407／1464
[絵葉書]（広島北清事変紀念碑）

絵葉書・ 1点

200407／1465
[絵葉書]（(広島名勝)北清事変記念碑）

絵葉書・ 1点

200407／1466
[絵葉書]（広島市紙屋町電車交叉点）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1467
[絵葉書]（(広島名所)紙屋町本通リ）

絵葉書・ 1点

200407／1468
[絵葉書]（広島名所図絵 饒津公園燕子花）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1469
[絵葉書]（広島饒津神社）

200407／1470
[絵葉書]（広島市饒津神社）

200407／1471
[絵葉書]（(広島名所)饒津公園）

絵葉書・ 1点

200407／1472
[絵葉書]（広島名所図絵 饒津公園）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

(№29)

200407／1473
[絵葉書]（(広島名所)饒津神社）

200407／1474
[絵葉書]（広島饒津神社）

絵葉書・ 1点

200407／1475
[絵葉書]（広島饒津神社）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付
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200407／1476
[絵葉書]（(広島名勝)饒津神社）

絵葉書・ 1点

200407／1477
[絵葉書]（広島饒津神社）

絵葉書・ 1点

200407／1478
[絵葉書]（広島饒津神社）

絵葉書・ 1点

200407／1479
[絵葉書]（広島名所 饒津公園）

東京 日新社 製

絵葉書・ 1点

200407／1480
[絵葉書]（広島饒津神社(二ノ鳥居)）

絵葉書・ 1点

200407／1481
[絵葉書]（広島饒津神社）

絵葉書・ 1点

200407／1482
[絵葉書]（広島饒津神社）

PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

絵葉書・ 1点

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

色付

200407／1483
[絵葉書]（広島饒津神社御本社）

200407／1484
[絵葉書]（広島饒津神社時代行列(其二)）

200407／1485
[絵葉書]（広島尾長山麓東照宮）
色付

200407／1486
[絵葉書]（広島尾長山麓東照宮）

200407／1487
[絵葉書]（広島市東照宮）

絵葉書・ 1点

200407／1488
[絵葉書]（広島 東照宮）

広島八木トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島トンボ堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1489
[絵葉書]（広島東照宮）

200407／1490
[絵葉書]（広島名所図絵 東照宮）

200407／1491
[絵葉書]（広島市東照宮）

絵葉書・ 1点

200407／1492
[絵葉書]（広島尾長山麓東照宮）

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点

広島地球堂 発行

紙袋・ 1点

広島□○堂 発行

紙袋・ 1点

地球堂 発行

紙袋・ 1点

200407／1493
[絵葉書袋]（広島名所絵葉書【十枚組】）

200407／1494
[絵葉書袋]（広島名所）

200407／1495
[絵葉書袋]（天然色応用 広島名所エハガキ(八枚
組)）

200407／1496
[絵葉書袋]（広島名勝絵葉書）

紙袋・ 1点

200407／1497
[絵葉書袋]（広島名所 全集 最新撮影）

紙袋・ 1点

書込有り

200407／1498
[絵葉書袋]（広島名勝絵葉書 改色淡色版）

広島□○堂 製

紙袋・ 1点

200407／1499
[絵葉書袋]（最も新らしき広島名所）

紙袋・ 1点

200407／1500
[絵葉書袋]（最も新らしき広島名所）
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200407／1501
[絵葉書袋]（中国一の大都 探勝の広島 高級PS版
八枚組）

大正写真工芸所製

紙袋・ 1点

KAIGAINSATSU

紙袋・ 1点

大和写真印刷

紙袋・ 1点

200407／1502
[絵葉書袋]（優美繊細中国の尤 広島名勝）

200407／1503
[絵葉書袋]（原爆記録写真 平和都 広島 高級原色
版）

200407／1504
[絵葉書袋]（ひろしま HIROSHIMA）

紙袋・ 1点

200407／1505
[絵葉書袋]（観光の広島 瀬戸内海編 第一集）

広島県商工部商政課

紙袋・ 1点

200407／1506
[絵葉書袋]（ひろしま HIROSHIMA 天然色写真）

紙袋・ 1点

200407／1507
[絵葉書袋]（平和の都 広島）

紙袋・ 1点

200407／1508
[絵葉書タトウ]（広島 十六景 天然色写真）

タトウ・ 1点

200407／1509
[絵葉書]（広島二葉の里 大華楼）

絵葉書・ 1点(6枚
組)

袋入

200407／1510
[絵葉書]（新築落成記念 浅野図書館）

大正15年4月30日(竣
工)

浅野図書館

絵葉書・ 1点(5枚
組)

大正15年4月30日(竣
工)

浅野図書館

絵葉書・(1枚)

大正15年4月30日(竣
工)

浅野図書館

絵葉書・(1枚)

大正15年4月30日(竣
工)

浅野図書館

絵葉書・(1枚)

大正15年4月30日(竣
工)

浅野図書館

絵葉書・(1枚)

大正15年4月30日(竣
工)

浅野図書館

絵葉書・(1枚)

包入

200407／1510／1
o [絵葉書]（浅野図書館(外観)）

200407／1510／2
o [絵葉書]（浅野図書館(新聞閲覧室)）

200407／1510／3
o [絵葉書]（浅野図書館(書庫)）

200407／1510／4
o [絵葉書]（浅野図書館(第一応接室)）

200407／1510／5
o [絵葉書]（浅野図書館(閲覧室)）

200407／1511
[絵葉書]（広島市上水道水源地取水喞筒場）

絵葉書・ 1点

200407／1512
[絵葉書]（広島市上水道水源地取水喞筒・広島市上
水道水源地取水喞筒操作室）

絵葉書・ 1点

200407／1513
[絵葉書]（広島市水道己斐調整場貯水池）

絵葉書・ 1点

200407／1514
[絵葉書]（広島市上水道己斐調整場喞筒室）

絵葉書・ 1点

200407／1515
[絵葉書]（広島市上水道浄水場送水喞筒室内燃機
関）

絵葉書・ 1点

200407／1516
[絵葉書]（広島市上水道）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

包入

200407／1516／1
o [絵葉書]（広島市上水道己斐調整場喞筒室）

絵葉書・(1枚)
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200407／1516／2
o [絵葉書]（広島市上水道水源地取水喞筒・広島
市上水道水源地取水喞筒操作室）

絵葉書・(1枚)

200407／1516／3
o [絵葉書]（広島市上水道水源地取水喞筒場）

絵葉書・(1枚)

200407／1516／4
o [絵葉書]（広島市上水道水源地取水場）

絵葉書・(1点)

200407／1516／5
o [絵葉書]（広島市上水道浄水場送水喞筒室内
燃機関）

絵葉書・(1枚)

200407／1516／6
o [絵葉書]（広島市上水道浄水場配水地）

絵葉書・(1枚)

200407／1516／7
o [絵葉書]（広島市上水道浄水場全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1516／8
o [絵葉書]（広島市水道己斐調整場貯水池）

絵葉書・(1枚)

200407／1517
[絵葉書]（大正十五年九月十一日払暁広島県安芸郡
畑賀村附近水害ノ実況）

大正15年9月11日

絵葉書・ 2点

200407／1518
[絵葉書]（新築第一銀行広島支店）

東京印刷株式会社 印行

絵葉書・ 1点

東京印刷株式会社 印行

絵葉書・ 1点

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・ 1点(10枚
組)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

傷痍軍人広島療養所

絵葉書・(1枚)

東京・川口印刷所 納

絵葉書・ 1点

200407／1519
[絵葉書]（新築第一銀行広島支店営業室）

200407／1520
[絵葉書]（絵はがき 傷痍軍人広島療養所）

200407／1520／ 1
o [絵葉書]（鷺山中腹ヨリ見タル療養所全景）

200407／1520／ 2
o [絵葉書]（外気小舎全景）

200407／1520／ 3
o [絵葉書]（所内大沢田池畔ノ亭）

200407／1520／ 4
o [絵葉書]（鷲山報国神社）

200407／1520／ 5
o [絵葉書]（療棟概観）

200407／1520／ 6
o [絵葉書]（療室）

200407／1520／ 7
o [絵葉書]（静臥室ニ於ケル外気浴）

200407／1520／ 8
o [絵葉書]（レントゲン室）

200407／1520／ 9
o [絵葉書]（鶏舎ニ於ケル軽作業）

200407／1520／10
o [絵葉書]（治療棟）

200407／1521
[絵葉書]（傷痍軍人広島療養所(傷兵保護院)）

200407／1522
[絵葉書]（日美広島協会 新会堂予想図）

絵葉書・ 1点

200407／1523
[絵葉書]（広島逓信局庁舎落成記念）
包入
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200407／1523／1
o [絵葉書]（広島逓信局庁舎）

東京築地・ジーチーサン商会
製

絵葉書・(1枚)

東京築地・ジーチーサン商会
製

絵葉書・(1枚)

東京築地・ジーチーサン商会
製

絵葉書・(1枚)

合名会社三宅清兵衛商店

絵葉書・ 1点(4枚
組)

合名会社三宅清兵衛商店

絵葉書・(1枚)

合名会社三宅清兵衛商店

絵葉書・(1枚)

合名会社三宅清兵衛商店

絵葉書・(1枚)

合名会社三宅清兵衛商店

絵葉書・(1枚)

200407／1523／2
o [絵葉書]（広島逓信局屋上）

200407／1523／3
o [絵葉書]（広島逓信局事務室の一部）

200407／1524
[絵葉書]（合名会社三宅清兵衛商店）
包入

200407／1524／1
o [絵葉書]（三宅清兵衛本店醸造場）

200407／1524／2
o [絵葉書]（工手社宅と寄宿舎・売店）

200407／1524／3
o [絵葉書]（通牒・証明書）

200407／1524／4
o [絵葉書]（四季醸造庫機械室・清酒殺菌機）

200407／1525
[絵葉書]（広島 羽田別荘）

絵葉書・ 1点(5枚
組)

200407／1526
[絵葉書]（進呈 安芸宮島紅葉谷 岩惣）

安芸宮島紅葉谷・岩惣

絵葉書・ 1点(5枚
組)

安芸宮島紅葉谷・岩惣

絵葉書・(1枚)

安芸宮島紅葉谷・岩惣

絵葉書・(1枚)

安芸宮島紅葉谷・岩惣

絵葉書・(1枚)

安芸宮島紅葉谷・岩惣

絵葉書・(1枚)

安芸宮島紅葉谷・岩惣

絵葉書・(1枚)

包入

200407／1526／1
o [絵葉書]（安芸国宮島紅葉谷公園 岩惣旅館客
室）

200407／1526／2
o [絵葉書]（安芸国宮島紅葉谷公園 岩惣旅館客
室）

200407／1526／3
o [絵葉書]（安芸国宮島紅葉谷公園 岩惣旅館客
室）

200407／1526／4
o [絵葉書]（安芸国宮島紅葉谷公園 岩惣旅館
離座敷室内）

200407／1526／5
o [絵葉書]（安芸国宮島紅葉谷公園 岩惣旅館
離座敷室内）

200407／1527
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 上陸桟橋）

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

陸軍運輸部査閲済

200407／1528
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 蒸気消毒所）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1529
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 消毒室）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1530
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 入浴後休憩所）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1531
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 入浴前手拭分配所）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1532
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 銃ノ日光消毒）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済
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200407／1533
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 貴重品受渡所）

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

(昭和8年)

絵葉書・ 1点

陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1534
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 乗船前集合所）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1535
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 将校入浴後休憩所）
陸軍運輸部査閲済

200407／1536
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 薬品消毒場）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1537
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 将校休憩所）
陸軍運輸部査閲済，呉鎮守府認可済

200407／1538
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 凱旋歓迎情景）
陸軍運輸部査閲済

200407／1539
[絵葉書]（広島貯金支局）

広島貯金支局

絵葉書・ 1点

広島貯金支局

絵葉書・ 1点

広島貯金支局

絵葉書・ 1点

200407／1540
[絵葉書]（広島貯金支局 正面入口及構内郵便局）

200407／1541
[絵葉書]（広島貯金支局 事務室及屋上）

200407／1542
[絵葉書]（(広島名所)浅野泉邸）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

200407／1543
[絵葉書]（広島新天地）

劇場前 新天堂 製

絵葉書・ 1点(10枚
組)

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点(10枚
組)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(9枚)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・ 1点(8枚
組)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

o [絵葉書]（七月四日夜墜落流失セル三篠橋減水 (大正8年7月4～5日)
後其残骸ノ一部下流ニ現ハレタル惨状(広島)）

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1544
[絵葉書]（広島浅野泉邸）

200407／1544／1
o [絵葉書]（広島浅野泉邸正門）

200407／1544／2
o [絵葉書]（広島浅野泉邸）

200407／1545
[絵葉書]（広島県広島市之水害之状況）
封筒入

200407／1545／1
o [絵葉書]（(広島)墜落セル相生橋及同所電鉄々
橋ノ残骸）

200407／1545／2
o [絵葉書]（(広島)×印横川橋○印電車鉄橋ノ墜
落）

200407／1545／3
o [絵葉書]（(広島)墜落セル新橋元安橋相生橋三
篠橋太田川橋其他船舶等ノ万代橋ニ掛リタルヲ
焼キ払フ惨状）

200407／1545／4

200407／1545／5
o [絵葉書]（(広島)横川ノ浸水光景）

200407／1545／6
o [絵葉書]（(広島)右ハ元安橋墜落ノ跡左ハ同所
下流ニ工兵隊ノ架橋セル船橋）

86

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1545／7
o [絵葉書]（七月四日午後六時濁水涛々トシテ氾
濫セル太田川商業会議所前(広島)）

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

(大正8年7月4～5日)

(広島高橋写真通信社 発行)

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点(6枚
+2枚連1枚)

200407／1545／8
o [絵葉書]（(広島)福島橋ノ被害）

200407／1546
[絵葉書]（広島衛戍病院）

200407／1547
[絵葉書]（安芸可部根ノ谷川）

絵葉書・ 1点

200407／1548
[絵葉書]（安芸大田河畔(可部附近)）

絵葉書・ 1点

200407／1549
[絵葉書]（安芸大田川水力電気発電所(可部附近)）

絵葉書・ 1点

200407／1550
[絵葉書]（安芸可部町ノ一部）

絵葉書・ 1点

200407／1551
[絵葉書]（安芸大田川）

絵葉書・ 1点

200407／1552
[絵葉書]（安芸大田川水電第一制水門(可部附近)）

絵葉書・ 1点

200407／1553
[絵葉書]（安芸可部附近の鮎漁）

絵葉書・ 1点

200407／1554
[絵葉書]（広島高師体操科演習大会{本校生小隊教
練}）

明治42年10月17日

絵葉書・ 1点

印判「第三回体操演習大会記念 高師 42-10-17」

200407／1555
[絵葉書]（広島高師体操科演習大会{本校生キャプテ
ンボール}）

明治42年10月17日

絵葉書・ 1点

印判「第三回体操演習大会記念 高師 42-10-17」

200407／1556
[絵葉書]（広島高師体操科演習大会{本校生中隊教
練}）

明治42年10月17日

絵葉書・ 1点

印判「第三回体操演習大会記念 高師 42-10-17」

200407／1557
[絵葉書]（広島高師体操科演習大会{本校生棍棒体
操}）

明治42年10月17日

絵葉書・ 1点

印判「第三回体操演習大会記念 高師 42-10-17」

200407／1558
[絵葉書]（広島高師体操科演習大会{呼吸運動}職員
生徒児童一同）

明治42年10月17日

絵葉書・ 1点

印判「第三回体操演習大会記念 高師 42-10-17」

200407／1559
[絵葉書]（広島高師体操科演習大会{本校生相撲}）

明治42年10月17日

絵葉書・ 1点

印判「第三回体操演習大会記念 高師 42-10-17」

200407／1560
[絵葉書]（地御前海水浴場ノ一）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1561
[絵葉書]（地御前聖覧場ヨリ火立岩ヲ望ム）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1562
[絵葉書]（地御前全景）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1563
[絵葉書]（地御前観音堂）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1564
[絵葉書]（地御前明神浜）

絵葉書・ 1点

要塞認可
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200407／1565
[絵葉書]（官幣中社厳島神社外宮地御前神社）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1566
[絵葉書]（地御前養漁場ノ沙魚釣）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1567
[絵葉書]（地御前汐干狩ノ一）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1568
[絵葉書]（地御前汐干狩ノ二）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1569
[絵葉書]（地御前海水浴場ノ二）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1570
[絵葉書]（県立広島高等女学校第十三回運動会記
念）

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点(5枚
組)

(広島市)

図書(並製本)・ 1
冊

袋入

200407／1571
旧御便殿之由来

200407／1572
[絵葉書]（官祭広島招魂社落成記念 其一）

絵葉書・ 1点

200407／1573
[絵葉書]（官祭広島招魂社落成記念 其二）

絵葉書・ 1点

200407／1574
[絵葉書]（官祭広島招魂社落成記念 其三）

絵葉書・ 1点

200407／1575
[絵葉書]（官祭広島招魂社落成記念 其四）

絵葉書・ 1点

200407／1576
[絵葉書]（官祭広島招魂社絵葉書）

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・ 1点(6枚
組)

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・(1枚)

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・(1枚)

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・(1枚)

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・(1枚)

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・(1枚)

官祭広島招魂社々務所 発行

絵葉書・(1枚)

包入

200407／1576／1
o [絵葉書]（官祭広島招魂社全景）

200407／1576／2
o [絵葉書]（官祭広島招魂社大鳥居）

200407／1576／3
o [絵葉書]（官祭広島招魂社拝殿）

200407／1576／4
o [絵葉書]（官祭広島招魂社 拝殿内部及神殿
神殿側面）

200407／1576／5
o [絵葉書]（官祭広島招魂社々殿側面）

200407／1576／6
o [絵葉書]（官祭広島招魂社々務所及手水舎）

200407／1577
[絵葉書]（広島逓信講習所校舎増築記念）

昭和14年3月

絵葉書・ 1点(2枚
連1枚+平面図1枚
+1枚+工事概要1
枚)

包入

200407／1578
[絵葉書]（千代田生命保険相互会社広島支部 新築
落成記念絵葉書）

高橋製版印刷

絵葉書・ 1点

大阪神田原色印刷 印行

絵葉書・ 1点(3枚+
新築概要1点)

包入，包に書込有り

200407／1579
[絵葉書]（住友銀行広島支店 新築落成記念）
包入
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200407／1580
[絵葉書]（HIROSHIMA ヒロシマ №2）

1949年

平和協会 発行

絵葉書・ 1点(13枚
組のうち4枚+6枚)

タトウ入

200407／1580／ 1
o [絵葉書]（広島市ニ於ケル原子爆弾ノ被害 福
屋百貨店屋上ヨリ新天地ヲ経テ宇品方面ヲ望ム
１）

1949年

絵葉書・(1枚)

1949年

絵葉書・(1枚)

1949年

絵葉書・(1枚)

1949年

絵葉書・(1枚)

1949年

絵葉書・(1枚)

1949年

絵葉書・(1枚)

200407／1580／ 2
o [絵葉書]（広島市ニ於ケル原子爆弾ノ被害 紙
屋町交差点ヲ経テ己斐方面ヲ望ム ２）

200407／1580／ 3
o [絵葉書]（広島市ニ於ケル原子爆弾ノ被害 西
練兵場ヨリ牛田方面ヲ望ム）

200407／1580／ 4
o [絵葉書]（広島市ニ於ケル原子爆弾ノ被害 白
島方面ヲ望ム）

200407／1580／ 5
o [絵葉書]（広島市ニ於ケル原子爆弾ノ被害 相
生橋附近）

200407／1580／ 6
o [絵葉書]（広島市ニ於ケル原子爆弾ノ被害 大
樹ノ被害）

200407／1580／ 7
o [絵葉書]（原爆記念 元安橋）

1949年

平和協会 発行

絵葉書・(1枚)

1949年

平和協会 発行

絵葉書・(1枚)

1949年

平和協会 発行

絵葉書・(1枚)

1949年

平和協会 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1580／ 8
o [絵葉書]（原爆記念 大本営跡） ※広島城天守
閣跡

200407／1580／ 9
o [絵葉書]（原爆記念 御幸橋）

200407／1580／10
o [絵葉書]（原爆記念 住友銀行(旧名)）

200407／1581
[絵葉書]（最近撮影 宇品名所絵葉書）

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・ 1点(10枚
組のうち7枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

明治41年10月要塞司
令部認可

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1581／1
o [絵葉書]（宇品港ノ景）

200407／1581／2
o [絵葉書]（島宇品海水浴場）

200407／1581／3
o [絵葉書]（島宇品海水浴場海岸景）

200407／1581／4
o [絵葉書]（宇品御幸通り）

200407／1581／5
o [絵葉書]（宇品山観音堂）

200407／1581／6
o [絵葉書]（千田男爵銅像）

200407／1581／7
o [絵葉書]（宇品港メガネ橋景）

200407／1582
[絵葉書]（広島湾要塞司令部認可 宇品港全景）

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・ 1点(7枚
組)

印判「宇品港旅乃紀念」
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200407／1582／1
o [絵葉書]（広島市宇品御幸通）

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・ 1点(6枚
組)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・(1枚)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・(1枚)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・(1枚)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・(1枚)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・(1枚)

(昭和29年10月30日)

AWATANI KYOTO JAPAN

絵葉書・(1枚)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・ 1点(6枚
組)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・(1枚)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・(1枚)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・(1枚)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・(1枚)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・(1枚)

財団法人日本交通公社広島案
内所 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1582／2
o [絵葉書]（広島市宇品海岸通）

200407／1582／3
o [絵葉書]（広島宇品港桟橋）

200407／1582／4
o [絵葉書]（宇品港全景(1)）

200407／1582／5
o [絵葉書]（宇品港全景(2)）

200407／1582／6
o [絵葉書]（宇品港全景(3)）

200407／1582／7
o [絵葉書]（宇品港全景(4)）

200407／1583
[絵葉書]（復興の広島 HIROSHIMA）
タトウ入

200407／1583／1
o [絵葉書]（復興中の広島市展望）

200407／1583／2
o [絵葉書]（復興した広島本通）

200407／1583／3
o [絵葉書]（原爆犠牲者供養広島大仏・原爆犠牲
者慰霊碑）

200407／1583／4
o [絵葉書]（平和大橋・西平和大橋）

200407／1583／5
o [絵葉書]（広島縮景園(泉邸)・原爆研究所(比治
山)より安芸の小冨士を望む）

200407／1583／6
o [絵葉書]（平和記念館・広島児童図書館）

200407／1584
[絵葉書]（平和の都 復興広島）
袋入

200407／1584／1
o [絵葉書]（復興した相生橋及び広島商工会議
所）

200407／1584／2
o [絵葉書]（生れ変った宇品港）

200407／1584／3
o [絵葉書]（広島縮景園(泉邸)）

200407／1584／4
o [絵葉書]（原爆犠牲者供養 広島大仏）

200407／1584／5
o [絵葉書]（原爆研究所(比治山)より安芸の小冨
士を望む）

200407／1584／6
o [絵葉書]（原爆紀念，産業奨励館の今昔）
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200407／1585
[絵葉書]（絵はがき 広島名所）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・ 1点(6枚
前松原支店・宇品港宇品支店）， 組)
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

包入，色付

200407／1585／1
o [絵葉書]（広島長沼旅館 宇品支店・松原支店）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・(1枚)
前松原支店・宇品港宇品支店），
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

色付

200407／1585／2
o [絵葉書]（宇品港）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・(1枚)
前松原支店・宇品港宇品支店），
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

色付

200407／1585／3
o [絵葉書]（広島饒津公園）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・(1枚)
前松原支店・宇品港宇品支店），
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

色付

200407／1585／4
o [絵葉書]（安芸厳島神社）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・(1枚)
前松原支店・宇品港宇品支店），
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

色付

200407／1585／5
o [絵葉書]（厳島神社全景）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・(1枚)
前松原支店・宇品港宇品支店），
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

色付

200407／1585／6
o [絵葉書]（広島縮景園(浅野泉邸)）

広島大手町・長沼旅館（広島駅 絵葉書・(1枚)
前松原支店・宇品港宇品支店），
PRINTED BY KAMIGATAYA
（KANDA，TOKYO）

色付

200407／1586
[絵葉書]（日本最初の国産バス 明治38年2月～9月
まで横川―可部間にて運行）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1587
[絵葉書]（昭和30年代初期の横川駅前 提供・三滝グ
リーンチャペル）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1588
[絵葉書]（昭和26年秋 横川商店街 提供・川崎薬
局）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1589
[絵葉書]（昭和30年頃の横川踏切南側 提供・三滝グ
リーンチャペル）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1590
[絵葉書]（昭和20年代後半 横川駅前 提供・川崎薬
局）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1591
[絵葉書]（昭和30年11月 横川踏切 提供・三篠社会
福祉協議会）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1592
[絵葉書]（昭和23年12月 横川商店街 提供・中国新
聞）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）
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200407／1593
[絵葉書]（昭和30年頃の工事中の国道54号 提供・
三滝グリーンチャペル）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1594
[絵葉書]（昭和30年11月 日本電気計器検定所附近
提供・三篠社会福祉協議会）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1595
[絵葉書]（昭和30年11月 横川駅南側風景 提供・三
篠社会福祉協議会）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1596
[絵葉書]（昭和15年3月 横川駅前電停附近 提供・
川崎薬局）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1597
[絵葉書]（昭和26年頃冬の横川橋 提供・中国新聞）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1598
[絵葉書]（横川商店街風景 大正13年正月初荷 提
供・佐々木酒店）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1599
[絵葉書]（昭和11年の横川駅前電停附近にて 提供・
川崎薬局）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1600
[絵葉書]（昭和35年10月 横川踏切 提供・福盛行政
書士）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1601
[絵葉書]（昭和30年11月 横川駅附近ガード下 提
供・三篠社会福祉協議会）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1602
[絵葉書]（昭和28年 横川での通園風景 提供・川崎
薬局）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1603
[絵葉書]（昭和37年11月 三滝橋開通式 提供・川崎
薬局）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1604
[絵葉書]（昭和30年代初期の横川駅前風景 提供・
三滝グリーンチャペル）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1605
[絵葉書]（昭和30年11月 横川駅北側風景 提供・三
篠社会福祉協議会）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1606
[絵葉書]（昭和30年11月 横川踏切 提供・三篠社会
福祉協議会）

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書（FUJICOLOR POST CARD）

200407／1607
写真カード 広島宇品名勝

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・ 1点
(16枚組)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚
組)

袋入，拡大写真(1.8倍)6枚共

200407／1607／ 1
o [写真カード]（(広島)官祭広島招魂社）
拡大写真(1.8倍)有り
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200407／1607／ 2
o [写真カード]（(宇品)新道路）

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

昭和8年6月12日許可
済

写真カード・(1枚)

拡大写真(1.8倍)有り

200407／1607／ 3
o [写真カード]（(広島)広島県立商品陳列所）

200407／1607／ 4
o [写真カード]（(広島)広島駅）

200407／1607／ 5
o [写真カード]（向宇品観音堂全景）
拡大写真(1.8倍)有り

200407／1607／ 6
o [写真カード]（(宇品)向宇品別世界）
拡大写真(1.8倍)有り

200407／1607／ 7
o [写真カード]（(宇品)向宇品観音堂）
拡大写真(1.8倍)有り

200407／1607／ 8
o [写真カード]（(宇品)御幸通一丁目）
拡大写真(1.8倍)有り

200407／1607／ 9
o [写真カード]（(宇品)宇品港桟橋）

200407／1607／10
o [写真カード]（(宇品)千田銅像）

200407／1607／11
o [写真カード]（(宇品)御幸橋）

200407／1607／12
o [写真カード]（(広島)日清戦役記念(史蹟)大本営
趾）

200407／1607／13
o [写真カード]（(広島)浅野泉邸）

200407／1607／14
o [写真カード]（(広島)比治山公園旧御便殿）

200407／1607／15
o [写真カード]（(広島)広島城）

200407／1607／16
o [写真カード]（(広島)広島市庁舎）

200407／1608
[絵葉書]（広島郊外 可部観光 絵はがき）

可部観光協会 発行

絵葉書・ 1点(4枚
組)

可部観光協会 発行

絵葉書・(1枚)

可部観光協会 発行

絵葉書・(1枚)

可部観光協会 発行

絵葉書・(1枚)

袋入，カラー写真

200407／1608／1
o [絵葉書]（太田川舟下りと鮎・可部温泉）
カラー写真

200407／1608／2
o [絵葉書]（太田川・柳瀬キャンプ場）
カラー写真

200407／1608／3
o [絵葉書]（福王寺と金亀池）
カラー写真
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200407／1608／4
o [絵葉書]（南原峡）

可部観光協会 発行

絵葉書・(1枚)

カラー写真

200407／1609
[絵葉書]（広島 原爆記録写真）

(2004年3月16日)

絵葉書・ 1点(12枚
組のうち10枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

(2004年3月16日)

絵葉書・(1枚)

o [絵葉書]（焼野原と成った盛り場新天地附近，廃 (2004年3月16日)
墟と化した本通商店街）

絵葉書・(1枚)

タトウ入，複製写真絵葉書

200407／1609／ 1
o [絵葉書]（中国新聞社屋上より八丁堀方面を望
む）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 2
o [絵葉書]（崩れ去った爆心地附近(橋の右側に
見えるのが原爆ドーム)）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 3
o [絵葉書]（原爆ドーム）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 4
o [絵葉書]（原子雲）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 5
o [絵葉書]（死者の影）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 6
o [絵葉書]（山口町附近の廃墟）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 7
o [絵葉書]（中国新聞社屋上より流川教会，元広
島中央放送局，縮景園方面を望む）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 8
o [絵葉書]（石燈籠・五輪塔）
複製写真絵葉書

200407／1609／ 9
o [絵葉書]（爆心地の屋根瓦・ガスタンク）
複製写真絵葉書

200407／1609／10

複製写真絵葉書

200407／1610
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場正門）

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場北海道館） (昭和4年)

絵葉書・ 1点

200407／1611
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場郷土館及
農水産館）

200407／1612
200407／1613
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第二会場陸軍館）

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

200407／1614
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場小供の国
(其一)）

200407／1615
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場小供の国
(其二)）

200407／1616
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場樺太館）

200407／1617
[絵葉書]（昭和産業博覧会記念端書 第二輯）
袋入
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200407／1617／1
o [絵葉書]（第一会場機械館並ニ本館内大噴水
(昭和博実況)）

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

(昭和4年)

協賛会 発行，広島革屋町・杉
岡地球堂

絵葉書・(1枚)

200407／1617／2
o [絵葉書]（第一会場農園(昭和博実況)）

200407／1617／3
o [絵葉書]（第一会場特設館ノ一部(昭和博実況)）

200407／1617／4
o [絵葉書]（第一会場満蒙館並ニ台湾館(昭和博
実況)）

200407／1617／5
o [絵葉書]（第一会場郷土館(昭和博実況)）

200407／1617／6
o [絵葉書]（第一会場特設館ノ一部(昭和博実況)）

200407／1617／7
o [絵葉書]（第三会場水族館(昭和博実況)）

200407／1617／8
o [絵葉書]（第一会場イルミネイション(昭和博実
況)）

200407／1618
[絵葉書]（広島市主催 昭和産業博覧会記念絵葉
書）

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・ 1点(8枚
組)

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

o [絵葉書]（昭和産業博覧会 上空ヨリ観タル第一 昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
会場全景）
13日

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1618／1
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第一会場 本館）
印判「広島 昭和産業博覧会 記念」

200407／1618／2
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第一会場 北海道
館）

200407／1618／3
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第一会場 台湾館）

200407／1618／4
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第三会場 宇品 海
軍参考館）

200407／1618／5
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第一会場 小供の
国）

200407／1618／6
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第二会場 比治山
陸軍参考館）

200407／1618／7

200407／1618／8
o [絵葉書]（昭和産業博覧会第一会場 満蒙参考
館）

昭和4年3月20日～5月 広島・高橋 製
13日

絵葉書・(1枚)

昭和3年3月28日(竣功) 広島市役所，広島新庄写真館
納

絵葉書・ 1点(3枚
組)

200407／1619
[絵葉書]（広島市庁舎新築記念）

タトウ入，広島市庁舎平面図4枚・広島市庁舎工事概要共

200407／1619／1
o [絵葉書]（広島市庁）

昭和3年3月28日(竣功) 広島市役所，広島新庄写真館
納

絵葉書・(1枚)

昭和3年3月28日(竣功) 広島市役所，広島新庄写真館
納

絵葉書・(1枚)

200407／1619／2
o [絵葉書]（広島市庁玄関広間大階段・広島市庁
正面）
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200407／1619／3
o [絵葉書]（広島市長公室・広島市会議場）

昭和3年3月28日(竣功) 広島市役所，広島新庄写真館
納

絵葉書・(1枚)

昭和5年

広島県 発行

絵葉書・ 1点(3枚
組)

昭和5年

広島県 発行

絵葉書・(1枚)

昭和5年

広島県 発行

絵葉書・(1枚)

昭和5年

広島県 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点(10枚
組のうち9枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然記念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1620
[絵葉書]（昭和五年陸軍特別大演習記念）
タトウ入

200407／1620／1
o [絵葉書]（[昭和天皇]）

200407／1620／2
o [絵葉書]（大本営跡・広島県庁）

200407／1620／3
o [絵葉書]（福山城・鞆の浦）

200407／1621
[絵葉書]（聖蹟広島大本営絵葉書）
タトウ入，印判「聖蹟 広島大本営 14.6.14」

200407／1621／1
o [絵葉書]（広島大本営跡 平面図）

200407／1621／2
o [絵葉書]（広島大本営当時の表門）

200407／1621／3
o [絵葉書]（広島大本営構内旧広島城天主閣）

200407／1621／4
o [絵葉書]（広島大本営跡 昭憲皇太后御座所）

200407／1621／5
o [絵葉書]（広島大本営跡 御衣桁）

200407／1621／6
o [絵葉書]（広島大本営跡 御椅子と御火鉢）

200407／1621／7
o [絵葉書]（広島大本営 玉座）

200407／1621／8
o [絵葉書]（広島大本営軍務御親裁）

200407／1621／9
o [絵葉書]（広島大本営）

200407／1622
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第三会場水族館）

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場正面夜景） (昭和4年)

絵葉書・ 1点

200407／1623
200407／1624
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場演芸館）

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

200407／1625
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第三会場海軍参考
館）

200407／1626
[絵葉書]（宇品凱旋館）

宇品凱旋館建設会 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

宇品凱旋館建設会 発行

絵葉書・(1枚)

表紙共

200407／1626／1
o [絵葉書]（凱旋館全景）
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200407／1626／2
o [絵葉書]（宇品凱旋館休憩室）

宇品凱旋館建設会 発行

絵葉書・(1枚)

宇品凱旋館建設会 発行

絵葉書・(1枚)

宇品凱旋館建設会 発行

絵葉書・(1枚)

宇品凱旋館建設会 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1626／3
o [絵葉書]（宇品凱旋館大休憩室）

200407／1626／4
o [絵葉書]（稿軍状況）

200407／1626／5
o [絵葉書]（宇品旋館廊下）

200407／1627
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場興行物街
ノ一部）

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

(昭和4年)

絵葉書・ 1点

200407／1628
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場満蒙参考
館）

200407／1629
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場台湾館）

200407／1630
[絵葉書]（(広島昭和産業博覧会)第一会場朝鮮館）

200407／1631
[絵葉書]（広島市主催 昭和産業博覧会）

(昭和4年3月20日～5
月13日)

広島・第一印刷株式会社 印行

絵葉書・ 5点

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・ 1点(10枚
組)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部 発行

絵葉書・(1枚)

広島県産業奨励館

図書(並製本)・ 1
冊

200407／1632
[絵葉書]（史蹟明治二十七八年戦役広島大本営絵葉
書）
タトウ入

200407／1632／ 1
o [絵葉書]（広島大本営 御机・御刀掛・御衣桁）

200407／1632／ 2
o [絵葉書]（広島大本営 御椅子と御火鉢）

200407／1632／ 3
o [絵葉書]（広島大本営 軍議室）

200407／1632／ 4
o [絵葉書]（広島大本営 階上廊下(日常の御運動
場)）

200407／1632／ 5
o [絵葉書]（広島大本営 昭憲皇太后御座所）

200407／1632／ 6
o [絵葉書]（広島大本営 玉座）

200407／1632／ 7
o [絵葉書]（広島大本営跡 全景）

200407／1632／ 8
o [絵葉書]（広島大本営）

200407／1632／ 9
o [絵葉書]（広島大本営当時の表門・門標）
印判「広島 大本営 明治廿七八年戦役 4.5.8」

200407／1632／10
o [絵葉書]（広島大本営構内旧広島城天主閣）
印判「広島 大本営 明治廿七八年戦役 4.5.8」

200407／1633
広島県の物産と動き

(昭和8年)
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200407／1634
[絵葉書]（厳島弥山絵葉書）

安芸厳島町・弥山大聖院別当事 絵葉書・ 1点(20枚
務所，広島□○堂 製
組)

表紙共

200407／1634／ 1
o [絵葉書]（安芸厳島弥山白糸の滝）

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正5年5月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」，要塞認可

200407／1634／ 2
o [絵葉書]（安芸厳島弥山満干石）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／ 3
o [絵葉書]（安芸厳島弥山毘沙門堂）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／ 4
o [絵葉書]（安芸厳島弥山登路(故伊藤統監修
理)）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／ 5
o [絵葉書]（安芸厳島弥山頂上石）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」，要塞認可

200407／1634／ 6
o [絵葉書]（あき亜厳島町全景(弥山五丁目ノ眺
望)）

大正5年3月広島湾要
塞司令部認可済

印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／ 7
o [絵葉書]（安芸厳島大聖院勅使門）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／ 8
o [絵葉書]（安芸厳島大聖院勅願堂）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／ 9
o [絵葉書]（安芸厳島弥山本堂）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／10
o [絵葉書]（安芸厳島弥山仁王門）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／11
o [絵葉書]（安芸厳島弥山大日堂）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／12
o [絵葉書]（安芸厳島弥山三鬼大権現堂）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／13
o [絵葉書]（安芸厳島弥山大聖院 宮中御下賜御
所の松）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／14
o [絵葉書]（安芸厳島弥山平宗盛奉納梵鐘）

大正8年8月広島湾要
塞司令部認可済

印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／15
o [絵葉書]（安芸厳島弥山大聖院行在所跡の記
(伊藤公爵筆)）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／16
o [絵葉書]（厳島山山本堂消江ずの火）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」
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200407／1634／17
o [絵葉書]（厳島弥山求聞持堂額 故伊藤公爵
書）

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 製

絵葉書・(1枚)

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／18
o [絵葉書]（厳島弥山本堂三光石）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／19
o [絵葉書]（伊藤公爵書(厳島弥山大聖院所蔵)）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1634／20
o [絵葉書]（大黒天 伝弘法大師御作(大聖院蔵)）
印判「安芸国・厳島弥山・参拝記念」

200407／1635
[絵葉書]（宮島名所図絵 大元浦より大鳥居遠望）
(№14)

200407／1636
[絵葉書]（安芸厳島紅葉谷公園）

200407／1637
[絵葉書]（(安芸宮島)大元公園）

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1638
[絵葉書]（安芸厳島大鳥居）

絵葉書・ 1点

印判「大日本三景安芸国厳島 遊覧紀念 ISHODO MIYAJIMA,AKI,JAPAN」

200407／1639
[絵葉書]（安芸厳島三笠浜）

3年9月5日(印判)

絵葉書・ 1点

印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」

200407／1640
[絵葉書]（安芸厳島御本社）

絵葉書・ 1点

印判「大日本三景安芸国厳島 遊覧紀念 ISHODO MIYAJIMA,AKI,JAPAN」

200407／1641
[絵葉書]（安芸厳島御本社正面）

絵葉書・ 1点

印判「大日本三景安芸国厳島 遊覧紀念 ISHODO MIYAJIMA,AKI,JAPAN」，書込有り

200407／1642
[絵葉書]（安芸厳島廻廊側面）

絵葉書・ 1点

印判「大日本三景安芸国厳島 遊覧紀念 ISHODO MIYAJIMA,AKI,JAPAN」

200407／1643
[絵葉書]（安芸厳島神社側面）

3年9月5日(印判)

絵葉書・ 1点

印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」

200407／1644
[絵葉書]（安芸厳島千畳閣）

絵葉書・ 1点

印判「大日本三景安芸国厳島 遊覧紀念 ISHODO MIYAJIMA,AKI,JAPAN」

200407／1645
[絵葉書]（安芸厳島二重塔）

3年9月5日(印判)

絵葉書・ 1点

印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」

200407／1646
[絵葉書]（安芸厳島二重塔）

絵葉書・ 1点

印判「大日本三景安芸国厳島 遊覧紀念 ISHODO MIYAJIMA,AKI,JAPAN」

200407／1647
[絵葉書]（安芸国厳嶋神社松原及神鹿）

3年9月5日(印判)

絵葉書・ 1点

印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」

200407／1648
[絵葉書]（安芸宮島夕景ノ大鳥居）

3年9月5日(印判)

絵葉書・ 1点

印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」

200407／1649
[絵葉書]（Monijidani Park of Itsukushima,Aki） ※紅
葉谷公園

3年9月5日(印判)

YANO OSAKA

絵葉書・ 1点

YANO OSAKA

絵葉書・ 1点

(№22)，印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」，カラー印刷

200407／1650
[絵葉書]（Far view of Otorii at Aki） ※大鳥居

3年9月5日(印判)

(№28)，印判「宮島遊覧紀念 3.9.5 MIYAJIMA」，カラー印刷
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200407／1651
[絵葉書]（安芸厳島神社神鶴）

絵葉書・ 1点

200407／1652
[絵葉書]（(厳島名勝)豁大なる千畳閣と優秀なる五層
塔）

絵葉書・ 1点

200407／1653
[絵葉書]（(厳島名勝)反橋と遥か亀居山丘の千畳閣，
五層塔を望む）

絵葉書・ 1点

200407／1654
[絵葉書]（(厳島名勝)武人の崇拝厚き厳島神社本社
正面）

絵葉書・ 1点

200407／1655
[絵葉書]（(厳島名勝)老樹繁れる中の厳島神社(入
口)）

絵葉書・ 1点

200407／1656
[絵葉書]（安芸厳島神社石ノ大鳥居）

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□○堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1657
[絵葉書]（安芸厳島神社神鹿）

200407／1658
[絵葉書]（安芸厳島神社全景）

大正5年4月要塞認可

絵葉書・ 1点

200407／1659
[絵葉書]（(厳島名勝)老樹枝を交へ，清流樹間を縫
ふ，紅葉谷公園）

絵葉書・ 1点

200407／1660
[絵葉書]（春の厳島神社）

広島県

絵葉書・ 1点

200407／1661
[絵葉書]（(厳島名勝)日本三景の随一厳島町の全景）

絵葉書・ 1点

200407／1662
[絵葉書]（(厳島名勝)三笠の浜より満潮時の厳島神
社を望む）

絵葉書・ 1点

200407／1663
[絵葉書]（(厳島名勝)天下に名高き厳島神社の大鳥
居(満潮時)）

絵葉書・ 1点

200407／1664
[絵葉書]（(厳島名勝)孝子の冥福を祈る曽我兄弟石
燈籠）

絵葉書・ 1点

200407／1665
[絵葉書]（(厳島名勝)喬々たる老樹聳ゆる中の大元
神社(大元谷公園)）

絵葉書・ 1点

200407／1666
[絵葉書]（(厳島名勝)菅原道真公を祀る天神社と干潮
の鏡池）

絵葉書・ 1点

200407／1667
[絵葉書]（安芸宮島日露戦争紀念めしとり杓子）

絵葉書・ 1点

200407／1668
[絵葉書]（赤い宮島本社側面高舞台）

絵葉書・ 1点

200407／1669
[絵葉書]（安芸宮島里見茶屋ヨリ厳島町ヲ望ム）

絵葉書・ 1点

200407／1670
[絵葉書]（安芸宮島神鹿ト大鳥居遠望）

絵葉書・ 1点

200407／1671
[絵葉書]（厳島管弦祭）

広島□○々 発行，東京小川印
行

絵葉書・ 1点

200407／1672
[絵葉書]（(安芸厳島)汽車の無き頃の宮島 十七夜祭
集舟）

絵葉書・ 1点

200407／1673
[絵葉書]（(安芸厳島)十七夜祭状況）
印判「厳島平松公園 参拝 紀念」

100

絵葉書・ 1点

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1674
[絵葉書]（安芸国厳嶋神社七浦御島廻り）

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1675
[絵葉書]（(安芸厳島)宮島物産販売店舗(大正七年日
本山林大会記念)）

株式会社タイムロマン

絵葉書・ 1点

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・ 1点(12枚
組のうち11枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

大正8年7月5日

門田 発行

絵葉書・(1枚)

明輝館 発行

絵葉書・ 1点

明輝写真館 発行

絵葉書・ 1点

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

TANAKA & CO．

絵葉書・ 1点

呉信用金庫竹原支店

絵葉書・ 1点

田邊正價堂 発行

絵葉書・ 1点

長商店 発行

絵葉書・ 1点

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・ 1点(8枚
組)

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／1676
[絵葉書]（福山大洪水エハガキ）

200407／1676／ 1
o [絵葉書]（芦田川堤防切レ口 其二）

200407／1676／ 2
o [絵葉書]（福山市四十一聯隊衛戍病院前）

200407／1676／ 3
o [絵葉書]（警察署及郵便局前）

200407／1676／ 4
o [絵葉書]（福山市木綿橋ニテ芸妓券番炊出施
行）

200407／1676／ 5
o [絵葉書]（福山市船町臨時聯隊炊事場）

200407／1676／ 6
o [絵葉書]（福山市船町元天下橋 長谷川理髪店
流失跡）

200407／1676／ 7
o [絵葉書]（福山市霞町(大杉ヨリ東)）

200407／1676／ 8
o [絵葉書]（福山市地吹町(地吹阪口)）

200407／1676／ 9
o [絵葉書]（陽館水難者ノ一部）

200407／1676／10
o [絵葉書]（臨時聯隊本部仮事務所堤防切レ口修
理工兵作業）

200407／1676／11
o [絵葉書]（福山市松浜町(四ツ樋ヨリ望ム)）

200407／1677
[絵葉書]（広島県忠海町臨涛館）

200407／1678
[絵葉書]（忠海町字二窓）
書込有り

200407／1679
[絵葉書]（川尻町役場）
呉要塞司令部認可

200407／1680
[絵葉書]（川尻町郵便局）
呉要塞司令部認可

200407／1681
[絵葉書]（竹原市全景〈呉信用金庫特別機より〉）
カラー写真

200407／1682
[絵葉書]（(上下名所)矢野川河畔）

200407／1683
[絵葉書]（備後上下町矢野川畔ヨリ翁山ヲ望ム）

200407／1684
[絵葉書]（日本五名峡ノ一 犬瀬帝釈峡絵葉書）
袋入
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200407／1684／1
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)神石ホテル）

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

神龍湖畔 神石ホテル(池田)

絵葉書・(1枚)

広島県庄原町・百生農園 発行

絵葉書・ 1点(11枚
組)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

庄原町糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

庄原町糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

糸井 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1684／2
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)上剣）

200407／1684／3
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)剣橋）

200407／1684／4
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)帝釈天永明寺）

200407／1684／5
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)鬼門）

200407／1684／6
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)素麺瀧）

200407／1684／7
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)神橋雄橋）

200407／1684／8
o [絵葉書]（(犬瀬帝釈峡)神橋雌橋）

200407／1685
[絵葉書]（内務省指定 第日本五名峡の随一 備後
帝釈峡絵葉書）
袋入

200407／1685／ 1
o [絵葉書]（大日本五名峡の一 帝釈峡鞍掛岩）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 2
o [絵葉書]（大日本五名峡の一 帝釈峡紅葉橋）

200407／1685／ 3
o [絵葉書]（大日本五名峡の随一帝釈峡神の橋
(雄橋)）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 4
o [絵葉書]（大日本五名峡の一 帝釈峡神龍湖）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 5
o [絵葉書]（大日本五名峡の一帝釈峡唐門名鬼
の窓）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 6
o [絵葉書]（大日本五名峡ノ一）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 7
o [絵葉書]（大日本五名峡の一帝釈峡断魚溪）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 8
o [絵葉書]（大日本五名峡の一帝釈峡犬瀬神石ホ 15年8月22日(印判)
テル）
印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／ 9
o [絵葉書]（大日本五名峡ノ一帝釈峡 立岩ト鞍
掛岩）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／10
o [絵葉書]（大日本五名峡の一帝釈峡(雌橋)）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」

200407／1685／11
o [絵葉書]（大日本五名峡の一帝釈峡巒翠溪と鞍
掛岩）

15年8月22日(印判)

印判「大日本五名峡の一 帝釈峡 遊覧記念 15.8.22」
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200407／1686
[絵葉書]（大正十二年三月内務省指定名勝地名勝帝
釈川ノ谷(帝釈峡)(原色版印刷)）

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・ 1点(11枚
組)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

o [絵葉書]（(備後帝釈峡)神龍湖畔紅葉橋(遠望ハ 大正12年3月
瑠璃岩薬師如来)）

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

大正12年3月

備後帝釈峡保笑堂 発行

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1686／ 1
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)神龍湖）
カラー印刷

200407／1686／ 2
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)断魚溪）
カラー印刷

200407／1686／ 3
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)雌橋）
カラー印刷

200407／1686／ 4
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)永明寺）
カラー印刷

200407／1686／ 5

カラー印刷

200407／1686／ 6
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)神橋雄橋）
カラー印刷

200407／1686／ 7
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)唐門(一名鬼ノ窓)）
カラー印刷

200407／1686／ 8
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)石雲山）
カラー印刷

200407／1686／ 9
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)賽ノ河原）
カラー印刷

200407／1686／10
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)城ヶ端）
カラー印刷

200407／1686／11
o [絵葉書]（(備後帝釈峡)鞍掛山）
カラー印刷

200407／1687
[絵葉書]（天下の絶勝 三段峡絵はがき 拾参枚壱
組定価金弐拾五銭）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・ 1点(13枚
会 発行
組)

袋入

200407／1687／ 1
o [絵葉書]（三段峡案内図）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 2
o [絵葉書]（安芸 三段峡 二段瀧）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 3
o [絵葉書]（安芸 三段峡 佛岩）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 4
o [絵葉書]（安芸 三段峡 瀧の口）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 5
o [絵葉書]（安芸 三段峡 女夫淵）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 6
o [絵葉書]（安芸 三段峡 大淵）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行
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200407／1687／ 7
o [絵葉書]（安芸 三段峡 三つ瀧）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 8
o [絵葉書]（安芸 三段峡 黒淵）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／ 9
o [絵葉書]（安芸 三段峡 猿飛）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／10
o [絵葉書]（安芸 三段峡 龍門）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／11
o [絵葉書]（安芸 三段峡 天狗ヶ岳）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／12
o [絵葉書]（安芸 三段峡 三段瀧）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1687／13
o [絵葉書]（安芸 三段峡 出合瀧）

広島市饒津三樹園内・三段峡協 絵葉書・(1枚)
会 発行

200407／1688
[絵葉書]（備後工場及神田小用ノ一部）

UTSUNOMIYA

絵葉書・ 1点

200407／1689
[絵葉書]（安芸倉橋 全景）

絵葉書・ 1点

200407／1690
[絵葉書]（(安芸瀬戸田)北生口■松園）

絵葉書・ 1点

(9)

200407／1691
[絵葉書]（(広島県豊田郡 大崎島)木之江町役場）

MANUFACTURED BY TAISHO 絵葉書・ 1点

200407／1692
[絵葉書]（大阪鉄工所 因島工場 造船職工作業）

東京堂 発行

絵葉書・ 1点

東京堂 発行

絵葉書・ 1点

宮脇写真館材料部 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

宮脇写真館材料部 発行

絵葉書・(1枚)

宮脇写真館材料部 発行

絵葉書・(1枚)

宮脇写真館材料部 発行

絵葉書・(1枚)

宮脇写真館材料部 発行

絵葉書・(1枚)

宮脇写真館材料部 発行

絵葉書・(1枚)

宮脇写真館 発行

絵葉書・ 1点

200407／1693
[絵葉書]（私立因島病院）

200407／1694
[絵葉書]（三次名所絵はかき）
袋入

200407／1694／1
o [絵葉書]（(三次名所)巴橋）

200407／1694／2
o [絵葉書]（(三次名所)尾関山公園ヨリ巴町ヲ望
ム）

200407／1694／3
o [絵葉書]（(三次名所)尾関山公園泉水）

200407／1694／4
o [絵葉書]（(三次名所)旭町の夜桜）

200407／1694／5
o [絵葉書]（(三次名所)尾関山公園）

200407／1695
[絵葉書]（三次全景(其二)）

200407／1696
[絵葉書]（三次全景）

絵葉書・ 1点

200407／1697
[絵葉書]（新町設置祝賀紀念 広島県双三郡十日市
町）
袋入
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200407／1697／1
o [絵葉書]（備後十日市駅構内）

広島県双三郡十日市町，
YAMADASHI

絵葉書・(1枚)

広島県双三郡十日市町，
YAMADASHI

絵葉書・(1枚)

広島県双三郡十日市町，
YAMADASHI

絵葉書・(1枚)

広島県双三郡十日市町，
YAMADASHI

絵葉書・(1枚)

広島県双三郡十日市町，
YAMADASHI

絵葉書・(1枚)

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

三次巴橋東詰原田文具店 発

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

(三次巴橋東詰原田文具店 発
行)

絵葉書・ 1点

三次巴橋東詰原田文具店 発

絵葉書・ 1点

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・ 1点(10枚
組)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

200407／1697／2
o [絵葉書]（馬洗河畔櫻トンネル）

200407／1697／3
o [絵葉書]（熊野神社）

200407／1697／4
o [絵葉書]（八幡神社）

200407／1697／5
o [絵葉書]（厳島神社 備後十日市町）

200407／1698
[絵葉書]（(三次名勝)三次町全景(其一)）

200407／1699
[絵葉書]（(三次名勝)三次町全景(其二)）

200407／1700
[絵葉書]（(三次名勝)巴橋(其三)）

200407／1701
[絵葉書]（(三次名勝)尾関山公園(四)）

200407／1702
[絵葉書]（(三次名勝)尾関山公園泉水(其五)）

200407／1703
[絵葉書]（(三次名勝)尾関山公園(其六)）
書込有り

200407／1704
[絵葉書]（(三次名勝)尾関山公園浅野道ノつつじ(其
七)）

200407／1705
[絵葉書]（(三次名勝)尾関山ヨリ三巴ヲ望ム(其八)）

200407／1706
[絵葉書]（(三次名勝)松原公園(其九)）

200407／1707
[絵葉書]（(三次名勝)旭町ノ桜(其十)）

200407／1708
[絵葉書]（三次風景絵はがき）
袋入

200407／1708／ 1
[絵葉書]（三次全景）

200407／1708／ 2
[絵葉書]（三次巴橋）

200407／1708／ 3
[絵葉書]（三次鳳源寺）

200407／1708／ 4
[絵葉書]（三次尾関公園）
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200407／1708／ 5
[絵葉書]（三次大津ノ景）

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

三次十日市町・大井文月堂 発
行

絵葉書・(1枚)

200407／1708／ 6
[絵葉書]（三次尾関公園）

200407／1708／ 7
[絵葉書]（三次松原）

200407／1708／ 8
[絵葉書]（三次弁天神社）

200407／1708／ 9
[絵葉書]（三次巴川ノ景）

200407／1708／10
[絵葉書]（三次町桜ノ景）

200407／1709
[絵葉書]（呉名勝絵葉書）

(大正5年)

絵葉書・ 1点(10枚
組)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

大正5年6月要塞司令
部許可済

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

大正5年9月要塞司令
部許可済

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

(大正5年)

絵葉書・(1枚)

昭和13年12月1日(書
込)

絵葉書・ 1点(12枚
組)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

表紙共

200407／1709／ 1
o [絵葉書]（呉市中通）
(ku201)

200407／1709／ 2
o [絵葉書]（呉二河公園）
(ku170)

200407／1709／ 3
o [絵葉書]（呉鎮守府）
(ku13)

200407／1709／ 4
o [絵葉書]（呉市四ツ道路）
(ku176)

200407／1709／ 5
o [絵葉書]（呉海兵団）
(ku10)

200407／1709／ 6
o [絵葉書]（呉鯛宮上ノ第六潜水艇遭難者紀念
碑）
(ku129)

200407／1709／ 7
o [絵葉書]（呉海軍第一上陸場）
(ku200)

200407／1709／ 8
o [絵葉書]（呉二河ノ瀧）
(ku39)

200407／1709／ 9
o [絵葉書]（呉二河橋ノ電車）
(ku175)

200407／1709／10
o [絵葉書]（呉市街全景）
(ku14)

200407／1710
[絵葉書]（高級ライトタイプ 呉名勝）
袋入，\15，書込有り

200407／1710／ 1
o [絵葉書]（(呉名所)呉海軍工廠進水式の壮観）
要塞許可
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200407／1710／ 2
o [絵葉書]（(呉名所)呉防備隊正門）

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

(昭和13年12月1日)

絵葉書・(1枚)

要塞許可

200407／1710／ 3
o [絵葉書]（(呉名所)中通り千日前の雑踏）
要塞許可

200407／1710／ 4
o [絵葉書]（(呉名所)呉停車場と呉海軍下士官兵
集会所）
要塞許可

200407／1710／ 5
o [絵葉書]（(呉名所)本通り四ツ道路の盛観）
要塞許可

200407／1710／ 6
o [絵葉書]（(呉名所)二河公園の清趣）
要塞許可

200407／1710／ 7
o [絵葉書]（(呉名所)呉軍港上陸場）
要塞許可

200407／1710／ 8
o [絵葉書]（(呉名所)鯛宮第六潜水艇遭難記念
碑）
要塞許可

200407／1710／ 9
o [絵葉書]（(呉名所)呉鎮守府の威容）
要塞許可

200407／1710／10
o [絵葉書]（(呉名所)呉海兵団の雄観）
要塞許可

200407／1710／11
o [絵葉書]（(呉名所)二河公園入口図書館前）
要塞許可

200407／1710／12
o [絵葉書]（(呉名所)二河の瀧の風趣）
要塞許可，書込有り

200407／1711
[絵葉書]（呉市役所）

絵葉書・ 1点

200407／1712
[絵葉書]（呉市役所）

(明治)45年7月27日(消
印)

絵葉書・ 1点

(明治)45年7月17日・18
日(消印)

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1713
[絵葉書]（呉市役所）
書込有り

200407／1714
[絵葉書]（呉市役所）

絵葉書・ 1点
要塞認可

200407／1715
[絵葉書]（呉二河橋）

絵葉書・ 1点
要塞認可

200407／1716
[絵葉書]（呉市世界館）

絵葉書・ 1点

(4)

200407／1717
[絵葉書]（安芸 広村役場）

絵葉書・ 1点

(ku55)

200407／1718
[絵葉書]（呉市中通ノ夜景）

絵葉書・ 1点

要塞認可，復刻版
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200407／1719
[絵葉書]（呉中通）

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

200407／1720
[絵葉書]（(呉名所)中通り千日前の雑踏）

絵葉書・ 1点

要塞許可，復刻版

200407／1721
[絵葉書]（呉市街全景）

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

Osaka Sano

絵葉書・ 1点

(№1)

200407／1722
[絵葉書]（呉鎮守府）
(№1)

200407／1723
[絵葉書]（呉鎮守府）

200407／1724
[絵葉書]（呉鎮守府）

絵葉書・ 1点
要塞認可

200407／1725
[絵葉書]((呉名所)呉鎮守府の偉容)

絵葉書・ 1点

要塞許可，復刻版

200407／1726
[絵葉書]（呉海軍下士卒集会所）

絵葉書・ 1点

(ku105)，色付

200407／1727
[絵葉書]（呉海軍下士卒集会所）

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

200407／1728
[絵葉書]（呉海兵団）
(№2)

200407／1729
[絵葉書]（呉海兵団連兵場ヨリ兵舎ヲ望ム）
(№4)

200407／1730
[絵葉書]（呉水雷団）
(№2)

200407／1731
[絵葉書]（呉海軍病院）
(№3)

200407／1732
[絵葉書]（呉海軍防備隊）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1733
[絵葉書]（呉海光館全景）

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1734
[絵葉書]（呉水交支社(其一)）

絵葉書・ 1点

200407／1735
[絵葉書]（呉水交支社）

呉市宇都宮絵端書部 発行

絵葉書・ 1点

200407／1736
[絵葉書]（呉水交社）

絵葉書・ 1点
(ku71)

200407／1737
[絵葉書]（呉水交支社庭園）

(大正)13年7月10日(印
判)

絵葉書・ 1点

印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1738
[絵葉書]（呉市眼鏡橋）

絵葉書・ 1点

(ku127)

200407／1739
[絵葉書]（呉市眼鏡橋海軍一門前）
(ku126)

108

絵葉書・ 1点

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1740
[絵葉書]（呉駅）

(大正13年7月19日)

絵葉書・ 1点

要塞認可

200407／1741
[絵葉書]（呉軍港ニ於テボートレース）

絵葉書・ 1点

200407／1742
[絵葉書]（呉市本通一丁目 吉川旅館(其三)）

絵葉書・ 1点

200407／1743
[絵葉書]（呉名所絵葉書）

(大正)13年7月19日(印
判)

絵葉書・ 1点(10枚
組)

(大正)13年7月19日(印
判)

絵葉書・(1枚)

(大正)13年7月19日(印
判)

絵葉書・(1枚)

(大正)13年7月19日(印
判)，(昭和)2年4月6日
(消印)

絵葉書・(1枚)

(大正)13年7月19日(印
判)

絵葉書・(1枚)

(大正)13年7月19日(印
判)

絵葉書・(1枚)

(大正13年7月19日)

絵葉書・(1枚)

(大正13年7月19日)

絵葉書・(1枚)

(大正13年7月19日)

絵葉書・(1枚)

(大正13年7月19日)

絵葉書・(1枚)

(大正13年7月19日)

絵葉書・(1枚)

袋入,印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1743／ 1
o [絵葉書]（呉市中通リ(千日前)）
要塞認可，印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1743／ 2
o [絵葉書]（呉海兵団）
要塞認可，印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1743／ 3
o [絵葉書]（呉駅）

要塞認可，印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1743／ 4
o [絵葉書]（呉海光館全景）
要塞認可，印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1743／ 5
o [絵葉書]（呉海軍工廠造船台）
要塞認可，印判「観光紀念 13.7.19」

200407／1743／ 6
o [絵葉書]（呉市本通リ(四ツ道路)）
要塞認可

200407／1743／ 7
o [絵葉書]（呉二河公園）
要塞認可

200407／1743／ 8
o [絵葉書]（呉鎮守府）
要塞認可

200407／1743／ 9
o [絵葉書]（呉鯛宮記念碑）
要塞認可

200407／1743／10
o [絵葉書]（呉二河ノ瀧）
要塞認可

200407／1744
[絵葉書]（庄原尋常高等小学校 広島県庄原）

N.MIMURA OSAKA & TOKYO

絵葉書・ 1点

200407／1745
[絵葉書]（(尾ノ道)御所橋）

絵葉書・ 1点

200407／1746
[絵葉書]（(尾道港)躍進する尾道市本通り繁華街の
景観）

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

200407／1747
[絵葉書]（(尾道)中央桟橋/尾道小唄）

(昭和)■年7月22日(消
印)

絵葉書・ 1点

昭和5年10月26日(印
判)

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1748
[絵葉書]（(尾道名勝)尾道埠頭）

印判「昭和五年特別大演習観艦式 記念 神戸 昭和五年十月二十六日」
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200407／1749
[絵葉書]（(尾道)尾道市海岸通）

SEIKYOKUDO KYOTO

絵葉書・ 1点

200407／1750
[絵葉書]（尾ノ道港小歌島）

絵葉書・ 1点

200407／1751
[絵葉書]（瀬戸内海 備後尾道港小歌島）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1点

(29)

200407／1752
[絵葉書]（瀬戸内海 尾道港連絡船）
(13)

200407／1753
[絵葉書]（瀬戸内海 尾道浄土寺全景）
(28)

200407／1754
[絵葉書]（尾道港全景(其一)）

絵葉書・ 1点

200407／1755
[絵葉書]（尾道港全景(其二)）

絵葉書・ 1点

200407／1756
[絵葉書]（尾道港全景(其三)）

絵葉書・ 1点

200407／1757
[絵葉書]（尾道港全景(其四)）

絵葉書・ 1点

200407／1758
[絵葉書]（尾道港全景(其五)）

絵葉書・ 1点

200407／1759
[絵葉書]（尾道港全景 其一）

OSAKA

絵葉書・ 1点

OSAKA

絵葉書・ 1点

OSAKA

絵葉書・ 1点

OSAKA

絵葉書・ 1点

OSAKA

絵葉書・ 1点

200407／1760
[絵葉書]（尾道港全景 其二）

200407／1761
[絵葉書]（尾道港全景 其三）

200407／1762
[絵葉書]（尾道港全景 其四）

200407／1763
[絵葉書]（尾道港全景 其五）

200407／1764
[絵葉書]（尾道市街/(新鉄道唱歌)）

絵葉書・ 1点

200407／1765
[絵葉書]（尾道千光寺山展望/登千光寺 頼山陽）

絵葉書・ 1点

200407／1766
[絵葉書]（をのみちの風光）

昭和10年10月14日(書
込)

絵葉書・ 1点(16枚
組のうち7枚)

袋入

200407／1766／1
o [絵葉書]（(尾道港)尾道駅前市営桟橋一部の壮
観）

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

200407／1766／2
o [絵葉書]（(尾道港)輪奐堂々たる千光寺境内鐘
楼の偉観）

200407／1766／3
o [絵葉書]（(尾道港)森厳なる御袖天満宮の聖域）

200407／1766／4
o [絵葉書]（(尾道港)大宝山(千光寺山)より小歌島
及び向島を望む）

200407／1766／5
o [絵葉書]（(尾道港)壮麗なる尾道港西玄関口小
歌島燈台）
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200407／1766／6
o [絵葉書]（(尾道港)光明寺境内南の坊・蜿蜒十
七間余の『蟠龍の松』の奇観）

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

(昭和10年)

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・(1枚)

200407／1766／7
o [絵葉書]（(尾道港)尾道上水道槙ヶ峠貯水池の
壮観）

200407／1767
[絵葉書]（[尾道雪景色]）

2007年3月26日(書込)

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1768
[絵葉書]（絵のまち尾道 兼吉渡船）

2007年3月26日(書込)

PRINTED BY
ONOMICHIRAIBURARII

絵葉書・ 1点

2007年3月26日(書込)

PRINTED BY
ONOMICHIRAIBURARII

絵葉書・ 1点

2007年3月26日(書込)

PRINTED BY
ONOMICHIRAIBURARII

絵葉書・ 1点

立野尚文堂 発行

絵葉書・ 1点(12枚
組)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

立野尚文堂 発行

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1769
[絵葉書]（絵のまち尾道 住吉浜）
カラー印刷

200407／1770
[絵葉書]（絵のまち尾道 想い出の尾道駅前桟橋）
カラー印刷

200407／1771
[絵葉書]（三原名所絵葉書）
袋入

200407／1771／ 1
o [絵葉書]（(備後三原)旧城之景）

200407／1771／ 2
o [絵葉書]（(備後三原)東町全景）

200407／1771／ 3
o [絵葉書]（(備後三原)西町全景）

200407／1771／ 4
o [絵葉書]（(備後三原)西港）

200407／1771／ 5
o [絵葉書]（(備後三原)旧城趾公園）

200407／1771／ 6
o [絵葉書]（(備後三原)西ノ宮公園）

200407／1771／ 7
o [絵葉書]（(備後三原)広島県立三原女子師範及
ビ県立高等女学校正門）

200407／1771／ 8
o [絵葉書]（(備後三原)財団法人三原教員養成
所）

200407／1771／ 9
o [絵葉書]（(備後三原)桜山公園ヨリ小学校ヲ望
ム）

200407／1771／10
o [絵葉書]（(備後三原)浅野家菩提所妙正寺）

200407／1771／11
o [絵葉書]（(備後三原)推立稲荷）

200407／1771／12
o [絵葉書]（(備後三原)西野ノ梅林）

200407／1772
[絵葉書]（安芸仏通寺松原）

絵葉書・ 1点

200407／1773
[カード]（広島大学創立50周年記念会館・研究者交流
施設）

(2000年7月29日)

カード(絵葉書
大)・ 1点

カラー印刷
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200407／1774
[カード]（広島大学創立50周年記念会館・研究者交流
施設(ホール)）

(2000年7月29日)

カード(絵葉書
大)・ 1点

(2000年7月29日)

カード(絵葉書
大)・ 1点

(2000年7月29日)

カード(絵葉書
大)・ 1点

カラー印刷

200407／1775
[カード]（広島大学創立50周年記念会館・研究者交流
施設(ホワイエ)）
カラー印刷

200407／1776
[カード]（広島大学創立50周年記念会館・研究者交流
施設(北東面外観)）
カラー印刷

200407／1777
[絵葉書]（吉田町全景(安芸吉田)）

絵葉書・ 1点

200407／1778
[絵葉書]（三段峡 三段滝）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1779
[絵葉書]（帝釈峡 神竜湖）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1780
[絵葉書]（福山 草戸大橋）

MANUFACTURE BY TAISHO

絵葉書・ 1点

カラー印刷

200407／1781
[絵葉書]（瀬戸内海 備後福山城）

絵葉書・ 1点

(27)

200407／1782
[絵葉書]（備後芦田川堤防決潰口）

7月5日

原写真館 発行

絵葉書・ 1点

松本 発行

絵葉書・ 1点

福山西町島田商店 発行

絵葉書・ 1点

備後福山西町島田 発行

絵葉書・ 1点

福山西町島田商店 発行

絵葉書・ 1点

福山西町島田商店 発行

絵葉書・ 1点

福山西町 島田 発行

絵葉書・ 1点

BY FUTABA KOBE

絵葉書・ 1点

鞆潮花堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1783
[絵葉書]（備後府中 芦田川ヨリ岩鼻ヲ望ム）

200407／1784
[絵葉書]（備後 芦田川 上流）

200407／1785
[絵葉書]（福山女学校 女子小学校）

200407／1786
[絵葉書]（福山城天主閣）
色付,書込有り

200407／1787
[絵葉書]（備後 芦田川 神島橋）

200407／1788
[絵葉書]（備後草戸明王院）
印判「備後福山久松城 登城紀念」

200407／1789
[絵葉書]（TOMONOTSU IN INLAND SEA）※鞆の津
色付

200407／1790
[絵葉書]（備後鞆の津 仙酔島及市街の一部）

200407／1791
[絵葉書]（備後鞆港 丸山より見たる(其一)）

絵葉書・ 1点

色付

200407／1792
[絵葉書]（(夜ハ正ニ明ケタリ)備後 鞆港）

鞆潮花堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／1793
[絵葉書]（備後鞆の浦 皇后島(月見より見たる)/備
後鞆の浦 仙人酔島公園内吸霞亭(月見山より見た
る)）

絵葉書・ 1点(2枚
連1枚)

200407／1794
[絵葉書]（国立公園鞆の浦）
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200407／1795
[絵葉書]（瀬戸内海国立公園 広島県・鞆の浦 対山
館全景）

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

一紙共(「御旅館 対山館 鞆津」)

200407／1796
[絵葉書表紙]（観光福山）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1797
[絵葉書]（尾道 林芙美子文学碑）

絵葉書・ 1点

カラー写真

200407／1798
[絵葉書]（観光の福山ゑはがき）

福山市

絵葉書・ 1点(6枚
組)

福山市

絵葉書・(1枚)

福山市

絵葉書・(1枚)

福山市

絵葉書・(1枚)

福山市

絵葉書・(1枚)

福山市

絵葉書・(1枚)

福山市

絵葉書・(1枚)

タトウ入

200407／1798／1
o [絵葉書]（備後福山 山岳公園より瀬戸内海を
望む）

200407／1798／2
o [絵葉書]（備後福山 両社八幡宮）

200407／1798／3
o [絵葉書]（備後福山 官庁街の一部）

200407／1798／4
o [絵葉書]（備後福山 福山港の風景）

200407／1798／5
o [絵葉書]（備後福山 国宝明王院五重塔）

200407／1798／6
o [絵葉書]（備後福山 国宝伏見三層櫓）

200407／1799
[絵葉書]（観光福山）

絵葉書・ 1点(3枚
組)
タトウ入

200407／1799／1
o [絵葉書]（備後福山 福山駅前全景/福山駅附
近夜景）

絵葉書・(1枚)

200407／1799／2
o [絵葉書]（備後福山 国宝明王院五重塔/国宝
伏見三層櫓）

絵葉書・(1枚)

200407／1799／3
o [絵葉書]（備後福山 山岳公園より芦田川の展
望/福山港の全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1800
[絵葉書]（下関 大賀常楽園）

(大正)15. 3. 6

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1801
[絵葉書]（(下関十二名勝ノ内)壇の浦源平古戦場）

絵葉書・ 1点

200407／1802
[絵葉書]（(下関名勝)壇ノ浦湾岸 源平古戦場）

絵葉書・ 1点

200407／1803
[絵葉書]（(下ノ関名所)源平古戦場壇ノ浦）

絵葉書・ 1点

要塞司令部御認可 8.6

200407／1804
[絵葉書]（(下関名所)壇の浦裳川橋）

S,INO OF MOJI

絵葉書・ 1点

KYOTO,JAPAN

絵葉書・ 1点

要塞御認可 F 12.9.

200407／1805
[絵葉書]（(下関駅)山陽ホテル）

200407／1806
[絵葉書]（(下関名所)亀山神社）

絵葉書・ 1点

200407／1807
[絵葉書]（(下関名勝)亀山八幡宮）

絵葉書・ 1点
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200407／1808
[絵葉書]（(下関名勝)市街全景）

絵葉書・ 1点

200407／1809
[絵葉書]（下関小門海峡）

絵葉書・ 1点

200407／1810
[絵葉書]（(下関名勝)小門海峡）

絵葉書・ 1点

200407／1811
[絵葉書]（(下関名勝)御裳川(安徳帝崩去地)）

絵葉書・ 1点

印判「下関遊覧紀念・AKIMONO」

200407／1812
[絵葉書]（(下関名勝)壇の浦）

KYOTO,JAPAN

絵葉書・ 1点

200407／1813
[絵葉書]（(下関名勝)市外竹ノ子島）

絵葉書・ 1点

印判「下関遊覧紀念・AKIMONO」

200407／1814
[絵葉書]（(下関名所)源平古戦場御裳川附近）

絵葉書・ 1点

カラー印刷，要塞認可 F88，書込「最新原色写真下関名勝8枚組袋入」

200407／1815
[絵葉書]（下関 安徳帝御駐輦古蹟王城山）

絵葉書・ 1点

200407／1816
[絵葉書]（下関細江海岸）

絵葉書・ 1点

200407／1817
[絵葉書]（下関細江海岸）

株式会社タイムロマン

絵葉書・ 1点

Riukodoo，
HAGISHIYOSSIDAMACHI,INO

絵葉書・ 1点

INO MOJI.

絵葉書・ 1点

INO MOJI.

絵葉書・ 1点

山口桂 山陽堂 発行

絵葉書・ 1点

彩色浪漫譚（復刻絵葉書），消印「42.8.25」

200407／1818
[絵葉書]（(下関名勝)山陽濱本通り）

昭和14. 2.18

下関要塞司令部許可済

200407／1819
[絵葉書]（(下関名勝)貨車航走船）
要塞検閲済 F13.8.

200407／1820
[絵葉書]（(下関名勝)関釜連絡桟橋）
要塞検閲済 F13.8.

200407／1821
[絵葉書]（下関 安徳天皇御陵）

200407／1822
[絵葉書]（下関赤間宮）

絵葉書・ 1点

200407／1823
[絵葉書]（(下関名勝)繁華殷盛を極むる…山陽の濱
本通り）

昭和11. 5.16

Riukodoo of Hagi

絵葉書・ 1点

カラー印刷，下関要塞司令部許可済

200407／1824
[絵葉書]（下関西郵便局）

絵葉書・ 1点

200407／1825
[絵葉書]（(下関名勝)本州九州の連結を保つ…関門
連絡船）

昭和 2.10.10

絵葉書・ 1点

昭和 8. 9. 2

絵葉書・ 1点

昭和 2.10.10

絵葉書・ 1点

昭和 8. 9. 2

絵葉書・ 1点

下関要塞司令部許可済

200407／1826
[絵葉書]（(下関名勝)新装成れる…駅前広場の盛観）
下関要塞司令部許可済

200407／1827
[絵葉書]（(下関名勝)関釜連絡船…昌慶丸）
下関要塞司令部許可済

200407／1828
[絵葉書]（(下関名勝)内外物産の集散を計る…唐戸
市場の盛観）
下関要塞司令部許可済
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200407／1829
[絵葉書]（御旅館 潤輝館 周防床波）

絵葉書・ 1点(5枚
組)

袋入

200407／1829／1
o [絵葉書]（周防床波 御旅館潤輝館本店全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1829／2
o [絵葉書]（周防床波ノ海岸(潤輝館)）

絵葉書・(1枚)

200407／1829／3
o [絵葉書]（周防床波 住吉社神苑(潤輝館)）

絵葉書・(1枚)

200407／1829／4
o [絵葉書]（周防床波 黒崎海濱ヨリ鍋嶋ノ遠望）

絵葉書・(1枚)

200407／1829／5
o [絵葉書]（阿知須町築地大潮館裏海水場）

絵葉書・(1枚)

書込有り

200407／1830
[絵葉書]（徳山町役場）

絵葉書・ 1点

200407／1831
[絵葉書]（徳山町役場）

鳳鳴館 発行

絵葉書・ 1点

鳳鳴館 発行

絵葉書・ 1点

鳳鳴館 発行

絵葉書・ 1点

鳳鳴館 発行

絵葉書・ 1点

山口県徳山町 鳳鳴館書店 発
行

絵葉書・ 1点(10枚
組)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1832
[絵葉書]（徳山市街）

200407／1833
[絵葉書]（徳山港内の一部）

200407／1834
[絵葉書]（(徳山)海軍燃料廠）

200407／1835
[絵葉書]（徳山絵葉書）
袋入，印判「遊覧紀念」

200407／1835／ 1
o [絵葉書]（徳山海軍燃料廠）

200407／1835／ 2
o [絵葉書]（日本曹達工業株式会社）

200407／1835／ 3
o [絵葉書]（山口県都濃高等女学校全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1835／ 4
o [絵葉書]（町立徳山尋常高等小学校）

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

徳山鳳鳴館 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1835／ 5
o [絵葉書]（徳山飯島尊霊）

200407／1835／ 6
o [絵葉書]（兒玉文庫）

200407／1835／ 7
o [絵葉書]（帝国石油株式会社徳山工場）

200407／1835／ 8
o [絵葉書]（県社遠石八幡宮）

200407／1835／ 9
o [絵葉書]（徳山港阜頭）

200407／1835／10
o [絵葉書]（満州軍総参謀長タル兒玉大将ヲ祀レ
ル兒玉神社）

200407／1836
[絵葉書]（(長門)中尾山全景）

絵葉書・ 1点

200407／1837
[絵葉書]（山口県立萩高等女学校 正面 創立二十五
周年記念）

絵葉書・ 1点
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200407／1838
[絵葉書]（(長門俵山温泉)岡島旅館）

絵葉書・ 1点

200407／1839
[絵葉書]（特製高級印刷 下関名勝）

下関駅構内 山名曲江堂売店
発行

絵葉書・ 1点(8枚
組)

袋入

200407／1839／1
o [絵葉書]（関門連絡船及桟橋）

絵葉書・(1枚)

書込有り，8枚組とは別葉書

200407／1839／2
o [絵葉書]（関釜連絡船及桟橋）

昭和 4. 7. 2

絵葉書・(1枚)

昭和 4. 8.24

絵葉書・(1枚)

昭和 4. 7. 2

絵葉書・(1枚)

昭和 4. 8.24

絵葉書・(1枚)

昭和 4. 7. 2

絵葉書・(1枚)

昭和 4. 7. 2

絵葉書・(1枚)

下関要塞司令部点検済

200407／1839／3
o [絵葉書]（(下関名勝)壇之浦）
下関要塞司令部点検済

200407／1839／4
o [絵葉書]（(下関名勝)講和談判場春帆楼）
下関要塞司令部点検済

200407／1839／5
o [絵葉書]（(下関名勝)引接寺）
下関要塞司令部点検済

200407／1839／6
o [絵葉書]（(下関名勝)官幣中社赤間宮）
下関要塞司令部点検済

200407／1839／7
o [絵葉書]（(下関貨車航送場及航送船)）
下関要塞司令部点検済

200407／1839／8
o [絵葉書]（(下関駅)山陽ホテル）

絵葉書・(1枚)

8枚組とは別葉書

200407／1840
[絵葉書]（下関名勝）

絵葉書・ 1点(12
枚)
下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 1
o [絵葉書]（(下関名勝)繁華殷盛を極むる…山陽
の濱本通り）

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和 7. 9.13

絵葉書・(1枚)

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和 8. 9. 2

絵葉書・(1枚)

下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 2
o [絵葉書]（(下関名勝)鉄道省直営の…山陽ホテ
ル）
下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 3
o [絵葉書]（(下関名勝)出入船舶の頻繁を極む…
細江船溜入口附近）
下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 4
o [絵葉書]（(下関名勝)新装なれる…駅前広場の
盛観）
下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 5
o [絵葉書]（(下関名勝)本州九州の連結を保つ…
関門連絡船）
下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 6
o [絵葉書]（(下関名勝)関門海峡第一の展望に富
む…日和山公園）
下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 7
o [絵葉書]（(下関名勝)七盛塚とも称す…平家一
門の墓）
下関要塞司令部許可済
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200407／1840／ 8
o [絵葉書]（(下関名勝)源平古戦場と知らる…壇
之浦・御裳橋）

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和11. 6. 5

絵葉書・(1枚)

下関要塞司令部許可済

200407／1840／ 9
o [絵葉書]（(下関名所)日和山公園東行先生銅
像）

下関要塞司令部許可済，他の11枚とは別葉書

200407／1840／10
o [絵葉書]（(下関名勝)由緒深き…県社亀山八幡
宮）

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

昭和 8. 9. 2

絵葉書・(1枚)

昭和11. 9. 8

絵葉書・(1枚)

下関要塞司令部許可済

200407／1840／11
o [絵葉書]（(下関名勝)日清講和の談判所として
知らる…春帆楼）
下関要塞司令部許可済

200407／1840／12
o [絵葉書]（(下関名勝)安徳天皇を奉祀する…官
幣中社 赤間宮）
下関要塞司令部許可済

200407／1841
[絵葉書]（最新特選えはがき 観光の下関）

観光出版社 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

タトウ入，カラー印刷

200407／1841／1
o [絵葉書]（下関市西部の展望）

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1841／2
o [絵葉書]（[下関]先帝祭・女郎参拝道中の景）

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1841／3
o [絵葉書]（壇の浦から関門海峡を望む[下関] 対
岸は門司で共に国道トンネル入口）

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1841／4
o [絵葉書]（長府博物館[下関] 左方の塔は万骨遺
霊塔）

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1841／5
o [絵葉書]（下関大漁港の景）

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1842
[絵葉書]（下関 亀山宮絵葉書）

絵葉書・ 1点(7枚
+1枚組)

カラー印刷，タトウ入

200407／1842／1
o 天下之勝景

一紙(刊)・(1枚)

200407／1842／2
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)古図）

昭和 5. 5.31

亀山宮 発行

絵葉書・(1枚)

カラー印刷，下関要塞検閲済

200407／1842／3
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)能舞台及亀公孫
樹）

絵葉書・(1枚)

カラー印刷

200407／1842／4
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)八阪神社及鶴之
池）

昭和 5. 5.31

亀山宮 発行

絵葉書・(1枚)

昭和 5. 5.31

亀山宮 発行

絵葉書・(1枚)

昭和 5. 5.31

亀山宮 発行

絵葉書・(1枚)

カラー印刷，下関要塞検閲済

200407／1842／5
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)斎殿）
カラー印刷，下関要塞検閲済

200407／1842／6
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)宮地獄神社及稲荷
神社）
カラー印刷，下関要塞検閲済
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200407／1842／7
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)全景）

昭和 5. 5.31

亀山宮 発行

絵葉書・(1枚)

昭和 5. 5.31

亀山宮 発行

絵葉書・(1枚)

カラー印刷，下関要塞検閲済

200407／1842／8
o [絵葉書]（(下関亀山八幡宮)楼門）
カラー印刷，下関要塞検閲済

200407／1843
[絵葉書]（長門湯本温泉名勝絵葉書）

富樫書店（山口県大津郡深川町 絵葉書・ 1点(8枚
湯本温泉） 発売
組)

袋入，袋には「七枚組」と記載

200407／1843／1
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)湯本温泉…全景）

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

富樫書店 発行

絵葉書・(1枚)

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

精光堂 発行

絵葉書・ 1点

大田写真館 謹製

絵葉書・ 1点

佐伯書店 製

絵葉書・ 1点

佐伯書店 製

絵葉書・ 1点

佐伯書店 製

絵葉書・ 1点

佐伯書店 製

絵葉書・ 1点

虹ヶ濱名勝福原商店 製

絵葉書・ 1点

200407／1843／2
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)前七州守護職…大内
氏一族ノ墓）

200407／1843／3
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)…十六羅漢像）

200407／1843／4
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)遺蹟俊寛塔三本松）

200407／1843／5
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)…南祭踊(大寧寺内
庭)）

200407／1843／6
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)名刹…大寧寺）

200407／1843／7
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)大寧寺…磐石橋）

200407／1843／8
o [絵葉書]（(長門湯本温泉)…鼓ヶ瀧）

200407／1844
[絵葉書]（周防柳井町本橋）

200407／1845
[絵葉書]（周防柳井町全景）

200407／1846
[絵葉書]（周防柳井町光台寺及妙見社）

200407／1847
[絵葉書]（周防柳井町大師堂境内）

200407／1848
[絵葉書]（周防柳井町ヨリ大畠瀬戸ヲ望ム）

200407／1849
[絵葉書]（周防柳井町高等女学校）

200407／1850
[絵葉書]（周防柳井町般若姫之墓）

200407／1851
[絵葉書]（山陽線大畠駅前 宇野旅館）

200407／1852
[絵葉書]（(周防下松)笠戸造船所社宅 其二）

200407／1853
[絵葉書]（(周防下松)宮之洲山ヨリ下松町ヲ望ム）

200407／1854
[絵葉書]（(周防下松)笠戸造船所 其一）

200407／1855
[絵葉書]（(周防下松)笠戸造船所社宅 其一）

200407／1856
[絵葉書]（周防虹ヶ濱附近島田川水車真景）
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200407／1857
[絵葉書]（防府名所絵葉書）

絵葉書・ 1点(10枚
組)

袋入

200407／1857／ 1
o [絵葉書]（防府名所 防府市街全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 2
o [絵葉書]（防府名所 鐘淵紡績株式会社防府工
場全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 3
o [絵葉書]（防府名所 三田尻港）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 4
o [絵葉書]（防府名所 東洋第一の専売局向島製
塩工場全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 5
o [絵葉書]（防府名所 県社老松神社・住吉神社）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 6
o [絵葉書]（防府名所 国分寺）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 7
o [絵葉書]（防府名所 福島人絹防府工場全景）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 8
o [絵葉書]（防府名所 町設グラウンド）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／ 9
o [絵葉書]（防府名所 公爵毛利邸正門）

絵葉書・(1枚)

200407／1857／10
o [絵葉書]（防府名所 新橋・船橋）

絵葉書・(1枚)

200407／1858
[絵葉書]（防府名勝ゑはがき(下)）

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・ 1点(10枚
組)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

（渡邊写真館 発行）

絵葉書・(1枚)

渡邊写真館 発行

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1858／ 1
o [絵葉書]（(防府名所)鞠生松原）

200407／1858／ 2
o [絵葉書]（(防府名所)三田尻塩田）

200407／1858／ 3
o [絵葉書]（(防府名所)三田尻水産試験場）

200407／1858／ 4
o [絵葉書]（(防府名所)防府町全景）

200407／1858／ 5
o [絵葉書]（(防府名所)三田尻港）

200407／1858／ 6
o [絵葉書]（(防府名所)船橋）

200407／1858／ 7
o [絵葉書]（(防府名所)新橋）

200407／1858／ 8
o [絵葉書]（(防府名所)国分寺）

200407／1858／ 9
o [絵葉書]（(防府名所)防府町設グランド）

200407／1858／10
o [絵葉書]（(防府名所)船橋）

200407／1859
[絵葉書]（防府町地図）

絵葉書・ 1点

200407／1860
[絵葉書]（(防府名勝)船橋(佐波川)）

竹村商店 発行

絵葉書・ 1点
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200407／1861
[絵葉書]（(防府市)桑山公園より見たる三田尻港附
近）

絵葉書・ 1点

200407／1862
[絵葉書]（(防府市)中関港と塩田の一部）

絵葉書・ 1点

200407／1863
[絵葉書]（(防府名所)新橋）

渡邊製版部 印行

絵葉書・ 1点

三好屋 発行

絵葉書・ 1点

三好屋商店 発行

絵葉書・ 1点

内田商店 発行

絵葉書・ 1点

小椋一象堂 発行

絵葉書・ 1点

内田 発行

絵葉書・ 1点

防長社 発行

絵葉書・ 1点

小椋一象堂 発行

絵葉書・ 1点

TOKYO DESIGN PRINTING
KANDA TOKYO

絵葉書・ 1点

200407／1864
[絵葉書]（(山口名所)山口本町通り）
色付

200407／1865
[絵葉書]（(山口名所)歩兵第四十二聯隊全景）

200407／1866
[絵葉書]（山口高等商業学校）

200407／1867
[絵葉書]（(山口名所)鰐石重岩）

200407／1868
[絵葉書]（(山口)赤十字社支部）

200407／1869
[絵葉書]（小郡名所 県立農業学校）

200407／1870
[絵葉書]（山口名所 後河原ノ柳桜）
書込有り

200407／1871
[絵葉書]（山口湯田温泉旅館松田屋(背面全景)）

200407／1872
[絵葉書]（山口湯田温泉旅館松田屋(其三)）

絵葉書・ 1点

200407／1873
[絵葉書]（山口市名所と湯田温泉の風光）

大正写真工芸所 製
（WAKAYAMA JAPAN）

絵葉書・ 1点(9枚
組)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

（大正写真工芸所 製）

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1873／1
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)史蹟勝景の泉
都，山口市街全景）

200407／1873／2
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)七卿落ちの史蹟
に名高き湯田温泉全景）

200407／1873／3
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)周防明倫館文学
寮址の山口高等商業学校）

200407／1873／4
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)防長藩政庁址に
立つ山口県庁）

200407／1873／5
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)高田園，井上馨
侯銅像 高田園，七卿遺蹟碑）

200407／1873／6
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)明治維新発祥の
茶室露山堂 香山園，毛利公爵撰銅碑）

200407／1873／7
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)森厳なる権現山，
熊野神社）

200407／1873／8
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)湯田競馬場の盛
観）

200407／1873／9
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)毛利元就卿を祀
る別格官幣社豊栄神社）
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200407／1874
[絵葉書]（湯田温泉名所絵葉書 湯田みやげ）

（三好屋 発行）

絵葉書・ 1点(7枚
組)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

三好屋 発行

絵葉書・(1枚)

湯尾婦人会 発行

絵葉書・ 1点(3枚
組)

宮野婦人会 発行

絵葉書・(1枚)

宮野婦人会 発行

絵葉書・(1枚)

宮野婦人会 発行

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1874／1
o [絵葉書]（(湯田名所)駅前）

200407／1874／2
o [絵葉書]（(湯田名所)ラヂーム温泉）

200407／1874／3
o [絵葉書]（(湯田名所)湯屋町通り）

200407／1874／4
o [絵葉書]（(湯田名所)野原■泉及動物園）

200407／1874／5
o [絵葉書]（(湯田名所)前町通り）

200407／1874／6
o [絵葉書]（(湯田名所)井上公園通り）

200407／1874／7
o [絵葉書]（(湯田名所)秋穂渡橋）

200407／1875
[絵葉書]（山口野外 宮野八丁ノ景）
袋入

200407／1875／1
o [絵葉書]（(山口市近郊宮野名所)荒谷口附近）

200407／1875／2
o [絵葉書]（(山口市近郊宮野名所)八丁橋附近）

200407／1875／3
o [絵葉書]（(山口市近郊宮野名所)下八丁ヨリの
遠望）

200407／1876
[絵葉書]（岩国新港潮華閣(全景)）

絵葉書・ 1点

200407／1877
[絵葉書]（山口県立岩国高等女学校 校舎全景 岡村
校長）

昭和 4.

