
旧中庄図書館資料目録 　

№ 書　　名　　等 著者名等 発行元 出版年
1 標柱補義荘子因　一 秦鼎〈補義〉・東條保〈標柱〉 (松本九兵衛) (明治２３)
2 標柱補義荘子因　二 秦鼎〈補義〉・東條保〈標柱〉 (松本九兵衛) (明治２３)
3 標柱補義荘子因　三 秦鼎〈補義〉・東條保〈標柱〉 (松本九兵衛) (明治２３)
4 標柱補義荘子因　四 秦鼎〈補義〉・東條保〈標柱〉 (松本九兵衛) (明治２３)
5 標柱補義荘子因　五 秦鼎〈補義〉・東條保〈標柱〉 (松本九兵衛) (明治２３)
6 標柱補義荘子因　六 秦鼎〈補義〉・東條保〈標柱〉 松本九兵衛 明治２３
7 府朝事略　上 吉川久勁 若不足塾 (明治３４)
8 府朝事略　下 吉川久勁 若不足塾 明治３４
9 視志緒言　上 監谷宕陰 白石清泉山房 慶応１

10 視志緒言　下 (監谷宕陰) (白石清泉山房) 慶応２
11 孝経集伝 山本惟孝 天保４
12 孝経発揮 関西図書株式会社 明治３０
13 中朝事実　乾 （古川黄一編） （民友社）
14 中朝事実　坤 古川黄一編 民友社 大正元年
15 古文孝経　正文 春臺＜訓点＞ 嵩山房 慶応２

16 古文孝経　標柱 春臺＜音＞＜千里必究＞兼
山（標柱）

嵩山房 文化１２

17 考経両造簡孚 東条弘 ? ? 窟
18 考経大義 藤屋 天明８
19 増改考経鄭氏解
20 弁名　下 物茂卿 松本新
21 弁名　上 （松本新）
22 今書　上 （蒲生君平） （文久３）
23 今書　下 蒲生君平 播磨屋勝五郎 文久３
24 先哲像伝　序 （原三右衛門） （河内屋茂兵衛他） （弘化２）
25 先哲像伝　二 （原三右衛門） （河内屋茂兵衛他） （弘化２）
26 先哲像伝　三 （原三右衛門） （河内屋茂兵衛他） （弘化２）
27 先哲像伝　四 原三右衛門 河内屋茂兵衛他 弘化２
28 荒政要覧　一 雲間兪為（輯禄）
29 荒政要覧　二 雲間兪為（輯禄）
30 荒政要覧　三 雲間兪為（輯禄）
31 荒政要覧　四 雲間兪為（輯禄）
32 成形図説　一・二 　 鹿児島藩 文化１
33 成形図説　三・四 　 （鹿児島藩） （文化１）
34 成形図説　五・六 　 （鹿児島藩） （文化２）
35 成形図説　七・八 　 （鹿児島藩） （文化３）
36 成形図説　九・十 　 （鹿児島藩） （文化４）
37 成形図説　十一・十二 　 （鹿児島藩） （文化５）
38 成形図説　十三・十四 　 （鹿児島藩） （文化６）
39 成形図説　十五・十六 　 （鹿児島藩） （文化７）
40 成形図説　十七・十八 　 （鹿児島藩） （文化８）
41 成形図説　十九・二十 　 （鹿児島藩） （文化９）
42 成形図説　二十一・二十二 　 （鹿児島藩） （文化１０）
43 成形図説　二十三・二十四 　 （鹿児島藩） （文化１１）
44 成形図説　二十五・二十六 　 （鹿児島藩） （文化１２）
45 成形図説　二十七・二十八 　 （鹿児島藩） （文化１３）
46 成形図説　二十九・三十 　 （鹿児島藩） （文化１４）
47 孟子集註俚諺鈔　一 毛利貞斎 正徳５
48 孟子集註俚諺鈔　二 （毛利貞斎） （正徳５）
49 孟子集註俚諺鈔　三 （毛利貞斎） （正徳５）
50 孟子集註俚諺鈔　四 （毛利貞斎） （正徳５）
51 孟子集註俚諺鈔　五 （毛利貞斎） （正徳５）
52 孟子集註俚諺鈔　六 （毛利貞斎） （正徳５）
53 孟子集註俚諺鈔　七 （毛利貞斎） （正徳５）
54 孟子集註俚諺鈔　八 （毛利貞斎） （正徳５）
55 孟子集註俚諺鈔　九 （毛利貞斎） （正徳５）

