
東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1915/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

巻頭写真
東北帝国大学理科大学第壱回卒業生送別
会

不明

1 発刊の辞

2～3 初刊祝辞 長岡　寛統

4 創刊祝詞 QED生

9～12 論説 実在内在観と価値の問題 和田　梓之助 哲学／一元論／現象／実在

13～15 通信 大阪より 長岡　寛統

15～16 通信 室蘭便り 蒔田生

16～18 通信 東京より申上候 鈴木　便一

19～21 通信 中京の野より 片山　荘一

21 通信 神戸より 小倉　淑成

21 通信 会津より 大上　茂喬

22～26 雑録 いそいそ草 電兄弟士（特別会員）

26～28 雑録 南洋出張所感 日下部　四郎太 マーシャル、カロリン、マリナ群島への出張記事

29～33 雑録 雑詠四十首 HM生

33～35 雑録 南洋諸島地質概観 岩崎重三（特別会員） マーシャル、カロリン、マリナ群島への出張記事

36～38 雑録 柳緑花紅録 梅坊子 高等学校時代／人格の基礎／大学亦修養の道場

38 雑録 青島陥落祝賀会 江淵生
本校校庭に戦捷祝賀会を開く／矢部教授北條総長日下部
教授の演説／剣舞／茶番の催し

表題・巻号 備考

自修会々報　第一号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1915/3/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

39～41 雑録 奥羽廻り 橋人 青森、秋田方面旅行記

42～48 雑録 仙台に来ての所感 椋鳥生
仙台弁／仙台の印象／東北帝大の学生の印象／学生集会
所

48～49 雑録 冬 それがし

49～50 雑録 地質科教室たより 茶眼坊 先生と生徒／地質科食堂

50～51 雑録 地質科の歌

51～53 雑録 先輩へ
化学実験室より（黒澤
生）

53～56 雑録 俳句会 橋人

56～65 雑録 散歩会の記事 山の寺、荒浜、太白山その他各所への散歩会の記録

66 彙報 学校近況（職員異動）

67～69 彙報 自修会沿革

70 彙報 学生集会所々報 三橋

71 彙報 庭球部報 近藤

72～74 彙報 寄宿寮報 三橋

75～77 彙報 会計報告

77 彙報 広告

78～84 彙報 自修会日誌

85 彙報 編し了りて

87～98 附録 自修会々則（附会員名簿）

表題・巻号 備考

自修会々報　第一号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1916/4/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 論説 帝国科学の将来を論じ吾人の責任に及ぶ 向山隆福 科学の戦／独立心と剛邁不羈の決心

3～12 論説 現代人 山本生 現代は自覚と虚無の時代／生活／現実／理想の確立

13～14 説苑 偶感 KN投

14～18 説苑 無題録 武甲山 人生の悲観／下宿屋探し

18～23 説苑 鯨の話 越枝寿 雪の松島周遊記

23～29 説苑 読む読まぬ御勝手の事 黒い蝶 便と不便／国民の意識

29～34 説苑 雑感 山本生 軍隊生活の感想／歌舞伎劇

34～36 説苑 字ではない―筆の描いた曲線 光山 人格の修養

36～41 説苑 熱病に苦しむ男 松雪生

41～42 説苑 君 一ノ木松雪

42～43 説苑 雑吟 I生

43～46 説苑 鳴子と鬼首で見た馬鹿 去来生 鳴子、鬼首方面への鉄道旅行

46～48 説苑 信仰 凸坊

48～50 説苑 引き潮 霧汀

50～54 説苑 御国自慢 KN投 仙台弁

55～61 雑録 山東省珍聞奇事 早坂生 地質研究に行った山東省見聞記

表題・巻号 備考

自修会々報　第二号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1916/4/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

61～62 雑録 集会所々感 今昔生 学生集会所

62～63 雑録 ボートレースの記 赤のコックス

64～65 通信 川崎より 宗正路／和田梓之介

65～66 通信 会津若松にて 大上茂喬

66～67 通信 室蘭便り 柴田勝太郎

67 通信 室蘭たより 蒔田生

67～68 通信 金鯱城下より 片山壮一

68～69 通信 九州より 富山保

70～71 彙報 学校近況

72 彙報 運動部に就て 三橋生

72～73 彙報 庭球部報告 中光

73～75 彙報 野球部報告 MF生

75～76 彙報 会計報告 広告含む

77～78 彙報 自修会日誌

78～80 彙報 御大典奉祝大園遊会 山本生

80～81 彙報 スキーを買づた

82 彙報 編し了りて 山本

83～90 附録 自修会々則（附会員名簿）

自修会々報　第二号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1917/12/17

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～4 論説 本学は学生を紳士として待遇す 会長　小川博士
9月29日総会での会長挨拶を翻刻／東北帝国大学理科大
学の特色／柵山記

