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凡 例 

 

1 本目録には，広島市 石津他人氏収集文書を掲載した。 

2 目録の各項目は次のとおり。 

請求記号 本文書群の群番号は（201001）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。 

【例】 １→ 201001／1 

表 題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔  〕書きで

表記した。 

年 代 資料に記された作成年月日を採った。 

作 成 資料の作成者を表記した。 

形 態 資料の形態を記した。 

数 量 資料の点数を記した。 

備 考 資料の状態等，特に留意すべき点があれば適宜記した。 

3文書の配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記した。 

 

広島県立文書館ホームページhttp://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/



【文書群概要】 

 

広島市 石
いし

津
づ

他人
た に と

氏収集文書（請求記号 201001） 

広島市小学校教員の石津他人氏が在職中に使用，または収集した小学校指導

書や教科書。 

出 所  石津家 

出所地名  広島市東区 

分 量  191点（191冊）／データ数 195件 

収蔵までの経緯  平成 22年（2010）6月 13日，石津他人氏の息子である所蔵者から寄贈を受け

た。 

年 代  明治 34年（1901）～昭和 18年（1943） 

歴 史  石津他人氏は明治 29 年（1896）生まれ。大正 2 年（1913）4 月に熊野尋常高等小学校

に教員として採用され，大正 8 年 7 月に温品尋常高等小学校，大正 12 年 9 月に竹屋尋常高等小学

校，昭和 19年（1944）4月に尾長国民学校へ転校し，昭和 31年 3月幟町小学校を最後に退職した。

昭和 40年 6月に死去した。 

内 容  明治 30年代から昭和期の尋常小学校の国語読本，書き方手本，算術書，画帳，唱歌など

の教科書で，昭和になると修身教科書も加わる。教師用指導書は明治・大正年間は算術に限られる

が，昭和に入ると図画・終身に「自然の観察」なども加わる。戦前期はほとんどが教師用である。 

検索手段  「広島県立文書館収蔵文書仮目録」 

 

（2015.3.2記述／西村 晃） 



201001　広島市　石津他人氏収集文書仮目録

昭和10. 3. 7翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，56頁，附録4頁，表紙と扉に「石津」印あり，奥付に「尋常科第一学年第一学期算術科主要教材分類表」（謄写版）
を貼付

竪冊・ 1冊

201001／1
尋常小学算術　第一学年教師用　上

昭和10. 7.29翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，133頁，附録7頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／2
尋常小学算術　第一学年教師用　下

昭和11. 3.30翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，137頁，附録3頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／3
尋常小学算術　第二学年教師用　上

昭和11.10. 5翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，127頁，附録2頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／4
尋常小学算術　第二学年教師用　下

昭和12. 4.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，198頁，附録4頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／5
尋常小学算術　第三学年教師用　上

昭和12.10. 8翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，220頁，附録3頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／6
尋常小学算術　第三学年教師用　下

昭和13. 4.30翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，240頁，附録6頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／7
尋常小学算術　第四学年教師用　上

昭和14. 8.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，259頁，附録5頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／8
尋常小学算術　第四学年教師用　下

昭和17. 5. 4翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，146頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／9
初等科算数　一　教師用

昭和17.10.25翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，153頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／10
初等科算数　二　教師用

昭和17. 5.14翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，195頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／11
初等科算数　二　教師用

大正14. 3.14翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，65頁，表紙裏・裏表紙裏に鉛筆で落書あり，表紙に「山川」印あり

竪冊・ 1冊

201001／12
尋常小学算術書　第一学年　教師用

大正15. 2.27翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，81頁

竪冊・ 1冊

201001／13
尋常小学算術書　第三学年　教師用

昭和 2. 9.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，81頁

竪冊・ 1冊

201001／14
尋常小学算術書　第四学年　教師用

昭和 2. 2.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，81頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／15
尋常小学算術書　第五学年　教師用