　　　　　　　　　　　　旧中庄図書館資料目録（中央図書館所蔵）の掲載について

　旧中庄図書館は、倉敷市中庄地区出身で昭和初期に東京で弁護士として活躍した平松市蔵氏
が、郷里に私財を投じて建設したものです。資料等の一部は、図書館解体後に倉敷北公民館にて
保管されました。このたび、これらの資料等を移管し従来よりの中央図書館所蔵分と一体化して中
央図書館で所蔵することになりました。資料等は、中央図書館で閲覧できますのでご利用ください。
旧中庄図書館資料目録は以下の通りです。（№３５２以降、追加分）



№ 書　　名　　等 著者名等 発行元 出版年
56 孟子集註俚諺鈔　十 （毛利貞斎） （正徳５）
57 孟子集註俚諺鈔　十一 （毛利貞斎） （正徳５）
58 孟子集註俚諺鈔　十二 （毛利貞斎） （正徳５）
59 孟子集註俚諺鈔　十三 （毛利貞斎） （正徳５）
60 孟子集註俚諺鈔　十四 （毛利貞斎） （正徳５）
61 孟子集註俚諺鈔　十五 （毛利貞斎） （正徳５）
62 孟子集註俚諺鈔　十六 （毛利貞斎） （正徳５）
63 孟子集註俚諺鈔　十七 （毛利貞斎） （正徳５）
64 孟子集註俚諺鈔　十八 （毛利貞斎） （正徳５）
65 孟子集註俚諺鈔　十九 （毛利貞斎） （正徳５）
66 孟子集註俚諺鈔　二十 （毛利貞斎） （正徳５）
67 黙水居随筆　一 （牧野謙次郎） （牧野先生古希記念文集出版 昭和７
68 黙水居随筆　二 牧野謙次郎 牧野先生古希記念文集出版掛 昭和７
69 寧静斎文存　一 （牧野謙次郎） （牧野先生古希記念文集出版 （昭和７）
70 寧静斎文存　二 （牧野謙次郎） （牧野先生古希記念文集出版 （昭和７）
71 寧静斎文存　三 牧野謙次郎 牧野先生古希記念文集出版掛 昭和７
72 寧静斎文存　一 （牧野謙次郎） （牧野先生古希記念文集出版 （昭和７）
73 寧静斎文存　二 （牧野謙次郎） （牧野先生古希記念文集出版 （昭和７）
74 寧静斎文存　三 牧野謙次郎 牧野先生古希記念文集出版掛 昭和７
75 黙水居随筆　一 （牧野謙次郎） （牧野先生古希記念文集出版 （昭和７）
76 黙水居随筆　二 牧野謙次郎 牧野先生古希記念文集出版掛 昭和７
77 槐南集　一～三 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
78 槐南集　四～七 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
79 槐南集　八～十一 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
80 槐南集　十二～十五 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
81 槐南集　十六～十八 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
82 槐南集　十九～二十一 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
83 槐南集　二十二～二十五 （森泰二郎） （文会堂書店） （明治１４）
84 槐南集　二十六～二十八 森泰二郎 文会堂書店 明治１４
85 天行文鈔　一 （松平康国） （松平先生古希記念文集出版 （昭和８）
86 天行文鈔　二 （松平康国） （松平先生古希記念文集出版 （昭和８）
87 天行文鈔　三 松平康国 松平先生古希記念文集出版会 昭和８
88 天行詩鈔附録 松平康国 松平先生古希記念文集出版会 昭和８
89 天行詩鈔 （松平康国） （松平先生古希記念文集出版 （昭和８）
90 自序代り 松平康国 （松平先生古希記念文集出版 昭和８
91 農家矩　上 （織田完之） （明治１３）
92 農家矩　中 （織田完之） （明治１３）
93 農家矩　下 織田完之 明治１３
94 混同秘策　前 佐藤信淵 （穴山篤太郎） （明治２１）
95 混同秘策　後 佐藤信淵 穴山篤太郎 明治２１
96 農政本論　序例・総目 佐藤椿園＜述＞
97 農政本論　初編上 佐藤信淵元海＜述＞
98 農政本論　初編中 佐藤信淵元海＜述＞
99 農政本論　初編下 佐藤信淵元海＜述＞