5～12 論説 大学図書館の今昔 田中敬 図書館の歴史／図書の利用

13～14 説苑 自修会々員諸君へ
学士会仙台支部事務

室
学士会東北支部の設置と規程

15 説苑 雨は降る 化一　四郎太

16～20 説苑 随観随聴 和製赤毛布 札幌旅行記

20～22 説苑 夜半都から 化一　北巌山人

22～23 説苑 菎蒻物語 宇治中納言

24～30 雑録 支那を歩ひて 小野嘉七 朝鮮、満州、山東、北京方面への旅行記

31～48 雑録 北行より 隊の一人 北海道旅行記

48～56 雑録 散歩会の記事 柳原 根の白石、太白山、定義、菖蒲田などへの散歩会の記録

56～58 雑録 鳴子温泉へ 化一　ノース、ロック 化学雑誌会の鳴子温泉への一泊旅行記

59 通信 北条前総長より 北条時敬より小川正孝宛書状

59～68 通信 会員消息

68～72 通信 物理教室より HS生

72～75 通信 化学実験室より

75～77 通信 応用化学科より KI生

表題・巻号 備考

自修会々報　第三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1917/12/17

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

77～79 通信 化学実験室より 化一　北巌生

80～83 彙報 学校近況

83～86 彙報 運動部記事 理科対医科の試合結果／庭球、野球

87～88 彙報 レガッタにて SM

88～89 彙報 会計報告

89 彙報 自習会終身会員会費完納者氏名

89～90 彙報 自修会日誌 四方

90～92 彙報 総会兼新入会員歓迎会 四方

92～94 彙報 総長歓迎会 柵山／自修会

94～96 彙報 希望と報告 委員長

96 彙報 松山勝君 訃報

96 彙報 編し了りて 四方

97～99 附録 自修会会則

99～100 附録 役員名簿

100～110 附録 自修会会員名簿

表題・巻号 備考

自修会々報　第三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1918/12/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～3 論説 会員諸君に望む 小川会長
秋季総会兼新入会員歓迎会での開会の辞の大要を録したも
の／山口記

4～12 思苑 ノートの片端から 雅秋

12～13 思苑 馬上春を謡ふ（遠乗の日） 北巌

13～14 思苑 コスモスの宿 三四郎

14～16 思苑 雪の深山

17～21 雑録 鹿鳴く金華山へ（化学雑誌会旅行） 北巌 化学雑誌会の金華山への旅行記

21～24 雑録 モートル室の一隅より 研究助手　亘理直毅

24～30 雑録 物理学科のパノラマ 菊寿

30～32 雑録 有機化学実験室から F生

32～33 雑録 「ドラフト」の中より ロック生

34～35 雑録 無機、理論、分析化学の教室から S生

36～37 雑録 地質学教室から 世話人報

37～42 雑録 応用化学科より SHO生

43 通信 井上正一

43～44 通信 神戸見学の電車中で TM

44～46 通信 大阪の煙の中から 武甲山

46～47 通信 卒業後不平の一節を M

表題・巻号 備考

自修会々報　第四号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1918/12/23

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

47～54 通信 会員通信

55～58 彙報 学校近況

58～59 彙報 自修会日誌

59～60 彙報 秋季総会兼新入会員歓迎会

60～61 彙報 会計報告

61 彙報 運動部報告 剣道、弓道

61 彙報 日下部全隆君 訃報

61～62 彙報 編輯室から

1～3 附録 自修会々則

3～4 附録 役員名簿

4～16 附録 自修会会員名簿

自修会々報　第四号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理科大学自修会 1920/1/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 論説 小川総長歓迎の辞 委員長　柵山茂三郎
自修会、艮陵会、工明会合同の小川総長歓迎会での挨拶を
録したもの