大正元.12. 5翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，83頁，扉に「石津」印・「翻刻発行済」スタンプ印あり，「文部省図書発行許可証」貼付

竪冊・ 1冊

201001／16
尋常小学算術書　第六学年　教師用
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201001　広島市　石津他人氏収集文書仮目録

昭和 3. 3.12翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，81頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／17
高等小学算術書　第一学年　教師用

昭和 4. 2. 6翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，85頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／18
高等小学算術書　第二学年　教師用

昭和18. 1.30翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，29.5×21.0㎝，157頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／19
初等科音楽　一　教師用

昭和16.10.15翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，29.5×21.0㎝，151頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／20
ウタノホン　上　教師用

昭和16. 6.25翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，29.5×21.0㎝，146頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／21
ウタノホン　下　教師用

昭和16. 6.25翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，29.5×21.0㎝，多色刷，85頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／22
エノホン　一　教師用

昭和16. 6.17翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，29.5×21.0㎝，多色刷，85頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／23
エノホン　二　教師用

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，66頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／24
尋常小学国語読本　三

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，70頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／25
尋常小学国語読本　四

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，76頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／26
尋常小学国語読本　五

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，80頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／27
尋常小学国語読本　六

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，88頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／28
尋常小学国語読本　七

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，88頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／29
尋常小学国語読本　八

昭和17. 5.22翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，310頁，附録4頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／30
初等科理科　一　教師用

昭和18. 8. 4翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，338頁，附録4頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／31
初等科理科　二　教師用

昭和18. 8.28翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，303頁，附録4頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／32
初等科理科　三　教師用
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201001　広島市　石津他人氏収集文書仮目録

昭和16. 5.14翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，118頁，附録2頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／33
自然の観察　教師用　一

昭和16. 7.11翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，80頁，附録2頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／34
自然の観察　教師用　二

昭和16. 5.14翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，97頁，附録2頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／35
自然の観察　教師用　三

昭和16. 8.18翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，78頁，附録2頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／36
自然の観察　教師用　四

昭和17. 4.25翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，131頁，附録1頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／37
自然の観察　教師用　五

昭和16. 5.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，91頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／38
カズノホン　一　教師用

昭和16.10.14翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，88頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／39
カズノホン　二　教師用

昭和16. 5.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，70頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／40
カズノホン　三　教師用

昭和16.10.14翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，100頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／41
カズノホン　四　教師用

昭和16. 5.14翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，112頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／42
ヨイコドモ　上　教師用

昭和16. 5.14翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，122頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／43
ヨイコドモ　下　教師用

昭和 8. 1.31翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，78頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／44
小学国語読本　巻一　尋常科用

昭和 8. 8.12翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，112頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／45
小学国語読本　巻二　尋常科用

昭和 9. 3. 3翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，124頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／46
小学国語読本　巻三　尋常科用

昭和10. 6.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，144頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／47
小学国語読本　巻四　尋常科用

昭和10. 3.11翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，130頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／48
小学国語読本　巻五　尋常科用
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201001　広島市　石津他人氏収集文書仮目録

昭和11. 6.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，141頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／49
小学国語読本　巻六　尋常科用

昭和11.12.11翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，150頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／50
小学国語読本　巻七　尋常科用

昭和14. 5.24翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，162頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／51
小学国語読本　巻八　尋常科用

昭和17. 5.12翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，323頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／52
初等科国語　一　教師用

昭和17.10. 4翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，265頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／53
初等科国語　二　教師用

昭和17. 5. 1翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，314頁，表紙に「福重」印あり，裏表紙に「福重」とペン書あり

竪冊・ 1冊

201001／54
初等科国語　三　教師用

昭和17. 9. 2翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，278頁，表紙に「福重」印あり

竪冊・ 1冊

201001／55
初等科国語　四　教師用

昭和18. 5.11翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，347頁，表紙に「第五ノ四号」印，表紙と扉に「広島尾長教育後援団」印あり