100 農政本論　中編上 佐藤信淵元海＜述＞
101 農政本論　中篇中・下 佐藤信淵元海＜述＞
102 農政本論　後編上 佐藤信淵元海＜述＞
103 農政本論　後編中・下 佐藤信淵元海＜述＞
104 農書 文政１３
105 勧農固本録　上 （小川彦九郎） （享保１０）
106 勧農固本録　下 小川彦九郎 享保１０
107 近世先哲叢談　上 松村操 文永堂 明治１３
108 近世先哲叢談　下 松村操 （文永堂） （明治１３）
109 続近世先哲叢談　上 松村操 武田伝右衛門 （明治３１）
110 続近世先哲叢談　下 松村操 武田伝右衛門 明治３１
111 民間備荒録　坤 建部清庵 申椒堂 明和８
112 民間備荒録　乾 建部清庵 （申椒堂） （明和８）
113 考経五種 杉浦親之助＜編纂＞ 杉浦親之助 大正１４
114 農稼業事　一 兒島如水 京阪五個書房
115 農稼業事　二 兒島如水 河内屋源七郎
116 農稼業事　三 兒島如水
117 農稼業事　四 兒島如水
118 農稼業事　五 兒島如水
119 農業三事　上 津田仙 （前川善兵衛・青山清吉） （明治７）
120 農業三事　下 津田仙 前川善兵衛・青山清吉 明治７
121 農業全書　一 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
122 農業全書　二 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
123 農業全書　三 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
124 農業全書　四 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
125 農業全書　五 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）



№ 書　　名　　等 著者名等 発行元 出版年
126 農業全書　六 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
127 農業全書　七 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
128 農業全書　八 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
129 農業全書　九 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
130 農業全書　十 （貝原楽軒） （武江書林富野松雲斎）
131 農業全書　十一　付録 貝原楽軒 武江書林富野松雲斎他 元禄１０
132 旧典類纂　田制篇　一 明治１６
133 旧典類纂　田制篇　二
134 旧典類纂　田制篇　三
135 旧典類纂　田制篇　四
136 旧典類纂　田制篇　五
137 旧典類纂　田制篇　六
138 旧典類纂　田制篇　七
139 旧典類纂　田制篇　八
140 旧典類纂　田制篇　九
141 旧典類纂　田制篇　十
142 旧典類纂　田制篇　附録 御用書林有隣堂穴山篤太郎 明治１０
143 美人百態 杉溪言長 高田壬午郎 昭和１４
144 台水先生遺文　乾 （町井鐵之介編集兼発行） （大正６）
145 台水先生遺文　坤 町井鐵之介編集兼発行 大正６
146 中庸
147 農家調宝記 文化６
148 農家調宝記二編 和泉屋金右衛門 文化１４
149 農家調宝記三編 高井伴寛 和泉屋金右衛門 文政５
150 古文孝経 深井鑑一郎校 大葉久吉・吉岡平助 明治４４
151 古本大学講義 三輪執斎原著・東正堂標註 松山堂 明治４３
152 原蚕飼育の要諦 木暮槙太 大日本蚕絲会 昭和１１
153 諺解古文孝経 大槻東陽・大槻篤郎編 和漢図書出版発行所 明治１７
154 文徴明
155 改正農業往来 巻菱譚編併書 宝聚堂 明治１１年
156 後撰和歌集
157 聖道得門
158 易経集註　序目 （今村八兵衛） （享保９）
159 易経集註　一・二 （今村八兵衛） （享保９）
160 易経集註　三・四 （今村八兵衛） （享保９）
161 易経集註　五・六 （今村八兵衛） （享保９）
162 易経集註　七・八 （今村八兵衛） （享保９）
163 易経集註　九・十 （今村八兵衛） （享保９）
164 易経集註　十一・十二 （今村八兵衛） （享保９）
165 易経集註　十三・十四 （今村八兵衛） （享保９）
166 易経集註　十五・十六 （今村八兵衛） （享保９）
167 易経集註　十七・十八 （今村八兵衛） （享保９）
168 易経集註　十九・二十 （今村八兵衛） （享保９）
169 易経集註　二十一・二十二 （今村八兵衛） （享保９）
170 易経集註　二十三・二十四 今村八兵衛 享保９
171 新式独和大辞典 登張信一郎 大倉書店 大正１０
172 蘭和辞典 日蘭通交調査会 文正堂印刷所 大正１０
173 蘭和辞典 日蘭通交調査会 文正堂印刷所 大正１０