3～6 論説
欧米化工業の現状を論じ我国化学工業の将
来に及ぶ

向山隆福

7 思苑 新らしき生 三郎

7～13 思苑 夢幻の世界 白い鳥 理学者

13～16 思苑 無題と云ふ題で 黒い蝶

16 思苑 雑記帳より 紫童

16～17 思苑 独言 白光

17～18 思苑 凋落の折 白吐里

18～19 思苑 まづしきわれと恋と 狂児

20 思苑 自然とみつぼし 三ツ星

20～22 思苑 人とみつぼし 新思想／デモクラシー

22～24 思苑 宗教とみつぼし 宗教と教育／日本の将来と宗教

25～29 雑録 おのぼりさん！ ノースロック 化学3年生の東京、京阪方面旅行記

29～34 雑録 釜石に着いた日の思出 悠生 東北一周研学旅行記／青鞜社

34～37 雑録 数学科の消息 黒い蝶

37～39 雑録 本年の数学研究の模様

39～40 雑録 理論化学教室より 三四郎

40～43 雑録 真島実験室より ゴールナット

43～44 雑録 階下理論化学実験室より 凸坊

44～48 雑録 無機教室より K生

48～50 雑録 有機実験室を訪ふ 良夫 丹下女史（丹下ウメ）

発行者 発行年月日

表題・巻号 備考

自修会々報　第五号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

東北帝国大学理科大学自修会 1920/1/7

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

50～51 雑録 倉庫と図書室より 白眠子 倉庫と図書室の利用

51～53 雑録 東京から近況を 銀杏の葉生

53～55 雑録 数学教室の紅葉狩り 国見峠への紅葉狩記事

55～56 雑録 食堂衛生の話 喋郎

57～62 雑録 罵倒観世音 筆者不知 学生の私語、教授の私語

62～65 雑録 ベッヘルとコルベンと XY生 罰金制度

66～67 雑録 物理科の消息 菊寿生

67 雑録 編集し了りて

68～79 通信 通信

80～83 彙報 学校近況

84 彙報 自修会日誌

85 彙報 自修会委員長の新入会員歓迎の辞 柵山

85 彙報 謝辞 関戸信吉

86 彙報 会計報告

86～88 彙報 第壹会東北帝国大学陸上大運動会 SH生

88 彙報 野球部記事

89～91 彙報 庭球部のことを 委員T生

1～3 附録 自修会々則

3～4 附録 役員名簿

4～17 附録 自修会会員名簿

自修会々報　第五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1921/1/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～6 論説 新学風と大学精神の高調
第一回卒業生　小野平

八郎
大学教育／大学精神／

7～11 論説 理想我の絶体性 東北帝大教授　石原純 我／普遍性
東北帝国大学弁論部主催
河北新報社後援文化講演
会

11～17 論説 社会聯帯の精神
東京帝大教授　大嶋正

徳
自由解放と社会聯帯

東北帝国大学弁論部主催
河北新報社後援文化講演
会

17～21 論説 生の苦悩と文芸
京都帝国大学教授　厨

川辰夫
精神分析学／個性の発揮

東北帝国大学弁論部主催
河北新報社後援文化講演
会

22～23 思苑 故長島真太郎君を悼む SSS生

23～26 思苑 数学教室の松島舟遊 XYZ 松島大鷹森方面への秋季遠足

26～29 思苑 小説　M博士の悲哀 緑句

29～38 思苑 小説　ゆく春の悲み 藻寒郎

38～45 思苑 その夜半に二人して泣く 雪郎

45～54 思苑 真夏の檜原湖 オイスター 檜原湖への実験旅行記

54～56 思苑 漂白せる魂の歌 竹前生

表題・巻号 備考

自修会々報　第六号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1921/1/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