竪冊・ 1冊

201001／56
初等科国語　五　教師用

昭和18.11. 1翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，288頁，表紙に「第五ノ四号」印，表紙と扉に「広島尾長教育後援団」印あり

竪冊・ 1冊

201001／57
初等科国語　六　教師用

昭和17. 3.27翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，145頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／58
初等科国語　一

昭和17. 8.25翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，145頁。表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／59
初等科国語　二

昭和17. 8. 3翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，138頁，裏表紙に「辰本広子」とペン書あり

竪冊・ 1冊

201001／60
初等科国語　四

昭和18. 2.28翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，136頁，附録27頁，裏表紙に「石津正之」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／61
初等科国語　七

昭和18. 8.28翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，152頁，附録24頁，裏表紙に「石津正之」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／62
初等科国語　八

昭和17. 5.21翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，181頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／63
初等科修身　一　教師用

昭和17. 5.22翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，223頁，表紙に「福重」印あり

竪冊・ 1冊

201001／64
初等科修身　二　教師用
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昭和16. 3　23翻刻発
行

文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，90頁，裏表紙に「ウチダアケミ」とペン書あり

竪冊・ 1冊

201001／65
ヨミカタ　一

昭和16. 9. 5翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，108頁，

竪冊・ 1冊

201001／66
ヨミカタ　二

昭和16. 5.16翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，269頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／67
ヨミカタ　一　教師用

昭和16.10.31翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，232頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／68
ヨミカタ　二　教師用

昭和16. 5.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，299頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／69
よみかた　三　教師用

昭和16.10.28翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，258頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／70
よみかた　三　教師用

昭和 7.10.31翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，46図，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／71
尋常小学図画　第一学年　教師用

昭和 7.11. 7翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，46図，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／72
尋常小学図画　第二学年　教師用

昭和 8. 4.15翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，44図，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／73
尋常小学図画　第三学年　教師用

昭和 8. 5.11翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，39図，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／74
尋常小学図画　第四学年　教師用

昭和17. 4.17翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，24図，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／75
初等科図画　一

昭和17. 3.11翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，30図，表紙に「第五ノ三号」印，表紙と扉に「広島尾長教育後援団」印あり

横冊・ 1冊

201001／76
初等科図画　二　男子用

昭和17. 3.13翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，17図，表紙に「尾長」印・「樂」（鉛筆書）あり，裏表紙に「初四　川本幸子」と墨書あり

横冊・ 1冊

201001／77
初等科図画　二　女子用

昭和18. 2.22翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，30図，表紙に「第五ノ四号」印，表紙と扉に「広島尾長教育後援団」印あり

横冊・ 1冊

201001／78
初等科図画　三　男子用

昭和18. 3. 8翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，16図，表紙と扉に「尾長」印あり

横冊・ 1冊

201001／79
初等科図画　三　女子用

昭和18. 3.31翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，27図，裏表紙に「石津正之」と墨書あり

横冊・ 1冊

201001／80
初等科図画　四　男子用
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昭和18. 3.31翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，多色刷，17図，表紙と扉に「尾長」印あり

横冊・ 1冊

201001／81
初等科図画　四　女子用

昭和 9. 2.12翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，45頁，多色刷，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／82
尋常小学修身書　巻一　児童用

昭和10. 1.21翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，80頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／83
尋常小学修身書　巻二　児童用

昭和11. 2.18翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，多色刷，98頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／84
尋常小学修身書　巻三　児童用

昭和12. 2.17翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，単色刷，129頁，冊子間に「大纛進展の回顧」の新聞切抜3枚を挿入，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／85
尋常小学修身書　巻四　児童用

昭和 9. 4. 1翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，139頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／86
尋常小学修身書　巻一　教師用

昭和10. 3.27翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，149頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／87
尋常小学修身書　巻二　教師用

昭和12. 2.27翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，172頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／88
尋常小学修身書　巻三　教師用