絵葉書・ 1点

印判「創立二十周年紀念・山口県立岩国高等女学校」

200407／1878
[絵葉書]（岩国吉香神社公園の桜花）

岩国柳原商店 発行

絵葉書・ 1点

岩国柳原商店 発行

絵葉書・ 1点

岩国柳原商店 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・ 1点

岩国柳原商店 発行

絵葉書・ 1点

(1)

200407／1879
[絵葉書]（岩国錦帯橋）

200407／1880
[絵葉書]（周防岩国錦帯橋）

200407／1881
[絵葉書]（岩国錦帯橋）
(12)

200407／1882
[絵葉書]（宇部名勝）

発売元 末広書店（支店 小野田 絵葉書・ 1点(6枚
町）
組)
袋入

200407／1882／1
o [絵葉書]（(宇部名勝)沖ノ山炭鉱 其ノ壱）

（末広書店）

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1882／2
o [絵葉書]（(宇部名勝)沖ノ山炭鉱 其ノ弐）

200407／1882／3
o [絵葉書]（(宇部名勝)東見初炭鉱）
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200407／1882／4
o [絵葉書]（(宇部名勝)宇部市全景 其ノ壱）

絵葉書・(1枚)

200407／1882／5
o [絵葉書]（(宇部名勝)宇部セメント製造株式会社
全景）

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1882／6
o [絵葉書]（(宇部名勝)鍋島の風光）

200407／1883
[絵葉書]（宇部名勝）

発売元 末広書店（支店 小野田 絵葉書・ 1点(7枚
町）
組)
表紙（もと袋だったものカ）付

200407／1883／1
o [絵葉書]（(宇部名勝)宇部市全景）

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

梶山写真館

絵葉書・ 1点

200407／1883／2
o [絵葉書]（(宇部名勝)宇部セメント製造株式会
社）

200407／1883／3
o [絵葉書]（(宇部名勝)常磐公園）

200407／1883／4
o [絵葉書]（(宇部名勝)常磐公園の春）

200407／1883／5
o [絵葉書]（(宇部名勝)東見初炭鉱）

200407／1883／6
o [絵葉書]（(宇部名勝)神原公園）

200407／1883／7
o [絵葉書]（(宇部名勝)琴崎八幡宮）

200407／1884
[絵葉書]（宇部市常盤通）

200407／1885
[絵葉書]（宇部港西部工業地帯(新宇部名所) 山口県
火力発電所・宇部セメント製造株式会社工場・宇部窒
素工業株式会社等宇部鉱業の中心地帯である。）

絵葉書・ 1点

200407／1886
[絵葉書]（(宇部風景)宇部電気会社）

集文堂 発行

絵葉書・ 1点

集文堂 発行

絵葉書・ 1点

集文堂 発行

絵葉書・ 1点

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

(10)

200407／1887
[絵葉書]（(宇部風景)宇部鉄工所）
(11)

200407／1888
[絵葉書]（(宇部風景)東見初炭坑）
(8)

200407／1889
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 坑木置場）
②

200407／1890
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 坑口 坑道 捲揚櫓）
③

200407／1891
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 大阪出張所貨車積込及自動車
積込）
⑧

200407／1892
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 撰炭場）
④

200407／1893
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 貯炭場）
⑥
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200407／1894
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 沖ノ山炭鉱株式会社全景 渡邊
社長）

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

神戸 岡部商店印刷事務所 印
行

絵葉書・ 1点

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

（日産宇部礦業株式会社）

絵葉書・(1枚)

大正14. 4.

山口県宇部市 宇部砿業組合

絵葉書・ 1点(4枚
+1枚入)

大正14. 4.

宇部鉱業組合

一紙(刊)・(1枚)

①

200407／1895
[絵葉書]（沖ノ山炭鉱 自動圧搾空気式バウム型水撰
機(五十馬力)）
⑤

200407／1896
[絵葉書]（日産宇部礦業株式会社 本山炭礦案内 山
口県厚狭郡小野田町本山）
タトウ入

200407／1896／1
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)全景）

200407／1896／2
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)選炭場の一部）

200407／1896／3
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)大浴場）

200407／1896／4
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)社宅の前濱で一網を）

200407／1896／5
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)坑内）

200407／1896／6
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)完備せる配給所と労務員社
宅の内部）

200407／1896／7
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)社宅の一部）

200407／1896／8
o [絵葉書]（日産・宇部礦業株式会社本山炭礦(山
陽線小野田駅下車)全礦の守護神・本山神社）

200407／1897
[絵葉書]（宇部砿業ノ栞）
タトウ入

200407／1897／1
o 宇部鉱業ノ栞

200407／1897／2
o [絵葉書]（宇部市付近略地図）

(大正14. 4.)

絵葉書・(1枚)

200407／1897／3
o [絵葉書]（(宇部名勝)宇部窒素鉱業株式会社）

末広書店 発行

絵葉書・(1枚)

下関泉菊商店 印刷

絵葉書・(1枚)

下関泉菊商店 印刷

絵葉書・(1枚)

200407／1897／4
o [絵葉書]（宇部市 東見初炭礦）

200407／1897／5
o [絵葉書]（宇部市 沖ノ山炭礦）

200407／1898
[絵葉書]（東見初炭礦絵葉書）

絵葉書・ 1点(5枚
組)

タトウ入

200407／1898／1
o [絵葉書]（東見初炭鉱 斜坑口）

絵葉書・(1枚)

200407／1898／2
o [絵葉書]（東見初炭坑 港内）

絵葉書・(1枚)

200407／1898／3
o [絵葉書]（東見初炭坑 両ケージ）

絵葉書・(1枚)
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200407／1898／4
o [絵葉書]（東見初炭坑神社）

絵葉書・(1枚)

200407／1898／5
o [絵葉書]（東見初炭坑 坪下ポンプ座）

絵葉書・(1枚)

200407／1899
[絵葉書]（全国に誇る渓谷美 長門峡の絶景）

大正写真工芸所 製
（WAKAYAMA JAPAN）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

TRADE MARK TAISHO MADE
IN WAKAYAMA（大正写真工芸
所 製）

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1899／1
o [絵葉書]（(長門峡)山水双に麗はしき広滑の奇
勝）

200407／1899／2
o [絵葉書]（(長門峡)峡谷美極まる第三断魚瀑の
附近）

200407／1899／3
o [絵葉書]（(長門峡)第一断魚瀑上に架る紅葉橋
の佳景）

200407／1899／4
o [絵葉書]（(長門峡)懸崖に散るは花か霧か桜瀧
の妙趣）

200407／1899／5
o [絵葉書]（(長門峡)清流潺々岩に激する上和留
瀬の勝景）

200407／1899／6
o [絵葉書]（(長門峡)瀑水滔々もの凄まじき蟹瀬の
瀧の壮観）

200407／1899／7
o [絵葉書]（(長門峡)碧空に突如たる峻峯，切窓
の偉観）

200407／1899／8
o [絵葉書]（(長門峡)陽光燦々翠山碧水爽々たる
金郷，出合淵の風光）

200407／1900
[絵葉書]（山口県 長門峡 榧ヶ淵）

絵葉書・ 1点

200407／1901
[絵葉書]（山口県 長門峡 猿溪大瀑布）

絵葉書・ 1点

200407／1902
長門峡案内略図

一紙(刊)・ 1点

200407／1903
[絵葉書]（小郡名勝絵葉書）

小郡実業会 発行

絵葉書・ 1点(6枚
組)

小郡実業会 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・(1枚)

小郡実業会 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・(1枚)

小郡実業会 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1903／1
o [絵葉書]（小郡湾の遠望）

200407／1903／2
o [絵葉書]（小郡市街）

200407／1903／3
o [絵葉書]（小郡東津橋）
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200407／1903／4
o [絵葉書]（小郡市街全景(附山口県農業学校背
景)）

小郡実業会 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・(1枚)

小郡実業会 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・(1枚)

小郡実業会 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・(1枚)

200407／1903／5
o [絵葉書]（山口県立農業学校）

200407／1903／6
o [絵葉書]（小郡新町中郷八幡宮）

200407／1904
[絵葉書]（長府絵葉書）

長府中濱町(郵便局前)才川屋商 絵葉書・ 1点(11枚
店
組)

袋入

200407／1904／ 1
o [絵葉書](長府之町)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

溝口日新舎 発行

絵葉書・(1枚)

船木町青年団 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

（船木町青年団 発行）

絵葉書・(1枚)

（船木町青年団 発行）

絵葉書・(1枚)

（船木町青年団 発行）

絵葉書・(1枚)

（船木町青年団 発行）

絵葉書・(1枚)

（船木町青年団 発行）

絵葉書・(1枚)

米子警察署

絵葉書・ 1点(3枚
組)

200407／1904／ 2
o [絵葉書](長府 図書館)

200407／1904／ 3
o [絵葉書](長府 前田之燈台)

200407／1904／ 4
o [絵葉書](長府 古都之浦汐干狩)

200407／1904／ 5
o [絵葉書](長府 御船手海岸)

200407／1904／ 6
o [絵葉書](長府 沖 干珠 満珠)

200407／1904／ 7
o [絵葉書](長府 松崎之海岸)

200407／1904／ 8
o [絵葉書](長府 功山寺之桜)

200407／1904／ 9
o [絵葉書](長府 覚苑寺の桜)

200407／1904／10
o [絵葉書](長府 乃木大将旧邸之井戸)

200407／1904／11
o [絵葉書](長府 忌宮神社)

200407／1905
[絵葉書]（船木の名勝）
タトウ入

200407／1905／1
o [絵葉書]（船木町全景）

200407／1905／2
o [絵葉書]（船木尋常高等小学校…登校門）
印判

200407／1905／3
o [絵葉書]（船木小唄踊）

200407／1905／4
o [絵葉書]（端松奄）
印判

200407／1905／5
o [絵葉書]（船木区裁判所門及船木警察署）
印判

200407／1906
[絵葉書]（米子警察署改築落成記念絵はがき）

昭和 8. 5.20

袋入
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200407／1906／1
o [絵葉書]（米子警察署正面ト署長脇坂貞幹氏）

昭和 8. 5.20

(米子警察署)

絵葉書・(1枚)

昭和 8. 5.20

(米子警察署)

絵葉書・(1枚)

昭和 8. 5.20

(米子警察署)

絵葉書・(1枚)

昭和

大山国立公園協会指定発行所
鳥取市智頭街道筋・森商店

絵葉書・ 1点(7枚
組)

昭和

TAISHO

絵葉書・(1枚)

昭和

TAISHO

絵葉書・(1枚)

昭和

TAISHO

絵葉書・(1枚)

昭和

TAISHO

絵葉書・(1枚)

昭和

TAISHO

絵葉書・(1枚)

o [絵葉書]（(鳥取名所)荒木又右衛門墓 渡邊数馬 昭和
墓）

TAISHO

絵葉書・(1枚)

TAISHO

絵葉書・(1枚)

鳥取山縣写真館 発行

絵葉書・ 1点

200407／1906／2
o [絵葉書]（米子警察署側面）

200407／1906／3
o [絵葉書]（米子警察署長官舎）

200407／1907
[絵葉書]（鳥取名所絵葉書）
タトウ入

200407／1907／1
o [絵葉書]（(鳥取名所)鳥取県庁）

200407／1907／2
o [絵葉書]（(鳥取名所)鳥取砂丘摺鉢の偉観）

200407／1907／3
o [絵葉書]（(鳥取名所)久松公園）

200407／1907／4
o [絵葉書]（(鳥取名所)国幣中社 宇倍神社）

200407／1907／5
o [絵葉書]（(鳥取名所)袋川の桜花）

200407／1907／6

200407／1907／7
o [絵葉書]（(鳥取名所)鳥取砂丘）

昭和

200407／1908
[絵葉書]（因幡鳥取智頭街道筋）

200407／1909
[絵葉書]（鳥取青物市場）

絵葉書・ 1点

200407／1910
[絵葉書]（(鳥取名所)歩兵第四十聯隊正門）

絵葉書・ 1点

200407／1911
[絵葉書]（鳥取砂丘(砂橇と驢馬)）

鳥取 森商店 発行

絵葉書・ 1点

鳥取市森商店 発行

絵葉書・ 1点

200407／1912
[絵葉書]（鳥取県庁）

200407／1913
[絵葉書]（鳥取県物産陳列場）

絵葉書・ 1点

200407／1914
[絵葉書]（鳥取地方裁判所）

鳥取山縣写真館 発行

絵葉書・ 1点

鳥取市森絵葉書店 発行

絵葉書・ 1点

鳥取市森絵葉書店 謹製

絵葉書・ 1点

島根観光協会 発行

絵葉書・ 1点

大阪 阿部 謹製

絵葉書・ 1点

森山勉強堂 発行

絵葉書・ 1点(5枚)

米子町森山商店 発行

絵葉書・(1枚)

米子町森山商店 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1915
[絵葉書]（鳥取県物産陳列場）

200407／1916
[絵葉書]（山陰線濱村温泉 鈴木旅館）
印判「ラヂウム温泉・山陰線濱村駅・鈴木旅館」

200407／1917
[絵葉書]（西郷港）

200407／1918
[絵葉書]（淀江駅附近ヨリ大山ヲ望ム）

200407／1919
[絵葉書]（米子名所）
袋入

200407／1919／1
o [絵葉書]（(米子名勝)錦光園内清洞寺）

200407／1919／2
o [絵葉書]（(米子名勝)米子錦光園(一)）
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200407／1919／3
o [絵葉書]（(米子名勝)米子錦海 №1）

米子町森山商店 発行

絵葉書・(1枚)

米子町森山商店 発行

絵葉書・(1枚)

米子森山 発行

絵葉書・(1枚)

松壽堂 発行

絵葉書・ 1点

山陰線米子市外皆生温泉 静養
館

絵葉書・ 1点(5枚
組)

200407／1919／4
o [絵葉書]（(米子名勝)米子城山 №2）

200407／1919／5
o [絵葉書]（(米子名勝)米子錦光園 №4）

200407／1920
[絵葉書]（(米子名勝)伯耆 皆生温泉市街）

200407／1921
[絵葉書]（海から湧き出る 山陰第一 皆生温泉絵葉
書）
袋入

200407／1921／1
o [絵葉書]（山陰線米子市外皆生温泉 静養館本
館 皆生夜唄(館主作歌)）

(山陰線米子市外皆生温泉 静養 絵葉書・(1枚)
館)

200407／1921／2
o [絵葉書]（山陰線米子市外皆生温泉 静養館別
館 皆生夜唄(館主作歌)）

(山陰線米子市外皆生温泉 静養 絵葉書・(1枚)
館)

200407／1921／3
o [絵葉書]（山陰線米子市外皆生温泉 静養館客
室）

(山陰線米子市外皆生温泉 静養 絵葉書・(1枚)
館)

200407／1921／4
o [絵葉書]（山陰線米子市外皆生温泉 静養館 浴
場 庭園）

(山陰線米子市外皆生温泉 静養 絵葉書・(1枚)
館)

200407／1921／5
o [絵葉書]（山陰線米子市外皆生温泉海岸ヨリ大
山ヲ望ム 皆生夜唄(館主作歌)）

(山陰線米子市外皆生温泉 静養 絵葉書・(1枚)
館)

200407／1922
[絵葉書]（出雲美保関西港湾）

境港松浦写真館 発行

絵葉書・ 1点

井上写真館 発行

絵葉書・ 1点

石見大田 福田写真館 発行

絵葉書・ 1点

井上写真館 発行

絵葉書・ 1点

安江学洋堂 発行

絵葉書・ 1点

斎藤雑貨店 発行

絵葉書・ 1点

山陰線松崎駅

絵葉書・ 1点

鳥取山縣写真館 発行

絵葉書・ 1点

松江大野写真製版所

絵葉書・ 1点

斎藤文具店 発行

絵葉書・ 1点

米子岩倉 森山勉強堂 発行

絵葉書・ 1点

米子森山商店 発行

絵葉書・ 1点

株式会社 八束銀行,大阪 林欧
文堂 印刷

絵葉書・ 1点(2枚
+1枚)

200407／1923
[絵葉書]（(石見三瓶山)志学温泉下町）

200407／1924
[絵葉書]（石見三瓶山名所 志学温泉町之景）
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200407／1925
[絵葉書]（(石見三瓶山)志学温泉町）

200407／1926
[絵葉書]（石州大森鉱山■久坑道）

200407／1927
[絵葉書]（(津和野風景)城山）

200407／1928
[絵葉書]（伯州東郷湖温泉養生館全景）

200407／1929
[絵葉書]（山陰線濱村温泉全景及ビ日本海）

200407／1930
[絵葉書]（(出雲)美保関沖ノ御前地ノ御前）

200407／1931
[絵葉書]（島根県大田町 神田町，末広町）
3.

200407／1932
[絵葉書]（(米子名所)米子港川口ヨリ城山ヲ望ム）

200407／1933
[絵葉書]（(米子市街道笑町四ツ角ヨリ西方市街ヲ望
ム)）

200407／1934
[絵葉書]（新築記念絵葉書）
タトウ入
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200407／1934／1
o [絵葉書]（株式会社八束銀行）

(株式会社 八束銀行,大阪 林欧
文堂 印刷)

絵葉書・(1枚)

(株式会社 八束銀行,大阪 林欧
文堂 印刷)

絵葉書・(1枚)

(株式会社 八束銀行,大阪 林欧
文堂 印刷)

一紙(刊)・(1枚)

松江市天神町 今岡商店 発行

絵葉書・ 1点(7枚
組)

200407／1934／2
o [絵葉書]（株式会社八束銀行営業室）

200407／1934／3
o 株式会社八束銀行建築工事概要

200407／1935
[絵葉書]（湯の花匂う天与の楽園 泉境玉造 高級二
色版）
タトウ入

200407／1935／1
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 印象深く）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1935／2
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 空はほほえむ）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1935／3
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 湯の町情緒(玉造小
唄)）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1935／4
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 流れ清く(玉造小唄)）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1935／5
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 古代にかえる）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1935／6
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 影がとける）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1935／7
o [絵葉書]（出雲玉造温泉 陽光映えて）

(松江市天神町 今岡商店 発行) 絵葉書・(1枚)

200407／1936
[絵葉書]（(出雲)玉造温泉通り）

絵葉書・ 1点

200407／1937
[絵葉書]（江津名所絵葉書）

山陰線石見江津 あをとり 発行

絵葉書・ 1点(7枚
組)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津 あをとり 発行

絵葉書・(1枚)

江津町 池田真栄堂 発行

絵葉書・ 1点

江津町 池田真栄堂 発行

絵葉書・ 1点

江津町 池田真栄堂 発行

絵葉書・ 1点

江津町 池田真栄堂 発行

絵葉書・ 1点

袋入

200407／1937／1
o [絵葉書]（島根県立江津女子実業学校ト実習）

200407／1937／2
o [絵葉書]（島根県立江津女子実業学校）

200407／1937／3
o [絵葉書]（江川勝景その一）

200407／1937／4
o [絵葉書]（江川勝景その二）

200407／1937／5
o [絵葉書]（石見江津稲荷ヶ岡遊園地）

200407／1937／6
o [絵葉書]（江津町小学校とグラウンド）

200407／1937／7
o [絵葉書]（江津山邊神社）

200407／1938
[絵葉書]（(江津名所)江津港江川沿岸）

200407／1939
[絵葉書]（(江津名勝)江津本町通り）

200407／1940
[絵葉書]（(江津名勝)江津港江川沿岸）

200407／1941
[絵葉書]（(江津名勝)金毘羅山ヨリ江川橋ヲ望ム）
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200407／1942
[絵葉書]（松江 皆美館ヨリ湖水ヲ望ム）

松江市園山清商店 発行

絵葉書・ 1点

松江市園山清商店 発行

絵葉書・ 1点

YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・ 1点

島根地理学会

絵葉書・ 1点

松江 今岡商店 発行

絵葉書・ 1点

200407／1943
[絵葉書]（松江 皆美館ヨリ湖水ヲ望ム）

200407／1944
[絵葉書]（(松江名所)商舗軒を並べて賑々しく.近代色
明るく美しい松江市街の景観）

200407／1945
[絵葉書]（松江市街(大橋川附近)）

200407／1946
[絵葉書]（松江名所 天神町本通り）
印判「松江遊覧記念」

200407／1947
[絵葉書]（(松江)出雲富士の遠望）

絵葉書・ 1点

200407／1948
[絵葉書]（津田の松原より出雲富士を望む）

絵葉書・ 1点

200407／1949
[絵葉書]（絵葉書）

対仙閣 松崎水亭

絵葉書・ 1点(4枚
組)

(対仙閣 松崎水亭)

絵葉書・(1枚)

(対仙閣 松崎水亭)

絵葉書・(1枚)

(対仙閣 松崎水亭)

絵葉書・(1枚)

(対仙閣 松崎水亭)

絵葉書・(1枚)

石見濱田新町 三浦書店 発行

絵葉書・ 1点(9枚
組)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

三浦書店 発行

絵葉書・(1枚)

200407／1949／1
o [絵葉書]（松江対仙閣(松崎水亭)全景）

200407／1949／2
o [絵葉書]（松江松崎水亭玄関 松江松崎水亭応
接室）

200407／1949／3
o [絵葉書]（松江対仙閣(松崎水亭)大広間出雲富
士を望む）

200407／1949／4
o [絵葉書]（松江対仙閣(松崎水亭)松ノ間）

200407／1950
[絵葉書]（濱田名勝絵はがき）
袋入

200407／1950／1
o [絵葉書]（濱田大橋）

200407／1950／2
o [絵葉書]（濱田湾）

200407／1950／3
o [絵葉書]（濱田湾）

200407／1950／4
o [絵葉書]（濱田歩兵二十一聯隊）

200407／1950／5
o [絵葉書]（濱田外ノ浦港入口）

200407／1950／6
o [絵葉書]（濱田外ノ浦の景）

200407／1950／7
o [絵葉書]（濱田観音山井戸公銅像）

200407／1950／8
o [絵葉書]（濱田鶴島ノ景）

200407／1950／9
o [絵葉書]（濱田川口）

200407／1951
[絵葉書]（三重山ヨリ濱田市街ヲ望ム(一)）

絵葉書・ 1点

200407／1952
[絵葉書]（濱田港(石見国)は松江市の西南…）

絵葉書・ 1点
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200407／1953
[絵葉書]（濱田観音山ヨリ見タル濱田市街）

三浦書店 発行

絵葉書・ 1点

200407／1954
[絵葉書]（東洋第一ラヂウム三朝温泉三朝川の鮎つ
り）

絵葉書・ 1点

200407／1955
[絵葉書]（(伯耆三朝温泉)世界に誇るラヂウムの霊泉
場,三朝湯の街の全景）

Taisho Hato Brand（Made in
Wakayama）

絵葉書・ 1点

大谷文林堂 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・ 1点

大谷文林堂 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・ 1点

三浦書店 発行

絵葉書・ 1点

大谷文林堂 発行

絵葉書・ 1点

文林堂 発行，TOKYO
DESIGN PRINTING KANDA
TOKYO

絵葉書・ 1点

200407／1956
[絵葉書]（(島根県)益田町市街 其の一）

200407／1957
[絵葉書]（(島根県)益田町市街 其の二）

200407／1958
[絵葉書]（益田町本通）

200407／1959
[絵葉書]（(石見国)益田町新橋ノ納涼）

200407／1960
[絵葉書]（(石見国)益田本町通り）

200407／1961
[絵葉書]（特製酒類 島根県益田町 西本好吉本店，
奈良県吉野郡六田駅前 西本好吉本店吉野桶木部）

絵葉書・ 1点

200407／1962
[絵葉書]（因幡 岩井温泉名所絵葉書）

明石屋旅館 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

(明石屋旅館 発行)，PRINTED
BY KURIMOTO POST STORE
OSAKA

絵葉書・(1枚)

(明石屋旅館 発行)，PRINTED
BY KURIMOTO POST STORE
OSAKA

絵葉書・(1枚)

(明石屋旅館 発行)，PRINTED
BY KURIMOTO POST STORE
OSAKA

絵葉書・(1枚)

(明石屋旅館 発行)，PRINTED
BY KURIMOTO POST STORE
OSAKA

絵葉書・(1枚)

(明石屋旅館 発行)，PRINTED
BY KURIMOTO POST STORE
OSAKA

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1962／1
o [絵葉書]（鳥取県岩井温泉 明石屋本館）

200407／1962／2
o [絵葉書]（岩井温泉明石屋別館ヨリ本館ヲ望ム）

200407／1962／3
o [絵葉書]（岩井温泉明石屋ノ庭園）

200407／1962／4
o [絵葉書]（岩井温泉明石屋旅館 客室）

200407／1962／5
o [絵葉書]（因幡岩井温泉の名物湯かんむりの光
景）

200407／1963
[絵葉書]（因幡岩井温泉湯かむりの光景）

絵葉書・ 1点

200407／1964
[絵葉書]（因幡岩井温泉全景）

因州岩井温泉川田写真館 発

絵葉書・ 1点

18

200407／1965
[絵葉書]（因幡岩井温泉明石屋旅館の庭園）

絵葉書・ 1点

200407／1966
[絵葉書]（明石屋旅館庭園 其一）

絵葉書・ 1点

200407／1967
[絵葉書]（因幡岩井温泉附近）
13
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200407／1968
[絵葉書]（因幡岩井温泉浴場）

絵葉書・ 1点

8

200407／1969
[絵葉書]（因州岩井温泉 大橋）

因州岩井温泉川田写真館 発

絵葉書・ 1点

因州岩井温泉川田写真館 発

絵葉書・ 1点

明石屋 発行

絵葉書・ 1点

岩井温泉河田写真館 発行

絵葉書・ 1点

岩井温泉河田写真館 発行

絵葉書・ 1点

岩井温泉河田写真館 発行

絵葉書・ 1点

岩井温泉河田写真館 発行

絵葉書・ 1点

岩井温泉河田写真館 発行

絵葉書・ 1点

岩井温泉河田写真館 発行

絵葉書・ 1点

2

200407／1970
[絵葉書]（因州岩井温泉東源寺ノ桜）
5

200407／1971
[絵葉書]（因幡岩井温泉 大橋）

200407／1972
[絵葉書]（岩井温泉 大橋）

200407／1973
[絵葉書]（岩井温泉 大橋附近ノ雪景）

200407／1974
[絵葉書]（岩井温泉 愛宕公園）

200407／1975
[絵葉書]（岩井温泉 村役場）
印判「岩井温泉・入浴・記念」

200407／1976
[絵葉書]（岩井温泉 湯冠リノ実景）

200407／1977
[絵葉書]（岩井温泉 東源寺ノ桜花）

200407／1978
[絵葉書]（岩井温泉 薬師堂ノ桜）

絵葉書・ 1点

1

200407／1979
[絵葉書]（浦富名所 荒砂山ヨリ海水浴場運動場及旅
館ヲ望ム）

島根山縣写真館 発行

絵葉書・ 1点

200407／1980
[絵葉書]（出雲因佐濱神代古蹟絵はがき）

絵葉書・ 1点(6枚
組)

袋入

200407／1980／1
o [絵葉書]（(出雲)塩焼島(神代初メテ塩ヲ焼キシ
所)）

絵葉書・(1枚)

200407／1980／2
o [絵葉書]（(出雲)仮ノ宮(旧十月八百万神協議
所)）

絵葉書・(1枚)

200407／1980／3
o [絵葉書]（(出雲)弁天島(祭神豊玉姫)）

絵葉書・(1枚)

200407／1980／4
o [絵葉書]（出雲三十三ヶ所第一霊場 中山長谷
寺）

絵葉書・(1枚)

200407／1980／5
o [絵葉書]（出雲二見之景）

絵葉書・(1枚)

200407／1980／6
o [絵葉書]（(出雲)因佐神社(大国主命国護りの
地)）

絵葉書・(1枚)

200407／1981
[絵葉書]（出雲大社 絵はがき）

絵葉書・ 1点(10枚
+1枚)

袋入

200407／1981／ 1
o [絵葉書]（八千矛神御神像）

絵葉書・(1枚)

印判「出雲大社御参拝紀念」，他の11枚とは別葉書

200407／1981／ 2
o [絵葉書]（出雲大社宝物 稲田姫神像）

絵葉書・(1枚)
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200407／1981／ 3
o [絵葉書]（出雲大社本殿(惣高サ八丈)）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／ 4
o [絵葉書]（出雲大社祓橋）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／ 5
o [絵葉書]（出雲大社新大鳥居(高サ七丈五尺)）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／ 6
o [絵葉書]（出雲大社大鳥居）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／ 7
o [絵葉書]（出雲大社銅鳥居）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／ 8
o [絵葉書]（出雲大社）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／ 9
o [絵葉書]（出雲大社八つ足門）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／10
o [絵葉書]（(出雲大社)背面）

絵葉書・(1枚)

200407／1981／11
o [絵葉書]（出雲大社奉納大砲）

絵葉書・(1枚)

200407／1982
[絵葉書]（出雲大社 新大鳥居）

絵葉書・ 1点

出雲大社社務所 発行，書込「出雲大社絵葉書 15枚組タトウ入」

200407／1983
[絵葉書]（溝口町絵はがき）

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・ 1点(8枚
組)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

溝口 山田写真館 発行

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／1983／1
o [絵葉書]（桜花の溝口町と鬼守橋）

200407／1983／2
o [絵葉書]（溝口町家畜市場）

200407／1983／3
o [絵葉書]（溝口町大通）

200407／1983／4
o [絵葉書]（溝口町彼岸市）

200407／1983／5
o [絵葉書]（溝口堤の桜）

200407／1983／6
o [絵葉書]（大山裾野溝口桝水原のスキー）

200407／1983／7
o [絵葉書]（溝口大山登山路の釣橋）

200407／1983／8
o [絵葉書]（溝口町日野川の鮎漁）

200407／1984
[絵葉書]（医王山一畑薬師絵はかき）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

書込「第十一号 八枚」

200407／1984／1
o [絵葉書]（(出雲)一畑駅附近の景）

絵葉書・(1枚)

200407／1984／2
o [絵葉書]（(出雲)医王山一畑薬師堂）

絵葉書・(1枚)

200407／1984／3
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺玄関及ビ廻廊）

絵葉書・(1枚)

200407／1984／4
o [絵葉書]（(出雲)一畑山より出雲富士を望む）

絵葉書・(1枚)

200407／1984／5
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺仁王門）

132

絵葉書・(1枚)

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／1984／6
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺本堂)

絵葉書・(1枚)

200407／1984／7
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺賽路）

絵葉書・(1枚)

200407／1984／8
o [絵葉書]（(出雲)赤浦(一畑薬師如来出現地)）

絵葉書・(1枚)

200407／1985
[絵葉書]（一畑薬師絵はがき）

8. 1. 3

絵葉書・ 1点(8枚
組)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

8. 1. 3

絵葉書・(1枚)

袋入，印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／1
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺賽路)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／2
o [絵葉書]（(出雲)一畑薬師大燈籠及ビ鐘楼堂)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／3
o [絵葉書]（(出雲)一畑薬師仁王門)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／4
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺本堂)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／5
o [絵葉書]（(出雲)一畑山より出雲富士を望む)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／6
o [絵葉書]（(出雲)一畑寺薬師堂)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／7
o [絵葉書]（(出雲)赤浦 一畑薬師如来出現地)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1985／8
o [絵葉書]（(出雲)一畑山全景)
印判「出雲一畑薬師・参拝記念」

200407／1986
[絵葉書]（山陰の絶勝地 美保ヶ関）

絵画研究会印刷工芸社 印行

絵葉書・ 1点(8枚
組)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

タトウ入

200407／1986／1
o [絵葉書]（(美保関勝景)生洲附近より望む美保ヶ
関港）

200407／1986／2
o [絵葉書]（(美保関勝景)美保神社(御祭神 ゑび
す様)）

200407／1986／3
o [絵葉書]（(美保関勝景)名勝指定地 美保の北浦
ノ出雲赤壁）

200407／1986／4
o [絵葉書]（(美保関勝景)地蔵崎燈台）

200407／1986／5
o [絵葉書]（(美保関勝景)関の五本松）

200407／1986／6
o [絵葉書]（(美保関勝景)月明の美保ヶ関港）
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200407／1986／7
o [絵葉書]（(美保関勝景)後鳥羽上皇,後醍醐天皇
行在所跡 佛谷寺(国宝佛あり)）

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行

絵葉書・ 1点(8枚
組)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

絵画研究会印刷工芸社 印行，
YAMADASHI
KAIGAKENKYUKAI

絵葉書・(1枚)

200407／1986／8
o [絵葉書]（(美保関勝景)美保神社大鳥居）

200407／1987
[絵葉書]（美保か関 俗謡後本末の名地）
タトウ入

200407／1987／1
o [絵葉書]（(美保関名所)五本松遠望）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／2
o [絵葉書]（(美保関勝景)美保関市街）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／3
o [絵葉書]（(美保関勝景)関の五本松）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／4
o [絵葉書]（(美保関勝景)海軍慰霊塔及海軍参考
館）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／5
o [絵葉書]（(美保関勝景)五本松公園より大天橋
を望む）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／6
o [絵葉書]（(美保関勝景)美保関港より出雲富士
を望む）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／7
o [絵葉書]（(美保関勝景)美保神社(ゑびす様の本
宮)）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1987／8
o [絵葉書]（(美保関勝景)五本松公園より望む 山
紫水明なる美保関港）
印判「五本松公園･海軍慰霊塔･参拝記念」

200407／1988
[絵葉書]（出雲横田名勝）

発行所 出雲横田駅前 合名会社 絵葉書・ 1点(3枚
○大 土産品販売部
組)

タトウ入

200407／1988／1
o [絵葉書]（船通山ノ遠望(出雲簸ノ川上)出雲横
田）

横田駅前 ○大

絵葉書・(1枚)

横田駅前 ○大

絵葉書・(1枚)

横田駅前 ○大

絵葉書・(1枚)

島根県三成町藤原写真館 発
行,出雲横田駅前同分館

絵葉書・ 1点(4枚
+1枚組)

200407／1988／2
o [絵葉書]（聖武帝勅願所金巌山岩屋寺 出雲横
田）

200407／1988／3
o [絵葉書]（稲田神社 社務所ヨリ社殿ヲ望ム(出雲
稲田の里)出雲横田）

200407／1989
[絵葉書]（簸の川名勝絵はがき）
タトウ入
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200407／1989／1
o [絵葉書]（天叢雲剣出顕地簸ノ川上船通山遠
望）

(島根県三成町藤原写真館 発
行,出雲横田駅前同分館)

絵葉書・(1枚)

(島根県三成町藤原写真館 発
行,出雲横田駅前同分館)

絵葉書・(1枚)

(島根県三成町藤原写真館 発
行,出雲横田駅前同分館)

絵葉書・(1枚)

(島根県三成町藤原写真館 発
行,出雲横田駅前同分館)

絵葉書・(1枚)

(島根県三成町藤原写真館 発
行,出雲横田駅前同分館)

絵葉書・(1枚)

岡山市下之町川崎国旗堂 発

絵葉書・ 1点

200407／1989／2
o [絵葉書]（稲田神社(出雲稲田の里)）

200407／1989／3
o [絵葉書]（聖武帝勅願所金巌山岩屋寺(出雲横
田)）

200407／1989／4
o [絵葉書]（仁多大社横田八幡宮(出雲横田)）

200407／1989／5
o [絵葉書]（出雲横田町(其一)(其二)）
2枚組

200407／1990
[絵葉書]（(岡山名勝)岡山劇場）

200407／1991
[絵葉書]（(岡山後楽園)音菊堂）

11. 8. 3

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／1992
[絵葉書]（(岡山名所)岡山県病院）

岡山市下之町川崎国旗堂 発

絵葉書・ 1点

200407／1993
[絵葉書]（(岡山名所)第六高等）

絵葉書・ 1点

200407／1994
[絵葉書]（(岡山)天満屋正面玄関）

天満屋

絵葉書・ 1点

200407／1995
[絵葉書]（(岡山名所)岡山市役所）

絵葉書・ 1点

200407／1996
[絵葉書]（岡山市公会堂正面）

絵葉書・ 1点

200407／1997
[絵葉書]（岡山市公会堂）

大日本勧業博覧会協賛会 発
行，大阪印刷株式会社 印刷

絵葉書・ 1点

独立軒 撮影

絵葉書・ 1点

200407／1998
[絵葉書]（(新築記念)株式会社不動貯金銀行 岡山支
店(岡山市上之町)）

200407／1999
[絵葉書]（(岡山後楽園)正門）

8. 3.16

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／2000
[絵葉書]（(岡山名勝)京橋）

岡山市下之町川崎国旗堂 発

絵葉書・ 1点

岡山国旗堂 発行

絵葉書・ 1点

(岡山国旗堂 発行)

絵葉書・ 1点

岡山市下之町川崎国旗堂 発

絵葉書・ 1点

(川7)

200407／2001
[絵葉書]（岡山近県 陸軍特別大演習の実況(其八)）

(明治)43.11.17

印判「明治四十三年陸軍特別大演習紀念」

200407／2002
[絵葉書]（特別大演習記念 岡山駅前アーチ(イルミ子
シヨン)）

(明治)43.11.17

印判「明治四十三年陸軍特別大演習紀念」

200407／2003
[絵葉書]（十月二十五日 第十七師団工兵代十七大
隊輜重兵第十七大隊聯合演習(旭川架橋の光景)）

(明治)43.11. 9

書込有り，消印「43.11.9」

200407／2004
[絵葉書]（岡山備前家）

絵葉書・ 1点

200407／2005
[絵葉書]（岡山市西大寺町）

大日本勧業博覧会協賛会 発
行，大阪印刷株式会社 印刷

絵葉書・ 1点
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200407／2006
[絵葉書]（岡山後楽園正門）

岡山市柿屋町川上支店 発行

絵葉書・ 1点

株式会社タイムロマン

絵葉書・ 1点

朝日館 撮影

絵葉書・ 1点

200407／2007
[絵葉書]（岡山後楽園(入口)）
彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／2008
[絵葉書]（岡山県北備電気株式会社 発電所全景）

200407／2009
[絵葉書]（美作湯原温泉場市街地を望む）

絵葉書・ 1点

200407／2010
[絵葉書]（(和気名所)和気町大通）

和気町苔口清香堂 発行

絵葉書・ 1点

OSAKA

絵葉書・ 1点

小関写真館 発行

絵葉書・ 1点

200407／2011
[絵葉書]（備中玉島港(四国聯絡最も近し)）

200407／2012
[絵葉書]（(岡山県林野町)戎橋）

200407／2013
[絵葉書]（(瀬戸内海国立公園下津井名勝)下津井三
港）

絵葉書・ 1点

200407／2014
[絵葉書]（(備中)茶屋町港水門橋附近）

絵葉書・ 1点

200407／2015
[絵葉書]（直島製錬所）

絵葉書・ 1点

200407／2016
[絵葉書]（岡山県苫田郡奥津温泉遊園地大釣温泉自
由館の景）

発売元 奥津福原謙商店

絵葉書・ 1点

200407／2017
[絵葉書]（備前水門港信用丸 店主山崎丈夫）

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／2018
[絵葉書]（(宇野風景)旭橋ヨリ宇野海岸通り）

2.10.10

快進堂 発行，株式会社タイムロ 絵葉書・ 1点
マン

彩色浪漫譚（復刻絵葉書）

200407／2019
[絵葉書]（神戸諏訪山 常盤舎絵葉書）

絵葉書・ 1点(2枚
入)

表紙(もと袋だったものカ)付

200407／2019／1
o [絵葉書]（神戸諏訪山常盤舎）

絵葉書・(1枚)

200407／2019／2
o [絵葉書]（神戸諏訪山常盤舎）

絵葉書・(1枚)

200407／2020
[絵葉書]（津山名所 絵はかき）

絵葉書・ 1点(10枚
組)

200407／2020／ 1
o [絵葉書]（津山風光 津山市大観）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 2
o [絵葉書]（津山風光 津山大橋）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 3
o [絵葉書]（津山風光 鶴山公園より市街を望む）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 4
o [絵葉書]（津山風光 院の庄作楽神社(児島高徳
公を祠る)）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 5
o [絵葉書]（津山風光 久米の佐良山）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 6
o [絵葉書]（津山風光 鶴山公園秋は紅葉の裏山
道）
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200407／2020／ 7
o [絵葉書]（津山風光 鶴山公園）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 8
o [絵葉書]（津山風光 雪の■原通り）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／ 9
o [絵葉書]（津山風光 夏の衆楽公園）

絵葉書・(1枚)

200407／2020／10
o [絵葉書]（津山風光 雪の衆楽公園）

絵葉書・(1枚)

200407／2021
[絵葉書]（岡山京橋開通記念）

(大正 6. 3.25)

川崎国旗堂 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

袋入

200407／2022
[絵葉書]（(東京名所)参謀本部）

絵葉書・ 1点

200407／2023
[絵葉書]（山陽線金光駅）

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

岡山県金光町神器商岡本 謹

絵葉書・ 1点

200407／2024
[絵葉書]（里見川神影橋）

200407／2025
[絵葉書]（私立金光中学校正門）

200407／2026
[絵葉書]（金光教管長殿并に楽殿）

200407／2027
[絵葉書]（金光教祖奥城）

200407／2028
[絵葉書]（金光町全景(其一)）

200407／2029
[絵葉書]（金光町全景(其二)）

200407／2030
[絵葉書]（金光教大協会所正面）

200407／2031
[絵葉書]（金光教本部）

200407／2032
[絵葉書]（金光教大教会所御神前）

200407／2033
[絵葉書]（備中高松稲荷社殿）

絵葉書・ 1点

200407／2034
[絵葉書]（備中高松稲荷山）

絵葉書・ 1点

200407／2035
[絵葉書]（備中高松稲荷山御瀧）

絵葉書・ 1点

200407／2036
[絵葉書]（備中高松稲荷山奥の院）

絵葉書・ 1点

200407／2037
[絵葉書]（備中高松稲荷事務所）

絵葉書・ 1点

200407／2038
[絵葉書]（備中稲荷山龍王の池）

絵葉書・ 1点

200407／2039
[絵葉書]（備中高松稲荷山奥の院）

絵葉書・ 1点

200407／2040
[絵葉書]（備中高松稲荷手洗鉢の龍(其四)）

絵葉書・ 1点

200407／2041
[絵葉書]（備中高松稲荷日車天王(其七)）

絵葉書・ 1点

200407／2042
[絵葉書]（備中高松稲荷本宮(其八)）

絵葉書・ 1点
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200407／2043
[絵葉書]（井原町市街(其一)）

石井写真館 発行

絵葉書・ 1点

石井写真館 発行

絵葉書・ 1点

佐藤活版所 発行

絵葉書・ 1点

井原実業協会

絵葉書・ 1点

200407／2044
[絵葉書]（井原町市街(其一)）

200407／2045
[絵葉書]（井原町市街(其二)）

200407／2046
[絵葉書]（井原町舞鶴公園）

200407／2047
[絵葉書]（井原町春水楼客室全景）

絵葉書・ 1点

200407／2048
[絵葉書]（井原町春水楼客室梅ノ間ト玄関）

絵葉書・ 1点

200407／2049
[絵葉書]（備中井原町新橋）

絵葉書・ 1点

200407／2050
[絵葉書]（備中高梁市街遠望）

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

(備中高梁芳賀芙蓉軒 製)

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

(備中高梁芳賀芙蓉軒 製)

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

(備中高梁芳賀芙蓉軒 製)

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

備中高梁芳賀芙蓉軒 製

絵葉書・ 1点

神戸元町通・福音館印

封筒・ 1点

200407／2051
[絵葉書]（備中高梁町旧城）

200407／2052
[絵葉書]（備中高梁方谷林ヨリ望ミタル高梁町）

200407／2053
[絵葉書]（備中高梁芳賀芙蓉軒菊花園ノ一部）

200407／2054
[絵葉書]（備中高梁町臥牛山遠望）

200407／2055
[絵葉書]（備中高梁方谷林遠望）

200407／2056
[絵葉書]（備中田井橋(高梁川)其ノ二）

200407／2057
[絵葉書]（備中高梁川落合橋其ノ二）

200407／2058
[絵葉書]（備中高梁桜ノ堤）

200407／2059
[絵葉書]（備中高梁桜ノ堤(其三)）

200407／2060
[絵葉書]（備中高梁川ノ鮎漁リ(其ノ一)）

200407／2061
[絵葉書]（備中高梁八重籬神社(宝物)藤の洞）

200407／2062
[絵葉書封筒]（備中高梁絵葉書 進呈）

200407／2063
[絵葉書]（(伯備名勝苦ガ坂峡)大水無ノ紅葉 備中神
代駅ヨリ九町）

絵葉書・ 1点

200407／2064
[絵葉書]（(伯備名勝苦ガ坂峡)黒瀧大師 備中神代駅
ヨリノ眺望）

絵葉書・ 1点

200407／2065
[絵葉書]（(伯備名勝苦ガ坂峡)鳥越墜通附近ヨリ観音
嶽ヲ望ム 夏の朝霧）

絵葉書・ 1点

200407／2066
[絵葉書]（備中湛井トン子ル）

絵葉書・ 1点

200407／2067
[絵葉書]（備中新見町全景 其ノ一）
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200407／2068
[絵葉書]（備中新見町全景 其ノ二）

横井文具店 発行

絵葉書・ 1点

横井文具店 発行

絵葉書・ 1点

横井文具店 発行

絵葉書・ 1点

発行所 備中新見町 芳賀武一

絵葉書・ 1点

200407／2069
[絵葉書]（備中新見町全景 其ノ三）

200407／2070
[絵葉書]（備中新見町 本町）

200407／2071
[絵葉書]（新見町松原通りの景）

200407／2072
[絵葉書]（神戸布引雌瀧）

絵葉書・ 1点

多色刷

200407／2073
[絵葉書]（(神戸名所)兵庫県庁）

絵葉書・ 1点

200407／2074
[絵葉書]（神戸布引瀧(雄瀧)）

絵葉書・ 1点

2色刷

200407／2075
[絵葉書複写]（姫津線全通記念 産業振興大博覧会）

複写物・ 5点

200407／2076
[絵葉書]（大演習 分列式）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2077
[絵葉書]（大演習 統監部）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2078
[絵葉書]（大演習 砲兵陣地測量）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2079
[絵葉書]（大演習 西軍砲兵陣地）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2080
[絵葉書]（大演習 西軍砲声）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2081
[絵葉書]（大演習 東軍砲兵陣地）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2082
[絵葉書]（大演習 外国武官参観）

明治43.11.

絵葉書・ 1点

印判「陸軍特別大演習紀念・大本営岡山・明治四十三年十一月」

200407／2083
[絵葉書]（須磨舞子明石遊覧紀念）

絵葉書・ 1点(15枚
組)

袋入

200407／2083／ 1
o [絵葉書]（明石港口ノ燈台）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 2
o [絵葉書]（須磨寺御本堂）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 3
o [絵葉書]（ほのほのと明石か浦の日の出かな）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 4
o [絵葉書]（須磨一ノ谷古戦場）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 5
o [絵葉書]（舞子海濱ト淡路島）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 6
o [絵葉書]（舞子海上ヨリ見タル淡路島）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 7
o [絵葉書]（須磨一ノ谷海邊(列車ノ進行)）

絵葉書・(1枚)
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200407／2083／ 8
o [絵葉書]（明石城内ノ一画）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／ 9
o [絵葉書]（須磨海邊ノ風光）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／10
o [絵葉書]（須磨遊園池）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／11
o [絵葉書]（舞子公園(根上リ松)）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／12
o [絵葉書]（明石中崎公園眺望）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／13
o [絵葉書]（須磨一ノ谷敦盛塚）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／14
o [絵葉書]（舞子山ノ手ヨリ見タル公園ト淡路島）

絵葉書・(1枚)

200407／2083／15
o [絵葉書]（須磨遊園地ノ池）

絵葉書・(1枚)

200407／2084
[絵葉書]（須磨名勝 あたらしきゑはがき）

(KOBE AKANISHI)

絵葉書・ 1点(8枚
組)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

KOBE AKANISHI

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会，京都 日本写真
印刷株式会社

絵葉書・ 1点(8枚
組)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／2084／1
o [絵葉書]（(須磨名勝)一の谷海邊汽車の進行）

200407／2084／2
o [絵葉書]（(須磨名勝)須磨寺本堂）

200407／2084／3
o [絵葉書]（(須磨名勝)須磨寺境内阿弥陀如来）

200407／2084／4
o [絵葉書]（(須磨名勝)敦盛塚）

200407／2084／5
o [絵葉書]（(須磨名勝)須磨浦公園）

200407／2084／6
o [絵葉書]（(須磨名勝)須磨浦海邊）

200407／2084／7
o [絵葉書]（(須磨名勝)須磨の浦絶景）

200407／2084／8
o [絵葉書]（(須磨名勝)遊園地大池）

200407／2085
[絵葉書]（須磨）
タトウ入

200407／2085／1
o [絵葉書]（春の須磨寺遊園地）

200407／2085／2
o [絵葉書]（源平戦の浜―みどりの塔）

200407／2085／3
o [絵葉書]（須磨浦公園より淡路島を望む）

200407／2085／4
o [絵葉書]（須磨浦公園―春の行楽）

200407／2085／5
o [絵葉書]（須磨アルプス）
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200407／2085／6
o [絵葉書]（禅昌寺溪の紅葉）

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

須磨観光協会 発行，京都日写
印行

絵葉書・(1枚)

200407／2085／7
o [絵葉書]（須磨寺全景）

200407／2085／8
o [絵葉書]（夏の須磨海岸）

200407／2086
[絵葉書]（(須磨名所)須磨遊園地全景）

4. 3.30

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／2087
[絵葉書]（播州名勝 加古川八景）

絵葉書・ 1点(7枚
組)

袋入

200407／2087／1
o [絵葉書]（播州加古川町名木(加古の松)）

絵葉書・(1枚)

200407／2087／2
o [絵葉書]（播州加古郡氷丘村 稲田太郎姫命(景
行天皇妃)御陵）

絵葉書・(1枚)

200407／2087／3
o [絵葉書]（播州氷丘神社）

絵葉書・(1枚)

200407／2087／4
o [絵葉書]（播州加古川橋）

絵葉書・(1枚)

200407／2087／5
o [絵葉書]（播州加古川橋）

絵葉書・(1枚)

200407／2087／6
o [絵葉書]（播州加古川印南工場）

絵葉書・(1枚)

200407／2087／7
o [絵葉書]（播州加古川寺家毛織会社）

絵葉書・(1枚)

200407／2088
[絵葉書]（宇野港風景絵葉書）

宇野港 ことぶき茶店 発売

絵葉書・ 1点(5枚
組)

宇野 寿

絵葉書・(1枚)

宇野 寿

絵葉書・(1枚)

宇野高田紅葉軒 発行

絵葉書・(1枚)

宇野高田紅葉軒 発行

絵葉書・(1枚)

宇野 寿

絵葉書・(1枚)

岡山県久世町 岩本商店 発行

絵葉書・ 1点(4枚
組)

岩本商店 発行

絵葉書・(1枚)

岩本商店 発行

絵葉書・(1枚)

袋入

200407／2088／1
o [絵葉書]（宇野弁天島ヨリ宇野湾諸島ヲ望ム）
1.

200407／2088／2
o [絵葉書]（宇野藤井海水浴場）
2.

200407／2088／3
o [絵葉書]（宇野港岡山水上警察署）
8.

200407／2088／4
o [絵葉書]（宇野鳴瀧ノ真景）
5.

200407／2088／5
o [絵葉書]（宇野烏島）
6.

200407／2089
[絵葉書]（久世名勝絵葉書）
袋入

200407／2089／1
o [絵葉書]（岡山県久世中川橋）

200407／2089／2
o [絵葉書]（久世神社）
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200407／2089／3
o [絵葉書]（郡是製糸会社久世分工場）

岩本商店 発行

絵葉書・(1枚)

岩本商店 発行

絵葉書・(1枚)

ケーブル山上 さくら茶屋 発行

絵葉書・ 1点(10枚
組)

さくら茶屋

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

(さくら茶屋)

絵葉書・(1枚)

大阪 株式会社三誠舎 印刷

絵葉書・ 1点(3枚
+1枚組)

大阪 株式会社三誠舎 印刷

絵葉書・(1枚)

大阪 株式会社三誠舎 印刷

絵葉書・(1枚)

大阪 株式会社三誠舎 印刷

絵葉書・(1枚)

200407／2089／4
o [絵葉書]（久世高等女学校）

200407／2090
[絵葉書]（備中高松稲荷山 参拝記念絵葉書）
タトウ入

200407／2090／ 1
o [絵葉書]（備中高松稲荷山 ケーブル山上 奥の
院龍泉寺 参道口）

200407／2090／ 2
o [絵葉書]（備中高松城址 城主清水宗治公の墓）

200407／2090／ 3
o [絵葉書]（備中高松稲荷山(山上の桜)）

200407／2090／ 4
o [絵葉書]（備中稲荷山奥之院 参道ノ宝塔）

200407／2090／ 5
o [絵葉書]（備中高松稲荷山(本社正面)）

200407／2090／ 6
o [絵葉書]（備中高松稲荷山(龍王池)）

200407／2090／ 7
o [絵葉書]（備中足守龍泉寺ノ瀧）

200407／2090／ 8
o [絵葉書]（備中高松稲荷山(御手洗鉢)）

200407／2090／ 9
o [絵葉書]（備中高松稲荷山(山上より稲荷山市街
を望む)）

200407／2090／10
o [絵葉書]（備中高松稲荷山(ケーブル全景)）

200407／2091
[絵葉書]（岡山市主催 大日本勧業博覧会紀念絵葉
書）
タトウ入

200407／2091／1
o [絵葉書]（第一会場）

200407／2091／2
o [絵葉書]（後楽園）

200407／2091／3
o [絵葉書]（第二会場 第三会場）

200407／2091／4
o 優良百貨 天満屋呉服店（博覧会と市中の御案
内 売場の御案内）

一紙(刊)・(1枚)

200407／2092
鉄道汽船旅行案内 C № 2

明治40. 7. 1

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

明治40.11. 1

博文館

図書(並製本)・ 1
冊(A5)

昭和16.12.20

有田伝助

地図・ 1点
(555×675mm)

200407／2093
鉄道汽船旅行案内 C № 6

200407／2094
最新松江市全図

200407／2095
高松市案内図

地図・ 1点
(225×300mm)

200407／2096
JR西日本の車両ガイドブック
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昭和63. 4.20

西日本旅客鉄道株式会社車両
ガイドブック編集委員会／弘済
出版社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-217頁)
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200407／2097
JRの車両 西日本Ⅰ

平成 1. 7.31

荒川好夫、JRR／保育社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-159頁)

平成 2. 3.31

荒川好夫、JRR／保育社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-159頁)

平成 2. 9

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-28頁)

平成 4

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-56頁)

昭和62. 5

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(新書-89頁)

平成 2. 8

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-33頁)

平成 3. 8

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6-112頁)

平成 4. 8

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A5-120頁)

平成 5. 8

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A5-124頁)

平成 6. 7

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A5-132頁)

平成 7. 7

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A5-132頁)

平成 8. 7

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B5-146頁)

平成18. 3

西日本旅客鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A4-39頁)

平成 9.11. 1

西日本旅客鉄道株式会社

図書(上製本)・ 1
冊(A4-457頁)

鉄道ジャーナル社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(26×21-186頁)

200407／2098
JRの車両 西日本Ⅱ

200407／2099
JOYFUL TRAIN

200407／2100
ジョイフルトレイン

200407／2101
'87 JR西日本

200407／2102
'90 JR西日本

200407／2103
'91 JR西日本

200407／2104
'92 JR西日本会社要覧

200407／2105
'93 JR西日本会社要覧

200407／2106
JR西日本'94 会社要覧

200407／2107
JR西日本'95 会社要覧

200407／2108
株式売出届出目論見書

200407／2109
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY 2005-2006会社
案内

200407／2110
新世紀へ走る JR西日本10年のあゆみ
カバー付

200407／2111
鉄道ジャーナル別冊 日本の鉄道 全路線5 JR西日 平成 1. 4. 1
本

200407／2112
JR西日本 鉄道ルネッサンス

平成 2. 4. 1

山元敏行／オーエス出版 刊行 図書(並製本)・ 1
冊(B6-318頁)

平成 5. 2. 1

宮本惇夫／日本能率協会 発

図書(並製本)・ 1
冊(B6-237頁)

平成12. 4.20

鉄楽舎 編／山海堂 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-207頁)

平成 4.10. 1

ジェイアール西日本コミュニケー
ションズ

図書(並製本)・ 1
冊(B5-157頁)

平成 5. 9.25

関西乗車券研究会

図書(並製本)・ 1
冊(B5-104頁)

200407／2113
JR西日本が変わる

200407／2114
JRパーフェクト② JR西日本

200407／2115
JR西日本 駅弁紀行

200407／2116
乗車券図録『13』 西日本旅客鉄道の硬券
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200407／2117
バスジャパンハンドブック5 中国ジェイアールバス

平成 8. 2.20

BJエディターズ 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-64頁)

平成10. 5

中国JRバス10年史編集委員会
編

図書(上製本)・ 1
冊(A4-66頁)

明治43. 6. 1

森永規六 編／浜田日報社 発
行

図書(上製本)・ 1
冊(18×10-594頁)

明治44

森永規六／浜田日報社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(13×19-206頁)

昭和25. 3.31

大阪鉄道局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1123頁)

昭和47.12. 1

福知山鉄道管理局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-731頁)

大正 3.10.10

神管鉄道沿線発達誌編纂局／
神戸鉄道管理局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(13×19-206頁)

昭和23. 5.10

大阪鉄道局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-175頁)

昭和58. 2.18

大阪車掌区史編纂委員会 編
／大阪車掌区 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-326頁)

昭和 4. 2.15

門司鉄道局運輸課

図書(上製本)・ 1
冊(A5-300頁)

大正10

神戸鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

大正11

神戸鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

昭和 5

大阪鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

昭和 5

大阪鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

総和 4. 7

門司鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

福知山鉄道管理局

折本・ 1冊
(18×9-)

昭和13. 8.

大阪鉄道局運転部／大阪鉄道
局 発行

折本・ 1冊
(18×9-)

明治43. 5.13

西部鉄道管理局

刊・ 1冊(12×19194頁)

大正14. 7.15

門司鉄道局

刊・ 1冊(A5-242
頁)

昭和 8. 7.15

門司鉄道局

刊・ 1冊(B5-242
頁)

200407／2118
中国ジェイアールバス10年史
カバー付

200407／2119
西部鉄道管理局線 名勝遊覧案内

200407／2120
西部鉄道管理局線名所図会

200407／2121
大阪鉄道局史

200407／2122
福知山鉄道管理局史
カバー付

200407／2123
神管、鉄道沿線発達誌

200407／2124
関西行幸記録

200407／2125
大阪車掌区史

200407／2126
名所案内

200407／2127
線路一覧略図 山陽線四国線

200407／2128
線路一覧略図 山陰線

200407／2129
山陽線四国線 線路一覧略図

200407／2130
山陰線 線路一覧略図

200407／2131
線路一覧略図

200407／2132
線路一覧略図

200407／2133
姫路・米原間各駅配線略図並自動信号機建植位置
図

200407／2134
職員録

200407／2135
職員録

200407／2136
職員録
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200407／2137
職員録

昭和14. 7.15

大阪鉄道局

刊・ 1冊(B5-274
頁)

昭和27. 3.31

米子鉄道管理局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-218頁)

昭和28.12.20

米子鉄道管理局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-532頁)

昭和29.12.20

米子鉄道管理局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-326頁)

昭和38. 4. 1

米子鉄道管理局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-461頁)

昭和37.11. 1

米子鉄道管理局総務部文書課
長

図書(並製本)・ 1
冊(A5-46頁)

(昭和27)

米子鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-35頁)

平成13

西日本旅客鉄道株式会社米子
支社総務企画室

図書(並製本)・ 1
冊(A5-30頁)

昭和60. 5.25

亀井正夫 編／美保土建株式
会社文化部 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-254頁)

平成 3. 3

亀井正夫 編／美保土建株式
会社文化部 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-44頁)

昭和36. 3

米子鉄道管理局

折本・ 1冊
(18×9-)

大正15. 3.25

岡山運輸事務所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(新書-74頁)

昭和11. 4

岡山運輸事務所 発行

刊・ 1冊(18×10271頁)

(昭和24)

岡山鉄道局期成同盟会

刊・ 1冊(B5-32
頁）

昭和59.10

岡山鉄道管理局

刊・ 1冊(B4-41枚)

昭和26.12.22

岡山鉄道管理局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-347頁)

昭和33.12.25

三十周年記念誌編集常任委員 図書(上製本)・ 1
会・新見保線区親和会／新見保 冊(A5-212頁)
線区 発行

昭和25.12

岡山鉄道管理局

折本・ 1冊
(18×9-)

(昭和38)

岡山鉄道管理局

折本・ 1冊
(18×9-)

200407／2138
米子鉄道管理局史
カバー付

200407／2139
米子鉄道管理局史 第2巻
カバー付

200407／2140
米子鉄道管理局史 第3巻
カバー付

200407／2141
米子鉄道管理局史

200407／2142
米鉄60年のあゆみ

200407／2143
鉄道開通80年記念

200407／2144
米子支社概況 2001

200407／2145
山陰の鉄道建設史

200407／2146
山陰の鉄道建設史―追録 ――山陰の鉄道建設に
従事した人々――

200407／2147
線路一覧略図

200407／2148
沿線案内

200407／2149
駅勢概覧

200407／2150
岡山鉄道局設置について

200407／2151
列車ダイヤの変遷

200407／2152
岡鉄情報1～14号（合本）

200407／2153
開区30周年記念誌
カバー付

200407／2154
管内線路一覧略図

200407／2155
線路一覧略図
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200407／2156
開局準備記録

昭和11. 5.30

広島鉄道局

図書(上製本)・ 1
冊(A5-188頁)

昭和12. 9.15

広島鉄道局

刊・ 1冊(B5-748
頁)

(昭和18)

広島鉄道局

刊・ 1冊(A5-103
頁)

(昭和41.10.31)

日本国有鉄道中国支社

図書(上製本)・ 1
冊(A4-470頁)

昭和51. 3.31

広島鉄道管理局

図書(上製本)・ 1
冊(A4-235頁)

昭和61. 3.31

広島鉄道管理局

図書(上製本)・ 1
冊(A4-390頁)

(昭和50)

広島鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊(B5-13頁)

西日本旅客鉄道株式会社広島
支社

図書(並製本)・ 1
冊(A4-22頁)

西日本旅客鉄道株式会社広島
支社

図書(並製本)・ 1
冊(A4-22頁)

西日本旅客鉄道株式会社広島
支社

図書(並製本)・ 1
冊(A4-34頁)

西日本旅客鉄道株式会社広島
支社

図書(並製本)・ 1
冊(A4-16頁)

昭和48. 2.28

日本鉄道運転協会、広島支部

図書(並製本)・ 1
冊(A5-402頁)

昭和52. 4.25

駅名ものがたり企画委員会／東
洋図書出版 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-395頁)

昭和24. 7

広島管区気象台

刊・ 1冊(B5-49頁)

昭和61.10

広島鉄道管理局

図書(上製本)・ 1
冊(A4-97頁)

平成 2.10. 1

広島CTCセンター

刊・ 1冊(A4-45頁)

昭和55.10.14

日本国有鉄道中国地方自動車
局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-584頁)

(昭和37)

日本国有鉄道広島地方資材部

図書(上製本)・ 1
冊(B5-180頁)

昭和12. 2

広島鉄道局工作部

図書(上製本)・ 1
冊(A5-498頁)

昭和47.10

日本国有鉄道広島地方資材部

図書(並製本)・ 1
冊(A5-108頁)

200407／2157
昭和十年度年報

200407／2158
鉄道創始七十周年記念学童応募作文集

200407／2159
中国支社30年史
カバー付

200407／2160
広島鉄道管理局この10年史
カバー付

200407／2161
広島鉄道管理局昭和50年史
カバー付

200407／2162
広島鉄道管理局のあらまし

200407／2163
JR西日本 広島支社概況 1991年度

200407／2164
JR西日本 広島支社概況 1995年度

200407／2165
JR西日本 広島支社概況 1997年度

200407／2166
JR西日本 広島支社概況 2007年度

200407／2167
広鉄運転80年のあゆみ

200407／2168
駅長さんの書いた駅名ものがたり

200407／2169
広島鉄道局管内鉄道気象災害調査報告（附・宇高・
仁堀航路）

200407／2170
鉄道公安史

200407／2171
広島CTCセンター20年のあゆみ

200407／2172
国鉄中国自動車30年史

200407／2173
広島資材史

200407／2174
車両修繕便覧（客貨車）

200407／2175
広島資材史 1972年版
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200407／2176
広島鉄道管理局・中国地方自動車局管内記念キップ
カラー総合図鑑

昭和58. 1.31

広島鉄道管理局 監修

図書(並製本)・ 1
冊(31×23-173頁)

昭和13. 8

広島鉄道局運輸部

刊・ 1冊(A5-264
頁)

昭和24.10. 1

広島鉄道局業務部

刊・ 1冊(A5-30頁)

昭和63. 6

下関車掌区 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-120頁)

(昭和10)

広島鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

(昭和10)

広島鉄道局

折本・ 1冊
(18×9-)

昭和28. 7

広島鉄道管理局

折本・ 1冊
(18×9-)

昭和36.11

中国支社

折本・ 1冊
(18×9-)

昭和16. 7.15

広島鉄道局

刊・ 1冊(B5-202
頁)

昭和26. 5.15

広島鉄道管理局

刊・ 1冊(B5-244
頁)

昭和29. 7. 1

広島鉄道管理局

刊・ 1冊(B5-193
頁)

昭和34. 8

日本国有鉄道中国支社／国鉄
ニュース社 発行

刊・ 1冊(A5-348
頁)

昭和39

日本国有鉄道中国支社／国鉄
ニュース社 発行

刊・ 1冊(A5-341
頁)

昭和61. 5.31

国書刊行会 編

図書(上製本)・ 1
冊(A4-174頁)

平成15. 9. 6

涌谷清／今井出版 発行

図書(並製本)・ 1
冊(25×29-74頁)

平成22. 4. 1

今尾恵介 編／JTBパブリッシン
グ 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-224頁)

平成17. 7.15

広島県立歴史博物館 編

図書(並製本)・ 1
冊(A4-118頁)

平成10. 8.15

弘済出版社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-94頁)

昭和49.12

中国地方電気事業史編集委員
会／中国電力 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-1202頁)

昭和50. 6. 1

広島陸運局25周年史編さん委
員会

図書(上製本)・ 1
冊(A5-353頁)

200407／2177
貨物関係規定集

200407／2178
復員関係達示集（付 旅客関係達示摘録）

200407／2179
国鉄時代の関車
カバー付

200407／2180
線路一覧略図 山陽本線及同支線

200407／2181
線路一覧略図 山陽線及山陽支線

200407／2182
線路一覧略図

200407／2183
管内線路一覧略図

200407／2184
職員録 昭和16年7月15日現在

200407／2185
職員録 昭和26年5月15日現在

200407／2186
職員録 昭和29年7月1日現在

200407／2187
日本国有鉄道中国支社管内 全職員録 昭和34年8
月版

200407／2188
日本国有鉄道中国支社管内 全職員録 昭和39年
版

200407／2189
目でみる懐かしの停車場 西日本編

200407／2190
駅―station― 8×10による習作

200407／2191
新・鉄道廃線跡を歩く 4 近畿・中国編

200407／2192
広島県立歴史博物館展示図録第33冊 平成17年度
夏の企画展 広島鉄道大集合 ふるさとの夢と郷愁
を乗せて

200407／2193
写真集2 山陰・山陽ラストラン国鉄型車両

200407／2194
中国地方電気事業史
カバー付

200407／2195
広島陸運局25周年史
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200407／2196
鉄道碑物語

昭和53

青木繁／青木繁 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-200頁)

昭和51.

青木繁／鉄道友の会中国支部
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-21頁)

平成10.10.19

岩堀春夫／ないねん出版 発行 図書(並製本)・ 1
冊(B5-143頁)

平成 8. 9.25

伊藤誠一／ないねん出版 発行 図書(並製本)・ 1
冊(B5-120頁)

平成16.10.30

いのうえ・こーいち／梓書院 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-203頁)

昭和52. 3.12

内田兼四郎 編

図書(並製本)・ 1
冊(A5-121頁)

昭和62. 5.23

山陽新聞社 編

図書(上製本)・ 1
冊(30×23-245頁)

昭和47. 3.10

難波数丸／日本文教出版 発

図書(並製本)・ 1
冊(A6-184頁)

昭和47. 5. 1

藤沢晋／日本文教出版 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-216頁)

平成10. 7.18

蓬郷巌／日本文教出版 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-157頁)

平成 9.11. 2

岡山大学鉄道研究会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-203頁)

平成20.12.24

小西伸彦／吉備人出版 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-265頁)

平成18.11.22

峯尾潤

図書(並製本)・ 1
冊(19×22-48頁)

平成 4. 5

広島県立文書館

図書(並製本)・ 1
冊(B5-12頁)

(昭和47)

広島都市交通研究会

図書(並製本)・ 1
冊(A4-14頁)

昭和46. 7

広島都市交通研究会

図書(並製本)・ 1
冊(A4-163頁)

昭和47. 7

広島都市交通研究会

図書(並製本)・ 1
冊(A4-222頁)

昭和48. 3

広島都市交通研究会

図書(並製本)・ 1
冊(A4-144頁)

昭和47. 3

広島都市交通研究会

図書(並製本)・ 1
冊(A4-85頁)

平成10. 3.25

株式会社広島バスセンター40年 図書(並製本)・ 1
史編集委員会／広島バスセン
冊(A4-106頁)
ター 発行

200407／2197
鉄道よもやま話

200407／2198
中国地方のSL 岩堀春夫の鉄道記録集―5

200407／2199
林鉄の軌跡 大阪営林局管内の森林鉄道と機関車
調査報告書

200407／2200
昭和の鉄道情景「活写」②

200407／2201
松江交通物語

200407／2202
写真集 岡山の鉄道

200407／2203
岡山の駅

200407／2204
岡山の交通

200407／2205
岡山の乗り物

200407／2206
岡山の駅と鉄道

200407／2207
鉄道遺産を歩く 岡山の国有鉄道

200407／2208
―運び続けて40年―さようなら 芳井の機関車たち
鉱山トロッコ紀行②

200407／2209
資料で見る広島県の鉄道のあゆみ

200407／2210
広島の都市高速鉄道計画

200407／2211
広島都市高速鉄道計画No.1

200407／2212
広島都市高速鉄道計画No.2

200407／2213
広島都市高速鉄道計画No.3

200407／2214
広島都市高速鉄道計画に伴う地下施設計画基本調
査

200407／2215
広島バスセンター40年史
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200407／2216
鉄道いまむかし 山口県を中心として

昭和57. 7.23

山口県立山口博物館

図書(並製本)・ 1
冊(B5-111頁)

平成17. 7.29

山口県立山口博物館

図書(並製本)・ 1
冊(A4-47頁)

昭和55. 4.25

牧野俊介／エリエイ出版部 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(28×21-122頁)

昭和55.12.25

牧野俊介／エリエイ出版部 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(28×21-140頁)

昭和56. 3.31

牧野俊介／エリエイ出版部 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(28×21-188頁)

平成 4. 8.10

湯口徹／エリエイ出版部 発行

図書(並製本)・ 1
冊(28×21-122頁)

平成 4.10. 1

湯口徹／エリエイ出版部 発行

図書(並製本)・ 1
冊(28×21-122頁)

平成 8.12.31

レイルロード 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-113頁)

平成14. 1.11

河杉忠昭

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-136頁)

(平成16)

高畠正之 監修

図書(並製本)・ 1
冊(20×22-34頁)

平成16. 9.22

宇田賢吉／グランプリ出版 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-261頁)

明治40. 1.25

大阪商船株式会社運輸課

図書(並製本)・ 1
冊(B6-156頁)

平成16. 12

安達政一

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-178頁)

200407／2217
山口県の駅

200407／2218
自転車に抜かれたコッペルたち 昔々の軽便のアル
バム

200407／2219
岡山より汽車を求めて 軍機保護法危機一髪 上巻

200407／2220
岡山より汽車を求めて 軍機保護法危機一髪 下巻

200407／2221
レイルNo.29 私鉄紀行 瀬戸の駅から（上）

200407／2222
レイルNo.30 私鉄紀行 瀬戸の駅から（下）

200407／2223
俺たちの旅 下巻

200407／2224
山陽路を駆けた騎士たち

200407／2225
特急「いなば」

200407／2226
鉄路100万キロ走行記

200407／2227
大阪商船株式会社航路案内

200407／2228
轟け鉄輪

200407／2229
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 1（昭和33～52年）

複写製本・ 1冊
(A4-219頁)

200407／2230
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 2（昭和53～60年）

昭和53～60

複写製本・ 1冊
(A4-206枚)

昭和61～62

複写製本・ 1冊
(A4-188枚)

昭和63～平成4

複写製本・ 1冊
(A4-208枚)

平成5～平成8

複写製本・ 1冊
(A4-170枚)

平成9～平成16

複写製本・ 1冊
(A4-220枚)

平成17～平成21

複写製本・ 1冊
(A4-198枚)

200407／2231
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 3（昭和61～62年）

200407／2232
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 4（昭和63～平成4
年）

200407／2233
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 5（平成5～平成8
年）

200407／2234
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 6（平成9～平成16
年）

200407／2235
新聞スクラップ 中国地方の鉄道 7（平成17～平成
21年）
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200407／2236
新聞スクラップ 追補版 中国地方の鉄道 1

複写製本・ 1冊
(A4-152枚)

200407／2237
新聞スクラップ 追補版 中国地方の鉄道 2

複写製本・ 1冊
(A4-182枚)

200407／2238
新聞スクラップ 中国地方の交通 1（昭和19～23年）

昭和19～23

複写製本・ 1冊
(A4-184枚)

昭和24～27

複写製本・ 1冊
(A4-172枚)

昭和28～30

複写製本・ 1冊
(A4-200枚)

200407／2239
新聞スクラップ 中国地方の交通 2（昭和24～27年）

200407／2240
新聞スクラップ 中国地方の交通 3（昭和28～30年）

200407／2241
新聞スクラップ 木次・三江・福塩線1（昭31～平15年） 昭和31～平成15

複写製本・ 1冊
(A4-195枚)

200407／2242
新聞スクラップ 廃止線 国鉄宇品線・倉吉線・大社
線

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-127枚)

200407／2243
新聞スクラップ 廃止線 呉市電・山陽電軌ほか私鉄
線

複写製本・ 1冊
(A4-220枚)

200407／2244
新聞スクラップ 宇高・仁方・大島・関門・関釜航路

複写製本・ 1冊
(A4～147枚)

200407／2245
新聞スクラップ 広島市都市交通（昭和36～平成13
年）

昭和36～平成13

複写製本・ 1冊
(A4-183枚)

昭和26～平成17

複写製本・ 1冊
(A4-161枚)

昭和43～平成17

複写製本・ 1冊
(A4-130枚)

200407／2246
新聞スクラップ 岡山県の国鉄 1（昭和26～平成17
年）

200407／2247
新聞スクラップ 岡山県の私鉄 1（昭和43～平成17
年）

200407／2248
新聞スクラップ 山口県の鉄道支線1（昭34～平16年） 昭和34～平成16年

複写製本・ 1冊
(A4-235枚)

200407／2249
新聞スクラップ 山陰の鉄道 1（昭和31～平成17年）

昭和31～平成17

複写製本・ 1冊
(A4-150枚)

昭和59. 2～平成14. 2

複写製本・ 1冊
(A4-204枚)

昭和59～平成15

複写製本・ 1冊
(A4-177枚)

200407／2250
とろりい・らいんず（中国地方抜粋） No.72～180

200407／2251
新聞スクラップ 交通趣味 抜粋1（昭和59～平成15
年）

200407／2252
全線全駅鉄道の旅7 北陸・山陰2000キロ

昭和57. 2.20

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-215頁)

昭和57. 5.20

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-207頁)

昭和59. 1.30

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-203頁)

昭和58.12.20

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-227頁)

200407／2253
全線全駅鉄道の旅9 山陽・四国3000キロ

200407／2254
国鉄全線各駅停車7 北陸・山陰510駅

200407／2255
国鉄全線各駅停車9 山陽・四国670駅
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200407／2256
日本鉄道名所7 山陰線 山陽線 予讃線

昭和61.11.10

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-227頁)

平成 3. 5.10

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-215頁)

平成 3. 2.20

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-231頁)

平成 5. 7.20

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-207頁)

平成 5. 8.20

宮脇俊三・原田勝正 編／小学
館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-223頁)

昭和58.10.25

関崇博・成田冬紀・荒川好夫／
保育社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-173頁)

昭和59. 9.25

関崇博・成田冬紀・荒川好夫／
保育社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-174頁)

昭和60. 1.25

関崇博・松本典久・諸河久／保
育社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-174頁)

昭和60.12.25

林順信・小川金治／保育社 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-158頁)

昭和59. 6.15

井上広和、J・R・R／山と渓谷社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(21×18-127
頁）

昭和59. 4. 1

井上広和、J・R・R／山と渓谷社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(21×18-127)

昭和60. 8.10

高田隆雄・大久保邦彦 監修／
新人物往来社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-238頁)

昭和60.12.11

高田隆雄・大久保邦彦 監修／
新人物往来社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-262頁)

平成 9. 3. 1

鉄道ジャーナル社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(26×21-174頁)

平成 9. 1. 1

鉄道ジャーナル社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(26×21-170頁)

明治21. 3.31

山陽鉄道会社 発行

刊・ 1冊(B6-50頁)

明治22. 6.21

山陽鉄道会社／山陽鉄道会社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-132頁)

(明治24)

山陽鉄道会社運輸課 編／図
書出版会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-192頁)

明治24.10.12

山陽鉄道会社運輸課 編／図
書出版会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-192頁)

明治28. 5.25

山陽鉄道会社運輸課 編／吉
岡書店 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-214頁)

200407／2257
全線全駅鉄道の旅7 北陸・山陰 JR 私鉄2300キロ

200407／2258
全線全駅鉄道の旅9 山陽・四国 JR 私鉄3300キロ

200407／2259
JR・私鉄全線各駅停車7 北陸・山陰820駅

200407／2260
JR・私鉄全線各駅停車9 山陽・四国920駅

200407／2261
国鉄の車両⑭ 山陽線Ⅰ

200407／2262
国鉄の車両⑮ 山陽線Ⅱ

200407／2263
国鉄の車両⑯ 山陰線

200407／2264
国鉄の旅⑦ 中国・四国編

200407／2265
日本の鉄道9 山陽・四国 山陽・予讃線

200407／2266
日本の鉄道10 山陰 山陰本線・伯備線

200407／2267
全国鉄道と時刻表 4 東海道 山陽

200407／2268
全国鉄道と時刻表 5 近畿・北陸・山陰

200407／2269
日本の鉄道全路線 5 山陽本線・瀬戸大橋線 鉄道
ジャーナル1997年3月号別冊

200407／2270
日本の鉄道全路線 6 鹿児島本線・日豊本線 鉄道
ジャーナル1997年1月号別冊

200407／2271
山陽鉄道会社創立略記

200407／2272
山陽鉄道旅客案内 巻之一

200407／2273
山陽鉄道旅客案内

200407／2274
山陽鉄道旅客案内 一名 山陽道名所図会

200407／2275
山陽鉄道旅客案内 一名 山陽道名所
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200407／2276
山陽鉄道名所案内

明治27. 6.10

辻岩雄

図書(並製本)・ 1
冊(17×12-82頁)

明治34. 7. 3

山陽鉄道株式会社運輸課 編
／山陽鉄道会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-430頁)

平成20. 2. 1

長船友則／JTBパブリッシング
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-256頁)

平成 1.12～15.12

長船友則／鉄道友の会東中国
支部 発行

複写製本・ 1冊
(B5-213頁)

明治35. 3. 5

永田是治

図書(並製本)・ 1
冊(B6-79頁)

山陽鉄道株式会社／山陽鉄道
株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(12×17-460頁)

明治27.10.13

ジヨージフインドレイ 著 速水
太郎 訳／山陽鉄道株式会社
発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-458頁)

(昭和 9)

大阪合同運送株式会社

刊・ 1冊(A5-152
頁)

昭和55. 8.20

野田正穂・原田勝正・青木栄一
／日本経済評論社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-)

平成 1. 5.20

野田正穂・原田勝正・青木栄一・ 図書(上製本)・ 1
老川慶喜／日本経済評論社
冊(B5-)
発行

平成 1. 4.20

野田正穂・原田勝正・青木栄一・ 図書(上製本)・ 1
老川慶喜／日本経済評論社
冊(B5-)
発行

200407／2277
山陽鉄道案内 全
帙付

200407／2278
山陽鉄道物語 先駆的な営業施策を数多く導入した
輝しい足跡

200407／2279
山陽鉄道物語 No.1～31（鉄道友の会東中国支部会
報「かもめ」連載分コピー）

200407／2280
琴平案内記

200407／2281
山陽鉄道株式会社荷物運送規則

200407／2282
英国鉄道論

200407／2283
大阪対山陽九州行貨物運賃変遷史

200407／2284
明治期鉄道史資料〈第2集〉地方鉄道史 第3巻 社
史(3)-Ⅱ 山陽鉄道会社創立史、伊予鉄道・我社の
三十年 他
箱付

200407／2285
明治期鉄道史資料第Ⅱ期〈第2期〉第27巻 鉄道企業
例規集（Ⅱ） 鉄道会議議事録・鉄道論集他
カバー付

200407／2286
明治期鉄道史資料第Ⅱ期〈第1期〉第15巻 軍事輸送
記録（Ⅲ） 鉄道作業局年報・帝国鉄道庁年報他
カバー付

200407／2287
日本蒸気機関車史 私設鉄道編Ⅰ 山陽鉄道（コ
ピー）

金田茂裕

複写製本・ 1冊
(A4-)

明治36. 7.25

菊池武徳／人民新聞社出版部
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-120頁)

大正 3.10. 7

鐘淵紡績株式会社営業部 発

図書(並製本)・ 1
冊(A5-41頁)

昭和 2.10. 7

北山米吉 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-520頁)

昭和14.10.29

中朝会中上川先生伝記編纂委
員監修／中朝会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-624頁)

昭和15. 6.26

白柳秀湖／岩波書店 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-645頁)

昭和44.10.15

日本経営史研究所 編／東洋
経済新報社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-584頁)

200407／2288
中上川彦五郎君

200407／2289
故中上川彦次郎氏伝記

200407／2290
中上川彦次郎君伝記資料

200407／2291
中上川彦次郎先生伝
箱付

200407／2292
中上川彦次郎伝
カバー付

200407／2293
中上川彦次郎伝記資料
カバー付
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200407／2294
近代三井をつくった男 企業革命家・中上川彦次郎

昭和59. 6.15

松尾博志／PHP研究所 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-305頁)

平成 9. 3.25

砂川幸雄／草思社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-278頁)

大正 2. 3.20

岩下清周

図書(上製本)・ 1
冊(A5-166頁)

大正 5

故藤田翁銅像建設委員

刊・ 1冊(A5-46頁)

平成11. 5.10

砂川幸雄／草思社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-270頁)

神戸村野工業学校 発行

図書(並製本)・ 1
括(B6-2冊)

昭和12. 5. 8

大野部一郎 編／神戸村野工
業学校 発行

図書(並製本)・(1
冊，B6-49頁)

昭和56. 3

大野部一郎 編／神戸村野工
業学校 発行

図書(並製本)・(1
冊，B6-55頁)

昭和46.11.11

神戸村野工業高校 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-250頁)

大正11.12. 5

松本翁銅像建設会

図書(上製本)・ 1
冊(A5-140頁)

昭和 7. 7. 3

宿利重一

図書(上製本)・ 1
冊(B6-614頁)

昭和12.11.10

原邦造 発行

図書・ 1括(A5-2
冊)

昭和12.11.10

原邦造 発行

図書(上製本)・(1
冊，A5-385頁)

昭和12.11.10

原邦造 発行

図書(上製本)・(1
冊，A5-570頁)

昭和12.11.10

原邦造 発行

図書(上製本)・(1
冊，A5-380頁)

昭和10.11.14

原邦造 発行

図書(和綴)・ 1冊
(A5-19頁)

昭和 4. 9.12

大阪毎日新聞社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-640頁)

昭和12.12.25

大阪毎日新聞社・東京日日新聞 図書・ 1括(A5-2
社 発行
冊)

昭和12.12.25

大阪毎日新聞社・東京日日新聞 図書(上製本)・(1
社 発行
冊，A5-631頁)

昭和12.12.25

大阪毎日新聞社・東京日日新聞 図書(上製本)・(1
社 発行
冊，A5-708頁)

明治39. 9.21

足立栗園／小谷松次郎 発行

200407／2295
中上川彦次郎の華麗な生涯

200407／2296
藤田翁言行録

200407／2297
故男爵藤田翁銅像建設書

200407／2298
藤田伝三郎の雄渾なる生涯

200407／2299
村野山人翁小伝

200407／2299／1
o 村野山人翁小伝

200407／2299／2
o 創立六十周年記念 村野山人翁小伝

200407／2300
創設者山人翁とその事業

200407／2301
隻軒松本重太郎翁伝

200407／2302
荘田平五郎

200407／2303
原六郎翁伝（箱）

200407／2303／1
o 原六郎翁伝 上

200407／2303／2
o 原六郎翁伝 中

200407／2303／3
o 原六郎翁伝 下

200407／2304
原六郎年譜

200407／2305
稿本本山彦一翁伝

200407／2306
松陰本山彦一翁

200407／2306／1
o 松陰本山彦一翁

200407／2306／2
o 松陰本山彦一翁 遺稿

200407／2307
今村清之助君事歴

図書(上製本)・ 1
冊(A5-599頁)
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200407／2308
今西林三郎遺文録 上・中・下