174 A　GERMAN　COURSE． Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆ．Ｃｏｍｆｏｒｔ，Ａ．
Ｍ，Ｌ．Ｈ．Ｄ

Ｈａｒｐｅｒ＆Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 1899

175 帝国火薬工業株式会社
　　　　　　　沿革及事業一般

帝国火薬工業株式会社 三秀舎 昭和２

176 作楽社殿改築工事紀念帖 作楽神社保存会 山本湖舟写真工芸部 大正１５
177 作楽社殿改築工事紀念帖 作楽神社保存会 山本湖舟写真工芸部 大正１５
178 作楽社殿改築工事紀念帖 作楽神社保存会 山本湖舟写真工芸部 大正１５
179 作楽社殿改築工事紀念帖 作楽神社保存会 山本湖舟写真工芸部 大正１５
180 作楽社殿改築工事紀念帖 作楽神社保存会 山本湖舟写真工芸部 大正１５
181 農家益　天 （大蔵永常） （須原屋茂兵衛他６名）
182 農家益　地 大蔵永常 （須原屋茂兵衛他６名）
183 農家益　人 （大蔵永常） 須原屋茂兵衛他６名
184 農家益後編　乾 大蔵永常 （須原屋茂兵衛他６名）
185 農家益後編　坤 （大蔵永常） 須原屋茂兵衛他６名
186 幕末明治大正　回顧八十年史　一 大沢米造 東洋文化教会 昭和１５
187 幕末明治大正　回顧八十年史　二 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
188 幕末明治大正　回顧八十年史　三 大沢米造 東洋文化教会 昭和１５
189 幕末明治大正　回顧八十年史　四 大沢米造 東洋文化教会 昭和１５
190 幕末明治大正　回顧八十年史　五 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
191 幕末明治大正　回顧八十年史　六 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
192 幕末明治大正　回顧八十年史　七 大沢米造 東洋文化教会 昭和１５
193 幕末明治大正　回顧八十年史　八 大沢米造 東洋文化教会 昭和１５
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194 幕末明治大正　回顧八十年史　九 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
195 幕末明治大正　回顧八十年史　十 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
196 幕末明治大正　回顧八十年史　十一 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
197 幕末明治大正　回顧八十年史　十二 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
198 幕末明治大正　回顧八十年史　十三 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
199 幕末明治大正　回顧八十年史　十四 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
200 幕末明治大正　回顧八十年史　十五 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
201 幕末明治大正　回顧八十年史　十六 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
202 幕末明治大正　回顧八十年史　十七 大沢米造 東洋文化教会 昭和１５
203 幕末明治大正　回顧八十年史　十八 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
204 幕末明治大正　回顧八十年史　十九 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
205 幕末明治大正　回顧八十年史　二十 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
206 幕末明治大正　回顧八十年史　二十一 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
207 幕末明治大正　回顧八十年史　二十二 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
208 幕末明治大正　回顧八十年史　二十三 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
209 幕末明治大正　回顧八十年史　二十四 大沢米造 東洋文化教会 昭和１６
210 原石初搨缺十七行本十七帖 中村不折 雄山閣 昭和８
211 十七帖の研究及口訳 中村不折 雄山閣 （昭和８）
212 弘法大師書集 中村不折 雄山閣 昭和９
213 弘法大師の書法源流 中村不折 雄山閣 昭和９
214 魏晋唐小楷法帖 中村不折 雄山閣 昭和９
215 魏晋唐小楷の研究 中村不折 雄山閣 昭和９