昭和17. 5.22翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，104頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／89
初等科工作　一　教師用

昭和17. 5.22翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，124頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／90
初等科工作　二　教師用

昭和18. 5. 7翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，133頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／91
初等科工作　三　教師用

昭和18. 5.26翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，141頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／92
初等科工作　四　教師用

昭和17. 5.22翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，112頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／93
初等科図画　一　教師用

昭和17. 5.12翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，135頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／94
初等科図画　二　教師用

昭和18. 6. 4翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，171頁，表紙に「第五ノ四号」印，表紙と扉に「広島尾長教育後援団」印あり

横冊・ 1冊

201001／95
初等科図画　三　教師用

昭和16. 7.21翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，127頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／96
テホン　上　教師用
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昭和16. 7. 7翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，130頁，表紙・扉・小口に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／97
てほん　下　教師用

昭和 8. 9.19翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／98
小学書方手本　第一学年　尋常科用　甲種

昭和 9. 3. 3翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／99
小学書方手本　第二学年上　尋常科用　甲種

昭和 9. 8.10翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／100
小学書方手本　第二学年下　尋常科用　甲種

昭和10. 3. 9翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／101
小学書方手本　第三学年上　尋常科用　甲種

昭和10. 9. 4翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／102
小学書方手本　第三学年下　尋常科用　甲種

昭和11. 3. 9翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／103
小学書方手本　第四学年上　尋常科用　甲種

昭和11. 9. 1翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，上綴じ，15頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／104
小学書方手本　第四学年下　尋常科用　甲種

昭和 7. 3.30発行 文部省著作，大日本図書株式
会社発行

活版，55頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／105
新訂尋常小学唱歌　第一学年用

昭和 7. 4. 6翻刻発行 文部省著作，大日本図書株式
会社発行

活版，59頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／106
新訂尋常小学唱歌　第二学年用

昭和 7. 4. 6翻刻発行 文部省著作，大日本図書株式
会社発行

活版，59頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／107
新訂尋常小学唱歌　第三学年用

明治44. 5. 8発行 文部省著作権者，国定教科書
共同販売所発行

活版，41頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／108
尋常小学唱歌　第一学年用

明治44. 6.28発行 文部省著作権者，国定教科書
共同販売所発行

活版，45頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／109
尋常小学唱歌　第二学年用

（文部省著作権者，国定教科書
共同販売所発行）

活版，後欠(44頁まで)，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／110
尋常小学唱歌　第三学年用

大正元.12.15発行 文部省著作権者，国定教科書
共同販売所発行

活版，61頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／111
尋常小学唱歌　第四学年用

大正 2. 5.28発行 文部省著作権者，国定教科書
共同販売所発行

活版，58頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／112
尋常小学唱歌　第五学年用
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大正 3. 6.18発行 文部省著作権者，国定教科書
共同販売所発行

活版，57頁，表紙と扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／113
尋常小学唱歌　第六学年用

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，56頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／114
尋常小学国語読本　一

明治34. 6.20修正四版
発行

西沢之助編，国光社(東京)発行

版本，題箋欠，52頁，四つ目綴じ

竪冊・ 1冊

201001／115
尋常小学国語読本　二

明治43. 4.25翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，多色刷，17図，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）・「広島県販売所章」
（スタンプ印）あり，裏表紙に「石津」とペン書あり，冊子の中に鉛筆書の書き込み多数あり

横冊・ 1冊

201001／116
尋常小学新定画帖　第三学年　児童用

明治43. 3.14翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，単色刷，19図，表紙に「教第三六号ノ二」ラベル貼付・「教ノ部第三六号　大正」印あり，扉に「広島県安芸郡江田島
村立切串尋常小学校」印・「教部第三六号　大正」・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり，ページ
の余白に色鉛筆書のスケッチなどあり

横冊・ 1冊

201001／117
尋常小学新定画帖　第四学年　児童用

明治43. 3.31翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，多色刷，13図，扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／118
尋常小学新定画帖　第五学年　女生用