大正14.12. 5

小松光雄／今西与三郎 発行

図書(和綴)・ 3冊
(A5-190頁)

(明治39)

村上享一／速水太郎 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-372頁)

昭和14. 6. 1

故速水太郎氏伝記編纂係／吉
岡正春 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-447頁)

昭和44. 7.25

鉄道青年会本部 編

図書(上製本)・ 1
冊(B6-186頁)

平成 8. 3

由井常彦 編／日本経営史研
究所 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-173頁)

平成 1. 3.31

松崎欣一 解説／慶応義塾福
沢研究センター 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-153頁)

昭和28. 1. 5

小林一三／産業経済新聞社
発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-254頁)

昭和23.12.10

牧野伸顕／文芸春秋社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-277頁)

明治31. 3. 4

薗田宗恵／松田善造 発行

図書(和綴)・ 1冊
(A5-36頁)

帙付

200407／2309
南清伝

200407／2310
速水太郎伝

200407／2311
岩崎博士追懐録

200407／2312
西野恵之助伝
カバー付

200407／2313
村上定自叙伝・諸文集

200407／2314
逸翁自叙伝

200407／2315
牧野伸顕回顧録1

200407／2316
第四世伊藤長次郎伝 全

200407／2317
山陽鉄道機関車図ほか車両資料

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4-40頁)

200407／2318
地理教育鉄道唱歌第弐集

明治33. 9

大和田建樹／三木佐助 発行

図書(並製本)・ 1
括(A6-2冊)

明治33. 9. 5

大和田建樹／三木佐助 発行

図書(並製本)・(1
冊，A6-34頁)

明治33. 9. 3

大和田建樹／三木佐助 発行

図書(並製本)・(1
冊，A6-34頁)

明治33.11.29

東京教育会音楽部

図書(並製本)・ 1
冊(15×11-25頁)

200407／2318／1
o 地理教育鉄道唱歌第弐集

200407／2318／2
o 地理教育鉄道唱歌第弐集

200407／2319
鉄道軍歌 第弐集 山陽線

200407／2320
新聞スクラップ 大阪朝日新聞 1（明治20～26年）

複写製本・ 1冊
(A4-196頁)

200407／2321
新聞スクラップ 大阪朝日新聞 2（明治27～30年6
月）

複写製本・ 1冊
(A4-186頁)

200407／2322
新聞スクラップ 大阪朝日新聞 3（明治30/7～32年）

複写製本・ 1冊
(A4-182頁)

200407／2323
新聞スクラップ 大阪朝日新聞 4（明治33～36年）

複写製本・ 1冊
(A4-196頁)

200407／2324
新聞スクラップ 大阪朝日新聞 5（明治37～39年）

複写製本・ 1冊
(A4-140頁)

200407／2325
関門連絡線に就て
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刊・ 1冊(A5-18頁)
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200407／2326
下関港湾事業及関門隧道の実施に伴ふ都市計画

昭和12. 6.25

都市計画山口地方委員会

刊・ 1冊(A5-13頁)

昭和18. 2.25

黒川寛／関門日報社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-148頁)

昭和24. 8.15

運輸省下関地方施設部 編

図書(並製本)・ 1
冊(B5-640頁)

昭和22. 6.20

加納検二／少年文化社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A6-125頁)

昭和28. 8

日本国有鉄道下関工事事務所

刊・ 1冊(B5-32頁)

平成 4. 8.30

田村喜子／毎日新聞社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-211頁)

昭和26. 4.10

内田信也／実業之日本社 発

図書(上製本)・ 1
冊(B6-390頁)

昭和55.11.20

朝日新聞大阪本社社会部 編
／弘済出版社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-261頁)

昭和32.10.14

神戸駅 編

図書(上製本)・ 1
冊(B5-295頁)

昭和 4. 7

姫路機関庫

図書(並製本)・ 1
冊(B5-18頁)

昭和31

姫路駅

図書(並製本)・ 1
冊(B5-295頁)

昭和46

岡山駅

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-18頁)

(大正11頃)

岡山機関庫

図書(上製本)・ 1
冊(18×28-30枚)

昭和55.10.14

三原駅

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-32頁)

平成 8

広島県・三原市・西日本旅客鉄
道株式会社

図書(上製本)・ 1
冊(A4-179頁)

平成11.10. 4

瀬野川郷土史研究会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-57頁)

(昭和31・昭和51)

瀬野機関区

図書(上製本)・ 1
冊(B5-96頁)

200407／2327
海底死闘六年 関門トンネル

200407／2328
関門隧道

200407／2329
少年少女の科学読物 海底トンネル

200407／2330
関門トンネル 災害応急復旧排水工事記録

200407／2331
関門とんねる物語

200407／2332
風雪五十年

200407／2333
大阪駅物語

200407／2334
神戸駅史
カバー付

200407／2335
機関庫新築記念写真帖

200407／2336
駅勢要覧

200407／2337
開業80周年 岡山駅のしおり

200407／2338
鉄道開通五十周年及新築落成移転紀念写真帖

200407／2339
'80三原駅

200407／2340
事業誌 備後圏都市計画都市高速鉄道山陽本線・呉
線三原駅付近連続立体交差化事業 ―多彩な豊か
さと活力を創造する街づくりを目指してー
カバー付

200407／2341
瀬野川郷土史研究会会報―特集誌― 故里は鉄道
村

200407／2342
瀬野機関区10・30周年記念誌

200407／2343
山陽線特急列車転覆事件 附吉永駅列車衝突事件・
神戸駅構内列車衝突事件

大正15. 9.22

竪冊・ 1冊
(28×20-21枚)

200407／2344
開設五周年記念

昭和24

広島第二機関区 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5横-19枚)

昭和27

国有鉄道・広島駅

図書(並製本)・ 1
冊(B5-137頁)

200407／2345
駅勢要覧 鉄道八十周年記念
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200407／2346
広島駅七十年のあゆみ

昭和40.12. 1

広島駅 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-54頁)

200407／2347
広島停車場建築概要

大正11

図書(上製本)・ 1
冊(B5-23枚)

200407／2348
岩国駅いまむかし 岩国駅開業80周年記念

昭和52. 9.25

岩国駅 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4横-36頁)

昭和59. 2. 1

柳井機関区アルバム委員会／
柳井機関区 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-21頁)

昭和52. 9.25

広島鉄道管理局徳山駅

図書(並製本)・ 1
冊(B5-70頁)

昭和54.10. 3

徳山駅ビル10年誌編集部／徳
山駅ビル名店街 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-180頁)

昭和53.10.14

防府駅80年のあゆみ編集委員
会／防府駅 発行

図書(上製本)・ 1
冊(28×29-48頁)

昭和55.12. 3

小郡駅 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4横-48頁)

(平成 2)

小郡駅 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4横-55頁)

昭和53.12

カメラ同好会

図書(上製本)・ 1
冊(A4横-34頁)

昭和53.10

厚狭駅

図書(並製本)・ 1
冊(B5-24頁)

昭和46. 5.27

下関駅

刊・ 1冊(B5-11頁)

平成 7. 4.30

斎藤哲雄／近代文芸社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-368頁)

平成13. 9.15

斎藤哲雄／新人物往来社 発

図書(上製本)・ 1
冊(B6-351頁)

平成19. 1. 7

下関駅 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-319頁)

昭和60.12.13

藤井浩三／プレスアーゼンバー
ン 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-68頁)

(平成11. 4)

藤井浩三

図書(並製本)・ 1
冊(B5-26頁)

(昭和63. 9. 8)

藤田浩三

図書(並製本)・ 1
冊(B5-43頁)

昭和36. 5.27

日本国有鉄道中国支社

図書(並製本)・ 1
冊(B5-13頁)

昭和55.10. 1

みかど株式会社社長室 発行／ 図書(並製本)・ 1
みかど株式会社 発行
冊(A5-146頁)

200407／2349
思い出

200407／2350
80年のあゆみ

200407／2351
駅と町と店と 徳山駅ビル10年誌

200407／2352
防府駅八十年のあゆみ 明治・大正・昭和――走り
続けて80年

200407／2353
小郡駅のあゆみ 小郡駅開業80周年記念
カバー付

200407／2354
小郡駅のあゆみ 小郡駅開業90周年記念（附 別冊
社員名簿）

200407／2355
想い出 小郡機関区創立50周年記念

200407／2356
厚狭駅いまむかし

200407／2357
しものせき物語 開業七十周年記念

200407／2358
下関駅物語

200407／2359
下関駅百年 戦前の関門・山口の交通

200407／2360
下関駅思い出文集

200407／2361
或るロコファンの追憶 西の函嶺越え

200407／2362
或るロコファンの追憶 第2集 山陽本線の（大正中
期～昭和初期における）機関車長距離運転について

200407／2363
ふるさとの鉄道 第2集 山陽鉄道から西日本旅客鉄
道まで

200407／2364
山陽本線の歩み 全通60周年記念

200407／2365
みかど八十年を顧りみて
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200407／2366
吹田明石間電化工事概要

昭和10. 3.31

大阪鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(A4-164頁)

昭和39. 3

日本国有鉄道門司電気工事局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-215頁)

明治42.10.25

大和田建樹作歌・田村虎蔵作曲 図書(並製本)・ 1
／市田元蔵 発行
冊(A5-26頁)

200407／2367
電化工事記録 鹿児島本線門司港・久留米間電化、
山陽本線小郡・下関間電車化

200407／2368
山陽線唱歌汽車

200407／2369
鉄道スクラップ 山陽本線1（昭和31～昭和40年)

複写製本・ 1冊
(A4-214頁)

200407／2370
新聞スクラップ 山陽本線2（昭和41～昭和60年）

複写製本・ 1冊
(A4-173頁)

200407／2371
新聞スクラップ 山陽本線3（昭和61～平成12年）

複写製本・ 1冊
(A4-195頁)

200407／2372
新聞スクラップ 山陽本線4（平成13～21年）

複写製本・ 1冊
(A4-208頁)

200407／2373
京都鉄道名勝案内

明治36.11.20

大江理三郎

図書(並製本)・ 1
冊(B6-158頁)

昭和 9. 3. 1

水石会

図書(上製本)・ 1
冊(A5-527頁)

昭和 4. 8.15

西川正治郎／濱岡翁表彰会
発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-426頁)

大正 4. 6. 1

鉄道院神戸管理局 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-27枚)

大正 6. 8.28

西部鉄道管理局

図書(上製本)・
(B5-2冊)

大正 6. 8.28

西部鉄道管理局

図書(上製本)・(1
冊，B5-302頁)

大正 6. 8.28

西部鉄道管理局

図書(上製本)・(1
冊，B5-39枚)

明治45. 5.10

鉄道院米子建設事務所

図書(並製本)・ 1
冊(A5-81頁)

200407／2374
田中源太郎翁伝
カバー付

200407／2375
濱岡光哲翁七十七年史
カバー付

200407／2376
京都停車場写真帖

200407／2377
京都停車場改良工事紀要

200407／2377／1
o 京都停車場改良工事紀要

200407／2377／2
o 京都停車場改良工事紀要図譜

200407／2378
山陰建設概要

200407／2379
山陰線写真帖

(明治45)

図書(上製本)・ 1
冊(B5-41頁)

200407／2380
鉄道開通山陰の栞

明治45. 6. 1

宮地猛男／博進堂 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-225頁)

明治45. 4. 1

西部鉄道管理局 発行

図書(並製本)・ 1
冊(20×19-90頁)

明治44. 3

鉄道院米子出張所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(20×18-70頁)

明治45. 5. 3

奥原福市／有田伝助 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-115頁)

200407／2381
山陰名勝乃栞

200407／2382
山陰線線路案内

200407／2383
山陰鉄道名勝案内
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200407／2384
山陰名勝の栞

大正 3. 8.25

今村一城 編／鉄道画報社 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(18×11-122頁)

(大正13)

岡本楽器店 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-87頁)

大正14. 4.15

小松原真琴／山陰史蹟協会・東 図書(並製本)・ 1
京民友社 発行
冊(B6-134頁)

200407／2385
山陰線全通記念 山陰名勝案内

200407／2386
山陰鉄道案内

200407／2387
山陰沿線名勝案内

(大正 4)

図書(並製本)・ 1
冊(16×9-14頁)

200407／2388
浜田線鉄道建設概要

大正10.11.26

鉄道省米子建設事務所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-71頁)

大正13. 4. 4

鉄道省 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-53頁)

昭和 5.12. 7

鉄道省 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-49頁)

昭和 8. 2.24

鉄道省 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-43頁)

昭和 7.10

株式会社間組 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5横-14頁)

昭和 5.11

鉄道省山口建設事務所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-157頁)

昭和 2

鳥取機関庫 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5横-22枚)

昭和39

大田駅長金山美喜男 編／大
田市石見大田駅 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-104頁)

平成 4. 8.10

大山口列車空襲被災者の会 発 図書(並製本)・ 1
行
冊(B5-70頁)

平成19. 2

香美町 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-45頁)

平成19. 2.14

服部敏明／神戸新聞総合出版
センター 発行

図書(並製本)・ 1
冊(20×22-47頁)

明治44.11.27

田村虎蔵作曲、岩田勝市作歌
／関西新報社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-23頁)

明治45. 5.29

田中瑞穂作歌、田村虎蔵作曲

図書(並製本)・ 1
冊(B6-35頁)

200407／2389
益田線鉄道建設概要

200407／2390
長門線建設概要

200407／2391
萩線建設概要

200407／2392
萩線第七工区惣郷川橋梁工事其他 記念写真帖

200407／2393
萩線大刈隧道工事概要

200407／2394
六拾万哩無事故記念（写真帖）

200407／2395
開業50周年記念要覧

200407／2396
悲しみは消えず

200407／2397
さようなら！ありがとう！そして後世へ… 余部鉄橋
余部鉄橋の有終を刻む

200407／2398
四季 余部鉄橋

200407／2399
山陰鉄道唱歌

200407／2400
汽車旅行山陰唱歌

200407／2401
新聞スクラップ 山陽本線 1〈昭和34～平成5年）

昭和34～平成 5

複写製本・ 1冊
(A4-186枚)

200407／2402
中国鉄道案内記

明治31.12.20

武内新一郎 編／武内書店 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-117頁)

明治32

仁科照文堂 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-74頁)

200407／2403
中国鉄道名所案内
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200407／2404
中国鉄道案内誌

明治36. 5.15

中国鉄道株式会社 編／駿々
堂 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-301頁)

大正14. 4.25

中国鉄道株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(新書-82頁)

昭和50.11.25

渡辺知水、土師清二／杉山翁
遺徳顕彰会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-252頁)

昭和34. 4. 1

川崎清男／「慈鳥夜啼」刊行会
発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-340頁)

昭和58. 2.10

伊藤東作／鉄道資料調査会
発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-314頁)

平成 3. 4.30

中鉄バス株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-239頁)

平成16.11.15

久保豪

図書(上製本)・ 1
冊(A4-231頁)

平成18. 4. 1

高井薫平／ネコ・パブリッシング
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-48頁)

昭和 5.12.11

鉄道省岡山建設事務所 発行

刊・ 1冊(B5-40頁)

昭和11. 4. 8

鉄道省岡山建設事務所 発行

刊・ 1冊(A5-42頁)

昭和 3.10.25

鉄道省岡山建設事務所・米子建 刊・ 1冊(A5-69頁)
設事務所 発行

昭和 9. 3

松浦組

図書(上製本)・ 1
冊(19×27-31枚)

昭和47. 7. 1

岡山県立岡山朝日高等学校歴
史研究部 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-66頁)

(昭和48)

新見カメラクラブ 発行

図書(上製本)・ 1
冊(23×24-50頁)

平成 2.11.23

赤穂市立歴史博物館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-66頁)

200407／2405
中国鉄道案内

200407／2406
士裁 杉山岩三郎
カバー付

200407／2407
慈鳥夜啼
カバー付

200407／2408
ある先覚者の軌跡 安田善次郎の鉄道事業
カバー付

200407／2409
中鉄九十年の歩み

200407／2410
津山線・吉備線百年史

200407／2411
RM LIBRARY 80 中国鉄道の気動車とその行方

200407／2412
作備線建設概要

200407／2413
姫津線建設概要

200407／2414
伯備線建設概要

200407／2415
姫津線第五六工区工事記念写真帖

200407／2416
黎明 第11号 「伯備線史」大集

200407／2417
新見カメラクラブ写真集 新見と汽車
カバー付

200407／2418
特別展 赤穂鉄道―塩を運んだ軽便鉄道―

200407／2419
新聞スクラップ 伯備線 1（昭和36～平成15年）

昭和36-平成15

複写製本・ 1冊
(A4-184枚)

200407／2420
宇野線建設概要

明治43. 6. 7

鉄道院岡山建設事務所 発行

刊・ 1冊(A5-27頁)

大正12. 7. 1

鉄道省米子建設事務所 発行

刊・ 1冊(A5-74頁)

昭和 7. 7. 1

鉄道省岡山建設事務所 発行

刊・ 1冊(A5-40頁)

昭和 7. 7. 1

鉄道省岡山建設事務所 発行

刊・ 1冊(A5-51頁)

200407／2421
因美線鳥取智頭間鉄道建設概要

200407／2422
因美線建設概要
縦書き

200407／2423
因美線建設概要
横書き
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200407／2424
若桜線建設概要

昭和 5.12. 1

鉄道省米子建設事務所 発行

刊・ 1冊(A5-32頁)

200407／2425
新聞スクラップ 若桜線・若桜鉄道（昭和39～平成21
年）

昭和39～平成21年)

複写製本・ 1冊
(A4-108枚)

200407／2426
写真集 国鉄倉吉線

昭和60. 3

写真集国鉄倉吉線出版委員会
発行

図書(並製本)・ 1
冊(19×22-76頁)

昭和62.11. 1

藤原栄喜／総合交通研究会
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-247頁)

平成 2. 5.25

大社町 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-87頁)

昭和 7.11.15

鉄道省米子建設事務所

刊・ 1冊(A4-233
頁)

昭和 5. 7

久野労働団 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5横-32頁)

昭和59. 3

木次線強化促進協議会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-84頁)

大正 3. 7.20

奥条種蔵 編／二葉舎 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-148頁)

平成21.11.10

田尾健爾

図書(並製本)・ 1
冊(A4-78枚)

昭和 7. 1

松浦組

図書(上製本)・ 1
冊(B5横-32枚)

昭和30.12.27

岡田裕雄 編／呉駅開設五十
周年記念誌出版後援会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-558頁)

(昭和52)

庄田秀／鉄道友の会中国支部
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-92頁)

昭和50. 4.22

原元

図書(上製本)・ 1
冊(31×31-83頁)

200407／2427
鉄路は草むらのなかで哭いている その提言と記録
集

200407／2428
旅立ち1990年 大社線80年の軌跡

200407／2429
木次線下久野隧道其他直轄工事概要

200407／2430
下久野隋道工事記念写真帖

200407／2431
木次線沿線奥出雲旅情

200407／2432
両備軽鉄便覧

200407／2433
福塩線今昔

200407／2434
三呉線三原口第三工区土工其他工事記念写真帖

200407／2435
呉と鉄道 呉駅からみた史的現状分析とその対策

200407／2436
急行安芸

200407／2437
急行安芸 呉線のC59・C62

200407／2438
新聞スクラップ 呉線 1（昭和33～平成15年）

昭和33～平成15

複写製本・ 1冊
(A4-147枚)

明治27. 2

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B5-15枚)

200407／2439
陰陽交通鉄道布設起業目論見書

200407／2440
芸備鉄道案内

大正 4. 5.23

芸備鉄道株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(新書-100頁)

(大正10)

芸備鉄道株式会社 発行

刊・ 1冊(A5-32頁)

昭和11. 3.25

佐藤清勝 編輯・発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-167頁)

昭和44.11. 3

七塚原地人協会 編／藤光利
藤 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-108頁)

(昭和63)

日本鉄道OB会三次支部

図書(並製本)・ 1
冊(22×19-14頁)

200407／2441
芸備鉄道貨物運賃及料金規則

200407／2442
佐藤正伝

200407／2443
七塚原と和田彦次郎

200407／2444
芸備線のあゆみ

160

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／2445
からかさの紋

平成 1.11. 1

上西薫・上西繁子／渓水社 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-239頁)

平成16. 2.29

菁文社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-255頁)

平成19. 7. 1

安芸矢口企画 編／芸備書房
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5横-48頁)

平成10. 3.31～平成
16. 3

わくわく！芸備線編集室 編／
芸備線対策評議会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(20×21-)

200407／2446
芸備線 米寿の軌跡

200407／2447
惜別芸備線急行 ～さようなら急行みよし～

200407／2448
わくわく芸備線No.1～No.11

200407／2449
新聞スクラップ 芸備線 1（昭和38～平成12年）

昭和38～平成12

複写製本・ 1冊
(A4-117枚)

200407／2450
過去六十年事蹟

明治40. 7.12

桜内幸雄 発行

明治44.12.25

雨宮敬次郎・井上泰岳／実業之 図書(並製本)・ 1
日本社 発行
冊(B6-293頁)

昭和55. 4

下野岩太／下野岩太 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-112頁)

昭和53. 8.20

国鉄労組広島第二支部 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-47頁)

平成15.12

賀中義隆 発行

図書(並製本)・ 1
冊(20×22-36頁)

平成16. 4.20

可部線文芸賞 写真賞実行委
員会／可部線文芸賞 写真賞
実行委員会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-2冊)

平成16. 4.20

可部線文芸賞 写真賞実行委
員会／可部線文芸賞 写真賞
実行委員会 発行

図書(並製本)・(1
冊，A5-108頁)

平成16. 4.20

可部線文芸賞 写真賞実行委
員会

図書(並製本)・(1
冊，21×30-40頁)

平成16. 5

太田川流域鉄道再生協会 発

図書(並製本)・ 1
冊(A4-31頁)

平成16.11.30

寺田正／寺田正 発行

図書(並製本)・ 1
冊(24×25-82頁)

平成20. 4

可部地域町内会・自治会連絡協 図書(並製本)・ 1
議会ほか 発行
冊(A4-165頁)

平成 6.10

がんばれ！かべせん編集室／
可部線対策協議会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(17×19-)

平成10.10. 1

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-106枚)

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-159枚)

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-212枚)

図書(上製本)・ 1
冊(A5-422頁)

200407／2451
奮闘吐血録

200407／2452
郷土史話第六集 軽便時代可部線ものがたり

200407／2453
国労広二調査時報No. これでよいのか国鉄可部線
資料と国鉄労働者の提言

200407／2454
思い出の可部線写真集（沿線風景・花と鉄橋）

200407／2455
車窓のことば 1部・2部

200407／2455／1
o 車窓のことば 1部

200407／2455／2
o 車窓のことば 2部 可部線の想いで

200407／2456
あの日の可部線写真集

200407／2457
四季を走る「可部線」

200407／2458
可部のまちづくり活動・平成の記録 第2分冊【JR可
部腺関係篇】

200407／2459
がんばれ！かべせん No.1(94/10)～No.15(01/12)
合本

200407／2460
JTB「停車場変遷大辞典」可部線調査照会関係資料
付「鉄道省文書」中 可部線関係コピー

200407／2461
新聞スクラップ 可部線1（昭和34～平成10年）

200407／2462
新聞スクラップ 可部線2（平成11～13年）
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200407／2463
新聞スクラップ 可部線3（平成14～16年)

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-193枚)

昭和11. 4.27

鉄道省山口建設事務所 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-321頁)

昭和 8.

鉄道省山口建設事務所

竪冊・ 1点(B5-)

昭和29.11.20

岩日鉄道期成同盟会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-104頁)

昭和29.11.20

岩萩鉄道期成同盟会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-43頁)

昭和37.12.25

永田新之允／岳淵会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-1269頁)

昭和55. 6

西岩国駅 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-36頁)

大正12. 4.11

鉄道省山口建設事務所

刊・ 1冊(A5-33枚)

(大正13)

共映社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-20頁)

(昭和54)

日本国有鉄道 監修、交通博物
館・交通科学館 編

図書(並製本)・ 1
冊(B5-47頁)

昭和54. 7.15

三浦義之／東洋図書出版 発

図書(並製本)・ 1
冊(21×20-30頁)

昭和55. 8. 1

三浦義之／西日本新聞社 発

図書(並製本)・ 1
冊(21×20-36枚)

昭和54.10.20

NHK中国本部 編／日本放送
出版協会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-112頁)

(昭和55)

庄田秀／鉄道友の会中国支部
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-126頁)

昭和57.11.11

島本堅太郎 編／山口号写友
会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-96頁)

平成 1. 8. 1

SLやまぐち号松永会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-132頁)

平成 1. 8. 1

西日本旅客鉄道株式会社 監
修／交通新聞社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4横-143頁)

平成 1.11. 1

荒本穣介 発行

図書(並製本)・ 1
冊(22×26-52頁)

平成11. 8. 1

SLやまぐち号松永会／光村印刷 図書(並製本)・ 1
発行
冊(17×18-59頁)

平成 6. 9.15

田中保彦／ギャラリーナカノ 発
行

200407／2464
岩徳線欽明路隧道其他直轄工事誌

200407／2465
欽明路隧道工事記録

200407／2466
岩日鉄道思い出話 付属書類 自第壱号至第八号

200407／2467
岩萩鉄道思い出話 付属書類 自第壱号至第九号

200407／2468
自叙伝
カバー付

200407／2469
西岩国駅開業50周年記念誌

200407／2470
津和野線建設工事一覧

200407／2471
青原駅開通記念誌

200407／2472
やまぐち号運転記念 よみがえった蒸気機関車

200407／2473
山口線の蒸気機関車

200407／2474
山口線のC57&C58

200407／2475
帰ってきたSL 山口の旅

200407／2476
山口線回想

200407／2477
煙の宴 蒸気に魅せられた男たち
カバー付

200407／2478
やまぐちの煙

200407／2479
汽船の詩 山口号10年の軌跡

200407／2480
けむりの郷 山口線

200407／2481
SLやまぐち号20周年記念写真集 煙の軌跡

200407／2482
田中保彦ペン画集 山口線沿線の旅
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200407／2483
宇部鉄道株式会社史

昭和17.11.15

高木義英／高良宗七 発行

昭和12. 4

俵田寛夫 編／沖ノ山炭鉱株式 図書(上製本)・ 1
会社 発行
冊(31×24-56枚)

昭和37. 3.21

俵田翁伝記編纂委員会／宇部
興産株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-482頁)

昭和50. 3.10

鉄道友の会中国支部 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-48頁)

平成15.10. 1

小野田市歴史民俗資料館／小
野田市歴史民俗資料館 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-333頁)

昭和50. 1

日本国有鉄道門司電気工事局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-40頁)

昭和59. 6. 4

河出書房編集部編／河出書房
新社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-143頁)

平成 4. 3

尾道市／尾道市 発行

複写製本・ 1冊
(A4-135頁)

昭和34. 1.30

中山隆吉

刊・ 1冊(24×17
頁)

昭和50.10

新幹線総局施設部 発行

折本・ 1冊
(21×10-)

昭和47. 3

新幹線総局運転車両部 編

折本・ 1冊
(18×13-)

昭和11.11

広島鉄道局 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-14頁)

(昭和11)

鉄道省 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-16頁)

昭和54. 3. 1

日本国有鉄道広島鉄道管理局

図書(上製本)・ 1
冊(B5-167頁)

昭和30.11.20

高木武三郎／鴻盟社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-269頁)

昭和62. 3.15

森下研／新潮社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-269頁)

昭和63. 5.20

金賛汀／朝日新聞社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-209頁)

大正14.11. 5

光村利藻／光村美術出版部
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-27頁)

平成16.10.20

澤忠宏／梓書院 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-265頁)

昭和36. 3.20

宇高船舶管理部 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-286頁)

図書(並製本)・ 1
冊(A5-57頁)

200407／2484
沖ノ山炭鉱株式会社創業四十周年記念写真帖

200407／2485
俵田明伝
カバー付

200407／2486
宇部線物語

200407／2487
わが町鉄道史 小野田線を歩く

200407／2488
博多開業への歩み ―山陽新幹線小瀬川・博多間電
気工事―

200407／2489
デジタルガイド・車窓の旅② 東海道・山陽 新幹線
下

200407／2490
山陽新幹線 新尾道駅設置のあゆみ（コピー）

200407／2491
山陽線大阪・岡山間広軌建設急速実行案

200407／2492
新幹線線路一覧略図（新大阪～博多）

200407／2493
運転用線路図 新大阪～岡山間

200407／2494
関釜航路のしるべ

200407／2495
金剛丸案内

200407／2496
関釜連絡船史

200407／2497
興安丸

200407／2498
興安丸 33年の航跡

200407／2499
関釜連絡船 海峡を渡った朝鮮人

200407／2500
鉄道省主催高麗丸樺太巡遊記念写真帖

200407／2501
関門海峡渡船史

200407／2502
宇高航路50年史
カバー付
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200407／2503
宇高航路No.69 60周年記念特集号

昭和45. 6

宇高船舶管理部

図書(並製本)・ 1
冊(B5-42頁)

昭和63. 3.20

萩原幹生／パルシー 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5横-48頁)

昭和63. 4.30

萩原幹生／パルシー 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-144頁)

昭和63. 1. 1

読売新聞高松支局 編／美巧
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-345頁)

昭和63. 3.21

四国旅客鉄道株式会社 編／
交通新聞社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-93頁)

平成 2. 5.18

高松洋平／成山堂書店 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-250頁)

昭和30.10.11

松江市立川津小学校 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-105頁)

昭和30. 5.18

広島県教育委員会 発行

刊・ 1冊(B5-60頁)

平成12. 4.18

萩原幹生 編／成山堂書店 発
行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-345頁)

平成12.12.18

萩原幹生／成山堂書店 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-199頁)

明治42. 9.23

宇野築港事務所 発行

図書(和綴)・ 1冊
(A5-16頁)

平成 1. 4.26

山陽新聞玉野支社 編／山陽
新聞社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B6-226頁)

昭和25. 7.26

広島鉄道局岡山工事部 発行

刊・ 1冊(B5-65頁)

昭和25. 7.31

広島鉄道局岡山工事部 発行

刊・ 1冊(B5-123
頁)

昭和43. 2.20

大阪工事局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-1344頁)

昭和52. 3.10

大阪工事局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-322頁)

昭和61.12.20

大阪工事局 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-294頁)

昭和31

下関工事事務所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-128頁)

昭和61. 7.15

下関工事事務所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-222頁)

昭和27

日本国有鉄道鷹取工場 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-73頁)

200407／2504
宇高連絡線 きり絵作品集

200407／2505
船長のたわごと

200407／2506
霧笛が消える

200407／2507
写真集 さようなら宇高連絡船 ―78年の軌跡―

200407／2508
悲劇の紫雲丸 瀬戸大橋の礎となった子供たち

200407／2509
紫雲丸遭難追悼録
カバー付

200407／2510
紫雲丸の沈没による木江南小学校修学旅行団遭難
報告書

200407／2511
宇高連絡線78年の歩み

200407／2512
宇高連絡船 紫雲丸はなぜ沈んだか

200407／2513
宇野築港概誌 付図2枚

200407／2514
宇野港物語

200407／2515
宇野水陸連絡設備工事誌 第一編 計画

200407／2516
宇野水陸連絡設備工事誌 第二編 施工（第一期工
事）

200407／2517
大阪工事局40年史

200407／2518
大阪工事局50年史

200407／2519
大阪工事局60年史

200407／2520
日本国有鉄道下関工事事務所20年誌

200407／2521
下工のあゆみ

200407／2522
工場要覧
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200407／2523
六十年史

昭和37. 3.31

日本国有鉄道鷹取工場 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-420頁)

昭和45. 5.30

日本国有鉄道鷹取工場 編／
高輪印刷 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-200頁)

平成12. 2. 1

西日本旅客鉄道株式会社神戸
支社鷹取工場 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-300頁)

昭和48. 3

後藤工場70年史編集委員会／
日本国有鉄道後藤工場 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-204頁)

昭和39. 8. 1

広島工場 年史編さん委員会
編／日本国有鉄道広島工場
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-203頁)

昭和48.10. 1

広島工場年史編集委員会 編
／日本国有鉄道広島工場 発

図書(並製本)・ 1
冊(B5-134頁)

昭和59. 2.25

広島工場年史編集委員会 編
／日本国有鉄道広島工場 発

図書(並製本)・ 1
冊(B5-102頁)

昭和 4. 7

門司鉄道局下関工場 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-22頁)

昭和51. 3

幡生工場の歴史編さん委員会
編／日本国有鉄道幡生工場
発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-123頁)

昭和30.11.25

同和鉱業株式会社事業史編纂
委員会／同和鉱業株式会社
発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-290頁)

昭和60. 5.31

社史編纂委員会 編／同和鉱
業株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-824頁)

平成 3. 6.20

祖田定一／祖田定一 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-159頁)

平成 4.12. 1

柵原鉱山顕彰会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-324頁)

平成 9. 4.20

内芝伸一／光村印刷 発行

図書(並製本)・ 1
冊(17×18-48頁)

昭和37

両備バス 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-168頁)

昭和62. 7.31

両備バス 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-80頁)

平成19. 1. 1

安保彰夫／ネコ・パブリッシング
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-168頁)

昭和55. 1. 1

岡山電気軌道株式会社 編／
岡山電気軌道株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-224頁)

200407／2524
蒸気とともに一世紀

200407／2525
鷹取工場回想（創業100年の記録）
カバー付

200407／2526
七十年史

200407／2527
二十年史

200407／2528
最近十年のあゆみ（三十年史）

200407／2529
最近十年のあゆみ（四十年史）

200407／2530
工場要覧

200407／2531
幡生工場の歴史（1)

200407／2532
70年の回顧

カバー付

200407／2533
創業百年史 付別冊資料編
カバー付

200407／2534
備前の里に消えた列車たち

200407／2535
柵原鉱山顕彰誌
カバー付

200407／2536
内芝伸一写真集 過ぎ去りしものたち 同和鉱業片
上鉄道の記録

200407／2537
西大寺鉄道五十二年の歩み

200407／2538
RYOBI 77 両備バス77周年記念誌

200407／2539
RM RIBRARY 89 西大寺鉄道

200407／2540
おかでん七十年の歩み 岡山の電車とバス
カバー付
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200407／2541
路面電車とまちづくり

平成11. 5.25

RACDA（路面電車と都市の未来 図書(並製本)・ 1
を考える会） 編／学芸出版社
冊(A5-254頁)
発行

平成11.11.15

檜原雄一 編／日本文教出版
発行

200407／2542
岡山の路面電車 岡山文庫202

図書(並製本)・ 1
冊(A6-157頁)

200407／2543
創業30周年記念 岡山臨港鉄道の生立ちと30年のあ 昭和56
ゆみ

図書(並製本)・ 1
冊(A5-137頁)

200407／2544
岡山臨港鉄道50年史

平成12. 6.26

岡山臨港鉄道株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-230頁)

昭和62.10. 1

橋本正夫／橋本正夫 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-120頁)

平成19. 6. 8

玉野市電保存会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-36頁)

平成20. 2. 1

橋本正夫／ネコ・パブリッシング
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-48頁)

昭和37.12.25

下津井電鉄株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-164頁)

昭和33. 4. 1

永山久吉／下津井電鉄株式会
社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(新書-63頁)

昭和47. 7. 1

青戸禎文・秋山雅紀・上田和憲・ 図書(並製本)・ 1
堀直之 編／倉敷鉄道研究会
冊(B5横-28頁)
発行

昭和56. 8.15

下津井電鉄株式会社社史編さ
図書(上製本)・ 1
ん委員会 編／下津井電鉄株式 冊(A4-79頁)
会社 発行

平成 2.12

祖田定一／祖田定一 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-111頁)

昭和31. 6. 1

下津井鉄道株式会社 発行

刊・ 1冊(B6-83頁)

昭和44. 9.30

竹下昌三 編／倉敷市交通局
発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-122頁)

昭和46. 3.31

水之江季彦・竹下昌三／風間書 図書(上製本)・ 1
房 発行
冊(A5-362頁)

昭和37. 9. 1

井笠鉄道株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-82頁)

昭和56. 7. 1

井笠鉄道株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-33頁)

平成 9

いのうえ・こーいち 編

図書(並製本)・ 1
冊(A4-152頁)

昭和10. 4.25

大塚栄三／馬越恭平翁伝記編
纂会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-526頁)

カバー付

200407／2545
私の街を走った電車

200407／2546
760号と玉野市電の軌跡

200407／2547
RM LIBRARY 102 玉野市電気鉄道

200407／2548
50稔の歩み

200407／2549
下電と私

200407／2550
下電鉄道記

200407／2551
下津井電鉄70年史

200407／2552
ナローゲージよ永遠に！ 資料集約編

200407／2553
運転取扱心得

200407／2554
局史
カバー付

200407／2555
水島工業地帯の生成と発展
カバー付

200407／2556
井笠鉄道株式会社五十年史
カバー付

200407／2557
井笠鉄道株式会社七十年のあゆみ

200407／2558
追憶の軽便鉄道 井笠鉄道

200407／2559
馬越恭平翁伝
カバー付
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200407／2560
馬越翁余影

昭和10. 4.25

大塚栄三／馬越恭平翁伝記編
纂会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-135頁)

昭和51. 2.10

橋本龍太郎／山陽図書出版
発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-264頁)

平成10.12.19

河原馨／日本文教出版 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-79頁)

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-150枚)

国鉄智頭線建設促進期成同盟
会事務局 編／国鉄智頭線建
設促進期成同盟会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-40頁)

長船友則 編

複写製本・ 1冊
(A4-131枚)

大正13.10.10

法勝寺鉄道株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(新書-147頁)

昭和36. 1.

日ノ丸自動車株式会社・創立30
周年記念事業準備委員会／日
ノ丸印刷株式会社 印刷

図書(上製本)・ 1
冊(B5-76頁)

平成元. 5.14

祖田定一／東京印刷株式会社
印刷

図書(上製本)・ 1
冊(31×36-141頁)

平成14. 8.13

祖田定一／山陰鉄道研究会
発行

図書(上製本)・ 1
冊(20×22-55頁)

平成 6.12.

祖田定一／山陰鉄道研究会
撮影・製作

図書(並製本)・ 1
冊(B5-62頁)

平成13.12.27

写真集「さよならチンチン電車」
著作者・行政参画市民の会・山
陰鉄道研究会主宰・祖田定一
編纂・発行・文責

図書(並製本)・ 1
冊(B5-61頁)

大正 4. 5. 5

曽田寛三 編輯／一畑軽便鉄
道株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6横-32頁)

大正 5. 2.17

河野通章 著作兼発行／興振
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-111頁)

昭和37. 7.15

一畑電気鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A5横-12頁)

平成 6. 3.15

山陰鉄道研究会・租田定一

図書(並製本)・ 1
冊(B5-225頁)

1999. 8.12

根宜康広 写真／米子今井書
店 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-95頁)

平成19. 5.15

山陰鉄道研究会・租田定一

図書(並製本)・ 1
冊(B5-207頁)

200407／2561
馬越恭平
カバー付

200407／2562
井原線 八十八箇所納駅帳

200407／2563
新聞スクラップ 井原鉄道1（昭和52～平成12年）

200407／2564
智頭線を旅して

昭和56. 7

200407／2565
新聞スクラップ 智頭急行1（昭和39～平成12年）

200407／2566
法勝寺鉄道案内

200407／2567
日ノ丸自動車星霜参拾年（創立30周年記念誌）

200407／2568
法勝寺電車の記録 さよならチンチン電車
新聞記事切抜2枚付，カバー付

200407／2569
懐かしい想いで 【大鉄道展・開催記念】小型保存版
「法勝寺電車・記録写真集」

200407／2570
日ノ丸自動車株式会社 法勝寺電車線（編算用資
料・集約原稿・第１稿）

200407／2571
小さな客車の復元を求めて〈中間報告書〉

200407／2572
一畑軽便鉄道名所案内

200407／2573
一畑軽鉄案内

200407／2574
50年のあゆみ

200407／2575
総合資料集 神々の里を走る電車たち
チラシ等8枚付

200407／2576
一畑電車がゆく

200407／2577
資料集 歴史の里に消えた鉄道
添書1枚付
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200407／2578
資料集 神々の里に消えた鉄道

平成18. 1.30

山陰鉄道研究会・租田定一

図書(並製本)・ 1
冊(B5-205頁)

1970.10. 1

鞆鉄道株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B5-42頁)

平成 4. 2.29

前田六二 編集・発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-123頁)

平成17. 8. 1

前田六二 構成・発行／花本和
之 絵

折本・ 1冊
(30×15-54頁)

昭和 9.11. 5

川村丈夫 編輯・発行／広島電
気株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-394頁)

昭和 9.11. 5

川村丈夫 編輯・発行／広島電
気株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-196頁)

昭和13.12.30

川村丈夫 編輯・発行／広島電
気株式会社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-382頁)

昭和29.10

呉市交通局総務課企画係

複写製本・ 1冊
(B5-10頁)

昭和30.12.10

山田繁実 編輯・発行／呉市交
通局 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-177頁)

昭和42.

呉市交通局

刊・ 1冊(B5-16頁)

昭和46. 6. 1

中邨末吉／都市交通を守る会
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-302頁)

昭和40.12.

呉市交通局

綴・ 1綴(B4-54頁)

昭和42. 9.

呉市交通局

綴・ 1綴(B4-89頁)

平成 4.12.

呉市交通局

図書(並製本)・ 1
冊(B5-71頁)

平成 5. 3.

佐藤百實 編集・印刷

刊・ 1冊(B5-48頁)

平成14.12. 1

呉市交通局60年史発行部会 編 図書(並製本)・ 1
／呉市交通局 発行
冊(A4-304頁)

2009.11. 1

長船友則／株式会社ネコ・パブ
リッシング 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-48頁)

昭和 8.11. 5

三原会三／合名会社広文館
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-200頁)

昭和37. 4.10

広島電鉄株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B5変-60頁)

(昭和43).

広島電鉄庶務課

刊・ 1冊(B5-8頁)

添書等8枚付

200407／2579
60年のあしあと
謄写版，添書1枚付

200407／2580
消えた鉄路 尾道鉄道

200407／2581
尾道鉄道の軌跡
木箱(桐箱)付

200407／2582
広島電気沿革史
2585・2586カバー付

200407／2583
感想録（広島電気沿革史 姉妹篇）
2585・2586カバー付

200407／2584
守屋義之翁追懐録
カバー付

200407／2585
呉市交通発達史年表 市電開通45周年記念

200407／2586
呉市交通史 電車・バス轍の跡

200407／2587
呉市交通発達史年表 呉市電車事業廃止記念 五
十八年の市電の歩みを偲ぶ

200407／2588
ワンマン騒動覚え書

200407／2589
電車バス運賃改訂(案)説明資料

200407／2590
電車の現状と対策(案)（説明資料）

200407／2591
呉市交通局のあゆみ

200407／2592
呉市電廃止関係資料集

200407／2593
呉市交通局60年史
カバー付

200407／2594
呉市電の足跡（RM LIBRARY123）

200407／2595
大広島に動く電気

200407／2596
広島電鉄20年のあゆみ

200407／2597
電車のあゆみ

168

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／2598
広島ガス60年史

1971.10.

広島ガス株式会社社史編集委
員会 編／広島ガス株式会社
発行

昭和52.10.30

株式会社毎日写真ニュースサー 図書(上製本)・ 1
ビス社 編集制作／広島電鉄株 冊(A4-192頁)
式会社 発行

平成 4.11. 1

広島電鉄株式会社社史編纂委
員会 編

図書(上製本)・ 1
冊(B5-306頁)

1998.10.28

長船友則[ほか] 執筆／株式会
社郷土出版社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-238頁)

2005. 6. 1

長船友則／JTBパブリッシング
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-160頁)

昭和15. 6.25

白田喜八郎 編著／大林芳五
郎伝編纂会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-750頁)

昭和 7. 7.10

湊邦三 編著／早速千代野 発
行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-556頁)

昭和 6. 5.15

故岩下清周君伝記編纂会 編
輯／近藤乙吉 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-691頁)

昭和 3. 4.13

石川辰一郎 編纂・発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-518頁)

昭和61.11.21

伊藤信之追想録刊行委員会

図書(上製本)・ 1
冊(B5-360頁)

昭和60. 4.25

飯島巌[ほか]／株式会社保育社 図書(並製本)・ 1
発行
冊(B6-172頁)

昭和60.11.

広島電鉄株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6-98頁)

昭和62. 8.

広島電鉄株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6-99頁)

平成元. 9.

広島電鉄株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6-105頁)

平成 3. 9.

広島電鉄株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(B6-106頁)

1997. 4.

広島電鉄株式会社

図書(並製本)・ 1
冊(A5-92頁)

平成 3.

広島電鉄株式会社電車内被爆
者のつどい係 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-118頁)

2005. 7.15

堀川惠子・小笠原信之／株式会 図書(上製本)・ 1
社日本評論社 発行
冊(B6-251頁)

図書(上製本)・ 1
冊(A4-291頁)

カバー付

200407／2599
広島の路面電車65年
カバー付,新聞記事切抜1枚付

200407／2600
広島電鉄開業80創立50年史

カバー付,添書・領収書・新聞記事切抜各1枚付

200407／2601
保存版 広島のチンチン電車―市内線と宮島線 波
乱に富んだ86年のドラマ
チラシ1枚付

200407／2602
広電が走る街今昔

200407／2603
大林芳五郎伝
カバー付

200407／2604
早速整爾伝
カバー付

200407／2605
岩下清周伝

200407／2606
片岡直輝翁記念誌

200407／2607
伊藤信之追想録

200407／2608
私鉄の車両３ 広島電鉄
チラシ・葉書等3点付

200407／2609
広島電鉄 '85会社要覧

200407／2610
広島電鉄 '87会社要覧
添書1枚付

200407／2611
広島電鉄 '89会社要覧

200407／2612
広島電鉄 '91会社要覧

200407／2613
広島電鉄 '97会社要覧

200407／2614
電車内被爆者の証言

200407／2615
チンチン電車と女学生
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200407／2616
電車を走らせた女学生たち 広島電鉄家政女学校の
記憶

平成17. 8. 6

広島で鉄株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-104頁)

昭和62.11.23

広島電鉄株式会社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-124頁)

1989. 8. 5

組合史編さん委員会 編／私鉄 図書(並製本)・ 1
中国地方労働組合広島電鉄支 冊(A5-611頁)
部 発行

1996. 5.31(2刷)

半沢一宣 編著・発行

刊・ 1冊(B5-66頁)

1999.12.

きむらけん／株式会社汐文社
発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-162頁)

添書1枚付

200407／2617
ひろしまの路面電車 電車開業75周年記念

200407／2618
私鉄広電 闘い抜いた42年

200407／2619
広島電鉄ピースバーン号の伝記
添書1枚付

200407／2620
広島にチンチン電車の鐘が鳴る

200407／2621
広島瓦斯電軌 営業報告書 №25～34（大正11年3月 大正11. 3.
～15年9月）

複写製本・ 1冊
(A4-138枚)

200407／2622
広島瓦斯電軌 営業報告書 №35～44（昭和2年3月
～6年9月）

昭和 2. 3.

複写製本・ 1冊
(A4-167枚)

昭和 7. 3.

複写製本・ 1冊
(A4-166枚)

広島瓦斯電軌 営業報告書 №55～67（昭和12年3月 昭和12. 3.
～18年3月）

複写製本・ 1冊
(A4-184枚)

200407／2623
広島瓦斯電軌 営業報告書 №45～54（昭和7年3月
～11年9月）

200407／2624

200407／2625
広島市内・宮島線電車沿線案内 広島瓦斯電軌
(株) 大正15年11月

大正15.11.

複写製本・ 1冊
(A4-94枚)

昭和33.

複写製本・ 1冊
(A4-176枚)

昭和61.

複写製本・ 1冊
(A4-144枚)

平成 8.

複写製本・ 1冊
(A4-190枚)

平成14.

複写製本・ 1冊
(A4-205枚)

昭和29.

複写製本・ 1冊
(A4-203枚)

200407／2626
新聞スクラップ 広島電鉄 １（昭和33～60年）

200407／2627
新聞スクラップ 広島電鉄 ２（昭和61～平成7年）

200407／2628
新聞スクラップ 広島電鉄 ３（平成8～13年）

200407／2629
新聞スクラップ 広島電鉄 ４（平成14～18年）

200407／2630
新聞スクラップ 広島電鉄 「輪苑」抜粋（昭和29～46
年）

200407／2631
広島都市圏における高速鉄道計画

1970. 6. 1

広島都市交通研究会

図書(並製本)・ 1
冊(A4-98頁)

昭和56. 3.

広島市

刊・ 1冊(B4横-23
頁)

正誤表1枚付

200407／2632
広島市新交通システム導入計画（北西地域における
交通計画）

200407／2633
新聞スクラップ 広島高速交通 １（昭和49.～平成
3.）

昭和49.

複写製本・ 1冊
(A4-222枚)

平成 4.

複写製本・ 1冊
(A4-165枚)

平成 7.

複写製本・ 1冊
(A4-183枚)

200407／2634
新聞スクラップ 広島高速交通 ２（平成4～6年）

200407／2635
新聞スクラップ 広島高速交通 ３（平成7～15年）
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200407／2636
山口県営電気事業十周年誌

昭和10.12.10

山口県総務部電気局 編輯・発
行

昭和57. 4.25

前川重雄・前川龍彦／岩国現代 図書(並製本)・ 1
史研究会 発行
冊(A5-44頁)

昭和 8. 6. 1

瀬川秀雄 編纂／工学博士藤
岡市助君伝記編纂会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-758頁)

大正 6. 7.20

河西璞／藤岡博士壽像建設事
務所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(18×15-109頁)

平成 9. 2. 4(第2版)

佐山和郎

図書(並製本)・ 1
冊(A5-379頁)

平成11. 3.

佐山和郎

図書(並製本)・ 1
冊(A4-28頁)

図書(上製本)・ 1
冊(A5-603頁)

カバー付

200407／2637
岩国電車誌
添書1枚付

200407／2638
工学博士藤岡市助伝

200407／2639
工学博士藤岡市助君伝

200407／2640
日本のエジソン―藤岡市助に学ぶもの―
領収証1枚付

200407／2641
電気界の父 藤岡市助

東芝八十五年史・東京電気(株)50年史複写1部・「まなびや」(岩国学校教育資料館だより№5)1部付

200407／2642
追憶 防石鉄道株式会社

平成 4.11. 1

防石鉄道ＯＢ会 編集・発行

図書(上製本)・ 1
冊(A4-88頁)

平成 6.12.

防石鉄道ＯＢ会 編集・発行

刊・ 1冊(B5-77頁)

大正15. 6.

福島市 稲葉常松（稲葉組）（私
製）

図書(上製本)・ 1
冊(B5横-17頁)

昭和36.10.

山口県厚狭郡楠町船木 船木
鉄道株式会社

刊・ 1冊(A5-14頁)

大正11.11.26

長門鉄道株式会社運輸課

図書(並製本)・ 1
冊(新書-67頁)

昭和34. 6.25

松田モト女史伝記編纂会 編

図書(上製本)・ 1
冊(B6-195頁)

昭和 3.10.

大阪鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(16×9-98頁)

昭和 5.10.

大阪鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(17×11-213頁)

昭和12.12.

大阪鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(15×10-183頁)

大正15.11.

神戸鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(16×9-80頁)

昭和 2.11.

神戸鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(16×9-93頁)

昭和 5.10.

門司鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊(16×10-72頁)

大正11.11

門司鉄道局

折本・ 1冊
(17×11)

封書1点・メモ1枚付（別置）

200407／2643
追憶防石鉄道株式会社 第二部 思い出の記

200407／2644
船木鉄道万倉・吉部間新設工事紀念写真帖

200407／2645
船木鉄道四十五年の歩み

200407／2646
旅のしるべ

200407／2647
松田毛登伝

200407／2648
大阪鉄道局要覧

200407／2649
大阪鉄道局要覧

200407／2650
大阪鉄道局要覧

200407／2651
神戸鉄道局要覧

200407／2652
神戸鉄道局要覧

200407／2653
門司鉄道局要覧

200407／2654
車窓のながめ 山陽線の巻
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200407／2655
車窓のながめ 山陽線の巻

昭和 2. 6.

門司鉄道局

折本・ 1冊
(17×11)

1974. 5.

国鉄大阪駅

図書(上製本)・ 1
冊(B6-82頁)

1966.

福知山鉄道管理局

刊・ 1冊

昭和10. 3. 1

門司鉄道局運輸課

刊・ 1冊(A5-93頁)

昭和 6. 2.

門司鉄道局運輸課

刊(和綴)・ 1冊
(B6-112頁)

昭和 2. 1.

門司鉄道局

刊・ 1冊(23×2325頁)

昭和56.12. 1

門司港駅長 岡村昭 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-99頁)

岡山保線事務所

刊・ 1冊(A5-74頁)

広島鉄道局

綴・ 1綴(B4)

200407／2656
大阪・神戸間各駅及び京都駅鉄道100年の歩み

200407／2657
福鉄のあらまし

200407／2658
機関庫・検車所設備一覧

200407／2659
列車乗務員常務割表

200407／2660
列車運転速度表

200407／2661
門司港駅90年の歩み

カラーパンフレット1冊・「門司港駅の沿革」1枚付

200407／2662
昭和九年大風水害一周年記年号 風水害応急心得

昭和10.10. 1

200407／2663
一等駅正面図・側面図（下関・広島・呉・岡山等6駅）

200407／2664
広島鉄道局運転関係資料（昭和24～25年）

(昭和24.～25).

綴・ 1綴(22×36)

200407／2665
数字でみた中国支社 昭和37年版

昭和37.10.14

日本国有鉄道 中国支社 編
集・発行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-48頁)

昭和38.12.25

日本国有鉄道 中国支社 編
集・発行

図書(並製本)・ 1
冊(A6-63頁)

昭和40. 2.

日本国有鉄道 中国支社広報

図書(並製本)・ 1
冊(A6横-63頁)

昭和40.11.

日本国有鉄道 中国支社

図書(並製本)・ 1
冊(A6横-63頁)

昭和40. 3.

日本国有鉄道運転局

複写製本・ 1冊
(B4-90頁)

昭和47.

広島鉄道管理局・米子鉄道管理 刊(並製本)・ 1冊
局
(B4-55頁)

昭和31. 3.31

広島鉄道管理局

折本・ 1冊
(17×11)

山陰鉄道研究会

複写製本・ 1冊
(B4-39枚)

山陰鉄道研究会

複写製本・ 1冊
(B4-8枚)

200407／2666
数字でみた国鉄中国支社 昭和38年版

200407／2667
中国支社のうごき

200407／2668
中国支社のうごき

200407／2669
車両基地平面略図集（関西・中国地方）

200407／2670
昭和47年3月ダイヤ改正について

200407／2671
沿線案内 糸崎-下関間

200407／2672
山陰の鉄道史 編算用抜粋資料関係〈編集第一稿〉

200407／2673
山陰の鉄道関係 年表

200407／2674
写真集 まくらぎの詩（備北の鉄道）

1996.～2007.

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4-80点)

200407／2675
姫路鉄道百題

昭和48. 2. 1(再版)
葉書1通付
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200407／2676
随筆 駅長談話室

昭和31. 8.31

小谷春夫

図書(並製本)・ 1
冊(B6-347頁)

昭和32. 3. 1

小谷春夫

図書(並製本)・ 1
冊(B6-305頁)

牧野俊介

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4-15枚)

平成10. 1.27

(広島市)

複写製本・ 1冊
(A4-127枚)

平成11.

(広島市)

複写製本・ 1冊
(A4-114枚)

カバー付

200407／2677
続 駅長談話室
カバー付

200407／2678
牧野俊介 中国地方鉄道スケッチ図

200407／2679
広島市都市交通調査特別委員会説明資料 １

200407／2680
広島市都市交通調査特別委員会説明資料 ２

200407／2681
山陽鉄道上郡～三石間船坂トンネル（下り線）工事図
面

青焼製本・ 1冊
B4-17枚

200407／2682
山陽鉄道船坂下り線隧道工事報告

青焼製本・ 1冊
(B6-63頁)

200407／2683
山陽鉄道岡山宇野間工事仕様書

竪冊・ 1冊(B5-18
丁)

200407／2684
内海忠勝（内海忠勝伝）

昭和41. 9. 1

内海忠勝顕彰会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-410頁)

明治23. 6. 1

信濃毎日新聞

刊・ 1枚(54×40)

明治21.12.

山陽鉄道会社

刊・ 1枚(46×34)

明治27. 6.10

芸備日日新聞

刊・ 1枚(44×90)

昭和52. 9.25

横川駅

刊・ 1冊(B5-27頁)

昭和 6. 3.

鉄道省工務局計画課

刊・ 1冊(B5-24頁)

昭和 7. 8.

鉄道省工務局計画課

刊・ 1冊(A4-54頁
+付図)

昭和 7. 8.

鉄道省工務局計画課

刊・ 1冊(A4-16頁
+付図)

昭和 7. 8.

鉄道省工務局計画課

刊・ 1冊(A4-27頁
+付図)

昭和 7.12.

鉄道省工務局計画課

刊・ 1冊(A4-92頁
+付図)

昭和 8. 8.

鉄道省工務局計画課

刊・ 1冊(A4-42頁
*付図)

カバー付

200407／2685
山陽鉄道計画を推進した内海忠勝兵庫県知事肖像
（信濃毎日新聞附録 第3408号）
メモ1枚付，筒入

200407／2686
山陽鉄道兵庫・姫路間 明治21年12月23日開通 運
転時刻・乗客賃金表
筒入

200407／2687
芸備日日新聞付録 明治27年6月10日 広島市鉄道
開通之図（芸備日日新聞第2471号附録）
筒入

200407／2688
開業80周年 横川駅80年の歩み

200407／2689
関門連絡線設計調査報告書 第一輯（総論之部）

200407／2690
関門連絡線設計調査報告書 第二輯（測量之部）

200407／2691
関門連絡線設計調査報告書 第三輯（潮流調査之
部）

200407／2692
関門連絡線設計調査報告書 第四輯（船舶調査之
部）

200407／2693
関門連絡線設計調査報告書 第五輯（地質調査之
部）

200407／2694
関門連絡線設計調査報告書 第六輯（漂砂調査之
部）
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200407／2695
山陰西線 線路案内

帝国鉄道庁

図書(並製本)・ 1
冊(20×20-44頁)

200407／2696
浜田線郷川橋梁架桁工事概要

大正 9.12.

青焼製本・ 1冊
(B5-厚30㎜)

200407／2697
境港修築計画概要（計画図）

大正11. 9.28

内務省下関土木出張所

刊・ 1冊(B6-折込
付図)

米子鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊(20×21)

米子鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊(20×21)

平成12. 4.

八田原親悠会 発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-267頁)

1970.

国鉄 中国支社

図書(並製本)・ 1
冊(24×26-12頁)

1967.～72.

日本国有鉄道

図書(上製本)・ 1
冊(B5横)

1967.～72.

日本国有鉄道

図書(上製本)・ 1
冊(B5)

昭和50. 3.

新幹線総局

刊・ 1冊(B4横-90
頁)

昭和50. 3.

新幹線総局

刊・ 1冊(B4横658頁)

200407／2698
車窓のながめ 山陰本線

200407／2699
車窓のながめ 境線・伯備線

200407／2700
八田原懐古

200407／2701
生まれかわる呉線

200407／2702
山陽新幹線建設資料集成（１）（合本）

200407／2703
山陽新幹線建設資料集成（２）（合本）

200407／2704
新幹線博多開業準備誌（本編）

200407／2705
新幹線博多開業準備誌（資料編）

200407／2706
釜山港設備一斑

大正 8. 4.

図書(並製本)・ 1
冊(B6-54頁+付
図)

200407／2707
観光船 讃岐丸物語―元宇高連絡船の航跡―

平成15. 4.18

萩原幹生／成山堂書店 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-320頁)

2010. 3.10

寺田裕一／株式会社ネコ・パブ
リッシング 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-48頁)

2010. 4. 1

寺田裕一／株式会社ネコ・パブ
リッシング 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-48頁)

昭和45.

片上鉄道

青焼製本・ 1冊
(B4横-51枚)

山陰鉄道研究会 複製

刊・ 1冊(B4横-57
枚)

片上鉄道

複写製本・ 1冊
(B4横-71枚)

岡山電気軌道株式会社

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

200407／2708
同和鉱業片上鉄道（上）（RM LIBRARY127）

200407／2709
同和鉱業片上鉄道（下）（RM LIBRARY128）

200407／2710
同和鉱業(株)片上鉄道事業所 車両竣功図表

200407／2711
同和鉱業(株)片上鉄道事業所 車輌竣功図綴

200407／2712
同和鉱業(株)片上鉄道事業所 車両竣功図表

200407／2713
岡山電気軌道(株) 車両竣功図表

200407／2714
岡山臨港・日ノ丸法勝寺線 車両竣工図表
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200407／2715
岡山県下津井電鉄株式会社鉄道事業部 停車場・停
留所 駅舎平面図綴

山陰鉄道研究会 複製

刊・ 1冊(B4横-16
枚)

下津井電鉄株式会社

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

水島臨海鉄道株式会社

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

井笠鉄道株式会社

青焼製本・ 1冊
(B4横-21枚)

井笠鉄道株式会社

青焼製本・ 1冊
(B4横-27枚)

山陰鉄道研究会

刊・ 1冊(B4-27枚)

200407／2716
下津井電鉄(株) 車両竣功図表

200407／2717
水島臨海鉄道(株) 車両竣功図表

200407／2718
列車運行図（附粁程表） 車両型式図集

昭和46. 3.31廃止

200407／2719
井笠鉄道(株) 車両竣功図表

200407／2720
鳥取県米子市 日の丸自動車株式会社 法勝寺電
鉄線 収集資料集約編

200407／2721
日ノ丸自動車(株)法勝寺電鉄線 車両竣功図表

青焼製本・ 1冊
(B4-14枚)

200407／2722
五十年のあゆみ

昭和49. 6.26

皆生温泉観光株式会社 編集・
発行

図書(上製本)・ 1
冊(B5-208頁)

山陰鉄道研究会

刊・ 1冊(B4-42枚)

平成22. 4.23

島根県立古代出雲歴史博物館
編／一畑電気鉄道株式会社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-83頁)

平成 4.

山陰鉄道研究会

刊・ 1冊(B4-28枚)

平成 5. 1.16改正

山陰鉄道研究会

刊・ 1冊(24×10)

カバー付

200407／2723
島根県・松江市 一畑電気鉄道株式会社 山陰唯一
のローカル私鉄 『神々の里を走る電車たち』 資料
編

200407／2724
ＢＡＴＡＤＥＮ [特別展]一畑電車百年ものがたり

200407／2725
島根県 松江市 一畑電気鉄道株式会社 収集資料
集約編

200407／2726
一畑電鉄・撮影用 列車運行図表

200407／2727
一畑電気鉄道(株) 車両竣功図表

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

200407／2728
一畑電気鉄道株式会社・広瀬線 車輌竣功図綴

山陰鉄道研究会 複製

刊・ 1冊(B4-7枚)

200407／2729
宇部電気鉄道・島根鉄道(株) 車両竣功図表

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B4)

200407／2730
尾道鉄道物語

2006.11.15

田尾健爾

刊・ 1冊(A5-34頁)

呉市交通局

青焼製本・ 1冊
(B4-20枚)

200407／2731
呉市交通局 車両竣功図表

200407／2732
広島電鉄(株)平和大通り線計画等資料（平成9～11
年）

(平成9.～11).

複写製本・ 1冊
(A4-143頁)

200407／2733
「広電ニュース」電車記事の抜粋

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4)

200407／2734
広島電鉄(株) 車両竣功図表

(昭和43.頃)

広島電鉄株式会社

青焼製本・ 1冊
(B4-39枚)
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200407／2735
広島電鉄(株) 車両竣功図表

広島電鉄株式会社

複写製本・ 1冊
(B4-142枚)

平成 7. 2.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊(B5-28頁
+資料14)

明治32.12.18

鳥居巌人 編輯・発行／工業雑
誌社 発行

図書(上製本)・ 1
冊(A5-320頁)

山陽電気軌道株式会社

青焼製本・ 1冊
(B4-23枚)

200407／2736
広島電鉄の自動車白書

200407／2737
藤岡博士電気鉄道論集

200407／2738
山陽電気軌道(株) 車両竣功図表

200407／2739
岡山県 成羽人車軌道 関係資料

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4)

200407／2740
備中吹屋吉岡銅山写真集

昭和60. 7.28

西本精治

図書(並製本)・ 1
冊(A4-60頁)

昭和62. 7.28

西本精治

図書(並製本)・ 1
冊(B5-136頁)

添書2枚付

200407／2741
備中吹屋吉岡銅山資料集
添書等6枚付

200407／2742
中国地方の森林軌道 関係資料

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4)

200407／2743
呉海軍工廠の機関車 関係資料

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4)

200407／2744
奥萩モノレール 関係資料

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(A4)

200407／2745
みつぎグリーンランドの森林浴鉄道「なかよしぽっぽ」

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ 1冊
(B5)

200407／2746
皇太子殿下広島県行啓録

昭和 3. 3.31

広島県庁

図書(上製本)・ 1
冊(A5-259頁)

昭和 7. 2.20

広島県

図書(上製本)・ 1
冊(A5-1150頁)

平成17. 8. 6(二版

広島財務局 編／難波康博 発
行

図書(並製本)・ 1
冊(A4-150頁)

明治43. 9.30

第五回中国六県聯合畜産馬匹
共進会 広島県協賛会

図書(並製本)・ 1
冊(18×10-92頁)

昭和37. 4.20

広島商工会議所 編集・発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-277頁)

昭和63. 3. 1

中尾壮一／白神社 発行

図書(並製本)・ 1
冊(B5-17頁)

昭和10. 5.31

山口県

図書(並製本)・ 1
冊(A5-101頁)

平成12. 8.

広島県広島南警察署

刊・ 1冊(A4-90頁)

昭和 3. 8.27

宮田光雄

図書(上製本)・ 1
冊(A5-２８７頁)

カバー付

200407／2747
昭和五年陸軍特別大演習広島県記録

200407／2748
街が消えた日 第一巻

200407／2749
広島県実業案内

200407／2750
1962版 広島商工名鑑

200407／2751
白神社社記

200407／2752
明治五年 明治天皇 山口県御巡幸記

200407／2753
広島南警察署95年史

200407／2754
元帥加藤友三郎伝
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200407／2755
わが国の軍備縮小に身命を捧げた 加藤友三郎

平成16.12. 8

田辺良平／有限会社 春秋社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-156頁)

昭和37. 1.25

村上哲夫／第五師団の歩み出
版委員会 発行

図書(並製本)・ 1
冊(A5-342頁)

昭和14.

双三郡三次町 民衆新報社

刊・ 1冊(B6-212
頁)

大正11. 7.18

清水吉康／金尾文淵堂 発行

折本・ 1冊
(23×10)

昭和 4. 3.30

広島県立商品陳列所 長野俊
之助 編集・発行／広島県商品
陳列所 発行

図書(並製本)・ 1
冊(19×11-39頁)

明治 4. 5.

大蔵省

図書(和綴)・ 1冊
(A5-29丁)

明治 8. 1.

大蔵省

竪冊・ 1冊(A5-28
丁)

東海銀行貨幣資料館

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ 2冊

明治 3.

大学暦局／京都 菊澤藤蔵

竪冊・ 1冊

明治 4.

大学星学局／京都 降谷明晴

竪冊・ 1冊

慶応元. 4.改正

浪華港 金林堂板

一紙(刊)・ 1枚
(38×97)

平成 6.12. 1

長船元昭

図書(上製本)・ 1
冊(A5-194頁)

平成17. 3.10

田辺良平／株式会社菁文社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-207頁)

平成16. 7.20

田辺良平／株式会社菁文社
発行

図書(並製本)・ 1
冊(B6-206頁)

200407／2756
第五師団の歩み

200407／2757
広島県北部五郡職員録 昭和14年版

200407／2758
山陽道パノラマ地図（日本全国パノラマ地図 第四
巻）

200407／2759
広島県物産取引案内

200407／2760
新貨条例
新聞記事切抜1枚付

200407／2761
貨幣条例 新貨条例改正 全

200407／2762
〔東海銀行貨幣資料館利用案内・パンフレット〕
封筒入

200407／2763
明治四辛未頒暦

200407／2764
明治五年壬申頒暦

200407／2765
従摂輯尼崎至長州萩府道中細見記
筒入

200407／2766
私の半生記 水邑 其の二
カバー付

200407／2767
ふるさとの銀行物語[広島編]

200407／2768
ふるさとの銀行物語[備後編]

200407／2769
山陽鉄道汽車運転時刻並賃金表・山陽鉄道旅客案
内

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2770
[絵葉書]（(岡山名所)岡山劇場）

絵葉書・ 1点

200407／2771
[絵葉書]（広島饒津神社渡御行列）（広島饒津神社時
代行列 其一～其七）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1括(6点)

明治 6. 9.

広島県権令 伊達宗興

竪冊・ 1冊

明治 7. 5. 3

広島県権令 伊達宗興

竪紙・ 1通

明治 7. 6. 5

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.11. 8

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

もと9点あったもの

200407／2772
〔広島県布告第二百五十五号 改訂鎮台条例〕

200407／2773
〔県第八拾号布達〕

200407／2774
〔仮医学校建設達〕

200407／2775
〔県第百八拾一号布達〕
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200407／2776
〔県第百八拾一号布達〕

明治 7.11. 8

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.11.10

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.11.24

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.11.27

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.12.

広島県権令 伊達宗興

竪冊・ 1冊

明治 7.12. 8

太政大臣 三条実美

仮竪冊・ 1冊

明治 7.12.10

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.12.17

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 7.12.17

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 8. 1.17

広島県権令 伊達宗興

竪冊・ 1冊

明治 8. 2. 7

広島県権参事 白浜貫禮

竪冊・ 1冊

明治 8. 2.10

広島県権参事 白浜貫禮

竪冊・ 1冊

明治 8. 2.24

広島県言参事 白浜貫禮

仮竪冊・ 1冊

明治 8. 3.17

広島県権令 藤井勉三

竪冊・ 1冊

明治 8. 3.20

広島県権令 藤井勉三

竪冊・ 1冊

明治 8.11.19

広島県権令 藤井勉三

竪冊・ 1冊

明治 8.11.27

広島県権令 藤井勉三

竪紙・ 1通

明治10. 5.

勧業博覧会広島県事務局

一紙・ 1通

明治10. 5.11

広島県令 藤井勉三

竪冊・ 1冊

200407／2777
〔下士官兵卒埋葬法則布令〕

200407／2778
〔文部省報告第廿六号布令〕

200407／2779
〔第百弐拾弐号（鳥獣猟規則改正）布令〕

200407／2780
〔第百二十三号（御国内廻漕規則）布令〕

200407／2781
〔救恤規則〕

200407／2782
〔県第百九拾五号布達〕

200407／2783
〔県第二百四号布達〕

200407／2784
〔県第二百四号布達〕

200407／2785
〔県第十二号布達〕

200407／2786
〔陸軍徴兵入費概則達〕

200407／2787
〔県第二十五号布達〕

200407／2788
〔外国人通行ノ節取扱方達〕

200407／2789
〔堤防道路橋梁等修築費用清算牒ノ儀達〕

200407／2790
〔県第五十九号布達〕

200407／2791
〔達第百拾一号（徴兵令改訂）布達〕

200407／2792
〔達第百二十号布達〕

200407／2793
〔内国勧業博覧会エ差出ス当管下ノ諸物品衆庶ノ縦
覧ヲ差許候旨広告〕

200407／2794
〔県甲第四拾七号布達〕

200407／2795
内務省衛生局雑誌第十七号 伊豆相模二国諸鉱泉
試験紀事

明治11. 9.30

竪冊・ 1冊

200407／2796
〔第三拾七号（西洋形船水先免状規則改正）布達〕

明治11.12.20

広島県令 藤井勉三

竪冊・ 1冊

明治12. 5.26

広島県令 藤井勉三

仮竪冊・ 1冊

明治19. 1.20

広島県令千田貞暁

仮竪冊・ 1冊

明治 7.11.27

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 8. 2.10

広島県権参事 白浜貫禮

竪冊・ 1冊

明治 7.11.10

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

200407／2797
〔第拾九号（西洋形商船免状改正）布達〕

200407／2798
〔甲第五号（菓子営業人心得書帳簿様式）布達〕

200407／2799
〔第百弐拾弐号布令〕

200407／2800
〔県第二十五号布達〕

200407／2801
〔下士官兵卒埋葬法則布令〕
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200407／2802
〔文部省報告第廿六号布令〕

明治 7.11.24

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

明治 8. 1.17

広島県権令 伊達宗興

竪冊・ 1冊

明治 7.12.10

広島県権令 伊達宗興

仮竪冊・ 1冊

1976.春.

鉄道友の会東中国支部

仮冊・ 1冊

大正10. 9. 1 8.31

鉄道省

図書(上製本)・ 1
冊

大正10. 9. 1 8.31

鉄道省

図書(上製本)・ 1
冊

大正10. 9. 1 8.31

鉄道省

図書(上製本)・ 1
冊

昭和44. 4. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和45. 4. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和46. 8.30

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和47. 3. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和47. 7.28

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和47.10. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和46. 3.31

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和46.12.15

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和47. 3.25

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和48. 3.31

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和48. 3.31

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和48.12.31

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和49. 2.28

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和48.12. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

200407／2803
〔県第十二号布達〕

200407／2804
〔県第百九拾五号布達〕

200407／2805
かもめ 51号（複製）（長船友則「三江線全通の日」）

200407／2806
日本鉄道史 上篇

200407／2807
日本鉄道史 中篇

200407／2808
日本鉄道史 下篇

200407／2809
日本国有鉄道百年史 1巻

200407／2810
日本国有鉄道百年史 2巻

200407／2811
日本国有鉄道百年史 3巻

200407／2812
日本国有鉄道百年史 4巻

200407／2813
日本国有鉄道百年史 5巻

200407／2814
日本国有鉄道百年史 6巻

200407／2815
日本国有鉄道百年史 7巻

200407／2816
日本国有鉄道百年史 8巻

200407／2817
日本国有鉄道百年史 9巻

200407／2818
日本国有鉄道百年史 10巻

200407／2819
日本国有鉄道百年史 11巻

200407／2820
日本国有鉄道百年史 12巻

200407／2821
日本国有鉄道百年史 13巻

200407／2822
日本国有鉄道百年史 14巻
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200407／2823
日本国有鉄道百年史 年表

昭和47.10.14

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和49. 3. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和49.10.14

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和47.10.14

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

昭和48.12. 1

日本国有鉄道/（財）交通協力会 図書(上製本)・ 1
発行
冊

平成12. 7.28

運輸政策研究機構/成山堂書店 図書(上製本)・ 1
発行
冊

平成19. 6.

同社編纂委員会/日本貨物鉄道 図書(上製本)・ 1
（株） 発行
冊

平成19. 6.

同社編纂委員会/日本貨物鉄道 図書(上製本)・ 1
（株） 発行
冊

平成19. 6.

同社編纂委員会/日本貨物鉄道 図書(上製本)・ 1
（株） 発行
冊

平成19. 6.

同社編纂委員会/日本貨物鉄道 図書(上製本)・ 1
（株） 発行
冊

平成19.10.

日本貨物鉄道(株)写真でみる貨
物鉄道百三十年編集委員会 編
/交通新聞サービス（株） 発行

図書(上製本)

明治33. 9.25

木下立安 著/鉄道時報局 発行

図書(上製本)・ 1
冊

明治36. 6.22

木下立安 著/鉄道時報局 発行

図書(上製本)・ 1
冊

200407／2824
日本国有鉄道百年史 通史

200407／2825
日本国有鉄道百年史 索引・便覧

200407／2826
日本国有鉄道百年写真史

200407／2827
日本国有鉄道百年史 別巻 国鉄歴史辞典

200407／2828
日本国有鉄道民営化に至る15年

200407／2829
貨物鉄道百三十年史 上巻

200407／2830
貨物鉄道百三十年史 中巻

200407／2831
貨物鉄道百三十年史 下巻

200407／2832
貨物鉄道百三十年史 索引

200407／2833
写真にでみる 貨物鉄道百三十年

200407／2834
帝国鉄道要鑑 第壱版

200407／2835
帝国鉄道要鑑 第弐版

200407／2836
帝国鉄道要鑑 第参版（復刻） 明治期鉄道史資料 補 明治39. 4.28/昭和56.
巻（2）
7.20（復刻）

木下立安 著/鉄道時報局 発行/ 図書(上製本)・ 1
日本経済評論社 発行
冊

200407／2837
本邦鉄道史上第一頁に記載さるべき事蹟に就て

大正10.10.

武藤長蔵

1958. 3.

日本国有鉄道/有限会社桜井広 図書(並製本)・ 1
済堂
冊

1959. 1.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

1959. 1.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

1959. 1.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

1958.12.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2838
鉄道技術発達史 第1篇（総説）

200407／2839
鉄道技術発達史 第2篇（施設）１

200407／2840
鉄道技術発達史 第2篇（施設）２

200407／2841
鉄道技術発達史 第2篇（施設）３

200407／2842
鉄道技術発達史 第3篇（電気）

180

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／2843
鉄道技術発達史 第4篇（車両と機械）１

1958.10.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

1958.10.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

1958. 3.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

1958. 3.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

昭和32. 3.31

国有鉄道外務部長/桜井広済堂 図書(並製本)・ 1
冊

昭和23. 3. 1

運輸省

明治32. 1.15～
12.25/1997. 4.30

鉄道時報局/「鉄道時報」刊行会 図書(上製本)・ 1
編/八朔社 復刻
冊

明治33. 1.15～
12.25/1997. 4.30

鉄道時報局/「鉄道時報」刊行会 図書(上製本)・ 1
編/八朔社 復刻
冊

明治34. 1.15～
12.25/1997. 4.30

鉄道時報局/「鉄道時報」刊行会 図書(上製本)・ 1
編/八朔社 復刻
冊

昭和27.10.14

社団法人日本交通協会会長井
上匡四郎 編/日本国有鉄道総
裁室文書課 発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和10. 3.

帝国鉄道協会

図書(並製本)・ 1
冊

明治45. 5. 1/昭和62.
5. 1（復刻）

鉄道院総裁官房文書課/鉄道史 図書(並製本)・ 1
資料保存会 復刻
冊

大正 8. 3.31

鉄道院

図書(並製本)・ 1
冊

大正10. 9. 1

鉄道省

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 2.11. 1

鉄道省/鉄道教育会 発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和 5. 7. 1

鉄道省

図書(並製本)・ 1
冊

昭和60. 9.20

日本国有鉄道旅客局 編/日本
交通公社出版事業局 翻刻発売

図書(上製本)・ 1
冊

1998.10. 1

石野 哲/JTB 発行

図書(上製本)・ 1
冊

1998.10. 1

石野 哲/JTB 発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和 4.11. 1

鉄道省監督局 調/社団法人鉄
道同志社 編輯兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

200407／2844
鉄道技術発達史 第4篇（車両と機械）２

200407／2845
鉄道技術発達史 第5篇（運転）

200407／2846
鉄道技術発達史 第6篇（船舶） 第７篇（研究） 第８篇
（年表）

200407／2847
鉄道終戦処理史

200407／2848
国有鉄道の復興 鉄道75周年記念出版第一集

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2849
鉄道時報 第1巻（明治32年第1～35号） 復刻

200407／2850
鉄道時報 第2巻（明治33年第36～71号） 復刻

200407／2851
鉄道時報 第3巻（明治34年第72～119号） 復刻

200407／2852
国鉄の回顧―先輩の体験談―

200407／2853
日露戦役鉄道関係者回顧座談会 付「日露戦役鉄道
従事員会名簿」

200407／2854
鉄道停車場一覧（復刻）

200407／2855
鉄道停車場一覧

200407／2856
鉄道停車場一覧

200407／2857
鉄道停車場一覧 昭和二年版 附関係法規・線路図運
賃早見表

200407／2858
鉄道停車場一覧

200407／2859
日本国有鉄道停車場一覧

200407／2860
停車場変遷大事典 国鉄・JRⅠ

200407／2861
停車場変遷大事典 国鉄・JRⅡ

200407／2862
地方鉄道軌道一覧 附専用鉄道 昭和4年8月1日現在
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200407／2863
地方鉄道軌道一覧 附専用鉄道 昭和7年10月1日現
在

昭和 7.12.10

鉄道省監督局 調/社団法人鉄
道同志社 編輯兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和12. 7. 8

鉄道省監督局 調/社団法人鉄
道同志社 編輯兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和14. 6.25

鉄道省監督局 調/社団法人鉄
道同志社 編輯兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和16. 2.15

鉄道省監督局 調/社団法人鉄
道同志社 編輯兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和23. 5.

運輸省陸運監理局 編

図書(並製本)・ 1
冊

昭和33.12.15

運輸省鉄道監督局 監修/日本
法制資料出版社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和40. 3.25

運輸省鉄道監督局 監修/日本
法制資料出版社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

平成12. 9.30

運輸省鉄道局 監修/株式会社
電気社研究会 ・鉄道図書刊行
会 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 4. 5.21

鉄道省監督局 編纂/社団法人
鉄道同志会 発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和 7. 6.15

社団法人電気協会関東支部 編
纂兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和 5.12.20

電車製作調査委員会 編纂/社
団法人電気協会関東支部 発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

2005.12. 1

老川慶喜 編/日本経済評論社
発行

図書(上製本)・ 1
冊

明治44. 5.13

山野金蔵 編輯/有斐閣書房 発
行

図書(上製本)・ 1
冊

明治33. 8.23

坂本巳之松 編輯兼発行/鉄道
時報局 発行

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2864
地方鉄道軌道一覧 附専用鉄道 昭和12年4月1日現
在

200407／2865
地方鉄道軌道一覧 附専用鉄道 在14年4月1日現在

200407／2866
地方鉄道軌道一覧 昭和15年11月1日現在

200407／2867
私鉄要覧

200407／2868
昭和33年度 私鉄要覧

200407／2869
昭和40年度 私鉄要覧

200407／2870
平成12年度 鉄道要覧

200407／2871
地方鉄道軌道営業年鑑

200407／2872
第九回電気鉄道事業営業統計書 昭和5年度

200407／2873
最新電動客車明細表及型式図集

200407／2874
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第1
巻

200407／2875
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第2
巻

200407／2876
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第3
巻

200407／2877
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第4
巻

200407／2878
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第5
巻

200407／2879
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第6
巻 株主名簿（明治21～28）

200407／2880
明治期私鉄営業報告書集成（4） 山陽鉄道会社 第7
巻 株主名簿（明治28～40）

200407／2881
帝国六法全書 全 二十三版

200407／2882
新鉄道法令集
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200407／2883
鉄道新法規 付運転規則

明治33. 9.16

和田栄次郎 編輯兼発行/文友
堂 発行

図書(並製本)・ 1
冊

明治42. 8.20

池田武夫 編輯/渡辺宗二郎 発
行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和 4. 7.15

上村保 編輯兼発行/鉄道経営
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

明治29. 6.29

岡村良朗ほか 編輯兼発行

図書(上製本)・ 1
冊

大正 2.11.24

鉄道院総裁官房 編纂/大谷仁
兵衛 発行

図書(並製本)・ 1
冊

明治43.10. 5

小島榮次郎 編輯兼発行/鉄道
時報局 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和10. 3. 6.15

坪崎信正 編輯兼発行/鉄道同
志会 発行

図書(上製本)・ 1
冊

明治44. 8.10

鉄道共政会 編纂・発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和26. 5. 9

広島鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和23. 8.25

森重技官/中央書院 発行

並製本綴・ 1綴

昭和22. 2.12

運転局

図書(並製本)・ 1
冊

大正 4. 2.20現行

神戸鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊

大正11. 3.15

鉄道省運輸局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 3. 4. 1訂補

鉄道省運輸局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 3. 6. 1現行

門司鉄道局運転課 編纂

図書(並製本)・ 1
冊

大正14. 5. 1施行

鉄道省運輸局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和11. 9. 1現行

広島鉄道局運転部

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 8. 3.

鉄道省運輸局

図書(並製本)・ 1
冊

明治34.10.31現行

鉄道作業局運輸部

図書(並製本)・ 1
冊

大正12. 3.23再版

木下武之助/株式会社鉄道時報 図書(並製本)・ 1
局
冊

大正13.11.15

株式会社鉄道時法局

200407／2884
鉄道法規一般

200407／2885
従業員必携 鉄道軌道法令集

200407／2886
鉄道要鑑

200407／2887
鉄道法規類抄 総則 上巻 大正2年11月1日現行

200407／2888
29版 増補 鉄道新法令集

200407／2889
交通法規

200407／2890
運転及信号取扱心得注釈

200407／2891
運転取扱細則

200407／2892
運転取扱心得 [ほか]

200407／2893
運転取扱心得（運転・信号）

200407／2894
列車運転及信号取扱心得 第五版

200407／2895
列車運転及信号取扱心得 信号解説

200407／2896
運転取扱心得

200407／2897
運転取扱心得

200407／2898
運転取扱心得

200407／2899
運転取扱心得（上） 附関係達集

200407／2900
列車内営業ニ関スル取扱手続

200407／2901
運転ニ関スル令達類纂

200407／2902
増補訂正 地方鉄道法令集

200407／2903
地方鉄道法令全集 附軌道法令

図書(並製本)・ 1
冊
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200407／2904
改正地方鉄道法

昭和 6. 1.15

古谷善亮 著/鉄道経営社 発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和23. 6. 5現在

鉄道渉外事務局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和29. 4. 1現在

日本国有鉄道総裁室外務部

並製本綴・ 1綴

大正 8. 5.

神戸鉄道管理局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 3.10.15

東京鉄道局

図書(上製本)・ 1
冊

昭和12.12. 1施行

運輸局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和14. 4. 1現在

新橋運輸事務所

図書(並製本)・ 1
冊

大正15. 5.

ピー・エル合名会社

図書(上製本)・ 1
冊

明治42. 9.

鉄道院

図書(並製本)・ 1
冊

明治44. 2.

鉄道院/復刻丹沢新社

図書(上製本)・ 1
冊

明治43.11.

鉄道院/復刻丹沢新社

図書(上製本)・ 1
冊

明治44. 8.

鉄道院

図書(並製本)・ 1
冊

日本国有鉄道

クリアファイル・ 1
冊

200407／2905
連合軍旅客列車及び専用客車取扱手続―並びに関
係達示類集―

200407／2906
和英駐留軍運送関係手続

200407／2907
御召列車ノ警護ニ関スル規程

200407／2908
御召列車ノ警護ニ関スル令達抜粋

200407／2909
御召列車運転及警護心得 附関係規定

200407／2910
御召列車運転及警護ニ関スル令達集
客車型式図20付

200407／2911
汽車用軽便枕

200407／2912
機関車略図（青焼） 技術課車輛

200407／2913
客車略図 上巻（単車）

200407／2914
客車略図 下巻（ボギー車）

200407／2915
貨車略図 上巻（青焼）上巻

200407／2916
国鉄車両案内パンフレット集（33点）
Ａ5ファイルに33点

200407／2917
鉄道公報ダイジェスト（昭和24～29年）(1)コピー

昭和24.～29.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和24.～29.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和24.～29.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和24.～29.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和24.～29.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和31.～37.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和38.～41.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2918
鉄道公報ダイジェスト（昭和24～29年）(2)コピー

200407／2919
鉄道公報ダイジェスト（昭和24～29年）(3)コピー

200407／2920
鉄道公報ダイジェスト（昭和24～29年）(4)コピー

200407／2921
鉄道公報ダイジェスト（昭和24～29年）(5)コピー

200407／2922
新聞スクラップ 鉄道一般 1(昭和31～37年)

200407／2923
新聞スクラップ 鉄道一般 2(昭和38～41年)
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200407／2924
新聞スクラップ 鉄道一般 3(昭和41～45年)

昭和41.～45.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和46.～50.

図書(並製本)・ 1
冊

昭和60.～平成 9.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2925
新聞スクラップ 鉄道一般 4(昭和46～50年)

200407／2926
新聞スクラップ 鉄道一般 国鉄からＪＲへ（昭和60～
平成9年）

200407／2927
所管業務の概要 1969

昭和44.

日本鉄道建設公団大阪支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和46.

日本鉄道建設公団大阪支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和49.

日本鉄道建設公団大阪支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和52.

日本鉄道建設公団大阪支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和46.

日本鉄道建設公団下関支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和48.

日本鉄道建設公団下関支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和49.

日本鉄道建設公団下関支社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和52.

日本鉄道建設公団下関支社

図書(並製本)・ 1
冊

2008. 2.14

荒川清彦 著/（株）淡交社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和11.12.