56～58 思苑 ○ 三ツ星

58～60 思苑 或る時に感ぜし事 ほとゝぎす 普選運動／民衆心理

60～62 思苑 新ぼっちゃん物語 四郎太

63～68 雑録 かどの有機実験室から 行雄生

68～69 雑録 地質学教室近況一端 書記長

70～71 通信 帰朝の御挨拶申上げ候 鈴木敏一

71～80 通信 会員通信

81～84 彙報 学校近況

84～85 彙報 自修会日誌

85～86 彙報 会計報告

86～87 彙報
東北帝国大学運動部主催東京朝日新聞後
援東北オリンピック予選会

87～89 彙報 第二回東北帝国大学陸上運動会

90～91 彙報 庭球部の思出 委員T生

自修会々報　第六号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1922/2/3

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～3 附則 自修会々則

3～4 附則 役員名簿

4～19 附則 自修会々員名簿

1～5 思想 体験の価値 三枝彦雄 体験と智識／体験者と見聞過多なる者

5～11 思想 ノートの隅から 竹前源蔵 模倣／発明／美

11～15 思想 求むる者と求めらる者 高橋里美 論理／結論と前提／理想と現実

15～22 思想 落花九片 三ＴＴ生 世界大戦／大逆事件／世論／散歩会

23～24 文藝 折々集 白鳥勝義

24～25 文藝 Joy and Sorrow 竹前太郎

25～27 文藝 秋から冬へ 海谷ひでを

28～29 文藝 墓標 オイスター紫童

29～31 文藝 枯野を歩きつゝ 海谷秀雄

31 文藝 風 白鳥生

32～34 文藝
長詩　破滅か創造か（筋書）　セルヴァント、
デ、ホマーロの夢

34～36 文藝 眠れぬ夜の追想（散文詩） 海谷ひでを

表題・巻号 備考

自修会々報　第七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1922/2/3

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

37～42 文藝 魂の放蕩（親愛なるＫ子へ） 当山健三

42～44 文藝 小説　天国 みさび生 九高 小説

44～48 文藝 Ｔ濱の夕 ＩＳ生

48～53 雑録 逝ける小島鐵蔵君 柳原吉次

53～54 雑録 監獄の跡から 光山 鉄鋼研究所

55～62 雑録 白馬行 和夫 日本アルプス登山記

63～65 雑録 即興芸術師 KS生

65 雑録 編輯を終って T生

66～69 彙報 学校近況

70～71 彙報 大正十年度自修会収支予算表

71～72 彙報 自修会会則

72 彙報 役員名簿

72～84 彙報 自修会々員名簿

表題・巻号 備考

自修会々報　第七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1923/1/13

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～23 こばると硝子 山崎堅一郎 小説

23～49 運命の冷遇 巨人の跡

49～50 旧作より 榕花

50～52 還暦 和夫 老

53～54 山と川 SF生 蔵王、黒部への登山記

55～57 支那大陸地質旅行全誌／前章　概記 伊能芳雄 山東満州方面地質旅行概略

57～62
支那大陸地質旅行全誌／後章。詳記（上）上
海より北上しつつ

遠藤隆次 山東満州方面地質旅行詳細

62～65
支那大陸地質旅行全誌／（中）燕京の昨今を
偲びて

黒田偉夫 山東満州方面地質旅行詳細

65～68 支那大陸地質旅行全誌／（下）南満に就て 高尾彰平 山東満州方面地質旅行詳細

68～69 六号雑記 Y生／T生

69～73 校内校外 学校近況

73～78 校内校外 卒業生消息

79 校内校外 大正十年度自修会費収支決算報告

79～80 校内校外 大正十一年度自修会費収支予算表

80～81 校内校外 自修会会則

81 校内校外 自修会役員

81～94 自修会々員

表題・巻号 備考

自修会々報　第八号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1924/1/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 弔詞 日下部四郎太 愛知敬一を偲ぶ

3～4 愛知先生の印象 萱場真 愛知敬一を偲ぶ

4～5 敦厚と明智 大竹玄吾 愛知敬一を偲ぶ

6～7 愛知教授の追憶 OYSTER 愛知敬一を偲ぶ

8～9 自修会々則

9～10 自修会役員

10～11 東北帝国大学学友会々則

11～12 学友会役員

12～27 自修会員名簿

27 自修会各部報 会計部報

28～30 自修会各部報 記録部報

30～33 自修会各部報 運動部報
春季理学部陸上競技会／学友会陸上競技大会／東北学生
陸上競技聯盟会

33～36 自修会各部報 野球部より 黒田偉夫

36～39 自修会各部報 庭球部報

39～54 卒業生消息

自修会々報　第九号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1924/1/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

55～59 講演 信仰物理　性慾の週期性と天体之運動 日下部四郎太

60～62 講演 宣言の彼方に 小山亮清 東北地方／北日本

62～64 講演 支那を巡りて 園川馨 対支文化事業第一回研究生として、北京見聞記

65～84 文芸 湿地に這ひばる蛆虫の様に 巨人の跡 落第生 小説

84～87 文芸 断想 前坂欽一郎 宗教と科学／関東大震災／映画

87～91 文芸 散らぬ花 勿忘人 勉学を志す女性 小説

91～100 文芸 一片の石 掬水 鉱山／石

100～107 文芸 旅に二年 百々次郎

108 文芸 波 さぼてん

109 六号雑記 K,T生

表題・巻号 備考

自修会々報　第九号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1924/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1 弔詞 小川正孝 日下部四郎太を偲ぶ

2～4 直線的の人 鈴木廣治 日下部四郎太を偲ぶ

4～9 日下部先生と私 当山健三 日下部四郎太を偲ぶ

9～11 愛知先生と日下部先生 松田和三 日下部四郎太を偲ぶ

12～13 自修会々則

13～14 自修会役員

14～16 東北帝国大学学友会々則

16～17 学友会役員

17～34 自修会員名簿

34～35 自修会各部報 会計部報

35～36 自修会各部報 記録部報

36 自修会各部報 文芸部便り 小山委員

36～37 自修会各部報 運動部報

表題・巻号 備考

自修会々報　第十号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1924/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

37～38 自修会各部報 庭球部報 運動委員吉田

38～39 自修会各部報 学友会庭球便り

39～42 自修会各部報 野球部より 藤崎利雄

42～57 卒業生消息

58～63 論説と文芸 東北帝大の萌芽時代 小野平八郎 東北帝大の創立／「学都」／仙台市民と東北帝大

64～66 論説と文芸 染料工業論 柵山茂三郎

67～72 論説と文芸 満州一瞥 安田三郎 満州方面への旅行記／日本人の民国人・朝鮮人観

72～73 論説と文芸 紫煙の中から 狐箭摩寮瀬藺 社会諷刺散文

74～77 論説と文芸 流星 けんじ

78～80 論説と文芸 不忘山五十題 多喜雄

80～81 論説と文芸 朱の色の月 大柱登

81 論説と文芸 短歌 草吉

81 論説と文芸 みちのくの旅 莫鳴藻

82 論説と文芸 詩。和する者。 TK生

83～84 六号雑記

表題・巻号 備考

自修会々報　第十号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1925/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