明治43. 3.28翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，多色刷，18図，18図裏に人物鉛筆スケッチ画（和之・正之）あり

横冊・ 1冊

201001／119
尋常小学新定画帖　第六学年　男生用

明治43. 3.28翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，多色刷，9図，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

横冊・ 1冊

201001／120
尋常小学新定画帖　第六学年　女生用

大正元. 9.25翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，多色刷，16図，扉に「石津」印あり

横冊・ 1冊

201001／121
高等小学新定画帖　第一学年　男女生共用

明治45. 1.31翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，多色刷，14図，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

横冊・ 1冊

201001／122
高等小学新定画帖　第一学年　男女生共用

大正 7. 2.18翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，63頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／123
尋常小学読本　巻一

大正 7. 7.30翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，78頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／124
尋常小学読本　巻二

大正 3.10.15翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，74頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／125
尋常小学読本　巻三

大正 4. 2.25翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，83頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／126
尋常小学読本　巻四

大正 8.10.19翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，106頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／127
尋常小学読本　巻五

大正 9. 6. 2翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，121頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／128
尋常小学読本　巻六

8



201001　広島市　石津他人氏収集文書仮目録

大正 9.11.30翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，127頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／129
尋常小学読本　巻七

大正10. 5.28翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，134頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／130
尋常小学読本　巻八

大正11. 2.10翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，149頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／131
尋常小学読本　巻九

大正元.10.15翻刻発
行

文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，96頁，扉に「石津」印あり，「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付

竪冊・ 1冊

201001／132
尋常小学読本　巻九

明治43. 7.10翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，103頁，扉に「石津」印あり，「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付

竪冊・ 1冊

201001／133
尋常小学読本　巻十

大正 3.10.15翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，118頁，表紙・扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／134
尋常小学読本　巻十一

大正12. 2.28翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，157頁，表紙・扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／135
尋常小学読本　巻十一

大正 4. 4.18翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，121頁，表紙・扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／136
尋常小学読本　巻十二

大正12.10.12翻刻発
行

文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，143頁，表紙・扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／137
尋常小学読本　巻十三

明治44.12.15翻刻発
行

文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，146頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付・「翻刻発行者」（スタンプ印）・「広島県販売所章」（スタン
プ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／138
高等小学読本　巻三

明治45. 6.30翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，156頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付

竪冊・ 1冊

201001／139
高等小学読本　巻四

明治37.12. 1再版発行 文部省著作，教育図書合資会
社(大阪)発行，早速勝三(広島)
翻刻発行

活版，58頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付

竪冊・ 1冊

201001／140
尋常小学読本　一

明治37. 2.24翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，60頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／141
尋常小学読本　二

明治37.12. 1再版翻刻
印刷発行

文部省著作，教育図書合資会
社（大阪）発行，早速勝三（広
島）翻刻発行

活版，60頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）貼付，奥付に「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／142
尋常小学読本　三

明治39. 4.21翻刻発行 文部省著作・発行，博文堂(東
京)発行

活版，70頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）・「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／143
尋常小学読本　四

明治37.12. 5再版発行 文部省著作，教育図書合資会
社(大阪)発行，早速勝三(広島)
翻刻発行

活版，74頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「早速消印」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／144
尋常小学読本　五
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明治37. 3. 2翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，90頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／145
尋常小学読本　六

明治37. 1.18翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，86頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）・「石津者」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／146
尋常小学読本　七

明治37. 4. 2翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，95頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／147
尋常小学読本　八

明治39. 7.15翻刻発行 文部省著作・発行，博文堂(東
京)発行

活版，79頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／148
高等小学読本　二

明治38.12.31翻刻発
行

文部省著作・発行，嵩山堂書店
(大阪)発行

活版，84頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」（スタン
プ印），裏表紙に「石津他人」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／149
高等小学読本　三