広島鉄道局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和26.12.15

日本国有鉄道広島地方経理事
務所長 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和31. 9.10

日本国有鉄道広島鉄道管理局
長 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和46.10.

広島陸運局総務課 編集発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和47.

広島陸運局研究会

図書(並製本)・ 1
冊

昭和57.

広島陸運局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和58.

広島陸運局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和59.12.

中国運輸局総務部総務課 編集
発行

図書(並製本)・ 1
冊

200407／2928
所管業務の概要 1971 付「大阪工事局の概要 1972」

200407／2929
所管業務の概要 1974

200407／2930
1977 所管工事の概要

200407／2931
所管工事の概要 昭和46年

200407／2932
所管工事の概要 昭和48年

200407／2933
所管工事の概要 昭和49年

200407／2934
所管工事の概要 昭和52年 付「工事のあらまし
1978」，「昭和50.9今福線，南勝線，岩日北線」コピー

200407／2935
京都駅物語―駅と鉄道130年のあゆみ―

200407／2936
要覧（昭和11年12月編）

200407／2937
昭和25年度 鉄道要覧（広島地方編）

200407／2938
昭和31年版 鉄道要覧

200407／2939
陸運めも 1971（昭和46年度版）

200407／2940
陸運めも 1972（昭和47年度版）

200407／2941
広島陸運めも 1982（昭和57年度版）

200407／2942
広島陸運めも 1983（昭和58年度版）

200407／2943
業務概要（陸運編） 1984（昭和59年度版）
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200407／2944
業務概要（陸運編） 1985（昭和60年度版）

昭和60.12.

中国運輸局総務部総務課 編集
発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和 3.

日本国有鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

平成10.

日本食堂株式会社社史編集室
編集

図書(上製本)・ 1
冊

200407／2945
にっぽん ＮＩＰＰＯＮ（英文鉄道写真集）

200407／2946
日本食堂60年史

200407／2947
列車食堂メニュー

アルバム・ 1冊

200407／2948
ＪＲ時刻表 №524

平成18.12. 1

株式会社交通新聞社

図書(並製本)・ 1
冊

2007. 7. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2008. 3. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2009. 5. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2010. 3. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2011. 3. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2012. 3. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

平成25. 3.19

交通新聞社

図書(並製本)・ 1
冊

2014. 3. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

平成26. 3.20

交通新聞社

図書(並製本)・ 1
冊

2015. 4. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2016. 4. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

2016. 7. 1

ＪＴＢパブリッシング

図書(並製本)・ 1
冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

200407／2949
ＪＴＢ時刻表 №978

200407／2950
ＪＴＢ時刻表 №986

200407／2951
ＪＴＢ時刻表 №1000

200407／2952
ＪＴＢ時刻表 №1010

200407／2953
ＪＴＢ時刻表 №1022

200407／2954
ＪＴＢ時刻表 №1034

200407／2955
ＪＲ時刻表 №600 平成25年4月号

200407／2956
ＪＴＢ時刻表 №1058

200407／2957
ＪＲ時刻表 №612 平成26年4月号

200407／2958
ＪＴＢ時刻表 №1071

200407／2959
ＪＴＢ時刻表 №1083

200407／2960
ＪＴＢ時刻表 №1086

200407／2961
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 1 新幹線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2962
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 2 山陽本
線（東部）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2963
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 3 山陽本
線（中部）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚
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200407／2964
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 4 山陽本
線（西部）

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2965
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 5 赤穂線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2966
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 6 姫新線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2967
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 7 津山線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2968
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 8 因美線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2969
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 9 宇野線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2970
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 10 本四備
讃線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2971
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 11 吉備線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2972
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 12 伯備線
（岡山県）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2973
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 13 伯備線
（鳥取県）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2974
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 14 福塩線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2975
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 15 呉線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2976
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 16 芸備線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2977
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 17 可部線
（可部以南）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2978
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 18 可部線
（可部以北）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2979
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 19 岩日線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2980
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 20 錦川鉄
道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2981
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 21 岩徳線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚
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200407／2982
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 22 山口線

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2983
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 23 宇部線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2984
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 24 小野田
線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2985
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 25 美祢線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2986
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 26 山陰本
線（東部）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2987
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 27 山陰本
線（中部）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2988
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 28 山陰本
線（西部）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2989
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 29 若桜線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2990
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 30 若桜鉄
道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2991
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 31 境線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2992
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 32 木次線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2993
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 33 三江線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2994
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 34 宇品線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2995
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 35 倉吉線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2996
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 36 大社線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2997
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 37 智頭急
行
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2998
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 38 宇高航
路
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／2999
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 39 鉄道連
絡線（宮島航路他）
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚
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200407／3000
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 40 岡山電
気軌道

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3001
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 41 水島臨
海鉄道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3002
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 43 広島電
鉄 市内線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3003
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 44 広島電
鉄 宮島線
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3004
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 45 広島高
速交通
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3005
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 46 一畑電
気鉄道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3006
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 47 スカイ
レール
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3007
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 48 片上鉄
道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3008
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 49 岡山臨
港鉄道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3009
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 50 井笠鉄
道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3010
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 51 呉市営
電気軌道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3011
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 52 山陽電
気軌道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3012
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 53 日ノ丸
法勝時電気鉄道
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3013
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 54 防石，
尾道，玉野，西鉄
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3014
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 55 広島駅
写真1シートに4枚×18シートで合計72枚

200407／3015
細川延夫写真集 船木鉄道他

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×15シートで合計55枚

200407／3016
細川延夫写真集 尾道鉄道他

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×18シートで合計77枚
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200407／3017
中国地方の機関区・転車台（絵葉書，写真）

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×25シートで合計98枚

200407／3018
中国地方 私鉄の社紋集

アルバム・ 1冊

写真1シートに4枚×18シートで合計70枚

200407／3019
山陽ホテル，宮島ホテル，その他ホテル資料ファイル

アルバム・ 1冊

200407／3020
写真集 中国地方の鉄道（長船友則撮影） 下津井鉄
道

長船友則 撮影

アルバム・ 1冊

鉄道友の会中国支部

図書(並製本)・ 1
冊

鉄道友の会中国支部

図書(上製本)・ 1
冊

藤井浩三

図書(上製本)・ 1
冊

長船友則 編

図書(上製本)・ 1
冊

長船友則 編著

図書(上製本)・ 1
冊

広島鉄道局運輸部

図書(並製本)・ 1
冊

二山堂写真館 撮影並調整者

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3021
しぐなる 1（鉄道史研究資料）№0～40

200407／3022
しぐなる 2（鉄道史研究資料）№41～86

200407／3023
ラウンドハウス（鉄道史研究資料）№1～42

200407／3024
藤井浩三「中国地方の鉄道」著作集（コピー本）

200407／3025
補遺版 宇品線92年の軌跡

平成29.

200407／3026
運転事故通報（省外秘） №1（1936）～№19（1938）（但 昭和11.～13.
№6・№7欠）

200407／3027
六百万粁無事故表彰記念写真帳 鉄道省大阪鉄道
局福知山機関庫

昭和 5. 5.

200407／3028
新聞スクラップ 広島電鉄社内報「輪苑」抜粋

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3029
中国地方 国鉄動力車配置表（コピー本） 蒸気機関車 昭和32.11. 1～50.
全盛期（1957）から消滅（1975）まで
3.31

鉄道図書刊行会

雑誌抜粋綴・ 1冊

200407／3030
中国地方の蒸気機関車（貴重写真・記事） 雑誌『蒸
気機関車』より

昭和48. 1. 1～53. 7. 1

図書(並製本)・ 1
冊

昭和31.～44.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3031
国鉄中国支社発表他貴重資料（1956～1969）芸備線
ストーブ付客車について他

200407／3032
山陽ホテル記録誌

平成23. 3.

交通科学博物館

図書(並製本)・ 1
冊

平成25. 5. 1二版

瀬野川流域郷土史懇話会 発行

図書(並製本)・ 1
冊

2014.11.

米丸嘉一 著

図書(並製本)・ 1
冊

平成27. 3.31

芸備線愛好のぞみ会 編集発行

図書(並製本)・ 1
冊

平成27. 8. 8

島根県技術士会 編集発行

図書(並製本)・ 1
冊

柴田太一郎 編集発行/神戸新
聞総合出版センター

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3033
瀬野に機関庫があった―「瀬野‐八（セノハチ）」上り
勾配22.6パーミル― 瀬野郷土史叢書3

200407／3034
芸備線百年～あなたの思い出の駅 思い出の列車は
～ ものがたり・三次地方史

200407／3035
芸備線ありがとう100年

200407／3036
「幻の広浜鉄道 今福線」研究

200407／3037
今は鉄橋渡るぞと（余部鉄橋） 明治以来，天空を翔る 2012. 7.14
鉄の花道を渡った列車
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200407／3038
山陰線工事と朝鮮人労働者 鉄路に響く鉄道工夫アリ 2012. 5.15
ラン

徐根植 著/明石書房

図書(上製本)・ 1
冊

200407／3039
大阪駅の歴史（コピー本）

平成15. 4.27

大阪ターミナルビル株式会社/大 図書(並製本)・ 1
阪ターミナルビル株式会社駅史 冊
編集委員会 編

平成27. 5.10

紫雲丸遭難60周年記念事業実
行員会

2012. 7. 1

長船友則 著/ネコパブリッシング 図書(並製本)・ 1
冊

2015.12. 1

湯口徹 著/ネコパブリッシング

2016. 1. 1

寺田裕一 著/ネコパブリッシング 図書(並製本)・ 1
冊

2017. 1. 1

白土貞夫 著/ネコパブリッシング 図書(並製本)・ 1
冊

2017. 3. 1

長船友則 著/ネコパブリッシング 図書(並製本)・ 1
冊

2007. 4.17

寺田裕一 著/ネコパブリッシング 図書(並製本)・ 1
冊

平成21. 3.31

井原鉄道10周年記念誌編集委
員会 編/井原鉄道株式会社 発
行

図書(並製本)・ 1
冊

平成23. 3.31

尾道学研究会 発行

図書(並製本)・ 1
冊

平成24. 3.31

日ノ丸自動車社史編纂委員会
図書(並製本)・ 1
編/日ノ丸自動車株式会社 発行 冊

2016. 9.

船木鉄道株式会社

200407／3040
紫雲丸遭難追悼録―あれから60年 忘れてはならぬ
人の命のこと―

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3041
RM LIBRARY 155 宇品線92年の軌跡

200407／3042
RM LIBRARY 100 鞆鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3043
RM LIBRARY 197 岡山臨港鉄道

200407／3044
RM LIBRARY 209 米子を走った電車

200407／3045
RM LIBRARY 211 可部線 波乱の軌跡

200407／3046
消えた轍 ローカル私鉄廃線跡探訪―4 近畿・中国・
四国・九州―

200407／3047
井原鉄道10周年記念誌

200407／3048
タイムスリップ・レール…オノテツ

200407／3049
日ノ丸自動車80年史

200407／3050
船木鉄道100年史

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3051
鉄道趣味，TMS，他雑誌 中国地方鉄道記事抜粋

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3052
戦後「鉄道趣味誌」中国地方重要記事集成

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3053
新聞スクラップ 鉄道記事 第2号

昭和24.11.～25. 8.

大学ノート・ 1冊

昭和25. 8.～27. 3.

大学ノート・ 1冊

昭和26. 4.～28. 3.

大学ノート・ 1冊

昭和27. 8.～29. 3.

大学ノート・ 1冊

昭和29. 2.～30. 5.

大学ノート・ 1冊

昭和30. 5.～33. 2.

大学ノート・ 1冊

200407／3054
新聞スクラップ 鉄道記事 第3号

200407／3055
新聞スクラップ 鉄道記事 第4号

200407／3056
新聞スクラップ 鉄道記事 第5号

200407／3057
新聞スクラップ 鉄道記事 第6号

200407／3058
新聞スクラップ 鉄道記事 第7号
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200407／3059
新聞スクラップ 山陽新幹線 11（平成17～24年）

平成17.～24.

図書(並製本)・ 1
冊

平成19.～24.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3060
新聞スクラップ 広島電鉄 5（平成19～24年）

200407／3061
新聞スクラップ 多様な鉄道趣味とその人々

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3062
新聞スクラップ 中国地方鉄道の歴史 山陽，芸備，芸
雲，両山，長州鉄道，宇品，大嶺，可部線，広島電
鉄，米子電車他

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3063
新聞スクラップ 中国地方の廃止線，航路 宇品線，尾
道，防石，西大寺，井笠，下津井，玉野，日の丸，大
社宮島，船木鉄道，岩井軌道，岩国電車，航路（H20
～24）他

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3064
新聞スクラップ 山陽本線5（H22～24），呉線2（H16～
24），可部線4（H17～24）

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3065
新聞スクラップ 山陰（H18～24），岡山県（H18～24），
山口県（H17～24）の鉄道

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3066
新聞スクラップ 中国地方の鉄道8（H22～24），広島空
港アクセス鉄道計画

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3067
新聞スクラップ 広島高速交通4（H16～24），スカイ
レール（H5～24），ロープウェイ（S32～H24）

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3068
新聞スクラップ 中国地方の旅客航路1（S34～H19）

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3069
新聞スクラップ 中国地方の旅客航路2（H20～24），宮
島航路（S39～H24），広島市内川舟（S57～H24）

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3070
航空要覧

昭和 8.11.

逓信省航空局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和33. 8.

運輸省航空局

図書(並製本)・ 1
冊

昭和63. 6. 1

広島空港ビルディング株式会社
編集発行

図書(並製本)・ 1
冊

1996.12.16

上野誠治 著/東洋図書出版株
式会社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和18.10.30

仁村俊 著/株式会社鱒書房

図書(上製本)・ 1
冊

昭和12.11.20

北村亀男 編輯兼発行者/(財)帝 図書(並製本)・ 1
国飛行協会 発行
冊

200407／3071
民間航空の概況

200407／3072
航空ひろしま №1

200407／3073
広島西飛行場 存続の危機脱出「変遷史」

200407／3074
航空五十年史

200407／3075
日本航空法規全集 昭和12年 増補改訂

200407／3076
新聞スクラップ 中国地方の旅客空路 1（昭和26～63
年）

昭和26．～63.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3077
新聞スクラップ 中国地方の旅客空路 2（平成1～6年） 平成 1.～ 6.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3078
新聞スクラップ 中国地方の旅客空路 3（平成7～12
年）
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図書(並製本)・ 1
冊
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200407／3079
新聞スクラップ 中国地方の旅客空路 4（平成13～19
年）

平成13.～19.

図書(並製本)・ 1
冊

平成20.～24.

図書(並製本)・ 1
冊

200407／3080
新聞スクラップ 中国地方の旅客空路 5（平成20～24
年）

200407／3081
旅客航空路関係 資料ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3082
広島バス60年史 1950年～2010年

平成22. 8.

広島バス60年史編集委員会 編/ 図書(並製本)・ 1
広島バス株式会社 発行
冊

明治10.12.22

鎌田寛 編輯兼出版人

和装本・ 1冊

明治10. 7.23

高橋俑助 編輯兼出版人

和装本・ 1冊

明治23. 4.

内閣官報局

和装本・ 1冊

昭和18. 5.15

株式会社呉新興日報社 編集発
行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和28. 3.30

株式会社中国日報社 編・発行

図書(上製本)・ 1
冊

昭和26. 3.

広島地方気象台

図書(並製本)・ 1
冊

昭和48. 4.23

薄田太郎 著/たくみ出版株式会
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和48. 6.25

薄田太郎 著/たくみ出版株式会
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和48. 9.28

薄田太郎 著/たくみ出版株式会
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和48.12.10

薄田太郎 著/たくみ出版株式会
社 発行

図書(並製本)・ 1
冊

昭和52. 8.15

中国新聞社

図書(並製本)・ 1
冊

昭和55. 3.30

廿日市町教育委員会 編集発行

図書(並製本)・ 1
冊

大正 4. 4. 1

広島県物産共進会協賛会 編纂
兼発行者

図書(上製本)・ 1
冊

200407／3083
人民必要 契約之心得 全

200407／3084
人民必要 戸籍之心得 全

200407／3085
日本商法（法令全書 号外）

200407／3086
大呉市民史 明治篇

200407／3087
大呉市民史 大正篇（上巻）

200407／3088
広島 気象60年報 自明治22年至昭和23年

200407／3089
がんす横丁

200407／3090
続がんす横丁

200407／3091
続々がんす横丁

200407／3092
がんす夜話

200407／3093
写真で見る広島あのころ 広島市街全図付

200407／3094
ふるさとの写真集

200407／3095
広島県小誌

200407／3096
御遊覧人力車券 明治期 広島駅ヨリ一台ニ付 金四
拾五銭

一紙(刊)・ 1点

200407／3097
吉田松陰幕禁を犯して米艦を訪付ふ

明治39. 4. 3

青雲堂石版部

一紙(刊)・ 1点

平成11. 1.21

(株)ザ・ひろしま新聞社

新聞・ 1部

平成11. 2.27

(株)ザ・ひろしま新聞社

新聞・ 1部

200407／3098
日刊新聞「ザ・ひろしま」第1号

200407／3099
日刊新聞「ザ・ひろしま」第27号（終刊号）
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200407／3100
15年戦争とひろしま 平和教育教材写真集

広島平和教育研究所 編/広島
袋入一紙(刊)・ 1
原爆被爆教職員の会・広島平和 点
教育研究所出版部 刊

200407／3101
幻の今福泉・岩日北線建設工事未完成の路線図ファ
イル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3102
私鉄各社に関する資料・その他ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3103
山陽鉄道・山陽本線関係資料ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3104
国鉄・ＪＲの各鉄道線に関する資料ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3105
山陽鉄道運転関係資料（コピー）ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3106
鉄道関係の写真・路線図・地図資料ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3107
鉄道（記念）絵葉書 国鉄1

アルバム・ 1冊

200407／3108
鉄道（記念）絵葉書 国鉄2

アルバム・ 1冊

200407／3109
鉄道（記念）絵葉書 国鉄3

アルバム・ 1冊

200407／3110
鉄道（記念）絵葉書 国鉄4

アルバム・ 1冊

200407／3111
鉄道（記念）絵葉書 国鉄5

アルバム・ 1冊

200407／3112
鉄道（名所）絵葉書 国鉄1

アルバム・ 1冊

200407／3113
鉄道（名所）絵葉書 国鉄2

アルバム・ 1冊

200407／3114
鉄道（名所）絵葉書 国鉄3

アルバム・ 1冊

200407／3115
鉄道（名所）絵葉書 国鉄4

アルバム・ 1冊

200407／3116
鉄道（名所）絵葉書 国鉄5

アルバム・ 1冊

200407／3117
鉄道（名所）絵葉書 国鉄6

アルバム・ 1冊

200407／3118
鉄道（名所）絵葉書 国鉄7

アルバム・ 1冊

200407／3119
鉄道（名所）絵葉書 国鉄8

アルバム・ 1冊

200407／3120
鉄道（記念）絵葉書 私鉄1

アルバム・ 1冊

200407／3121
鉄道（記念）絵葉書 私鉄2

アルバム・ 1冊

200407／3122
鉄道（名所）絵葉書 私鉄1

アルバム・ 1冊

200407／3123
鉄道（名所）絵葉書 私鉄2

194

アルバム・ 1冊

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／3124
鉄道（観光）絵葉書 戦後1

アルバム・ 1冊

200407／3125
鉄道（観光）絵葉書 戦後2

アルバム・ 1冊

200407／3126
鉄道（観光）絵葉書 新幹線

アルバム・ 1冊

200407／3127
鉄道各種（乗車券他） 資料集1

アルバム・ 1冊

200407／3128
鉄道記念スタンプ帳1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3129
鉄道記念スタンプ帳2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3130
〔鉄道記念スタンプ帳3〕

クリアファイル・ 1
括(2冊)

200407／3131
時刻表・ポスター・地図他

括・ 1括(118点)

箱入り一括

200407／3132
10～20千分1旧（地形図）

括・ 1括(98点)

箱入り一括

200407／3133
5万分1新（地形図）

括・ 1括(146点)
箱入り一括

200407／3134
地図旧25千分ノ1（地形図）

括・ 1括(221点)

箱入り一括

200407／3135
10～25千分ノ1新（地形図）

括・ 1括(234点)

箱入り一括

200407／3136
地図 旧50千分ノ1（地形図）

括・ 1括(260点)

箱入り一括

200407／3137
[絵葉書]（呉海軍下士卒集会所）

絵葉書・ 1点

200407／3138
[絵葉書]（呉鎮守府全景）

絵葉書・ 1点

200407／3139
[絵葉書]（呉同済会病院）

絵葉書・ 1点

200407／3140
[絵葉書]（呉鯛宮上ノ第六潜水艇遭難者紀念碑）

絵葉書・ 1点

200407／3141
[絵葉書]（呉海友社）

絵葉書・ 1点

200407／3142
[絵葉書]（(松永)塩田ノ景）

西川 発行

絵葉書・ 1点

西川 発行

絵葉書・ 1点

西川 発行

絵葉書・ 1点

広島逓信局長㊞

一紙(刊)・ 1通

200407／3143
[絵葉書]（(松永)市街全景ノ一部）

200407／3144
[絵葉書]（(松永)明神沖ノ景）

200407／3145
聴取無線電話私設許可書

昭和12. 1. 7

200407／3146
[絵葉書]（出雲大社一之鳥居）

絵葉書・ 1点
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200407／3147
[絵葉書]（出雲大社 賽路）

絵葉書・ 1点

200407／3148
[絵葉書]（出雲大社銅鳥居）

絵葉書・ 1点

200407／3149
[絵葉書]（出雲大社本宮）

絵葉書・ 1点

200407／3150
[絵葉書]（出雲大社本宮及拝殿）

絵葉書・ 1点

200407／3151
[絵葉書]（出雲大社八ツ足御門）

絵葉書・ 1点

200407／3152
[絵葉書]（出雲大社奉納大砲）

絵葉書・ 1点

200407／3153
[絵葉書]（出雲大社宝物館）

絵葉書・ 1点

200407／3154
[絵葉書]（出雲 美保関恵美寿岩）

絵葉書・ 1点

200407／3155
[絵葉書]（出雲一畑寺仁王門）

絵葉書・ 1点

200407／3156
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 上陸桟橋）

陸軍運輸部査閲済

絵葉書・ 1点

200407／3157
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 貴重品受渡所）

絵葉書・ 1点

200407／3158
[絵葉書]（似ノ島陸軍検疫所 入浴前手拭分配所）

陸軍運輸部査閲済

絵葉書・ 1点

200407／3159
[絵葉書]（岡山県日比港）

絵葉書・ 1点

200407／3160
[絵葉書]（石見温泉津海岸）

日吉屋書店 発行

絵葉書・ 1点

日吉屋書店 発行

絵葉書・ 1点

200407／3161
[絵葉書]（石見温泉津港）

200407／3162
[絵葉書]（関門海底トンネル 開通記念絵はがき）

絵葉書・ 1点(3枚
組)

タトウ入

200407／3163
[絵葉書]（三瓶の景勝）

絵葉書・ 1点(4枚
組)

タトウ入

200407／3164
[絵葉書]（広島県立公園 道後山）

道後山観光協会 発行

絵葉書・ 1点(6枚
組)

タトウ入，2通は複製（写真のみ）

200407／3165
[絵葉書]（関門海底トンネル）

絵葉書・ 1点(5枚
組)

タトウ入

200407／3166
動く交通博物展覧会見学の手引

昭和25. 2.25購入

交通博物展覧会事務局 発行

一紙(刊)・ 1点

昭和25年2月25日広島交通博にて購入

200407／3167
[絵葉書]（国定公園 道後山）

平成14. 9.14

絵葉書・ 1点(10枚
組)

タトウ入，平成14年9月14日購入

200407／3168
[絵葉書]（津田名所及史蹟絵葉書）
袋入
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200407／3168／ 1
o [絵葉書]（津田海水浴場）

絵葉書・(1枚)

200407／3168／ 2
o [絵葉書]（津田小学校）

絵葉書・(1枚)

200407／3168／ 3
o [絵葉書]（津田鵜の鼻）

絵葉書・(1枚)

200407／3168／ 4
o [絵葉書]（津田郷社八幡宮）

絵葉書・(1枚)

200407／3168／ 5
o [絵葉書]（鵜の鼻丘上の古墳）

絵葉書・(1枚)

200407／3169
[絵葉書]（瀬戸内海 第一輯）

鉄道省

絵葉書・ 1点(4枚
組)

鉄道省

絵葉書・(1枚)

鉄道省

絵葉書・(1枚)

鉄道省

絵葉書・(1枚)

鉄道省

絵葉書・(1枚)

広島鉄道局

絵葉書・ 1点(5枚
組)

広島鉄道局

絵葉書・(1枚)

広島鉄道局

絵葉書・(1枚)

広島鉄道局

絵葉書・(1枚)

広島鉄道局

絵葉書・(1枚)

広島鉄道局

絵葉書・(1枚)

タトウ入

200407／3169／ 1
o [絵葉書]（小豆島 実るオリーブ）

200407／3169／ 2
o [絵葉書]（塩田風景 宇多津）

200407／3169／ 3
o [絵葉書]（瀬戸の朝 鷲羽山）

200407／3169／ 4
o [絵葉書]（内海の夕）

200407／3170
[絵葉書]（瀬戸内海 第二輯）
タトウ入

200407／3170／ 1
o [絵葉書]（厳島）

200407／3170／ 2
o [絵葉書]（鞆の浦）

200407／3170／ 3
o [絵葉書]（多度津海岸）

200407／3170／ 4
o [絵葉書]（粟島）

200407／3170／ 5
o [絵葉書]（鬼ヶ島の娘）

200407／3171
[絵葉書]（HIROSHIMA 広島原爆記録写真）

2013. 8. 6購入

絵葉書・ 1点(8枚
組)

タトウ入

200407／3172
[絵葉書]（広島県忠海町宮床海岸）

明輝写真館 謹製

絵葉書・ 1点

明輝写真館 謹製

絵葉書・ 1点

200407／3173
[絵葉書]（広島県忠海町字長浜海岸）

200407／3174
[絵葉書]（(岡山後楽園)岡山城）

絵葉書・ 1点

200407／3175
[絵葉書]（世界無比(長門秋芳洞奇勝)入口より摂政
宮殿下御休息所を望む）

絵葉書・ 1点

200407／3176
[絵葉書]（広島與楽園）

広島地球堂 発行

絵葉書・ 1点

河野盛文堂 発行

絵葉書・ 1点

糸井 発行

絵葉書・ 1点

200407／3177
[絵葉書]（加計上水道犬上谷水源地）

200407／3178
[絵葉書]（庄原尋常高等小学校 大正十五年十一月
三十日落成）
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200407／3179
[絵葉書]（福山公園内 旧伏見櫓 諸品陳列場）

備後福山西町島田 発行

絵葉書・ 1点

200407／3180
[絵葉書]（国宝・福山城）

絵葉書・ 1括

200407／3180／ 1
o [絵葉書]（国宝・福山城筋鉄門）

絵葉書・(1点)

200407／3180／ 2
o [絵葉書]（国宝・福山城伏見櫓）

絵葉書・(1点)

200407／3181
[絵葉書]（(備後)福山城天主閣）

福山島田整美堂 発行

絵葉書・ 1点

望月商店 発行

絵葉書・ 1点

200407／3182
[絵葉書]（備後 福山城全景）

200407／3183
[絵葉書]（山口市名所と湯田温泉の風光）

絵葉書・ 1点(14枚
組)

タトウ入

200407／3183／ 1
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)繁華なる山口市
街）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 2
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)防長藩政庁址に
立つ山口県庁）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 3
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)周防明倫館文学
寮址の山口高等商業学校）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 4
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)亀山園の旧毛利
宗支藩主六銅像）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 5
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)史蹟勝景の泉
都，山口市街全景）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 6
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)七卿落ちの史蹟
に名高き湯田温泉全景）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 7
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)湯田温泉の偉
観，千人湯全景）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 8
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)森厳なる権現山，
熊野神社）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／ 9
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)常栄寺の記念
物，雪舟庭と百日紅公園）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／10
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)湯田競馬場の盛
観）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／11
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)大内時代よりの
名所，後河原の柳と桜）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／12
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)瑠璃光寺の五重
塔(国宝)とその背後に開ける木町公園）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／13
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)千年前の史蹟に
富む龍蔵寺，鼓之滝）

絵葉書・(1枚)

200407／3183／14
o [絵葉書]（(山口市と湯田温泉)明治維新発祥の
茶室露山堂/香山園，毛利公勅撰銅碑）

絵葉書・(1枚)

200407／3184
[絵葉書]（広島県物産共進会第二会場 内部）
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200407／3185
[絵葉書]（うず潮の町尾道）

絵葉書・ 1点

200407／3186
[絵葉書]（三蟠発電所落成記念）

昭和11. 4.

中国合同電気株式会社

絵葉書・ 1点(5枚
組)

三石駅 ゑのき

一紙(刊)・ 1点

三石駅 ゑのき

一紙(刊)・ 1点

憲法普及会 編・発行

並製本・ 1冊

上郡駅 エビスヤ

一紙(刊)・ 1点

国防と産業大博覧会協賛会名
誉会長 呉市長渡辺伍，国防と
産業大博覧会協賛会長 呉商工
会議所会頭三宅清一郎→大津
市阪本町上原海老四郎殿

一紙(刊)・ 1点(4
枚組)

陸奥酒保 発行

絵葉書・ 1点(5枚
組)

タトウ入，「三蟠発電所概要」付

200407／3187
[駅弁票]（御寿司）

200407／3188
[駅弁票]（上等 御弁当）

200407／3189
新しい憲法明るい生活

昭和22. 5. 3

200407／3190
普通お弁当

1.16

200407／3191
[国防と産業大博覧会入会案内]

昭和10. 2.

封筒付

200407／3192
[絵葉書]（原色版特製 軍艦陸奥）陸奥案内共
袋入

200407／3193
[絵葉書]（海軍兵学校絵葉書(甲)）

絵葉書・ 1点(6枚
組)

袋入

200407／3194
[絵葉書]（海軍兵学校絵葉書(乙)）

絵葉書・ 1点(6枚
組)

袋入

200407／3195
[絵葉書]（天下の名溪 保津川奇勝）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

袋入

200407／3196
[絵葉書]（別格官幣社名和神社 参道正面）

絵葉書・ 1点

200407／3197
[絵葉書]（福山市景観 福山市庁舎）

絵葉書・ 1点

200407／3198
[絵葉書]（尾の道千光寺）

絵葉書・ 1点

200407／3199
[絵葉書]（尾道景観 工業生産の盛んな尾道港）

絵葉書・ 1点

200407／3200
[絵葉書]（復興した広島金座街）(復刻)

絵葉書資料館

絵葉書・ 1点

200407／3201
[絵葉書]（(広島名所)革屋町本通）

絵葉書・ 1点

200407／3202
[絵葉書]（(呉名所)中通り千日前の雑踏）(復刻)

絵葉書資料館

絵葉書・ 1点

広島市産業局観光課

絵葉書・ 1点

双文館 印刷

絵葉書・ 1点

200407／3203
[絵葉書]（商店街風景）
「昭和27年以前の絵葉書」

200407／3204
[絵葉書]（修養ノ殿堂 共済会館 海軍燃料廠採炭
部）
呉鎮守府検閲済

200407／3205
[絵葉書]（大津野尋常高等小学校 奉安殿）

絵葉書・ 1点

「福山市」
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200407／3206
[絵葉書]（尾道港）

尾道市原田製

絵葉書・ 1点

神龍湖畔 神石ホテル（池田）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

備後八鉾村登山口 スズラン堂
発行

絵葉書・ 1点(7枚
組)

200407／3207
[絵葉書]（日本五名峡ノ一 犬瀬帝釈峡絵葉書）
袋入

200407／3208
[絵葉書]（道後山絵葉書(第一輯)）
袋入

200407／3209
[絵葉書]（広島御幸橋）

絵葉書・ 1点

200407／3210
[絵葉書]（広島旧大本営玉座）

絵葉書・ 1点

スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3211
[絵葉書]（広島城）

絵葉書・ 1点
スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3212
[絵葉書]（広島県会議事堂）

絵葉書・ 1点

スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3213
[絵葉書]（広島戦捷紀念碑）

絵葉書・ 1点

スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3214
[絵葉書]（広島日本銀行）

絵葉書・ 1点

スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3215
[絵葉書]（広島旧大本営）

絵葉書・ 1点

スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3216
[絵葉書]（広島東照宮）

絵葉書・ 1点

スタンプ「広島遊覧紀念」

200407／3217
改正鮮明 広島市実測地図 附広島県巡遊指南車

明治29.10.

広島 早速社 発兌

地図・ 1点

美誠館 発行

絵葉書・ 1点

美誠館 発行

絵葉書・ 1点

美誠館 発行

絵葉書・ 1点

美誠館 発行

絵葉書・ 1点

徳山 児玉神社々務所 発行

絵葉書・ 1点

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

徳山 児玉神社々務所 発行

絵葉書・ 1点

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

徳山 児玉神社々務所 発行

絵葉書・ 1点

200407／3218
[絵葉書]（(徳山名所)山口県立徳山中学校）

200407／3219
[絵葉書]（(徳山名所)徳山小学校）

200407／3220
[絵葉書]（(徳山名所)海軍燃料廠 重油部）

200407／3221
[絵葉書]（(徳山名所)軍艦河内殉難者英霊之碑）

200407／3222
[絵葉書]（児玉文庫 図書出納室・新聞縦覧室ノ外観）

200407／3223
[絵葉書]（(徳山名所)徳山庁舎及警察署）

200407／3224
[絵葉書]（(徳山名所)大阪鉄板製造株式会社徳山工
場）

200407／3225
[絵葉書]（児玉文庫 本館・正面）

200407／3226
[絵葉書]（(徳山名所)日本四社 遠石八幡宮）

200407／3227
[絵葉書]（(徳山名所)飯島霊尊）

200407／3228
[絵葉書]（児玉文庫 遺跡・庭園）
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200407／3229
[絵葉書]（(徳山名所)熊野神社）

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

徳山 児玉神社々務所 発行

絵葉書・ 1点

徳山 児玉神社々務所 発行

絵葉書・ 1点

美誠堂 発行

絵葉書・ 1点

200407／3230
[絵葉書]（(徳山名所)徳山港岩崎燈台ノ遠景）

200407／3231
[絵葉書]（児玉大将略年譜）

200407／3232
[絵葉書]（神苑及徳山殉難七士碑）

200407／3233
[絵葉書]（(徳山名所)朝日石油会社ヨリすくも島ヲ望
ム）

200407／3234
[絵葉書]（日御碕絵はがき 附近海岸）

絵葉書・ 1点(8枚
組)

袋入

200407／3235
[絵葉書]（別格官幣社名和神社 側面）

名和神社

絵葉書・ 1点

国立広島療養所

絵葉書・ 1点

200407／3236
[絵葉書]（国立広島療養所 全景）

200407／3237
[絵葉書]（広島市鳥屋町 わたや旅館）

絵葉書・ 1点

200407／3238
[絵葉書]（日御碕灯台）

絵葉書・ 1点

200407／3239
[絵葉書]（昭和10年に建設された加藤友三郎銅像全
景）

絵葉書・ 1点

200407／3240
[絵葉書]（加藤友三郎像）

絵葉書・ 1点

200407／3241
[絵葉書]（塩田風景 宇多津）

鉄道省

絵葉書・ 1点

200407／3242
[絵葉書]（出雲名所 日之岬灯台）

絵葉書・ 1点

200407／3243
[絵葉書]（(出雲)美保関全景(其一)）

絵葉書・ 1点

200407／3244
[絵葉書]（厳島岩惣旅館海水浴場）

絵葉書・ 1点

200407／3245
[絵葉書]（(松江)大橋正面）

絵葉書・ 1点

200407／3246
[絵葉書]（三次尾関山ヨリ郷ノ川巴ヲ眺ム）

□喜商店 発行

絵葉書・ 1点

児玉写真館

絵葉書・ 1点

三次□喜商店 発行

絵葉書・ 1点

森盛文堂 製

絵葉書・ 1点

□喜商店 発行

絵葉書・ 1点

200407／3247
[絵葉書]（三次八景ノ二）

200407／3248
[絵葉書]（三次有名ナル霧ノ海）

200407／3249
[絵葉書]（三次弁天附近之景）

200407／3250
[絵葉書]（三次付近作木村有名ナル大瀧）

200407／3251
[絵葉書]（広島名所図会 大本営趾）

絵葉書・ 1点

200407／3252
[絵葉書]（広島名所）

広島□〇堂 発行

絵葉書・ 1括(10枚
組)

タトウ入
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200407／3252／ 1
o [絵葉書]（広島物産陳列館遠望(元安河畔)）

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島□〇堂 発行

絵葉書・(1枚)

広島高等学校々友会

絵葉書・ 1点(5枚
組)

200407／3252／ 2
o [絵葉書]（広島城）

200407／3252／ 3
o [絵葉書]（広島宇品港桟橋）

200407／3252／ 4
o [絵葉書]（広島長寿園ヨリ三篠川ヲ望ム）

200407／3252／ 5
o [絵葉書]（広島戦捷記念碑）

200407／3252／ 6
o [絵葉書]（広島大本営）

200407／3252／ 7
o [絵葉書]（広島饒津神社）

200407／3252／ 8
o [絵葉書]（広島不動院金堂(特別保護)）

200407／3252／ 9
o [絵葉書]（広島縮景園 浅野泉邸）

200407／3252／10
o [絵葉書]（広島比治山公園旧御便殿）

200407／3253
[絵葉書]（プール竣工記念）

昭和12. 9.15

タトウ入2通･広島高等学校プール其他新営工事図･挨拶状各1通･白紙

200407／3254
[絵葉書]（(出雲)美保関港桟橋）

絵葉書・ 1点

200407／3255
[絵葉書]（長洲新塘ノ景(其二)）

浦島写真館 発行

絵葉書・ 1点

200407／3256
[絵葉書]（伯耆国大山 分ケノ茶屋ヨリ大山ヲ望ム）

絵葉書・ 1点

200407／3257
[絵葉書]（(出雲)美保関燈台及御前島の景）

絵葉書・ 1点

200407／3258
[絵葉書]（(安芸厳島)汽車の無き頃の宮島 十七夜祭
集舟）

絵葉書・ 1点

200407／3259
[絵葉書]（広島 大田川鮎狩 投網舟）

絵葉書・ 1点

200407／3260
[絵葉書]（安芸の宮島 西海岸県立水族館）

絵葉書・ 1点

200407／3261
[絵葉書]（安芸の宮島 管弦祭）

絵葉書・ 1点

200407／3262
[絵葉書]（厳島神社神事玉取祭）

厳島神社々務所 発行

絵葉書・ 1点

200407／3263
[絵葉書]（宇品名勝）

絵葉書・ 1点(7枚
組)
袋入

200407／3263／ 1
o [絵葉書]（(宇品名所)千田銅像）

絵葉書・(1枚)

200407／3263／ 2
o [絵葉書]（(宇品名所)向宇品観音堂全景）

絵葉書・(1枚)

200407／3263／ 3
o [絵葉書]（(宇品名所)御幸橋）

絵葉書・(1枚)

200407／3263／ 4
o [絵葉書]（(宇品名所)向宇品別世界）
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200407／3263／ 5
o [絵葉書]（(宇品名所)新道路）

絵葉書・(1枚)

200407／3263／ 6
o [絵葉書]（(宇品名所)御幸通一丁目）

絵葉書・(1枚)

200407／3263／ 7
o [絵葉書]（(宇品名所)向宇品観音堂）

絵葉書・(1枚)

200407／3264
[絵葉書]（里見川神影橋）

岡山県金光町神器商岡本 謹製

絵葉書・ 1点

広島□〇堂 製

絵葉書・ 1点

200407／3265
[絵葉書]（広島戦捷記念碑）

200407／3266
[絵葉書]（美作湯原温泉場風景）

絵葉書・ 1点

200407／3267
[絵葉書]（広島県庄原町上野池畔）

絵葉書・ 1点

200407／3268
[絵葉書]（呉市役所）

(大正)11. 4. 1～ 5.10

中国四国生産品共進会

絵葉書・ 1点

200407／3269
[絵葉書]（保津川下り(鉄橋附近)）

絵葉書・ 1点

200407／3270
[絵葉書]（広島県立物産陳列場遠望）(復刻)

絵葉書資料館

絵葉書・ 1点

200407／3271
広島電鉄 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3272
広島電鉄 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3273
広島電鉄 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3274
広島電鉄 関係資料4

クリアファイル・ 1
冊

200407／3275
広島電鉄 関係資料5

クリアファイル・ 1
冊

200407／3276
広島電鉄 関係資料6

クリアファイル・ 1
冊

200407／3277
広島電鉄 関係資料7

クリアファイル・ 1
冊

200407／3278
宇野線・本四備讃線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3279
宇野・本四備讃線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3280
新幹線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3281
新幹線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3282
新幹線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3283
新幹線 関係資料4

クリアファイル・ 1
冊
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200407／3284
新幹線 関係資料5

クリアファイル・ 1
冊

200407／3285
新幹線 関係資料6

クリアファイル・ 1
冊

200407／3286
新幹線 関係資料7

クリアファイル・ 1
冊

200407／3287
1号機関車からC63まで

片野正巳

クリアファイル・ 1
冊

梅小路蒸気機関車館

一紙（刊）・（1点）

200407／3287／2
o 梅小路のＳＬたち 激動の世紀をかけ抜けたＳＬ
が勢ぞろい

平成27.8.

200407／3288
河杉忠昭写真集 昭和30年代の広電電車

クリアファイル・ 1
冊

200407／3289
広島電鉄竣功図表 平成14年11月

クリアファイル・ 1
冊

200407／3290
国鉄創業以来の資料集

クリアファイル・ 1
冊

200407／3291
青春18きっぷ パンフレット

クリアファイル・ 1
冊

200407／3292
山口線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3293
山口線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3294
山口線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3295
岩日線・錦川鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3296
錦川鉄道 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3297
若桜線・若桜鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3298
日の丸自動車法勝寺電鉄線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3299
大社宮島鉄道・広瀬鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3300
フルムーン夫婦グリーンパス パンフレット

クリアファイル・ 1
冊

200407／3301
中国地方のケーブルカー・ロープウェイ関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3302
ナイスミディパス パンフ
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200407／3303
片上鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3304
中島忠夫写真集 山陽本線船坂隧道近辺の蒸機

クリアファイル・ 1
冊

200407／3305
呉線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3306
呉線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3307
山陽新幹線 関係小冊子

クリアファイル・ 1
冊

200407／3308
山陽鉄道（株）許認可関係書類（コピー）

クリアファイル・ 1
冊

200407／3309
三蟠・玉野 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3310
両備鉄道・福塩線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3311
福塩線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3312
防石鉄道

クリアファイル・ 1
冊

200407／3313
官報による山陽鉄道時刻表ほか 各種資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3314
〔引札〕（生酢製造并ニ足袋販売処）

備前西大寺港掛之町警察署西
角 小泉左治

一紙（刊）・ 1点

200407／3315
伯備線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3316
京都・阪鶴・長州鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3317
宇高航路 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3318
山陰本線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3319
山陰本線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3320
山陰本線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3321
山陰本線 関係資料4

クリアファイル・ 1
冊

200407／3322
山陰本線 関係資料5

クリアファイル・ 1
冊
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200407／3323
井原鉄道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3324
井原鉄道 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3325
井原鉄道 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3326
国鉄・JRの車両パンフレット1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3327
米子電車軌道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3328
倉吉線・因美線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3329
宇部・小野田線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3330
三江線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3331
西日本旅客鉄道（株） 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3332
西日本旅客鉄道（株） 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3333
境線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3334
中国地方 鉄道未成線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3335
宇品線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3336
国鉄・JR宮島航路 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3337
智頭急行 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3338
智頭急行 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3339
智頭急行 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3340
尾道鉄道・鞆鉄道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3341
山陽電気軌道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3342
簸上鉄道・木次線 関係資料1
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200407／3343
簸上鉄道・木次線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3344
木次線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3345
可部軌道・可部線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3346
可部軌道・可部線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3347
可部線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3348
可部線 関係資料4

クリアファイル・ 1
冊

200407／3349
呉市営電気軌道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3350
美祢線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3351
広島高速交通 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3352
広島高速交通 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3353
広島高速交通 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3354
中国鉄道・津山・吉備線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3355
中国鉄道・津山・吉備線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3356
中国鉄道・津山・吉備線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3357
芸備鉄道・芸備線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3358
芸備鉄道・芸備線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3359
芸備線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3360
山陽鉄道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3361
山陽鉄道 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3362
山陽鉄道 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊
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200407／3363
山陽本線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3364
山陽本線 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3365
山陽本線 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3366
山陽本線 関係資料4

クリアファイル・ 1
冊

200407／3367
山陽本線 関係資料5

クリアファイル・ 1
冊

200407／3368
一畑電気鉄道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3369
一畑電気鉄道 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3370
一畑電気鉄道 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3371
下津井電鉄 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3372
長門鉄道・船木鉄道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3373
大社線 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3374
国鉄・JR列車時刻改正 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3375
国鉄・JR列車時刻改正 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3376
JR列車時刻改正 関係資料3

クリアファイル・ 1
冊

200407／3377
井笠・岡山臨港鉄道 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3378
鉄道連絡船 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3379
水島臨海鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3380
大日本軌道山口支社・防石鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3381
岡山電気軌道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3382
スカイレール 関係資料1

208

クリアファイル・ 1
冊

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／3383
姫新線・赤穂線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3384
岩国電気軌道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3385
中国地方 路線バス 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3386
食堂車 関係資料2

クリアファイル・ 1
冊

200407／3387
西大寺鉄道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3388
リニア新幹線 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3389
岩日北線記念公園 とことこトレイン 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3390
広島リバークルーズ 関係資料1

クリアファイル・ 1
冊

200407／3391
鉄道唱歌 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3392
ジョイフルトレイン 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3393
下関市と鉄道・航路 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3394
空路 広島西・広島

クリアファイル・ 1
冊

200407／3395
中国地方 定期航路旅客船 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3396
山陽波止場

クリアファイル・ 1
冊

200407／3397
呉駅だより・呉線駅だより・下関駅だより

昭和42. 1.～44. 3.・昭
和55. 9.～61. 6.・昭和
43. 9.～48.12.（欠あり）

クリアファイル・ 1
冊

200407／3398
[絵葉書]（1993～1995CALENDAR芸備線，小さな旅
可部線，天理大学天理参考館鉄道絵葉書）

アルバム（絵葉
書）・ 1冊

200407／3399
建築雑誌 第57輯・第697号

昭和18. 4.20発行

建築学会

並製本・ 1冊

鉄道省運輸局

並製本・ 1冊

編纂兼発行者 清水為蔵/印刷
者 星野熊吉

一紙（刊）・ 1点

200407／3400
秘 運転取扱心得

200407／3401
安芸国厳島全景之図

明治25. 4. 3出版

200407／3402
門司新報 明30～34（複製）

明治30.～34.

綴込表紙製本・ 1
綴

200407／3403
広鉄旅行だより「風」№14～48（昭和44～52）バラ20冊 昭和44. 1.～52. 3.（欠
あり）

刊（バインダー一
括）・ 1括（20冊）
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200407／3404
[絵葉書]（広島電鉄）

アルバム（絵葉
書）・ 1冊

200407／3405
[写真集]（駅弁，紀伊自動車株式会社索道開通記念
矢ノ川安全索道客車絵葉書）

アルバム・ 1冊

200407／3406
[写真集・絵葉書]（SL・EC・食堂車・バス他）

アルバム・ 1冊

200407／3407
[写真集]（他者撮影分・絵葉書）

アルバム・ 1冊

200407／3408
新聞スクラップ 三江線の記録 平成29年まで

並製本・ 1冊

200407／3409
新聞スクラップ 芸備線・木次線・三江線・福塩線（平
成24年まで）2

並製本・ 1冊

200407／3410
国鉄運賃改定のお知らせ パンフ

クリアファイル・ 1
冊

200407／3411
〔蒸気機関車図面〕

一紙・ 1括（7枚・2
綴）

200407／3412
〔広島電鉄車両型式図〕

括・ 1括

封筒一括

200407／3413
鉄道ピクトリアル総目次 自第１巻・第１号 至第47
巻・第12号

平成10. 1. 1発行

電気者研究会・鉄道図書刊行会 刊・ 1冊
発行

平成30. 6.30

編集 やまもとのりこ（姉妹舎）/発 刊・ 1冊
行 NPO法人江の川鉄道

200407／3414
三江線3・31 最終運行日の記録

200407／3415
岩井軌道 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／3416
鉄道車両ノ連結器ヲ自動連結器ニ取替ニ関スル記録 昭和 3. 3.
大正14年7月実施

鉄道省

上製本・ 1冊

昭和63. 9.20発行

日本経済評論社

上製本・ 1冊

昭和59.12. 1

新幹線総局総務部広報室 編

上製本・ 1冊

昭和11. 9.

岩萩鉄道期成同盟会 山口県
玖珂郡岩国町役場内

並製本・ 1冊

昭和 9. 6.

鉄道省工務局

並製本・ 1冊

平成13. 4.

日本鉄道建設公団 国鉄清算
事業本部

並製本・ 1冊

大正6. 3.訂補/昭和2.
2.

西部鉄道管理局・門司鉄道局

並製本・ 1冊

昭和39.10. 1

日本国有鉄道中国支社

刊・ 1冊

昭和55.11. 1

（株）丸善出版

刊・ 1冊

200407／3417
明治期鉄道史資料 第Ⅱ期 第2集（21） 参謀本部
鉄道論集

200407／3418
新幹線開業20周年記念企画 写真とイラストでみる
新幹線―その20年の軌跡（新幹線博多開業10周年
記念）

200407／3419
国策線として 岩国萩間鉄道速成の急務

200407／3420
工務資料 号外

200407／3421
国鉄清算事業本部 売却予定土地一覧

200407／3422
大正6年3月訂補 機関車運転速度表（西部鉄道管理
局）・昭和2年2月 機関車牽引定数表（門司鉄道局）
（複製）

200407／3423
山陽本線全線電化開通

200407／3424
鉄道グラフ雑誌 レールガイ №48
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200407／3425
乗るだけじゃない！ローカルガイドブック 三江線
BOOK

三江線沿線魅力化プロジェクト
編

並製本・ 1冊

発行元 三江線活性化協議会

一紙（刊）・(１点)

200407／3425／1
o JR三江線ウォーキングMAP

（平成26. 7.19）

200407／3425／2
o 〔駅スタンプ〕（粕渕駅）

葉書・(１点)

200407／3425／3
o 「懐かしの三江線」（島根県文化財愛護協会誌
『季刊文化財』第137号複製）

2016

石原裕紀/島根県文化財愛護協 綴（複製）・(1綴)
会 発行

200407／3425／4
o JR三江線ウォーキングMAP三江線途中下車

刊・(1冊)

200407／3426
支部報 しぐなる 試運転号 2008.1

平成20. 1.17

鉄道友の会中国支部（支部長
横田勝）

刊・ 1冊

平成20. 7.31

鉄道友の会中国支部（支部長
横田勝）

刊・ 1冊

平成21. 5.31

鉄道友の会中国支部（支部長
横田勝）

刊・ 1冊

平成21.12.20

鉄道友の会中国支部（支部長
横田勝）

刊・ 1冊

平成22. 8.20

鉄道友の会中国支部（支部長
横田勝）

刊・ 1冊

平成23. 6.20

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成24. 2.29

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成24.12.23

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成25.10.31

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成26.10.31

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成28. 3.31

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成28.10.14

鉄道友の会中国支部

刊・ 1冊

平成29. 3. 4

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成30. 3.17

鉄道友の会中国支部（支部長
松永和生）

刊・ 1冊

平成19.10. 1

田尾健爾

並製本・ 1冊

平成21. 3.20

田尾健爾

並製本・ 1冊

鉄道とくらしを記録する会

一紙（刊）・ 1点

200407／3427
支部報 しぐなる 第88号

200407／3428
支部報 しぐなる 第89号

200407／3429
支部報 しぐなる 第90号

200407／3430
支部報 しぐなる 第91号

200407／3431
支部報 しぐなる 第92号

200407／3432
支部報 しぐなる 第93号

200407／3433
支部報 しぐなる 第94号

200407／3434
支部報 しぐなる 第95号

200407／3435
支部報 しぐなる 第96号

200407／3436
支部報 しぐなる 第97号

200407／3437
支部報 しぐなる 第98号（臨時増刊）

200407／3438
支部報 しぐなる 第99号

200407／3439
支部報 しぐなる 第100号

200407／3440
今わすれても

200407／3441
福塩線あれこれ集 福山駅から塩町駅まで

200407／3442
鉄道とくらし 記録する会レポート№2
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200407／3443
鉄道とくらしを記録する会 会報 第3号

2002.1.13

鉄道とくらしを記録する会事務局 一紙（刊）・ 1点
発行

200407／3444
鉄道とくらし 記録する会レポート№4

鉄道とくらしを記録する会

一紙（刊）・ 1点

鉄道とくらしを記録する会

一紙（刊）・ 1点

鉄道とくらしを記録する会

一紙（刊）・ 1点

2004. 9. 4

鉄道とくらしを記録する会

一紙（刊）・ 1点

2004. 9. 4

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

平成15. 6. 7

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

2005. 5. 7

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

2005.12.

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

平成18. 5.25

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

2010.10.

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

2011. 4.

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

2012. 7.

鉄道とくらしを記録する会

並製本・ 1冊

平成25. 4.20

鉄道とくらしを記録する会

刊・ 1冊

平成25. 5.20

鉄道とくらしを記録する会

刊・ 1冊

平成25. 8.10

鉄道とくらしを記録する会

刊・ 1冊

平成26. 7.18

三原市教育委員会 編

並製本・ 1冊

平成22.11. 発行

財団法人 広島市ひと・まちネッ
トワーク

並製本・ 1冊

平成24.11.23，平成
25. 3.31発行

広島電鉄株式会社総合管理グ
ループ総務チーム

刊・ 1冊

2014. 6.～ 9.

JR西日本

刊・ 1冊

2015. 9.～11.

JR西日本

刊・ 1冊

2015.11.～ 2.

JR西日本

刊・ 1冊

2016. 3.～ 6.

JR西日本

刊・ 1冊

200407／3445
鉄道とくらし 記録する会レポート№5

200407／3446
鉄道とくらし 記録する会レポート№8

200407／3447
鉄道とくらし 会報第7号

200407／3448
鉄道とくらし 会報第7号

200407／3449
鉄道とくらしを記録する会 会報 第5号

200407／3450
鉄道とくらし 会報第8号

200407／3451
鉄道とくらし 会報第9号

200407／3452
鉄道とくらし 第10号―第15号（2006年5月―2009年
11月）

200407／3453
鉄道とくらし 第16号

200407／3454
鉄道とくらし 第17号

200407／3455
鉄道とくらし 第18号

200407／3456
鉄道とくらし 第19号

200407／3457
鉄道とくらし 第20号

200407／3458
鉄道とくらし 第21号

200407／3459
山陽鉄道ものがたり 三原駅～広島駅間開通120周
年記念

200407／3460
うじな通になろう うじな通検定テキスト

200407／3461
社内報 輪苑 rin-en 電車開業100周年記念号

200407／3462
列車を楽しむ！観光も楽しむ！観光列車の旅時間
2014年夏号

200407／3463
列車を楽しむ！観光も楽しむ！観光列車の旅時間
2015年秋号

200407／3464
列車を楽しむ！観光も楽しむ！観光列車の旅時間
2015年冬号

200407／3465
列車を楽しむ！観光も楽しむ！観光列車の旅時間
2016年春号
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200407／3466
列車を楽しむ！観光も楽しむ！観光列車の旅時間
2016年冬号

2016.11.～ 2.

JR西日本

刊・ 1冊

JR西日本

刊・ 1冊

平成25.10.12

JR西日本

括・ 1括（2点）

（2017. 2.19）

JR西日本

一紙（刊）・ 1点

(平成25.～26).

JR西日本

括・ 1括（14点）

200407／3467
JR西日本 広島総合指令所

200407／3468
旧津山扇形機関車庫と保存内燃機関車両 みまさか
鉄道遺産（来館記念スタンプ共）

200407／3469
3・4ダイヤ改正

200407／3470
〔山口線関係資料〕

200407／3471
〔岡山電気軌道関係資料〕（鉄道ピクトリアル複製ほ
か）

（2012.～14）.

括・ 1括（4点）

200407／3472
〔本四備讃線関係資料〕

（平成21. 9. 1/23.
3.19）

JR西日本

括・ 1括（2点）

JR西日本

括・ 1括（13点）

200407／3473
〔JR貨物関係資料〕

200407／3474
〔山陽鉄道関係資料〕(兵庫姫路間福泉平面図・神代
停車場新設許認可・山陽鉄道京阪接続列車時刻表
ほか)

（明治29. 7.～36. 4）.

括・ 1括

200407／3475
旅 十一月号 第11巻第11号

昭和 9.11. 1

社団法人ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行協会）内
日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和15.11. 1

社団法人ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行協会）内
日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和15.12. 1

社団法人ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行協会）内
日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和16. 8. 1

社団法人ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行協会）内
日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和16.10. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和16.12. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和17. 1. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和17. 3. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和17. 8. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和17. 9. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

200407／3476
旅 十一月号 第17巻第11号

200407／3477
旅 十二月号 第17巻第12号

200407／3478
旅 八月号 第18巻第8号

200407／3479
旅 十月号 第18巻第10号

200407／3480
旅 十二月号 第18巻第12号

200407／3481
旅 新年号 第19巻第1号

200407／3482
旅 三月号 第19巻第3号

200407／3483
旅 八月号 第19巻第8号

200407／3484
旅 九月号 第19巻第9号
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200407／3485
旅 十月号 第19巻第10号 鉄道開通70年記念号

昭和17.10. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和17.11. 1

社団法人東亜旅行社（ツーリス
並製本・ 1冊
ト・ビューロー）内 日本旅行倶楽
部

昭和18. 1. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和18. 2. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和18. 4. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和18. 5. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和18. 6. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和18. 7. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和18. 8. 1

社団法人東亜旅行社東京支社
内 日本旅行倶楽部

並製本・ 1冊

昭和21.11. 1 発行

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和21.12. 2

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和22. 7. 1

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和23. 1. 1

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和24. 7. 1

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和24.11. 1

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和25. 1. 1

財団法人 日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和45.

日本国有鉄道中国支社

刊・ 1冊

昭和39. 7.

日本国有鉄道中国支社広報課

刊・ 1冊

昭和46. 9.15

「ロコモティーブ」編集委員会
並製本・ 1冊
編/鉄道友の会東京支部機関車
グループ 発行

昭和54. 4.25

私鉄倶楽部

並製本・ 1冊

昭和47. 3. 1 発行

発行所 財団法人交通協力会/
印刷所 弘済印刷株式会社

並製本・ 1冊

200407／3486
旅 十一月号 第19巻第11号

200407／3487
旅 新年号 第20巻第1号

200407／3488
旅 二月号 第20巻第2号

200407／3489
旅 四月号 第20巻第4号

200407／3490
旅 五月号 第20巻第5号 旅行指導雑誌

200407／3491
旅 六月号 第20巻第6号 旅行指導雑誌

200407／3492
旅 七月号 第20巻第7号 旅行指導雑誌

200407／3493
旅 八月号 第20巻第8号 旅行指導雑誌

200407／3494
旅 復刊十一月号 第20巻第11号

200407／3495
旅 十二月号 第20巻第12号

200407／3496
旅 七月号 第21巻第7号

200407／3497
旅 新年号 第22巻第1号

200407／3498
旅 七月号 第23巻第7号

200407／3499
旅 十一月号 第23巻第11号

200407／3500
旅 新年号 第24巻第1号

200407／3501
1970中国支社の現状

200407／3502
東海道新幹線―山陽本線はどうなる―

200407／3503
ロコモティーブ 第1号

200407／3504
私鉄倶楽部会誌 第3号 私鉄 「ざ・してつ」・「私鉄
速報」合併

200407／3505
国鉄線 274 第27巻第3号 特集“新幹線岡山開業”
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200407／3506
日本路面連射同好会会誌 とろりい・らいんず 別冊 1990. 6.30
Ⅱ とろりい・らいんず（64号～107号）索引 日本路面
電車同好会結成20周年記念

日本路面電車同好会

刊・ 1冊

1998.11. 8

いちもん編集委員会 編

並製本・ 1冊

昭和23. 8. 1

社団法人国際科学文化協会
編集/鳳文書林 発行

並製本・ 1冊

昭和45.12.30

編集 鉄道フォトアート社/発行
鉄道写真集出版会

並製本・ 1冊

昭和63. 8.21

JR西日本米子運転所

刊・ 1冊

平成12.11. 1 発行

社団法人日本鉄道運転協会
発行

並製本・ 1冊

昭和44. 7.10 発行

厚東郷土史研究会

並製本・ 1冊

1968. 9.

編集 博多駅出札室

刊・ 1冊

日本国有鉄道

刊・ 1冊

国鉄・中国支社

刊・ 1冊

2000. 1.25

発行 鉄道史学会/発売 日本
経済評論社

並製本・ 1冊

2003. 7.20

発行 鉄道史学会/発売 日本
経済評論社

並製本・ 1冊

1985. 7.20

発行 鉄道史学会

刊・ 1冊

1986. 2.15

発行 鉄道史学会

刊・ 1冊

1986. 7.15

発行 鉄道史学会

刊・ 1冊

1988. 3.31

発行 鉄道史学会

刊・ 1冊

200407／3507
いちもん 第36号

200407／3508
科学世界 8月号 第23巻第7号

200407／3509
レールフォト №8 全国SL線区徹底ガイド

200407／3510
運転所車両祭 ’88

200407／3511
運転協会誌 11月号 第42巻第11号 路面電車特集
号

200407／3512
厚東 第11集

200407／3513
はかた駅だより №16

200407／3514
運送費の安くなる貨車とコンテナ あたらしい貨車とコ 昭和41. 3.
ンテナのご案内

200407／3515
国鉄コンテナ ご利用の手びき

200407／3516
鉄道史学 第18号

200407／3517
鉄道史学 第21号

200407／3518
鉄道史学会会報 №1

200407／3519
鉄道史学会会報 №2

200407／3520
鉄道史学会会報 №3

200407／3521
鉄道史学会会報 №5

200407／3522
〔新聞記事抜粋〕（毎日新聞連載「企業の森」）

昭和38.12.26～39. 3.
6

ノート・ 1冊

200407／3523
鉄道省建設局関係職員録 大正五年七月現在

大正 5. 7.

鉄道省建設局

並製本・ 1冊

昭和19. 3. 1

鉄道総局長官官房人事課

並製本・ 1冊

昭和23. 7.10

運輸大臣官房人事課 編

並製本・ 1冊

昭和46.10. 1 発行

久田進一 著

並製本・ 1冊

昭和54.11.27 発行

発行人 徳江 茂/発行者 東京 並製本・ 1冊
チケットクラブ

平成 7. 6. 発行

発行人 徳江 茂/発行者 東京 並製本・ 1冊
チケットクラブ

200407／3524
職員表 昭和十九年三月一日現在

200407／3525
運輸省職員録 陸運編 昭和二三年七月十日現在

200407／3526
国鉄乗車券変遷史

200407／3527
乗車券研究 創刊号

200407／3528
乗車券研究 第16号
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200407／3529
土木施工 10月号 VOL.13 №11 鉄道開設100年記
念特集・山陽新幹線岡山～博多間建設工事

昭和47.10. 1

株式会社山海堂 発行

並製本・ 1冊

平成 9. 7.20 発行

発行 大蔵省印刷局

並製本・ 1冊

平成10. 7.20 発行

発行 大蔵省印刷局

並製本・ 1冊

平成11. 7.25 発行

発行 大蔵省印刷局

並製本・ 1冊

平成12. 7.25 発行

発行 大蔵省印刷局

並製本・ 1冊

平成13. 7.25 発行

発行 財務省印刷局

並製本・ 1冊

平成14. 7.25 発行

発行 財務省印刷局

並製本・ 1冊

平成15. 7.25 発行

発行 独立行政法人国立印刷

並製本・ 1冊

平成16. 7.25 発行

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

並製本・ 1冊

平成17. 7.25 発行

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

並製本・ 1冊

平成19. 7.25 発行

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

並製本・ 1冊

平成20. 7.25 発行

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

並製本・ 1冊

平成21. 7.25 発行

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

並製本・ 1冊

昭和47.10.14 発行

日本国有鉄道旅客局 編/発行
所 （株）東洋館出版社

上製本・ 1冊

昭和41. 3.

日本国有鉄道営業局 編/発行
停車場刊行会（東洋館内）

上製本・ 1冊

昭和36. 1.25～39.12.
1

日本国有鉄道中国支社

上製本・ 1冊

高山拡志 編著

並製本・ 1冊

200407／3530
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成9年 3

200407／3531
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成10年 3

200407／3532
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成11年 3

200407／3533
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成12年 3

200407／3534
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成13年 3

200407／3535
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成14年 3

200407／3536
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成15年 3

200407／3537
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成16年 3

200407／3538
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成17年 3

200407／3539
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成19年 3

200407／3540
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成20年 3

200407／3541
有価証券報告書総覧 西日本旅客鉄道株式会社
平成21年 3

200407／3542
停車場一覧 鉄道百年記念出版

200407／3543
停車場一覧

200407／3544
国鉄中国支社だより 昭和36～39年（№59～99）

200407／3545
旧国鉄・JR鉄道線廃止停車場一覧 補訂第2版

200407／3545／1
o 〔書簡類〕

平成12. 8.23/13.
2.10/13. 4. 2

括・(1括)

200407／3546
追憶の井笠鉄道バス

並製本・ 1冊

200407／3547
石油発動機関車 福岡駒吉とわが国初の内燃機関
車 RM LIBRARY115
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/NEKO PUBLISHING CO.LT
D

並製本・ 1冊
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200407／3548
「へっつい」の系譜 低重心超小型移管者の一族
RM LIBRARY160

湯口徹
/NEKO PUBLISHING CO.LT
D

並製本・ 1冊

200407／3548／1
o 〔書簡〕

2012.11.19

一紙・(1通)

200407／3549
貨物時刻表 44・10

日本国有鉄道貨物局

並製本・ 1冊

日本国有鉄道貨物局

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

社団法人鉄道貨物協会

並製本・ 1冊

貨物営業局

並製本・ 1冊

200407／3550
貨物時刻表 45・10

200407／3551
82貨物時刻表

200407／3552
84貨物時刻表

200407／3553
85貨物時刻表

200407／3554
91貨物時刻表 平成3年3月ダイヤ改正

200407／3555
94貨物時刻表 平成6年12月ダイヤ改正

200407／3556
96貨物時刻表 平成8年3月ダイヤ改正

200407／3557
98貨物時刻表 平成10年10月ダイヤ改正

200407／3558
貨物時刻表

200407／3559
自明治五年度至大正十年度 国有鉄道重大運転事
故

並製本・ 1冊

200407／3560
自明治五年度至昭和十年度 国有鉄道重大運転事
故

並製本・ 1冊

200407／3561
国有鉄道重大運転事故 自昭和十一年度至々十五
年度

昭和11.～15.

運輸局運転第二課

並製本・ 1冊

昭和16.～20.

運輸局保安課

並製本・ 1冊

明治 5.～昭和35.

運輸局保安課

並製本・ 1冊

昭和31. 2.15 発行

編集兼発行者 鈴木東司/発行
所 運伝保安会

上製本・ 1冊

昭和11. 4.15 発行

編纂者 鉄道省工務局保線課/
発行所 鉄道技術者新聞社

並製本・ 1冊

昭和 9. 2.15

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和12.10. 1

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和21. 3.31

運輸省鉄道総局

並製本・ 1冊

昭和27. 3. 1

日本国有鉄道

並製本・ 1冊

200407／3562
国有鉄道重大運転事故 自昭和十六年度至同二十
年度

200407／3563
国有鉄道重大運転事故記録 自明治5年度至昭和35
年度

200407／3564
運転事故写真と解説

200407／3565
最近国有鉄道災害記録

200407／3566
昭和九年二月十五日現在 鉄道停車場一覧

200407／3567
昭和十二年十月一日現在 鉄道停車場一覧

200407／3568
昭和二十一年三月三十一日現在 鉄道停車場一覧

200407／3569
停車場一覧 昭和27年3月1日現在
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200407／3570
記録写真 蒸気機関車

昭和45. 3.30

撮影 西尾克三郎，編集 黒岩
保美/交友社

上製本・ 1冊

200407／3571
写真集 中国地方の鉄道 幻の今福線

アルバム・ 1冊

200407／3572
写真集 中国地方の鉄道 幻の岩日北線

アルバム・ 1冊

200407／3573
写真集 中国地方の鉄道 井原鉄道

アルバム・ 1冊

200407／3574
写真集 中国地方の鉄道 工事中の瀬戸大橋線

アルバム・ 1冊

200407／3575
写真集 中国地方の鉄道 工事中の山陽新幹線

アルバム・ 1冊

200407／3576
写真集 中国地方の鉄道 山陰のロープウェイ

アルバム・ 1冊

200407／3577
写真集 中国地方の鉄道 山陽のロープウェイ

アルバム・ 1冊

200407／3578
写真集 中国地方の鉄道 特殊・その他

アルバム・ 1冊

200407／3579
鉄道車両絵葉書

アルバム・ 1冊

200407／3580
山口線「SLやまぐち号」絵葉書集

アルバム・ 1冊

200407／3581
〔鉄道絵葉書・写真〕

アルバム・ 1冊

200407／3582
〔新幹線絵葉書〕

アルバム・ 1冊

200407／3583
〔国鉄・JR乗車券（昭和61年～）・広電乗車券〕

ストックブック・ 1冊

200407／3584
〔井原鉄道乗車券・JR乗車券タトウ〕

ストックブック・ 1冊

200407／3585
三江線 各駅駅舎・写真ファイル

アルバム・ 1冊

200407／3586
広島電鉄電車車輛・写真ファイル

アルバム・ 1冊

200407／3587
鉄道関係絵葉書・写真ファイル１

アルバム・ 1冊

200407／3588
鉄道関係絵葉書・写真ファイル２

アルバム・ 1冊

200407／3589
鉄道関係絵葉書・写真ファイル３

アルバム・ 1冊

200407／3590
本州四国連絡橋 瀬戸大橋 絵葉書

アルバム・ 1冊

200407／3591
五十年史 鉄道弘済会

昭和58. 2.25発行

財団法人鉄道弘済会

上製本・ 1冊

昭和32.10.31

日本鉱業株式会社五十年史編
集委員会

上製本・ 1冊

平成元. 2.26

小林利外・小林一朗

並製本・ 1冊

昭和58. 3.20

野田正穂・原田勝正・青木栄一
編集/日本経済評論社

上製本・ 1冊

200407／3592
日本鉱業株式会社 五十年史

200407／3593
山陽道を歩く

200407／3594
大正期鉄道史資料〈第2期〉国有・民営鉄道史 第3巻
鉄道国有始末一斑
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200407／3595
比治山をめぐる郷土誌

昭和60.11. 3

段原公民館郷土史クラブ

並製本・ 1冊

宇田賢吉

並製本・ 1冊

宇田賢吉

並製本・ 1冊

200407／3596
870000㎞の軌跡 上（原稿）

200407／3597
870000㎞の軌跡 下（原稿）

200407／3598
高速路面電車（LRT）関係資料集１

並製本・ 1冊

200407／3599
新聞スクラップ 中国地方のバス １（昭26～平6年）

並製本・ 1冊

200407／3600
新聞スクラップ 中国地方のバス ２（平成7～13年）

並製本・ 1冊

200407／3601
新聞スクラップ 中国地方のバス ３（平成14～19年）

並製本・ 1冊

200407／3602
新聞スクラップ 中国地方のバス ４（平成20～24年）

並製本・ 1冊

200407／3603
新聞鉄道関係記事（書き写し）資料

並製本・ 1冊

200407／3604
宇品線ものがたり

平成 4. 8. 6 稿了

長生達雄

並製本・ 1冊

200407／3605
広島電鉄 電車車両の各車ごと明細データ他

並製本・ 1冊

200407／3606
日本蒸気機関車史 私設鉄道編Ⅱ（未定稿）

金田茂裕 遺稿・近藤一郎 編
集/機関車史研究会

並製本・ 1冊

200407／3607
中国地方鉄道関係資料コピー １

並製本・ 1冊

200407／3608
中国地方鉄道関係資料コピー ２

並製本・ 1冊

200407／3609
中国地方鉄道関係資料コピー ３

並製本・ 1冊

200407／3610
中国地方鉄道関係資料コピー ４

並製本・ 1冊

200407／3611
中国地方鉄道関係資料コピー ５

並製本・ 1冊

200407／3612
中国地方鉄道関係資料コピー ６

並製本・ 1冊

200407／3613
広島の街と鉄道 関係資料

並製本・ 1冊

200407／3614
可部線歴史関係資料

並製本・ 1冊

200407／3615
RCC開業20周年記念―鉄道100周年 世紀の蒸気機
関車展《報告書》

昭和47.12.20

株式会社中国放送

刊・ 1冊

平成元.10. 1

鳥取市 発行

刊・ 1冊

平成 8. 8.21

株式会社 日立製作所

刊・ 1冊

JR西日本

刊・ 1冊

編集人 鼠入隆志/発行所 レー
ルアンドテック出版

刊・ 1冊

200407／3616
鳥取市市制施行100周年記念誌 とっとり百年

200407／3617
株式会社 日立製作所 笠戸工場

200407／3618
トワイライト エクスプレス

’91. 8.

200407／3619
鉄道車両と技術 10月号（第4巻第10号，通巻第39
号）

1998.10.10
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200407／3620
路面電車の活用に向けて

平成10. 1. 発行

建設省

刊・ 1冊

平成 7.10.11・12・13

主催 路面電車を考える会/協賛
広島電鉄

刊・ 1冊

平成 7.

ライトレール推進グループ

刊・ 1冊

平成 3. 5. 3

JR西日本・広島

刊・ 1冊

昭和47.11. 1 発行

編集・発行 交通科学館

刊・ 1冊

2004. 3.

独立行政法人 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構

刊・ 1冊

平成 7. 7.

（社）日本交通計画協会

刊・ 1冊

2000.11.23～2001.
1.28

交通博物館

刊・ 1冊

2004. 3.

独立行政法人 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構 鉄道建設本
部 大阪支社

刊・ 1冊

JR北海道

刊・ 1冊

大正 9. 9. 1

株式会社同文館

並製本・ 1冊

平成12.11.22

運輸施設整備事業団

刊・ 1冊

平成12.11.22

監修 運輸省鉄道局/発行 運輸
施設整備事業団

刊・ 1冊

昭和50. 3.31

川崎重工

刊・ 1冊

1997. 4.

社団法人日本交通計画協会

刊・ 1冊

平成 7. 6. 4

JR東海

刊・ 1冊

平成10.10.

建設省 中国地方建設局

並製本・ 1冊

平成16. 4.

中国地方整備局 企画部

刊・ 1冊

平成 9. 9.

鉄道整備基金

上製本・ 1冊

昭和49.10.20

編集 日本鉄道建設公団十年史 上製本・ 1冊
編さん委員会/発行 日本鉄道建
設公団

昭和45. 2.20

高松吉太郎/発行所 鉄道図書
刊行会

上製本・ 1冊

1991.11.15

監修 草柳太臓/責任編集 原田
勝正/発行所 ぎょうせい

上製本・ 1冊

200407／3621
路面電車サミット’95IN広島

200407／3622
LRTで街づくり 都市交通ネットワークの整備と市街
地の活性化へ向けて

200407／3623
ブルートレイン いい旅あなたと

200407／3624
鉄道100年 走りつづけた蒸気機関車 1972

200407／3625
地球にやさしい 鉄道の建設

200407／3626
Light Rail Transit Amenity Design

200407／3627
写真で見る20世紀 『日本の鉄道』10大ニュース展

200407／3628
未来の交通ネットワークを担う

200407／3629
Blue Train HOKUTOSEI 札幌―上野間直通寝台特
急北斗星

200407／3630
教育画報 第11巻第1号

200407／3631
明日をめざす鉄道 2000

200407／3632
魅力ある鉄道をめざして

200407／3633
大阪車両部の記録

200407／3634
ライトレールトランジット 新しい時代の路面電車

200407／3635
安全に。快適に。そしてもっと早く！ 東海道新幹線
「のぞみ」300系車両・誕生と成長

200407／3636
中国地方版建設白書 平成10年度中国地方の地域
づくり

200407／3637
平成15年度土木の日特別講演 ゼロからの復興 平
和都市ヒロシマのまちづくりについて～銀山匡助氏
講演関係資料集～

200407／3638
鉄道整備基金のあゆみ

200407／3639
日本鉄道建設公団十年史

200407／3640
写真で見る20世紀 『日本の鉄道』10大ニュース展つ
づる 日本路面電車変遷史

200407／3641
20世紀フォトドキュメント 第7巻 交通
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200407／3642
機関車工学 上巻

明治43. 4.24 発行（大
正14. 4.20 八版発行）

森彦三・松野千勝 共著/発行所
大倉書店

上製本・ 1冊

明治43. 4.24 発行（大
正14. 4.20 八版発行）

森彦三・松野千勝 共著/発行所
大倉書店

上製本・ 1冊

明治43. 4.24 発行（大
正14. 4.20 八版発行）

森彦三・松野千勝 共著/発行所
大倉書店

上製本・ 1冊

1988. 5.

著者 金田茂裕/発行 機関車史
研究会

上製本・ 1冊

1988.10.

著者 金田茂裕/発行 機関車史
研究会

上製本・ 1冊

1989. 3.

著者 金田茂裕/発行 機関車史
研究会

上製本・ 1冊

1989.10.

著者 金田茂裕/発行 機関車史
研究会

上製本・ 1冊

昭和37. 9. 1

財団法人 日本交通公社

上製本・ 1冊

1991. 8.20

編集 高砂雍郎/発行 鉄道史資
料研究会

並製本・ 1冊

平成元. 3.

社団法人 日本戦災遺族会

並製本・ 1冊

1974.12.20

著者 生田昭夫/編集者 成田公
一/米子市 今井書店印刷工場

刊・ 1冊

昭和51. 5.15 初版

編集兼発行者 鉄道図書刊行会

上製本・ 1冊

昭和27. 3.末現在

発行所 株式会社電気車研究会

上製本・ 1冊

昭和26. 3. 1 発行

監修 運輸省民営鉄道部/編集
兼発行者 株式会社電気車研究
会

上製本・ 1冊

大正13. 1. 8

鉄道省工作局車輛課

上製本・ 1冊

昭和 2. 6.

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和38. 3.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和34. 3.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

1951.12.

日本国有鉄道 客貨車設計課 編 上製本・ 1冊
集

昭和29. 3. 発行

日本国有鉄道工作局

上製本・ 1冊

昭和35. 3.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和38. 2.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

200407／3643
機関車工学 中巻

200407／3644
機関車工学 下巻

200407／3645
正背面図入 蒸気機関車形式図集 Ⅰ

200407／3646
正背面図入 蒸気機関車形式図集 Ⅱ

200407／3647
正背面図入 蒸気機関車形式図集 Ⅲ

200407／3648
正背面図入 蒸気機関車形式図集 Ⅳ

200407／3649
日本交通公社50年史

200407／3650
鉄道公報による国鉄車両台帳〔機関車編〕 明治42年
度～昭和40年度

200407／3651
全国戦災史実調査報告書 昭和63年度

200407／3652
地方都市よなご 町に網を打つ

200407／3653
日本民営鉄道車両形式図集〔下編〕

200407／3654
電気車形式図集

200407／3655
電気車形式図集 私鉄編 第2集

200407／3656
機関車形式図

200407／3657
車輛形式図 電気車

200407／3658
客車形式図 1963

200407／3659
客車形式図 1959

200407／3660
鋼製客車形式図 1951

200407／3661
鋼製客車形式図 追録 第1号

200407／3662
電車形式図（追録） 1960

200407／3663
電車形式図（追録） 1963
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200407／3664
電車形式図（追録） 1966

昭和41. 3.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和47. 3.

日本国有鉄道 車両設計事務所
編集

並製本・ 1冊

昭和45. 3.

日本国有鉄道 車両設計事務所
編集

上製本・ 1冊

昭和28. 3.20

編集 日本国有鉄道工作局動力
車課

上製本・ 1冊

昭和38. 3.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和46. 3.

日本国有鉄道 車両設計事務所
編集

上製本・ 1冊

昭和38.10.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和51. 1.

日本国有鉄道 車両設計事務所
編集

上製本・ 1冊

昭和45. 1.

日本国有鉄道 車両設計事務所
編集

上製本・ 1冊

1952. 3.

日本国有鉄道 車両局客貨車設
計課 編集

上製本・ 1冊

昭和36. 1.

日本国有鉄道 臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和46. 3.

日本国有鉄道 車両設計事務所
編集

上製本・ 1冊

昭和34. 4.10 初版

監修 日本国有鉄道/編集兼発
行者 鉄道図書刊行会

上製本・ 1冊

昭和31. 1. 1

株式会社電気車研究会

上製本・ 1冊

昭和33.11. 1 印刷

監修 日本国有鉄道/編集兼発
行者 鉄道図書刊行会

上製本・ 1冊

200407／3665
電車形式図（追録） 1972

200407／3666
新幹線車両形式図 1970

200407／3667
電車形式図 1953

200407／3668
気動車形式図 1963

200407／3669
気動車形式図 1971

200407／3670
電気機関車形式図 1963

200407／3671
電気機関車形式図 1976

200407／3672
ディーゼル機関車形式図 1970

200407／3673
貨車形式図 1952

200407／3674
貨車形式図 1961

200407／3675
貨車形式図 1971

200407／3676
国鉄蒸気機関車形式図集

200407／3677
電気車形式図集

200407／3678
内燃車両形式図集

200407／3679
路面電車形式図集

並製本・ 1冊

200407／3680
JR貨物要覧 1999

1999. 9.

発行 日本貨物鉄道株式会社 総 並製本・ 1冊
合企画本部 企画部

2001. 9.

発行 日本貨物鉄道株式会社 総 並製本・ 1冊
合企画本部 企画部

2006. 9.

発行 日本貨物鉄道株式会社 総 並製本・ 1冊
合企画本部 経営企画部

200407／3681
JR貨物要覧 2001

200407／3682
JR貨物要覧 2006

200407／3683
開通50週年記念 千光寺山ロープウェー開通のころ

写真 土本壽美

並製本・ 1冊

岡山県新幹線建設促進期成会

刊・ 1冊

200407／3684
山陽新幹線
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200407／3685
国有鉄道の現状（国有鉄道実相報告書）

昭和22. 8.

運輸省鉄道総局

並製本・ 1冊

鉄道院西部鉄道管理局

絵葉書帖・ 1冊

沖ノ山炭鉱株式会社

並製本・ 1冊

平成6. 8.20

広島高速交通株式会社

刊・ 1冊

平成6. 8.20

広島高速交通株式会社

刊・ 1冊

平成13. 3.20

広島高速交通株式会社

刊・ 1冊

平成15. 3.21

広島高速交通株式会社

刊・ 1冊

明治32.10.10

運輸課列車係 楠経太郎

上製本・ 1冊

昭和31. 9.15

著者 鈴木嶺夫/発行所 鉄道図
書刊行会

並製本・ 1冊

昭和31.10.15

著者 星 晃/発行所 鉄道図書刊 並製本・ 1冊
行会

昭和37. 2. 1

発行所 鉄道弘済会

並製本・ 1冊

昭和57. 4.

瀬戸大橋架橋推進岡山県協議
会

刊・ 1点

平成15.10. 1改正

JR西日本

並製本・ 1冊

昭和40. 2.28

著者兼発行者 亀井一男

並製本・ 1冊

昭和43.6. 1

秋元貞二 編/発行所 国鉄労組
全国施設協議会本部

並製本・ 1冊

昭和50. 9.23 第3版

編集 （財）交通協力会/発行所
（財）交通協力会出版部

並製本・ 1冊

昭和58.10.

広島鉄道管理局経理部情報管
理室

並製本・ 1冊

昭和53.11.20

本州四国連絡橋公団

並製本・ 1冊

昭和55.11. 1

本州四国連絡橋公団

並製本・ 1冊

昭和57.11.18

編集・発行 日本国有鉄道情報
システム部

並製本・ 1冊

昭和58.11.28

編集・発行 日本国有鉄道情報
システム部

並製本・ 1冊

昭和59.12.10

編集・発行 日本国有鉄道情報
システム部

並製本・ 1冊

1964

日本国有鉄道広報部

並製本・ 1冊

200407／3686
鷹取工場絵葉書帖

200407／3687
事業概況

200407／3688
広島新交通1号線 列車運行図表（平日）

200407／3689
広島新交通1号線 列車運行図表（休日）

200407／3690
広島新交通1号線 列車運行図表（休日）

200407／3691
広島新交通2号線 列車運行図表（休日）

200407／3692
鉄道貨物運輸補則

200407／3693
信号と保安の話 鉄道新書11

200407／3694
車両の軽量化 鉄道新書14

200407／3695
携帯 全国時間表 2月号 スキー列車とスキー場案内
付録つき

200407／3696
本州四国連絡橋児島・坂出ルート 瀬戸大橋 概要メ
モ

200407／3697
時刻表 新誌幹線10.1新ダイヤ

200407／3698
鉄道ファン雑記帳

200407／3699
国鉄糞尿譚―沿線に飛び散るタレ流しの罪過―

200407／3700
国鉄―その軌跡と進路をさぐる―

200407／3701
昭和57年度 鉄道要覧

200407／3702
役職員名簿

200407／3703
役職員名簿

200407／3704
国鉄統計ダイジェスト 鉄道要覧 昭和57年版

200407／3705
国鉄統計ダイジェスト 鉄道要覧 昭和58年版

200407／3706
国鉄統計ダイジェスト 鉄道要覧 昭和59年版

200407／3707
国鉄メモ 1964
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200407／3708
東海道新幹線沿線案内

発行 国立劇場/企画 （株）広詢
社

刊・ 1冊

昭和46. 2. 1

監修 日本国有鉄道/企画・製作
鉄道弘済出版社

ノート・ 1冊

昭和47. 4. 1 3版発行

監修 日本国有鉄道/編集・製作
鉄道弘済出版社

ノート・ 1冊

昭和49. 9. 1 11版発行 監修 日本国有鉄道/編集・製作
鉄道弘済出版社

ノート・ 1冊

昭和53. 8. 1 改定4版
発行

監修 日本国有鉄道/編集・製作
鉄道弘済出版社

ノート・ 1冊

昭和54.10. 1 改定7版
発行

監修 日本国有鉄道/編集・製作
鉄道弘済出版社

ノート・ 1冊

昭和51. 7. 1

発行 財団法人 運輸経済研究セ 並製本・ 1冊
ンター

昭和53. 7. 1

発行 財団法人 運輸経済研究セ 並製本・ 1冊
ンター

昭和55. 7. 1

監修 運輸省鉄道監督局民営鉄
道部/発行 財団法人 運輸経済
研究センター

並製本・ 1冊

昭和56.11.10

監修 運輸省鉄道監督局民営鉄
道部/発行 財団法人 運輸経済
研究センター

並製本・ 1冊

昭和58. 1.25

監修 運輸省鉄道監督局民営鉄
道部/発行 財団法人 運輸経済
研究センター

並製本・ 1冊

昭和59. 6.15

監修 運輸省鉄道監督局民営鉄
道部/発行 財団法人 運輸経済
研究センター

並製本・ 1冊

昭和60. 5.31

監修 運輸省地域交通局/発行
財団法人 運輸経済研究セン
ター

並製本・ 1冊

平成10.10.13

監修 運輸省鉄道局/発行 財団
法人運輸政策研究機構

並製本・ 1冊

平成11.10.13

監修 運輸省鉄道局/発行 財団
法人運輸政策研究機構

並製本・ 1冊

平成18.10.