巻頭写真 東北帝国大学新正門ト理学部本館

1～2 自修会会則

2～3 自修会役員

3～5 東北帝国大学学友会々則

6～8 学友会役員（大正十四年度）

8～27 自修会々員名簿

27～28 自修会各部報 自修会会計部報

28 自修会各部報 記録部報

29～30 自修会各部報 自修会庭球部報 庭球部委員

30～31 自修会各部報 集会所雑記 委員

31 学友会各部報 学友会総会便り

31～32 学友会各部報 陸上競技部記事 委員

32～34 学友会各部報 学友会庭球部報告 林威扱

34～35 学友会各部報 文芸部便り 委員

35 学友会各部報 弓術部記事

35～52 卒業生消息

自修会々報　第十一号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1925/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

53～57 論説と文芸 一つの記録 藤原松三郎
東北帝大創立のためのヨーロッパ留学／留学先での教員同
士の連絡

57～60 論説と文芸 千歳山の麓から 柳原吉次 洋服と和服

60～62 論説と文芸 東北大学に学んで感あり XYZ 高等学校と大学／学者／学生間の年齢差

63～64 論説と文芸 年中紀要 文生

64～66 論説と文芸 秋五十詠 多喜雄

67 論説と文芸 原人のフィールドノートから ケ、トリゴニア

67～68 論説と文芸 一人一題 化学三年

68 論説と文芸 若き日 はる

68～69 論説と文芸 夏休追憶

69 論説と文芸 実験室にて やそお

69～70 論説と文芸 我に降魔の剣あり いさゆき

70～74 論説と文芸 少女の死を悼む 木片生

74～77 論説と文芸 仙台の女性 仙人 仙台／丸萬／彌生軒（精養軒）

77 六号雑記

表題・巻号 備考

自修会々報　第十一号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1926/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

巻頭写真 巴里郊外に於ける四教授 東北帝大開学前年、愛知、日下部、藤原、真島

巻頭写真 東北帝国大学理学部学生集会所

1～2 論説と文苑 金研便り 加瀬勉 岩手花巻温泉への一泊旅行記

2～4 論説と文苑 先生 三橋生

4～7 論説と文苑 小題二つ 星嶽 中国時局／入営と失業

8～10 論説と文苑 似醜怪記録 松村勇夫 自修会／学士会

10～13 論説と文苑 亡友 H生

13～15 論説と文苑 謙二 H生

16～18 論説と文苑 化学二年級新刊紹介 田照名

18 論説と文苑 閑人閑語 TA生

18～19 論説と文苑 ある会の席 大久保肇

19 論説と文苑 広瀬の春 TA生

19～20 論説と文苑 片語 泉 学問と精神の修養

21～24 論説と文苑 秋 白菖

24～26 論説と文苑 野長の餘白 クダハツ生／ウゴリ生

26～31 論説と文苑 北社同人詠草

白菖／白潮／茯芩／
嗽人／白萍／白陶／
晶石／菖花／君夫／T

生

32～40 論説と文苑 数学教室の旅行 三冬居士 青根・峨々方面への旅行記

表題・巻号 備考

自修会々報　第十二号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1926/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