明治39. 8. 1翻刻発行 文部省著作・発行，嵩山堂書店
(大阪)発行

活版，86頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／150
高等小学読本　四

明治39. 1.21翻刻発行 文部省著作・発行，嵩山堂書店
(大阪)発行

活版，85頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」（スタン
プ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／151
高等小学読本　五

明治39. 5.28翻刻発行 文部省著作・発行，嵩山堂書店
(大阪)発行

活版，88頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」（スタン
プ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／152
高等小学読本　六

明治37. 2. 8翻刻発行 文部省著作・発行，嵩山堂書店
(大阪)発行

活版，92頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／153
高等小学読本　七

明治37. 6.22翻刻発行 文部省著作，教育図書合資会
社(大阪)発行，早速勝三(広島)
翻刻発行

活版，104頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「早速消印」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／154
高等小学読本　八

大正 7. 2.25翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，54頁，表紙と扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／155
尋常小学国語読本　巻一

大正 7. 8.15翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，78頁

竪冊・ 1冊

201001／156
尋常小学国語読本　巻二

大正 8. 6.25翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，96頁，ペン書の書込みあり，157-1～4は冊子の間に挿入

竪冊・ 1冊

201001／157
尋常小学国語読本　巻四

昭和 7年度

謄写版の用紙にペン書，氏名のみ記入，他の欄は未記入

一紙・(1枚)

201001／157／1
o第七学級第二学年男児童一覧表

担任石津

謄写版で印刷した用紙にペン書

一紙・(1枚)

201001／157／2
o第七学級第二学年時間割表

活版，未使用

一紙・(2枚)

201001／157／3
o 〔広島市竹屋尋常高等小学校表彰用紙〕

一紙・(1枚)

201001／157／4
o 〔メモ書〕
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昭和 6.11. 9翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，102頁

竪冊・ 1冊

201001／158
尋常小学国語読本　巻五

昭和 7. 4.25翻刻発行 文部省著作・発行，東京書籍株
式会社翻刻発行

活版，108頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／159
尋常小学国語読本　巻六

大正 9.11.25翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，138頁

竪冊・ 1冊

201001／160
高等小学読本　巻一

大正 3.12.15翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，134頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／161
高等小学読本　巻一　女子用

大正 3.12. 5翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，146頁，扉に「石津」印あり，表紙裏に「第2学年第一学級　石津氏」とペン書あり

竪冊・ 1冊

201001／162
高等小学読本　巻三　女子用

大正 4. 6.28翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，152頁

竪冊・ 1冊

201001／163
高等小学読本　巻四　女子用

明治38.11. 1発行 文部省著作・発行，修文館(大
阪)発行

活版，横書，81頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」
（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／164
高等小学算術書　第一学年児童用

明治38.11.16翻刻発
行

文部省著作・発行，修文館(大
阪)発行

活版，横書，81頁，扉に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」（スタンプ
印）あり

竪冊・ 1冊

201001／165
高等小学算術書　第二学年児童用

明治38.11.16翻刻発
行

文部省著作・発行，修文館(大
阪)発行

活版，横書，84頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），奥付に「広島県販売所章」
（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／166
高等小学算術書　第三学年児童用

明治38.11.16翻刻発
行

文部省著作・発行，修文館(大
阪)発行

活版，横書，85頁，扉に「石津」印・「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），裏表紙裏に「広島県販売所
章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／167
高等小学算術書　第四学年児童用

大正 8. 3.28翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，97頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／168
尋常小学算術書　第三学年児童用

大正 9. 1. 5翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，97頁，扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／169
尋常小学算術書　第四学年児童用

大正10.11.25翻刻発
行

文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，93頁，扉に「中山尋常科」とペン書あり

竪冊・ 1冊

201001／170
尋常小学算術書　第六学年児童用

大正14. 3. 1翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，65頁，表紙・扉に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／171
尋常小学算術書　第一学年　教師用

明治43. 2.28翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，65頁，表紙に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／172
尋常小学算術書　第二学年　教師用