監修 国土交通省鉄道局/発行
財団法人運輸政策研究機構

並製本・ 1冊

2000.11.30

企画編集 グリーンブリーズ/発行 並製本・ 1冊
ひろしまＮＰＯセンター

200407／3709
スタンプノート 国鉄監修 旅の手帳

200407／3710
スタンプノート 国鉄監修

200407／3711
スタンプノート 国鉄監修

200407／3712
スタンプノート 国鉄監修

200407／3713
スタンプノート 国鉄監修

200407／3714
昭和51年版 数字でみる民鉄

200407／3715
昭和53年版 数字でみる民鉄

200407／3716
昭和55年版 数字でみる民鉄

200407／3717
昭和56年版 数字でみる民鉄

200407／3718
1983年版 数字でみる民鉄

200407／3719
1984年版 数字でみる民鉄

200407／3720
1985年版 数字でみる民鉄

200407／3721
1998年版 数字でみる鉄道

200407／3722
1999年版 数字でみる鉄道

200407／3723
数字でみる鉄道 2006

200407／3724
バスの達人 広島市域圏路線帳 2000年度版

200407／3725
さようなら蒸気機関車 ああ汽車の歌

編集者 高橋浩/発行所 株式会
社音楽春秋

並製本・ 1冊

1978

本州四国連絡橋公団

並製本・ 1冊

1981

本州四国連絡橋公団総務部広
報課

並製本・ 1冊

200407／3726
本州四国連絡橋公団要覧 1978

200407／3727
本州四国連絡橋公団要覧 1981
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200407／3728
本州四国連絡橋公団要覧 1982

1982

本州四国連絡橋公団総務部広
報課

並製本・ 1冊

1988

本州四国連絡橋公団総務部広
報課

並製本・ 1冊

昭和 7.12. 1現在

安田銀行

刊・ 1冊

昭和50. 9.10

齋藤達男 著/株式会社コロナ社

上製本・ 1冊

米子鉄道管理局

並製本・ 1冊

昭和55.11. 1

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

1962.10.14

国鉄中国支社営業部旅客課

並製本・ 1冊

昭和 3.12.15

著作者 山口直一/発行所 鉄道
知識社/発売所 東京宝文館

上製本・ 1冊

昭和18. 8.15

坂田俊夫 著/教学館

並製本・ 1冊

昭和 4. 4.24

懸川久一 著/博政館

上製本・ 1冊

昭和29. 3.10発行

財団法人交通協力会

上製本・ 1冊

昭和18.12. 1初版発行

著作者 鶴見祐輔/発行所 太平
洋協会「出版部」

上製本・ 1冊

昭和19. 1.18初版発行

著作者 鶴見祐輔/発行所 太平
洋協会「出版部」

上製本・ 1冊

昭和53. 5.25初版発行

著者 雪廼家閑人/発行所 信濃
路

上製本・ 1冊

昭和59. 2.

行政管理庁行政監察局 編

並製本・ 1冊

運輸局運転課

並製本・ 1冊

昭和53. 5.

中央地学株式会社

刊・ 1点

昭和49. 4. 1発行

著者 山口真弘/発行所 株式会
社鉄道研究社

上製本・ 1冊

大正 2.11.10

著作兼発行者 加藤貞一/印刷
所・発売所 博文館

上製本・ 1冊

平成12. 2. 1発行

著者 小川功/発行者 滋賀大学
経済学部

上製本・ 1冊

平成13. 3.30発行

著者 小川功/発行者 滋賀大学
経済学部

上製本・ 1冊

昭和47. 1.発行

著者 都築要/発行 広島郷土史
会

並製本・ 1冊

200407／3729
本州四国連絡橋公団要覧 1988

200407／3730
汽車時刻表

200407／3731
旅客索道

200407／3732
山陰漫画の旅

200407／3733
全国私鉄カタログ part2

200407／3734
国鉄90周年記念刊 中国路の観光

200407／3735
鉄道傷害防止漫画読本

200407／3736
国鉄血戦譜

200407／3737
帝国鉄道地理概説

200407／3738
交通年鑑 昭和29年版

200407／3739
後藤新平伝 国務大臣時代前期上

200407／3740
後藤新平伝 国務大臣時代前期下

200407／3741
汽車弁文化史

200407／3742
国鉄の現状と問題点―設備投資・要員管理を中心と
して―

200407／3743
鉄道踏切に於ける自動車事故（業務研究資料第十二
巻第十七号掲載）

200407／3744
商工産業地図 高津区（川崎市）

200407／3745
鉄道法制概論

200407／3746
鉄道之貨物運輸

200407／3747
地方企業集団の財務破綻と投機的経営者―大正期
「播州長者」分家の暴走と金融構造の疲弊―

200407／3748
破綻銀行経営者の行動と責任―岩手金融恐慌を中
心に―
添書付

200407／3749
広島史蹟名勝絵日記
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200407／3750
てつろ 38号

昭和46.10.14

東京大学鉄道研究会編集部

並製本・ 1冊

昭和47. 3.

鉄道友の会東京支部客貨車気
動車部会

並製本・ 1冊

1998.11.

鉄道友の会東京支部客貨車気
動車部会・貨車部会 復刻

刊・ 1冊

広島鉄道局

並製本・ 1冊

昭和16. 8.15現在

鉄道大臣官房人事課

並製本・ 1冊

昭和57. 1.20～61.
7.21

大蔵省印刷局 発行

上製本・ 1冊

昭和61. 7. 1現在

広島鉄道管理局新幹線総局広
島管理部・中国地方自動車局

並製本・ 1冊

2003.12.15 第一刷発
行

編著者 三宅俊彦/発行所 新人
物往来社

並製本・ 1冊

昭和56. 1.22

編集発行人 鉄道友の会東京支 並製本・ 1冊
部客車気動車部会「食堂車」100
号編集委員会

昭和54. 9.27

編集発行人 鉄道友の会東京支
部客貨車気動車部会「展望車」
編集委員会

並製本・ 1冊

大正 9. 5.31

鉄道省

上製本・ 1冊

200407／3751
展望車 鉄道友の会東京支部客貨車気動車部会レ
ポート集 №1

200407／3752
THE OUTLINE LEADING DIMENSIONS WEIGHTS
AND CAPACITIES，OF THE DIFFERENT
CLSSES,OF CARRIAGES ＆ WAGONS

200407／3753
鉄道貨物読本

200407／3754
鉄道省職員録

200407／3755
広島電鉄（株）有価証券報告書

200407／3756
職員名簿

200407／3757
復刻版 明治鉄道開業時刻表[解説]

200407／3758
食堂車 第100号記念 食堂車特集号

200407／3759
展望車 鉄道友の会東京支部客貨車気動車部会レ
ポート集 №1

200407／3760
国有十年 本邦鉄道国有後の施設並成績

200407／3761
動力車配置表

クリアファイル・ 1
冊

200407／3762
隧道工事編

大正14. 7. 8発行

著作者 西畑常/発行所 大正商
工社

上製本・ 1冊

昭和63.12.

青木栄一・小松丘・鈴木文彦

刊・ 1冊

1982. 3.

青木栄一

刊・ 1冊

小川功

刊・ 1冊

2002. 6.

青木栄一

刊・ 1冊

平成11.12.

小川功

刊・ 1冊

2004. 9.

青木栄一

刊・ 1冊

2005.10.16

青木栄一

刊・ 1点

200407／3763
特定地方交通線の転換と第三セクター鉄道（東京学
芸大学紀要 第3部門 社会科学 第40集抜刷）

200407／3764
鉄道忌避伝説に対する疑問（新地理第29巻第4号抜
刷）

200407／3765
銀行家の資質とリスク管理―金融恐慌期の広島産業 平成14. 3.
銀行を中心に―（滋賀大学経済学部研究年報 第8巻
抜刷）

200407／3766
3フィート6インチ・ゲージ採用についてのノート（文化
情報学：駿河台大学文化情報学部紀要 第9巻第1号
抜刷）

200407／3767
地方零細企業の破綻処理と“救済者”集団―播州水
力電気鉄道とその競落を中心に―（滋賀大学経済学
部研究年報 第6巻抜刷）

200407／3768
鉄道史研究と『鉄道省文書』（歴史地理学 第46巻4号
（通巻220号）抜刷）

200407／3769
鉄道車両史研究の視点とその系譜（第23回鉄道史学
会大会共通論題「鉄道車両史を考える」レジュメ）
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200407／3770
解題「王子電気軌道二十五年史」「王子電気軌道株
式会社三十年史」「京王電気軌道株式会社三十年
史」

和久田康雄

刊・ 1点

和久田康雄

刊・ 1点

小川功

刊・ 1点

200407／3771
解題「五十年史」「五十年譜」（伊予鉄道電気株式会
社）

200407／3772
宮城電気鉄道の設立動機と設備金融―親会社高田
商会の破綻と生保融資―

200407／3773
〔鉄道史学会共通論題報告「鉄道車両を考える」レ
ジュメ〕

2005.10.16

刊・ 1括（3点）

200407／3774
長船友則著『山陽鉄道物語』（『鉄道史学』第27号抜
粋）

2010. 3.

井田泰人

刊・ 1点

1989. 3.20

鉄道史学会

刊・ 1冊

1989.10.25

鉄道史学会

刊・ 1冊

1990. 3.20

鉄道史学会

刊・ 1冊

2014. 6.13

編集者 千葉正史/発行人 堀雅
通

刊・ 1点

2014.11..14

編集者 青木亮/発行人 青木真
美

刊・ 1点

2015. 3. 1

編集者 青木亮/発行人 青木真
美

刊・ 1点

2015. 6.12

編集者 青木亮/発行人 青木真
美

刊・ 1点

2015.11.19

編集者 青木亮/発行人 青木真
美

刊・ 1点

2016. 2.24

編集者 青木亮/発行人 青木真
美

刊・ 1点

昭和34. 9. 1

編纂兼印刷 井上豊/発行所 山
陽無煙鉱業所

刊・ 1冊

大正15. 5.20

編纂者兼発行人 宇部砿業組合
代表者渡邊祐策/印刷所 山中
活版所

刊・ 1冊

昭和28. 4.

工作局

刊・ 1冊

昭和28. 4.

工作局

刊・ 1冊

昭和28. 4.

工作局

刊・ 1冊

昭和47. 3.

発行所 日本国有鉄道旅客局内
ディスカバージャパン推進本部

刊・ 1冊

平成 6. 8.15受取

山陰鉄道研究会 祖田定一

刊・ 1冊

200407／3775
鉄道史学会会報 №6

200407／3776
鉄道史学会会報 №7

200407／3777
鉄道史学会会報 №8

200407／3778
鉄道史学会会報第35号

200407／3779
鉄道史学会会報第36号

200407／3780
鉄道史学会会報第37号

200407／3781
鉄道史学会会報第38号

200407／3782
鉄道史学会会報第39号

200407／3783
鉄道史学会会報第40号

200407／3784
鉱業所案内 再版第10号

200407／3785
宇部砿業史

200407／3786
車両称号規程改正に伴う新旧番号対照表（客車）（昭
和28年4月8日達第225号別冊の1）

200407／3787
車両称号規程改正に伴う新旧番号対照表（電車）（昭
和28年4月8日総裁達第225号別冊の2）

200407／3788
電車の改造に伴う形式整理についての新旧番号対
照表（昭和28年 月 日付総裁達第 号別表）

200407／3789
でいすかばあ・じゃぱん 特集新幹線岡山開業

200407／3790
浜田～東京986.9㎞ 山陰本線の『ブルートレイン』（1）
寝台特急『出雲4/1号』同乗記録
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200407／3791
新製高速列車に関する試乗会ならびに座談会 前刷

昭和33.10.23

社団法人日本機械学会

刊・ 1冊

昭和23.10.25

編集者 運輸省陸運監理局監理
部内私鉄業務研究会/発行所
交通社

刊・ 1冊

昭和 6. 3.10

発行所 帝国発明協会

刊・ 1冊

昭和62.11.20発行

編集 周藤真也/発行 山陰鉄道
研究会

刊・ 1冊

昭和63. 3. 1発行

編集 松本崇・周藤真也/発行 山 刊・ 1冊
陰鉄道研究会

昭和63. 9.20発行

編集 松本崇・周藤真也/発行 山 刊・ 1冊
陰鉄道研究会

平成 6.10. 1

編集・発行 財団法人県民文化
センター文化情報課

刊・ 1冊

平成 7.12. 1

編集・発行 財団法人県民文化
センター文化情報課

刊・ 1冊

1983. 7.

社団法人日本民営鉄道協会 発
行

刊・ 1冊

昭和17.10.11

発行所 株式会社朝日新聞社

刊・ 1冊

明治35.12.10発行

東陽堂 発行

刊・ 1冊

昭和29.11. 1

編輯兼発行者 野澤孝作/発行
所 財団法人都市計画協会

刊・ 1冊

明治24. 4.25

発行所 経済雑誌社

刊・ 1冊

昭和 3. 7.25

事務所兼発行所 建築学会

刊・ 1冊

発行兼編集人 原精一/発行所
日本鉄道運転協会

刊・ 1冊

発行兼編輯 松村貞雄/印刷所
明昇舎

刊・ 1冊

発行所 株式会社交友社

刊・ 1冊

発行所 株式会社交友社

刊・ 1冊

昭和47. 1. 1発行

編集兼・発行人 国富千春/発行
所 鉄道時報社

刊・ 1冊

（昭和12）.

財団法人運輸調査局

並製本・ 1冊

昭和 8. 7.15

社団法人帝国鉄道協会

並製本・ 1冊

1970. 5.15

発行者 社団法人鉄道建築協会

並製本・ 1冊

200407／3792
私鉄の知識 第1巻第3号

200407／3793
発明 第28巻第3号

200407／3794
碧雲湖 第一号

200407／3795
碧雲湖 第二号

200407／3796
碧雲湖 第3号

200407／3797
けんみん文化 第10巻第7号（通巻第112号）

200407／3798
けんみん文化 第11巻第9号（通巻第126号）

200407／3799
みんてつ №29

200407／3800
週刊朝日 第42巻第15号（通巻第1187号）

200407／3801
風俗画報 261号

200407／3802
新都市 第8巻第11号 都市鉄道特輯号

200407／3803
東京経済雑誌 政治文学及商業上之要報 第23巻第
569号

200407／3804
建築雑誌 第42輯第511号

200407／3805
社団法人 日本鉄道運転協会誌 第14巻第10号 鉄道 昭和47.10. 1発行
100年特集号

200407／3806
団団珍聞 第1330号

明治34. 7.27

200407／3807
LOCOMOTIVE ENGINEERING（ロコモチヴ エンヂニヤ 昭和27.11. 1発行
リング） 再刊第1号（通巻第16巻第1号）

200407／3808
LOCOMOTIVE ENGINEERING（ロコモチヴ エンヂニヤ 昭和28. 1. 1発行
リング） 1月号（通巻第17巻第1号）

200407／3809
日本国有鉄道百年記念 国鉄大観

200407／3810
日本陸運二十年史（年表編）―第一次大戦末期より
日華事変勃発に至るまでの運輸経済―

200407／3811
全国交通網調査会調査書（四国及本州西部）

200407／3812
国鉄建築のあゆみ 1870-1970

228

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／3813
日本鉄道建設公団（京都大学鉄道研究会雑誌№26）

1995.11.23

発行所 京都大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

昭和39.～43.

国鉄中国支社営業部

刊・ 1括（21冊）

200407／3814
国鉄中国支社「旅行だより」№1～25
2・12・13・23欠

200407／3815
鉄道ファン №400（抜粋）

1994. 8.

並製本（抜粋）・ 1
点

200407／3816
新日本鉄道史〔上〕

昭和42. 7.20

著者 川上幸義/発行所 鉄道図
書刊行会

上製本・ 1冊

昭和43. 9.20

著者 川上幸義/発行所 鉄道図
書刊行会

上製本・ 1冊

200407／3817
新日本鉄道史〔下〕

200407／3818
智頭急行（株）営業報告書

バインダー・ 1冊

200407／3819
芸南電気軌道（株）営業報告書

バインダー・ 1冊

200407／3820
徳山電気軌道

河杉忠昭 調

バインダー・ 1冊

200407／3821
山陽波止場（2） 30年鉄道不通と船

クリアファイル・ 1
冊

200407／3822
山陽波止場（3） 33年鉄道不通と船

クリアファイル・ 1
冊

200407／3823
〔国鉄関係チラシ・パンフレット〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／3824
ありがとう三江線 三江線全駅硬券入場券

2018. 3.31

JR西日本

三つ折製本・ 1冊

※切符が落ちるため閲覧不可

200407／3825
鉄道関係配付参考書類

昭和11.

並製本・ 1冊

昭和33.～5.

並製本・ 1冊

200407／3826
週刊紙鉄道記事集成（1） 昭和33～50年

200407／3827
月刊誌鉄道記事集成（1）

並製本・ 1冊

200407／3828
中国地方鉄道史資料集成 鉄道院年報他

並製本・ 1冊

200407／3829
陸蒸気からひかりまで

昭和42. 5.25 3版発行

片野正巳・赤井哲朗/株式会社
機芸出版社

上製本・ 1冊

昭和55. 6.20発行

著者 辻阪昭浩/発行所 株式会
社ダンダン

並製本・ 1冊

1974. 3.25

編集・発行所 神戸大学経済経
並製本・ 1冊
営研究所経営分析文献センター

200407／3830
国鉄乗車券類歴史事典

200407／3831
明治～昭和前期 営業報告書目録集覧

200407／3832
〔新聞記事スクラップ〕

昭和29. 9.28～39.
3.10

大学ノート・ 1冊

200407／3833
〔所蔵資料目録〕

大学ノート・ 1冊

200407／3834
〔鉄道ファイル〕

クリアファイル・ 1
冊
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200407／3835
広電ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3836
〔呉市電ファイル〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／3837
〔山陽鉄道ファイル〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／3838
米子電車軌道（株）営業報告書

バインダー・ 1冊

200407／3839
大社宮島鉄道（株）営業報告書

バインダー・ 1冊

200407／3840
岩国電気軌道（株）営業報告書（1）

バインダー・ 1冊

200407／3841
岩国電気軌道（株）営業報告書（2）

バインダー・ 1冊

200407／3842
廃藩置県から九十年の歩み（広島県） 読売新聞 昭
和36年

昭和36.

並製本・ 1冊

200407／3843
山陰鉄道史新聞記事集成

並製本・ 1冊

200407／3844
ひろしま備北会のあゆみ―比婆郡友会からの55年―

平成19. 8.

並製本・ 1冊

200407／3845
青木栄一先生 略歴・著作目録

平成19. 2.10

編集・発行 青木栄一先生を囲む 並製本・ 1冊
会

200407／3846
小型時刻表ファイル

クリアファイル・ 1
冊

200407／3847
「鉄道ジャーナル」№1（79～126）中国地方記事

並製本・ 1冊

200407／3848
岡山の交通「RACDAかわら版」№1～100

並製本・ 1冊

200407／3849
JR西日本広報誌・雑誌「旅」等中国地方鉄道記事

並製本・ 1冊

200407／3850
各種文献中鉄道関連記事集成（コピー）１

並製本・ 1冊

200407／3851
各種文献中鉄道関連記事集成（コピー）２

並製本・ 1冊

200407／3852
各種文献中鉄道関連記事集成（コピー）３

並製本・ 1冊

200407／3853
各種文献中鉄道関連記事集成（コピー）４

並製本・ 1冊

200407／3854
各種文献中鉄道関連記事集成（コピー）５

並製本・ 1冊

200407／3855
中国地方鉄道だより（昭和36～40年）

並製本・ 1冊

200407／3856
国鉄関係資料集（客車常備表ほか）

並製本・ 1冊

200407／3857
鉄道友の会作成鉄道資料（昭和30～40）

並製本・ 1冊

200407／3858
国鉄中国支社報（車両運用表他）昭和41～43
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200407／3859
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 創刊号

1976. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1976. 4.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1976. 7.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1976.10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1976

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1977. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1977. 4.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1977. 7.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1977.10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1977

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1978. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1978. 4.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1978. 7.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1978.10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1978

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1982. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1982. 4.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1982. 7.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1982.10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1983. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1983. 4.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1983. 8.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1983.11.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1984. 5.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1984. 8.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1984.11.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

200407／3860
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第2号

200407／3861
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第3号

200407／3862
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第4号

200407／3863
鉄道史料1976年索引

200407／3864
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第5号

200407／3865
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第6号

200407／3866
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第7号

200407／3867
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第8号

200407／3868
鉄道史料1977年索引

200407／3869
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第9号

200407／3870
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第10号

200407／3871
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第11号

200407／3872
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第12号

200407／3873
鉄道史料1978年索引

200407／3874
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第25号

200407／3875
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第26号

200407／3876
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第27号

200407／3877
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第28号

200407／3878
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第29号

200407／3879
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第30号

200407／3880
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第31号

200407／3881
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第32号

200407／3882
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第34号

200407／3883
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第35号

200407／3884
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第36号
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200407／3885
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第49号

1988. 2.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1988.11.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1989. 2.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1990. 8.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1992. 2.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1993. 8.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1994. 5.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1996. 8.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1998. 2.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

2016. 7.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

2018. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

2018. 1.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1976. 1.～10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1980. 1.～10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1981. 1.～10.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

1985. 2.～11.

発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

昭和38.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和39.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和39.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和40.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和41.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和42.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和44.10. 1改正

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和45.10. 1改正

広島鉄道管理局

並製本・ 1冊

200407／3886
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第52号

200407／3887
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第53号

200407／3888
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第59号

200407／3889
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第65号

200407／3890
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第71号

200407／3891
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第74号

200407／3892
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第83号

200407／3893
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第89号

200407／3894
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第149号

200407／3895
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第155号

200407／3896
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第155号

200407／3897
鉄道史資料保存会会報 鉄道史料（抜粋製本）

200407／3898
鉄道史料 1979年（第13～16号合冊）

200407／3899
鉄道史料 1980年（第17～20号合冊）

200407／3900
鉄道史料 1981年（第21～24号合冊）

200407／3901
鉄道史料 1985年（第37～40号合冊）

200407／3902
機関車（気動車を含む）及び同乗務員運用表

200407／3903
気動車及び同乗務員運用表

200407／3904
機関車運用表

200407／3905
機関車（気動車を含む）及び同乗務員運用表

200407／3906
機関車（気動車を含む）及び同乗務員運用表

200407／3907
機関車（気動車を含む）及び同乗務員運用表

200407／3908
機関車運用表
複写製本

200407／3909
機関車運用表
複写製本
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200407／3910
昭和38年国民体育大会秋季大会（山口県） お召列車 昭和38.10.18
運転について

国鉄中国支社

並製本・ 1冊

昭和40. 1. 6～ 5.12/
昭和26. 9.21/昭和27.
7. 5/昭和21. 6.25

発行所 日本国有鉄道総裁室文
書課

並製本・ 1冊

昭和31. 3.

日本国有鉄道工作局

並製本・ 1冊

昭和45. 2.

華道家元池坊専永→長船豊子
殿

タトウ・ 1括

200407／3911
鉄道公報（戦後駐留軍用客車他昭和40年分）

200407／3912
3等寝台車（ナハネ10形式） 説明書

200407／3913
華道家元池坊 脇教授免許・伝書

200407／3914
吉備名所略図

一紙（刊）・ 1点
包紙付

200407／3915
関門案内

昭和 9. 4.26

門司鉄道局（下関要塞司令部検 リーフレット・ 1点
閲済）

200407／3916
東京―大阪間3時間への可能性について（『交通技
術』抜粋）

昭和32. 8.

綴・ 1綴

複製

200407／3917
ひば・道後山高原荘

（平成）19.10.24

株式会社HOST

リーフレット・ 1点

立久恵峡

一紙（刊）・ 1点

平成 7. 6.

社団法人 全日本シティホテル
連盟

刊・ 1冊

2006.10.15

JR西日本

一紙（刊）・ 1点

200407／3918
県立自然公園 国鉄周遊指定地 立久恵峡

200407／3919
社団法人 全日本シティホテル連盟 加盟ホテル

200407／3920
岡山駅橋上駅舎完成記念入場券

200407／3921
地方職員共済組合 鯉城会館

リーフレット・ 1点

200407／3922
メルパルク HIROSHIMA 郵便貯金会館

‘93.10.

リーフレット・ 1点

（平成）17. 9.18

リーフレット・ 1点

（平成）14. 3. 7

リーフレット・ 1点

（平成）10. 8.11

リーフレット・ 1点

（平成）13. 5.26

リーフレット・ 1点

200407／3923
ツインリーブスホテル出雲

200407／3924
西中国山地国定公園 いこいの村ひろしま

200407／3925
萩本陣

200407／3926
下関ステーションホテル

200407／3927
岡山ニューステーションホテル

リーフレット・ 1点

200407／3928
ビジネスCITYホテル

リーフレット・ 1点

200407／3929
村営国民宿舎あわくら荘

（平成） 7. 5.23

リーフレット・ 1点

1992

リーフレット・ 1点

200407／3930
JRホテルグループ

200407／3931
ビジネスホテルエイコー

リーフレット・ 1点

200407／3932
小野田オリエンタルホテル

（平成）14.10.12

リーフレット・ 1点

（平成）14. 7. 6

リーフレット・ 1点

200407／3933
大畠町営国民宿舎
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200407／3934
JRグループ ホテルヴィアイン広島

リーフレット・ 1点

200407／3935
山口グランドホテル

リーフレット・ 1点

200407／3936
ヴィアイン新大阪

（平成）17. 8.27

リーフレット・ 1点

（平成）17. 8.29

リーフレット・ 1点

200407／3937
JRグループ ホテルヴィアイン下関

200407／3938
通信教育指導書第一部 運転法規 機関士編

昭和31. 3.再版

日本国有鉄道（執筆者 増村武
治/編集 中央鉄道教習所）

刊・ 1冊

昭和 5.11. 3発行

吉田初三郎/発行所 岡山県

一紙（刊）・ 1点

昭和 5.11. 5発行

吉田初三郎/発行所 広島県

一紙（刊）・ 1点

財団法人 ハイウェイ交流セン
ター

一紙（刊）・ 1点

昭和58.12.発行

財団法人 道路施設協会

一紙（刊）・ 1点

昭和58.12.発行

財団法人 道路施設協会

一紙（刊）・ 1点

昭和62. 3.発行

財団法人 道路施設協会

一紙（刊）・ 1点

昭和63. 3.発行

財団法人 道路施設協会

一紙（刊）・ 1点

平成13.10. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成10.11. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成13.10. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成13.10. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成13.10. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成10.11. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 4. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 3.10. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 4. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 4. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 4. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 4. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

200407／3939
岡山県鳥瞰図

200407／3940
広島県鳥瞰図

200407／3941
HELLO SQUARE エリアガイド 中国自動車道・山陽自
動車道・徳島自動車道・松山自動車道

200407／3942
中国自動車道（新見～下関）インターチェンジ周辺案
内図

200407／3943
中国自動車道（中国吹田～三次）インターチェンジ周
辺案内図

200407／3944
中国自動車道 山陽自動車道・舞鶴自動車道・関門
橋 S.A・P.Aのごあんない

200407／3945
中国自動車道 山陽自動車道・舞鶴自動車道・関門
橋 S.A・P.Aのごあんない

200407／3946
1万分の１地形図 広島駅

200407／3947
1万分の１地形図 祗園

200407／3948
1万分の１地形図 平和公園

200407／3949
1万分の１地形図 黄金山

200407／3950
1万分の１地形図 江波

200407／3951
1万分の１地形図 五日市

200407／3952
広島駅 1：10000地形図

200407／3953
平和公園 1：10000地形図

200407／3954
黄金山 1：10000地形図

200407／3955
江波 1：10000地形図

200407／3956
祇園 1：10000地形図

200407／3957
五日市 1：10000地形図
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200407／3958
1万分の１地形図 松江

平成 6. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 5. 6. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 2. 5. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

平成 2. 5. 1発行

国土地理院

一紙（刊）・ 1点

200407／3959
鳥取 1：10000地形図

200407／3960
岡山 1：10000地形図

200407／3961
岡南 1：10000地形図

200407／3962
明治初期広島県管内全図（二葉）

明治14. 2刊行/明治
発行所 ふるほん屋・児島書店，
25.10.21出版（復刻版） あき書房

刊・ 1括（2点）

袋一括

200407／3963
〔絵葉書・写真他一括〕

絵葉書・刊・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／3964
〔葉書（私信）他〕

葉書・一紙・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／3965
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社

昭和52. 7.20～56.
7.20

大蔵省印刷局 発行

上製本・ 1冊

昭和62. 1.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

昭和62. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

昭和63. 1.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

昭和63. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成元. 1.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成元. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 2. 1.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 4. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 5. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 6. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 7. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 8. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 9. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

9冊一括

200407／3966
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 昭和61
年

200407／3967
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 昭和62
年3

200407／3968
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 昭和62
年9

200407／3969
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 昭和63
年3

200407／3970
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 昭和63
年9

200407／3971
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成元
年3

200407／3972
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成元
年9

200407／3973
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成4年
3

200407／3974
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成5年
3

200407／3975
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成6年
3

200407／3976
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成7年
3

200407／3977
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成8年
3

200407／3978
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成9年
3
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200407／3979
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成10
年3

平成 10. 7.20

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 11. 7.25

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 12. 7.25

大蔵省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 13. 7.25

財務省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 14. 7.25

財務省印刷局 発行

刊・ 1冊

平成 15. 7.25

独立行政法人国立印刷局 発

刊・ 1冊

平成 16. 7.25

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

刊・ 1冊

平成 17. 7.25

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

刊・ 1冊

平成 19. 7.25

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

刊・ 1冊

平成 20. 7.25

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

刊・ 1冊

平成 21. 7.25

発行 株式会社朝陽会/発売元
全国官報販売協同組合

刊・ 1冊

平成 8. 2. 1

中鐡バス株式会社

刊・ 1冊

昭和36. 2. 1発行

朝日新聞社

並製本・ 1冊

平成 3. 1.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成 7. 3.

編集 日本鉄道建設公団三十年
史編纂委員会/発行 日本鉄道
建設公団

上製本・ 1冊

昭和 6. 5.19

編輯代表者・発行者 山本三生/
発兌 改造社

上製本・ 1冊

昭和 5.10.12

編輯者 仲摩照久/発行所 株式
会社新光社

上製本・ 1冊

平成 6. 8.

発行 広島信用金庫業務開発部

刊・ 1冊

1973

岡山鉄道管理局

刊・ 1冊

昭和50. 8. 2

鳥取県立博物館資料刊行会
発行

刊・ 1冊

1994. 5.20

発行 産業考古学

刊・ 1冊

200407／3980
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成11
年3

200407／3981
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成12
年3

200407／3982
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成13
年3

200407／3983
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成14
年3

200407／3984
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成15
年3

200407／3985
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成16
年3

200407／3986
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成17
年3

200407／3987
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成19
年3

200407／3988
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成20
年3

200407／3989
有価証券報告書総覧 広島電鉄株式会社 平成21
年3

200407／3990
創立百周年記念乗車券
タトウ入

200407／3991
科学朝日 第21巻第2号（通巻第236号）

200407／3992
運輸要覧 平成2年版

200407／3993
日本鉄道建設公団三十年史

200407／3994
日本地理大系 中国及四国篇

200407／3995
日本地理風俗大系 第十巻 中国地方篇

200407／3996
広島物語 ‘94夏 第10号

200407／3997
管内概況 岡山鉄道管理局

200407／3998
鳥取の明治風俗展

200407／3999
産業考古学 会報 第72号
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200407／4000
山陰地域の鉄道遺構―産業考古学的覚え書―（『山
陰地域研究（農山村）』第8号抜刷）

1992. 3.

島根大学山陰地域研究総合セ
ンター

昭和35.12.15発行

編者 鉄道ピクトリアル編集部/発 刊・ 1冊
行所 鉄道図書刊行会

刊・ 1冊

200407／4001
日本私鉄総覧 昭和35. 9. 1現在

200407／4002
山陰・山陽連絡鉄道の形成過程―鉄道敷設法の公
布に関連して―

木村辰男

刊・ 1冊

防長春秋

刊・ 1冊

原田勝正

複写綴・ 1綴

昭和51.12.

日本国有鉄道

並製本・ 1冊

昭和45.10.25

両備バス株式会社広報課

並製本・ 1冊

昭和25. 8.10発行

発行所 西部鉄道同好会

刊・ 1冊

昭和25.10.30発行

発行所 西部鉄道同好会

刊・ 1冊

昭和25.12.25発行

発行所 西部鉄道同好会

刊・ 1冊

昭和26.2.28発行

発行所 西部鉄道同好会

刊・ 1冊

昭和26.4.30発行

発行所 西部鉄道同好会

刊・ 1冊

昭和27.6.15発行

発行所 西部鉄道同好会

刊・ 1冊

昭和45. 8.20発行

編集兼発行人 田中隆三/発行
所 鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和50. 7.20発行

編集兼発行人 田中隆三/発行
所 鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和55. 8. 5

編集兼発行人 田中隆三/発行
所 鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 5. 9.10

編集兼発行人 田中勝/発行所
並製本・ 1冊
株式会社電気車研究会・鉄道図
書刊行会

200407／4003
ふるさと季刊雑誌 防長春秋 第5号 山口線SL復活
記念号

昭和54. 8. 1発行

200407／4004
解題「今西林三郎自叙伝」他

200407／4005
動力近代化の歩みと成果

200407／4006
両輪（両備バス株式会社・社内報） 121号 創立60周
年記念号

200407／4007
汽笛 3号 西部鉄道同好会々誌

200407／4008
汽笛 4号 西部鉄道同好会々誌

200407／4009
汽笛 5号 西部鉄道同好会々誌

200407／4010
汽笛 6号 西部鉄道同好会々誌

200407／4011
汽笛 7号 西部鉄道同好会々誌

200407／4012
汽笛 9号 西部鉄道同好会々誌

200407／4013
運輸省鉄道監督局監修 私鉄要覧

200407／4014
運輸省鉄道監督局監修 私鉄要覧

200407／4015
運輸省鉄道監督局監修 民鉄要覧

200407／4016
運輸省鉄道監督局監修 鉄道要覧

200407／4017
卒業論文〔乗数，伸縮的為替相場及び国際均衡につ
いて〕

長船友則

大学ノート・ 1冊

昭和47. 1.

広島経済同友会

並製本・ 1冊

昭和47. 2.

広島経済同友会

刊・ 1冊

昭和48. 6.10

日本国有鉄道幡生工場

刊・ 1冊

昭和48. 4.25

日本国有鉄道広島工場

刊・ 1冊

200407／4018
山陽新幹線と西日本における広島の地位

200407／4019
山陽新幹線の影響と広島の対応策

200407／4020
はたぶ 第246号 創立70周年記念合併号

200407／4021
広工だより 第173号
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200407／4022
広島県西部五社のバス事業

昭和49. 2.

広島電鉄株式会社・広島バス株
式会社・広島交通株式会社・芸
陽バス株式会社・備北交通株式
会社

並製本・ 1冊

昭和48.10.

広島電鉄株式会社

並製本・ 1冊

昭和49. 3.

広島経済同友会

刊・ 1冊

昭和49. 1.

広島経済同友会

並製本・ 1冊

大正 3.12.31

井原笠岡軽便鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 8.11.30

井笠鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 9. 5.31

井笠鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和17.11.30

井笠鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3.11.30

広島電気株式会社

刊・ 1冊

昭和 4.11.30

広島電気株式会社

刊・ 1冊

昭和 5. 5.31

広島電気株式会社

刊・ 1冊

昭和 5.11.30

広島電気株式会社

刊・ 1冊

昭和 6.11.30

広島電気株式会社

刊・ 1冊

明治29.10.～30. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治30.10.～31. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治31. 4.～31. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治31.10.～32. 4.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治32. 4.～32. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治32.10.～33. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治33. 4.～33. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

明治34. 4.～38. 3.

中国鉄道株式会社

上製本・ 1冊

明治38. 4.～44. 3.

中国鉄道株式会社

上製本・ 1冊

200407／4023
広島電鉄の運輸白書―電車，バス事業の現状と対
策―

200407／4024
広域広島都市圏における都市交通の現状と対応策

200407／4025
広域広島都市圏における都市交通の現状と問題点

〔『広島の都市交通の現状と将来』出版案内〕付

200407／4026
第七回営業報告書 大正三年後半期

200407／4027
第拾七回事業報告書 大正八年下半期

200407／4028
第拾八回事業報告書 大正九年上半期

200407／4029
第六拾参回事業報告書 昭和十七年下期

200407／4030
第拾五回営業報告書 昭和参年下半期

200407／4031
第拾七回営業報告書 昭和四年下半期

200407／4032
第拾八回営業報告書 昭和五年上半期

200407／4033
第拾九回営業報告書 昭和五年下半期

200407／4034
第弐拾壱回営業報告書 昭和六年下半期

200407／4035
中国鉄道株式会社第二回報告

200407／4036
中国鉄道株式会社第四回報告

200407／4037
中国鉄道株式会社第五回報告

200407／4038
中国鉄道株式会社第六回報告 明治三十一年下半
季

200407／4039
中国鉄道株式会社第七回報告 明治三十二年上半
期

200407／4040
中国鉄道株式会社第八回報告書 明治三十二年下
半期

200407／4041
中国鉄道株式会社第九回報告書 明治三十三年上
半期

200407／4042
中国鉄道（株）営業報告書 明治34年度～明治37年
度
8冊一括

200407／4043
中国鉄道（株）営業報告書 明治38年度～明治44年
度上期
13冊一括
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200407／4044
中国鉄道（株）営業報告書 明治44年度下期～大正
4年度

明治44.10.～大正 5.
3.

中国鉄道株式会社

上製本・ 1冊

大正 5. 4.～ 5. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 5.10.～ 6. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 6. 4.～ 6. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 6.10.～ 7. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 7. 4.～ 7. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 7.10.～ 8. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 8.10.～ 9. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正11. 4.～11. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正12. 4.～12. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正12.10.～13. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正13. 4.～13. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正13.10.～14. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正14. 4.～14. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正14.10.～15. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正15. 4.～15. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正15.10.～昭和 2.
3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 2. 4.～ 2. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 2.10.～ 3. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3. 4.～ 3. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4. 4.～ 4. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8. 4.～ 8. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8.10.～ 9. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9. 4.～ 9. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9.10.～10. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

9冊一括

200407／4045
大正五年度前半期営業報告書（第四拾壱回）

200407／4046
大正五年度後半期営業報告書（第四拾弐回）

200407／4047
大正六年度前半期営業報告書（第四拾参回）

200407／4048
大正六年度後半期営業報告書（第四拾四回）

200407／4049
大正七年度前半期営業報告書（第四拾五回）

200407／4050
大正七年度後半期営業報告書（第四拾六回）

200407／4051
大正八年度後半期営業報告書（第四拾八回）

200407／4052
大正拾壱年度前半期営業報告書（第五拾参回）

200407／4053
大正拾弐年度前半期営業報告書（第五拾五回）

200407／4054
大正拾弐年度後半期営業報告書（第五拾六回）

200407／4055
大正拾参年度前半期営業報告書（第五拾七回）

200407／4056
大正拾参年度後半期営業報告書（第五十八回）

200407／4057
大正拾四年度前半期営業報告書（第五十九回）

200407／4058
大正拾四年度後半期営業報告書（第六十回）

200407／4059
大正拾五年度前半期営業報告書（第六十一回）

200407／4060
昭和元年度後半期営業報告書（第六十二回）

200407／4061
昭和二年度前半期営業報告書（第六十三回）

200407／4062
昭和二年度後半期営業報告書（第六十四回）

200407／4063
昭和三年度前半期営業報告書（第六十五回）

200407／4064
昭和四年度前半期営業報告書（第六十七回）

200407／4065
昭和八年度前半期営業報告書（第七十五回）

200407／4066
昭和八年度後半期営業報告書（第七十六回）

200407／4067
昭和九年度前半期営業報告書（第七十七回）

200407／4068
昭和九年度後半期営業報告書（第七拾八回）
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200407／4069
昭和拾参年度前半期営業報告書（第八十五回）

昭和13. 4.～13. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和13.10.～14. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和14. 4.～15.10.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和14.10.～15. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和15. 4.～15. 9.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和15.10.～16. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和16.10.～17. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和17.10.～18. 3.

中国鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 8.12. 1～ 9. 5.31

岩国電気株式会社

刊・ 1冊

大正 9. 6. 1～ 9.11.30

岩国電気株式会社

刊・ 1冊

大正 9.12. 1～10. 5.31 岩国電気株式会社

刊・ 1冊

大正10. 6. 1～
10.11.30

岩国電気株式会社

刊・ 1冊

大正10.12. 1～11.
5.31

中外電気株式会社

刊・ 1冊

大正11. 6. 1～
11.11.30

中外電気株式会社

刊・ 1冊

大正11.12. 1～12.
5.31

中外電気株式会社

刊・ 1冊

大正12. 6. 1～
12.11.30

中外電気株式会社

刊・ 1冊

大正12.12. 1～13.
2.29

中外電気株式会社

刊・ 1冊

明治45. 7. 1～大正
元.12.31

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 2. 7. 1～ 2.12.31

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 3. 1. 1～ 3. 6.30

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正14.10.～15. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正15. 4.～15. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正15.10.～昭和 2.
3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 2. 4.～ 2. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

200407／4070
昭和拾参年度後半期営業報告書（第八十六回）

200407／4071
昭和拾四年度前半期営業報告書（第八拾七回）

200407／4072
昭和拾四年度後半期営業報告書（第八十八回）

200407／4073
昭和拾五年度下期営業報告書（第八十九回）
「下期」とあるが「上期」の間違い

200407／4074
昭和拾五年度下期営業報告書（第九十回）

200407／4075
昭和拾六年度下期営業報告書（第九十二回）

200407／4076
昭和十七年度下期営業報告書（第九十四回）

200407／4077
第五回事業報告書

200407／4078
第六回事業報告書

200407／4079
第七回事業報告書

200407／4080
第七回事業報告書

200407／4081
第八回事業報告書 大正十一年上半期

200407／4082
第九回事業報告書

200407／4083
第拾回事業報告書

200407／4084
第拾壱回事業報告書

200407／4085
第拾弐回事業報告書

200407／4086
第弐回営業報告書 大正元年下半期

200407／4087
第四回営業報告書 大正二年下半期

200407／4088
第五回営業報告書 大正三年上半期

200407／4089
第二十九回営業報告書

200407／4090
第三十回営業報告書

200407／4091
第三十一回営業報告書

200407／4092
第三十二回営業報告書
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200407／4093
第三十三回営業報告書

昭和 2.10.～ 3. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3. 4.～ 3. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3.10.～ 4. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4. 4.～ 4. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4.10.～ 5. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 5. 4.～ 5. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 5.10.～ 6. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 6. 4.～ 6. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 6.10.～ 7. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 7. 4.～ 7. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 7.10.～ 8. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8. 4.～ 8. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8.10.～ 9. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9. 4.～ 9. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9.10.～10. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和10. 4.～10. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和10.10.～11. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和11. 4.～11. 9.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和11.10.～12. 3.

芸備鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和51. 4. 1～52. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和52. 4. 1～53. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和53. 4. 1～54. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和54. 4. 1～55. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和55. 4. 1～56. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和56. 4. 1～57. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和57. 4. 1～58. 3.31 広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

200407／4094
第三十四回営業報告書

200407／4095
第三十五回営業報告書

200407／4096
第三十六回営業報告書

200407／4097
第三十七回営業報告書

200407／4098
第三十八回営業報告書

200407／4099
第三十九回営業報告書

200407／4100
第四十回営業報告書

200407／4101
第四十一回営業報告書

200407／4102
第四十二回営業報告書

200407／4103
第四十三回営業報告書

200407／4104
第四十四回営業報告書

200407／4105
第四十五回営業報告書

200407／4106
第四十六回営業報告書

200407／4107
第四十七回営業報告書

200407／4108
第四十八回営業報告書

200407／4109
第四拾九回営業報告書

200407／4110
第五拾回営業報告書

200407／4111
第五拾壱回営業報告書

200407／4112
第68回事業報告書 昭和51年度

200407／4113
第69回事業報告書 昭和52年度

200407／4114
第70回事業報告書 昭和53年度

200407／4115
第71回事業報告書 昭和54年度

200407／4116
第72回事業報告書 昭和55年度

200407／4117
第73回事業報告書 昭和56年度

200407／4118
第74期事業報告書
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200407／4119
第70期営業報告書 昭和40年上期

昭和40. 2. 1～40. 7.31 日ノ丸自動車株式会社

刊・ 1冊

昭和40. 8. 1～41. 1.31 日ノ丸自動車株式会社

刊・ 1冊

昭和41. 2. 1～41. 7.31 日ノ丸自動車株式会社

刊・ 1冊

昭和41. 8. 1～42. 1.31 日ノ丸自動車株式会社

刊・ 1冊

昭和42. 2. 1～42. 7.31 日ノ丸自動車株式会社

刊・ 1冊

昭和 2. 5. 1～ 2.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 2.11. 1～ 3. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3. 5. 1～ 3.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3.11. 1～ 4. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4. 5. 1～ 4.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4.11. 1～ 5. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 5. 5. 1～ 5.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 5.11. 1～ 6. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 6. 5. 1～ 6.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 6.11. 1～ 7. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 7. 5. 1～ 7.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 7.11. 1～ 8. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8. 5. 1～ 8.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8.11. 1～ 9. 4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9. 5. 1～ 9.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9.11. 1～10. 4.30 山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和10. 5. 1～
10.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和10.11. 1～11.
4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和11. 5. 1～
11.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和11.11. 1～12.
4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

200407／4120
第71期営業報告書 昭和40年下期

200407／4121
第72期営業報告書 昭和41年上期

200407／4122
第73期営業報告書 昭和41年下期

200407／4123
第74期営業報告書 昭和42年下期

200407／4124
第七回営業報告書

200407／4125
第八回営業報告書

200407／4126
第九回営業報告書

200407／4127
第拾回営業報告書

200407／4128
第十一回営業報告書

200407／4129
第十二回営業報告書

200407／4130
第十三回営業報告書

200407／4131
第十四回営業報告書

200407／4132
第十五回営業報告書

200407／4133
第十六回営業報告書

200407／4134
第十七回営業報告書

200407／4135
第十八回営業報告書

200407／4136
第十九回営業報告書

200407／4137
第二十回営業報告書

200407／4138
第二十一回営業報告書

200407／4139
第二十二回営業報告書

200407／4140
第二十三回営業報告書

200407／4141
第二十四回営業報告書

200407／4142
第二十五回営業報告書

200407／4143
第二十六回営業報告書
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200407／4144
第二十七回営業報告書

昭和12. 5. 1～
12.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和12.11. 1～13.
4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和13. 5. 1～
13.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和14. 5. 1～
14.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和14.11. 1～15.
4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和15. 5. 1～
15.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和15.11. 1～16.
4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和16. 5. 1～
16.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和16.11. 1～17.
4.30

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和17. 5. 1～
17.10.31

山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

昭和17.11.1～18. 4.30 山陽電気軌道株式会社

刊・ 1冊

大正11. 4.～11. 9.

船木鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正13. 4.～13. 9.

船木鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正14. 4.～14. 9.

船木鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正14.10.～15. 3.

船木鉄道株式会社

刊・ 1冊

200407／4145
第二十八回営業報告書

200407／4146
第二十九回営業報告書

200407／4147
第三十一回営業報告書 昭和十四年下期

200407／4148
第三十二回営業報告書 昭和十五年上期

200407／4149
第三十三回営業報告書 昭和十五年下期

200407／4150
第三十四回営業報告書 昭和十六年上期

200407／4151
第三十五回営業報告書 昭和十六年下期

200407／4152
第三十六回営業報告書 昭和十七年上期

200407／4153
第三十七回営業報告書 昭和十七年下期

200407／4154
第三十八回営業報告書 昭和十八年上期

200407／4155
第拾九回事業報告書 大正拾壱年上半期

200407／4156
第弐拾参回事業報告書 大正拾参年上半期

200407／4157
第弐拾五回事業報告書 大正拾四年上半期

200407／4158
第弐拾六回事業報告書 大正拾四年下半期

200407／4159
第六回報告書

大正元.10. 1～ 2. 3.31 広島電気軌道株式会社

刊・ 1冊

大正 2. 4. 1～ 2. 9.30

広島電気軌道株式会社

刊・ 1冊

大正 2.10. 1～ 3. 3.31

広島電気軌道株式会社

刊・ 1冊

大正 6.10. 1～ 7. 3.31

広島瓦斯電軌株式会社

刊・ 1冊

大正11. 4. 1～11. 9.30 広島瓦斯電軌株式会社

刊・ 1冊

昭和 4. 4. 1～ 4. 9.30

広島瓦斯電軌株式会社

刊・ 1冊

昭和39.10. 1～40.
3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和40. 4. 1～40. 9.30 一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

200407／4160
第七回報告書

200407／4161
第八回報告書

200407／4162
第拾七回報告書 大正六年下半期

200407／4163
第弐拾六回報告書 大正十一年上半期

200407／4164
第四拾回営業報告書 昭和4年上半期

200407／4165
第107期 営業報告書 昭和39年下期

200407／4166
第108期 営業報告書 昭和40年上期
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200407／4167
第109期 営業報告書 昭和40年下期

昭和40.10. 1～41.
3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和41. 4. 1～41. 9.30 一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和41.10. 1～42.
3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和42. 4. 1～42. 9.30 一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和42.10. 1～43.
3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和43. 4. 1～43. 9.30 一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和44.10. 1～45.
3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和45. 4. 1～45. 9.30 一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和40. 3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和41. 3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和41. 9.30

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和42. 3.31

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和42. 9.30

一畑電気鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 3.12. 1～ 4. 5.31

両備軽便鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 4. 6. 1～ 4.11.30

両備軽便鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正15. 6. 1～
15.11.30

両備軽便鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3. 6. 1～ 3.11.30

両備軽便鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 5.12. 1～ 6. 5.31

両備軽便鉄道株式会社

刊・ 1冊

200407／4168
第110期 営業報告書 昭和41年上期

200407／4169
第111期 営業報告書 昭和41年下期

200407／4170
第112期 営業報告書 昭和42年上期

200407／4171
第113期 営業報告書 昭和42年下期

200407／4172
第114期 営業報告書 昭和43年上期

200407／4173
第117期 営業報告書 昭和43年下期

200407／4174
第118期 営業報告書 昭和45年上期

200407／4175
第107期 株主名簿 1000株以上（昭和40. 3.31現在）

200407／4176
第109期 株主名簿 1000株以上（昭和41. 3.31現在）

200407／4177
第110期 株主名簿 1000株以上（昭和41. 9.30現在）

200407／4178
第111期 株主名簿 1000株以上（昭和42. 3.31現在）

200407／4179
第112期 株主名簿 1000株以上（昭和42. 9.30現在）

200407／4180
第七回決算報告書 大正四年度上半期

200407／4181
第八回決算報告書 大正四年度下半期

200407／4182
第三拾回決算報告書 大正十五年度下半期

200407／4183
第参拾四回決算報告書 昭和三年度下半期

200407／4184
第参拾九回決算報告書 昭和六年度上半期

200407／4185
第八期業務報告書 大正十二年度前期

大正12. 4. 1～12. 9.30 片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正13.10. 1～14.
3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正14.10. 1～15.
3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 2.10. 1～ 3. 3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4. 4. 1～ 4. 9.30

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 4.10. 1～ 5. 3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

200407／4186
第拾壱期営業報告書 大正十三年度下期

200407／4187
第拾参期業務報告書 大正十四年度下期

200407／4188
第拾七期営業報告書 昭和弐年度下期

200407／4189
第弐拾期営業報告書 昭和四年度上期

200407／4190
第弐拾壱期営業報告書 昭和四年度下期
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200407／4191
第弐拾弐期営業報告書 昭和五年度上期

昭和 5. 4. 1～ 5. 9.30

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 5.10. 1～ 6. 3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 6.10. 1～ 7. 3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 7. 4. 1～ 7. 9.30

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 7.10. 1～ 8. 3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 8. 4. 1～ 8. 9.30

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9. 4. 1～ 9. 9.30

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9.10. 1～10. 3.31 片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和10. 4. 1～10. 9.30 片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和10.10. 1～11.
3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和11. 4. 1～11. 9.30 片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和11.10. 1～12.
3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和12.10. 1～13.
3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和13. 4. 1～13. 9.30 片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和13.10. 1～14.
3.31

片上鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 6.10. 1～ 7. 3.31

西大寺鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正 7.10. 1～ 8. 3.31

西大寺鉄道株式会社

刊・ 1冊

大正10. 4. 1～10. 9.30 西大寺鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 3.10. 1～ 4. 3.31

西大寺鉄道株式会社

刊・ 1冊

昭和 9. 4.10再版発行

著者 樽谷一郎/発行所 潮刊行
会/発売所 江島日進堂出版部

上製本・ 1冊

昭和 4. 8.

鉄道大臣官房研究所

刊・ 1冊

昭和13. 2. 8 第4版発
行

大竹三七郎 著/鉄道時報局 発
行

上製本・ 1冊

昭和16.10.25発行

編纂者 鉄道省岡山保線事務所
/発行所 鉄道技術社

上製本・ 1冊

大正 9. 6.

鉄道省建設局長 大村鋿太郎

並製本・ 1冊

200407／4192
第弐拾参期営業報告書 昭和五年度下期

200407／4193
第弐拾五期営業報告書 昭和六年度下期

200407／4194
第弐拾六期営業報告書 昭和七年度上期

200407／4195
第弐拾七期営業報告書 昭和七年度下期

200407／4196
第弐拾八期営業報告書 昭和八年度上期

200407／4197
第参拾期営業報告書 昭和九年度上期

200407／4198
第参拾壱期営業報告書 昭和九年度下期

200407／4199
第参拾弐期営業報告書 昭和十年度上期

200407／4200
第参拾参期営業報告書 昭和拾年度下期

200407／4201
第参拾四期営業報告書 昭十一年度上期

200407／4202
第参拾五期営業報告書 昭十一年度下期

200407／4203
第参拾七期営業報告書 昭十二年度下期

200407／4204
第参拾八期営業報告書 昭十三年度上期

200407／4205
第参拾九期営業報告書 昭十三年度下期

200407／4206
第拾六回営業報告書 大正六年下半期

200407／4207
第拾八回営業報告書 大正七年下半期

200407／4208
第弐拾参回 大正拾年上半期営業報告書

200407／4209
第三十八回 昭和三年下半期営業報告書

200407／4210
蒸気機関車

200407／4211
国有鉄道建設規程

200407／4212
客貨車

200407／4213
訓練読本

200407／4214
軌間ノ変更ハ不必要デアル
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200407／4215
自動連結器ト鉄道従業員ノ安全

昭和 3. 2.

社会局

（昭和）51. 4.

旅客局・運転局・貨物局・車両設 並製本・ 1冊
計事務所

昭和32.10.

日本国有鉄道西部支社

並製本・ 1冊

昭和12.11.25発行

著者 鉄道工学普及会/印刷所
大教社出版部

上製本・ 1冊

昭和15. 8.18発行

機関車工学会 著/株式会社交
友社 発行

上製本・ 1冊

並製本・ 1冊

200407／4216
車掌車・緩急車用石油ストーブの取扱要領

200407／4217
昭和31年度 鉄道要覧（広島地方編）

200407／4218
新訂 空気制動機の話

200407／4219
機関車客貨車空気ブレーキ装置解説

200407／4220
作業並取扱 空気制動機

昭和14. 1. 1 18版発行 樽谷一郎 著/発行所 潮刊行会/ 上製本・ 1冊
発売所 江島日進堂出版部

200407／4221
空気制動機の取扱及検修

昭和 3. 2.20発行

著者 原田弘・森由太郎/発行所
潮刊行会/発売所 江島日進堂
出版部

上製本・ 1冊

昭和12. 6.18

著者 機関車工学会/発行所 株
式会社交友社

上製本・ 1冊

昭和12. 8.18

著者 機関車工学会/発行所 株
式会社交友社

上製本・ 1冊

大正13. 7. 1発行

発行兼印刷者 築館武/発行所
東洋書籍出版協会

上製本・ 1冊

昭和16.11.20発行

著作者 古川淳三・中川一美/発
行所 春秋社松柏館

上製本・ 1冊

大正15.12. 5 3版発行

樽谷一郎 著/発行所 潮刊行会/ 上製本・ 1冊
発売所 江島日進堂出版部

平成 3. 6.12

著者 磯崎叡/発行 日本経済新
聞社

200407／4222
改訂増補 機関車の構造及理論 上巻

200407／4223
改訂増補 機関車の構造及理論 下巻

200407／4224
空気制動機解説並附図
附図付

200407／4225
停車場

200407／4226
作用並取扱 空気制動機

200407／4227
あの日も列車は定時だった

上製本・ 1冊

200407／4228
広島電鉄（株）・日ノ丸自動車（株）有価証券報告書

昭和40. 3.期～43. 9.
期/昭和40. 7.期～41.
7.期

並製本・ 1冊

昭和40. 3.期～43. 9.
期/昭和40. 3.期～43.
9.期

並製本・ 1冊

昭和53. 3.期～58. 3.
期

並製本・ 1冊

昭和37.～40.

並製本・ 1冊

200407／4229
山陽電気軌道（株）・一畑電気鉄道（株）有価証券報
告書

200407／4230
一畑電気鉄道（株）有価証券報告書

200407／4231
国鉄中国支社報（車両運用表 他）

200407／4232
太田川改修三十年史

1963. 3.

編集発行 建設省太田川工事々
務所/協賛 太田川改修促進協
議会/編集者 太田川改修30年
史編集委員会

上製本・ 1冊

昭和50. 7.31発行

著者 泉益生/発行所 （株）船舶
技術協会

上製本・ 1冊

昭和53. 2.

久田進一

並製本・ 1冊

200407／4233
連絡船のメモ（中巻）

200407／4234
入場券ノート（鉄道入場券研究）
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200407／4235
鉄道法規類抄 第弐編工事附録図面

明治43. 2. 1 現行

鉄道院総裁官房文書課

並製本・ 1冊

200407／4236
鉄道法規類抄 第七編運輸帳表

明治43. 7. 1 現行

並製本・ 1冊

明治30. 6.現行

並製本・ 1冊

200407／4237
鉄道法規類抄 第弐編附則

200407／4238
蒸気機関車図典 第1集 罐及罐附属品

昭和23. 7.31第5版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和23. 7.31第4版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和24. 1.25第4版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和23. 7.31第3版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和23. 7.31第3版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和23.12.15第2版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和23.10.31第2版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

昭和23.10.31第2版発
行

著者 鉄道科学社編集部吉野成
壽・加藤博/発行所 有限会社鉄
道科学社

刊・ 1冊

2005.12.

企画・監修・販売 RACDA（路面
電車と都市の未来を考える会）

刊・ 1点

昭和14.11.版

広島鉄道局

並製本・ 1冊

明治45. 2. 5再版発行

著作兼発行者 酒巻源太郎/発
行所 盛文社

並製本・ 1冊

大正15. 8.改正

株式会社山陽銀行

刊・ 1冊

昭和39.10. 1第48版改
版発行

著作者 宮崎勇/発行所 鉄道ダ
イヤ社

刊・ 1冊

200407／4239
蒸気機関車図典 第2集 台枠

200407／4240
蒸気機関車図典 第3集 走り装置

200407／4241
蒸気機関車図典 第4集 ブレーキ装置

200407／4242
蒸気機関車図典 第5集 附属装置・炭庫・水槽・形式
図

200407／4243
客貨車図典 第1集 下廻り上廻り

200407／4244
客貨車図典 第2集 ブレーキ装置

200407／4245
客貨車図典 第3集 附属装置

200407／4246
岡山 ぼっけえ便利なおもてなし公共交通マップ

200407／4247
青年徒歩旅行

200407／4248
鉄道員出身案内

200407／4249
営業案内 附汽車時間表

200407／4250
ダイヤ式時刻表 中国・四国・山陰・近畿・九州編

200407／4251
保津川遊船の栞

昭和 3. 4.25第5版発行 発行所 保津川遊船株式会社

刊・ 1冊

昭和36. 1.15現在

広電

刊・ 1冊

昭和44. 5.

発行 みなと新聞社

並製本・ 1冊

昭和24. 3.25発行

発行所 下関市役所

並製本・ 1冊

昭和27. 3. 5

編纂者 吹田鉄道教習所/発行
所 大鉄図書株式会社

並製本・ 1冊

200407／4252
電車・バス 全線 時刻表

200407／4253
歌ごよみ 下関の百年

200407／4254
下関市勢要覧 昭和二十三年版

200407／4255
これだけは知って置きたい鉄道常識
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200407／4256
全国ダイヤ式時刻表 中国・四国・山陰・近畿・九州
編

昭和31.11.19改正

著作者 宮崎勇/発行所 鉄道ダ
イヤ社

刊・ 1冊

昭和23.12. 1発行

発行兼著作権者 宮崎勇/発行
所 ダイヤ社

刊・ 1冊

昭和47. 3.15第60版改
版発行

著作者 宮崎勇/発行所 鉄道ダ
イヤ社

刊・ 1冊

昭和36.10. 1第41版改
版発行

著作者 宮崎勇/発行所 鉄道ダ
イヤ社

刊・ 1冊

あき書房

刊・ 1括（8枚＋解
説1部）

1996. 3.

企画・制作 ＪＲ西日本・ＪＲ東海

刊・ 1点

1996. 3.

企画・制作 ＪＲ西日本・ＪＲ東海

刊・ 1点

1996. 3.

企画・制作 ＪＲ西日本・ＪＲ東海

刊・ 1点

1996. 3.

企画・制作 ＪＲ西日本・ＪＲ東海

刊・ 1点

1996. 3.

企画・制作 ＪＲ西日本・ＪＲ東海

刊・ 1点

1997. 3.

ＪＲ東海

刊・ 1点

（平成 9. 2. 5）

ＪＲ西日本

刊・ 1点

（平成 9. 2. 5）

ＪＲ西日本

刊・ 1点

（平成 9. 8.24）

ＪＲ西日本

刊・ 1点

（平成 9. 8. 2）

ＪＲ西日本

刊・ 1点

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘97. 9.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘97. 9.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘96. 3.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘97. 3.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘97. 3.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘97. 3.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

200407／4257
鉄道職員用 ダイヤ式旅客列車時刻表

200407／4258
上下列車の時刻が一目でわかる ダイヤ式時刻表
本州・四国・九州編

200407／4259
全国ダイヤ式時刻表 中国・四国・山陰・近畿・九州
編

200407／4260
明治中期広島近傍二万分一地形図（八葉）
封筒一括

200407／4261
鉄道アクセス徹底ガイド 中国シリーズ1 岡山・倉敷

200407／4262
鉄道アクセス徹底ガイド 中国シリーズ2 尾道

200407／4263
鉄道アクセス徹底ガイド 中国シリーズ3 広島・宮島

200407／4264
鉄道アクセス徹底ガイド 中国シリーズ4 鳥取

200407／4265
鉄道アクセス徹底ガイド 中国シリーズ5 松江・出雲

200407／4266
鉄道アクセス徹底ガイド 神戸

200407／4267
新幹線でちょっと，ひと駅 岡山駅周辺

200407／4268
新幹線でちょっと，ひと駅 倉敷駅周辺

200407／4269
新幹線でちょっと，ひと駅 福山駅・鞆の浦周辺

200407／4270
新幹線でちょっと，ひと駅 尾道駅周辺

200407／4271
ちょっと，ひと駅 秋号11 〈ＪＲ神戸線〉三ノ宮～神戸～ ‘97. 9.
姫路 沿線情報

200407／4272
ちょっと，ひと駅 秋号 12〈ＪＲ姫新線・赤穂線〉本竜野
～姫路 播州赤穂～日生・伊部（備前） 沿線情報

200407／4273
ちょっと，ひと駅 秋号3 〈ＪＲ嵯峨野線〉京都～園部
沿線情報

200407／4274
ちょっと，ひと駅 近郊行楽ガイドマップ12 山陽本線・
赤穂線・姫新線 姫路～播州赤穂・本竜野沿線

200407／4275
ちょっと，ひと駅 春の近郊行楽ガイドマップ10〈ＪＲ神
戸線〉三ノ宮～明石 沿線情報

200407／4276
ちょっと，ひと駅 春の近郊行楽ガイドマップ11〈姫新
線〉姫路～本竜野 沿線情報

200407／4277
ちょっと，ひと駅 春の近郊行楽ガイドマップ12〈赤穂
線〉播州赤穂～日生・伊部（備前） 沿線情報
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200407／4278
ちょっと，ひと駅 春の近郊行楽ガイドマップ9〈ＪＲ神戸
線〉三ノ宮～舞子 沿線情報

‘96. 6.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

‘96. 6.

ＪＲ西日本

刊・ 1点

あき書房

刊・ 1括（1枚＋解
説1部）

あき書房

刊・ 1括（1冊・1枚
＋解説1部・出版
案内葉書1枚）

200407／4279
ちょっと，ひと駅 春の近郊行楽ガイドマップ10〈山陽
本線・赤穂線・姫新線〉姫路～播州赤穂・本竜野 沿
線情報

200407／4280
明治三十一年刊 鉄道線路及賃銭里程表
封筒一括

200407／4281
鉄道旅客並貨物賃銭表
封筒一括

200407／4282
〔蒸気機関車絵葉書〕

絵葉書・ 1括（18
通＋附録2枚＋新
聞記事写真2枚）

封筒一括

200407／4283
貨物事務用 鉄道線路図

昭和50.10. 1現在

日本国有鉄道貨物局

刊・ 1点

昭和30. 5. 1現在

日本交通公社

刊・ 1点

昭和11. 9.22（呉鎮守
府検閲済）

大阪商船

刊・ 1点

明治40. 7.20発行

著作者 後藤七郎右衛門/備中
矢掛胡町末永新次郎

地図・ 1点

昭和25. 2.20発行

発行所 鉄道弘済会出版社

刊・ 1点

昭和19.12. 1発行

発行所 興亜協調会

刊・ 1括（2点）

明治40. 7.25再版

著者兼発行人 田口善之助/印
刷所 豊文館

上製本・ 1冊

明治39. 5.

田口善之助

上製本・ 1冊

明治43. 8.10三版

著者 田口善之助/発行所 汽友
社

上製本・ 1冊

明治42.11.20三版

著者 田口善之助/発行所 汽友
社

上製本・ 1冊

昭和 4.11. 3

著者 山内三郎/発行所 川口印
刷所出版部

上製本・ 1冊

昭和29. 2.10

著作兼発行者 小野田セメント株 上製本・ 1冊
式会社・笠井真三伝編纂委員会
/発行所 小野田セメント株式会
社

1982. 7.17

発行者 鳥取県の戦災を記録す
る会

上製本・ 1冊

平成22.11.

中国地区「鉄道の日」実行委員
会（事務局 中国地方鉄道協会）

刊・ 1冊

200407／4284
最新全国鉄道線路図

200407／4285
秋の宮島遊覧船

200407／4286
大日本帝国鉄道地図
包紙付

200407／4287
最新日本鉄道線路図

200407／4288
新版 日満支連絡鉄道交通図

200407／4289
英国型機関車 完

200407／4290
米国形機関車 上巻

200407／4291
米国形機関車 下巻

200407／4292
機関車通解

200407／4293
機関車運転論

200407／4294
笠井真三伝

200407／4295
鳥取県の戦災記録

200407／4296
ひと絆 まち結ぶ 中国地方の鉄道
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200407／4297
〔鉄道写真〕

ポケットアルバム・
1冊
鉄道絵葉書の私信等を含む（所蔵者以外の撮影によるもの）

200407／4298
新商法施行ニ就ての心得

明治32. 7.16再版発行

編輯者 越山太刀三郎/発行所
有斐閣書房

並製本・ 1冊

昭和41. 7.25

編集者 小笠原忠雄/発行所
（株）鉄道界評論社

並製本・ 1冊

昭和 9. 4.20訂正四版

著作者 金森貞雄/発行所 日本
交通学会

上製本・ 1冊

2002. 2.20

著者 三谷博・山口輝臣/発行所
財団法人放送大学教育振興会

並製本・ 1冊

1993. 3.20

著者 坂野潤治/発行所 財団法
人放送大学教育振興会

並製本・ 1冊

昭和31. 5.17

著者 大島藤太郎/発行所 岩波
書店

並製本・ 1冊

昭和39. 5.15

著者 角本良平/発行所中央公
論者

並製本・ 1冊

1981. 6.22

著者 和久田康雄/発行所 岩波
書店

並製本・ 1冊

1963. 3.23

著者 大島藤太郎/発行所 株式
会社三一書房

並製本・ 1冊

鉄道図書刊行会

小竪冊(刊)・ 1冊

昭和58.11.21

本州四国連絡橋公団

並製本(複写製
本)・ 1冊

昭和33. 4.30

著者 井上啓・大橋剛/発行所 鉄 並製本・ 1冊
道図書刊行会

昭和52.10.

著者 長尾隆

並製本・ 1冊

昭和36. 9. 1

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和48.10.25

交通協力会出版部 編

並製本・ 1冊

昭和40. 3.

日本国有鉄道中国支社

刊・ 1冊

昭和36. 6. 1

日本国有鉄道・関東支社

刊・ 1冊

昭和38. 6.

編集兼発行者 橋口稔子/発行
所 株式会社交通文化社

刊・ 1冊

昭和23. 8.30

著者 西村英一/発行所 鉄道電
化協会

刊・ 1冊

社団法人鉄道電化協会

刊・ 1冊

200407／4299
ひかりが走るまで―鉄道電化物語―

200407／4300
鉄道の貨物運送 全

200407／4301
19世紀日本の歴史―明治維新を考える―

200407／4302
日本政治史―明治・大正・戦前昭和―

200407／4303
国鉄 岩波新書239

200407／4304
東海道新幹線 中公新書41

200407／4305
日本の私鉄 岩波新書158

200407／4306
国鉄この現実

200407／4307
鉄道用語小辞典
紐綴じ

200407／4308
役職員名簿

200407／4309
日本のケーブルカー 鉄道新書30

200407／4310
ふきやの話―伝統と文化の街―

200407／4311
コンパス全国時間表 第13巻第9号（通巻第145号）

200407／4312
鉄道豆百科

200407／4313
国鉄のはなし

200407／4314
昔から今日まで 踏切ものがたり

200407／4315
交通ブック特集（2） 旅のエチケット

200407／4316
電化普及叢書 石炭から電気へ
「25.2.25広島交通博にて」

200407／4317
国鉄電化はどう進むか
「25.2.25広島交通博にて」
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200407／4318
鉄道電化に就いて

昭和23.10.15

鉄道電化協会

刊・ 1冊

昭和34. 4. 1発行

編者 広島鉄道管理局企画広報
室/発行所 広島市二葉の里・広
島鉄道管理局

刊・ 1冊

広島鉄道局

刊・ 1冊

「25.2.25広島交通博にて」

200407／4319
鉄道の知識

200407／4320
広島近郊めぐり

200407／4321
御幸橋は語る

平成 2. 7.27

多山法恩会・明日の千田を創る 刊・ 1冊
会/発行 御幸橋は語る編集委員
会

200407／4322
浅井馨編纂 広島県管内地理 全

昭和54. 6. 1復刻（初版 監修 田淵実夫/発行所 （有）ア
明治15.11.）
カデミイ書店

並製本・ 1冊

平成 6. 1. 1再版

編者 沖田祐作/発行者 滄茫会

並製本・ 1冊

平成 5. 2.20

河本正治

並製本・ 1冊

昭和53. 1.10現行

社団法人国鉄構内営業中央会

並製本・ 1冊

(平成)11. 8.15

ＪＲ西日本

タトウ・ 1点

2015(平成27). 7.20

編集 葦陽文化研究会/発行所
児島書店

並製本・ 1冊

大正10. 5. 5

発行兼編輯人 石田美喜蔵/株
式会社安全索道商会

並製本・ 1冊

昭和37.12. 1

財団法人日本交通公社

並製本・ 1冊

昭和 9. 7.20発行

発行所 大阪鉄道局

並製本・ 1冊

昭和55.10.30

中国新聞社 編/発行所 河出書
房新社

並製本・ 1冊

昭和53.10.

編集発行 広島県東京事務所

並製本・ 1冊

昭和51.12. 1現在

本州四国連絡橋公団

並製本・ 1冊

昭和44.12.

KATSUMI MOKEITEN

フラットファイル・ 1
冊

昭和53. 4. 1発行

発行所 山陽鉄道案内版保存会

並製本・ 1冊

大正 3.11.

神戸鉄道管理局運輸課旅客係

上製本・ 1冊

大正 9.11.20 35版発
行

著者 谷口梨花/発行所 株式会
社博文館

上製本・ 1冊

明治38. 8. 8

著者 八木奘三郎/発兌元 博文
館

並製本・ 1冊

200407／4323
改訂版 機関車表 私設企業

200407／4324
続鉄道唱歌 汽車ぽっぽ 「赤とんぼの会」会誌（臨時
版）
添書（河本正治→長船友則様）付

200407／4325
全国駅弁案内

200407／4326
嵯峨野線今昔100年紀行 嵯峨野線100周年記念全
駅入場券セット

200407／4327
開通101周年記念復刻 両備軽鉄便覧 付録 開通記
念貨物列車写真（葦陽文化叢書第六集）

200407／4328
架空運搬装置

200407／4329
全国時刻表 第13巻第12号（通巻147号）

200407／4330
近畿・中国・四国名勝案内

200407／4331
各駅停車全国歴史散歩35 広島県

200407／4332
広島くらぶ名簿

200407／4333
職員録 本州四国連絡橋公団
添付文書（青焼き等）有り

200407／4334
ＣＡＴＡＬＯＧＵＥ 私有貨車形式図追録第4号

200407／4335
山陽鉄道案内 復刻版

200407／4336
旅客事務便覧

200407／4337
増訂 汽車の窓から 西南部

200407／4338
学生必携 修学旅行案内
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200407／4339
真空制動機 全

明治44. 8.20

著者 今井芳麻呂/発行所 鉄道
車輌講義発行所

並製本・ 1冊

昭和34.10.14

著者 上田広/刊行所 井上勝銅
像を再建する会（日本交通協会
内）

上製本・ 1冊

昭和34.10.14

編集兼発行人 社団法人交通協
会・財団法人交通道徳会・日本
国有鉄道・交通博物館

刊・ 1冊

昭和18.11.30

著者 岡田信次/発行所 春秋社
松柏館

並製本・ 1冊

昭和42.10.14

著者 青木繁/発行所 財団法人
交通協力会

並製本・ 1冊

大正14. 5. 5 14版発
行

編者 井上露舟/発行所 大京堂
書店

上製本・ 1冊

昭和36. 3.

岡山機関区

並製本・ 1冊

昭和24. 1.10

訳者 有馬宏/発行所 岩波書店

並製本・ 1冊

昭和60.10.

編集発行 日本国有鉄道情報シ
ステム部

並製本・ 1冊

昭和61.10.13発行

編集 日本国有鉄道情報システ
ム部

並製本・ 1冊

昭和42. 3.15 2版

著者 牧林功/発行所 鉄道図書
刊行会

並製本・ 1冊

昭和56. 5.20初版発行

著者 藤澤秀晴/発行所 株式会
社山陰中央新報社

並製本・ 1冊

昭和45. 3.25 4版発行 編者 阪田貞之/発行所 財団法
人日本海事広報協会

並製本・ 1冊

200407／4340
井上勝伝

200407／4341
鉄道の父 井上勝

200407／4342
鉄道と自然との闘ひ

200407／4343
鉄道百年こぼれ話

200407／4344
大正十四年版 鉄道旅行案内

200407／4345
乗務員執務内規

200407／4346
トンネルを掘る話

200407／4347
国鉄統計ダイジェスト 鉄道要覧 昭和60年版

200407／4348
国鉄統計ダイジェスト 鉄道要覧 昭和61年版

200407／4349
Ｄ51（デゴイチ）から新幹線まで

200407／4350
ふるさと文庫10 歴史の中の旅人たち―山陰の街道
を往く―

200407／4351
連絡線物語 その風雪90年

200407／4352
評伝井上馨

明治30. 2. 3発行

渡邊修二郎 著/東京 同文館 発 並製本・ 1冊
行

(昭和)59.12. 6

広島鉄道管理局

折本・ 1冊

(昭和)55. 4. 1

広島鉄道管理局

折本・ 1冊

昭和22. 8. 1現在

広島鉄道管理局（姫管運行設
備）

折本・ 1冊

昭和27. 4. 1

広島鉄道管理局

折本・ 1冊

昭和27. 4. 1

広島鉄道管理局

折本・ 1冊

中国支社

折本・ 1冊

広島鉄道管理局施設部 発行

折本・ 1冊

200407／4353
自動信号機建植位置図

200407／4354
支線関係信号機建植位置図 山口線・宇部線・小野
田線・美祢線・山陰本線

200407／4355
山陽線 児童信号機建植位置図

200407／4356
山陽本線・呉線 児童信号機建植位置図（糸崎 広島
間）

200407／4357
山陽本線・岩徳線 児童信号機建植位置図（広島 徳
山間）

200407／4358
山陽本線（糸崎～下関間）自動信号機建植位置図

200407／4359
管内線路一覧略図
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200407／4360
山陽本線・呉線・岩徳線 自動信号機建植位置図

昭和44. 4. 1

中国支社

折本・ 1冊

昭和42. 4. 1

中国支社

折本・ 1冊

(昭和)54. 2. 1

広島鉄道管理局

折本・ 1冊

昭和44.10. 1

中国支社

折本・ 1冊

1996. 3.

ＪＲ西日本（三原駅）

刊・ 1冊

(平成 8. 5.13)

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

1997. 7. 1

広島空港周辺事業推進協議会

刊・ 1冊

2005.10.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

(平成18. 1.14)

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2006. 3.18現在

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

昭和47. 3.

日本国有鉄道

刊・ 1冊

(昭和)40.

日本国有鉄道

刊・ 1冊

(平成 4. 1.18)

ＪＲ西日本・広島

刊・ 1冊

(平成 8. 3.16)

ＪＲ西日本神戸支社

刊・ 1冊

1994. 3.

弘済出版社制作

刊・ 1冊

昭和50. 3.

制作 株式会社電通

刊・ 1冊

(昭和)47. 3.15改正

日本国有鉄道

刊・ 1冊

昭和47. 3.

編集・制作 株式会社電通

刊・ 1冊

昭和47. 3.

編集・制作 株式会社電通

刊・ 1冊

平成 5. 6. 1

ＪＲ西日本・広島

刊・ 1冊

平成 6. 6. 1

ＪＲ西日本・広島

刊・ 1冊

平成 7. 6. 1

ＪＲ西日本・広島

刊・ 1冊

平成 8. 1. 1

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和33. 7. 8発行

小林亀雄 著/交友社

リング綴(刊)・ 1冊

200407／4361
山陽本線・呉線・岩徳線 自動信号機建植位置図

200407／4362
信号機建植位置図 芸備線・三江線・呉線・可部線・
岩徳線・岩日線

200407／4363
芸備線・呉線・宇品線・可部線・岩日線・山口線・宇部
線・小野田線・美祢線・山陰線 信号機建植位置図

200407／4364
ビジネスマンに贈る 新幹線新計画

200407／4365
ＪＲ西日本ホテルズ Guide BOOK（ジパング倶楽部第
12巻5号通巻129号付録）

200407／4366
広島空港周辺 まるごとガイドブック

200407／4367
ＪＲ ＮＥＷＳ №1創刊号

200407／4368
ＪＲ ＮＥＷＳ №2特別編集号

200407／4369
ＪＲ ＮＥＷＳ №3

200407／4370
ＪＲ ＮＥＷＳ №4

200407／4371
新幹線時刻表

200407／4372
特急 急行 準急 列車ダイヤ

200407／4373
ＪＲ旅のガイドブック

200407／4374
時刻表

200407／4375
新幹線時刻表 東海道・山陽・東北・上越

200407／4376
日本国有鉄道監修 新幹線時刻表

200407／4377
列車時刻表

200407／4378
日本国有鉄道監修 新幹線時刻表

200407／4379
日本国有鉄道監修 新幹線時刻表

200407／4380
平成5年度版旅のガイドブック

200407／4381
’94旅のガイドブック

200407／4382
’95旅のガイドブック

200407／4383
弘済出版社の九州・中国版 小型時刻表 第48巻第1
号（通巻557号）

200407／4384
受験本位 反問式 運転取扱早わかり

253

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／4385
携帯全国 時刻表 第29巻第4号（通巻335号）

昭和63. 4. 1発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

1975. 3.

昭文社

折本・ 1冊

昭和37. 3.

日本国有鉄道営業局 編/社団
法人鉄道貨物協会名古屋支部

折本・ 1冊

昭和41. 7.15発行

鉄道ピクトリアル 編/発行所 鉄
道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和11.10.10発行

編輯代表者 末弘厳太郎/発行
所 株式会社日本評論社

上製本・ 1冊

明治44. 3. 1発行

西部鉄道管理局

並製本・ 1冊

明治37. 4. 6発行

鉄道作業局運輸部

並製本・ 1冊

明治35.11. 2発行

鉄道事務官内海安太郎 著/東
京・鉄道事報局 発行

上製本・ 1冊

昭和12. 5.10発行

著者 西川正治/発行所 検車界
刊行会

上製本・ 1冊

昭和42.12.28発行

発行 社団法人日本高速自動車
道協会

並製本・ 1冊

平成13.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成14.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

昭和62.10.

原口誠一

刊（袋綴）・ 1冊

中央大学鉄道研究会

並製本（袋綴）・ 1
冊

大正12. 2. 5発行

東洋書籍出版協会 発行

上製本・ 1冊

昭和58. 3.

広島県企画部交通対策課

並製本・ 1冊

昭和57. 9. 2

株式会社広島バスセンター

刊・ 1点

原口誠一

並製本（袋綴）・ 1
冊

平成 5. 1.23

編集 天理大学附属天理参考館
/発行所 天理大学出版部

刊・ 1冊

昭和40. 7. 1

東京天理教館

刊・ 1冊

昭和46.11.15

天理ギャラリー/発行所 交通資
料調査会 山本不二男

刊・ 1冊

昭和56.11.24

天理ギャラリー

刊・ 1冊

1991.

川崎重工業株式会社

刊・ 1冊

200407／4386
エアリアマップ 沿線シリーズ・３ 新幹線ガイドマップ
全国旅行

200407／4387
会員1000名記念 鉄道線路図 貨物事務用

200407／4388
日本鉄道線路図 1966年版

200407／4389
現行法令全集 交通篇

200407／4390
規程類抄 明治四十四年二月一日現行

200407／4391
鉄道法規類抄 第二編下巻 明治三十六年七月現行

200407／4392
鉄道法令汎論 完

200407／4393
特種貨物の運送

200407／4394
運輸省鉄道監督局監修 昭和四十一年度 私鉄統計
年報

200407／4395
運輸要覧 平成13年版

200407／4396
運輸要覧 平成14年版

200407／4397
日本国有鉄道 車掌区変遷 1949.6.1～1987.3.31

200407／4398
どんこう №21 特集伯備線

200407／4399
改訂増補 列車運転及信号取扱心得並解釈

200407／4400
芸備線等国鉄在来線輸送改善策調査報告書

200407／4401
広島バスセンター バス全路線図

200407／4402
私鉄車両両数変遷 10 滋賀・京都・大阪

200407／4403
第20回企画展 明治鉄道ものがたり

200407／4404
天理ギャラリー・第12回展 日本鉄道の黎明

200407／4405
第31回展 国鉄の発展と変遷

200407／4406
第60回展 幕末明治乗物集

200407／4407
兵庫工場 概要
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200407／4408
国鉄元気になぁーれ まんが国鉄改革

昭和61. 7.

日本国有鉄道本社広報部

昭和63. 4. 1

編集 小学館プロダクション/ＪＲ西 刊・ 1冊
日本

1986.

広島鉄道管理局

刊・ 1冊

1989. 3.11

ＪＲ西日本岡山支社

刊・ 1冊

1988.

ＪＲ西日本岡山支社

刊・ 1冊

(昭和)62.12.19

ＪＲ西日本・米子

刊・ 1冊

刊・ 1冊

200407／4409
ホップステップＪＲ西日本

200407／4410
広島鉄道管理局のあらまし 1986

200407／4411
時刻表 ’89.3.11ダイヤ改正

200407／4412
時刻表 1988年・春ダイヤ改正

200407／4413
時刻表 冬の臨時列車

200407／4414
おかやま鉄道沿線歴史の旅

(平成) 3.10.12

刊・ 1冊

200407／4415
民営分割についてのＱ＆Ａ―国鉄改革に皆さまのご
理解を―

昭和61. 2.

日本国有鉄道本社広報部

刊・ 1冊

昭和61. 2.発行

広島鉄道管理局総務部広報課

刊・ 1冊

昭和22. 8.

社団法人日本鉄道技術協会（ＪＲ 並製本・ 1冊
ＥＡ）

1992（平成4）.初夏

都市問題研究会

並製本・ 1冊

昭和62. 8.25

都市問題研究会

並製本・ 1冊

1993.12. 1発行

著者 和久田康雄/発行所 株式
会社電気車研究会

上製本・ 1冊

昭和51.12.25 3版

著者 和久田康雄/発行所 鉄道
図書刊行会

上製本・ 1冊

2014. 4.25 第1刷発行

著者 和久田康雄/株式会社電
気車研究会

並製本・ 1冊

200407／4416
広鉄通信 №321・322（1986 2/3合併号） 特集号 国
鉄改革関連法案

200407／4417
国有鉄道建設規程 解説 鉄道省令第2号

200407／4418
広島の交通ＰＡＲＴⅢ これからの広島

200407／4419
広島の交通

200407／4420
私鉄史ハンドブック

200407／4421
改訂新版 資料・日本の私鉄

200407／4422
鉄道ファンのための私鉄史研究資料

200407／4423
海峡大観 関門海峡及北九州の対外的発展と其将来

大正14. 9.25 再版発行 編輯者 中野金次郎/発行所 海
峡研究所

上製本・ 1冊

昭和19. 7.20

著者 松田晴治/発行所 株式会
社交友社

上製本・ 1冊

昭和18. 7.28

平山清次 著/発行所 恒星社

上製本・ 1冊

昭和17.10.20

著者 荒木俊馬/発行所 羽田書
店

上製本・ 1冊

大正 9.10.印行

神戸鉄道局

上製本・ 1冊

昭和31.10.20

著者 藤原あき/発行所 株式会
社ダヴィッド社

上製本・ 1冊

200407／4424
鉄道防空教範

200407／4425
暦法及時法

200407／4426
生活科学新書 時と暦

200407／4427
機関夫読本

200407／4428
ひとり生きる

200407／4429
鉄道功罪物語

松村金助 著/東京 大阪屋号 発 上製本・ 1冊
行

200407／4430
駅のうつりかわり―鉄道旅客駅変遷史―

昭和63. 6.10

著者 馬場知己

上製本・ 1冊
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200407／4431
わたしの旅 スタンプノート

昭和57. 9. 1 改定8版
発行

監修 日本国有鉄道/編集・製作
株式会社弘済出版社

ノート・ 1冊

200407／4432
わたしの旅 スタンプノート

昭和62. 9. 1 改訂20版 監修 ＪＲグループ/編集・製作 株 ノート・ 1冊
発行
式会社弘済出版社

200407／4433
わたしの旅 スタンプノート

平成 4.10. 1改訂26版
発行

発行所 株式会社弘済出版社

ノート・ 1冊

大正 7. 5.30

鉄道院

上製本・ 1冊

昭和 6. 8. 5発行

編者 漆畑清・神谷忠一/発行所
郵便の友社

和装本・ 1冊

1971. 1.20第2版発行

著者 島田健造/発行所 日本郵
趣協会

並製本・ 1冊

大正15. 7.20発行

編輯及発行人 金田晴正・藤井
栄次郎

並製本・ 1冊

昭和 2. 6.30発行

編輯及発行人 金田晴正・藤井
栄次郎

並製本・ 1冊

大正14. 6.

神戸鉄道局運転課

並製本・ 1冊

大正15. 7.

神戸鉄道局運転課

並製本・ 1冊

(大正)15. 5.31

鉄道省工作局車輛課

並製本・ 1冊

大正12. 3.25

札幌鉄道局運転課

並製本・ 1冊

大正12. 9.25

神戸鉄道局運転課

並製本・ 1冊

大正15. 3.

鉄道省工作局

並製本・ 1冊

200407／4434
鉄道旅行案内

200407／4435
記念絵葉書総目録

200407／4436
郵趣新書45 日本の記念絵はがき（１）

200407／4437
紀念絵葉書聚録 第一巻

200407／4438
紀念絵葉書聚録 第二巻

200407／4439
自動連結器通解

200407／4440
自動連結器通解 続篇

200407／4441
空気制動装置解説 機関車用

200407／4442
空気制動機解説

200407／4443
機関車用 空気制動機大要

200407／4444
入換機関車空気制動装置 解説

200407／4445
空気制動機解説（一般）

並製本・ 1冊

200407／4446
斯して石炭の消費節約を励行しよう

昭和 3. 3.改訂

神戸鉄道局

並製本・ 1冊

昭和36. 6.30

編者・発行者 保安装置研究会/
発行所 大阪鉄道管理局運転部
列車課気付 保安装置研究会

並製本・ 1冊

1974. 4.25

著者 藁科安弘/発行所 株式会
社 教育社

並製本・ 1冊

昭和33. 9.20

編集者 交通新聞編集局/発行
所 財団法人交通協力会

並製本・ 1冊

昭和 2. 3.25発行

編者 鉄道図書局 井村精一/発
行所 鉄道図書局

並製本・ 1冊

昭和42. 8. 5

伯耆文化研究会

並製本・ 1冊

昭和36.10.