41 六号雑記

41～59 通信

60 雑録 哀悼彙報

60～61 雑録 自修会会則

61～62 雑録 自修会役員一覧

62～64 雑録 東北帝国大学学友会々則

64～65 雑録 学友会役員一覧

65～85 雑録 自修会役員名簿

86 自修会各部報 自修会会計部報

86～88 自修会各部報 記録部報

88～89 学友会各部報 庭球部報 芳行

89～90 学友会各部報 音楽部報 A生

90～92 学友会各部報 柔道部報 ユキタ生

92～95 学友会各部報 野球部報

95～97 学友会各部報 学友会蹴球部報 蹴球部委員

97 編輯室

表題・巻号 備考

自修会々報　第十二号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1928/2/29

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

写真 新理学部長真島先生

写真 理学部鳥瞰及ビ新築化学分析教室

1 巻頭言 委員 新装

2～5 論説と文苑 創業瑣談 真島利行 理学部創業当時の回顧

5～8 論説と文苑
一九二七年六月二九日英国にて皆既日食を
観望するの記

小林巌

8～11 論説と文苑 人類生物学とは何ぞ 畑井新喜司 人類生物学の目的／日本人種／平均寿命
ロックフェラー財団・斎藤
報恩会との連携研究

12～20 論説と文苑 万葉歌人の眼に映った自然界 とちを生 万葉集／自然詠歌

20～30 論説と文苑
「メンデル」生誕百年祭に列して此の天才の
生涯を憶ふ

山口彌輔
ドイツ・ライプツィヒでのメンデル生誕百年祭参加記／メンデ
ルの生涯

30～34 論説と文苑 日比野助教授よりの海外通信 日比野信一 ボストン在住日比野信一の研究近況と見聞記

35～38 論説と文苑 信仰物理預言者の見た昭和三年 火星 太陽黒点活動／大本教

38～46 論説と文苑
THE FALL OF THE INTERNATIONAL
VANITY

Kin'ichi Someya

48～49 論説と文苑 ○ 柳原吉次

49～53 論説と文苑 兵舎の窓より思ひ出のまゝ 多田義員

53～57 論説と文苑 ニュートン祭思出話 當山健三 ニュートン祭の復活希望

57～59 論説と文苑 漫談の一二 野村 学士／学生／日本の流行

59～64 論説と文苑 記録数件 松村勇夫

自修会報　第十三号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1928/2/29

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

64～82 論説と文苑 温泉の宿にて ひさもと 小説

82～90 論説と文苑 我が古き思索 小幡忠宏 哲学／道徳／宗教的信仰と道徳的意志

91～99 論説と文苑 破戒 山法師 小説

99～100 論説と文苑 十人十言
鳥海、鈴木、村上、上
池、田中、植田、小山
田、山村、渡辺、赤星

題字

100～101 論説と文苑 科学寓話 不知火生 科学と創造／科学と職業の知識 十人十言（1）

101～102 論説と文苑 雑感 無名生 四季の雑感 十人十言（2）

102～105 論説と文苑 雑感列記 丸十生 十人十言（3）

105～106 論説と文苑 漫語 漫語生 十人十言（4）

107 論説と文苑 敗者の愚痴 MK生 人間の相対性 十人十言（5）

108 論説と文苑 一つの失策 セルローズ 十人十言（6）

109 論説と文苑 畷路 蕪骨生 十人十言（7）

109～111 論説と文苑 漫言三題 上池生 十人十言（8）

111～124 論説と文苑 トランプ漫談 毒虫生 十人十言（9）

124～125 論説と文苑 十人の末より 憂児 十人十言（10）

126～133 論説と文苑 受難華 秋人 文学談義 戯曲

表題・巻号 備考

自修会報　第十三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1928/2/29

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

133～139 論説と文苑 旅の無駄話 石野地蔵
名物／仙台九重／東北・八丈島・奉天など各地を旅行した
際の体験談

140～146 論説と文苑 杜の都 福島栄之助 仙台／食べ物／学都／方言 随筆

146～149 論説と文苑 或る日 青々 秋保に友人を訪ねる紀行記

150～153 論説と文苑 Pseudo-Injerno（書きかえられた神曲） ミイラ 研究室を地獄極楽に見立てた神曲風作品

153～157 論説と文苑 或る友を偲ぶ 鴨川の水

157～160 論説と文苑 なんか 與太者 自筆の下手さに関する随筆

161～163 論説と文苑 昔ばなし 高柳厚 創立当時の先生の逸話／集会所のおばさん／散歩会／

163～165 論説と文苑 ＡとＢとの話 ある男 学徒／自然科学と社会科学 戯曲

166～167 論説と文苑 教室清談 化石生 学問と芸術・スポーツ

167～169 論説と文苑 漫録 愛鉱者 信仰／入営／医学本の高さ

169～171 論説と文苑 秋日小景 いつゝや三助

171～172 論説と文苑 ならんか拾題 Ｔ生 出世と学能／研究の目的

172～173 論説と文苑 寸感 青々 強がり／修養

174～177 歌壇 香圓集　―旧詠自鈔― 竹前源蔵

177～178 歌壇 秋日抄 白菖

178～180 歌壇 小原温泉紀行 ＴＭ

表題・巻号 備考

自修会報　第十三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1928/2/29

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

181～183 歌壇 丘に立ちて 蒼雲生 学修

183 歌壇 折にふれて 青々

184 歌壇 杜の都 操山生

185 祝賀 服部鼎先生 理学博士学位授与につき、本誌にて祝意

185 祝賀 山田光雄先生 理学博士学位授与につき、本誌にて祝意

185～186 祝賀 佐藤充先生 理学博士学位授与につき、本誌にて祝意

186 祝賀 石川總雄先生 理学博士学位授与につき、本誌にて祝意

186 祝賀 鈴木益広先生 理学博士学位授与につき、本誌にて祝意

186 祝賀 尾形輝太郎兄 理学博士学位授与につき、本誌にて祝意

187～191 消息 仙台で開かれた学術大会の盛況 Ｈ生