216 魏晋唐小楷法帖の続
新彊と甘粛出土の写経

中村不折 雄山閣 昭和９

217 新彊と甘粛の探検 中村不折 雄山閣 昭和９
218 潘本淳化法帖第八 中村不折 雄山閣 昭和９
219 淳化秘閣法帖考 中村不折 雄山閣 昭和９
220 蘭亭及法帖概覧 中村不折 雄山閣 昭和９
221 蘭亭考及法帖概説 中村不折 雄山閣 昭和９
222 法帖概覧続及殷文周篆 中村不折 雄山閣 昭和９
223 支那上代書史 中村不折 雄山閣 昭和９
224 唐周及石鼓文 中村不折 雄山閣 昭和９
225 唐周文字並石鼓隷草史附澄清堂帖考 中村不折 雄山閣 昭和９
226 漢碑之研究附蔡邑考 中村不折 雄山閣 昭和１０
227 漢碑之研究下 中村不折 雄山閣 昭和１０
228 秦碑之研究、漢碑之形制 中村不折 雄山閣 昭和１０
229 石鼓之詳説　上 中村不折 雄山閣 昭和１１
230 石鼓之詳説　下 中村不折 雄山閣 昭和１１
231 古碑釈文　八 樋口銅牛 晩翠軒 大正１５
232 日本外史　一 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
233 日本外史　二 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
234 日本外史　三 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
235 日本外史　四 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
236 日本外史　五 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
237 日本外史　六 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
238 日本外史　七 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
239 日本外史　八 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
240 日本外史　十 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
241 日本外史　十一 頼久太郎 （田中太右衛門他） （明治３３）
242 日本外史　十二 頼久太郎 田中太右衛門他 明治３３
243 菜根談　下 還初道人洪自誠 層山堂 文政８
244 菜根談　上 （還初道人洪自誠） （層山堂） （文政８）
245 漢文読本　一 古城貞吉，垣内松三編 六星館 昭和６
246 漢文読本　二 古城貞吉，垣内松三編 六星館 昭和７
247 種樹園法　上 佐藤信淵（口授） 名山閣 明治９
248 種樹園法　中 佐藤信淵（口授） （名山閣） （明治９）
249 種樹園法　下 佐藤玄伯翁 牧野吉兵衛 明治９
250 児島備州補伝　上 石阪堅壮 明治１３
251 山陽詩鈔　四 頼襄子成 菱屋孫兵衛他 天保４
252 通俗農家読本 興文社編輯 興文社 明治３９
253 新選幼学便覧　地 内田尚長編輯 中村浅吉他 明治２３
254 孟子 永井惟直 博文館 大正３
255 浙江新志　上 姜卿雲 杭州正中書局 中華民国２５
256 漢文類別　今編上 鹽谷時敏 日本大学・清水書店 明治３９
257 神社仏閣絵葉書
258 風景絵葉書
259 閲覧用目録　文学 昭和１０
260 綴方（放送原稿応募）「中小図書館」 昭和１５
261 児童文集　中庄小学校 昭和１０
262 閲覧日誌　中庄図書館 昭和１６
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263 図書館日誌　中庄図書館 昭和１８
264 図書館日誌　中庄図書館 昭和１９
265 閲覧用目録　雑誌 昭和１０
266 閲覧用目録　法制経済 昭和１０
267 閲覧用目録　特類 昭和１０
268 備品簿　館購入之部其他　中庄図書館 昭和１０
269 備品簿　平松氏送付　中庄図書館 昭和１０
270 図書分類原簿　歴史地理 昭和１０
271 図書分類原簿　教育 昭和１０
272 図書分類原簿　数理学 昭和１０
273 図書分類原簿　産業 昭和１０
274 図書分類原簿　特類 昭和１０
275 図書分類原簿　雑誌 昭和１０
276 平松文庫図書原簿　其ノ一　中庄小学校
277 図書掲出簿　第一号 昭和１２
278 閲覧日誌 昭和１４
279 閲覧日誌　中庄図書館 昭和１０
280 閲覧用目録　総記雑書 昭和１０
281 閲覧用目録　皇室 昭和１０
282 閲覧用目録　宗教哲学 昭和１０
283 閲覧用目録　教育 昭和１０
284 閲覧用目録　数理学 昭和１０
285 閲覧用目録　工学兵事 昭和１０
286 閲覧用目録　産業 昭和１０
287 閲覧用目録　歴史地理 昭和１０
288 閲覧用目録　美術 昭和１０
289 掛軸　北泉入木道書
290 掛軸　天岩戸古代文字
291 掛軸　天皇御親筆
292 掛軸　平沼棋一郎書（箱入）　紙箱に平沼先生書 　 大正１０
293 乃木大将真筆（箱書） 　 大正１０
294 乃木大将真筆（箱書） 　
295 泰山石渓金剛経刻文　其二　一言為則
296 泰山石渓金剛経刻文　其二　百世樹人
297 名刺状の紙に「平松市蔵様」（席札か？）
298 花井家法宴　丸之内会館献立 昭和７
299 拓本　勲一等法学博士花井君墓誌 昭和７
300 備作新聞　第八十八号 明治１０
301 平沼邸写真（屋敷正門前より） 　 撮影江見泰暢写真場 昭和１３
302 平沼邸写真（屋敷内） 　 撮影江見泰暢写真場 昭和１４
303 平沼邸写真（家屋内） 　 撮影江見泰暢写真場 昭和１５
304 平沼邸写真（家屋内） 　 撮影江見泰暢写真場 昭和１６
305 平沼邸写真（屋敷内） 　 撮影江見泰暢写真場 昭和１７
306 大言海　１ 大槻文彦 冨山房 昭和７
307 大言海　２ 大槻文彦 冨山房 昭和８
308 大言海　３ 大槻文彦 冨山房 昭和９
309 大言海　４ 大槻文彦 冨山房 昭和１０
310 大百科事典９ 平凡社 昭和９
311 大百科事典１０ 平凡社 昭和９
312 大百科事典１１ 平凡社 昭和９
313 大百科事典１２ 平凡社 昭和９
314 大百科事典１３ 平凡社 昭和９
315 大百科事典１４ 平凡社 昭和９
316 大百科事典１５ 平凡社 昭和９
317 大百科事典１６ 平凡社 昭和９
318 大百科事典１７ 平凡社 昭和９
319 大百科事典１８ 平凡社 昭和９
320 大百科事典１９ 平凡社 昭和９
321 大百科事典２０ 平凡社 昭和９
322 大百科事典２１ 平凡社 昭和９
323 大百科事典　新補遺３ 平凡社 昭和２５年
324 THE PHENIX ENGLISH READERS BOOK 3