日本国有鉄道総裁室修史課

並製本・ 1冊

昭和18. 1.20

著者 寺島柾史/発行所 東水社

並製本・ 1冊

200407／4447
写真で見る鉄道設備200集

200407／4448
行政機構シリーズ25 国鉄

200407／4449
特急物語 東海道線の今昔

200407／4450
最近鉄道事故判例集

200407／4451
米子の歴史

200407／4452
鉄道略年表

200407／4453
海底トンネル
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200407／4454
海底トンネル

昭和17.12.25初版発行 著者 渡辺貫/発行所 電通出版
部

上製本・ 1冊

昭和55. 3.15第5刷発
行

著者 小林一三/発行 阪急電鉄
株式会社

並製本・ 1冊

昭和49.12. 1発行

編集・発行 丹沢新社

並製本・ 1冊

昭和 4. 3.末現在

発行所 合資会社 電通社

並製本・ 1冊

1956. 9.20発行

編集兼発行人 交通博物館内 鉄 刊・ 1冊
道友の会 鷹司平通/発行所 交
通博物館内 鉄道友の会

大正10.10.14

鉄道省

並製本・ 1冊

1970. 2. 1第2版発行

編集人 岩浪清/発行所 鉄道写
真集出版会

刊・ 1冊

昭和26. 6.15発行

発行所 株式会社鉄道弘報社

刊・ 1冊

大正 4. 6.20

著者 田山花袋/発行所 博文館

上製本・ 1冊

大正15. 4.25発行

編者 鉄道旅行案内編纂所/発
行所 富文館

上製本・ 1冊

大正10. 5.10 3版

著作者 三宅恒方/発行所 春陽
堂

上製本・ 1冊

昭和18. 8.21発行

著者 長崎惣之助/発行所 交通
研究所

上製本・ 1冊

昭和38. 6. 5発行

発行所 日本鉄道図書株式会社

上製本・ 1冊

昭和 4. 3.再版

門司鉄道局工務課

上製本（紐綴）・ 1
冊

昭和 9. 3.30

鉄道省

上製本・ 1冊

明治28. 8.17発行

編述者 野崎左文/発兌元 巌々
堂

並製本・ 1冊

昭和11.10.15発行

著作兼発行人 椚茂策/発行所
全国乗合自動車業者名簿編纂
所

上製本・ 1冊

昭和28. 5.10発行

発行所 日本乗合自動車協会

並製本・ 1冊

昭和 7. 7.

日本興業銀行調査課

並製本・ 1冊

昭和28. 5.25発行

監修 運輸省自動車局/編集 社 並製本・ 1冊
団法人日本乗合自動車協会/発
行所 社団法人日本乗合自動車
協会

昭和60. 8.

藤井浩三

刊・ 1冊

昭和 5. 1.10発行

発行兼印刷者 築舘武/発行所
東洋書籍出版協会

上製本・ 1冊

200407／4455
逸翁自叙伝―青春そして阪急を語る

200407／4456
軽便の記録

200407／4457
私設電鉄免特許総覧

200407／4458
RAIL FAN 別冊第3号

200407／4459
鉄道の話

200407／4460
最新蒸機配置表

200407／4461
社会科研究資料 日本国有鉄道の概要

200407／4462
日本一周 中編 中国・九州・四国

200407／4463
名所探勝 全国鉄道旅行案内

200407／4464
私の電車及汽車観

200407／4465
鉄輪の轟くところ

200407／4466
増補改訂 鉄道略年表

200407／4467
保線従事員心得

200407／4468
日本案内記 中国・四国編

200407／4469
全国鉄道名所案内 関西之部

200407／4470
全国乗合自動車業者名簿 附乗合自動車関係法規

200407／4471
バス創業五十年史略年表

200407／4472
我国乗合自動車運輸業現況

200407／4473
全国乗合・貸切・旅客自動車事業要覧 昭和28年版

200407／4474
或るロコファンの追憶 第1集西の函嶺越え

200407／4475
国有鉄道建設規程解説

257

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／4476
国有鉄道旅客及荷物運送規則・運送取扱細則 附質
疑応答

大正11. 3.21改訂再版
発行

鉄道省運輸局旅客課 編纂/発
売所 野村商店

並製本・ 1冊

大正15. 9.15改訂四版

鉄道省運輸局旅客課 編纂/発
売所 鉄道講習会

並製本・ 1冊

明治44. 9.10発行

著作兼発行者 石倉重継/発行
所 鉄道殉職伝発行所

上製本・ 1冊

1998.12.30第二刷

編集・発行 とれいん工房/著者
森口誠之

並製本・ 1冊

昭和18. 7. 1発行

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和 4.12.28発行

著者 鈴木逸平/発行所 鉄道文
化協会

並製本・ 1冊

大正15. 5.20 3版

著作者 矢野常一/発行所 鉄道
出版協会

上製本・ 1冊

昭和24. 8.30改訂再版
発行

著作者 緑川国栄/発行所 株式
会社修教社

上製本・ 1冊

昭和12. 6.29発行

著作者 緑川国栄/発行所 修教
社書院

上製本・ 1冊

昭和13. 8.30 3版発行

鉄道省 編纂/発行所 鉄道弘済
会東京支部

並製本・ 1冊

昭和17. 3.30発行

編纂者 鉄道省/発行所 大日本
教化図書株式会社

並製本・ 1冊

昭和19. 8. 1現行

運輸通信省

並製本・ 1冊

昭和21. 4. 1現行

運輸省

並製本・ 1冊

昭和 5. 6. 5

著者 喜安健次郎/発行所 鉄道
新聞社出版部

上製本・ 1冊

昭和 3. 1. 1

著者 井原知/発行所 鉄道研究
社

上製本・ 1冊

昭和34. 7.15発行

編集 日本国有鉄道史料整備懇
談会/発行所 財団法人交通協
力会

並製本・ 1冊

昭和23.12.20発行

著者 牧野伸顕/発行所 文芸春
秋社

上製本・ 1冊

昭和31. 5.25初版刊行

著者 上田広/発行所 珊瑚書房

上製本・ 1冊

明治41. 7.24発行

著者 中村元/発兌元 博文館

上製本・ 1冊

明治39. 1.22発行

著者 岡澤平三郎/発兌元 博文
館

上製本・ 1冊

明治34.12.20発行

著者 糸山孝吉/発兌元 博文館

上製本・ 1冊

200407／4477
国有鉄道旅客及荷物運送規則・運送取扱細則 附質
疑応答

200407／4478
鉄道殉職伝

200407／4479
鉄道未成線を歩く 資料編 「鉄道ファンタジア」№8

200407／4480
決戦輸送

200407／4481
鉄道建設問題の実相 附全国沿線同志に訴ふ

200407／4482
鉄道線路

200407／4483
改訂増補 鉱山軌道便覧

200407／4484
鉱務員必携 鉱山軌道便覧

200407／4485
旅客及荷物運送規則並同取扱細則 昭和十二年六
月現行

200407／4486
旅客及手荷物運送規則並同取扱細則 昭和十七年
四月一日現行

200407／4487
旅客及手荷物運送規則並同取扱細則 昭和十九年
八月一日現行

200407／4488
旅客及荷物運送規則並同取扱細則（荷物関係） 昭
和二十一年四月一日現行

200407／4489
改正 鉄道営業法

200407／4490
鉄道旅客運輸

200407／4491
鉄道の先覚 谷暘卿の生涯

200407／4492
回顧録Ⅱ

200407／4493
海底トンネル第一号

200407／4494
工業叢書 架空索道運搬法

200407／4495
工業叢書 鉄道及其建設

200407／4496
工業叢書 機関車
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200407／4497
特許 安全旅客索道

大正15. 7.25発行

発行兼編輯人 石田美喜蔵/株
式会社安全索道商会

並製本・ 1冊

大正13. 7. 8発行

著作兼発行者 吉村禎介/帝国
索道合資会社

刊（大和綴）・ 1冊

株式会社安全索道協会

並製本・ 1冊

大正14. 1.10発行

発行兼編輯人 石坂良作/株式
会社安全索道商会

並製本・ 1冊

昭和23. 1.

日本索道株式会社

刊・ 1冊

大阪 株式会社中島製作所

刊・ 1冊

明治34. 5.13発行

発行兼編輯者 帝国鉄道協会/
発売所 鉄道時報局

並製本・ 1冊

明治34. 7. 9発行

発行兼編輯者 帝国鉄道協会/
発売所 鉄道時報局

並製本・ 1冊

昭和11.12.編纂

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和12. 8.編纂

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和47. 1.15発行

著者 中川浩一・今城光英・加藤
新一・瀬古龍雄/発行所 丹沢新
社

並製本・ 1冊

明治23.12. 第3版

著作者 磯村音介/大阪法律書
房 発兌

上製本・ 1冊

昭和14. 2.

広島鉄道局運転部

並製本・ 1冊

200407／4498
特許 吉村式 架空運搬索道装置

200407／4499
専売特許 安全架空索道

200407／4500
架空索道の話

200407／4501
営業案内

200407／4502
専売特許 吉田式架空索道

200407／4503
鉄道運輸規程註釈

200407／4504
鉄道営業法註釈・鉄道運転規程註釈

200407／4505
鉄道営業法ノ制定 主要法令ノ沿革及資料第一輯

200407／4506
鉄道営業法ノ改正 主要法令ノ沿革及資料第二輯

200407／4507
軽便王国雨宮

200407／4508
日本商法註釈 附商法施行條例

200407／4509
自動信号解説

200407／4510
明治期鉄道史資料解題 №1～12

1980.4.20～1981. 6.20 日本経済評論社

上製本・ 1冊

1992.

発行人 船越啓太郎

並製本・ 1冊

昭和29. 9.15初版発行

著者 内田百閒/発兌 株式会社
四季社

並製本・ 1冊

昭和12.11.編纂

鉄道省

並製本・ 1冊

刊をまとめて製本したもの

200407／4511
夢の超特急 東海道・山陽新幹線の本

200407／4512
一等車

200407／4513
鉄道運輸規程ノ制定及改正 附運輸関係附属法令
主要法令ノ沿革及資料第三輯

200407／4514
鉄道略則・鉄道略則附録・鉄道犯罪罰例・鉄道貨物
運送補則

明治 5. 2.～12. 3.

刊・ 1冊

200407／4515
旅客運賃料金キロ程早見表 車掌用 昭和56年3月
現在（昭和57年4月20日現在）

昭和56. 3.現在

日本国有鉄道広島鉄道管理局

上製本・ 1冊

昭和44.

日本国有鉄道技術長室

上製本・ 1冊

1963.

日本国有鉄道新幹線局

刊・ 1冊

昭和37. 3. 1発行

発行所 財団法人日本交通公社
関西支社

並製本・ 1冊

200407／4516
技術要覧 昭和44年

200407／4517
ポケット版 東海道新幹線

200407／4518
時刻表 第7巻3号（通巻75号） 山陰・紀勢・関西・四国
各線改正
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200407／4519
3月15日時刻改正 国鉄線時刻表

1972. 3.

大阪鉄道管理局

並製本・ 1冊

明治45. 7.10発行

発行所 光村合資会社

並製本（紐綴）・ 1
冊

昭和14.10.20発行

発行兼印刷者 水谷忠次郎

並製本・ 1冊

1972.10.14発行

編集者 日本国有鉄道総裁室修
史課/発行者 交通博物館 交通
科学館

並製本・ 1冊

1967.10.14発行

編集者 日本国有鉄道総裁室修
史課/発行者 日本国有鉄道

並製本・ 1冊

昭和49. 8.15発行

著者 奥野利夫/発行所 鉄道友 上製本・ 1冊
の会京都支部・鉄道史資料保存
会

平成21. 6. 5復刻版発
行

有限会社秦川堂書店

並製本・ 1冊

1983.

星晃編/アテネ書房

並製本・ 1冊

2000.10. 1現在

鉄道史資料保存会

刊・ 1冊

平成17. 5.31

編集・発行 山陰鉄道研究会・行
政参画市民の会祖田定一

刊・ 1冊

200407／4520
山陰名勝廻遊紀念写真帖 全

200407／4521
似の島陸軍検疫所 広島・宇品・名勝記念写真帖

200407／4522
鉄道記念物ものがたり

200407／4523
増補改訂 鉄道記念物ものがたり

200407／4524
連合軍専用客車形式図

200407／4525
製品目録 客貨車之部（汽車製造株式会社 大正4年
発行）

200407／4526
特別軍用客車形式図集 米軍用英文「専用客車形式
図」（1951年3月）から抄録

200407／4527
鉄道史料総目次 創刊号～第100号

200407／4528
廃線より38年・法勝寺電車「フ50年」 産業考古学会
『推薦産業遺産』に認定

200407／4529
国鉄関係パンフレット類（駅だよりなど）

1968.～1987.

アルバム・ 1冊

200407／4530
週報 第114号 12月21日号

昭和13.12.21発行

編輯者 内閣情報部/印刷者・発
行者 内閣印刷局

刊・ 1冊

昭和17.10. 7発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
内閣印刷局

刊・ 1冊

昭和17.11.18発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
内閣印刷局

刊・ 1冊

昭和17.12.16発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
内閣印刷局

刊・ 1冊

昭和18. 4.14発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
内閣印刷局

刊・ 1冊

昭和19. 2. 9発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
印刷局

刊・ 1冊

昭和19. 3.29発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
印刷局

刊・ 1冊

昭和19.10.11発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
印刷局

刊・ 1冊

昭和20. 3.21発行

編輯者 情報局/印刷者・発行者
印刷局

刊・ 1冊

昭和 3. 5. 1

帝国鉄道協会

刊（四つ目綴）・ 1
冊

200407／4531
週報 313号 10月7日号

200407／4532
週報 319号 11月18日号

200407／4533
週報 323号 12月16日号

200407／4534
週報 339号 4月14日号

200407／4535
週報 381号 2月9日号

200407／4536
週報 388号 3月19日号

200407／4537
週報 416号 10月11日号

200407／4538
週報 437-8合併号 3月21日号

200407／4539
帝国鉄道協会三十年史
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200407／4540
鉄道輸送指揮官と停車場司令官 偕行社記事第721
号附録

昭和 9.10.

刊・ 1冊

200407／4541
歩兵ノ鉄道及船舶輸送 偕行社記事第477号附録

大正 3. 5.20発行

編輯兼発行者 椎川亀五郎/発
行所 東京偕行社

刊・ 1冊

大正10. 1.

鉄道省

刊・ 1冊

明治43.11.25

男爵 後藤新平

刊・ 1冊

明治43. 7. 1調

鉄道院技師 石川石代

刊・ 1冊

200407／4542
鉄道線路調査ノ起源及沿革概要

200407／4543
日本帝国国有鉄道 鉄十五ノ二

200407／4544
東京下関間準軌道狭軌道比較 鉄十五ノ九

200407／4545
新橋下関間線路改築ニ関スル図表説明 鉄十五ノ十 明治44. 1.印刷

刊・ 1冊

200407／4546
鉄道経綸の刷新 其一 未定稿（帝国縦貫鉄道の設
立）

明治35. 1.

工学博士 南清・工学士 村上亮
一

刊・ 1冊

(昭和)15. 7.

広島鉄道局

並製本・ 1冊

明治35. 5. 1

東京市京橋区西紺屋町 久美商
会

刊・ 1冊

明治35.12.28発行

編輯者兼発行者 稲葉鶴二/発
行所 久美商会

刊・ 1冊

(昭和30. 3.25)

岡山県久米郡吉岡村久木 柵原
鉱業所/東京都千代田区丸ノ内
同和鉱業株式会社

刊・ 1冊

2005. 7.26

広島市こども文化科学館

刊・ 1冊

大正13. 9. 5発行

発行者 木下珠子・木下立安/発
行所 株式会社鉄道時報局

並製本・ 1冊

2006.10.

水谷昌義

並製本・ 1冊

高田機工株式会社

刊・ 1冊

日本車輛製造株式会社

刊・ 1冊

大正15. 3.末現在

鉄道省

刊・ 1冊

昭和25.10. 1現在

広島鉄道管理局

刊・ 1冊

平成15. 8.24

鉄道友の会中国支部

刊・ 1冊

200407／4547
鉄道で貨物を送るには

200407／4548
久美式鉄道用燈器

200407／4549
久美油説明書

200407／4550
柵原鉱業所概況

200407／4551
被爆60年記念企画展 ヒロシマと路面電車～被爆を
のりこえて～

200407／4552
国有鉄道の将来（木下淑夫遺稿集）

200407／4553
運輸通信公報運輸版（鉄道公報）の全目録―昭和18
年11月1日から昭和20年5月18日まで―（東京経大学
会誌252号所載抜刷）

200407／4554
タカダ 機関車の取扱ひと部分品

200407／4555
日車式 軌道自働車

200407／4556
日本全国鉄道線路哩程

200407／4557
貨車輸送力調

200407／4558
こんにちは可部線

200407／4559
FUJI FILM「撮る録るTRIN」参加記念

昭和54.10. 7

色紙・ 1点

(昭和32.～47).

クリアファイル・ 1
冊

(明治24.12).

地図・ 1点

200407／4560
〔機関車運用表〕

200407／4561
古地図（大日本鉄道線路全図）
タトウ入
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200407／4562
古地図（兵庫神戸実測図・明治十九年神戸近傍図）

(明治14. 2)./(明治19).

地図・ 1点(2枚)

タトウ入

200407／4563
鉄道ノ今昔

鉄道大臣官房研究所 工学博士
松縄信太

刊・ 1冊

平成 7.10.12

路面電車を考える会（広島）・広
島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成17.10.14

備後赤坂駅ＯＢ会

刊・ 1冊

平成15.10. 1設立

鉄道・運輸機構

刊・ 1冊

昭和18. 1.30発行，昭
和13. 2.12，2001. 4.

大阪鉄道局業務部，情報局編
輯/内閣印刷局，財団法人日本
地図センター

刊・ 1冊(3冊)

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

200407／4564
路面電車サミット’95in広島 議事録

200407／4565
備後赤坂駅一般営業開始90周年記念祭

200407／4566
明日を担う交通ネットワークづくりに貢献します。 鉄
道・運輸機構

200407／4567
鉄道開通七十年記念童謡“汽車”，写真週報 第242
号･10月14日，地図展2001 空中写真で見る 広島の
変遷

200407／4568
復興への足取り

200407／4569
岩手軽便鉄道外三鉄道買収参考書・江当軌道補償
参考書

刊・ 1冊

200407／4570
げいびグラフ 第80号

平成11. 1. 1

株式会社菁文社

刊・ 1冊

2002.11.

月刊Rail Magazine

刊・ 1冊

2002. 1.

月刊Rail Magazine

刊・ 1冊

2003. 8.

月刊Rail Magazine

刊・ 1冊

2002. 8.

月刊Rail Magazine

刊・ 1冊

株式会社新潟鉄工所

刊・ 1冊

平成19. 9.末

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

平成10. 5.

広島高速交通株式会社

刊・ 1冊

平成19. 8.22･23

STAGE21

刊・ 1冊

平成20.12. 5･6

STAGE21

刊・ 1冊

平成19. 7.

編集及び発行 呉市交通局経営
推進室

刊・ 1冊

2008. 1. 1現在

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2007. 9.

独立行政法人 鉄道建設・運輸
施設整備支援機構 建設本部大
阪支社

刊・ 1冊

200407／4571
民鉄・第三セクター鉄道 現有気動車ガイドブック2002
―47社・141形式595輛のプロフィール― 月刊Rail
Magazine11月号（№230）付録

200407／4572
必携 新幹線データブック 月刊Rail Magazine1月号
（№232）付録

200407／4573
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2003 月刊Rail
Magazine8月号（№239）付録

200407／4574
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2002 月刊Rail
Magazine8月号（№227）付録

200407／4575
車両

200407／4576
ＪＲ赤穂線の小さな旅

200407／4577
広島高速交通株式会社 第11期報告書（第11回定時
株主総会招集ご通知添付書類）

200407／4578
ミュージカル『チンチン電車と女学生』広島公演
STAGE21創立二十周年記念公演

200407／4579
ミュージカル『チンチン電車と女学生』広島公演

200407／4580
呉市国民宿舎音戸ロッジ 45年のあゆみ

200407／4581
ＪＲ西日本ご利用ガイド 営業制度のご案内

200407／4582
未来の交通ネットワークを担う 鉄道・運輸機構 鉄道
建設本部大阪支社
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200407／4583
おかざきの駅ものがたり 附・なぜ岡崎駅は街の中心
から離れて設置されたのか？

平成20. 4.

軌楽庵主人 藤井建

刊・ 1冊

昭和49. 8.

編集 日本国有鉄道/発行 財団
法人交通協力会

刊・ 1冊

1974. 9.～1995. 8.

鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

200407／4584
遂に完成！日本国有鉄道百年史 全19巻セット刊行

200407／4585
鉄道史資料保存会だより №2～57
№2～57合冊製本

200407／4586
路面電車サミット95関係綴（平成7年10月11～13日 於 平成 7.10.11～13
広島市）

バインダー・ 1冊

200407／4587
全国機関車要覧

昭和 4. 8.

車輛工学会

上製本（四つ目
綴）・ 1冊

昭和27.10.14発行

著者 本島三良・臼井茂信/発行
所 株式会社交友社

上製本・ 1冊

昭和38. 4. 1

日本国有鉄道中国支社広報課

刊・ 1冊

(昭和)32. 7.発行

広島鉄道管理局営業部旅客課

刊・ 1冊

昭和31.11. 1

広島鉄道管理局営業部旅客課
発行

刊・ 1冊

昭和31. 7.20

広島鉄道管理局営業部旅客課

刊・ 1冊

1993. 4. 1発行

編集 JTB出版事業局情報管理
課/発行所 JTB 日本交通公社
出版事業局

並製本・ 1冊

昭和49.12. 1発行

編集･発行 原口誠一/発行所 丹 並製本・ 1冊
沢新社

昭和39.11.20発行

編者 鉄道ピクトリアル編集部/発 並製本・ 1冊
行所 鉄道図書刊行会

1986. 9.29発行

編集 全逓信労働組合広島鉄道 並製本・ 1冊
郵便局支部執行部/全逓広島鉄
道郵便局支部

昭和23. 3.25発行

著者 山本凞/発行所 財団法人
交通協力会

並製本・ 1冊

昭和17.10.14発行

編纂兼発行人 鉄道省修史委員
会

並製本・ 1冊

昭和17. 7.

大政翼賛会

刊・ 1冊

昭和19. 4.30発行

運輸通信省

刊・ 1冊

200407／4588
国鉄80年機関車の発達 写真・解説

200407／4589
国鉄のはなし

200407／4590
山口の観光

200407／4591
秋の旅 Guide Book

200407／4592
夏の旅 Guide Book

200407／4593
駅名変遷事典 1993年「旅」4月号別冊付録 第67巻
第4号（通巻793号）

200407／4594
客車研究入門 復刻 明治43/44年版客車略図 別冊
解説

200407／4595
日本私鉄総覧 昭和39年10月1日現在

200407／4596
広鉄史

200407／4597
日本鉄道連絡船史

200407／4598
日本鉄道略年表

200407／4599
戦時輸送力の確保と交通訓練 指導者のために

200407／4600
都市疎開と輸送 疎開輸送手引

200407／4601
是非知らねばならぬ 新制度のメートル法

昭和 6. 8.20 16版発行 編輯兼発行者 西山吾一/発行
所 メートル法宣伝協会

並製本・ 1冊

昭和11. 3.15発行

述者 笠松愼太郎/発兌所 鉄道
青年会出版部

並製本・ 1冊

大正14. 3.

鉄道省大臣官房現業調査課

並製本・ 1冊

200407／4602
鉄道の今昔

200407／4603
自動聯結機ト鉄道従事員ノ安全
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200407／4604
子爵井上勝君小伝

大正 4. 2. 1発行

編輯者 村井正利/発行所 井上
子爵銅像建設同志会

並製本（四つ目
綴）・ 1冊

広島県

括・ 1括(3冊)

昭和26. 5.15 5版発行

著作者 清水甲三/発行所 山海
堂

上製本・ 1冊

昭和47. 6. 1発行

発行所 株式会社キネマ旬報社

刊・ 1冊

昭和47. 3.31発行

企画･制作･発行 京浜企画

並製本・ 1冊

昭和47.12. 1発行

企画･制作･発行 京浜企画

並製本・ 1冊

1982. 3.15

謹製 日之出写真/協力 新神戸
カメラクラブ

上製本・ 1冊

平成 6. 8. 1発行

広島高速交通株式会社

刊・ 2冊

昭和39.11. 1発行

発行所 日本交通公社

並製本・ 1冊

明治44.10.28発行

編者 田山花袋/発行所 博文館

上製本・ 1冊

明治45. 2. 8発行

編者 田山花袋/発行所 博文館

上製本・ 1冊

大正元. 8. 5発行

著作兼発行者 大角鉞/発売所
鉄道講習会

並製本・ 1冊

大正 3.12. 7発行

著作兼発行者 大角鉞/発売所
鉄道講習会

並製本・ 1冊

昭和47. 5.30発行

毎日新聞社

並製本・ 1冊

昭和33.10. 6 6版

著者 阿川弘之/発行所 中央公
論社

上製本・ 1冊

東京印刷株式会社 印行

並製本・ 1括(2冊)

1999.11. 1発行

構成･文･写真 三宅俊彦/発行
所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

1996. 3.15発行

編集発行 Ｕ･エンタープライズ
（株）

刊・ 1冊

1996.12.25発行

編集発行 Ｕ･エンタープライズ
（株）

刊・ 1冊

島根県教育委員会 発行

刊・ 1冊

2005. 7.26～ 8.14

広島市こども文化科学館

刊・ 1冊

昭和14.11.10発行

著者 中島固成

並製本・ 1冊

昭和50. 4. 1発行

著者 奥殿文夫/出版 たくみ出版 並製本・ 1冊

200407／4605
第22回全国植樹祭 おみちすじ 広島県

4.15～17

袋入り折本3冊

200407／4606
自動車及各種代燃車

200407／4607
蒸気機関車 増刊 47.3改正ＳＬダイヤ

200407／4608
全国蒸気機関車総覧 1972

「全国蒸気機関車総覧1972（補訂）」添付

200407／4609
全国ＳＬガイド（47.10版）

200407／4610
開業10周年記念 新神戸駅

200407／4611～4612
アストラムライン・ガイドブック

200407／4613
旅 第38巻第11号 特集 超特急利用術

200407／4614
新撰名勝地誌 山陽道之部

200407／4615
新撰名勝地誌 山陰道之部

200407／4616
鉄道運転法研究

200407／4617
鉄道運転法研究 列車之保安編

200407／4618
国鉄協力 全国版 各駅停車

200407／4619
お早く御乗車ねがいます

200407／4620
鉄道勤続者名簿・鉄道功労者名簿

200407／4621
改正「鉄道敷設法」別表を読む 「旅」1999年11月号
別冊付録 第73巻第11号（通巻874号）

200407／4622
中国五県歴史街道

200407／4623
中国五県歴史街道 Vol.2

200407／4624
島根県歴史の道1 山陰道Ⅰ・広瀬清水街道

200407／4625
被爆60年記念企画展 ヒロシマと路面電車～被爆を
のりこえて～

200407／4626
比婆山神陵研究 全

200407／4627
生きている山陽道 広島編
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200407／4628
修正厳島宮路之枝折 全

明治17. 8.10刻成

編輯兼出版人 広島県士族村田
良穂/発兌所 広島以文社

和装本・ 1冊

昭和15. 4.15発行

編纂兼発行者 杉岡詮/印刷所
株式会社増田兄弟活版所

並製本・ 1冊

昭和41. 8. 1発行

著作者 日本国有鉄道東海道新
幹線支社/翻刻･発売所 財団法
人交通協力会

上製本・ 1冊

昭和47.10.15初版発行 著者 鉄道百年略史編さん委員
会/発行所 鉄道図書刊行会

上製本・ 1冊

200407／4629
広島中央放送局開局十年史
複製本

200407／4630
新幹線事典

200407／4631
鉄道百年略史

200407／4632
鉄道ピクトリアル完全総目次 自第1巻第1号至第26
巻第12号

昭和52. 1. 1初版

編者 鉄道ピクトリアル編集部/発 並製本・ 1冊
行所 鉄道図書刊行会

昭和35. 8.15発行

著者 山本凞/発行所 社団法人
日本鉄道技術協会

上製本・ 1冊

2000.12.25発行

編著者･発行者 加藤博和

並製本・ 1冊

2011. 3.31発行

編集･発行 加藤博和

並製本・ 1冊

平成13.10.

財団法人日本地図センター

地図・ 1括(6枚)

2012. 2.16発行

著者 三笠博通

並製本・ 1冊

昭和62. 7.19発行

企画･編集･発行 ＪＢＵＳ日本バス 刊・ 1冊
友の会関西支部

1978.

大阪産業大学鉄道研究部

並製本・ 1冊

1980.

大阪産業大学鉄道研究部

並製本・ 1冊

1982.

大阪産業大学鉄道研究部

並製本・ 1冊

1987.

大阪産業大学鉄道研究部

並製本・ 1冊

昭和17.10. 1発行

発行所 朝日新聞東京本社

並製本・ 1冊

昭和18.10. 1発行

発行所 朝日新聞東京本社

並製本・ 1冊

昭和58. 7.20発行

編纂 星晃/発行所 株式会社ア
テネ書房

並製本・ 1冊

1990.11. 3発行

立命館大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

1993.11.24

立命館大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

1988. 9.

島根交通地理研究会

並製本・ 1冊

昭和61. 3.31発行

慶応義塾大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

平成11. 8. 1

島根大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

200407／4633
車両航送

200407／4634
広島県のバス～ミレニアム時刻表～

200407／4635
地域交通シリーズ№1 広島県北の地域交通2010

200407／4636
都市の変遷シリーズ11 地図で見る広島の変遷
タトウ入，解説･チラシ共

200407／4637
郷土の心 あの日あの時油彩画で描いた 懐かしの
井笠鉄道

200407／4638
開業20周年記念 山陰特急バスのすべて

200407／4639
いこま 12

200407／4640
いこま 14 宇部・小野田線

200407／4641
いこま 16 広島電鉄

200407／4642
いこま 21 岡山県の私鉄

200407／4643
科学朝日 10月号 第2巻第10号（通巻第12号）

200407／4644
科学朝日 10月号 第3巻第10号（通巻第24号）

200407／4645
解説 戦後の白帯車時代

200407／4646
ポイント 第25号 特集 京都駅の現状と将来

200407／4647
ポイント 第28号 特集 京都府の将来を担う山陰線

200407／4648
島根交通地理Ⅰ

200407／4649
MIXED TRAIN 42レ

200407／4650
DRAFT 33号
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200407／4651
快速「せんり」 68号 特集 水島臨海鉄道

1991.

関西大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

昭和52. 1. 1発行

北大鉄道研究会

並製本・ 1冊

法政大学工学部鉄道研究会

並製本・ 1冊

平成 6.12.15発行

近畿大学文化会鉄道研究会

並製本・ 1冊

1996. 1. 1発行

近畿大学文化会鉄道研究会

並製本・ 1冊

1975.

日本国有鉄道

並製本・ 1冊

1991.

日本貨物鉄道株式会社

並製本・ 1冊

平成 9. 5.

日本貨物鉄道株式会社

並製本・ 1冊

平成 4.12.

日本貨物鉄道株式会社

並製本・ 1冊

昭和43. 9. 8

京都大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

昭和44. 9.15

京都大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

昭和45. 9.13

京都大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

昭和51. 9.27

京都大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

大正15.11.15発行

編纂者兼発行者 大熊敏明/発
行所 広島瓦斯電軌株式会社

並製本・ 1冊

1958. 3. 9

日本道路公団

刊・ 1冊

昭和47. 6.15発行

発行所 彰文社

並製本・ 1冊

昭和56. 6.30発行

編集 社団法人日本旅客船協会
/発行所 株式会社日刊海事通
信社

並製本・ 1冊

東京自動車工業株式会社

並製本・ 1冊

昭和38.11.20刊行

発行者 広島県バス協会

並製本・ 1冊

昭和47. 7.10発行

編纂 社団法人日本旅客船協会
/発行所 株式会社現代交通出
版社

並製本・ 1冊

昭和46.11. 1発行

編纂 社団法人日本旅客船協会
/発行所 株式会社現代社

並製本・ 1冊

昭和12. 2.15発行

編纂者 伊原五郎兵衛/発行所
社団法人日本乗合自動車協会

並製本・ 1冊

1989. 4.20第1刷発行

編集 日本バス友の会/発行所
（有）ジェイバス

並製本・ 1冊

200407／4652
混合列車 1977-1 通巻6号

200407／4653
MAIRONEFU（マイロネフ） 第31号 特集 一畑電気鉄 昭和63.11.24発行
道

200407／4654
デフ DEFLECTER 24 特集 一畑電気鉄道

200407／4655
デフ DEFLECTER 25 特集 平和の街とともに―広
島電鉄

200407／4656
貨物営業案内’75

200407／4657
ＪＲ貨物営業案内 1991

200407／4658
ＪＲ貨物10年のあゆみ―平成4年度～8年度を中心に
―

200407／4659
ＪＲ貨物5年の歩み

200407／4660
京都大学鉄道研究会雑誌 1967

200407／4661
京都大学鉄道研究会雑誌 1968

200407／4662
京都大学鉄道研究会雑誌 1969

200407／4663
京都大学鉄道研究会雑誌 №18（1975年版）

200407／4664
広島市内・宮島線電車沿線案内

200407／4665
関門隧道

200407／4666
月刊 世界鉄道写真全集 6月臨時増刊 永遠の蒸気
機関車

200407／4667
全国フェリー・旅客船ガイド 1981下期号（全国フェ
リー・旅客船時刻表改題）

200407／4668
陸軍大臣特許（自工型）陸式薪瓦斯自動車に就て

200407／4669
広島県のバス事業―60年のあゆみ― （バス創業60
周年記念）

200407／4670
1972年上期版 海のガイド・ブック ポケット版 全国フェ
リー・旅客船航路時刻表

200407／4671
1971年下期版 全国フェリー航路時刻表 海のガイド・
ブック

200407／4672
なぜ省営バスに反対するか

200407／4673
全国ハイウエイバス時刻表 創刊号
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200407／4674
道路交通法規便覧

昭和10. 2.28発行

道路交通法規普及会編纂/発行 上製本・ 1冊
者所 伯文社

昭和12.11.10第1刷発
行

編著者 笠松愼太郎/発行所 春
秋社

上製本・ 1冊

昭和 5. 4. 1現行

鉄道省

並製本・ 1冊

大正11. 8. 5発行

鉄道大臣官房人事課

並製本・ 1冊

大正14. 7.15現在

鉄道大臣官房人事課

並製本・ 1冊

大正 4.12.13発行

鉄道院総裁官房人事課

並製本・ 1冊

昭和27.12.10発行

著者 齋藤治平/発行所 株式会
社交通経済社

上製本・ 1冊

昭和18. 3.28新訂第7
版発行

著者 勝俣勇二/発行所株式会
社交友社

上製本・ 1冊

明治45. 4.

衆議院議員恒松隆慶

刊・ 1冊

200407／4675
鉄道人に聴く

200407／4676
国有鉄道旅客及荷物運送規則・運送取扱細則 附質
疑応答

200407／4677
鉄道省職員録 大正11年7月15日現在

200407／4678
鉄道省職員録 大正14年7月15日現在

200407／4679
鉄道院職員録 大正4年9月1日現在

200407／4680
国鉄自動車経営論

200407／4681
最新運転取扱心得詳説

200407／4682
第廿八回帝国議会 山陰鉄道其他重要議案経過報
告

200407／4683～4697
〔論文抜刷〕 ※長船友則氏宛謹呈

刊・ 15冊

200407／4698
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図

2001. 4. 1第1刷

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2001.10. 3第2版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2002.10. 1第3版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2003.10. 1第4版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2004.10. 1第5版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2005.10. 1第6版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2006.10. 1第7版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2008.10. 1第8版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

2010.11. 1第9版

企画編集 広島ＬＲＴ研究会/ひ
ろしまＮＰＯセンター

地図・ 1点

200407／4699
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 改訂版
タトウ入

200407／4700
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 平成14年
秋版
タトウ入

200407／4701
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 平成15年
秋版
タトウ入

200407／4702
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 平成16年
秋版
タトウ入

200407／4703
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 2005～
2006
タトウ入

200407／4704
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 2006～
2007
タトウ入

200407／4705
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 2008～
2009
タトウ入

200407／4706
バスの超マップ 広島都市圏バス路線図 2010～
2011
タトウ入
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200407／4707
広電電車の戦後 「死者への便り」 Ｎ.Ｎ.Ｎのドキュメ
ント 77

昭和52. 8. 7

ＶＨＳテープ・ 1点

2003. 8.31放送

ＶＨＳテープ・ 1点

昭和50. 1.16

新聞切抜・ 1点

200407／4708
ＮＮＮドキュメント03 チンチン電車と元女学生 2003・
夏・ヒロシマ

200407／4709
〔新聞記事抜粋〕（「地方都市・よなご」を出版）

200407／4710
広島県道路マップ

1996.

中国新聞

地図・ 1点

昭和62. 8.

鳥取市企画部自治振興課

地図・ 1点

1985.

中国新聞

地図・ 1点

200407／4711
素足ふれあい鳥取路―市周辺観光案内図―

200407／4712
広島市全図

200407／4713
鳥取県観光地図

平成12. 5.現在

地図・ 1点

200407／4714
2011最新版ちゅーぴーロードマップ

2010. 8.作成

調製 株式会社徒然社

地図・ 1点

平成12.10.現在

中国新聞

地図・ 1点

平成17. 3.31現在

中国新聞

地図・ 1点

平成14. 3.現在

島根県浜田総務事務所地域振
興課

地図・ 1点

2001.11.現在

中国新聞

地図・ 1点

平成10. 1. 1現在

企画･制作 表示灯（株）広島支
店

地図・ 1点

1998. 7.発行

広島市観光協会

地図・ 1点

2001.

社団法人日本地図調整業協会

地図・ 1点

製作 国際航業株式会社

地図・ 1点

平成 7.

中国新聞

地図・ 1点

1998.

中国新聞/地図調整 株式会社
徒然社

地図・ 1点

2000.

中国新聞

地図・ 1点

200407／4715
2001中国地方ロードマップ

200407／4716
広島県・平成の大合併マップ

200407／4717
島根県岩見石見地域道路マップ 石見ナビ

200407／4718
中国地方ロードマップ

200407／4719
広島市街図ガイドマップ

200407／4720
広島市中心部ガイド・広島市主要交通ガイド

200407／4721
「地図展2001ひろしま」Main Map

200407／4722
島根観光ルートマップ

200407／4723
西中国ドライブマップ 1995

200407／4724
本四連絡道神戸・鳴門ルート開通記念 中国・四国
ロードマップ

200407／4725
2000年・訪ねてみたい・見つめてみたい 中国・四国
ロードマップ

200407／4726
内閣文庫所蔵正保城絵図（「備後国之内三原城所絵
図」）

絵図・ 1点

カラー複製

200407／4727
〔絵葉書〕（広電電車）

2014.～2015.

広島電鉄商品化許諾/発行･制
作 エディット・キュー

絵葉書・ 1括(7点)

200407／4728
〔中島本町周辺略図（人名・旅館名等掲載）〕

一紙・ 1点

200407／4729
続大嶺炭田史
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昭和46.12.20発行

大嶺炭田史編纂委員会 編

上製本・ 1冊
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200407／4730
かもめ（鉄道史研究資料）

昭和38.～42.

鉄道友の会東中国支部

上製本・ 1冊

1968.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1969.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1970.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1971.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1972.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1973.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1974.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1975.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

1976.

鉄道友の会東中国支部

並製本・ 1冊

昭和52.～54.

鉄道友の会東中国支部

上製本・ 1冊

昭和55.～57.

鉄道友の会東中国支部

上製本・ 1冊

昭和59.11.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

昭和61. 5.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1986.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1987.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1988.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1989.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1990.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1991.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1992.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1993.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

合冊製本

200407／4731
かもめ 19～23号

200407／4732
かもめ 24～27号

200407／4733
かもめ 28～31号

200407／4734
かもめ 32～35号

200407／4735
かもめ 36～39号

200407／4736
かもめ 40～43号

200407／4737
かもめ 44～47号

200407／4738
かもめ 48～51号

200407／4739
かもめ 52～55号

200407／4740
かもめ（鉄道史研究資料）
合冊製本

200407／4741
かもめ（鉄道史研究資料）
合冊製本

200407／4742
かもめ 80号

200407／4743
かもめ 81号

200407／4744
かもめ 82，83号

200407／4745
かもめ 84，85号

200407／4746
かもめ 86，87号

200407／4747
かもめ 88，89号

200407／4748
かもめ 90，91号

200407／4749
かもめ 92，93号

200407／4750
かもめ 94，95号

200407／4751
かもめ 96，97号
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200407／4752
かもめ 98，99，101号

1994.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1994.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1995.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1996.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1997.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1998.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

1999.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2000.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2001.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2002.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2003.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2004.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2004.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2005.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2006.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2007.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2008.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2009.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2010.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2011.

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

200407／4753
かもめ 100号

200407／4754
かもめ 102，103，104号

200407／4755
かもめ 105，106，107号

200407／4756
かもめ 108，109，110号

200407／4757
かもめ 111，112，113号

200407／4758
かもめ 114，115，116号

200407／4759
かもめ 117，118，119号

200407／4760
かもめ 120，121，122号

200407／4761
かもめ 123，124号

200407／4762
かもめ 125，126号

200407／4763
かもめ 127号

200407／4764
かもめ 128，129号

200407／4765
かもめ 130，131号

200407／4766
かもめ 132，133号

200407／4767
かもめ 134，135号

200407／4768
かもめ 136，137号

200407／4769
かもめ 138，139号

200407／4770
かもめ 140，141号

200407／4771
かもめ 142，143号
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200407／4772
かもめ 144号

2012. 6. 1

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2014. 3.31

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

2014. 6.15

鉄道友の会東中国支部・かもめ
クラブ

並製本・ 1冊

200407／4773
かもめ 148号

200407／4774
かもめ 149号

200407／4775
駅弁事業者 関係資料

クリアファイル・ 1
冊

200407／4776
山陽鉄道 広島以西ルート

クリアファイル・ 1
冊

200407／4777
大和紡績30年史

昭和46. 4. 1

大和紡績株式会社

上製本・ 1冊

昭和 4.～11.

尾道鉄道株式会社

バインダー・ 1冊

昭和11.～18.

尾道鉄道株式会社

バインダー・ 1冊

昭和53. 3.10 発行

川上幸義／交友社

並製本・ 1冊

昭和56. 5.10 発行

川上幸義／交友社

並製本・ 1冊

1987. 1.

著者 金田茂裕

並製本・ 1冊

1987.11.

著者 金田茂裕

並製本・ 1冊

1993. 4.

著者 金田茂裕

並製本・ 1冊

鉄道省工作局車輌課

上製本（紐綴）・ 1
冊

昭和27. 3.20

日本国有鉄道車両局動力車設
計課

上製本（紐綴）・ 1
冊

昭和28. 3.20

日本国有鉄道工作局動力車課

上製本（紐綴）・ 1
冊

昭和61.

中国運輸局

並製本・ 1冊

平成 4.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成 6. 1.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成 7.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成 8.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成 9.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

200407／4778
第23～36回事業報告書（複製）

200407／4779
第37～50回事業報告書

200407／4780
私の蒸気機関車史 上

200407／4781
私の蒸気機関車史 下

200407／4782
形式別・国鉄の蒸気機関車 別冊 国鉄軽便線の機
関車

200407／4783
Ｈ.Ｋ.ポーターの機関車 Ｏ＆Ｋの機関車補遺

200407／4784
ホーソーン・レスリイの機関車 ロウカ・エンジニヤリ
ングの機関車 ブラック・ホーソーンの機関車

200407／4785
車輌形式図 機関車

200407／4786
車両形式図 蒸気機関車

200407／4787
車両形式図 電気機関車

200407／4788
運輸便覧 昭和61年版

200407／4789
運輸便覧 平成4年版

200407／4790
運輸便覧 平成5年版

200407／4791
運輸便覧 平成7年版

200407／4792
運輸便覧 平成8年版

200407／4793
運輸便覧 平成9年版
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200407／4794
運輸便覧 平成10年版

平成10.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成11.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成12.12.

編集発行 中国運輸局総務部総
務課

並製本・ 1冊

平成 3. 3.16改正

西日本旅客鉄道株式会社広島
支社

並製本・ 1冊

平成27. 1.31 発行

編集発行者 島根県技術士会

並製本・ 1冊

200407／4795
運輸便覧 平成11年版

200407／4796
運輸便覧 平成12年版

200407／4797
列車運転時刻表（予定臨時列車及び船舶関係を含
む）

200407／4798
平成26年度島根県技術士会研究報告

200407／4799
ＳＴＡＭＰ ＡＬＢＵＭ（鉄道切手）

ストックブック・ 1冊

200407／4800
列車運転時刻表（船舶関係を含む）

昭和59. 2. 1改正

広島鉄道管理局

並製本・ 1冊

昭和57. 3. 1

編著者 渡辺肇

並製本・ 1冊

200407／4801
日本製機関車製造銘板・番号集成

200407／4802
日本海運と大阪商船

昭和30. 5.

並製本・ 1冊

裏表紙に「今川証券株式会社」のゴム印

200407／4803
図説・路面電車

昭和40. 9.10 発行

鉄道科学社編集部

上製本・ 1冊

1993. 2.10

編輯 和久田康雄・加藤新一／
株式会社アテネ書房

上製本・ 1冊

昭和50.10.10

編集兼発行 辰馬酒造株式会社
参与 矢野孝之輔

上製本・ 1冊

平成10. 3.

本州四国連絡橋公団第二管理
局

刊・ 1冊

平成 9.11.23

広島市公文書館

刊・ 1冊

平成23. 8.19 発行

財団法人泉美術館

並製本・ 1冊

平成21. 8.20 発行

広島市公文書館

刊・ 1冊

2009. 7.18

広島平和記念資料館

刊・ 1冊

1997. 3.24

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

1997. 6.30

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

1997.10. 6

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

1998. 1.13

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

1998. 5.20

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

200407／4804
鉄道名著集成解題

200407／4805
第十三代辰馬吉左衛門翁を顧みて

200407／4806
瀬戸大橋 瀬戸中央自動車道

200407／4807
平成9年度公文書館特別展示「さえき区今昔展」

200407／4808
イズミ創業50周年記念企画展「復興の記憶 広島戦
後の商業史」

200407／4809
広島市制施行120周年展「ひろしま・人と街の物語」

200407／4810
広島平和記念資料館 平成21年度第1回企画展
「佐々木雄一郎写真展 第一部 平和を築く」

200407／4811
紙屋町地下街工事ニュース №1

200407／4812
紙屋町地下街工事ニュース №2

200407／4813
紙屋町地下街工事ニュース №3

200407／4814
紙屋町地下街工事ニュース №4

200407／4815
紙屋町地下街工事ニュース №5

272

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／4816
紙屋町地下街工事ニュース №6

1998.11. 5

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

1999. 3.24

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

1999. 8. 9

紙屋町地下街・地下駐車場広報 刊・ 1冊
会議

2011.10.20

可部カラスの会 歴史部会「樫の
木会」

並製本・ 1冊

昭和63. 3.30

編集発行 広島市老人クラブ連
合会

並製本・ 1冊

1999. 4・5.

本州四国連絡橋公団広報課

刊・ 1冊

200407／4817
紙屋町地下街工事ニュース №7

200407／4818
紙屋町地下街工事ニュース №8

200407／4819
わがまち可部―あなたも可部通―〈第3版〉

200407／4820
ひろしまの今昔

200407／4821
本四公団だより №315 西瀬戸自動車道開通記念特
集号

200407／4822
〔パンフレット類〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／4823
〔バス時刻表・チラシ〕

括・ 1括

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4823／ 1
o 〔焼山―広島間直通急行バスチラシ〕

2002.11.18

呉市交通局・広島電鉄

一紙(刊)・(1点)

2005. 5.17

呉市交通局・広島電鉄

一紙(刊)・(1点)

(昭和)34. 7.

広島バス株式会社

一紙(刊)・(1点)

昭和34.11.21 改正

芸陽バス広島出張所

一紙(刊)・(1点)

昭和34.12. 1 改正

(広島郊外バス株式会社)

一紙(刊)・(1点)

昭和34.12.21 改正

広電バス

一紙(刊)・(1点)

(昭和)34.12. 1 改正

広島郊外バス株式会社

一紙(刊)・(1点)

昭和34. 9. 1 改正

広電バス

一紙(刊)・(1点)

昭和34.12.11 改正

広電バス

一紙(刊)・(1点)

昭和34. 9. 1 改正

広電バス

一紙(刊)・(1点)

200407／4823／ 2
o 〔急行バス焼山―広島大幅増便チラシ〕

200407／4823／ 3
o 深川線発着時刻表

200407／4823／ 4
o 芸陽バス時刻表

200407／4823／ 5
o 広島郊外バス深川線時刻表

200407／4823／ 6
o 黒瀬（熊野・熊野跡）線時刻表

200407／4823／ 7
o 可部・大林・南原・大畑・桐原・三段峡・古市・川
内・祗園・山本・大朝線時刻表

200407／4823／ 8
o 湯来（石内・玖島）線時刻表

200407／4823／ 9
o 安佐線時刻表

200407／4823／10
o 呉＝広島＝岩国線時刻表

200407／4823／11
o 防長急行バス時刻表

一紙(刊)・(1点)

200407／4824
〔広島―倉敷期間限定バスチラシ〕

(平成11.～13).

括・ 1括(5点)

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4825
〔バス・鉄道チラシ〕

括・ 1括
クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4825／ 1
o 倉敷―玉島 自動車時刻表

倉敷駅前 株式会社山陽

一紙(刊)・(1点)

瀬戸大橋高速バス株式会社[ほ
か]

一紙(刊)・(1点)

200407／4825／ 2
o 〔瀬戸大橋高速バスチラシ〕

(昭和63. 4).
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200407／4825／ 3
o 広島～浜田「いさりび」(時刻表) 「浜田ドリーム
福岡号」チラシ

平成17. 9.20

中国ジェイアールバス浜田営業
所

一紙(刊)・(1点)

200407／4826
〔しまなみライナーチラシ〕

(平成11.～12).

括・ 1括(4点)

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4827
〔日交高速バス岡山線チラシ〕

(2001.11.21 開通)

日本交通株式会社

一紙(刊)・ 1点

200407／4828
〔大朝線高速バスほかチラシ〕

括・ 1括

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4828／ 1
o 大朝線高速バス（中国自動車道経由）

(昭和61. 4).

広島電鉄(株)

一紙(刊)・(1点)

1994. 4. 1 改正

川本営業所

一紙(刊)・(1点)

平成11. 4.20 改正

中国ジェイアールバス株式会社

一紙(刊)・(1点)

平成13. 1.15 改正

中国ジェイアールバス株式会社

一紙(刊)・(1点)

平成13. 9. 1 改正

中国ジェイアールバス株式会社

一紙(刊)・(1点)

(平成20. 5.14)

岩国市交通局

パンフレット・ 1点

(平成20. 3.25)

中国ジェイアールバス株式会社・ 一紙(刊)・ 1点
ジェイアール四国バス株式会社

(平成19. 9.24)

中国ジェイアールバス株式会社・ 一紙(刊)・ 1点
ジェイアール東海バス株式会社

(平成19. 9.24)

中国ジェイアールバス株式会社・ 一紙(刊)・ 1点
西日本ジェイアールバス株式会
社

(平成19. 9.24)

中国ジェイアールバス株式会社
／西日本ジェイアールバス株式
会社

200407／4828／ 2
o ＪＲバス時刻表（川本線）

200407／4828／ 3
o ＪＲバス広浜線時刻表

200407／4828／ 4
o ＪＲバス広浜線時刻表

200407／4828／ 5
o ＪＲバス広浜線時刻表

200407／4829
岩国市交通局（パンフレット）

200407／4830
〔ＪＲハイウェイバス 瀬戸内エクスプレスチラシ〕

200407／4831
〔ＪＲハイウェイバス セレナーデ号チラシ〕

200407／4832
〔ＪＲハイウェイバス 山陽道昼特急広島号／山陽ド
リーム広島号チラシ〕

200407／4833
〔ＪＲハイウェイバス 広島昼特急京都号／広島ドリー
ム京都号チラシ〕

一紙(刊)・ 1点

200407／4834
広島市内バス路線図

一紙(刊)・ 1点

200407／4835
ＪＲバス時刻表

(平成20. 9. 6)

一紙(刊)・ 1点

200407／4836
呉水交通局ＣＮＧ自動車導入事業（リーフレット）

(平成19. 9.24)

呉市交通局

リーフレット・ 1点

2002. 4. 発行

発行 社団法人中国地方総合研
究センター

刊・ 1冊

200407／4837
広島の都心改革と交通共生

200407／4838
「蒲刈ふるさと自然のみち」マップ

一紙(刊)・ 1点

200407／4839
〔山口軌道関係書類ほか〕 ※〔絵葉書〕（山口 後河
原柳の景）・〔絵葉書〕（山口 中河原）・〔写真〕（大日本
軌道山口支社開業式案内状）あり

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4840
〔国鉄バス・ＪＲバスパンフレット・チラシ〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4841
〔中国横断自動車道尾道松江線開通記念無料シャト
ルバスチラシ〕
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200407／4842
〔高速バスＢＩＮＧＯ利用促進キャンペーンチラシ〕

一紙(刊)・ 1点

200407／4843
〔オレンジカード〕

括・ 1括(18枚)
封筒に一括されていたもの

200407／4844
〔駅スタンプ〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／4845
スタンプ・ノート（宮島ロープウェー）

刊・ 1冊

200407／4846
交通関係コレクション目録

バインダーノート・
1冊

200407／4847
〔新聞記事切り抜き〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／4848
わが街空撮 安佐南区 2000年保存版

2000.

中国新聞サービスセンター

刊・ 1冊

昭和44. 9.30

国土地理院

継紙(刊)・ 1点

(平成10. 2. 1)

広島ニューシティーライオンズク
ラブ

一紙(刊)・ 1点

平成11. 5. 1

中国新聞

一紙(刊)・ 1点

200407／4849
〔祇園・中深川地形図〕

国土地理院地形図を2枚継合わせたもの

200407／4850
古市・沼田・安佐地区文化財史跡探訪マップ

200407／4851
1999しまなみ海道開通記念 中国・四国ロードマップ

200407／4852
〔山陰本線岩美駅付近地形図〕

一紙・ 1括(2点)

国土地理院地形図の複製

200407／4853
〔道路関係チラシ・パンフレット・優待通行証ほか〕

括・ 1括

封筒で一括されていたもの

200407／4854
〔鉄道雑誌新幹線関係記事抜粋〕

括・ 1括

封筒で一括されていたもの

200407／4855
〔各路線運行図表，旅客広島支社・貨物広島支店運
転報第4109号･第4110号〕

括・ 1括

封筒(｢非公開資料｣)で一括されていたもの

200407／4856
〔米子電車軌道関係資料〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4857
〔新聞鉄道関係記事・広告目録〕

バインダーノート・
1冊

200407／4858
〔各種バス関係広告・チラシ〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／4859
〔岩国電軌関係資料〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4860
〔新車年鑑 民鉄車両移動〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4861
〔ホテルリーフレット類〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4862
〔岩井軌道関係新聞記事抜粋（鳥取新報）〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの
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200407／4863
〔山陽鉄道ほか鉄道関係資料〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4864
〔遊園地関係チラシ・パンフレットほか〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4865
〔鉄道各線年表〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／4866
〔鉄道各線登記簿〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／4867
鉄道史学 第34号

2016.12. 5

発行 鉄道史学会

並製本・ 1冊

2017.10.30

発行 鉄道史学会

並製本・ 1冊

平成24.10. 1 改訂版

山口市公共交通委員会

刊・ 1冊

平成28.10. 1 改訂版

山口市公共交通委員会

刊・ 1冊

昭和30. 8.

日本国有鉄道営業局旅客課宣
伝係

刊・ 1冊

昭和32. 4.

日本国有鉄道営業局旅客課

刊・ 1冊

昭和37. 3.

日本国有鉄道営業局旅客課

並製本・ 1冊

1991. 5.～2001. 8. 1

山陰鉄道研究会

刊・ 1括

昭和 5. 8.製版

陸地測量部

一紙(刊)・ 1括(3
点揃)

建設省中国地方建設局 太田川
工事事務所

刊・ 1冊

200407／4868
鉄道史学 第35号

200407／4869
山口市総合時刻表

200407／4870
山口市総合時刻表

200407／4871
旅の手帖

200407／4872
旅の手帖

200407／4873
旅の手帖

200407／4874
山研ニュース №1～13，16～22
封筒に一括されていたもの

200407／4875
昭和五年特別大演習地図 第1号～第3号
クリアファイルに一括されていたもの

200407／4876
好きです 太田川～歴史編～

200407／4877
〔鉄道関係切手・駅弁カード・煙草ケースほか〕

括・ 1括

クリアファイル（台紙のみ）に入れて封筒に一括されていたもの

200407／4878
広島付近の主要交通路の変遷（広島市の文化財第
22集）

1983. 3.

広島市教育委員会

並製本・ 1冊

200407／4879
〔鉄道史学会総会資料，鉄道史学会会報第41号～第
47号ほか〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4880
〔シャワーカード，キーカード〕

括・ 1括

振り合ファイル（台紙のみ）に入れて封筒に一括されていたもの

200407／4881
〔新幹線・リニア絵葉書〕

括・ 1括

クリアファイル（台紙のみ）に入れて封筒に一括されていたもの

200407／4882
柵原ふれあい鉱山公園開園1周年記念（絵葉書）

平成11.11.14

片上鉄道保存会

括・ 1括

クリアファイル（台紙のみ）に入れて封筒に一括されていたもの

200407／4883
豪雪の木次線 代行タクシー乗車記
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200407／4884
写真リスト・河杉忠昭

ＣＤ・ 1点

200407／4885
支部報しぐなる 第92号

2011. 6.20

鉄道友の会中国支部

ＣＤ・ 1点

200407／4886
〔本州四国連絡橋公団関係文書〕

昭和53.

括・ 1括

平成23.11. 9

刊・ 1冊

平成15. 9.28

刊・ 1冊

封筒に一括されていたもの

200407／4887
本四会名簿

200407／4888
平成15年度（第52回）ひろしま備北会（総会出席者名
簿）

200407／4889
〔SLやまぐち号・餘部鉄橋等鉄道関係チラシ・パンフ
レット類ほか〕

括・ 1括

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4890
鉄道関係著述集 秋田紀之（『季刊中国総研』№70・
74・77・80抜粋）

2015. 3.～2017. 9.

並製本・ 1冊

200407／4891
呉線観光列車・瀬戸内マリンビューで巡る呉線探索

～2013. 2. 3

瀬戸内さざなみ線利用促進委員 パンフレット・ 1点
会・ＪＲ西日本

～2013. 9.29

ＪＲ西日本

200407／4892
呉線観光列車・瀬戸内マリンビュー

パンフレット・ 1点

200407／4893
エアポートバス「呉広島空港線」

平成25. 7. 1 運行開始 呉市地域公共交通協議会，呉
広島空港線運行実行委員会

チラシ・ 1点

～2013. 6.30

ＪＲ西日本

パンフレット・ 1点

2013. 3.16～

ＪＲ西日本

パンフレット・ 1点

2018. 1.29

特定非営利活動法人クリーン
ディーシークラブ

チラシ・ 1点

道の駅あまるべ

リーフレット・ 2点

兵庫県香美町

チラシ・ 1点

200407／4894
呉線観光列車・瀬戸内マリンビュー

200407／4895
山陰観光列車・みすゞ潮彩

200407／4896
広島城遊覧船運航

200407／4897～4898
山陰海岸ジオパークを臨む道の駅 道の駅あまるべ

200407／4899
余部橋梁

200407／4900
〔幻の広浜鉄道今福線調査メモほか〕

括・ 1括

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4901
季刊中国総研№80（抜粋）（秋田紀之｢三江線敷設か
ら廃止に至る経緯と地域｣）

2017. 9.

編集・発行 公益社団法人中国
地方綜合研究センター

並製本・ 1冊

平成26. 4. 1より

広島電鉄株式会社

チラシ・ 1点

平成29. 8. 1 改定

広島電鉄株式会社

チラシ・ 1点

秋田論文以外を削除したもの

200407／4902
お知らせ（消費税率引き上げに伴う運賃変更）

200407／4903
電車運賃改定のお知らせ・定期旅客運賃表

200407／4904
〔益田索道関係資料〕

括・ 1括

クリアフォエ宇田に一括されていたもの

200407／4905
幻の尾道鉄道（絵葉書）

ネットショップ球店

絵葉書・ 1括(5通)

200407／4906
宮島登山鉄道(株)の推移 [ほか]

括・ 1括

クリアフォルダに一括されていたもの
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200407／4907
〔メモ〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／4908
3.26ダイヤ改正

～2016. 4.30

ＪＲ西日本

パンフレット・ 1点

～2017. 3.31

ＪＲ西日本

パンフレット・ 1点

ＪＲ西日本・ＪＲ岡山グループ

刊・ 1冊

株式会社アクアネットサービス

チラシ・ 1点

～2017. 2.12

ＪＲ西日本

チラシ・ 1点

平成29. 4.16

ＪＲＣ－中国支部 窪田正実

A4綴・ 1点

発行元 浜田市

リーフレット・ 1点

200407／4909
桃太郎線（吉備線）で行く 桃太郎伝説を訪ねる旅

200407／4910
鉄道で楽しむおかやまの旅

200407／4911
ひろしまリバークルーズ

200407／4912
ノスタルジートレインで巡る こだわりのおかやま旅シ
リーズ

200407／4913
横川に電車区があった！（可部線社型電車の想い
出）

200407／4914
広浜鉄道今福線ガイド

200407／4915
公益社団法人 地盤工学会中国支部 平成29年度通
常総会（特別講演会 JR可部線復活への道のりとそ
の背景 講師：秋田紀之氏）

平成29. 4.25

チラシ・ 1点

200407／4916
地盤工学会特別講演会 JR可部線復活への道のりと
その背景（講演資料）

平成29. 4.25

公益社団法人 中国地方総合研
究センター 秋田紀之

A4綴・ 1点

平成 7. 4. 1

(社)日本観光協会中国支部

刊・ 1点

平成18. 3. 作成

発行 広島市観光アシスタント協
会

並製本・ 1冊

平成18. 4. 発行

発行 広島市都市活性化局観光
交流部

刊・ 1点

平成18. 3.

発行 広島市安佐南区役所区政
振興課

刊・ 1点

平成14. 1. 1

日本交通趣味協会

刊・ 1冊

平成14. 2. 1

日本交通趣味協会

刊・ 1冊

平成14. 3. 1

日本交通趣味協会

刊・ 1冊

平成14. 4. 1

日本交通趣味協会

刊・ 1冊

平成14. 5. 1

日本交通趣味協会

刊・ 1冊

平成14. 6. 1

日本交通趣味協会

刊・ 1冊

200407／4917
車窓のひかりにさそわれて 山陰山陽路の旅

200407／4918
ひろしま遊歩100選 主要5コースガイドブック

200407／4919
広島中心部街歩きマップ

200407／4920
あさみなみ散策マップ

200407／4921
交通趣味 第19巻第9号（通号369号）

200407／4922
交通趣味 第19巻第10号（通号370号）

200407／4923
交通趣味 第19巻第11号（通号371号）

200407／4924
交通趣味 第19巻第12号（通号372号）

200407／4925
交通趣味 第20巻第1号（通号373号）

200407／4926
交通趣味 第20巻第2号（通号374号）

200407／4927
〔観光パンフレット類〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／4928
ＭＡＲＵＺＥＮ ＲＯＡＤ ＭＡＰ26～30（中国・四国）・市街
図編中国・四国
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200407／4929
本邦陸地測量部地形図総合目録 忠敬堂古地図目
録 第21号

昭和57. 7.

株式会社忠敬堂

1998. 3.10

有限会社ジェー・アール・アール 並製本・ 1冊

1998. 8.10

有限会社ジェー・アール・アール 並製本・ 1冊

1999. 8. 1

有限会社ジェー・アール・アール 並製本・ 1冊

平成23. 1.

上安学区社会福祉協議会

並製本・ 1冊

一覧図・手紙の挟込みあり

200407／4930
普通列車編成両数表 第1号

200407／4931
普通列車編成両数表 第2号

200407／4932
普通列車編成両数表 第4号

200407／4933
上安学区福祉のまちづくりプラン

並製本・ 1冊

200407／4934
山陽鉄道事故記録（『臨戦地日誌』抜粋コピー）

(明治28. 7.25)

A4綴・ 1点

200407／4935
〔鉄道関係雑誌抜粋・チラシほか〕

括・ 1括

クリアフォルダに一括されていたもの

200407／4936
〔鵠庵目録ほか〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／4937
『旅と鉄道』(2018年5月号，可部線・宇品線・三江線記
事抜粋コピー)

A4綴・ 1点

200407／4938
とっとり市 窓口案内と市案内図

平成 2. 3. 発行

編集・発行 鳥取市企画部自治
振興課

一紙(刊)・ 1点

200407／4939
〔山陽鉄道関係資料（図書コピー）〕

A4綴・ 1点

200407／4940
〔宮島航路・ケーブル関係資料〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／4941
国鉄電車のあゆみ―30系から80系まで―

昭和43. 2.10 発行

編集兼発行者 山田慶太郎／発
行所 株式会社交友社

昭和49.12.25 発行

著者 沢柳健一／発行所 鉄道図 並製本・ 1冊
書刊行会

平成 2. 3. 発行

発行 社団法人 日本鉄道建設業 上製本・ 1冊
協会

並製本・ 1冊

200407／4942
国電再入門

200407／4943
日本鉄道請負業史 昭和(後期)篇

200407／4944
広島駅だより (昭和)41.8～1984.1

昭和41. 8.～1984. 1.

アルバム・ 1冊

一紙(刊)をシートアルバムに一括したもの

200407／4945
お召列車百年

昭和48. 5.20

著者 星山一男／発行所 鉄道図 上製本・ 1冊
書刊行会

200407／4946
国鉄労働組合運動史年表 №1（戦前―1949年）

国鉄労働組合調査資料室 編

並製本・ 1冊

昭和34. 1.

日本鉱業株式会社岩国工場

並製本・ 1冊

昭和63.

中国運輸局

並製本・ 1冊

昭和50. 2.15

社団法人 土木学会

並製本・ 1冊

昭和62. 3.27

運輸省地域交通局 監修／発行 並製本・ 1冊
所 社団法人 政府資料等普及調
査会

200407／4947
建設記録

200407／4948
運輸要覧 昭和63年版

200407／4949
土木学会誌 第60巻 2月号

200407／4950
昭和60年度 民鉄統計年報
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200407／4951
関連事業の歩み

昭和56. 1.14 発行

編集発行 日本国有鉄道事業局

上製本・ 1冊

200407／4952
機関車構造略解

明治41.12.

上製本・ 1冊

200407／4953
鉄道郵便114年のあゆみ

昭和62. 3.10 発行

鉄道郵便研究会 編／発行 株式 上製本・ 1冊
会社ぎょうせい

昭和48.11.

セントラルコンサルタント株式会
社

200407／4954
広島駅周辺整備基本計画報告書 要約版

並製本・ 1冊

青焼き図面付

200407／4955
〔岩国行路面電車古写真〕

フラットアルバム・
1冊

200407／4956
工場案内

新三菱重工株式会社三原製作
所

刊・ 1冊

200407／4957
大阪市電記念アルバム（1903－1968）

昭和43.5. 1 発行

編集 野村薫／刊行 鉄道友の会 並製本・ 1冊
阪神支部

1989. 3.

鉄道友の会

刊・ 1冊

1993. 7.

鉄道友の会

刊・ 1冊

1999. 2. 1

鉄道友の会

刊・ 1冊

昭和42.12. 1 発行

株式会社機芸出版社

並製本・ 1冊

昭和34. 3.20 発行

編者 電気車研究会／発行所 株 上製本・ 1冊
式会社 電気車研究会

昭和47.10.14 発行

企画 日本国有鉄道記念会／編
集発行 (株)鉄道ジャーナル社

200407／4958
ＲＡＩＬＦＡＮ №428

200407／4959
ＲＡＩＬＦＡＮ №485

200407／4960
ＲＡＩＬＦＡＮ №555

200407／4961
鉄道車輌401集

200407／4962
国鉄電車発達史

200407／4963
鉄道100年記念写真集 日本の駅

上製本・ 1冊

200407／4964
ＪＲ三江線問題に関する住民説明会

平成28. 2. 1

バインダー・ 1冊

200407／4965
原爆被爆前後 広島市内電車運転の推移

2015. 8. 1

あき書房

並製本・ 1冊

200407／4966
〔鉄道文献リスト・記念絵葉書リストほか〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／4967
〔鉄道文献リスト・記念絵葉書リストほか〕

括・ 1括

もと4966の中に一括されていたもの

200407／4968
ＲＡＩＬ ＭＡＰ №12 広島

昭和54. 4. 1 発行

ジェー・アール・アール

一紙(刊)・ 1点

昭和53. 3. 1 初版発行 ジェー・アール・アール

一紙(刊)・ 1点

200407／4969
ＲＡＩＬ ＭＡＰ №1 大阪Ⅲ 国鉄編

200407／4970
山陽鉄道・山陽本線 重要記事集成

複写製本・ 1冊

200407／4971
新聞スクラップ 時刻表・駅弁・食堂車

複写製本・ 1冊

200407／4972
帝国鉄道協会会報ほか中国地方鉄道記事集成

複写製本・ 1冊

200407／4973
新聞スクラップ 山陽新幹線11（平成17～24年）
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200407／4974
国鉄自動車路線網の盛衰―（Ⅰ）創業期―（東京経
大学会誌230号所載抜刷）

2002. 7.

水谷昌義

刊・ 1冊

2003. 3. 5

水谷昌義

並製本・ 1冊

200407／4975
国鉄自動車路線名称の変遷（東京経済大学学術研
究センター ワーキング・ペーパー・シリーズ2002-B02）

200407／4976
山陽鉄道船坂下り線隧道工事報告

明治40. 5.

複写製本・ 1冊

200407／4977
中国地方鉄道絵葉書（コピー）集

クリアファイル・ 1
冊

200407／4978
広島駅南口広場再整備等に係る地元説明会（第4
回）

2014. 5.15

バインダー・ 1冊

200407／4979
貨物運送規則逐條解説

昭和21. 10. 5 再版発
行

橋本一 著／東京中央書院 発行 並製本・ 1冊

昭和48. 4. 1

下野岩太

並製本・ 1冊

昭和49. 4. 1

下野岩太

並製本・ 1冊

昭和32. 1. 20 発行

八木彬男 著／株式会社呉造船
所

上製本・ 1冊

昭和33.11.20 発行

八木彬男 著／株式会社呉造船
所

上製本・ 1冊

200407／4980
太田川橋と渡し舟 郷土史話第一集

200407／4981
太田川ものがたり 郷土史話第二集

200407／4982
明治の呉及呉海軍

200407／4983
明治の呉及呉海軍（続篇）

200407／4984
国鉄線全路線図

リーフレット・ 1点

200407／4985
時刻表復刻版 鉄道運輸年表

昭和52. 9.15 発行

大久保邦彦・三宅俊彦 編／発
行所 日本交通公社出版事業局

並製本・ 1冊

昭和62. 3. 1 発行

大久保邦彦・三宅俊彦 編／発
行所 日本交通公社出版事業局

並製本・ 1冊

昭和59. 7.15 発行

著者 山之内秀一郎／発行所 日 並製本・ 1冊
本交通公社出版事業局

昭和53. 3.17 発行

著者 須田寛／発行所 日本交通 並製本・ 1冊
公社出版事業局

2000.11.25 第1刷発行

三宅俊彦／新人物往来社

刊・ 1冊

1998.10.30 第3刷発行

三宅俊彦／新人物往来社

刊・ 1冊

1999. 3.30 第1刷発行

三宅俊彦／新人物往来社

刊・ 1冊

昭和19. 1.25(復刻版)

手帖社

刊・ 1点

1999.11.25 第1刷発行

三宅俊彦／新人物往来社

刊・ 1冊

1999.11.

ＪＴＢ

刊・ 1点

1999.12.

ＪＴＢ

刊・ 1点

200407／4986
鉄道運輸年表〈増補版〉 明治2年～昭和62年 '87
「旅」3月号別冊付録

200407／4987
スピードアップの変遷と復刻時刻表の見どころ 時刻
表復刻版

200407／4988
時刻表にみる国鉄旅客営業のあゆみ

200407／4989
復刻版 明治大正鉄道省列車時刻表 解説

200407／4990
復刻版 明治大正時刻表 解説

200407／4991
復刻版 昭和戦前時刻表 解説

200407／4992
東京中心各線 新改正列車時刻表（復刻版）

200407／4993
復刻版戦中戦後時刻表 解説

200407／4994
時刻表 復刻版 戦前・戦中編 大正14年創刊号～
終戦までの時刻表

200407／4995
時刻表 復刻版 終戦直後編
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200407／4996
時刻表 復刻版 戦後編１ 復興から高度成長時代
への時刻表

1999.11.

ＪＴＢ

刊・ 1点

1999.10.

ＪＴＢ

刊・ 1点

昭和47. 4. 1 発行

株式会社中央社

刊・ 1冊

1981. 7.25 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

1984. 8. 4 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

1988.10.29 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

1993. 8. 1 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

1997.10.31 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

2001.12.31 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

2006. 7. 1 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

2011.10.29 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

2018. 4.28 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

2018. 4.28 発行

日本路面電車同好会

並製本・ 1冊

2017. 7.28 初版第1刷
発行

編者 「旅と鉄道」編集部／株式
会社天夢人／株式会社山の溪
谷社

並製本・ 1冊

200407／4997
時刻表 復刻版 戦後編３

200407／4998
時刻表の歴史―復刻版「懐しの時刻表」別冊解説―

200407／4999
1981年4月1日現在 日本の路面電車ハンドブック
（シュタットバーン 2号）

200407／5000
1984年4月1日現在 日本の路面電車ハンドブック
（シュタットバーン 8号）
補遺及び正誤表付

200407／5001
1988年10月1日現在 日本の路面電車ハンドブック

200407／5002
1993年8月1日現在 日本の路面電車ハンドブック
（シュタットバーン13号）

200407／5003
1997年版 日本の路面電車ハンドブック（シュタット
バーン14号）

200407／5004
2001年版 日本の路面電車ハンドブック（シュタット
バーン16号）
改訂表付

200407／5005
2006年版 日本の路面電車ハンドブック（シュタット
バーン17号）

200407／5006
2011年版 日本の路面電車ハンドブック（シュタット
バーン18号）

200407／5007
2018年版 日本の路面電車ハンドブック（シュタット
バーン19号）

200407／5008
2018年版 日本の路面電車ハンドブック（シュタット
バーン19号）

200407／5009
鉄旅BOOKS 001 時刻表探検 数字に秘められた謎を
解く

200407／5010
大正七年度鉄道災害記事

大正 7年度.

並製本・ 1冊

200407／5011
鉄道建築ニュース 10月号 第34号 鉄道80周年特輯

昭和27.10.25 発行

発行所 鉄道建築協会／株式会
社交友社

並製本・ 1冊

昭和 3. 5.

鉄道省運輸局

並製本・ 1冊

昭和12. 2.

鉄道省運輸局

並製本・ 1冊

昭和59.10. 1

日本国有鉄道新幹線総局営業
部

刊・ 1冊

昭和47. 6.20 再版

著者 和久田康雄／発行所 鉄道 上製本・ 1冊
図書刊行会

昭和 8.12. 8 発行

著者 機関車工学会／発行所 交 上製本・ 1冊
友社

200407／5012
貨物輸送便覧

200407／5013
国有鉄道国際聯絡運輸史

200407／5014
新幹線20年の軌跡

200407／5015
新版 資料・日本の私鉄

200407／5016
略図の機関車
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200407／5017
昔の鉄道 明治大正の国鉄裏ばなし（鉄道開通110周
年記念出版）

昭和57. 7. 発行

著者・発行者 青木繁

上製本・ 1冊

昭和57. 7. 発行

著者・発行者 青木繁

上製本・ 1冊

昭和53. 8. 1 発行

著者 後藤楯比古／発行所 (株)
千秋社

並製本・ 1冊

200407／5018
蒸気機関車物語

200407／5019
失われた美―汽車土瓶に魅せられて―

200407／5020
〔中国地方鉄道写真（無断使用不可）〕

クリアファイル(A5
横)・ 1冊

長船友則氏以外が撮影した写真（使用には撮影者の許諾が必要）

200407／5021
広島電鉄 電車写真集

クリアファイル・ 1
冊

長船友則氏以外が撮影した写真（使用には撮影者の許諾が必要）

200407／5022
松江近辺のＳＬ

2008. 3.

今井瑞雄

上製本・ 1冊

昭和51.10. 復刻

鉄道院技術部工作課／鉄道資
料保存会 復刻

上製本・ 1冊

昭和54. 4. 復刻

鉄道院技術部工作課／鉄道資
料保存会 復刻

上製本・ 1冊

昭和50. 7. 1 復刻

鉄道院技術部工作課／鉄道資
料保存会 復刻

上製本・ 1冊

鉄道院技術部工作課／鉄道資
料保存会 復刻

上製本・ 1冊

昭和63.10. 1 復刻

鉄道省工作局／鉄道資料保存
会 復刻

上製本・ 1冊

昭和41. 3.

日本国有鉄道臨時車両設計事
務所 編集

上製本・ 1冊

昭和25. 3.

日本国有鉄道運輸総局輸送局

上製本(紐綴)・ 1
冊

鉄道省工作局

上製本(紐綴)・ 1
冊

有限会社ジェイズ

並製本・ 1冊

西日本旅客鉄道株式会社京都
支社

並製本・ 1冊

200407／5023
客車形式図 上巻（大正3年3月）

200407／5024
客車形式図 上巻（大正3年版追加）

200407／5025
客車形式図 下巻（大正2年版）

200407／5026
客車形式図 下巻（大正2年版追加）

200407／5027
車輌形式図 客車 上巻 昭和2年版

200407／5028
客車形式図 1966

200407／5029
食料品輸送指針

200407／5030
車輌形式図 電気車

200407／5031
客車形式図面集 昭和40年代

200407／5032
信号機建植位置及び配線略図

平成12. 3.

200407／5033
大蔵省職員用 レクリエーション全国旅行案内図

昭和44. 1.20 改訂22版 株式会社交通協同出版社
発行

折本(刊)・ 1冊

昭和 3. 4.

鉄道省運輸局

上製本・ 1冊

平成30. 5.20 発行

三江線改良利用促進期成同盟
会，三江線活性化協議会 発行

上製本・ 1冊

明治36.10.28 発行

著作者発行兼印刷者 中井晋

一紙(刊)・ 1点

200407／5034
鉄道運送施設綱要

200407／5035
三江線記録集 88年の軌跡 1930～2018
添書付

200407／5036
最新実測 姫路市明細地図 附飾磨港

200407／5037
ケーブルカー・ロープウェイ・駅弁会社絵葉書等

アルバム・ 1冊
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200407／5038
新撰 厳島独案内 全

明治28. 8.28 発行

著者 平野岩吉／蓬山堂 蔵板

和装本・ 1冊

昭和39.下期～46.度

山陽電気軌道株式会社

上製本・ 1冊

昭和39.下期～50.度

広島電鉄株式会社

上製本・ 1冊

昭和43.10. 1

発行所 日本食堂株式会社

上製本・ 1冊

昭和12. 3.12 発行

編輯・発行者 山中忠雄／発行
所 社団法人ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー（日本旅行協会）

上製本・ 1冊

昭和33. 6. 1 発行

編者 大野靖三／発行者 社団法 上製本・ 1冊
人 国鉄構内営業中央会

昭和47. 8.20 発行

坂田俊夫 著／発行所 交通新論 上製本・ 1冊
社

昭和43 1.10 発行

坂田俊夫 著／発行所 日本交通 上製本・ 1冊
新論社

昭和37. 3.12 発行

青木槐三／日本交通公社

上製本・ 1冊

昭和29.12.10 発行

編者並発行所 財団法人鉄道弘
済会

並製本・ 1冊

昭和42. 2.10 発行

編集兼発行者 株式会社弘済出
版社

上製本・ 1冊

昭和27. 1.30 発行

著者並発行所 鉄道弘済会二十
年史編纂委員会

上製本・ 1冊

昭和51. 7. 発行

編集 大阪支店営業課指導 木村 並製本・ 1冊
清一・三矢保子／発行所 株式
会社 ビュッフェとうきょう大阪支
店

昭和 2. 7.10 発行

著者 丹羽保徳／発行所 交友社 並製本(複写製
本)・ 1冊

200407／5039
山陽電気軌道(株)営業報告書

200407／5040
広島電鉄(株)営業報告書

200407／5041
日本食堂三十年史

200407／5042
回顧録

200407／5043
社員の家業とその沿革

200407／5044
国鉄と構内営業 国鉄構内営業100年史

200407／5045
国鉄構内営業と経営者 附・国鉄関連事業と経営者
あれこれ

200407／5046
この人々

200407／5047
種蒔く人 鉄道弘済会誕生記

200407／5048
弘済出版社十年史

200407／5049
鉄道弘済会二十年史

200407／5050
乗務員の手引

200407／5051
鉄道之構内営業（複写製本）

200407／5052
第9回全国路面電車サミット2008福井大会（関係資
料）

2008.10.17～19

フラットファイル・ 1
冊

200407／5053
富士山遊覧 定期観光バスご乗車記念

富士急行

クロス(甲州織)・ 1
点

日本国有鉄道 大阪電気工事局

刊(青焼き)・ 1冊

中国通商産業局環境資源部鉱
業課

刊・ 1冊

1999. 9.

都市問題研究会

並製本・ 1冊

1998. 3.

都市問題研究会

並製本・ 1冊

昭和53.11. 改訂

本州四国連絡橋公団

刊・ 1点

昭和48. 6.16 発行

中国新聞社

刊・ 1冊

200407／5054
’71/3山陽新幹線の電気設備

1971. 3.

200407／5055
中国地域鉱山開放マップ

200407／5056
広島の交通PartⅦ

200407／5057
広島の交通PartⅤ

200407／5058
因島大橋

200407／5059
ヒロシマ 米国返還被爆資料から
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200407／5060
せのはち 第8号

昭和62. 2.

広島大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

1988.11. 発行

広島大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

1990. 3. 発行

広島大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

1991. 4. 発行

広島大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

1993. 3. 発行

広島大学鉄道研究会

並製本・ 1冊

昭和18.11.18 初版発
行

著者 佐藤敏章／発行所 伊藤文 上製本・ 1冊
信堂

昭和51. 5. 発行

編集・発行 株式会社大林組

上製本・ 1冊

2002. 4. 第1刷発行

著者 杉恵頼寧・牧野浩志／発
行 社団法人中国地方総合研究
センター

並製本・ 1冊

昭和32.12.20 発行

著者 原文助／発行所 一隅社

上製本・ 1冊

昭和62.10. 1 発行

著者 地域発展計画研究者機構
交通問題部会／発行所 山口県
地方新聞協会出版局

並製本・ 1冊

明治35. 3.16 8版発行

編輯者 野崎城雄／発兌元 博文 並製本・ 1冊
館

昭和18. 7. 3. 初版発
行

著者 鉄道教育研究会

並製本・ 1冊

昭和17. 4. 1 施行お

鉄道省

並製本・ 1冊

昭和 8.11.

鉄道省運輸局

並製本・ 1冊

昭和56.10. 1 発行

広島商工会議所企画室

刊・ 1冊

昭和46. 9. 5 発行

監修 運輸省鉄道監督局／編集 並製本・ 1冊
兼発行人 田中隆三／発行所 株
式会社電気車研究会・鉄道図書
刊行会

昭和49. 8.31 発行

編集 福島地区都市改造事業記
念誌編集部会

上製本・ 1冊

昭和11. 3.

鉄道省運輸局

並製本・ 1冊

昭和 2.12.26 発行

発行所 鉄道省運輸局船舶課

刊・ 1冊

昭和 2.12.28 発行

発行所 鉄道省運輸局船舶課

刊・ 1冊

昭和 3.11.29 発行

発行編輯所 鉄道省運輸局船舶
課

刊・ 1冊

昭和 4. 1.29発行

発行編輯所 鉄道省運輸局船舶
課

刊・ 1冊

200407／5061
せのはち 第10号

200407／5062
せのはち 第11号

200407／5063
せのはち 第12号

200407／5064
せのはち 第13号

200407／5065
戦時運輸統制論

200407／5066
白杉嘉明三翁をしのぶ

200407／5067
広島の都心戦略・交通戦略

200407／5068
松江通運史話 家業五代記

200407／5069
山口県の交通を考える（地域発展計画双書1）

200407／5070
日本名勝地誌 第六編 山陽道之部

200407／5071
国有鉄道建設規程要説

200407／5072
内地連絡運輸関係規則

200407／5073
鉄道営業法・鉄道運輸規程註釈

200407／5074
90年の歩み 広島商工会議所

200407／5075
民営鉄道通達集

200407／5076
広島平和記念都市建設事業・西部復興土地区画整
理事業（第二工区）誌

200407／5077
臨港線敷設に関する調書

200407／5078
鉄道の船舶 第二巻第十一号

200407／5079
鉄道の船舶 第二巻第十二号

200407／5080
鉄道乃船舶 第三巻第十一号

200407／5081
鉄道乃船舶 第四巻第一号

285

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／5082
鉄道乃船舶 第四巻第三号

昭和 4. 6.28 発行

発行編輯所 鉄道省運輸局船舶
課

刊・ 1冊

昭和 4.12.24 発行

発行編輯所 鉄道省運輸局船舶
課

刊・ 1冊

2007. 9. 発行

発行 広島県歌人協会「原爆遺
跡を詠む会」

並製本・ 1冊

昭和33.11.15 発行

著者 高松吉太郎／発行所 株式 上製本・ 1冊
会社電気車研究会

大正 4.10.16

著者 高木太郎／発売元 合資会 上製本・ 1冊
社共益商社書店

昭和19. 2.15 発行

著者 堀木鎌三／発行所 交通研 上製本・ 1冊
究所

昭和47. 4. 1 発行

著者 鎌倉太郎／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社政経社

昭和45.10.10 発行

著者 河野幸之助／発行者 株式 並製本・ 1冊
会社日本時報社出版局

大正 6. 4.26 発行

編輯者 濱本鶴賓

昭和11. 5.15 第1刷発
行

著者 平井喜久松／発行所 岩波 上製本・ 1冊
書店

明治41. 5. 5 発行

編者 鳥山一郎

並製本・ 1冊

昭和29.10.10

日本国有鉄道経理局審査統計
課

並製本・ 1冊

昭和31. 9.26

日本国有鉄道経理局審査統計
課

並製本・ 1冊

昭和53. 3.24 印刷発行 編集発行 日本国有鉄道情報シ
ステム部

並製本・ 1冊

明治39. 5. 1 発行

著者 島 宮太郎／発行元 尚文
堂

並製本(紐綴)・ 1
冊

昭和55.10. 1 発行

発行所 株式会社運輸情報セン
ター

並製本・ 1冊

昭和50. 6.20 発行

著者 辻阪昭浩／発行所 株式会 刊・ 1冊
社交趣会

昭和45.度

広島鉄道管理局広報課

刊・ 1冊

昭和43. 3.

日本国有鉄道中国支社広報課

刊・ 1冊

ＪＲ西日本・広島

刊・ 1冊

昭和59.度

広島鉄道管理局

刊・ 1冊

(昭和62. 5).

国鉄新幹線総局広報室

刊・ 1冊

200407／5083
鉄道乃船舶 第四巻第六号

200407／5084
原爆遺跡を詠む

200407／5085
日本の路面電車

200407／5086
鉄道 全

200407／5087
総力戦と輸送

200407／5088
電力三国志 中国電力の巻

200407／5089
中国電力物語

200407／5090
福山の今昔

並製本・ 1冊

200407／5091
岩波全書 鉄道

200407／5092
福山案内

200407／5093
昭和28年度 鉄道要覧

200407／5094
昭和30年度 鉄道要覧

200407／5095
国鉄統計ダイジェスト 鉄道要覧 昭和52年版

200407／5096
出雲大社案内 附近傍名勝

200407／5097
コンテナ 時刻表 55.10時刻改正号

200407／5098
楽しい硬券の集め方（交趣文庫3）

200407／5099
こくてつのはなし

200407／5100
国鉄のしおり

200407／5101
JRディスカウントチケット利用情報パーフェクトガイド

200407／5102
ぼくらのこくてつ 1986

200407／5103
新幹線なかよしブック

286

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／5104
こくてつのはなし

(昭和45. 4).

国鉄中国支社

刊・ 1冊

1992.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

1955. 3.

米子鉄道管理局

刊・ 1冊

昭和10. 4. 6発行

著作者兼発行者 萩市役所

刊・ 1冊

昭和35.11. 5 発行

編集兼発行者 日本地学教育研
究会広島大会

刊・ 1冊

昭和53.12.

三次管理駅／編集・印刷 (株)菁 刊・ 1冊
文社

200407／5105
ＳＬ「やまぐち号」で行く山口ガイドブック ＴＩＭＥ ＴＲＩＰ
1992

200407／5106
山陰路

200407／5107
明治維新前後 萩出身名士小伝 附萩史蹟名勝

200407／5108
地学見学案内 河山鉱山

200407／5109
ぶ～んらり 芸備線の旅

200407／5110
〔広島電鉄路面電車写真〕（第3回路面電車まつり会
場にて）

平成10. 6. 7

ポケットアルバム・
1冊

200407／5111
〔広島電鉄路面電車写真ほか〕

写真・ 1括(14枚)

ビニール袋に一括されていたもの

200407／5112
第121期事業報告書

昭和57. 4. 1～58. 3.31 下津井電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和17. 4. 1～17. 9.30 中国配電株式会社

刊・ 1冊

昭和14.下半期

広島瓦斯電軌株式会社

刊・ 1冊

昭和15.上半期

広島瓦斯電軌株式会社

刊・ 1冊

昭和15.下半期

広島瓦斯電軌株式会社

刊・ 1冊

1988. 5. 改訂第4版発
行

アルペンガイド編集部／発行所
株式会社山と渓谷社

並製本・ 1冊

1988. 4.