191～193 消息・学術便り 数学教室便り 釣股亭主人

193～196 消息・教室便り 数学教室旅行記 WKG生 平泉・鳴子・鬼首への旅行記

197～198 消息・教室便り 物理教室日記 PQ生

198～199 消息・教室便り 秋の紅葉 PQ生 平泉・鳴子・鬼首への旅行記

199～201 消息・教室便り 鰻湯に入る 持庵 平泉・鳴子・鬼首への旅行記

201～202 消息・教室便り
有機化学雑誌会第二百回記念祝賀旅行記
事

福田生 那須温本温泉への旅行記

表題・巻号 備考

自修会報　第十三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1928/2/29

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

202～203 消息・教室便り 化学教室月誌

203～204 消息・教室便り 岩石学教室だより P.M.E

205～209 消息・教室便り 岩石野外実験略記 玄岳 水沢―釜石横断

209～213 消息・教室便り 地質学古生物学教室より 小幡

213～215 消息・教室便り 北樺太の大自然 柴山雄三郎 北樺太への夏期実習旅行

215 消息・教室便り 生物教室便り 雙六の賽

216～217 消息・教室便り 研究所だより メタル生

218～220 消息・会員消息 数学教室

220～225 消息・会員消息 物理学教室

225～228 消息・会員消息 化学教室

229～233 消息・会員消息 岩石、地質、生物学教室

233 哀悼 理学博士山田延男氏

233 哀悼 山田勇喜男氏

233 哀悼 小山一郎氏

233 哀悼 山岸八介氏

234 雑録 自修会役員一覧

自修会報　第十三号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1928/2/29

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

235
雑録・自修会各
部報

会計部報

235
雑録・自修会各
部報

集会所報

235～237
雑録・自修会各
部報

庭球部報

237
雑録・自修会各
部報

卒業生送別会

237
雑録・自修会各
部報

自修会春季総会並新入学生歓迎会

238～239
雑録・学友会各
部報

スケート部報

239～240
雑録・学友会各
部報

乗馬部部報

240～241
雑録・学友会各
部報

文芸部報

241～242
雑録・学友会各
部報

学友会庭球部報

242～243
雑録・学友会各
部報

水泳部報

243～245
雑録・学友会各
部報

学友会蹴球部報

246～247
雑録・学友会各
部報

柔道部々報

247～249 編輯後記 編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第十三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/1/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

写真 新自修会会長小林巌先生

写真 新自修会副会長朴澤三二先生

1 内表紙

2～32 論説と文苑 埃及、聖地及君府見聞記 小林巌
大正15年11～12月のエジプト・エルサレム・トルコ方面への
旅行記

33～38 論説と文苑 物の名 朴澤三二 新発見／命名

38～41 論説と文苑 福岡学術大会のぞ記 吉井正敏 学会のための福岡旅行記

41～45 論説と文苑 三人の学者の踏んだ経路 O.N.K マイエル、ヘルムホルツ、リービヒの研究と生涯

46～50 論説と文苑 フライエシュタット、ダンチツヒ 青山新一 ダンチツヒ見聞録／ドイツ大学事情

51～60 論説と文苑
学友会創設時前後の東北帝国大学陸上運
動会の回顧

成竹好 陸上運動会／運動場建設／

60～61 論説と文苑 自修会誌への提案一つ 竹前源蔵 匿名記事の多さ

62～69 論説と文苑 日本の短詩形の一考察 松永陽之助 真・善・美／芸術／和歌／俳句

69～74 論説と文苑 筑前博多の自修会開会の由来 松村勇夫 日本学術協会大会／福岡

74～82 論説と文苑 テウセン　マンダン ニシカワキュウゾウ 東北会／朝鮮の生活・学校事情

82～86 論説と文苑 血染めの貝化石 石川武男

87～88 論説と文苑 アメリカ旅行の一つ 綱島長年 世界日曜学校大会／アメリカ旅行記

89～91 論説と文苑 原人 M生 地質学教室の人骨

91～95 論説と文苑 随筆―数学断片録 高橋進一 数学者

表題・巻号 備考

自修会報　第十四号

43 



東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/1/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

96～101 論説と文苑 兄等に酒を奨む 荻原伸次

101～108 論説と文苑 ラブレター 大久保肇 仙台の学生生活／喫茶店 小説

109～112 論説と文苑 樺太土産（動植物之巻） 河田喜代助 樺太動植物に関する小知識

113～116 論説と文苑 旅中の様々 彌治喜多公 汽車中で出会った人々との会話

116～120 論説と文苑 小品二つ 河田英

120～122 論説と文苑 クオヴアデイス ソムナンビユリスト

123～133 論説と文苑 自然科学批判 柘植秀臣 自然科学史／哲学と自然科学

134～136 論説と文苑 菖蒲浴衣 芳村良太郎

136～138 論説と文苑 故小瀬知常君を憶ふ 大石三郎

138～144 論説と文苑 黄金花咲く 糸己生

144～151 論説と文苑
主客合一の立場より見たる真善美の相互関
係

小幡忠宏 真善美

152～191 論説と文苑
我友よ、儞の寂寥に逃れよ。―山崎氏に捧ぐ
―

高麗屋

192～197 論説と文苑 中古人の見た天象 大狼星

198～199 歌壇詩壇 八角堂主に贈る 太白生

200～203 歌壇詩壇 土と人 三宿生

203～205 歌壇詩壇 足跡 竹前源蔵

206 歌壇詩壇 晩秋より初冬へ 鷺城生

表題・巻号 備考

自修会報　第十四号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/1/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