325 THE PHENIX ENGLISH READERS BOOK 4

326 THE PHENIX ENGLISH READERS BOOK 5

327 BASIC READERS BOOK ONE

328 BASIC READERS BOOK TWO

329 BASIC READERS BOOK THREE

330 BASIC READERS BOOK FOUR

331 BASIC READERS BOOK FIVE

332 THE APOLLO ENGLISH READERS Ⅱ
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333 THE APOLLO ENGLISH READERS Ⅲ

334 THE APOLLO ENGLISH READERS Ⅴ

335 FURTHER STEPS  IN  ENGLISH COMPOSITION 1

336 FURTHER STEPS  IN  ENGLISH COMPOSITION 2

337 BEGINNERS' CHOICE COMPOSITION 1

338 BEGINNERS' CHOICE COMPOSITION 2

339 NEW LIGHT READERS

340 THE DRUMS OF THE FORE AND AFT

341 BIOGRAPHY OF BENJAMIN SMITH LYMAN

342 THE ABRIDGED STANDARD ENGLISH READERS

343 NEW SUPPLEMENTARY READERS

344 THE SWISS FAMILY ROBINSON

345 ROBINSON QRUSOE & OTHER STORIES

346 師範学校修身教科書　巻一
347 師範学校修身教科書　巻四
348 昭徳　１月号（１７．１．１）
349 岡山県人　昭和１６年２月
350 岡山県人　昭和１６年３月
351 岡山県人　昭和１６年４月
352 〔平松先生講演記念額入写真〕 ※352～365トランクケース入 昭和１３
353 〔中庄図書館創立二周年記念額入写真〕
354 〔中庄図書館創立三周年記念額入写真〕
355 〔中庄図書館第四周年記念額入写真〕
356 〔平松市蔵・平尾鍬一額入写真類〕
357 〔平松市蔵・平尾鍬一・生徒額入写真類〕
358 〔平松市蔵・平尾鍬一・教員等額入写真類〕
359 〔第四回中庄母之修養会額入写真〕
360 〔中山亀太郎君慰安会記念額入写真類〕 昭和13.10.14
361 〔平松市蔵還暦記念写真・台紙付〕 昭和15.1
362 〔司法官弁護士会長会同記念写真〕 昭和11.6.11
363 〔子供父兄等集合写真〕
364 〔青年団集合写真・台紙付〕
365 〔集合写真・台紙付〕
366 〔頭山満書「至誠一貫」〕 頭山満 （昭和10）
367 掛軸　泰山石渓金剛経刻文　「福如東海」 （昭和10）
368 掛軸　泰山石渓金剛経刻文　「寿比南山」 （昭和10）
369 掛軸　〔頼春水書「温良恭謙譲」〕 頼春水 戌午
370 掛軸　〔林銑十郎書「在古人之後」云々〕 林銑十郎
371 掛軸　〔平松豪渓書「行有余力則以学文」〕 平松豪渓
372 掛軸　〔平松豪渓書「君子博学於文約之」云々〕 平松豪渓
373 掛軸　〔椋樹書「大義廿指七尺躯」云々〕 椋樹（平尾鍬一）
374 掛軸　〔平尾鍬一書「豊葦原千五百秋」云々〕 平尾鍬一（椋樹）
375 巻物　穂積八束先生筆国家論
376 巻物　群賢蹕臻　二