株式会社昭文社

地図・ 1点

2001.

地図調整 株式会社昭文社

地図・ 1点

戸河内町・匹見町

地図・ 1点

1994. 4.

株式会社昭文社

地図・ 1点

1990. 9.

株式会社昭文社

地図・ 1点

昭和62. 1.

株式会社昭文社

地図・ 1点

昭和62. 1.

株式会社昭文社

地図・ 1点

1991. 1.

株式会社昭文社

地図・ 1点

200407／5113
第壱回営業報告書

200407／5114
第六十一回営業報告書

200407／5115
第六十二回営業報告書

200407／5116
第六十三回営業報告書

200407／5117
アルペンガイド20 中国・四国の山

200407／5118
エアリアマップ 山と高原地図61 氷ノ山 鉢伏・神鍋
タトウ入

200407／5119
島根県観光ガイドマップ しまねパーフェクトガイドマッ
プ

200407／5120
西中国山地国定公園 恐羅漢山周辺トレッキングマッ
プ

200407／5121
エアリアマップ 都市地図 広島県1 広島市
タトウ入

200407／5122
エアリアマップ 都市地図 岡山県1 岡山市
タトウ入

200407／5123
エアリアマップ 都市地図 京都府1 京都市
タトウ入

200407／5124
エアリアマップ 都市地図 鳥取県1 鳥取市
タトウ入

200407／5125
エアリアマップ 都市地図 鳥取県2 米子市
タトウ入
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200407／5126
エアリアマップ ポケット区分地図 広島区分地図

昭和55. 4.

株式会社昭文社

地図・ 1点

2002.

株式会社昭文社

地図・ 1点

2002. 1.

株式会社昭文社

地図・ 1点

1972.11.

株式会社昭文社

地図・ 1点

2004. 7. 7版2刷

株式会社昭文社

地図・ 1点

2009. 4版9刷

株式会社昭文社

地図・ 1点

2012. 2版5刷

株式会社昭文社

地図・ 1点

昭和46. 第8版

編集・発行 日地出版株式会社

地図・ 1点

昭和61. 7.

株式会社昭文社

地図・ 1点

2003. 7. 1版14刷

株式会社昭文社

地図・ 1点

昭和52. 8.

編集・発行 日地出版株式会社

地図・ 1点

昭和55. 3.

株式会社昭文社

地図・ 1点

昭和55. 3.

株式会社昭文社

地図・ 1点

昭和47.12.

株式会社塔文社

地図・ 1点

1987. 8. 発行

編集・発行 株式会社国際地学
協会

地図・ 1点

平成18. 3.

岡山県 作成

地図・ 1点

平成15. 3.

編集・発行 中国地図出版株式
会社

地図・ 1点

2009. 9. 初版第1刷発
行

山﨑友也 著／発行所 東京地図 並製本・ 1冊
出版株式会社

1992. 5.

株式会社昭文社

地図・ 1点

2007. 5版9刷

株式会社昭文社

地図・ 1点

200407／5127
エアリアマップ 都市地図 山口県8 小郡町
タトウ入

200407／5128
エアリアマップ 都市地図 広島県2 呉市
タトウ入

200407／5129
エアリアマップ 最新分県地図 広島県
タトウ入

200407／5130
都市地図 広島県1 広島市
タトウ入

200407／5131
都市地図 鳥取県2 米子・境港市
タトウ入

200407／5132
都市地図 京都府7 舞鶴市
タトウ入

200407／5133
登山・ハイキング64 秋吉台・三段峡（地図）
タトウ入

200407／5134
エアリアマップ 分県地図31 鳥取県
タトウ入

200407／5135
スーパー都市地図 広島市ビジネスマップ 詳細図
タトウ入

200407／5136
登山・ハイキングシリーズ63 帝釈峡
タトウ入

200407／5137
エアリアマップ 山と高原地図68 石鎚山
タトウ入，手書きメモあり

200407／5138
エアリアマップ 山と高原地図67 大山・蒜山高原
タトウ入

200407／5139
精密地番入 松山市街図
タトウ入

200407／5140
ニュークリスタル 大阪区分地図 大阪市・周辺市街図

200407／5141
岡山県観光地図 おかやま旅マップ

200407／5142
住宅地図 Hi-Map 広島中心部詳細地図 広島市中区
紙屋町～本通り～八丁堀～流川
タトウ入

200407／5143
ちず鉄5 中国・四国

200407／5144
エアリアマップ 分県地図33 岡山県
タトウ入

200407／5145
分県地図35 山口県
タトウ入
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200407／5146
最新鉄道車両工学

昭和43. 7.15 発行

著者 久保田博／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社交友社

昭和 9.11.23. 発行

著者 松村利／発行所 鉄友社

大正15. 5.10 再版

著者 大久保寅一／発行所 鉄道 上製本・ 1冊
講習会

昭和24.10. 1 発行

編輯発行兼印刷人 黒宮愼造／
発行所 聯合プレス社

並製本・ 1冊

昭和24. 9. 1 発行

編輯発行兼印刷人 黒宮愼造／
発行所 聯合プレス社

並製本・ 1冊

平成10.11.28 発行

社団法人 日本交通協会

上製本・ 1冊

昭和31. 5. 5 発行

著者 杉田肇／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
電気車研究会

昭和41. 7. 1 改題第6
版 発行

著者 鉄道科学社編集部 吉野成 上製本・ 1冊
寿・加藤博／発行所 鉄道科学
社

大正11. 4.20 発行

著者 松縄信太／発行所 法制時 上製本・ 1冊
報社

200407／5147
電車の解説

上製本・ 1冊

200407／5148
客貨車の話

200407／5149
丸（ＭＡＲＵ） 第二巻・第十号 十月号

200407／5150
丸（ＭＡＲＵ） 第二巻・第九号 九月号

200407／5151
百年史

200407／5152
写真解説 国鉄電気機関車

200407／5153
図説蒸気機関車

200407／5154
車輛一班

200407／5155
改訂 客貨車階梯

昭和 4.10.13 再版改訂 著者 峰島留五郎・有原俊二／
発行
発行所 交友社

上製本・ 1冊

200407／5156
客貨車 鉄道常識叢書第九編

昭和10.10.15 発行

著者代表 横田胤敏／発行所 鉄 上製本・ 1冊
道研究社

大正15. 8.31 発行

著作者 作花喜平／発行所 鉄道 上製本・ 1冊
知識社

2008.10. 1～
2008.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2010. 7. 1～2010. 9.30 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2010.10. 1～
2010.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2010.12. 1～2011.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2011. 2. 1～2011. 3.11 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2011. 3.12～2011.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2011. 7. 1～2011. 9.30 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2011.10. 1～
2011.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2012. 2. 1～2012. 3.16 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

200407／5157
列車電気装置

200407／5158
東海道・山陽新幹線時刻表 2008年10月1日～2008
年11月30日

200407／5159
東海道・山陽新幹線時刻表 2010年7月1日～2010年
9月30日

200407／5160
東海道・山陽新幹線時刻表 2010年10月1日～2010
年11月30日

200407／5161～5162
東海道・山陽新幹線時刻表 2010年12月1日～2011
年2月28日

200407／5163
東海道・山陽新幹線時刻表 2011年2月1日～2011年
3月11日

200407／5164
東海道・山陽新幹線時刻表 2011年3月12日～2011
年6月30日

200407／5165
東海道・山陽新幹線時刻表 2011年7月1日～2011年
9月30日

200407／5166
東海道・山陽新幹線時刻表 2011年10月1日～2011
年11月30日

200407／5167
東海道・山陽新幹線時刻表 2012年2月1日～2012年
3月16日
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200407／5168
東海道・山陽新幹線時刻表 2012年3月17日～2012
年6月30日

2012. 3.17～2012.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2012. 7. 1～2012. 9.30 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2012.10. 1～
2012.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2013. 2. 1～2013. 3.15 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2013. 3.16～2013.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2013. 7. 1～2013. 9.30 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2013.10. 1～
2013.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2013.12. 1～2014.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2014. 2. 1～2014. 3.14 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2014. 3.15～2014.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2014. 7. 1～2014. 9.30 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2014.10. 1～
2014.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2014.12. 1～2015.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2015. 2. 1～2015. 3.13 ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2015. 3.14～2015.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2015.10. 1～
2015.11.30

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2015.12. 1～2016.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2016. 3.26～2016.

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2016. 3.26

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

昭和49.10. 1現行

株式会社中央書院

並製本・ 1冊

昭和36.10. 1 現行

株式会社中央書院

並製本・ 1冊

200407／5169
東海道・山陽新幹線時刻表 2012年7月1日～2012年
9月30日

200407／5170
東海道・山陽新幹線時刻表 2012年10月1日～2012
年11月30日

200407／5171
東海道・山陽新幹線時刻表 2013年2月1日～2013年
3月15日

200407／5172
東海道・山陽新幹線時刻表 2013年3月16日～2013
年6月30日

200407／5173
東海道・山陽新幹線時刻表 2013年7月1日～2013年
9月30日

200407／5174
東海道・山陽新幹線時刻表 2013年10月1日～2013
年11月30日

200407／5175
東海道・山陽新幹線時刻表 2013年12月1日～2014
年2月28日

200407／5176
東海道・山陽新幹線時刻表 2014年2月1日～2014年
3月14日

200407／5177
東海道・山陽新幹線時刻表 2014年3月15日～2014
年6月30日

200407／5178
東海道・山陽新幹線時刻表 2014年7月1日～2014年
9月30日

200407／5179
東海道・山陽新幹線時刻表 2014年10月1日～2014
年11月30日

200407／5180
東海道・山陽新幹線時刻表 2014年12月1日～2015
年2月28日

200407／5181
東海道・山陽新幹線時刻表 2015年2月1日～2015年
3月13日

200407／5182
東海道・山陽新幹線時刻表 2015年3月14日～2015
年6月30日

200407／5183
東海道・山陽新幹線時刻表 2015年10月1日～2015
年11月30日

200407／5184
東海道・山陽新幹線時刻表 2015年12月1日～2016
年2月29日

200407／5185～5186
東海道・山陽新幹線時刻表 2016年3月26日～2016
年6月30日

200407／5187
広島・山口地区在来線ＪＲ時刻表 2016年3月26日ダ
イヤ改正

200407／5188
旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程

200407／5189
旅客及び荷物営業規則並びに同細則（旅客編）
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200407／5190
西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則・旅客営業
取扱基準規程

平成 6. 2. 1 3版発行

株式会社中央書院

並製本・ 1冊

平成 9. 1.

西日本旅客鉄道株式会社広報
室

並製本・ 1冊

平成 9. 9.

西日本旅客鉄道株式会社広報
室

並製本・ 1冊

平成10. 8.

西日本旅客鉄道株式会社広報
室

並製本・ 1冊

平成13.10.

西日本旅客鉄道株式会社広報
室

並製本・ 1冊

平成14. 9.

西日本旅客鉄道株式会社広報
室

並製本・ 1冊

平成26.12.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

(平成27. 6.10)

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成27. 6.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成27.12.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

(平成28. 6.13)

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成28. 6.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成28.12.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成29. 6.12

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成29. 6.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成29.12.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成30. 6.11

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

平成26.12.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成27. 5.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成27.12.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成28. 6.22

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

200407／5191
会社要覧 データで見るＪＲ西日本'96〈社内資料〉

200407／5192
データで見るＪＲ西日本'97

200407／5193
データで見るＪＲ西日本'98

200407／5194
データで見るＪＲ西日本2001

200407／5195
データで見るＪＲ西日本2002

200407／5196
第106期中間報告書 平成26年4月1日から平成26年9
月30日まで

200407／5197
第106回定時株主総会招待ご通知

200407／5198
第106期報告書 平成26年4月1日から平成27年3月31
日まで

200407／5199
第107期中間報告書 平成27年4月1日から平成27年9
月30日まで

200407／5200
第107回定時株主総会招集ご通知

200407／5201
第107期報告書 平成27年4月1日から平成28年3月31
日まで

200407／5202
第108期中間報告書 平成28年4月1日から平成28年9
月30日まで

200407／5203
第108回定時株主総会招集ご通知

200407／5204
第108期報告書 平成28年4月1日から平成29年3月31
日まで

200407／5205
第109期中間報告書 平成29年4月1日から平成29年9
月30日まで

200407／5206
第109回定時株主総会招集ご通知

200407／5207
第28期中間事業報告 平成26年4月1日～平成26年9
月30日

200407／5208
第28回定時株主総会招集通知添付書類 平成26年4
月1日～平成27年3月31日

200407／5209
第29期中間事業報告 平成27年4月1日～平成27年9
月30日

200407／5210
第29回定時株主総会招集ご通知
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200407／5211
第30期中間事業報告 平成28年4月1日～平成28年9
月30日

平成28.12.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成29. 6.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

2017.12.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

2018. 6.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成30. 6.

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

昭和46.度

広島鉄道管理局

刊・ 1冊

2018. 6.10

日本路面電車同好会中国支部

しおり・ 1括(5枚)

昭和 4.12.10 第3版発
行

木原英一先生講述／発行所 鉄
道学会出版部

上製本・ 1冊

2017.10. 9 発行

著作・発行 広島電鉄株式会社

上製本・ 1冊

大正11.12.10 発行

著者 長谷川天地／発行所 鉄道 並製本・ 1揃(3冊)
講習会

昭和 7. 9. 5 第9版発
行

著者 池崎忠孝／発行所 合資会 上製本・ 1冊
社先進社

昭和 4. 2.22 5版発行

著者 白柳秀湖／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社日本評論社

昭和 5. 5.25 発行

著者 白柳秀湖／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社日本評論社

200407／5212
第30期定時株主総会招集ご通知

200407／5213
第31期中間事業報告 2017年4月1日～2017年9月30
日

200407／5214
第31回定時株主総会招集ご通知

200407／5215
第109期報告書 平成29年4月1日から平成30年3月31
日まで

200407／5216
こくてつのはなし 山陽路を走る新鋭特急群

200407／5217
〔路面電車まつり参加記念しおり〕

200407／5218
線路及停車場

200407／5219
広島のまちと路面電車―「真実一路」の人・奥窪央雄
―

200407／5220
車掌教範(上巻)･(中巻)･(下巻)

200407／5221
太平洋戦略論

200407／5222
財界太平記

200407／5223
続財界太平記

200407／5224
〔三江線関係資料〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／5225
広浜鉄道今福線ガイド・大正十五年九月二十三日顛
覆地広島県安芸中野駅附近（絵葉書8枚・鉄道遭難
者追吊塔設立趣旨）

括・ 1括(2点)

封筒に一括されていたもの

200407／5226
鉄道史関係記録メモ №1

長船友則

並製本・ 1冊

長船友則

並製本・ 1冊

長船友則

並製本・ 1冊

(平成)30. 3. 4

ＪＲ西日本

刊・ 1点

(平成)30. 3. 4

ＪＲ西日本

刊・ 1点

大学ノートを合冊製本したもの

200407／5227
鉄道史関係記録メモ №2
大学ノートを合冊製本したもの

200407／5228
中国地方 鉄道各線・私鉄別 文献索引リスト
大学ノートを合冊製本したもの

200407／5229
山陽線寺家駅開業1周年記念入場券
切符2枚入

200407／5230
2018.3.4 可部線電化延伸1周年―記念入場券―
切符3枚入

200407／5231
〔可部線・今福線関係資料〕
封筒に一括されていたもの
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200407／5232
〔『鉄道ファン』№389(1993.9)～565(2008.5)抜粋コ
ピー〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5233
一畑電車でガタンゴトン

発行 「RAILWAYS」支援実行委
員会・「RAILWAYS」を支援する
会

刊・ 1冊

200407／5234
未整理写真

写真・ 1括(15枚)
封筒に一括されていたもの

200407／5235
〔『鉄道ジャーナル』№257(1988.3)～313(1992.11)抜粋
コピー〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5236
〔『鉄道ジャーナル』№316(1993.2)～372(1997.10)抜粋
コピー〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5237
〔『鉄道ジャーナル』№376(1998.2)～505(2008.11)抜粋
コピー〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5238
尾道市街図

(昭和初期頃)

地図・ 1点

封筒に入っていたもの

200407／5239
岡山近傍図

昭和 7. 2.

陸地測量部 製版

地図・ 1点

封筒に入っていたもの

200407／5240
〔夜行高速バス「ニューブリーズ号」ちらし〕

平成15.11.

一紙(刊)・ 1点

平成17. 6.30

一紙(刊)・ 1点

平成16. 9. 1

一紙(刊)・ 1点

200407／5241
〔夜行ハイウェイバス「浜田ドリーム福岡号」ちらし〕

200407／5242
〔ＪＲ高速バス「出雲・松江ドリーム名古屋号」ちらし〕

200407／5243
〔ＪＲ高速バス「ハイウェイバス乗り継ぎきっぷ」ちらし〕 (平成17).

一紙(刊)・ 1点

200407／5244
鳥取市全図・鳥取市街地図

昭和32.12.25 発行

発行兼印刷人 鳥取出版協会

地図・ 1点

200407／5245
〔広鉄旅だより ほか〕

刊・ 1括(12冊)
封筒に一括されていたもの

200407／5246
〔広島市内バスほか時刻表・ちらし〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5247
大呉市計画区域地図―昭和四年六月―

2015. 7. 1 複製版発行 あき書房

地図・ 1点

2008.11.25 復刻版発
行

あき書房

地図・ 1点

2008.11.25復刻版発行 あき書房

地図・ 1点

2010. 8.15 復刻盤発行 あき書房

地図・ 1点

封筒入

200407／5248
昭和十七年四月発行大日本職業別明細図山口県岩
国市復刻 岩国戦前の面影
封筒入

200407／5249
大日本職業別住所入明細図復刻 地図で見る造船の
街豊田郡木ノ江町 安芸の小京都加茂郡竹原町 大
正十五年五月発行
封筒入

200407／5250
昔ながらの情緒残る街、福山 昭和十五年当時の福
山市内地図（復刻）
封筒入
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200407／5251
復興前後の広島案内図 相和二十六年当時の商工
業別広島地図（復刻）・昭和四年九月改正当時の営
業別住所入明細図（復刻）

2008. 1.25 復刻版発行 あき書房

地図・ 1括(2点)

2011. 7.20 復刻版発行 あき書房

地図・ 1点

2012. 1.10 復刻版発行 あき書房

地図・ 1括(4点)

2012.10.15復刻版発行 あき書房

地図・ 1点

2009. 6.10復刻版発行

あき書房

地図・ 1点

広島の想い出 昭和十五年番地入大広島市街地図
2014. 1.15 復刻版発行 あき書房
（表面） 被爆から七年後、広島の風景五一景写真（裏
面）

地図・ 1点

封筒入

200407／5252
戦時下の広島 復刻 昭和十四年当時の地図と職業
別明細図広島市（番地入）
封筒入

200407／5253
呉 海軍の街（明治・大正・昭和）呉市街地図（四枚）
封筒入

200407／5254
昭和の想い出 昭和十二年大日本職業別明細図 佐
伯郡・山県郡全図
封筒入

200407／5255
広島市綜合図鑑 昭和24年復興中の広島（番地入）
封筒入

200407／5256

封筒入

200407／5257
昭和九年七月 番地入大広島市街地図

2017.10.16 復刻版発
行

あき書房

地図・ 1点

2015. 7. 1 復刻版発行 あき書房

地図・ 1点

2013. 3. 1 復刻版発行 あき書房

地図・ 1括(5点)

封筒入

200407／5258
昭和八年三月 都市計画線入・番地入 大広島市街地
図 附厳島地図
封筒入

200407／5259
明治・大正・昭和の移り変わり 広島市街地図（五枚）
封筒入

200407／5260
〔芸備線・木次線関係資料（メモ等）〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5261
〔法勝寺鉄道保存車両フ50関係資料〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5262
山陽路に「広二」あり（RAIL MAGAZINE №289抜粋

2007.10.

並製本(抜粋)・ 1
点

200407／5263
株式売出目論見書

平成16. 2.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成 8. 7.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成26. 5.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成26. 5.30

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成25.11.

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1冊

平成26. 6.24

西日本旅客鉄道株式会社

刊・ 1点

2002. 2.22 発行

井原線まちおこしネット あい沿線 刊・ 1冊
しゃむねこ工房 岡田正樹

200407／5264
株式売出しのご案内

200407／5265
第27回定時株主総会招集通知添付書類 平成25年4
月1日～平成26年3月31日

200407／5266
第27回定時株主総会招集ご通知

200407／5267
第27期中間事業報告 平成25年4月1日～平成25年9
月30日

200407／5268
第27回定時株主総会決議ご通知

200407／5269
あい沿線情報誌 月刊しゃむねこ通信 創刊号
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200407／5270
あい沿線情報誌 月刊しゃむねこ通信 第二号

2002. 3.22 発行

井原線まちおこしネット あい沿線 刊・ 1冊
しゃむねこ工房 岡田正樹

2002. 5.30 発行

井原線まちおこしネット あい沿線 刊・ 1冊
しゃむねこ工房 岡田正樹

平成26.12.吉

編集 広島文芸懇話会実行委員
会／発行 広島文芸懇話会250
回記念事業

平成18.10. 発行

発行 株式会社ジェイアール西日 並製本・ 1冊
本広島メンテック

2017. 4.25 発行

発行所 イカロス出版株式会社

並製本・ 1冊

1989. 8.15 初版発行

発行所 ＪＴＢ日本交通公社出版
事業局

並製本・ 1冊

1990. 7.31 発行

著者 寺田裕一／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社企画室ネコ

平成 9.11.20 発行

発行 路面電車と都市の未来を
考える会（ＲＡＣＤＡ）

並製本・ 1冊

平成 8. 5.24 発行

編集 防長交通株式会社社史編
集委員会／発行 防長交通株式
会社

並製本・ 1冊

1978.12.15 発行

編集 毎日シリーズ出版編集株
式会社／発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

昭和49. 6.15 発行

河田耕一 著／株式会社機芸出
版社

並製本・ 1冊

1998. 1.20 発行

発行者 慶応義塾大学鉄研三田
会

並製本・ 1冊

昭和48. 4.20 発行

臼井茂信 著／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
交友社

昭和53.12.10 発行

臼井茂信 著／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
交友社

2017.10.14 発行

西日本旅客鉄道株式会社

昭和60. 5.25 発行

編者 亀井正夫／発行所 美保土 上製本・ 1冊
建(株)文化部

昭和47. 8.15 発行

編集 交通新聞／発行所 (財)交
通協力会出版部

並製本・ 1冊

昭和47. 9.10 発行

編集 交通新聞／発行所 (財)交
通協力会出版部

並製本・ 1冊

昭和31. 8. 1 発行

著者 朝倉希一／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社交友社

2011. 7. 4 発行

交通ペンクラブ／(財)交通協力
会

200407／5271
あい沿線情報誌 月刊しゃむねこ通信 第三号

200407／5272
広島文芸懇談会の歩み―250回記念誌―

並製本・ 1冊

「謝恩会出席者御芳名」共

200407／5273
10年のあゆみ 1996-2006

200407／5274
蒸気機関車ＥＸ（エクスプローラ） VOL.28

200407／5275
旅 創刊65周年･750号記念 昭和の旅

200407／5276
日本のローカル私鉄

200407／5277
路面電車サミット'97 in ＯＫＡＹＡＭＡ報告書

200407／5278
人・信頼 防長交通60年史

200407／5279
別冊一億人の昭和史 昭和鉄道史

200407／5280
シーナリィ・ガイド

200407／5281
若き血に燃ゆるもの 電車・気動車とその列車（西日
本）

200407／5282
機関車の系譜図 Ⅰ

200407／5283
機関車の系譜図 Ⅱ

200407／5284
ＪＲ西日本30年史

上製本・ 1冊

200407／5285
山陰の鉄道建設史―創設期より改良・保守80年の歩
み―

200407／5286
鉄道100景 走りつづけて1世紀 上巻

200407／5287
鉄道100景 走りつづけて1世紀 下巻

200407／5288
技術随筆 汽車

200407／5289
交通ペン 30周年記念号

並製本・ 1冊
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200407／5290
ヒロシマの空 鈩谷君子遺稿集

2011. 6. 1 発行

発行者 鈩谷助／編集 はなみず 上製本・ 1冊
き短歌会

1995. 4. 4 発行

編集 窯業史博物館

並製本・ 1冊

平成22.11. 発行

中国地区「鉄道の日」実行委員
会（事務局 中国地方鉄道協会）

刊・ 1冊

昭和60. 8.20 発行

発行所 (財)交通協力会

並製本・ 1冊

添書共

200407／5291
変わりゆく旅の器たち 汽車土瓶

200407／5292
ひと絆 まち結ぶ 中国地方の鉄道

200407／5293
ポケット 鉄道365日

200407／5294
瀬戸大橋ブックレット 夢橋見聞録

1988. 5. 3 第1版第1刷 発行所 株式会社万成社
発行

並製本・ 1冊

(昭和)50. 3.

国鉄九州総局

刊・ 1冊

平成26.11. 1 発行

発行元 若桜鉄道株式会社

並製本・ 1冊

2014. 1.15 発行

著者 武田祐三

並製本・ 1冊

昭和62. 4. 1 発行

発行所 日本交通公社出版事業
局

並製本・ 1冊

2012.12.13 第1刷

発行 (株)グリーンブリーズ

並製本・地図・ 1
点

企画・編集 交通新聞編集局／
発行所 株式会社交通新聞社

並製本・ 1冊

200407／5295
ひかりでこんにちは 九州旅の便利帖

200407／5296
若桜鉄道沿線ガイドブック

200407／5297
芸備線 中国山地の沿線物語 備後東城駅～三次駅

200407／5298
あいうえお順 日本の鉄道 全駅一覧（「時刻表」昭和
62年4月号別冊付録）

200407／5299
バスの達人・バスの超マップ 2012～2013
タトウ入

200407／5300
時速500キロ「21世紀」への助走―リニア・マグレブ 山 1990. 2.28 発行
梨実験線へ向けて―

200407／5301
鉄道―明治創業回顧談

1981.10.30 初版発行

著者 沢和哉／発行所 築地書館 上製本・ 1冊
株式会社

昭和51. 3. 5 発行

編集 50年史編纂委員会／発行
日本エヤーブレーキ株式会社

上製本・ 1冊

1977.10.

渡辺肇

並製本・ 1冊

昭和47.10. 1 第2版発
行

編集 北上健／刊行 いずみ切手 並製本・ 1冊
研究会

200407／5302
日本エヤーブレーキ 50年の歩み

200407／5303
Ｄ51形蒸気機関車一覧

200407／5304
鉄道100年記念出版 鉄道と郵便

200407／5305
テレビ台本 山陽本線 糸崎～広島間開業百周年記念 1994. 6.11
番組 山陽鉄道百年（仮題）

政策 ＲＣＣ映像／制作著作 中
並製本・ 1冊
国放送／協力 ＪＲ西日本広島支
社

挿入文書（一紙綴）1点あり

200407／5306
鉄道助成ガイドブック

平成 6. 3. 発行

発行所 鉄道整備基金

並製本・ 1冊

平成12.10.

運輸施設整備事業団

並製本・ 1冊

200407／5307
鉄道助成ガイドブック

200407／5308
〔西国街道散策地図ほか西国街道関係資料・新聞ス
クラップ等〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／5309
〔エネルギー・自然環境関係新聞記事切抜〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5310
ひろしまの川 太田川
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昭和56. 3. 発行

建設省中国地方建設局 太田川
工事事務所

刊・ 1冊
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200407／5311
広島都市圏公共交通網の提案

2006.12. 8

杉井英彦

刊・ 1冊

挿入文書1点あり

200407／5312
〔駅弁関係資料（メモ等）〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5313
〔駅弁票〕

括・ 1括
封筒に一括されていたもの

200407／5314
〔パーク＆ライド・ノーマイカー関係ちらし，広島市中
心部公共交通案内マップ等〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5315
〔人口・町村合併・道州制関係新聞記事切抜〕

括・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5316
驀進100年 【第一部】鉄道車両とともに・【第二部】次
代へのインフラストラクチャー

平成 9.12. 発行

編集 日本車輛製造株式会社・
広告社株式会社／発行 日本車
輛製造株式会社

上製本・ 1揃(2冊)

平成 9. 2.28 第2版発
行

著作者 川崎重工業株式会社車
両事業本部／翻刻発売所 株式
会社交友社

上製本・ 1冊

平成 8. 3.19 発行

大阪産業大学文化会鉄道研究
部

並製本・ 1冊

1994. 6.10 第1刷発行

編集・発行 鉄道史学会

上製本・ 1冊

200407／5317
蒸気機関車から超高速車両まで 写真で見る兵庫工
場90年の鉄道車両製造史

200407／5318
いこま 1995年号通刊第29号

200407／5319
鉄道史文献目録 私鉄社史・人物史編

200407／5320
〔新聞記事切抜〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／5321
〔新聞記事切抜〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／5322
〔鉄道関係ちらし・図録・新聞記事切抜ほか〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／5323
「鉄道史散策№1・2」出版関係記録

クリアファイル・ 1
冊

200407／5324
「山陽鉄道物語」出版関係記録

クリアファイル・ 1
冊

200407／5325
「広電が走る街今昔」出版関係記録

クリアファイル・ 1
冊

200407／5326
「広電が走る街今昔」取材収集資料集

クリアファイル・ 1
冊

200407／5327
「呉市電の足跡」出版関係記録

クリアファイル・ 1
冊

200407／5328
「宇品線92年の軌跡」出版関係記録

クリアファイル・ 1
冊

200407／5329
〔長船友則執筆記事・新聞記事切抜ほか〕

クリアファイル・ 1
冊

200407／5330
尾道鉄道資料集成

並製本・ 1冊
複写製本
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200407／5331
広島電鉄資料集成

並製本・ 1冊
複写製本

200407／5332
鉄道関係雑資料集

並製本・ 1冊
複写製本

200407／5333
ＪＴＢ時刻表 第93巻第3号 通巻第1094号

2017. 3. 1 発行

ＪＴＢパブリッシング

2007. 6.10 第1刷

制作者 山根正則／協力 広島電 刊・ 1点
鉄株式会社

昭和63. 3.

発行 広島市観光協会／制作 株 並製本・ 1冊
式会社みづま工房

昭和 9. 4. 1 発行

港湾協会

並製本・ 1冊

2000. 8. 1

ＪＴＢ

地図・ 1括(2点)

並製本・ 1冊

200407／5334
ホームページ 路面電車を考える館～開設10周年記
念誌～
カバーのみ，ＣＤ付

200407／5335
ひろしま歴史の散歩路

200407／5336
港湾 広島県号 第十二巻第四号

200407／5337
「旅」2000年8月号附録 明治期の全国鉄道路線図 2
枚組
封筒に一括されていたもの

200407／5338
番地入大広島市街地図[ほか]

昭和10. 10.

地図・ 1括

封筒に一括されていたもの

200407／5338／ 1
o 番地入大広島市街地図

昭和10.10.15 発行

著作兼発行者 山本弥助／発行
所 金正堂書店

大正 8.12. 5 再版

製図者 森治郎／編輯兼印刷発 地図・(1点)
行者 大淵伝次郎／発行所 駸々
堂旅行案内部

昭和12. 6.10 発行

発行所 中川成章堂／印刷所 和 地図・(1点)
楽路屋

地図・(1点)

200407／5338／ 2
o 最新広島市街地図

200407／5338／ 3
o 最新大三原市街地図

200407／5339
岡山保線事務所所管線路一覧図表

昭和 8. 5.現在／昭和
9.12.現在

折紙(青焼き)・ 1
括(2点)

昭和 9. 9.

ポケットアルバム・
1冊

昭和 9. 9.

ポケットアルバム・
1冊

封筒に一括されていたもの

200407／5340
岡山県内台風水害写真 1 昭和9年9月（21日の台風）
主として国鉄姫新線

200407／5341
岡山県内台風水害写真 2 昭和9年9月（21日の台風）
主として国鉄姫新線

200407／5342
山陽本線 里庄駅改良工事写真

ポケットアルバム・
1冊

200407／5343
国鉄気動車客車編成表 '81年版

昭和56. 8. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和57. 8. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和58. 8.20 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和59.11.20 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和62.10. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

200407／5344
国鉄気動車客車編成表 '82年版

200407／5345
国鉄気動車客車編成表 '83年版

200407／5346
国鉄気動車客車情報 '84年版

200407／5347
ＪＲ気動車客車情報 '87年版
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200407／5348
ＪＲ気動車客車編成表 '96年版

1996. 7. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和55. 9. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和58. 7.20 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和60. 8.10 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和56. 4. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和57. 3. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和58. 3.20 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和56.10. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和53. 7. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和54. 6.20 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和55. 6. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和56. 7. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和57. 7. 1 発行

編集・発行 株式会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和58. 7. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和63. 7. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

1994. 1. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

1999. 7. 1 発行

編集・発行 有限会社ジェー・
アール・アール

並製本・ 1冊

昭和 9. 6.20 発行

編輯兼発行者 神田外茂夫／発
行所 大阪商船株式会社

上製本・ 1冊

2004.12.31 初版発行

著者 湯口徹／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
ネコ・パブリッシング

1996.11. 1 発行

日本車両鉄道同好部：鉄道史資 上製本・ 1冊
料保存会 編著／発行 鉄道史資
料保存会

200407／5349
国鉄客車編成表 '80年版

200407／5350
国鉄客車ガイド

200407／5351
国鉄客車ガイド Ⅱ

200407／5352
私鉄車両編成表―全国版― '81年版

200407／5353
私鉄車両編成表―全国版― '82年版

200407／5354
私鉄車両編成表―全国版― '83年版

200407／5355
旧形国電ガイド

200407／5356
国鉄電車編成表 '78年版

200407／5357
国鉄電車編成表 '79年版

200407／5358
国鉄電車編成表 '80年版

200407／5359
国鉄電車編成表 '81年版

200407／5360
国鉄電車編成表 '82年版

200407／5361
国鉄電車編成表 '83年版

200407／5362
ＪＲ電車編成表 '88夏号

200407／5363
ＪＲ電車編成表 '94冬号

200407／5364
ＪＲ電車編成表 '99夏号

200407／5365
大阪商船株式会社五十年史

200407／5366
内燃動車発達史 上巻：戦前私鉄編

200407／5367
日車の車輛史 写真集―創業から昭和20年代まで
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200407／5368
日車の車輛史 図面集―戦前私鉄編 下

1996. 6.20 発行

日本車両鉄道同好部：鉄道史資 上製本・ 1冊
料保存会 編著／発行 鉄道史資
料保存会

平成 2. 1.15 発行

編集・発行 神戸市広報課

刊・ 1冊

平成 2. 2.15 発行

編集・発行 神戸市広報課

刊・ 1冊

平成12. 3.31

広島電鉄株式会社

刊・ 1冊

2008.12. 1 発行

発行 鉄道友の会

刊・ 1冊

1987. 4.15 発行

発行所 株式会社山と渓谷社

並製本・ 1冊

昭和62. 5. 1 発行

発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

別紙付

200407／5369
市民のグラフ こうべ №207 特集・神戸列車物語（上）

200407／5370
市民のグラフ こうべ №208 特集・神戸列車物語（下）

200407／5371
路面電車からＬＲＴ交通システムへ

200407／5372
ＲＡＩＬ ＦＡＮ 2008.12臨時増刊号 №676 第55巻第14
号 新幹線0系 形式集

200407／5373
別冊 山と渓谷（通巻94号） ありがとう、そして… さよ
うなら国鉄

200407／5374
毎日グラフ別冊 サヨナラ国鉄 鉄道の社会史

200407／5375
毎日グラフ別冊 一周年記念号 ＪＲ新時代 青函トンネ 1988. 4.15 発行
ル＆瀬戸大橋開通

200407／5376
ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ ＬＩＮＥＲ 新幹線

昭和56. 6.20 改訂版発 監修 国鉄新幹線総局／発行所
行
弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和53. 5.20

発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

昭和62. 4.25 発行

(株)文芸春秋 発行

並製本・ 1冊

昭和62. 5.

発行 運輸省第四港湾建設局 下 上製本・ 1冊
関港工事事務所

平成 5.10. 発行

編者 貨物近代化史編集委員会
／発行者 日本貨物鉄道株式会
社

上製本・ 1冊

昭和54. 3.

編集発行 運輸省第四港湾建設
局 下関調査設計事務所

上製本・ 1冊

昭和 8. 9.15 発行

編輯兼ね発行者 宮本正男／発
行所 社団法人 鉄道同志会

上製本・ 1冊

昭和13. 1. 1 発行

編輯兼発行者 坪崎信正／発行
所 社団法人鉄道同志会

上製本・ 1冊

昭和44.10.10 発行

監修 運輸省鉄道監督局／発行
所 第一法規出版株式会社

上製本・ 1冊

昭和61. 3.15 発行

監修 運輸省大臣官房国有鉄道 上製本・ 1冊
部・運輸省地域交通局／発行所
第一法規出版株式会社

平成元. 8.10 発行

監修 運輸省大臣官房国有鉄道 上製本・ 1冊
会改革推進局・運輸省地域交通
局／発行所 第一法規出版株式
会社

2006. 9. 1 初版発行

著者 三宅俊彦／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

200407／5377
軽便鉄道 郷愁の軌跡

200407／5378
ナンバー別冊 ニューＪＲスタート記念号「さよなら国
鉄」

200407／5379
下関港 五十年のあゆみ

200407／5380
鉄道貨物輸送近代化の歩み

200407／5381
四十年の歩み

200407／5382
交通法規

200407／5383
交通法規

200407／5384
鉄道六法

200407／5385
鉄道六法 昭和61年版

200407／5386
注解 鉄道六法 平成元年版

200407／5387
列車名変遷大事典
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200407／5388
日本列島大地図館

1992. 1. 1 初版第二刷 編集著作出版者 相賀徹夫／発
発行
行所 小学館

上製本・ 1冊

(昭和)54. 3.15

岡山鉄道管理局

切符・ 1点(2枚)

ＪＲ西日本広島支社三次鉄道部

絵葉書・ 1点(4枚)

(平成25. 6.10入手)

監修 加藤一孝／発行・制作 エ
ディット・キュー

絵葉書・しおり・ 1
点(3点)

2013. 2.14

広島電鉄

絵葉書・ 1点(3枚)

(2012. 7).

広島電鉄株式会社

絵葉書・ 1点(5枚)

昭和 4.12.

広島電気株式会社

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和 2. 2.

大喪使鉄道部

括・ 1点

200407／5389
神辺駅 橋上駅完成記念乗車券
タトウ入

200407／5390
22年間ありがとう さようなら、急行「みよし号」記念絵
はがき
ビニール袋に一括されていたもの

200407／5391
広島の路面電車（絵葉書・しおり）
ビニール袋に一括されていたもの

200407／5392
新型超低床車両 1000形（絵葉書）
ビニール袋に一括されていたもの

200407／5393
TRAIN VERT-EXPRESS（絵葉書）

平成24.11.2購入／ビニール袋に一括されていたもの

200407／5394
広島電気株式会社新築記念（絵葉書）
袋入

200407／5395
先発供奉列車乗車
袋入

200407／5395／ 1
o 大喪列車発着要図

一紙(刊)・(1点)

200407／5395／ 2
o 大喪列車時刻表

一紙(刊)・(1点)

200407／5395／ 3
o 体操列車乗車諸員一覧表

一紙(刊)・(1点)

200407／5395／ 4
o 霊柩列車乗車証

昭和 2. 2.

大喪使

一紙(刊)・(1点)

昭和 2. 2.

大喪使

一紙(刊)・(1点)

昭和 2. 2.

大喪使

一紙(刊)・(1点)

昭和 2. 2.

大喪使

一紙(刊)・(1点)

昭和 2. 2.

大喪使

一紙(刊)・(1点)

昭和 2. 2.

大喪使

一紙(刊)・(1点)

昭和 3. 3.

大阪鉄道局

絵葉書・ 1点(3枚
+1点)

(平成13. 5.27入手)

ＳＬみらい号推進実行委員会事
務局

絵葉書・ 1点(8枚)

昭和54. 8. 1

山口市観光協会 湯田温泉旅館
協同組合・山口郵趣会 発行

絵葉書・ 1点(4枚)

大正10.10.14

門司駅構内売店 吉田商店・門
司駅構内呼売 吉田販売部

絵葉書・ 1点(3枚)

200407／5395／ 5
o 第一帰京列車乗車証

200407／5395／ 6
o 後発供奉列車乗車証

200407／5395／ 7
o 霊柩列車乗車証

200407／5395／ 8
o 第二帰京列車乗車証

200407／5395／ 9
o 先発供奉列車乗車証

200407／5396
庁舎新築記念（絵葉書）
タトウ入，絵葉書3枚・工事概要1点

200407／5397
下関駅（馬関駅）開業100周年記念（絵葉書）
タトウ入

200407／5398
ＳＬの走る街 西の京 やまぐち ＳＬ絵入官製はがき
タトウ入

200407／5399
鉄道五十年祝典 記念絵葉書
タトウ入
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200407／5400
躍進日本の矜 関門海底トンネル（絵葉書）

昭和14. 5. 9

下関要塞司令部許可済

絵葉書・ 1点(8枚)

日本国有鉄道

絵葉書・ 1点(3枚)

発売元 財団法人鉄道弘済会九
州支部

絵葉書・ 1点(6枚)

大阪鉄道管理局

絵(複製)・ 1点(4
枚)

日本国有鉄道

絵葉書・ 1点(2枚)

日本国有鉄道

絵葉書・ 1点(3枚)

企画 本州四国連絡橋公団／協
賛 財団法人海洋架橋調査会

絵葉書・ 1点(6枚)

門司鉄道管理局

絵葉書・ 1点(4枚)

大阪鉄道局

絵葉書・ 1点(3枚)

昭和17.10.14

鉄道省

絵葉書・ 1点(4枚)

大正10.10.14

帝国鉄道協会 発行

絵葉書・ 1点(4枚
+2点)

日本国有鉄道

絵葉書・ 1点(10枚
+1通)

昭和54. 8. 1

日本国有鉄道

絵葉書帳・ 1冊

昭和 6.10.

神戸駅みかど和食部

絵葉書・ 1点(2枚)

昭和48. 9.17

日本国有鉄道広島工場長 佐々
木博

写真・ 1点(2枚+1
点)

汽車製造株式会社

絵葉書・ 1点(4枚)

タトウ入

200407／5401
鉄道100年（絵葉書）
タトウ入

200407／5402
関門トンネル開通・電化40周年記念 記念絵はがき
タトウ入

200407／5403
大阪駅４代 大阪駅ビル（アクティ大阪）竣工記念

昭和58. 4.25

タトウ入

200407／5404
こだま号 御乗車記念絵葉書
タトウ入，新聞記事切抜１点付

200407／5405
こだま号 御乗車記念絵葉書
タトウ入

200407／5406
本州四国連絡道路 伯方島・大三島間開通記念（絵
葉書）
袋入

200407／5407
ディーゼル特急“かもめ”号ご乗車記念（絵葉書）

(昭和)36.10. 1

タトウ入

200407／5408
鉄道開通七十年記念絵葉書
タトウ入

200407／5409
鉄道開通七十年記念
タトウ入

200407／5410
鉄道五十年祝典記念絵葉書（附鉄道線路略図）

タトウ入，絵葉書4枚＋時刻運賃表1点+鉄道略図1点

200407／5411
鉄道百年絵葉書

昭和47.10.14
タトウ入，絵葉書10枚＋日本国有鉄道総裁室秘書課長書簡1通

200407／5412
山口線ＳＬ Ｃ571《やまぐち号運転記念》（絵葉書）

200407／5413
進呈 高架開通記念絵葉書
タトウ入

200407／5414
蒸気機関車最終定期検修者出場記念（写真）

封筒に入っていたもの，写真2枚＋一紙(刊)1点

200407／5415
〔汽車製造株式会社絵葉書〕
ビニール袋に入っていたもの

200407／5416
[絵葉書]（讃岐琴平停車場）

絵葉書・ 1点

200407／5417
宇高ホーバークラフト乗船50万人達成記念（しおり）

(昭和)50. 3.

国鉄四国総局

しおり・ 1点

1978. 4.10

国鉄広島

切符・ 1点

(昭和)54. 4. 1

岡山鉄道管理局

切符・ 1点(3枚)

200407／5418
山口駅改築落成記念 記念急行券

200407／5419
東福山駅旅客営業開始記念入場券
タトウ入
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200407／5420
海の新幹線ホーバークラフト（時刻表カード）

国鉄四国総局

カード・ 1点

ＪＲ西日本

切符・ 1点(6枚)

200407／5421
[記念スタンプ・入場券]（岡山・新倉敷・福山・新尾道・
広島・三原）

(平成)20. 9.10

スタンプ台紙付

200407／5422
[絵葉書]（建設省中国地方建設局設立50周年）

絵葉書・ 1点

200407／5423
[絵葉書]（ＭＯＭＯは人と街を楽しくする）

2002.

絵葉書・ 1点

200407／5424
[絵葉書]（松江千鳥城・安来ぶし鰌すくひ踊）

絵葉書・ 1点

200407／5425
[絵葉書]（加藤友三郎銅像ほか）

平成20. 8.24

絵葉書・ 1点(3枚)

平成13.10.18 受取

一紙・ 1点(2枚+1
点)

ビニール袋に入っていたもの

200407／5426
[絵葉書コピー]（門司停車場，汽車綾部鉄橋通過の
真景）

ビニール袋に入っていたもの，絵葉書コピー2枚＋一紙1点

200407／5427
[絵葉書]（在りし日の呉市電）

絵葉書・ 1点

200407／5428
[写真]（岡電7401）

2001. 1.14

写真・ 1点

200407／5429
広島の電車 写真集

2007. 6.10

撮影 長谷川佳孝／編集 向井丈 ＣＤ・ 1点
人

袋入

200407／5430
[絵葉書]（生口橋の夜明け）

(平成20. 9.15入手)

絵葉書・ 1点

(平成20. 9.15入手)

絵葉書・ 1点

(平成20. 9.15入手)

絵葉書・ 1点

「尾道」12枚組タトウ入の1点

200407／5431
[絵葉書]（因島大橋）
「尾道」12枚組タトウ入の1点

200407／5432
[絵葉書]（夕景の多々羅大橋）
「尾道」12枚組タトウ入の1点

200407／5433
[絵葉書写真]（呉市電ほか）

写真・ 1点(17枚)

ビニール袋に入っていたもの，「絵葉書現物入手済分」

200407／5434
〔井原鉄道株式会社絵葉書〕

(平成11. 1.11入手)

井原鉄道株式会社

絵葉書・ 1点(15
枚)

(平成11. 1.11入手)

井原鉄道株式会社

絵葉書・ 1点(2枚)

岡山観光協会 編

絵葉書・ 1点

明治神宮奉賛会 発行

絵葉書・ 1点

タトウ入

200407／5435
井原線沿線観光絵はがき
タトウ入，10枚組のうち2枚

200407／5436
[絵葉書]（観光の岡山）

200407／5437
[絵葉書]（京浜鉄道開業式行幸）
説明書1点付，ビニール袋に入っていたもの

200407／5438
[絵葉書]（児島 輝く海）

絵葉書・ 1点

200407／5439
[絵葉書]（瀬戸大橋）

絵葉書・ 1点

200407／5440
[絵葉書]（下津井瀬戸大橋と逆光の島々）

絵葉書・ 1点

200407／5441
[絵葉書]（岡山東急ホテル）

絵葉書・ 1点
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200407／5442
[絵葉書]（音戸大橋）

(平成10. 9.30入手)

絵葉書・ 1点

「ＫＵＲＥ」12枚組の1点

200407／5443
国鉄山陰本線（京都・園部間）最終蒸機列車乗車記
念

昭和46. 4.26

鉄道友の会京都支部

一紙(刊)・ 1点

200407／5444
〔関門トンネル絵葉書〕

絵葉書・ 1点(4枚)

ビニール袋に入っていたもの

200407／5445
[絵葉書]（初代の京都駅）

京都駅観光デパート

絵葉書・ 1点

200407／5446
[絵葉書]（関門海底トンネル車道内部の景 人道はこ
の下）

絵葉書・ 1点

200407／5447
[絵葉書]（呉二河橋上ノ電車）

絵葉書・ 1点

ビニール袋に入っていたもの

200407／5448
[絵葉書]（昭和30年11月 横川駅北側方面）

提供 三篠社会福祉協議会

絵葉書・ 1点

2004. 5.23

木次鉄道部

絵葉書・ 1点

(平成17. 8. 8 購入)

錦町観光協会

絵葉書・ 1点

複製写真絵葉書

200407／5449
[絵葉書]（木次線トロッコ列車 奥出雲おろち号 乗車
記念2004）

200407／5450
[絵葉書]（錦川清流線）

ビニール袋に入っていたもの，一紙「17.8.8 錦町駅売店にて 80円×4枚」付

200407／5451
[絵葉書]（(函館名所)函館船渠ヲ出渠セントスル会下
山丸）

(大正)3. 8. 3(消印)

函館恵比須勧工場松吉絵葉書
店 発行

絵葉書・ 1点

書込有り

200407／5452
[絵葉書]（阿波巡り 小松島港）

絵葉書・ 1点

200407／5453
[絵葉書]（AIRPORT LIMOUSINE 岡山駅⇔岡山空港）

2003.12. 9

OKADENBUS

絵葉書・ 1点

200407／5454
[絵葉書]（安野光雅 津和野）

(平成12. 5.13入手)

絵葉書・ 1点

「安野光雅スケッチ」10枚綴冊子の1点

200407／5455
[絵葉書]（木次線トロッコ列車 奥出雲おろち号 乗車
記念2005）

2005.11.19

ＪＲ西日本 車掌（木次）

絵葉書・ 1点

(昭和)62. 8.

ＪＲ四国

絵葉書・ 1点(3枚)

(平成 7. 3.25 初日車
内配付)

山口県・山口線ＳＬ運行対策協
議会・山口県観光連盟

絵葉書・ 1点(4枚)

200407／5456
[絵葉書]（プレ瀬戸大橋博'88記念入場券 架橋シリー
ズ第3集）
タトウ入

200407／5457
ＳＬ“やまぐち号”絵ハガキ
タトウ入

200407／5458
〔説明板写真〕（八木用水と地域とのかかわり）

写真・ 1点

200407／5459
[絵葉書]（建設省中国地方建設局設立50周年）

(平成10.10.22入手)

絵葉書・ 1点(5枚)

ビニール袋に入っていたもの

200407／5460
2006年版 一年間心癒される 可部線カレンダー

2006.

可部線文芸賞・写真賞実行委員 卓上カレンダー・
会
1点(12枚)

200407／5461
[絵葉書コピー]（山の家の鳥瞰）

一紙(刊)・ 1点

200407／5462
[絵葉書]（別れを惜しむ山の乙女）
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200407／5463
[絵葉書]（ベランダのひとゝき）

絵葉書・ 1点

200407／5464
〔岡山ライトレールＭＯＭＯ絵葉書〕

(平成14. 7. 5入手)

絵葉書・ 1点(8枚)

2003.

絵葉書・ 1点(13
枚)

ビニール袋に入っていたもの

200407／5465
〔岡山ライトレールＭＯＭＯ絵葉書〕
ビニール袋に入っていたもの

200407／5466
乗車式荷馬車絵葉書

社団法人帝国競馬協会／東英
社 印行

絵葉書・ 1点(3枚)

RYOBI HOLDINDS CO.Ltd

絵葉書・ 1点(8枚)

但馬地域鉄道利便性向上対策
協議会

絵葉書・ 1点(4枚)

袋入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5467
西大寺鉄道100th Anniversary（絵葉書）
ビニール袋に入っていたもの

200407／5468
みんなで鉄道を利用しましょう（絵葉書）
タトウ入

200407／5469
〔あっぱれ熟年ファイターズ（路面電車）絵葉書〕

絵葉書・ 1点(4枚)

ビニール袋に入っていたもの

200407／5470
〔岡山ライトレールＫＵＲＯ絵葉書〕

(平成16.10).

絵葉書・ 1点(6枚)

ビニール袋に入っていたもの

200407／5471
[絵葉書]（瀬戸大橋と御座船“備州”）

絵葉書・ 1点

200407／5472
[絵葉書]（糸崎機関区）

(1962頃)

絵葉書・ 1点

1962.12. 8

絵葉書・ 1点

200407／5473
[絵葉書]（鉄道友の会中国支部忘年会）

200407／5474
[絵葉書]（那珂川の清流と水上公園）

絵葉書・ 1点

200407／5475
[絵葉書]（(博多)那珂川と西大橋）

絵葉書・ 1点

200407／5476
[絵葉書]（東京スカイツリーほか）

絵葉書・ 1点

200407／5477
[葉書]（礼状）

(平成)11. 9. 3(消印)

絵葉書・ 1点

200407／5478
[葉書]（鉄道関係連絡）

(平成)12. 1.29(消印)

鉄道友の会東中国支部事務局
→長船友則様

葉書・ 1点

(平成15.11.30入手)

鉄道友の会東中国支部

絵葉書・ 1点(2枚)

200407／5479
鉄道友の会 東中国支部40周年記念（絵葉書）
タトウ入

200407／5480
伯耆大山絶景（絵葉書）

絵葉書・ 1点(8枚)

袋入，1枚書込有り

200407／5481
おもひでの道後山（絵葉書）

山の家 発行

絵葉書・ 1点(4枚)

発行 広島ステーションビル株式
会社

絵葉書・ 1点(3枚)

タトウ入，4枚のうち1枚はコピー

200407／5482
広島駅ビル（絵葉書）
タトウ入
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200407／5483
因美線スローライフ列車運行記念 美作河井駅ギャラ
リー（絵葉書）

(平成19. 5. 6入手)

矢筈天国実行委員会／津山市
加茂町山下・河井町内会もえぎ
の里

絵葉書・ 1点(4枚)

封筒入

200407／5484
Japanese National Railways（絵葉書）

絵葉書・ 1点(2枚)

封筒入

200407／5485
〔広島電鉄路面電車絵葉書〕

絵葉書・ 1点(4枚)

封筒入

200407／5486
〔岡山ライトレールＫＵＲＯ・ＭＯＭＯ絵葉書〕

絵葉書・ 1点(6枚)

ビニール袋入

200407／5487
〔岡山ライトレールＭＯＭＯ絵葉書〕

(平成14. 7. 5入手)

絵葉書・ 1点(8枚)

ビニール袋入

200407／5488
″ＴＳＵＢＡＭＥ″＆″ＫＯＤＡＭＡ″（絵葉書）

1960. 4.

近畿車輛株式会社

絵葉書・ 1点(3枚
+2点)

宇野駅売店 発行

絵葉書・ 1点(10
枚)

(平成 6.10.10入手)

神戸市立博物館

絵葉書・ 1点(8枚)

(平成 6. 3.27入手)

交通科学博物館

絵葉書・ 1点(8枚)

タトウ入，絵葉書3枚・添書2点，ビニール袋に入っていたもの

200407／5489
最新撮影 宇野港絵はかき
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5490
上川庄二郎コレクション 明治鉄道錦絵（絵葉書）
タトウ入

200407／5491
鉄道錦絵（絵葉書）
タトウ入

200407／5492
日本の蒸気機関車 第1輯（絵葉書）

(平成17. 2. 8入手)

絵葉書・ 1点(5枚)

(平成17. 2. 8入手)

絵葉書・ 1点(5枚)

(平成17. 2. 8入手)

絵葉書・ 1点(5枚)

封筒入

200407／5493
日本の蒸気機関車 第2輯（絵葉書）
封筒入

200407／5494
日本の蒸気機関車 第3輯（絵葉書）
封筒入

200407／5495
修学旅行専用車 乗車記念（絵葉書・しおり）

昭和35.

三菱銀行

絵葉書・しおり・ 1
点(2枚+1点)

大阪鉄道局

絵葉書・ 1点(3枚
+1点)

タトウ入，絵葉書2枚・しおり1点，ビニール袋に入っていたもの

200407／5496
庁舎新築記念（絵葉書）

昭和 3. 3.

タトウ入，絵葉書3枚・工事概要1点，ビニール袋に入っていたもの

200407／5497
〔株式会社日立製作所笠戸工場（鉄道車両）絵葉書〕

絵葉書・ 1点(7枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5498
面白くてためになる鉄道常識絵葉書 第一輯

大正15.10.14 発行

東京神田・鉄道知識社 発行

1990. 7. 8

川崎重工業株式会社兵庫工場・ 絵葉書・ 1点(3枚)
川崎重工労働組合兵庫支部

絵葉書・ 1点(7枚)

タトウ入

200407／5499
ファミリーフェスタ記念（絵葉書）
タトウ入，10枚組のうち3枚

200407／5500
山陰名勝 余部鉄橋（絵葉書）

発行所 丹波屋

袋入，一紙(刊「香住駅旅行記念スタンプ絵柄説明」)1点付，ビニール袋に入っていたもの
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200407／5501
城崎温泉名所 鉄橋（絵葉書）

絵葉書・ 1点(5枚)

袋入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5502
姫津線開通記念絵葉書

昭和 6.12.23

龍野町

絵葉書・ 1点(3枚)

昭和 6.12.23

小宅村

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和11.10.

鉄道省

絵葉書・ 1点(7枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5503
姫津線本龍野駅開通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5504
三新線全通記念絵葉書

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，絵葉書のカラーコピー7枚付

200407／5505
三新線備後西城・備後落合間鉄道開通記念絵葉書

昭和10.12.

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(2枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，絵葉書のカラーコピー2枚付

200407／5506
三新線東城・小奴可間鉄道開通記念絵葉書

(昭和)10. 6.15

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(2枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，絵葉書のカラーコピー2枚付

200407／5507
三新線矢神・東城間開通記念絵葉書

昭和 5.11.25

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(3枚)

(昭和)8.12.20

鳥取市森絵葉書店 発行

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和 7. 7.

鉄道省

絵葉書・ 1点(4枚)

大正12. 6. 全通

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和10.11.

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(3枚)

昭和13. 7.

鉄道省

絵葉書・ 1点(8枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5508
因美線鉄道鳥取・用ヶ瀬間開通記念（絵葉書）

ビニール袋に入っていたもの，4枚のうち1枚はコピー

200407／5509
因美線全通記念絵葉書
封筒入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5510
因美線全通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5511
北福塩線吉舎・上下間鉄道開通記念絵葉書
タトウ入，絵葉書のカラーコピー3枚付

200407／5512
福塩線全通記念絵葉書

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，絵葉書のカラーコピー6枚付

200407／5513
岩徳線開通記念（住福練炭株式会社絵葉書）

昭和 9.12. 1

山口県徳山町・鉄道省指定工場 絵葉書・ 1点(5枚)
住福練炭株式会社

昭和 9.12. 1

鉄道省

袋入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5514
岩徳線全通記念絵葉書

絵葉書・ 1点(6枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，絵葉書のカラーコピー6枚付

200407／5515
[絵葉書]（島田川わにぶちの鮎釣り(岩徳線開通紀
念)）

絵葉書・ 1点

ビニール袋に入っていたもの

200407／5516
姫津西線開通・町制施行記念 美作江見鉄道開通記
念（絵葉書）

池田写真館 撮影／発売元 池田 絵葉書・ 1点(6枚)
写真館・熊川印刷所／販売店
有元文具店

袋入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5517
姫津線全通記念絵葉書

昭和11. 4.

鉄道省岡山建設事務所

絵葉書・ 1点(8枚)

昭和 5.12.11

鉄道省岡山建設事務所

絵葉書・ 1点(3枚)

昭和 4. 4.

鉄道省

絵葉書・ 1点(3枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5518
作備線鉄道全通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5519
作備線新見岩山間開通記念絵葉書

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，絵葉書・タトウのカラーコピー4枚付
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200407／5520
岩徳線麻里布・岩国間鉄道開通記念絵葉書

昭和 4. 4.

鉄道省山口建設事務所

絵葉書・ 1点(1枚)

ビニール袋に入っていたもの，タトウの表紙・裏面のコピー付，絵葉書のコピー5枚付

200407／5521
実用化をめざして 浮上式鉄道（絵葉書）

(平成元.入手)

発行 浮上式鉄道友の会／写真
提供 財団法人鉄道総合技術研
究所・浮上式鉄道宮崎実験セン
ター

絵葉書・ 1点(5枚)

大正13. 3.

鉄道省

絵葉書・ 1点(5枚)

大正14. 4.

鉄道省山口建設事務所

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和 3. 9.

鉄道省山口建設事務所

絵葉書・ 1点(5枚)

鉄道省

絵葉書・ 1点(5枚)

昭和 4. 4.

鉄道省山口建設事務所

絵葉書・ 1点(6枚)

(昭和 8. 2).

鉄道省

絵葉書・ 1点(5枚)

昭和 6.11.

株式会社間組

絵葉書・ 1点(4枚)

大正14. 8. 開通

鉄道省山口建設事務所

絵葉書・ 1点

大正13. 4.

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和 2. 7.

鉄道省

絵葉書・ 1点(3枚)

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(4枚)

封筒入

200407／5522
正明市線全通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5523
長門線長門三隅・萩間開通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5524
長門線瀧部・阿川間鉄道開通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5525
長門線鉄道全通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5526
萩線東萩・奈古間鉄道開通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5527
萩線鉄道全通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5528
萩線奈古・宇田郷間鉄道開通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5529
[絵葉書]（長門線小串・瀧部間開通記念）
ビニール袋に入っていたもの

200407／5530
益田線全通記念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5531
伯備線木野山・備中川面間開通記念絵葉書

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，建設要覧1点付

200407／5532
伯備線上石見・足立間開通記念絵葉書

大正15.11.

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5533
伯備北線鉄道開通紀念（絵葉書）

大正13.12. 6

絵葉書・ 1点(4枚)

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5534
伯備北線黒坂・上石見間開通記念絵葉書

大正13.12.

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(4枚)

昭和 3.10.

鉄道省

絵葉書・ 1点(7枚)

大正14. 2.

鉄道省岡山建設事務所

絵葉書・ 1点(3枚)

大正15. 6.

鉄道省岡山建設事務所

絵葉書・ 1点(5枚)

大阪鉄道郵便局

刊・ 1冊

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5535
伯備線全通紀念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5536
伯備南線倉敷・宍粟間開通紀念絵葉書
タトウ入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5537
伯備南線美袋・木野山間開通記念絵葉書

タトウ入，ビニール袋に入っていたもの，建設概要1点付

200407／5538
鉄道郵便さようなら日付印
ビニール袋に入っていたもの
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200407／5539
さよなら鉄道郵便日付印集（広島鉄道郵便局所掌）

昭和59. 2. 1 発行

広島県郵趣連盟 発行

刊・ 1冊

広島鉄道郵便局郵趣会

刊・ 1冊

鉄道省米子建設事務所

絵葉書・ 1点(3枚)

長船友則

並製本・ 1冊

平成31. 3.10 発行

発行者 尾道駅舎記念誌刊行委
員会

並製本・ 1冊

昭和63. 7.31 第2刷発
行

編集 本州四国連絡橋公団第二
建設局／凸版印刷株式会社

並製本・ 1冊

昭和63. 8.

編集･発行 本州四国連絡橋公
団

上製本・ 1冊

一紙(刊)8点付，ビニール袋に入っていたもの

200407／5540
広島鉄道郵便局最終日付印集

昭和61.10. 1

添書1点付，ビニール袋に入っていたもの

200407／5541
浜田線開通記念絵葉書

大正10.10.

封筒入，ビニール袋に入っていたもの

200407／5542
可部線資料

200407／5543
まちとともに128年～尾道駅舎の記憶～

200407／5544
本州四国連絡橋 児島・坂出ルート

200407／5545
瀬戸大橋上部工工事写真集

200407／5546
写真集 中国地方の鉄道 鉄道車両・その他

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5547
写真集 中国地方の鉄道 島根県の鉄道

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5548
写真集 中国地方の鉄道 鳥取県の鉄道

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5549
写真集 中国地方の鉄道 山陽本線

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5550
写真集 中国地方の鉄道 広島県の鉄道

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5551
〔写真集 中国地方の鉄道 （井原鉄道・宇品線・伯備
線・三江線・鉄道連絡線・岡山電気軌道・広島駅）〕

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5552
写真集 中国地方の鉄道 山口県の鉄道

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5553
写真集 中国地方の鉄道 岡山県の鉄道

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5554
写真集 中国地方の鉄道 広島電鉄

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5555
写真集 中国地方の鉄道 広島県の鉄道2

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5556
〔写真集 中国地方の鉄道 （山陽本線(中)・岡山臨港
鉄道・スカイレール・吉備線・倉吉線・法勝寺電鉄・と
ことこトレイン・呉市電・宇高航路・航空機）〕

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5557
〔写真集 中国地方の鉄道 （山陽本線(西)・赤穂線・宇
部線・錦川鉄道・岩徳線・井笠鉄道・水島臨海鉄道）〕

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台
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200407／5558
〔写真集 中国地方の鉄道 （広電宮島線・広電市内2・
その他）〕

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5559
〔写真集 中国地方の鉄道 （山陽新幹線・尾道鉄道・
一畑電気鉄道・可部線・リバークルーズ・工事中新幹
線・松大汽船ほか）〕

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5560
〔写真集 中国地方の鉄道 （呉線・広島高速交通・若
桜鉄道・本四連絡橋）〕

写真プリント・ 1括

スチールカードケース1台

200407／5561
〔防石鉄道関係書簡〕

封書・ 1括

段ボール箱に一括されていたもの

200407／5562
廃止線スタンプ

一紙・ 1括
プラスチックケース1個

200407／5563
〔新幹線食堂車ほか写真〕

写真プリント・ 1括

紙箱1個

200407／5564
〔切符類ほか〕

切符ほか・ 1括
プラスチックケース1個

200407／5565
〔電停名写真〕

写真プリント・ 1括
プラスチックケース1個

200407／5566
〔広電宮島線写真〕

写真プリント・ 1括
プラスチックケース1個

200407／5567
〔駅スタンプ〕

一紙・ 1括
紙箱1個

200407／5568
写真ネガ台帳№1（№0001～0302）

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

撮影 長船友則

並製本・ 1冊

200407／5569
写真ネガ台帳№2（№0303～0666）

200407／5570
写真ネガ台帳№3（№0667～0966）

200407／5571
写真ネガ台帳№4（№0967～1300）

200407／5572
写真ネガ台帳№5（№1301～1700）

200407／5573
写真ネガ台帳№6（№1701～2100）

200407／5574
写真ネガ台帳№7（№2101～2500）

200407／5575
写真ネガフィルム№1～600

木製抽斗・ 1台

200407／5576
写真ネガフィルム№601～1400

木製抽斗・ 1台

200407／5577
写真ネガフィルム№1401～2548

木製抽斗・ 1台

200407／5578
ポケット時刻表2012夏号
5577の抽斗に入っていたもの
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並製本・ 1冊

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／5579
2003秋時刻表 東海道・山陽新幹線

2003.10.1～2003.11.30 ＪＲ東海

折本（刊）・ 1冊

2011. 3.12

ＪＲ西日本

並製本・ 1冊

平成19. 6. 現在

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

平成元. 6. 1 発行

社団法人鳥取県バス協会

並製本・ 1冊

平成 3. 5. 1 発行

社団法人鳥取県バス協会

並製本・ 1冊

昭和56. 2. 1 発行

監修 運輸省自動車局／発行 日 刊・ 1冊
本自動車会議所

1999. 3.13

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

2003. 3.15

ＪＲ西日本

刊・ 1冊

平成13.10. 1 改正

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 6. 8.20 改正

ＪＲ西日本・広島

刊・ 1冊

昭和23. 8.25 第2版発
行

鉄道科学者編集部 編／鉄道科
学社 刊

並製本・ 1冊

2002. 3.23 ダイヤ改正

ジェイアール西日本コミュニケー
ションズ監修

折本（刊）・ 1冊

平成 7. 3.30 発行

監修 運輸省自動車交通局／発
行 社団法人日本自動車会議所

並製本・ 1冊

昭和57. 2. 1 発行

監修 運輸省自動車局／発行 日 並製本・ 1冊
本自動車会議所

平成23. 3.12 改正

近畿大学

刊・ 1冊

平成 8. 6. 1 発行

企画・発行 広島県総務部広報
広聴課

刊・ 1冊

平成21.10. 発行

交通科学博物館

刊・ 1冊

1990.12.25 発行

弘隆社

並製本・ 1冊

1986.12.25 発行

弘隆社

刊・ 1冊

5577の抽斗に入っていたもの

200407／5580
ＪＲ時刻表 2011.3.12新ダイヤ
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5581
ＪＲ時刻表
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5582
'89鳥取県内バス総合時刻表
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5583
'91鳥取県内バス総合時刻表
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5584
昭和56年版 数字でみる自動車
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5585
1999.3.13改正時刻表（広島板）
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5586
時刻表 2003年3月15日ダイヤ改正
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5587
（姫路・神戸を中心とした）時刻表（ＪＲ版）
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5588
時刻表 可部線・大町駅開業
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5589
和英対照 車輛術語
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5590
ＪＲ時刻表 島根県内用
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5591
平成7年版 数字でみる自動車
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5592
昭和57年版 数字でみる自動車
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5593
時刻表 ＪＲ西日本広島・山口県版
5577の抽斗に入っていたもの

200407／5594
ひろしま県グラフ誌 すこぶる広島 通巻7号（特集
ローカル鉄道の旅）

200407／5595
特急トレインマーク大集合！（交通科学博物館図録）

200407／5596
彷書月刊 第7巻1号（通巻64号） 特集100年前の日本
長船友則「山陽鉄道開通」

200407／5597
彷書月刊 第3巻第1号（通巻第16号） 特集 鉄道少年
わが趣味
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200407／5598
彷書月刊 第5巻第6号（通巻45号） 特集 軍医森鴎外

1989. 5.25 発行

弘隆社

刊・ 1冊

昭和63. 1. 測図

建設省八田原ダム工事事務所
／株式会社パスコ調製

地図・ 1括(12鋪)

平成15. 3. 修正

著作権所有者 広島市

地図・ 1括(2鋪)

平成22. 3. 修正

計画機関 廿日市市／作業機関
アジア航測株式会社

地図・ 1鋪

昭和11.11.20 発行

編纂兼発行者 武田信義／発行
所 武田廣文堂

地図・ 1鋪

200407／5599
八田原ダム平面図

200407／5600
広島市平面図（O-9・Q-8）

200407／5601
宮島地域地形図
部分複写物2枚付

200407／5602
釜山府市街図

200407／5603
〔列車運行図表（ダイヤグラム）〕

一紙(刊)・ 1括(22
鋪)

200407／5604
鉄道ファン 1967 1-6

1967. 1.～ 6.

並製本・ 1冊

1967. 7.～12.

並製本・ 1冊

1968. 1.～ 6.

並製本・ 1冊

1968. 7.～12.

並製本・ 1冊

200407／5605
鉄道ファン 1967 7-12

200407／5606
鉄道ファン 1968 1-6

200407／5607
鉄道ファン 1968 7-12

200407／5608
鉄道ファン №91

1969. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1969. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1969.10.

交友社

並製本・ 1冊

1969.11.

交友社

並製本・ 1冊

1969.12.

交友社

並製本・ 1冊

1969.12.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 2.

交友社

並製本・ 1冊

200407／5609
鉄道ファン №92

200407／5610
鉄道ファン №93

200407／5611
鉄道ファン №94

200407／5612
鉄道ファン №95

200407／5613
鉄道ファン №96

200407／5614
鉄道ファン №97

200407／5615
鉄道ファン №98

200407／5616
鉄道ファン №99

200407／5617
鉄道ファン №100

200407／5618
鉄道ファン №101

200407／5619
鉄道ファン №102

200407／5620
鉄道ファン №103

200407／5621
鉄道ファン №104

200407／5622
鉄道ファン №105
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200407／5623
鉄道ファン №106

1970. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1970. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1970.10.

交友社

並製本・ 1冊

1970.11.

交友社

並製本・ 1冊

1970.12.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1971. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1971.10.

交友社

並製本・ 1冊

1971.11.

交友社

並製本・ 1冊

1971.12.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 3.

交友社

並製本・ 1冊

200407／5624
鉄道ファン №107

200407／5625
鉄道ファン №107

200407／5626
鉄道ファン №109

200407／5627
鉄道ファン №110

200407／5628
鉄道ファン №111

200407／5629
鉄道ファン №112

200407／5630
鉄道ファン №113

200407／5631
鉄道ファン №114

200407／5632
鉄道ファン №115

200407／5633
鉄道ファン №116

200407／5634
鉄道ファン №117

200407／5635
鉄道ファン №118

200407／5636
鉄道ファン №119

200407／5637
鉄道ファン №120

200407／5638
鉄道ファン №121

200407／5639
鉄道ファン №122

200407／5640
鉄道ファン №123

200407／5641
鉄道ファン №124

200407／5642
鉄道ファン №125

200407／5643
鉄道ファン №126

200407／5644
鉄道ファン №127

200407／5645
鉄道ファン №128

200407／5646
鉄道ファン №129

200407／5647
鉄道ファン №130

200407／5648
鉄道ファン №131
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200407／5649
鉄道ファン №132

1972. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1972. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1972.10.

交友社

並製本・ 1冊

1972.11.

交友社

並製本・ 1冊

1972.12.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1973. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1973.10.

交友社

並製本・ 1冊

1973.11.

交友社

並製本・ 1冊

1973.12.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 5.

交友社

並製本・ 1冊

200407／5650
鉄道ファン №133

200407／5651
鉄道ファン №134

200407／5652
鉄道ファン №135

200407／5653
鉄道ファン №136

200407／5654
鉄道ファン №137

200407／5655
鉄道ファン №138

200407／5656
鉄道ファン №139

200407／5657
鉄道ファン №140

200407／5658
鉄道ファン №141

200407／5659
鉄道ファン №142

200407／5660
鉄道ファン №143

200407／5661
鉄道ファン №144

200407／5662
鉄道ファン №145

200407／5663
鉄道ファン №146

200407／5664
鉄道ファン №147

200407／5665
鉄道ファン №148

200407／5666
鉄道ファン №149

200407／5667
鉄道ファン №150

200407／5668
鉄道ファン №151

200407／5669
鉄道ファン №152

200407／5670
鉄道ファン №153

200407／5671
鉄道ファン №154

200407／5672
鉄道ファン №155

200407／5673
鉄道ファン №156

200407／5674
鉄道ファン №157
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200407／5675
鉄道ファン №158

1974. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1974. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1974.10.

交友社

並製本・ 1冊

1974.11.

交友社

並製本・ 1冊

1974.12.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1975. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1975.10.

交友社

並製本・ 1冊

1975.11.

交友社

並製本・ 1冊

1975.12.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 7.

交友社

並製本・ 1冊

200407／5676
鉄道ファン №159

200407／5677
鉄道ファン №160

200407／5678
鉄道ファン №161

200407／5679
鉄道ファン №162

200407／5680
鉄道ファン №163

200407／5681
鉄道ファン №164

200407／5682
鉄道ファン №165

200407／5683
鉄道ファン №166

200407／5684
鉄道ファン №167

200407／5685
鉄道ファン №168

200407／5686
鉄道ファン №169

200407／5687
鉄道ファン №170

200407／5688
鉄道ファン №171

200407／5689
鉄道ファン №172

200407／5690
鉄道ファン №173

200407／5691
鉄道ファン №174

200407／5692
鉄道ファン №175

200407／5693
鉄道ファン №176

200407／5694
鉄道ファン №177

200407／5695
鉄道ファン №178

200407／5696
鉄道ファン №179

200407／5697
鉄道ファン №180

200407／5698
鉄道ファン №181

200407／5699
鉄道ファン №182

200407／5700
鉄道ファン №183
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200407／5701
鉄道ファン №184

1976. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1976. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1976.10.

交友社

並製本・ 1冊

1976.11.

交友社

並製本・ 1冊

1976.12.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1977. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1977.10.

交友社

並製本・ 1冊

1977.11.

交友社

並製本・ 1冊

1977.12.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1978. 9.

交友社

並製本・ 1冊

200407／5702
鉄道ファン №185

200407／5703
鉄道ファン №186

200407／5704
鉄道ファン №187

200407／5705
鉄道ファン №188

200407／5706
鉄道ファン №189

200407／5707
鉄道ファン №190

200407／5708
鉄道ファン №191

200407／5709
鉄道ファン №192

200407／5710
鉄道ファン №193

200407／5711
鉄道ファン №194

200407／5712
鉄道ファン №195

200407／5713
鉄道ファン №196

200407／5714
鉄道ファン №197

200407／5715
鉄道ファン №198

200407／5716
鉄道ファン №199

200407／5717
鉄道ファン №200

200407／5718
鉄道ファン №201

200407／5719
鉄道ファン №202

200407／5720
鉄道ファン №203

200407／5721
鉄道ファン №204

200407／5722
鉄道ファン №205

200407／5723
鉄道ファン №206

200407／5724
鉄道ファン №207

200407／5725
鉄道ファン №208

200407／5726
鉄道ファン №209
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200407／5727
鉄道ファン №210

1978.10.

交友社

並製本・ 1冊

1978.11.

交友社

並製本・ 1冊

1978.12.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 4.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 5.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 6.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1979. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1979.10.

交友社

並製本・ 1冊

1979.11.

交友社

並製本・ 1冊

1979.12.

交友社

並製本・ 1冊

1980. 1.

交友社

並製本・ 1冊

1980. 2.

交友社

並製本・ 1冊

1980. 3.

交友社

並製本・ 1冊

1989. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1991. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1992. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1993. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1994. 8.

交友社

並製本・ 1冊

1994. 9.

交友社

並製本・ 1冊

1995. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1995.12.

交友社

並製本・ 1冊

200407／5728
鉄道ファン №211

200407／5729
鉄道ファン №212

200407／5730
鉄道ファン №213

200407／5731
鉄道ファン №214

200407／5732
鉄道ファン №215

200407／5733
鉄道ファン №216

200407／5734
鉄道ファン №217

200407／5735
鉄道ファン №218

200407／5736
鉄道ファン №219

200407／5737
鉄道ファン №220

200407／5738
鉄道ファン №221

200407／5739
鉄道ファン №222

200407／5740
鉄道ファン №223

200407／5741
鉄道ファン №224

200407／5742
鉄道ファン №225

200407／5743
鉄道ファン №226

200407／5744
鉄道ファン №227

200407／5745
鉄道ファン №339

200407／5746
鉄道ファン №364

200407／5747
鉄道ファン №376

200407／5748
鉄道ファン №388

200407／5749
鉄道ファン №400 総さくいん 通巻201～400号（表紙
欠）

200407／5750
鉄道ファン №401 特集：ＪＲ予報 車両最前線

200407／5751
鉄道ファン №411 特集：ＪＲ車両ファイル

200407／5752
鉄道ファン №416 特集：山陽本線特急時代
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200407／5753
鉄道ファン №423 特集：ＪＲ車両ファイル

1996. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1997. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1998. 7.

交友社

並製本・ 1冊

1999. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2000. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2001. 8.

交友社

並製本・ 1冊

2002. 8.

交友社

並製本・ 1冊

2003. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2004. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2005. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2006. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2007. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2008. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2009. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2010. 7.

交友社

並製本・ 1冊

2012. 7.

交友社

並製本・ 1冊

昭和55.11.20 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和58. 7.15 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和58.10.15 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和61. 1.15 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和44. 2.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和43.11.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和44. 5.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和44. 8.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和44.11.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

200407／5754
鉄道ファン №435 特集：ＪＲ車両ファイル

200407／5755
鉄道ファン №447 特集：ＪＲ車両ファイル1998

200407／5756
鉄道ファン №459 特集：ＪＲ車両ファイル1999

200407／5757
鉄道ファン №471 特集：ＪＲ車両ファイル2000

200407／5758
鉄道ファン №484 特集：ＪＲ車両ファイル2001

200407／5759
鉄道ファン №496 特集：ＪＲ車両ファイル2002

200407／5760
鉄道ファン №507 特集：ＪＲ車両ファイル2003

200407／5761
鉄道ファン №519 特集：ＪＲ車両ファイル2004

200407／5762
鉄道ファン №531 特集：ＪＲ車両ファイル2005

200407／5763
鉄道ファン №543 特集：ＪＲ車両ファイル2006

200407／5764
鉄道ファン №555 特集：ＪＲ車両ファイル2007

200407／5765
鉄道ファン №567 特集：ＪＲ車両ファイル2008

200407／5766
鉄道ファン №579 特集：ＪＲ車両ファイル2009

200407／5767
鉄道ファン №591 特集：ＪＲ車両ファイル2010

200407／5768
鉄道ファン №615 特集：ＪＲ車両ファイル2012

200407／5769
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第9巻第1号（通巻14号）
№14

200407／5770
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第12巻第3号（通巻19号）
№19

200407／5771
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第12巻第4号（通巻20号）
№20

200407／5772
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第14巻第1号（通巻26号）
№25

200407／5773
季刊 蒸気機関車 冬の号

200407／5774
季刊 蒸気機関車 秋の号

200407／5775
季刊 蒸気機関車 春の号

200407／5776
季刊 蒸気機関車 夏の号

200407／5777
季刊 蒸気機関車 秋の号
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200407／5778
季刊 蒸気機関車 冬の号

昭和45. 2.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和45. 5.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和45. 8.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和45.11.10 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和46. 1. 1 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和46. 3. 1 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和46. 5. 1 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和46. 7. 1 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和46. 9. 1 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和46.11. 1 発行

(株)キネマ旬報社 発行

並製本・ 1冊

昭和63. 1. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和63. 2. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和63. 9. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 2. 1. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 2.10. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 2.11. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 4. 3. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 5. 1. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 5. 7. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 6. 3. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 7. 1. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 7. 2. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 7.11. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 8. 3. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 8.10. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成 9. 1. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

200407／5779
季刊 蒸気機関車 春の号

200407／5780
季刊 蒸気機関車 夏の号

200407／5781
季刊 蒸気機関車 秋の号

200407／5782
季刊 蒸気機関車 一月新年特別号

200407／5783
季刊 蒸気機関車 三月号

200407／5784
季刊 蒸気機関車 五月号

200407／5785
季刊 蒸気機関車 七月特別号

200407／5786
季刊 蒸気機関車 九月号

200407／5787
季刊 蒸気機関車 十一月号

200407／5788
鉄道ダイヤ情報 №45 第17巻第1号 通巻50号

200407／5789
鉄道ダイヤ情報 №46 第17巻第2号 通巻51号

200407／5790
鉄道ダイヤ情報 №53 第17巻第10号 通巻59号

200407／5791
鉄道ダイヤ情報 №69 第19巻第1号 通巻77号

200407／5792
鉄道ダイヤ情報 №78 第19巻第12号 通巻88号

200407／5793
鉄道ダイヤ情報 №79 第19巻第13号 通巻89号

200407／5794
鉄道ダイヤ情報 №95 第21巻3号 通巻107号

200407／5795
鉄道ダイヤ情報 №105 第22巻第1号 通巻118号

200407／5796
鉄道ダイヤ情報 №111 第22巻7号 通巻124号

200407／5797
鉄道ダイヤ情報 №119 第23巻3号 通巻133号

200407／5798
鉄道ダイヤ情報 №129 第24巻1号 通巻144号

200407／5799
鉄道ダイヤ情報 №130 第24巻2号 通巻145号

200407／5800
鉄道ダイヤ情報 №139 第24巻11号 通巻154号

200407／5801
鉄道ダイヤ情報 №143 第25巻3号 通巻158号

200407／5802
鉄道ダイヤ情報 №150 第25巻10号 通巻165号

200407／5803
鉄道ダイヤ情報 №153 第26巻1号 通巻169号
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200407／5804
鉄道ダイヤ情報 №156 第26巻4号 通巻172号

平成 9. 4. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成10. 2. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成10. 3. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成11. 3. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成11.12. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成12.12. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成13.10. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

平成14. 5. 1 発行

交通新聞社

並製本・ 1冊

平成15. 8. 1 発行

交通新聞社

並製本・ 1冊

平成18. 1. 1 発行

交通新聞社

並製本・ 1冊

平成18. 9. 1 発行

交通新聞社

並製本・ 1冊

2004. 8.

NEKO PUBLISHING CO.,LTD.

並製本・ 1冊

2005. 8.

NEKO PUBLISHING CO.,LTD.

並製本・ 1冊

2006. 7.

NEKO PUBLISHING CO.,LTD.

並製本・ 1冊

2007. 7.

NEKO PUBLISHING CO.,LTD.

並製本・ 1冊

2008. 7.

NEKO PUBLISHING CO.,LTD.