大正 7. 3.20翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，横書，81頁，表紙に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／173
尋常小学算術書　第二学年　教師用
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明治43. 6.21翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，横書，111頁，表紙に「石津」印あり

竪冊・ 1冊

201001／174
小学算術書　珠算　教師用

大正 7. 9. 5翻刻発行 文部省著作・発行，大阪書籍株
式会社翻刻発行

活版，30頁，22.0×7.5㎝

竪冊・ 1冊

201001／175
尋常小学国語書キ方手本　第一学年用

大正 8. 4.12翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，30頁，22.0×7.5㎝

竪冊・ 1冊

201001／176
尋常小学国語書キ方手本　第二学年用下

明治37. 1.18翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)翻刻発行

活版，31頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／177
尋常小学書キ方手本　第一学年用

明治36.11.23翻刻発
行

文部省著作，教育図書合資会
社(大阪)発行，早速勝三(広島)
翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「広島県販売所章」・「早速消印」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／178
尋常小学書キ方手本　第二学年用上

明治39. 5.25翻刻発行 文部省著作・発行，大倉書店(東
京)発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「広島県販売所章」・「早速消印」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／179
尋常小学書キ方手本　第二学年用下

明治38.11.18翻刻発
行

文部省著作・発行，吉岡宝文館
(大阪)発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印），裏表紙裏に「広島県販売所
章」あり

竪冊・ 1冊

201001／180
尋常小学書キ方手本　第三学年用上

明治37. 3. 9翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／181
尋常小学書キ方手本　第三学年用下

明治39.12.16翻刻発
行

文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，33頁，22.0×7.3㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／182
尋常小学書キ方手本　第四学年用上

明治37. 3. 9翻刻発行 文部省著作・発行，日本書籍株
式会社(東京)発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／183
尋常小学書キ方手本　第四学年下

明治38.11.25翻刻発
行

文部省著作・発行，宝文館(大
阪)翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」・「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／184
高等小学書キ方手本　第一学年用上

明治39. 6. 3翻刻発行 文部省著作・発行，宝文館(大
阪)翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」・「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／185
高等小学書キ方手本　第一学年用上

明治38.12.20翻刻発
行

文部省著作・発行，宝文館(大
阪)翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，扉に「石津」印，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」・「広島県販売所章」（スタ
ンプ印）あり，裏表紙に「石津」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／186
高等小学書キ方手本　第二学年用上

明治39. 6. 4翻刻発行 文部省著作・発行，宝文館(大
阪)翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」・「広島県販売所章」（スタンプ印）あり

竪冊・ 1冊

201001／187
高等小学書キ方手本　第二学年用下

明治38.12.12翻刻発
行

文部省著作・発行，吉岡宝文館
(大阪)発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」，裏表紙裏に「広島県販売所章」（スタンプ
印）あり

竪冊・ 1冊

201001／188
高等小学書キ方手本　第三学年用上

明治39. 6.20翻刻発行 文部省著作・発行，吉岡宝文館
(大阪)発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「翻刻発行者」，裏表紙裏に「広島県販売所章」（スタンプ
印）あり

竪冊・ 1冊

201001／189
高等小学書キ方手本　第三学年用下
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201001　広島市　石津他人氏収集文書仮目録

明治37. 2.27翻刻発行 文部省著作，教育図書合資会
社(大阪)発行，早速勝三(広島)
翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「早速消印」（スタンプ印），「明治三十七年四月買述　石
津氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／190
高等小学書キ方手本　第四学年用上

明治37. 6. 1翻刻発行 文部省著作，教育図書合資会
社(大阪)発行，早速勝三(広島)
翻刻発行

活版，33頁，22.0×7.5㎝，奥付に「文部省図書発行許可証」（印紙）・「早速消印」（スタンプ印），裏表紙裏に「イシズ」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201001／191
高等小学書キ方手本　第四学年用下
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