並製本・ 1冊

昭和47.11.10 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和48. 4.10 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和48.10.20 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和49. 5.20 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和49.11.25 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和50. 4.20 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和50.10. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和51. 6.25 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和51.12. 1 発行

弘済出版社

並製本・ 1冊

200407／5805
鉄道ダイヤ情報 №166 第27巻2号 通巻183号

200407／5806
鉄道ダイヤ情報 №167 第27巻3号 通巻184号

200407／5807
鉄道ダイヤ情報 №179 第28巻3号 通巻197号

200407／5808
鉄道ダイヤ情報 №188 第28巻12号 通巻206号

200407／5809
鉄道ダイヤ情報 №200 第29巻12号 通巻218号

200407／5810
鉄道ダイヤ情報 №210 第30巻11号 通巻229号

200407／5811
鉄道ダイヤ情報 №217 第31巻5号 通巻236号

200407／5812
鉄道ダイヤ情報 №232 第32巻8号 通巻251号

200407／5813
鉄道ダイヤ情報 №261 第35巻1号 通巻281号

200407／5814
鉄道ダイヤ情報 №269 第35巻10号 通巻290号

200407／5815
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2004 月刊Rail
Magazine 8月号（№251）付録

200407／5816
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2005 月刊Rail
Magazine 8月号（№263）付録

200407／5817
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2006 月刊Rail
Magazine 7月号（№274）付録

200407／5818
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2007 月刊Rail
Magazine 7月号（№286）付録

200407／5819
FREIGHT TRAIN SPOTTER'S GUIDE 2008 月刊Rail
Magazine 7月号（№298）付録

200407／5820
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第1巻第1号 通巻1号

200407／5821
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第2巻第1号 通巻2号

200407／5822
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第2巻第2号 通巻3号

200407／5823
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第3巻第1号 通巻4号

200407／5824
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第3巻第2号 通巻5号

200407／5825
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第4巻第1号 通巻6号

200407／5826
国鉄協力 最新ＳＬダイヤ情報 第4巻第2号 通巻7号

200407／5827
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第5巻第1号 通巻8号

200407／5828
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第5巻第2号 通巻9号
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200407／5829
国鉄協力 鉄道ダイヤ情報 第6巻第1号 通巻10号

昭和52. 4.15 発行

弘済出版社

並製本・ 2冊

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和56.11.30 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

昭和55. 6.10 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

昭和56. 4.30 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

昭和57. 4.30 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

昭和60. 7. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

昭和60.10. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

昭和62.11. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

平成 3.11. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

平成 7. 1. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

平成 9. 5. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

平成10. 1. 1 発行

株式会社エリエイ出版部･プレス
アイゼンバーン

並製本・ 1冊

平成19.10.21 発行

株式会社エリエイ･プレスアイゼ
ンバーン

並製本・ 1冊

平成21. 1.21 発行

株式会社エリエイ･プレスアイゼ
ンバーン

並製本・ 1冊

昭和62.11. 2 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和46.11. 5 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和47. 2. 5 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和47. 5.10 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和48. 1. 5 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和57. 1.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和62.10.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

200407／5830
鉄道ジャーナル別冊№19 最新版 ＪＲのジョイフルトレ 昭和62. 8. 1 発行
イン 大集合

200407／5831
とれいん11月増刊号 車輛の視点Ⅱ

200407／5832
とれいん増刊 レイル 夏の号

200407／5833
とれいん増刊 レイル 1981春

200407／5834
とれいん増刊 レイル 1982春

200407／5835
とれいん 第11巻第7号 通巻127号

200407／5836
とれいん 第11巻第10号 通巻130号

200407／5837
とれいん 第13巻第11号 通巻155号

200407／5838
とれいん 第17巻第11号 通巻203号

200407／5839
とれいん 第21巻第1号 通巻241号

200407／5840
とれいん 第23巻第5号 通巻269号

200407／5841
とれいん 第24巻第1号 通巻277号

200407／5842
レイル №62

200407／5843
レイル №67
長船友則執筆「米子界隈の鉄道」

200407／5844
87最新 第三セクター鉄道

200407／5845
別冊鉄道ジャーナル 旅と鉄道 創刊号

200407／5846
別冊鉄道ジャーナル 旅と鉄道 2

200407／5847
別冊鉄道ジャーナル 旅と鉄道 第3号 春の号

200407／5848
別冊鉄道ジャーナル 旅と鉄道 第6号 冬の号

200407／5849
季刊 旅と鉄道 第42号 '82冬の号 時刻表の旅

200407／5850
季刊 旅と鉄道 第65号 '87秋の号 「食堂車」礼讃
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200407／5851
季刊 旅と鉄道 第67号 '88春の号 時刻表大研究

昭和63. 4.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成 2. 1.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成 2. 7.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成 4. 4.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成 5. 4.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成 7. 4.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

1998.10.20 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成23.10. 1 発行

鉄道友の会

並製本・ 1冊

平成24. 4. 1 発行

鉄道友の会

並製本・ 1冊

平成25. 2. 1 発行

鉄道友の会

並製本・ 1冊

RAILFAN 第751号 臨時増刊号 特集：保存車・廃車体 平成29. 4. 1 発行
一覧 5

鉄道友の会

並製本・ 1冊

200407／5852
季刊 旅と鉄道 第74号 '90冬の号 旅情は山を越えて
―峠

200407／5853
季刊 旅と鉄道 第76号 '90夏の号 夜汽車＆ユニーク
列車

200407／5854
季刊 旅と鉄道 第83号 '92春の号 知る・選ぶ・乗る・
集める「切符」大百科

200407／5855
季刊 旅と鉄道 第87号 '93春の号 時刻表で旅立つ

200407／5856
季刊 旅と鉄道 第95号 '95春の号 旅・列車・味覚

200407／5857
季刊 旅と鉄道 第115号 '1988秋の号 サンライズエク
スプレス＆山陰／四国

200407／5858
RAILFAN 第707号 臨時増刊号 特集：新幹線100系

200407／5859
RAILFAN 第710号 臨時増刊号 特集：20系客車

200407／5860
RAILFAN 第716号 臨時増刊号 特集：151・161・181系
電車

200407／5861

200407／5862
RM LIBRARY 1 キハ41000とその一族（上）

1998. 8. 1 初版発行

著者 岡田誠一／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

1999. 9. 1 初版発行

著者 岡田誠一／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

1999.10. 1 初版発行

著者 吉川文夫／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

1999.11. 1 初版発行

著者 吉川文夫／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

2000. 2. 1 初版発行

著者 岡田誠一／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

2000. 4. 1 初版発行

著者 吉岡心平／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

2001. 6. 1 初版発行

著者 髙橋修／発行所 株式会社 並製本・ 1冊
ネコ・パブリッシング

2002. 8. 1 初版発行

著者 白土貞夫／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

2004. 1. 1 初版発行

著者村樫四郎・浅原信彦・林鎮
／発行所 株式会社ネコ・パブ
リッシング

2012. 2. 1 初版発行

著者 鉄道友の会 客車気動車研 並製本・ 1冊
究会／発行所 株式会社ネコ・パ
ブリッシング

200407／5863
RM LIBRARY 2 キハ41000とその一族（下）

200407／5864
RM LIBRARY 3 私鉄買収電機の系譜（上）

200407／5865
RM LIBRARY 4 私鉄買収電機の系譜（下）

200407／5866
RM LIBRARY 7 国鉄レールバス その生涯

200407／5867
RM LIBRARY 9 3軸貨車の誕生と終焉（戦後編）

200407／5868
RM LIBRARY 23 関西大手私鉄の譲渡車たち（上）

200407／5869
RM LIBRARY 37 九十九里鉄道 潮騒の浜へゆくキ
ドー

200407／5870
RM LIBRARY 54 C54 悲運のパシフィック

並製本・ 1冊

200407／5871
RM LIBRARY 150 日本の食堂車
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200407／5872
鉄道ジャーナル 第21巻第13号 通巻253 特集：ＪＲ・
西日本旅客鉄道

昭和62.11. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成11.11. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

平成21. 4. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和62.12. 1 発行

発行 土木技術社

並製本・ 1冊

昭和63. 1. 1 発行

発行 土木技術社

並製本・ 1冊

昭和58. 6. 1 発行

発行所 関西鉄道研究会

並製本・ 1冊

2002. 8. 1 初版発行

写真・構成 真島満秀写真事務
所／ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2010. 8.10 初版発行

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2005. 1. 1 発行

ＪＴＢパブリッシング

並製本・ 1冊

200407／5873
鉄道ジャーナル 第33巻第11号 通巻397 特集：路面
電車復権と近代化への道筋

200407／5874
鉄道ジャーナル 第43巻第4号 通巻510 特集：山陽路
の列車を楽しむ

200407／5875
土木技術 第42巻第12号 特集：新交通システム

200407／5876
土木技術 第43巻第1号 東京外かく環状道路・瀬戸大
橋・荒川調節池

200407／5877
関西の鉄道 通巻第9号 山陽路特集

200407／5878
ＪＴＢのＭＯＯＫ 全国鉄道絶景撮影地300

200407／5879
鉄道車輛ディテール・ファイル 013

200407／5880
ＪＴＢ時刻表1月号臨時増刊 青春18きっぷの旅 2005
冬 廃線探訪を楽しもう

長船友則執筆「平成15年12月1日廃止 国鉄2万キロ記念碑が残る可部線廃止区間 可部～三段峡の旅」

200407／5881
貨車車票の歴史（戦前編）

2012. 6.23 発行

著・発行 浦田慎／監修 ＮＰＯ法 並製本・ 1冊
人貨物鉄道博物館

2013. 3.31 発行

著・発行 浦田慎／監修 ＮＰＯ法 並製本・ 1冊
人貨物鉄道博物館

2004.12. 7

ないねん出版

並製本・ 1冊

1997. 2.20 発行

著者 伊藤久巳／発行所 イカロ
ス出版株式会社

並製本・ 1冊

2000. 9. 1 発行

イカロス出版株式会社

並製本・ 1冊

1999. 8. 1 発行

イカロス出版株式会社

並製本・ 1冊

平成10.12.10 発行

イカロス出版株式会社

並製本・ 1冊

平成24. 4. 1 発行
6.21 発行

日本鉄道旅行地図帳編集部 編
／発行所 株式会社新潮社

並製本・ 1冊

平成23. 8.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成16. 5.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成18. 3.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

2001. 2.12 発行

発行所 株式会社新人物往来社

並製本・ 1冊

200407／5882
貨車車票の歴史（戦後編）

200407／5883
終戦直後の蒸気機関車 浦原利穂写真集

200407／5884
蒸気機関車 形式Ｃ57

200407／5885
イカロスＭＯＯＫ 名列車列伝シリーズ13 新幹線ひか
り＆新完成100系電車

200407／5886
イカロスＭＯＯＫ 名列車列伝シリーズ10 寝台特急あ
さかぜ＆ブルトレ客車 1

200407／5887
栄光の名車両 新幹線Ｏ系電車

200407／5888
新潮「旅」ムック 旅別冊 鉄道ファン大全

200407／5889
鉄道ピクトリアル 臨時増刊号 通巻第852号 特集：路
面電車

200407／5890
鉄道ピクトリアル アーカイブズセレクション5 国鉄ダイ
ヤ改正 1950

200407／5891
鉄道ピクトリアル アーカイブズセレクション10 国鉄客
車開発記 1950

200407／5892
別冊歴史読本 鉄道シリーズ13 ＪＲ20世紀クロニクル
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200407／5893
別冊歴史読本 鉄道シリーズ20 国鉄・ＪＲ廃車ハンド
ブック

2005. 2.25 発行

発行所 株式会社新人物往来社

並製本・ 1冊

2006. 3.21 発行

発行所 株式会社新人物往来社

並製本・ 1冊

2018. 4.20 発行

発行所 イカロス出版株式会社

並製本・ 1冊

2003. 8.20 発行

発行所 イカロス出版株式会社

並製本・ 1冊

昭和63. 7. 1 発行

発行所 バス・ジャパン刊行会

並製本・ 1冊

2018. 4. 5 第1刷

著者 牧野和人／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社アルファベータブックス

200407／5894
別冊歴史読本 鉄道シリーズ22 国鉄・ＪＲ名列車ハン
ドブック

200407／5895
絶滅危惧鉄道2018 さらば三江線!! 岐路に立つ中国
山地の鉄路

200407／5896
鉄道連絡線のいた20世紀

200407／5897
バス・ジャパン №9 本四架橋と路線バス

200407／5898
広島県の鉄道 昭和～平成の全路線 広島県内の現
役路線と廃線

200407／5899
ＢＵＳＴＯＰ 全国高速バス時刻表（'90冬・春号）バス新 平成 2. 1.10 発行
時代の情報ガイド

編集 国際標識・バスストップ編
集室／発行所 廣済堂出版

並製本・ 1冊

平成 2. 7.31 発行

発行所 弘済出版社

並製本・ 1冊

2005. 1.18 発行

発行 株式会社学習研究社

並製本・ 1冊

2010. 4. 1 初版発行

著者 三宅俊彦／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

昭和51. 2.10 発行

編者 吉川文夫／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社交友社

平成 7. 4.30 発行

発行所 弘済出版社

並製本・ 1冊

平成10. 6. 5 発行

発行所 弘済出版社

並製本・ 1冊

平成11. 5.31 発行

発行所 弘済出版社

並製本・ 1冊

2004. 8. 1 発行

発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

1988. 5. 1 発行

発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2010.10.28 第2刷

著者兼発行人 山﨑睦彦

並製本・ 1冊

平成12. 7. 1 発行

発行 財団法人広島市ひと・まち
ネットワーク

並製本・ 1冊

1997. 5. 1 第1刷発行

沢柳健一・高砂雍郎 編／発行
所 有限会社ジェー・アール・
アール

並製本・ 1冊

1981. 4. 1 第3刷発行

著者 岡田直昭・谷雅夫／発行
所 株式会社誠文堂新光社

上製本・ 1冊

1994. 5.30 発行

著者 降旗道雄／発行所 誠文堂 上製本・ 1冊
新光社

200407／5900
コンパス時刻表増刊 全国高速バス時刻表＆ガイド

200407／5901
歴史群像シリーズ [図説]夜行列車・ブルートレイン全
史

200407／5902
廃線終着駅を訪ねる～国鉄・ＪＲ編～

200407／5903
写真でみる戦後30年の鉄道車両

200407／5904
トラベルムック 高速バス時刻表（VOL.10）

200407／5905
トラベルムック 高速バス時刻表（VOL.16） 新コース誕
生●明石海峡大橋・安房トンネル開通

200407／5906
トラベルムック 高速バス時刻表（VOL.18） しまなみ海
道高速バス時刻完全掲載

200407／5907
青春18きっぷの旅 2004夏 この夏感じる汽車旅（JTB
時刻表8月号臨時増刊）

200407／5908
旅 第72巻第5号 №856 ローカル線と駅旅情

長船友則写真協力「山陰山陽ローカル線思い出アルバム」

200407／5909
鉄路を見つめて半世紀 魅力ある鉄道

200407／5910
タノシビト 清流号№15 [特集]可部線楽人紀行●休日
はディーゼルに乗って

タノシビト① 長船友則 その一瞬の愛しさの記録。

200407／5911
決定版 旧型国電車両台帳

200407／5912
新版国鉄客車・貨車ガイドブック

200407／5913
新版国鉄気動車ガイドブック
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200407／5914
蒸気機関車 中国・四国・近畿の鉄道風景

2005. 7. 1 第1刷発行

編者 鉄道少年探偵団／発行所
有限会社海鳥社

並製本・ 1冊

2011. 3. 1 初版発行

発行所 ＪＴＢパブリッシング

並製本・ 1冊

1996.10.14 発行

編集 岩堀春夫／発行 ないねん 並製本・ 1冊
出版

昭和56.10.31 発行

エリエイ出版／プレス・アイゼン
バーン

並製本・ 1冊

1996. 7.

鉄道整備基金

刊・ 1冊

1989.12.20 発行

編集発行 鉄道史資料保存会

並製本・ 1冊

2005. 8. 発行

編集 日本貨物鉄道株式会社

並製本・ 1冊

昭和63. 3. 作成

編集 日本貨物鉄道株式会社技
術部

並製本・ 1冊

平成28. 7.22

ふくやま草戸千軒ミュージアム
（広島県立歴史博物館）

並製本・ 1冊

2015. 8. 1

著者 長船友則／発行所 あき書
房

並製本・ 1冊

2016. 5. 発行

中国新聞社

刊・ 1冊

2017. 2.28 第5刷発行

発行所 株式会社宝島社

刊・ 1冊

1999. 6.

編集・発行 社団法人 中国地方
総合研究センター

並製本・ 1冊

平成25. 2.25

製作著作 特定非絵入活動法人
公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）

並製本・ 1冊

平成12. 3.11

発行 日本古地図学会

並製本・ 1冊

平成17. 8. 1 発行

発行 財団法人日本地図セン
ター

並製本・ 1冊

昭和47. 5.10 発行

発行所 読売新聞社

並製本・ 1冊

昭和46. 7.10 発行

発行所 読売新聞社

並製本・ 1冊

2012. 8.27 第1刷発行

著者 三宅俊彦／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社

平成 8. 5.31 発行

編纂発行 社団法人 日本鉄道構 並製本・ 1冊
内営業中央会

平成 2. 8. 1 発行

発行 加古川総合文化センター

200407／5915
ＪＴＢの交通ムック 山陽・九州新幹線パーフェクトガイ
ド

200407／5916
鉄道番外録4

200407／5917
とれいん増刊 レイル 1981秋

200407／5918
鉄道整備基金

200407／5919
鉄道時報主要記事抄録 大正三年～大正六年

200407／5920
ＪＲ貨物 車両・コンテナ一覧 2005年版

200407／5921
ＪＲ貨物 機関車・貨車

200407／5922
福山駅開業125周年 平成28年度企画展 ひろしま鉄
道ヒストリア―蒸気機関車から新幹線まで―
長船友則協力

200407／5923
原版被爆前後 広島市内電車運転の推移

200407／5924
中国新聞[くらしの情報誌] フェニックス vol.258

200407／5925
TJ MOOK 日本の新幹線

200407／5926
季刊 中国総研 vol.3-2 №7

200407／5927
クリーンモバイル都市・岡山をめざして

200407／5928
古地図研究 307 吉田初三郎特集

200407／5929
地図中心 2005 号外 被爆60年増刊号 特集 米軍が
空撮した広島・長崎

200407／5930
別冊週刊読売五月号 最後の蒸気機関車 第3巻第3
号 通巻20号

200407／5931
別冊週刊読売七月号 日本の蒸気機関車 第2巻第4
号 通巻14号

200407／5932
特殊仕様車両「食堂車」

200407／5933
50年のあゆみ

200407／5934
～写真で見る～明治・大正・昭和初期の加古川

並製本・ 1冊
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200407／5935
被爆電車75年の旅 ”走る歴史モニュメント”，その裏
に秘められた復興と再生の物語

2017.11.23

発行 株式会社ザメディアジョン
プレス

並製本・ 1冊

企画制作 尾道学研究会／発行
（株）啓文社

並製本・ 1冊

平成12. 3. 発行

編集 大嶺炭田回顧録編集委員
会／発行 美祢市教育委員会

並製本・ 1冊

平成10. 3.31 発行

編集 炭鉱写真集編集委員会／
発行 宇部市

並製本・ 1冊

2001. 4.30 発行

発行発売 株式会社枻出版社

並製本・ 1冊

平成13. 3.27

発行所 （株）三推社・（株）講談
社

並製本・ 1冊

昭和62. 5. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

1993.12. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

1993. 8. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

2000.10.25 発行

株式会社 ぽると出版 発行

並製本・ 1冊

昭和59.11.10 初版発
行

発行所 日本交通公社出版事業
局

並製本・ 1冊

2003. 8. 1 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

昭和59. 8. 2 発行

発行所 （株）鉄道ジャーナル社

並製本・ 1冊

2003. 2.28 第1刷

写真 江本廣一／文 和久田康雄 並製本・ 1冊
／発行所 株式会社彩流社

昭和62. 4.28 発行

発行所 財団法人日本交通文化
協会

並製本・ 1冊

2007. 8. 1 発行

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2010. 5. 1 発行

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2012. 2. 1 発行

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2005. 9.20 発行

発行所 （株）デアゴスティーニ
ジャパン

刊・ 1冊

2004. 8.17 発行

発行所 （株）デアゴスティーニ
ジャパン

刊・ 1冊

2005. 7.19 発行

発行所 （株）デアゴスティーニ
ジャパン

刊・ 1冊

長船友則取材協力・資料提供

200407／5936
尾道…セピア色の記憶 第二章
長船友則協力

200407／5937
大嶺炭田回顧録 むえんたん

200407／5938
炭鉱 有限から無限へ

200407／5939
鉄道黄金時代シリーズ№1 Ｃ62「団塊の蒸気機関車」
エイムック327

200407／5940
別冊ベストカー The新幹線 知ってるつもりで意外に
知らない凄い秘密

200407／5941
鉄道ジャーナル別冊№18 日本国有鉄道 大いなる旅
路 永久保存版

200407／5942
鉄道ジャーナル別冊№27 ＪＲ・民鉄 客車列車大追跡

200407／5943
鉄道ジャーナル別冊№26 '93・7現行 最新データ ＪＲ
ブルートレイン

200407／5944
バスラマインターナショナル №62

200407／5945
別冊時刻表12 新幹線大カタログ 開業20周年記念

200407／5946
鉄道ジャーナル8月号別冊46 走れ!!ぼくらのブルート
レイン

200407／5947
鉄道ジャーナル別冊№12 国鉄・私鉄 客車列車1984

200407／5948
路面電車の記憶 昭和20年代・30年代のアルバム

200407／5949
国鉄有情115年

200407／5950
レイル・マガジン八月号増刊 第24巻第11号 国鉄時
代 vol.10 D51と装備

200407／5951
国鉄時代五月号 第4巻第2号 vol.21 特集 昭和50年

200407／5952
国鉄時代二月号 第6巻第1号 vol.28 上越線

200407／5953
週刊 鉄道データファイル №082

200407／5954
週刊 鉄道データファイル №026

200407／5955
週刊 鉄道データファイル №073
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200407／5956
週刊 鉄道データファイル №077

2005. 8.16 発行

発行所 （株）デアゴスティーニ
ジャパン

刊・ 1冊

2010. 1. 7・14

発行所 集英社

並製本・ 1冊

2010. 3. 4

発行所 集英社

並製本・ 1冊

2011. 7.17 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2011. 4.24 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2006.12.10 発行

発行所 ＪＴＢパブリッシング

並製本・ 1冊

2007. 1.25 発行

発行所 ＪＴＢパブリッシング

並製本・ 1冊

2008. 3. 4 発行

発行所 （株）デアゴスティーニ
ジャパン

並製本・ 1冊

2006. 7.25 発行

発行所 （株）デアゴスティーニ
ジャパン

並製本・ 1冊

2009. 8.21 発行

著者 椎橋俊之／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

2007. 1.10 発行

発行所 ＪＴＢパブリッシング

並製本・ 1冊

2010. 8.31 発行

著者 寺田裕一／発行所 ネコ・
パブリッシング

並製本・ 1冊

平成19.10.19 発行

編集発行 池田市立歴史民俗資
料館

並製本・ 1冊

2012.10. 1 初版発行

監修 須田寛／解説 原口隆行／ 上製本・ 1冊
発行所 ＪＴＢパブリッシング

2012100. 1 初版発行

監修 須田寛／解説 原口隆行／ 上製本・ 1冊
発行所 ＪＴＢパブリッシング

2006. 1. 1 初版発行

著者 J･WALLY HIGGINS／発行 上製本・ 1冊
所 ＪＴＢパブリッシング

2005. 1. 1 初版発行

著者 J･WALLY HIGGINS／発行 上製本・ 1冊
所 ＪＴＢパブリッシング

2005. 3. 1 2刷発行

著者 J･WALLY HIGGINS／発行 上製本・ 1冊
所 ＪＴＢパブリッシング

2008.10. 1 初版発行

著者 J･WALLY HIGGINS／発行 上製本・ 1冊
所 ＪＴＢパブリッシング

2009. 4. 1 初版発行

著者 牧野俊介／発行所 ＪＴＢパ 上製本・ 1冊
ブリッシング

200407／5957
週刊 鉄道絶景の旅 第2巻第1号 №28 中国・四国4
木次線／一畑電車

200407／5958
週刊 鉄道絶景の旅 第2巻第8号 №35 中国・四国6
山口線／呉線

200407／5959
週刊 朝日百科 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営
鉄道・私鉄 通巻18号 一畑電車／若桜鉄道／智頭急
行／井原鉄道／錦川鉄道

200407／5960
週刊 朝日百科 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営
鉄道・私鉄通巻7号 広島電鉄／岡山電気軌道／水
島臨海鉄道

200407／5961
にっぽん列島 鉄道紀行 通巻17号 中国・四国4 瀬戸
大橋線／予讃線（高松－松山）

200407／5962
にっぽん列島 鉄道紀行 通巻20号 中国・四国1 伯備
線／一畑電車

200407／5963
週刊 日本の100人番外編 通巻8号 岩崎弥太郎

200407／5964
週刊 日本の100人 通巻25号 大久保利通

200407／5965
NEKO MOOK1362 「ＳＬ甲組」の肖像 4

200407／5966
にっぽん列島 鉄道紀行 通巻19号 中国・四国2 木次
線／芸備線

200407／5967
NEKO MOOK1555 新・消えた轍 ローカル私鉄廃線跡
探訪 9 中国

200407／5968
電鉄時代の幕開け

200407／5969
秘蔵鉄道写真に見る戦後史 上 昭和20年代

200407／5970
秘蔵鉄道写真に見る戦後史 下 昭和30年代

200407／5971
発掘カラー写真 昭和30年代鉄道原風景 国鉄編

200407／5972
発掘カラー写真 昭和30年代鉄道原風景 路面電車編

200407／5973
発掘カラー写真 昭和30年代鉄道原風景 西日本私鉄
編

200407／5974
発掘カラー写真 昭和40年代鉄道原風景 西日本編

200407／5975
達人が撮った鉄道黄金時代3 軍機保護法下の汽車・
軽便
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200407／5976
NEKO MOOk196 ドキュメント感動の所在地1

2001. 4.26 発行

著者 椎橋俊之／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社ネコ・パブリッシング

昭和52. 5.25 発行

発行所 株式会社平凡社

昭和54. 1.25 初版第1
刷発行

編者 大江志乃夫／発行所 筑摩 上製本・ 1冊
書房

昭和52. 7.15 初版第1
刷発行

編者 矢守一彦／発行所 筑摩書 上製本・ 1冊
房

昭和51. 8.15 初版第1
刷発行

編者 村井康彦／発行所 筑摩書 上製本・ 1冊
房

昭和59.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和60. 5.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和61. 5.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和62. 5.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

昭和63. 5.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成元. 5.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 2.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 3.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 4.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 5.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 6.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 7.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 8.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成 9.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成10.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

200407／5977
太陽コレクション 地図 江戸・明治・現代 京都・大阪・
山陽道

並製本・ 1冊

200407／5978
明治大正図誌 第14巻 瀬戸内

200407／5979
江戸時代図誌 第19巻 山陰道

200407／5980
江戸時代図誌 第20巻 山陽道

200407／5981
新車年鑑 1984年版 鉄道ピクトリアル 第34巻第10号
通巻第438号/1984 10月臨時増刊号

200407／5982
新車年鑑 1985年版 鉄道ピクトリアル 第35巻第5号
通巻第448号/1985 5月臨時増刊号

200407／5983
新車年鑑 1986年版 鉄道ピクトリアル 第36巻第5号
通巻第464号 1986 5月号臨時増刊

200407／5984
新車年鑑 1987年版 鉄道ピクトリアル 第37巻第5号
通巻第480号/1987 5月号臨時増刊

200407／5985
新車年鑑 1988年版 鉄道ピクトリアル 第38巻第5号
通巻第496号/1988 5月号臨時増刊

200407／5986
新車年鑑 1989年版 鉄道ピクトリアル 第39巻第5号
通巻第512号/1989 5月号臨時増刊

200407／5987
新車年鑑 1990年版 鉄道ピクトリアル 第40巻第10号
通巻第534号/1990 10月号臨時増刊

200407／5988
新車年鑑 1991年版 鉄道ピクトリアル 第41巻第10号
通巻第550号/1991 10月号臨時増刊

200407／5989
新車年鑑 1992年版 鉄道ピクトリアル 第42巻第10号
通巻第566号/1992 10月号臨時増刊

200407／5990
新車年鑑 1993年版 鉄道ピクトリアル 第43巻第10号
通巻第582号/1993 10月号臨時増刊

200407／5991
新車年鑑 1994年版 鉄道ピクトリアル 第44巻第10号
通巻第597号/1994 10月号臨時増刊

200407／5992
新車年鑑 1995年版 鉄道ピクトリアル 第45巻第10号
通巻第612号/1995 10月号臨時増刊

200407／5993
新車年鑑 1996年版 鉄道ピクトリアル 第46巻第10号
通巻第628号/1996 10月号臨時増刊

200407／5994
新車年鑑 1997年版 鉄道ピクトリアル 第47巻第10号
通巻第644号/1997 10月号臨時増刊

200407／5995
新車年鑑 1998年版 鉄道ピクトリアル 第48巻第10号
通巻第660号/1998 10月号臨時増刊
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200407／5996
新車年鑑 1999年版 鉄道ピクトリアル 第49巻第10号
通巻676号/1999 10月号臨時増刊

平成11.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成12.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成13.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成14.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成15.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成16.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成17.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成18.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成19.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成20.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成21.10.10 発行

発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成12. 4.10 発行

編者 慶応義塾大学鉄研三田会
／発行所 株式会社電気車研究
会・鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

平成13. 4.10 発行

編者 京都大学鉄道研究会／発
行所 株式会社電気車研究会・
鉄道図書刊行会

並製本・ 1冊

2011.11.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2011.12.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2012. 1.13 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2012. 2.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2012. 3.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2012. 4.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2012. 5.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

200407／5997
新車年鑑 2000年版 鉄道ピクトリアル 第50巻第10号
通巻第692号/2000 10月号臨時増刊

200407／5998
新車年鑑 2001年版 鉄道ピクトリアル 第51巻第10号
通巻第708号/2001 10月号臨時増刊

200407／5999
新車年鑑 2002年版 鉄道ピクトリアル 第52巻第10号
通巻第723号/2002 10月号臨時増刊

200407／6000
新車年鑑 2003年版 鉄道ピクトリアル 第53巻第10号
通巻第738号/2003 10月号臨時増刊

200407／6001
新車年鑑 2004年版 鉄道ピクトリアル 第54巻第10号
通巻第753号/2004 10月号臨時増刊

200407／6002
新車年鑑 2005年版 鉄道ピクトリアル 第55巻第10号
通巻第767号/2005 10月号臨時増刊

200407／6003
新車年鑑 2006年版 鉄道ピクトリアル 第56巻第10号
通巻第781号/2006 10月号臨時増刊

200407／6004
新車年鑑 2007年版 鉄道ピクトリアル 第57巻第10号
通巻第795号/2007 10月号臨時増刊

200407／6005
新車年鑑 2008年版 鉄道ピクトリアル 第58巻第10号
通巻第810号/2008 10月号臨時増刊

200407／6006
新車年鑑 2009年版 鉄道ピクトリアル 第59巻第10号
通巻第825号/2009 10月号臨時増刊

200407／6007
釣掛電車の響き 鉄道ピクトリアル 第50巻第4号
/2000 4月号臨時増刊

200407／6008
千年の京にありて 鉄道ピクトリアル 第51巻第4号
/2001 4月号臨時増刊

200407／6009
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第1巻 神戸・姫路エリア

200407／6010
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第2巻 北神戸・福知山エリア

200407／6011
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第3巻 京都北部・兵庫エリア

200407／6012
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第4巻 兵庫西部・岡山エリア

200407／6013
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第5巻 鳥取・出雲・尾道エリア

200407／6014
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第6巻 広島東部・呉エリア

200407／6015
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第7巻 広島エリア
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200407／6016
【図説】日本の鉄道 山陽・山陰ライン 全線・全駅・全
配線 第8巻 山口エリア

2012. 6.15 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2011. 9.14 第1刷発行

編著者 川島令三／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社講談社

2013. 2.26 初版発行

著者 佐々木烈／発行 三樹書房 上製本・ 1冊

昭和56. 9.21 第1刷発
行

著者代表 谷口澄夫／発行所 株 上製本・ 1冊
式会社集英社

2009. 8.23 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2012.12. 2 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2012.12.16 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2010. 3. 7 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2010. 4.18 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2010. 6.20 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2013. 7.28 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2013. 9.22 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2013.10. 6 発行

発行所 朝日新聞出版

並製本・ 1冊

2006. 4.25 発行

発行所ＪＴＢパブリッシングパブ
リッシング

並製本・ 1冊

2006.11.10 発行

発行所ＪＴＢパブリッシングパブ
リッシング

並製本・ 1冊

平成15.12.18 発行

発行所 株式会社講談社

並製本・ 1冊

平成15.11.20 発行

発行所 株式会社講談社

並製本・ 1冊

平成15. 4.10 発行

発行所 株式会社講談社

並製本・ 1冊

平成15. 3. 6 発行

発行所 株式会社講談社

並製本・ 1冊

200407／6017
【図説】日本の鉄道 特別編成 山陽・九州新幹線ライ
ン 全線・全駅・全配線

200407／6018
日本自動車史 都道府県別 乗合自動車の誕生 写
真・史料集

200407／6019
日本の街道6 夢誘う山陽山陰

200407／6020
週刊朝日百科 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・
ＪＲ 通巻7号 山口線／美祢線／宇部線／小野田線
／岩徳線

200407／6021
週刊朝日百科 週刊 ＪＲ全駅・全車両基地 通巻17号
鳥取駅・境港駅・御来屋駅ほか／後藤総合車両所運
用検修センターほか

200407／6022
週刊朝日百科 週刊 ＪＲ全駅・全車両基地 通巻19号
広島駅・宮島口駅・可部駅ほか／下関総合車両所運
用検修センターほか

200407／6023
週刊朝日百科 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・
ＪＲ 通巻33号 木次線／境線／芸備線／呉線／福塩
線／三江線

200407／6024
週刊朝日百科 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・
ＪＲ 通巻39号 山陽本線／宮島航路

200407／6025
週刊朝日百科 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・
ＪＲ 通巻47号 伯備線／宇野線／赤穂線／吉備線／
津山線／因美線

200407／6026
週刊朝日百科 週刊 ＪＲ全駅・全車両基地 通巻49号
福山駅・宇部新川駅・忠海駅ほか／岡山電車区ほか

200407／6027
週刊朝日百科 週刊 ＪＲ全駅・全車両基地 通巻57号
長門市駅・東萩駅・欽明路駅ほか／下関総合車両所
新山口支所

200407／6028
週刊朝日百科 週刊 ＪＲ全駅・全車両基地 通巻59号
三次駅・備後落合駅・宇都井駅ほか／下関総合車両
所広島支所

200407／6029
にっぽん列島 鉄道紀行 通巻2号 中国・四国3 山口
線

200407／6030
にっぽん列島 鉄道紀行 通巻15号 近畿1 山陰本線
（京都－鳥取）・京都 私鉄の旅

200407／6031
週刊 鉄道の旅 第1巻第45号 通巻45号 中国・四国1
山陽本線／赤穂線

200407／6032
週刊 鉄道の旅 第1巻第41号 通巻41号 中国・四国2
伯備線／境線

200407／6033
週刊 鉄道の旅 第1巻第11号 通巻11号 中国・四国3
山陰本線／一畑電鉄

200407／6034
週刊 鉄道の旅 第1巻第6号 通巻6号 中国・四国4 山
口線／木次線
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200407／6035
講談社シリーズMOOK 路面電車の走る街 №4 第1巻
第4号 広島電鉄／岡山電気軌道

平成25.10.10 発行

発行所 株式会社講談社

並製本・ 1冊

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2010.10. 1

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2008. 5. 1

発行所 株式会社ネコ・パブリッ
シング

並製本・ 1冊

2002

発行所 （株）三推社・（株）講談
社

並製本・ 1冊

1998.12. 1

発行所 大阪産業大学鉄道研究
部

並製本・ 1冊

2012. 4. 1 発行

発行所 株式会社洋泉社

並製本・ 1冊

平成22. 7.17 発行

編集・発行 南丹市立文化博物
館・南丹市日吉町郷土資料館

並製本・ 1冊

平成11. 3.20 発行

発行所 コウサイクリエイツ／発売 並製本・ 1冊
元 弘済出版社

平成12. 1.10 発行

発行所 コウサイクリエイツ／発売 並製本・ 1冊
元 弘済出版社

昭和62.12.25 発行

発行 株式会社機芸出版社

並製本・ 1冊

2009. 4.22～ 8.31

発行 鉄道博物館（財団法人東
日本鉄道文化財団）

並製本・ 1冊

平成 3.10. 1 発行

発行所 弘済出版社

並製本・ 1冊

平成23. 3.18 発行

発行所株式会社新潮社

刊・ 1冊

平成21. 3.18 発行

発行所株式会社新潮社

刊・ 1冊

平成 5. 5. 1 発行

編集兼発行者 橋本正夫／造本
日本文教出版株式会社

並製本・ 1冊

2017.12.10 第1刷発行

著者 牧野和人／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社フォト・パブリッシング

平成 9. 5.15 発行

発行所 （株）弘済出版社

並製本・ 1冊

昭和62. 7.30 発行

発行所 弘済出版社

並製本・ 1冊

2004. 5. 5 発行

著者 青木栄一・三宅俊彦／発
行所 大正出版株式会社

並製本・ 1冊

200407／6036
アールエムモデルズ 7月号増刊 第1巻第2号
1996. 7. 1 発行
DETAIL FILE 1 ＪＮＲの車輛たち 図面と写真で綴る車
輛プロフィール

200407／6037
レイル・マガジン10月号 第27巻第12号 325 特集 国
鉄王国 広島は今が旬！

200407／6038
国鉄時代五月号 第2巻第2号 vol.13 山陽路を行く

200407／6039
別冊ベストカー The貨物列車

200407／6040
Ikoma vol.32 北越急行 智頭急行 第3セクター鉄道の
新しい可能性を秘めて

200407／6041
洋泉社MOOK 古写真と時刻表でよみがえる「明治・
大正」の鉄道 絵葉書・時刻表・史料で振り返る100年
以上前の鉄道情景

200407／6042
平成22年度夏季「特別展 鉄道～果てしなく続く路～」

200407／6043
トラベルMOOK デジタル版 国鉄特急編成史 機関車・
客車篇

200407／6044
トラベルMOOK デジタル版 国鉄特急編成史 電車・気
動車篇

200407／6045
鉄道模型趣味 別冊 蒸気機関車スタイルブック

200407／6046
鉄道博物館第2回コレクション展図録 時刻表

200407／6047
鉄道ダイヤ情報 №90 第20巻11号 通巻102号 中国
山地の鉄道

200407／6048
日本鉄道旅行歴史地図帳 11号 中国四国

200407／6049
日本鉄道旅行歴史地図帳 11号 中国四国

200407／6050
汽車・水車・渡し舟―失われゆく心のふるさとを訪ね
て・旅の記録写真集―

200407／6051
山陽本線 昭和の思い出アルバム

200407／6052
トラベルムック ＪＲ特急10年の歩み 1986.11.1～
1997.3.22全記録

200407／6053
鉄道ダイヤ情報増刊号 第16巻8号 通巻44号 国鉄
特急変遷史 明治の特急から旅立ちＪＲ号まで

200407／6054
軽便鉄道 昭和戦後を生きた小さな旅客鉄道回想
長船友則協力
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200407／6055
森林鉄道からトロッコまで

2005. 3.15 発行

著者 青木栄一・三宅俊彦／発
行所 大正出版株式会社

昭和56. 7.10 初版第1
刷

奈良本辰也 監修／左方郁子 執 並製本・ 1冊
筆／発行所 自由国民社

昭和56. 7.10 初版第1
刷

奈良本辰也 監修／高野澄 執筆 並製本・ 1冊
／発行所 自由国民社

昭和62. 6. 1 発行

交友社

2012.12.25 第1刷発行

著者 三宅俊彦／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社

2015. 4. 1 初版発行

著者 中村光司／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

平成 9. 3.25 発行

編集 呉市史編さん室／発行 呉
市役所

並製本・ 1冊

2016. 7.15 初版発行

発行所 今井印刷株式会社

並製本・ 1冊

並製本・ 1冊

200407／6056
読める年表 7 明治大正篇

200407／6057
読める年表 8 昭和篇

200407／6058
鉄道ファン特別付録 ＪＲへ移行！国鉄最後の車両配
置表 昭和62年3月31日現在（鉄道ファン6月号付録
第27巻第6号 通巻314号）

刊・ 1冊

200407／6059
鉄道・秘蔵記録集シリーズ 特殊仕様車両 寝台車

200407／6060
知られざる連合軍専用客車の全貌

200407／6061
呉・戦後と復興―旧軍港都市転換法から平和産業港
湾都市へ―

200407／6062
三江線写真集

200407／6063
旅してみたい日本の鉄道遺産

2009. 8.31 第1版第1刷 著者 三宅俊彦／発行所 株式会 並製本・ 1冊
発行
社山川出版社

200407／6064
パンタグラフ №52 〈小特集〉山陰本線とその沿線

平成 9. 5. 1 発行

変種・発行 大阪大学鉄道研究
会

並製本・ 1冊

発行所 昭文社

並製本・ 1冊

200407／6065
レールウェイマップル 鉄道地図帳 中国・四国 鉄道地 2010
図帳

200407／6066
NEKO MOOK 乗車ルポ！ 最新豪華列車の旅

2014. 4. 3 発行

発行所株式会社ネコ・パブリッシ 並製本・ 1冊
ング

1999.11.17 初版発行

著者 斎藤雅男／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社鉄道ジャーナル社

2010. 2. 1 初版発行

著者 今尾恵介／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

昭和60. 7.25 第1刷発
行

著者 おのつよし／発行所 株式
会社新人物往来社

1995. 4.20 第1刷発行

著者 原田勝正／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社日本経済評論社

昭和52. 3.14 1版1刷

著者 島秀雄／発行所 日本経済 上製本・ 1冊
新聞社

200407／6067
驀進 鉄道とともに50年から

200407／6068
鉄道車窓絵図 西日本編
長船友則写真提供

200407／6069
日本の鉄道むかしむかし

上製本・ 1冊

200407／6070
汽車から電車へ―社会史的観察―

200407／6071
Ｄ51から新幹線まで 技術者のみた国鉄

200407／6072
現代の鉄道貨物輸送 交通ブックス106

平成 7.10.18 初版発行 著者 中島啓雄／発行者 （財）交 並製本・ 1冊
通研究協会／発売元 株式会社
成山堂書店

200407／6073
特殊鉄道とロープウェイ 交通ブックス105

平成 7.11.28 初版発行 著者 生方良雄／発行者 （財）交 並製本・ 1冊
通研究協会／発売元 株式会社
成山堂書店

200407／6074
徳山海軍燃料廠史（徳山大学叢書7）
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1989. 3.

著者 脇英夫・大西昭生・兼重宗
和・冨吉繁貴／発行 徳山大学
総合経済研究所

上製本・ 1冊
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200407／6075
日本のバス年代記

1999.11.24 初版発行

著者 鈴木文彦／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社グランプリ出版

2001.12.30 第1刷発行

著者 三宅俊彦／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社 荒地出版社

2010. 3.25 第1刷発行

著者 小林和生／発行所 東洋出 並製本・ 1冊
版株式会社

1994. 9.10 第1刷発行

著者 斎間亨／発行所 筑摩書房 並製本・ 1冊

昭和50. 1.20 11版

著者 角本良平／発行所 日本経 並製本・ 1冊
済新聞社

1990.10.20 第1刷発行

編集 日本放送協会／発行 日本 並製本・ 1冊
放送出版協会

2013. 2.20 第1刷発行

川島令三／発行所 株式会社講
談社

昭和54. 5.25 第1刷

著者 辻阪昭浩／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社

昭和52. 3.10 発行

著者 藤井松太郎／発行所 （財） 並製本・ 1冊
交通協力会出版部

昭和39.10.10 4版発行

監修者 加藤一郎／発行所 ダイ
ヤモンド社 編

昭和57. 1.21 発行

著者 反町昭浩／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社文献出版

200407／6076
時刻表最新情報

200407／6077
鉄道王雨宮敬次郎ど根性一代

200407／6078
新交通システムをつくる

200407／6079
鉄道と自動車 一億二〇〇〇万人の交通計画（日経
新書70）

200407／6080
ＮＨＫ歴史への招待 第27巻 鉄道の時代

200407／6081
〈図解〉配線で解く 「鉄道の不思議」山陽・山陰ライン
編（講談社＋α 文庫）

並製本・ 1冊

200407／6082
鉄道きっぷ大研究

200407／6083
国鉄とともに五〇年

200407／6084
東海道新幹線 高速と安全の科学

並製本・ 1冊

200407／6085
鉄道の日本史

200407／6086
新幹線発案者の独り言―元日本鉄道建設公団総裁・ 平成 4. 2. 8 第1刷発
篠原武司のネットワーク型新幹線の構想―
行

著者 篠原武司・高口英茂／発
行所 株式会社石田 パンリサー
チ出版局

並製本・ 1冊

2005. 2.25 改訂第1刷

監修 社団法人日本写真家協会
／編集 日本写真家ユニオン／
発行所 株式会社草の根出版会

並製本・ 1冊

2002. 3.20 第1刷

著者 斉藤博・作花文雄・吉田大 並製本・ 1冊
輔／発行所 財団法人 放送大学
教育振興会

1994.12.20 新訂版第4
刷発行

著者 千野直邦・尾中普子／発
行所 一橋出版株式会社

2000. 3.10 第1刷発行

著者 三木理史／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社日本経済評論社

2015. 7.10 初版第1刷

著者 加藤一孝／発行元 株式会 並製本・ 1冊
社南々社

200407／6087
写真著作権 2005改訂版

200407／6088
放送大学教材 現代社会と著作権

200407／6089
著作権法の解説 新訂版

並製本・ 1冊

200407／6090
地域交通体系と局地鉄道 その史的展開

200407／6091
もう一つの語り部 被爆電車物語

200407／6092
鉄道・路線廃止と代替バス

平成22. 4.30 初版発行 著者 堀内重人／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社東京堂出版

200407／6093
新幹線をつくった男島秀雄物語

2000. 5.20 初版第二刷 著者 髙橋団吉／発行所 株式会 上製本・ 1冊
発行
社小学館

200407／6094
小型蒸気機関車全記録 西日本編

2012. 2.28 第1刷発行

著者 高井薫平／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社
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200407／6095
続旅客索道

昭和54.10.30 初版第1
刷発行

著者 斎藤達男／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社コロナ社

200407／6096
貨物列車 機関車と貨車の分類と歴史がわかる本

2011. 1.25 第1版第1刷 著者 高橋政士・松本正司／発
行所 株式会社秀和システム

並製本・ 1冊

200407／6097
西の鉄路を駆け抜けたブルートレイン＆583系

2009. 4. 1 初版発行

著者 加地一雄／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

平成 2. 8. 1 発行

発行所 株式会社中央書院

並製本・ 1冊

1997.11. 1 発行

発行所 古今書院

並製本・ 1冊

昭和49.11. 5 第2刷発
行

編者 森垣常夫／発行所 （財）交 並製本・ 1冊
通協力会出版部

2000. 5. 1 発行

著者 河原匡喜／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社光人社

昭和63. 6.15 発行

著者 有賀宗吉／発行 十河信二 上製本・ 1冊
伝刊行会

2013. 2.18 第1刷発行

編集・発行 鉄道史学会／発売
株式会社日本経済評論社

上製本・ 1冊

昭和51.12. 1 発行

国鉄の空襲被害記録刊行会 編
纂／発行所 株式会社集文社

上製本・ 1冊

昭和44.12.20 第1刷

著者 藤島茂／発行所 株式会社 並製本・ 1冊
文芸春秋

1988. 9.15 第7刷

著者 城山三郎／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社文芸春秋

1988. 3.20 第1刷発行

著者 井口泰子／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社福武書店

2009. 6. 1 第1刷発行

著者 川島令三／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社草思社

1991. 2.25 発行

著者 今野信雄／発行所 旅行読 並製本・ 1冊
売出版社

昭和42.12.10 発行

著者 藤原義江／発行所 毎日新 上製本・ 1冊
聞社

昭和42. 5.30 第1刷

著作者 藤原義江／発行所 株式 上製本・ 1冊
会社文芸春秋

1988. 4.20 発行

著者 林順信／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
新潮社

200407／6098
運輸界 第43巻第8号 特集 蒸機保存の最前線

200407／6099
地理 vol.42,№11 特集 鉄道をつなぐ

200407／6100
源流を求めて 鉄道技術戦後の歩み

200407／6101
連合軍専用列車の時代 占領下の鉄道史探索

200407／6102
十河信二

200407／6103
鉄道史人物事典

200407／6104
国鉄の空襲被害記録

200407／6105
遠い汽笛

200407／6106
粗にして野だが卑ではない―石田禮助の生涯

200407／6107
小説 瀬戸大橋

200407／6108
全国鉄道事情大研究 中国篇2

200407／6109
日本人の旅行100年史 明治 大正 昭和の旅

200407／6110
我があき子抄

200407／6111
歌に生き恋に生き

200407／6112
汽車弁駅弁旅の味

200407／6113
日本の鉄道 100年の歩みから（三省堂ブックス34）

昭和48. 2.20 初版発行 著者 原田勝正・青木栄一／発
行者 株式会社三省堂

並製本・ 1冊

200407／6114
新幹線がなかったら

1988.12.2.5 初版発行

著者 山之内秀一郎／発行所 東 上製本・ 1冊
京新聞出版局

1988. 4. 1 第1刷発行

著者 原田勝正／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社吉川弘文館

200407／6115
鉄道と近代化（歴史文化ライブラリー38）
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200407／6116
山陰研究ブックレット6 三江線の過去・現在・未来 地
域の持続可能性とローカル線の役割

2017. 3.31 初版発行

著者 関耕平[ほか]／発行 今井
印刷株式会社

並製本・ 1冊

2016.12.15 発行

発行・編集 株式会社ザメディア
ジョンプレス

並製本・ 1冊

200407／6117
中国地方 ローカル線の旅 ガイドブック～愛しの三江
線～

200407／6118
鳥取県の歴史 県史シリーズ31

昭和49. 2.20 1版4刷発 著者 山中寿夫／発行所 株式会 上製本・ 1冊
行
社山川出版社

200407／6119
鳥取県の歴史散歩 全国歴史散歩シリーズ31

1975. 8.25 1版1刷発行 著者 鳥取県高等学校歴史研究
協議会／発行所 株式会社山川
出版社

並製本・ 1冊

1987.10.10 第1刷発行

発行所 株式会社山と渓谷社

並製本・ 1冊

昭和56.10. 1 第1刷発
行

発行所 株式会社山と渓谷社

並製本・ 1冊

1981. 3.20 再版発行

著者 髙橋摂／発行所 日本交通 並製本・ 1冊
公社出版事業局

1982. 7.20 改訂5版

著者 種村直樹／発行所 日本交 並製本・ 1冊
通公社出版事業局

1980. 1.20 改訂3版

著者 種村直樹／発行所 日本交 並製本・ 1冊
通公社出版事業局

1986. 6. 1 初版発行

時刻表編集部 編／発行所 日本 並製本・ 1冊
交通公社出版事業局

1982. 3. 1 初版発行

著者 髙橋摂／発行所 日本交通 並製本・ 1冊
公社出版事業局

1987. 3.20 初版発行

発行所 日本交通公社出版事業
局

並製本・ 1冊

1976.11.10 第1刷

増井健一 編著／教育社

並製本・ 1冊

昭和46.10.25 発行

著者 石井幸孝／発行所 中央公 並製本・ 1冊
論社

昭和58.12.20 第1刷発
行

著者 原田勝正／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社

昭和52. 3.25 発行

著者 柳田邦男／発行所 中央公 並製本・ 1冊
論社

昭和39. 9. 5 発行

著者 阪田貞之／発行所 中央公 並製本・ 1冊
論社

2010. 2.25 第4刷発行

著者 河合敦／発行所 株式会社 並製本・ 1冊
幻冬舎

昭和61. 3.25 発行

著者 兼松学／発行所（財）交通
協力会

1989. 2.20 第1刷発行

著者 立山学／発行所 株式会社 並製本・ 1冊
岩波書店

昭和56. 6.25 発行

著者 村岡實／発行所 中央公論 並製本・ 1冊
社

200407／6120
国鉄車両形式集8 客車 貨車

200407／6121
山渓カラー名鑑 日本の山

200407／6122
交通公社のガイドシリーズ 国鉄車両全ガイド 電車・
気動車・客車

200407／6123
交通公社のガイドシリーズ ブルー・トレイン全ガイド

200407／6124
交通公社のガイドシリーズ ブルー・トレイン全ガイド

200407／6125
交通公社のガイドシリーズ 西日本ローカル線全ガイ
ド

200407／6126
交通公社のガイドシリーズ 国鉄機関車全ガイド

200407／6127
交通公社のガイドシリーズ 406 100％新幹線ガイド

200407／6128
私鉄業界 産業界シリーズ30（教育社新書）

200407／6129
蒸気機関車（中公新書264）

200407／6130
汽車・電車の社会史（講談社現代新書420）

200407／6131
新幹線事故（中公新書461）

200407／6132
列車ダイヤの話（中公新書50）

200407／6133
岩崎弥太郎と三菱四代（幻冬舎新書155）

200407／6134
終戦前後の一小元 ある鉄道人の回想

並製本・ 1冊

200407／6135
ＪＲの光と影（岩波新書60）

200407／6136
日本のホテル小史（中公新書616）
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200407／6137
山陽道（中公新書399）

昭和50. 6.25 発行

著者 岸井良衛／発行所 中央公 並製本・ 1冊
論社

2008. 6. 5 再版

著者 宇田賢吉／発行所 中央公 並製本・ 1冊
論新社

昭和52. 4. 5 初版

監修 鉄道友の会／広済堂

並製本・ 1冊

昭和57.12.15 2刷

編著者 鉄道友の会東京支部運
転部会／発行所 廣済堂出版

並製本・ 1冊

昭和40. 5.25 4版発行

著者 佐藤常治／ 発行所 株式
会社秋田書店

並製本・ 1冊

200407／6138
電車の運転（中公新書1948）

200407／6139
時刻表大研究 点と線に挑戦する

200407／6140
時刻表なんでも事典 点と線のウラを読む

200407／6141
「時刻表」物語

200407／6142
時刻表マニア

昭和44. 5.15 初版発行 著者 鈴木良徳／発行所 報知新 並製本・ 1冊
聞社

200407／6143
時刻表マニア

昭和49. 1.15 初版発行 著者 鈴木良徳／発行所 グリー
ン・アロー出版社

並製本・ 1冊

昭和56. 1.25 発行

著者 鈴木良徳／発行所 グリー
ン・アロー出版社

並製本・ 1冊

昭和62. 8.10 初版

著者 松尾定行／発行所 廣済堂 並製本・ 1冊
出版

2000. 9.14 第1刷発行

著者 林順信・小林しのぶ／発行 並製本・ 1冊
所 株式会社集英社

1981. 1.20 第1刷

著者 森川英正／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社教育社

1986. 6. 5 第1刷

著者 三浦光男／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社教育社

1986.12. 2 第1刷

著者 三塚博／発行所 ネスコ／
発売元 株式会社文芸春秋

2009.12.15 第1刷発行

著者 宇都宮照信／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社交通新聞社

昭和55.11. 5 第4刷発
行

著者 丸山弘志／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社

1984. 2.20 第1刷発行

著者 原田勝正／株式会社岩波
書店

1989. 1.31 初版第1刷
発行

著者 藤澤研二／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社光文社

2012. 4.29 初版発行

著者・講話者 橋爪紳也・森五
宏・三木理史・渡哲郎・井田泰
人・松下孝昭・堀田典裕／発行
所 株式会社ブレーンセンター

200407／6144
もう一つ時刻表マニア

200407／6145
ＪＲのすべてがわかる本

200407／6146
駅弁学講座（集英社新書）

200407／6147
日本財閥史 歴史新書123

200407／6148
時事問題改設470 国鉄改革 経済と生活はどう変わ
るか？

200407／6149
さらば国有鉄道

並製本・ 1冊

200407／6150
食堂車乗務員物語（交通新聞社新書010）

200407／6151
鉄道の科学 旅が楽しくなる本（ブルーバックス B431）

200407／6152
日本の国鉄（岩波新書）

並製本・ 1冊

200407／6153
図説リニア新幹線 東京～大阪・1時間時代の人と街

200407／6154
熱き男たちの鉄道物語 関西の鉄道草創期にみる栄
光と挫折 新なにわ塾叢書4

並製本・ 1冊

200407／6155
定時発車 新幹線にっぽん縦断

昭和50. 3.25 第1版3刷 著者 萩原良彦／発行所 スポー
発行
ツニッポン新聞社出版局

並製本・ 1冊

200407／6156
新・たのしい時刻表（読売新書）
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昭和48. 7.15 第1刷

著者 清水晶／発行所 読売新聞 並製本・ 1冊
社
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200407／6157
国鉄処分 ＪＲの内幕（講談社文庫）

1989. 9.15 第1刷発行

鎌田慧／発行所 講談社

昭和60.12.20 発行

編著者 高田隆雄／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社新潮社

昭和39. 9.30 初版第1
刷発行

著者 渡辺公平・河合茂美・池田
初郎／発行所 株式会社社会思
想社

昭和61. 6. 1 発行

監修 巌津政右衛門 監修／発行 並製本・ 1冊
所 日本文教出版株式会社

昭和61.10.10 発行

監修 蓬郷巌／発行所 日本文教 並製本・ 1冊
出版株式会社

平成元. 3. 1 発行

著者 岡将男／発行所 日本文教 並製本・ 1冊
出版株式会社

1990. 7.20 第3刷発行

編者 週刊朝日／発行所 朝日新 並製本・ 1冊
聞社

昭和61. 7.25 発行

監修者 高田隆雄／著者 松尾定 並製本・ 1冊
行・三宅俊彦／発行所 株式会
社新潮社

2015. 6.12 第1刷発行

堀川恵子・小笠原信之／発行所 並製本・ 1冊
株式会社講談社

昭和58. 6.10 第5刷発
行

内橋克人／発行所 株式会社講
談社

平成 3. 1.25 3刷

著者 宮脇俊三／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社新潮社

平成 4. 8.31 発行

著者 吉川文夫／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社保育社

1992. 9.10 第1刷

著者 宮脇俊三／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社文芸春秋

平成 8. 7.20 発行

著者 河原馨／発行所 日本文教 並製本・ 1冊
出版株式会社

平成 8.11.10 発行

著者 片山薫／発行所 日本文教 並製本・ 1冊
出版株式会社

昭和43. 9.15 発行

編者・発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

昭和44. 3.20 発行

編者・発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

昭和43.12.15 発行

編者・発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

昭和43.10.15 発行

編者・発行所 毎日新聞社

並製本・ 1冊

2000.10. 1 発行

発行所 （株）ネコ・パブリッシング 並製本・ 1冊

1994. 1. 1 発行

発行所 （株）ネコ・パブリッシング 並製本・ 1冊

並製本・ 1冊

200407／6158
特急列車（新潮文庫）

200407／6159
東海道線 「汽笛一声」から「新幹線」まで（現代教養
文庫490）

並製本・ 1冊

200407／6160
岡山文庫122 目でみる岡山の明治

200407／6161
岡山文庫124 目でみる岡山の大正

200407／6162
岡山文庫137 岡山の内田百閒

200407／6163
値段の明治大正昭和風俗史 上（朝日文庫770）

200407／6164
時刻表百年史（新潮文庫）

200407／6165
チンチン電車と女学生 1945年8月6日・ヒロシマ（講談
社文庫）

200407／6166
匠の時代 第3巻（講談社文庫）

並製本・ 1冊

200407／6167
汽車との散歩（新潮文庫）

200407／6168
楽しい軽便鉄道（カラーブックス）

200407／6169
失われた鉄道を求めて（文春文庫）

200407／6170
岡山文庫182 岡山の智頭線

200407／6171
岡山文庫183 出雲街道

200407／6172
旅情100年 日本の鉄道

200407／6173
スピード100年 日本の鉄道

200407／6174
トンネル100年 日本の鉄道

200407／6175
機関車100年 日本の鉄道

200407／6176
レイル・マガジン十月号増刊 第17巻第13号 トワイラ
イトゾーン マニュアル9（RM POCKET25）

200407／6177
レイル・マガジン 第11巻第2号 日本の蒸気機関車
（RM POCKET6）
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200407／6178
レイル・マガジン6月号増刊 第14巻第9号 プロフェッ
サー吉岡の私有貨車図鑑（RM POCKET16）

1997. 6. 1 発行

吉岡心平 著／発行所 （株）ネ
コ・パブリッシング

1995.10. 1 発行

発行所 （株）ネコ・パブリッシング 並製本・ 1冊

2001.10. 1 発行

発行所 （株）ネコ・パブリッシング 並製本・ 1冊

2012.11.30 発行

発行所 イカロス出版

並製本・ 1冊

200407／6179
カー・マガジン10月号増刊 第17巻第19号 トワイライト
ゾーン マニュアルⅣ（RM POCKET11）

200407／6180
レイル・マガジン10月号増刊 第18巻第12号 トワイラ
イトゾーン マニュアル10（RM POCKET27）

200407／6181
東京駅ものがたり 秘蔵の写真でたどる歴史写真帖

並製本・ 1冊

200407／6182
新幹線100系乗りつぶし・食べつくし物語

平成13. 4.28 初版発行 著者 小川修／発行所 株式会社 並製本・ 1冊
成山堂書店

200407／6183
山陰駅旅

2015.10. 1 初版発行

監修 西日本旅客鉄道株式会社
／発行所 今井印刷株式会社

並製本・ 1冊

平成13. 9. 1 発行

新人物往来社

並製本・ 1冊

200407／6184
歴史読本 9月号（第46巻第9号） 特集 日本の創業者
波乱万丈伝

200407／6185
鉄道連絡線のその後

平成14. 1.28 初版発行 著者 古川達郎／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社成山堂書店

200407／6186
鉄道史叢書9 近代日本と鉄道史の展開

1995. 5.20 第1刷発行

著者 宇田正／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
日本経済評論社

1980. 9.10 第1刷発行

編者 日本の吸収編集委員会／
発行所 株式会社三省堂

上製本・ 1冊

1998.10.20 初版発行

編著 日本鉄道建設公団高速化
研究会／発行所 交通新聞社

上製本・ 1冊

昭和60. 8.20 初版第1
刷発行

著者 斎藤達男／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社コロナ社

2004. 5.20 第1刷発行

著者 松下孝昭／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社日本経済評論社

1998.10.25 第1刷発行

著者 沢井実／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
日本経済評論社

1986. 5.10 第1刷発行

編著者 野田正穂・原田勝正・青
木栄一・老川慶喜／発行所 株
式会社日本経済評論社

1994.12.10 初版第2刷
発行

著者 山本有造／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社ミネルヴァ書房

2013. 8. 5 第1刷発行

編著者 宇田正・畠山秀樹／発
行所 株式会社日本経済評論社

200407／6187／
日本の空襲 七 中国・四国

200407／6188
三セク新線高速化の軌跡

200407／6189
日本近代の架空索道

200407／6190
近代日本の鉄道政策 1890～1922年

200407／6191
日本鉄道車輛工業史

200407／6192
鉄道史叢書2 日本の鉄道 成立と展開

上製本・ 1冊

200407／6193
両から円へ 幕末・明治前期貨幣問題研究

200407／6194
日本鉄道史像の多面的考察

上製本・ 1冊

200407／6195
時刻表名探偵

昭和54. 4.20 13刷発行 著者 石野哲／発行所 日本交通 上製本・ 1冊
公社出版事業局

200407／6196
カラー 特急2 国鉄西日本編 山溪カラーガイド79

昭和53. 9.14 初版発行 写真 廣田尚敬／文 竹島紀元／ 上製本・ 1冊
発行所 株式会社山と渓谷社

200407／6197
挑戦 日本最初乗合自動車に寄せて

338

平成 2. 9. 5 発行

著者 山﨑新光／発行所 山﨑書 並製本・ 1冊
林
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200407／6198
ホテル日本近代

2003. 5.21 第1刷

著者 富田昭次／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社青弓社

昭和57. 8.31 発行

高田勝之助／発行人 鳥取市教
育福祉振興会

並製本・ 1冊

昭和45. 6.20 発行

著者兼発行者 大橋範吾

並製本・ 1冊

200407／6199
巷談…鳥取の自動車 郷土シリーズ20

200407／6200
おぼえがき

200407／6201
橋のはなし Ⅰ

1985. 9.10 1版1刷発行 編者 吉田巌／発行所 技報堂出 並製本・ 1冊
版株式会社

200407／6202
船上山案内記

平成 4. 8. 9 発行

執筆 赤碕町文化財解説員連絡
協議会／発行所 立花書院

昭和52.12.20 第1刷発
行

著者 高木文雄／発行所 東洋経 並製本・ 1冊
済新報社

1993. 2.10 第1刷

著者 碇義朗／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
文芸春秋

昭和60.12.10 初版発
行

著者 柳井潔／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
新人物往来社

昭和59.10.10 初版発
行

著者 海老名浩一／発行所 日本 並製本・ 1冊
交通公社出版事業局

1986.12.19 第1刷発行

著者 加藤仁／発行所 株式会社 上製本・ 1冊
講談社

並製本・ 1冊

200407／6203
国鉄ざっくばらん ”赤字の王様のひとりごと”

200407／6204
超高速に挑む 新幹線開発に賭けた男たち。

200407／6205
証言記録 国鉄新幹線

200407／6206
新幹線 「夢の超特急」の20年

200407／6207
国鉄崩壊

200407／6208
鉄路の闘い100年―鉄道防災物語―

昭和47. 9. 1 初版発行 編者 国鉄防災100年史編纂会
／発行所 （株）山海堂

並製本・ 1冊

昭和60.10.11 初版発
行

並製本・ 1冊

200407／6209
国鉄再建はこうなる

著者 加藤寛／発行所 ダイヤモ
ンド社

200407／6210
鉄道きっぷ博物館

昭和55. 2.15 初版発行 著者 築島裕／発行所 日本交通 並製本・ 1冊
公社出版事業局

200407／6211
日本の時刻制度

昭和41. 9.20 発行

著者 橋本万平／発行所 塙書房 上製本・ 1冊

1998.12. 8 第1刷発行

著者 永井英慈／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社プレジデント社

平成 7.11.20 発行

著者 久木田末夫／発行所 交通 並製本・ 1冊
新聞社

昭和60.10.14 発行

編集 「国鉄ことば物語」編さん委 並製本・ 1冊
員会／発行所 財団法人 交通協
力会 刊

200407／6212
私の電車主義宣言

200407／6213
戦後鉄道五十年の歩み

200407／6214
国鉄ことば物語

200407／6215
やさしい鉄道の法規 ＪＲと私鉄の実例（交通ブックス
108）

平成 9. 3.18 初版発行 著者 和久田康雄／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社成山堂書店

200407／6216
路面電車 ライトレールをめざして（交通ブックス111）

平成11. 6.18 初版発行 著者 和久田康雄／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社成山堂書店

200407／6217
きっぷの話（交通ブックス102）

平成 6.12.18 初版発行 著者 徳江茂／発行所 株式会社 並製本・ 1冊
成山堂書店

200407／6218
時刻表百年のあゆみ（交通ブックス107）

平成 8. 4.18 初版発行 著者 三宅俊彦／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社成山堂書店

339

200407 広島市 長船友則氏収集資料仮目録

200407／6219
鉄道人 佐藤栄作

昭和52. 5. 1 発行

編纂発行 「鉄道人 佐藤栄作」刊 上製本・ 1冊
行会

昭和46. 7.15 第2刷発
行

著者 大悟法利雄／発行所 株式 上製本・ 1冊
会社講談社

1998. 1. 1 第1刷発行

編集・発行人 内田重行／発行
京都駅ビル開発株式会社

2008. 6.16 第1刷発行

著者 老川慶喜／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社日本経済評論社

200407／6220
なつかしの鉄道唱歌

200407／6221
京都駅ビル ガイドブック

並製本・ 1冊

200407／6222
近代日本の社会と交通3 近代日本の鉄道構想

200407／6223
鉄道連絡線100年の航跡

昭和63. 5.28 初版発行 著者 古川達郎／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社成山堂書店

200407／6224
日本の鉄道連絡船

昭和51. 5.20 初版発行 著者 古川達郎／発行所 海文堂 並製本・ 1冊
出版株式会社

200407／6225
山陽路四十八次

昭和48.11. 1 発行

編者 中国新聞社／発行所 新人 上製本・ 1冊
物往来社

2002.12. 9 初版発行

著者 かわぐち つとむ／発行所
株式会社グランプリ出版

2005. 9.21 初版発行

著者 三宅俊彦／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社グランプリ出版

2001. 7.23 初版第1刷
発行

著者 寺本光照／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社中央書院

1993. 8.30 初版発行

編著者 池田光雅／発行所 中央 上製本・ 1冊
書院

2001. 3.16 第3刷発行

著者 葛西敬之／発行所 東洋経 上製本・ 1冊
済新報社

2005. 4.18 第1刷発行

著者 松下孝昭／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社日本経済評論社

1989. 1.16 初版発行

著者 角本良平／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社白桃書房

1993. 5.10 第3刷発行

著者 佐々木冨泰・網谷りょういち 上製本・ 1冊
／発行所 株式会社日本経済評
論社

1996. 4.25 第2刷発行

著者 佐々木冨泰・網谷りょういち 上製本・ 1冊
／発行所 株式会社日本経済評
論社

1987.10. 1 初版第1刷
発行

著者 中西健一／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社晃洋書房

2003. 4. 1 初版発行

著者 寺本光照／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2005. 4.25 第1刷発行

発行所 朝日新聞社

上製本・ 1冊

昭和58. 9.20 初版第1
刷発行

編集 株式会社表現研究所／発
行所 小学館

上製本・ 1冊

200407／6226
食堂車の明治・大正・昭和

並製本・ 1冊

200407／6227
日本鉄道史年表（国鉄ＪＲ）

200407／6228
国鉄・ＪＲ 列車名大事典

200407／6229
鉄道総合年表 1972-93

200407／6230
未完の「国鉄改革」 巨大組織の崩壊と再生

200407／6231
近代日本の社会と交通10 鉄道建設と地方政治

200407／6232
1869-1987 鉄道政策の検証

200407／6233
事故の鉄道史 疑問への挑戦

200407／6234
続事故の鉄道史

200407／6235
国有鉄道―経営形態論史―（現代交通経済学叢書
第2巻）

200407／6236
新・名列車列伝（マイロネBOOKS）

200407／6237
さようなら 寝台特急あさかぜ 名門ブルートレイン栄
光の軌跡（アサヒDVDブック）

200407／6238
万有ガイドシリーズ25 機関車 電気・ディーゼル
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200407／6239
万有ガイドシリーズ12 蒸気機関車 日本編

昭和56. 8. 1 初版第1
刷発行

編集 株式会社表現研究所／発
行所 小学館

2001. 5.27 初版1刷発
行

著者 原田勝正／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社刀水書房

平成19.12.20 発行

著者 田辺良平／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社溪水社

平成 7. 9. 1 発行

著者 竹島浅吉／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社溪水社

1988. 6.25 第1刷発行

著者 原田勝正／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社日本経済評論社

平成13. 6.15

著者 澄田信義／発行 株式会社 並製本・ 1冊
ぎょうせい

2014. 9.30 初版発行

編集・発行 公益社団法人中国
地方総合研究センター

並製本・ 1冊

昭和43.11.30 第2刷

発行所 毎日新聞社

上製本・ 1冊

1988. 5.31 第3刷発行

著者 伊原一夫／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社グランプリ出版

1977. 3.25 発行

著者 沢和哉／発行所 築地書館 上製本・ 1冊

1983. 6.15 発行

著者 橋本克彦／発行所 JICC
出版局

昭和55.11.15 初版第1
刷発行

著者 佐野裕二／発行所 社団法 並製本・ 1冊
人発明協会

上製本・ 1冊

200407／6240
日本鉄道史－技術と人間－（刀水歴史全書53）

200407／6241
広島を元気にした男たち 明治・大正期の財界人

200407／6242
宇品築港物語

200407／6243
産業の昭和社会史8 鉄道

200407／6244
汽笛に想う 鉄道マン知事の交通への挑戦

200407／6245
中国総研地域再発見BOOKS4 中国地方の鉄道探見
鉄路の歴史とその魅力

200407／6246
島根百年

200407／6247
鉄道車両メカニズム図鑑

200407／6248
鉄道に生きた人びと 鉄道建設小史

200407／6249
線路工手の唄が聞えた

上製本・ 1冊

200407／6250
発明の歴史 自転車

200407／6251
弾丸列車 幻の東京発北京行き超特急

平成 6.12.15 初版発行 著者 前間孝則／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社実業之日本社

200407／6252
鉄道一〇〇年 文学と随筆選集 汽笛一声

昭和47.10.14 初版発
行

発行所 実業之日本社

昭和35.10.20 初版発
行

著者 宮本又次／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社 創元社

昭和39. 1.10 2版発行

著者 宮本又次／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社 創元社

昭和37.12.10 初版発
行

著者 宮本又次／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社 創元社

上製本・ 1冊

200407／6253
大阪商人太平記 明治維新編

200407／6254
大阪商人太平記 明治中期編

200407／6255
大阪商人太平記 明治後期編（上）

200407／6256
大阪商人太平記 明治後期編（下）

昭和38. 1.10 初版発行 著者 宮本又次／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社 創元社

200407／6257
大阪商人太平記 大正編（上）

昭和39. 9.10 初版発行 著者 宮本又次／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社 創元社

200407／6258
民間活力による社会資本整備

昭和62. 4.25 発行

著者 小川功／発行所 鹿島出版 並製本・ 1冊
会

200407／6259
日本史ブックレット59 近代化の旗手、鉄道

2001. 5.25 1版1刷発行 著者 堤一郎／発行所 山川出版 並製本・ 1冊
社
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200407／6260
国鉄改革―鉄道の未来を拓くために―

昭和60. 8.26 初版発行 監修 日本国有鉄道再建監理委
員会事務局／発行 財団法人運
輸振興協会

並製本・ 1冊

200407／6261
集英社版日本の歴史19 帝国主義と民本主義

1992.12. 9 初版第1刷
発行

著作者 武田晴人／発行所 株式 上製本・ 1冊
会社集英社

1992.11.11 初版第1刷
発行

著作者 海野福寿／発行所 株式 上製本・ 1冊
会社集英社

1989.10.30 第1刷発行

著者 橋本克彦／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社講談社

1993. 7.10 初版発行

著者 沢和哉／発行所 築地書館 並製本・ 1冊
株式会社

1992. 8. 1 初版発行

編集 岡本仁・野ばら社編集部／ 並製本・ 1冊
発行所 株式会社野ばら社

2000. 6. 8 初版発行

著者 久保田博／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社グランプリ出版

1999.12.15 初版第1刷
発行

編著者 坂本忠次／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社大学教育出版

200407／6262
集英社版日本の歴史18 日清・日露戦争

200407／6263
日本鉄道物語

200407／6264
日本の鉄道 120年の話

200407／6265
鉄道唱歌

200407／6266
鉄道重大事故の歴史

200407／6267
地域史における自治と分権

200407／6268
レイル・マガジン 第11巻第17号 ＤＤ51と仲間たち（RM 1994.12. 1 発行
POCKET9）

発行所 （株）ネコ・パブリッシング 並製本・ 1冊

200407／6269
巨大組織腐敗の法則 国鉄に何を学ぶか

昭和62. 4. 1 第1刷

著者 屋山太郎／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社文芸春秋

2003. 4. 1 初版発行

著者 鉄道資料研究会／発行所
ＪＴＢ

200407／6270
象は汽車に乗れるか よみがえる昭和の鉄道史（マイ
ロネBOOKS）

並製本・ 1冊

200407／6271
各駅停車 鳥取県 全国歴史散歩32

昭和59. 3.30 初版発行 新日本海新聞社 編／発行所 河 並製本・ 1冊
出書房新社

200407／6272
時刻表昭和史（角川選書100）

昭和55. 7.30 初版発行 著者 宮脇俊三／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社角川書店

200407／6273
鉄道史録 鉄輪の軌跡

昭和56. 8. 1 第1刷発
行

著者 久保田博／発行所 大正出 上製本・ 1冊
版株式会社

昭和56. 5.20 第1刷発
行

著者 松本剛／発行所 大正出版 上製本・ 1冊
株式会社

昭和61.10.18 第6版

著者 大野光基／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社善本社

昭和54. 8. 5 第2版発
行

著者 瓜生忠夫／発行所 社団法 上製本・ 1冊
人家の光協会

昭和43. 8.10 発行

著者 山田直匡／発行所 鹿島研 上製本・ 1冊
究所出版会

200407／6274
鉄道史録 走れ陸蒸気

200407／6275
国鉄を打った官僚たち

200407／6276
駅弁物語

200407／6277
お雇い外国人 交通

200407／6278
増補追録 歌でつづる鉄道百年

昭和56. 8.25 再版発行 著者 高取武／発行所 鉄道図書 並製本・ 1冊
刊行会

200407／6279
ぼくは満員電車で原爆を浴びた
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2013. 7.16 初版第1刷
発行

語り 米澤鐡志／文 由井りょう子
／発行所 株式会社小学館

上製本・ 1冊
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200407／6280
決定版 日本の蒸気機関車

1999. 4. 2 第2刷発行

著者 宮澤孝一／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社講談社

2005. 5.28 初版発行

発行所 株式会社ザメディアジョ
ン

昭和60. 6.10 発行

著者 久保田博／発行所 大正出 上製本・ 1冊
版株式会社

2000. 3.10 初版発行

著者 所澤秀樹／発行所 （株）山 並製本・ 1冊
海堂

2000. 4.10 初版発行

著者 所澤秀樹／発行所 （株）山 並製本・ 1冊
海堂

1986. 7. 1

編者 原田勝正・小池滋・青木栄
一・宇田正／発行所 株式会社
日本経済評論社

1993. 7.23 第1刷発行

著者 和久田康雄／発行所 株式 並製本・ 1冊
会社アテネ書房

1989. 9.11 初版発行

著者 三浦陽道／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社ティービーエスブリタニカ

200407／6281
ヒナゴン 公式ファンブック

並製本・ 1冊

200407／6282
鉄道史録 鉄道経営史

200407／6283
国鉄の空襲被害記録戦後がわかる本 上巻

200407／6284
国鉄の空襲被害記録戦後がわかる本 下巻

200407／6285
鉄道と文化

並製本・ 1冊

200407／6286
鉄道をよむ

200407／6287
ＪＲ株式上場 国鉄民営化の成否を問う

200407／6288
名列車列伝―時代を駆けた列車たち―

昭和63. 1.10 初版発行 著者 大久保邦彦・寺本光照／
発行所日本交通公社出版事業
局

並製本・ 1冊

200407／6289
日本史小百科近代 鉄道

1996. 9.17 初版発行

著者 老川慶喜／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社東京堂出版

1988.10.20 初版第1刷
発行

著者 雑賀進／発行所鉄道日本
社

2003. 6.10 第1刷発行

著者 三宅俊彦／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社新人物往来社

1993. 9.25 第1刷発行

著者 ＮＨＫ「テクノパワー」プロ
ジェクト／発行 日本放送出版協

1988. 5.17 初版第1刷
発行

著者 種村直樹／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社創隆社

平成 3. 3. 1 第1刷発
行

著者 原田勝正／発行所 株式会 上製本・ 1冊
社吉川弘文館

平成25. 1. 1 発行

著者 田辺良平／発行所（有）春
秋社

200407／6290
自動連結器

並製本・ 1冊

200407／6291
時刻表の謎

200407／6292
ＮＨＫスペシャル 巨大建設の世界2 長大橋への挑戦

並製本・ 1冊

200407／6293
貴婦人Ｃ571の軌跡

200407／6294
日本歴史叢書45 日本の鉄道

200407／6295
広島産業界先駆け者伝 時代の先頭を走った人たち

並製本・ 1冊

200407／6296
昔の「富士」はいまいずこ

平成 6. 3.25 初版発行 著者 西沢有／発行所 （株）交通 並製本・ 1冊
新聞社出版局

200407／6297
新・列車名大研究

1989. 1. 1 初版発行

著者 大久保邦彦・曽田英夫／
発行所ＪＴＢ日本交通公社出版
事業局

並製本・ 1冊

平成 2.10.20 発行

著者 荒川好夫・ＪＲＲ／発行所
株式会社保育社

並製本・ 1冊

1989. 3.30 発行

著者 原田勝正／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社筑摩書房

200407／6298
ＪＲの車両 ＪＲ貨物

200407／6299
国鉄解体（ちくまライブラリー10）
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200407／6300
鉄道の地理学

2008.10.15 第1版第1
刷発行

著者 青木栄一／発行所 ＷＡＶ
Ｅ出版

2008.10.10 初版発行

著者 秋山岳志／発行者 株式会 並製本・ 1冊
社千草書房

並製本・ 1冊

200407／6301
英国「乗物遺産」探訪

200407／6302
汽笛一声―エピソード鉄道百年―

昭和43. 8.15 初版発行 監修 日本国有鉄道広報部／著 並製本・ 1冊
者 和田和男／発行所 株式会社
人物往来社

200407／6303
全国保存鉄道Ⅱ（ＪＴＢキャンブックス）

1994.11. 1 初版発行

著者 白川淳／発行所 ＪＴＢ 日
本交通公社出版事務局

並製本・ 1冊

著者 白川淳／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

200407／6304
全国保存鉄道Ⅳ 西日本編 追憶の鉄路を走った車両 1998.12. 1 初版発行
たち（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6305
鉄道廃線跡を歩く 失われた鉄道実地調査60（ＪＴＢ
キャンブックス）

1996. 1. 1 2刷発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊
日本交通公社出版事業局

1996. 9. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊
日本交通公社出版事業局

1997. 7. 1 2刷発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

1997.12. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

1998. 6. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

1999. 3. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

2000. 1. 1 初刷発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

2001. 8. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

200407／6306
鉄道廃線跡を歩くⅡ 実地踏査消えた鉄道60（ＪＴＢ
キャンブックス）

200407／6307
鉄道廃線跡を歩くⅢ 今も残る消えた鉄路の痕跡60
（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6308
鉄道廃線跡を歩くⅣ 実地踏査失われた鉄道60（ＪＴＢ
キャンブックス）

200407／6309
鉄道廃線跡を歩くⅤ 消えた鉄道実地踏査60（ＪＴＢ
キャンブックス）
長船友則執筆「今福線」

200407／6310
鉄道廃線跡を歩くⅥ 実地踏査地図から消えた鉄道
60（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則執筆「岩井町営軌道」

200407／6311
鉄道廃線跡を歩くⅦ 地図から消えた鉄道実地踏査
60（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則執筆「福塩線旧線」

200407／6312
鉄道廃線跡を歩くⅧ 失われた鉄道の情景実地踏査
60（ＪＴＢキャンブックス）

長船友則執筆「山陽本線旧船坂トンネル」「呉線電化による廃止トンネル」

200407／6313
鉄道廃線跡を歩くⅨ 実地踏査消えた鉄道50（ＪＴＢ
キャンブックス）

2002. 8. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

長船友則執筆「呉市営電気軌道」「山陽本線電化による廃止トンネル」

200407／6314
鉄道廃線跡を歩くⅩ 失われた鉄道実地踏査80（ＪＴＢ
キャンブックス）

2003.10. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

長船友則執筆「尾道周辺の山陽鉄道境界杭」「山陽本線の推知バック式信号場」「可部線旧線」「大日本軌道山口支社」

200407／6315
知られざる鉄道Ⅱ 鉄道はこんなにも怪しく愉しい!!（Ｊ
ＴＢキャンブックス）

2003. 8. 1 初版発行

著者 せんろ商会／発行所 ＪＴＢ

1998. 1. 1 初版発行

編著者 宮脇俊三／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊

1998. 4. 1 初版発行

著者 浅野明彦／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

1999. 4. 1 初版発行

著者 岡本憲之／発行所ＪＴＢ

並製本・ 1冊

並製本・ 1冊

200407／6316
時刻表でたどる鉄道史”数字の森”から歴史が見え
る！（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6317
鉄道考古学を歩く（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6318
全国軽便鉄道 失われたナローゲージ物語300選（ＪＴ
Ｂキャンブックス）
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200407／6319
日本の路面電車Ⅰ 暮らしに生きる軌道線（ＪＴＢキャ
ンブックス）

2000. 3. 1 初版発行

著者 原口隆行／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2000. 6. 1 初版発行

著者 原口隆行／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2000. 6. 1 初版発行

著者 今尾恵介／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2000. 8. 1 初版発行

著者 須田寛／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2000.12. 1 初版発行

著者 杉崎行恭／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2001. 4. 1 初版発行

著者 曽田英夫／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2001. 5. 1 初版発行

著者 笹田昌宏・岸由一郎／発
行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2001. 6. 1 初版発行

著者 原口隆行／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2002. 6. 1 初版発行

著者 森口誠之／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2001. 9. 1 初版発行

著者 森口誠之／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2001.11. 1 初版発行

著者 浅野明彦／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2002. 2. 1 初版発行

著者 寺田裕一／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2003. 1. 1 初版発行

著者 寺田裕一／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2003. 4. 1 初版発行

著者 寺田裕一／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2002. 1. 1 初版発行

著者 塚本和也／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2003. 1. 1 初版発行

著者 小野田滋／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2003. 8. 1 初版発行

著者 沢柳健一／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2003. 5. 1 初版発行

著者 吉川文夫／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

2003.11. 1 初版発行

著者 石井幸孝／発行所 ＪＴＢ

並製本・ 1冊

200407／6320
日本の路面電車Ⅲ 思い出に生きる軌道線（ＪＴＢキャ
ンブックス）

200407／6321
地形図でたどる鉄道史[西日本編] 鉄道近代化の足
跡を図上観察（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6322
東海道新幹線 写真・時刻表で見る新幹線の昨日・今
日・明日（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6323
駅舎再発見 時代の姿をとどめる駅舎を訪ねて（ＪＴＢ
キャンブックス）

200407／6324
時刻表昭和史探見 戦時下の鉄道地図から家電広告
まで近代日本を誌上発掘（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6325
全国トロッコ列車 ファミリーで楽しむ愉快なレイルウェ
イたち（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6326
時刻表でたどる特急・急行史 明治・大正・昭和を駆け
た花形列車たち（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6327
鉄道未成線を歩く〈国鉄編〉 夢破れて消えた鉄道計
画線 実地踏査（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則資料提供・協力

200407／6328
鉄道未成線を歩く〈私鉄編〉 夢破れて消えた鉄道計
画線 実地踏査（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6329
昭和を走った列車物語 鉄道史を彩る十五の名場面
（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則写真・資料提供

200407／6330
ローカル私鉄車輛20年 西日本編 西日本26社 466形
式 1851両データ掲載（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6331
ローカル私鉄車輛20年 第3セクター・貨物専業編 全
国61社 247形式 922両データ掲載（ＪＴＢキャンブック
ス）
長船友則写真提供

200407／6332
ローカル私鉄車輛20年 路面電車・中私鉄編 全国29
社 328形式 2183両データ掲載（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則写真提供

200407／6333
遥かなりＣ56 ポニーの詩情と宿命の行路（ＪＴＢキャ
ンブックス）

200407／6334
鉄道構造物探見 トンネル，橋梁の見方・調べ方（ＪＴ
Ｂキャンブックス）

200407／6335
旧型国電50年Ⅱ 戦後の全盛期から終焉までの変遷
を完全網羅（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6336
譲渡車両 今昔 ところを変えて生き続ける車両人生
（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6337
キハ58物語 津々浦々くまなく走ったディーゼル急行
1900両（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則写真・資料提供資料協力
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200407／6338
東京駅歴史探見 古写真と史料で綴る東京駅90年の
歩み（ＪＴＢキャンブックス）

2003.12. 1 初版発行

著者 長谷川章・三宅俊彦・山口
雅人／発行所 ＪＴＢ

2005. 3. 1 初版発行

著者 南谷昌二郎／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊
パブリッシング

2008.11. 1 2刷発行

著者 長船友則／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2005. 8. 1 初版発行

著者 石井幸孝／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2006. 9. 1 初版発行

著者 福原俊一／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2006.11. 1 初版発行

著者 寺田裕一／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2008. 9. 1 初版発行

著者 寺田裕一／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

幻の国鉄車両 夢の広軌道化計画と，未成の機関車・ 2007.11. 1 初版発行
客車・気動車・電車（ＪＴＢキャンブックス）

編集人 大野雅弘／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊
パブリッシング

並製本・ 1冊

200407／6339
山陽新幹線 関西・中国・北九州を結ぶ大動脈（ＪＴＢ
キャンブックス）

200407／6340
広電が走る街今昔 ＬＲＴに脱皮する電車と街並み変
遷（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6341
キハ82物語 「はつかり」で始まったディーゼル特急半
世紀の物語（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6342
国鉄急行電車物語 80系湘南形から457系まで国鉄
急行形電車の足跡（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則資料提供・教示

200407／6343
私鉄気動車30年 全国67社 1056両データ掲載（ＪＴＢ
キャンブックス）
長船友則写真提供

200407／6344
私鉄の廃線跡を歩くⅣ 中国・四国・九州編 この50年
間に廃止された全私鉄の現役時代と廃線跡を訪ねて
（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6345

長船友則写真協力

200407／6346
山陽鉄道物語 先駆的な営業施策を数多く導入した
輝しい足跡（ＪＴＢキャンブックス）

2008. 2. 1 初版発行

著者 長船友則／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

帯記載「祝・島秀雄記念優秀著作賞受賞」

200407／6347
寝台急行「銀河」物語 東海道の夜に輝いた60年…（Ｊ 2008. 3. 1 発行
ＴＢキャンブックス）

著者 三宅俊彦／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

200407／6348
鉄道連絡線細見 海峡を結ぶ”動く架け橋”をたずね
て（ＪＴＢキャンブックス）

2008.12. 1 初版発行

著者 古川達郎／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2009. 1. 1 初版発行

著者 三宅俊彦／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2009. 5. 1 初版発行

著者 交通情報部／発行所 ＪＴＢ 並製本・ 1冊
パブリッシング

2010. 2. 1 初版発行

著者 岡本憲之／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2010. 3. 1 初版発行

著者 三宅俊彦／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2012.12. 1 初版発行

著者 三宅俊彦・寺本光照／発
行所 ＪＴＢパブリッシング

2013. 8. 1 初版発行

著者 福原俊一／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

2014. 8. 1 初版発行

著者 福原俊一／発行所 ＪＴＢパ 並製本・ 1冊
ブリッシング

長船友則写真・資料提供協力

200407／6349
ブルートレイン 夢を運んで半世紀（ＪＴＢキャンブック
ス）

200407／6350
時刻表1000号物語 表紙で見る「時刻表」あゆみと鉄
道史（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則編集協力

200407／6351
軽便鉄道時代 北海道から沖縄まで”せまいせんろ”
の軌跡（ＪＴＢキャンブックス）
長船友則写真・資料協力

200407／6352
時刻表でたどる夜行列車の歴史 時代を彩った名列
車たちの記憶（ＪＴＢキャンブックス）

200407／6353
国鉄・ＪＲ 特急列車100年 特別急行「1・2列車」から
「みずほ」まで（ＪＴＢキャンブックス）

並製本・ 1冊

長船友則写真協力

200407／6354
111・113系物語 近郊形電車50年・3000両の軌跡（ＪＴ
Ｂキャンブックス）

200407／6355
115系物語 ”無事是名車”山用近郊電車50年の記録
（ＪＴＢキャンブックス）
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200407／6356
〔鉄道友の会 2009年島秀雄記念優秀著作賞記念楯〕 2009.
（単行本部門 山陽鉄道物語）

鉄道友の会→長船友則殿

木製楯・ 1点

昭和60. 3.10

編著者 辻岩雄／あき書房

並製本・ 1冊

2007.12.28 第1刷発行

著者 川島令三／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社草思社

2009. 6. 1 第1刷発行

著者 川島令三／発行所 株式会 並製本・ 1冊
社草思社

2019.10.14 初版第1刷
発行

著者兼発行人 いのうえ・こーい 上製本・ 1冊
ち／株式会社こー企画・いのうえ
事務所／発売 株式会社メディア
パル

令和元. 8.10

編集・発行 (株)菁文社出版社

並製本・ 1冊

2019. 4.30

発行所 イカロス出版

並製本・ 1冊

200407／6357
山陽鉄道名所案内（復刻）―広島駅開業記念―

200407／6358
全国鉄道事情大研究 中国篇①

200407／6359
全国れる同事情大研究 中国篇②

200407／6360
井笠鉄道 忘れられない情景，忘れたくない情景

200407／6361
ＪＲ芸備線・輸送密度13 東城－備後東城

200407／6362
蒸気機関車ＥＸエクスプローラ（特集 山陽本線Ｃ62
広島第一・第二機関区）

200407／6363
蒸気機関車 №2～73（雑誌『蒸気機関車』の抜粋コ
ピーの合冊製本）

並製本・ 1冊
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