207～211 歌壇詩壇 雑詩 大島篤

211～219 歌壇詩壇 月と茗荷 阿部襄

219～220 歌壇詩壇 歌十五首 比露美

220～221 歌壇詩壇 折にふれて 及川公平

222 歌壇詩壇 塩釜。その他。 海綿生

223～224 歌壇詩壇 小春日和 新野弘

225～226 歌壇詩壇 船形紀行 かわた英

227～228 祝賀

229～230 消息・教室便り 岩石学教室だより E.K

230～231 消息・教室便り 生物教室よりの消

231～234 消息・教室便り 地質学古生物学教室より 小幡

234～238 消息・教室便り 物理教室便り 加藤愛雄

238～239 消息・教室便り 化学教室便り（其一） Y生

239～243 消息・教室便り 我がクラスの事ども（其二）

243～245 消息・教室便り 化学教室便り（其三） TN生

245～247 消息・教室便り 分析教室だより（其四） 與録生

248 消息・教室便り 金研より 2号室同人

自修会報　第十四号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/1/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

248～251 消息・教室便り 地質学古生物教室後期生紹介 猪鹿倉忠俊

251～254 消息・教室便り 数学教室旅行記（一、磐梯登山の記） 平田操

254～255 消息・教室便り 数学教室旅行記（二、飯坂温泉に遊ぶ） 高橋進一

255～261 消息・教室便り 津軽旅行記 石島渉

261～264 消息・会員消息 数学教室

264～268 消息・会員消息 物理学教室

268～272 消息・会員消息 化学教室

272 消息・会員消息 岩石教室

272～274 消息・会員消息 地質学教室

274～277 消息・会員消息 地質古生物学教室

277～278 消息・会員消息 生物教室

278 哀悼

279 雑録 自修会役員一覧

280～281 雑録 学友会役員一覧

281～284 雑録 東北帝国大学学友会々則

284
雑録・自修会各
部報

会計部報

284～285
雑録・自修会各
部報

集会所報

表題・巻号 備考

自修会報　第十四号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/1/28

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

285～286
雑録・自修会各
部報

自修会冬期総会並送別会の記 高柳厚

286～287
雑録・自修会各
部報

自修会春期総会並新入学生歓迎会 記録部・E

287～289
雑録・学友会各
部報

ア式蹴球部報 兼松

290～292
雑録・学友会各
部報

剣道部報 委員

293～294
雑録・学友会各
部報

乗馬部報 小林春一郎

294～296
雑録・学友会各
部報

柔道部報 幸田生

296～297
雑録・学友会各
部報

文芸部報 文芸部委員TM

297～299
雑録・学友会各
部報

山岳部報

299
雑録・学友会各
部報

弓道部より 新妻

299～300
雑録・学友会各
部報

水泳部報 水泳部委員

300～302
雑録・学友会各
部報

音楽部報 柴田勝巳

303～305
雑録・学友会各
部報

スケート部報 柴田／青木

305 編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第十四号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～8 論説・文芸 続欧洲見聞記 小林巌 大正15年12月のチェコ・オーストリア・ドイツ方面旅行記

9～11 論説・文芸 目の効用 加瀬勉 盲目の学者

12～23 論説・文芸 秋窓雑記（一地質初学者の手記） 小幡忠宏 地質学／ウィリス著『地質構造』

24～46 論説・文芸 ウエルズの盲人国より見たる科学の姿 泉三郎 科学と哲学／感覚の実相

47～48 論説・文芸 学友会解散について 草野萬三郎
学友会の理事委員の無能力、存在の無価値により解散を提
言

49～51 論説・文芸 秋の白いいき さちた 仙台の風景／学生課／学生スパイ／官学教育

52～54 論説・文芸 短歌再見 畑中一郎 短歌形式／芸術における社会意識反映

54～60 論説・文芸 現代学生罵倒論 騒蟾庵学人 学生を13目に分類／知識階級の卵

60～64 論説・文芸 断論 河田英
イズム／科学思想と宗教思想／数学と自然科学／科学的
人生観

65～68 随筆 親心 竹前源蔵

69～71 随筆 調べがある 山崎重明

71～75 随筆 成体となる頃 餘平 大学生活／卒業

75～77 随筆 海を越へて 鈴木良齊 米国留学時の体験記

77～79 随筆 随筆―月夜の蟹 永澤譲次 月の物理的影響と精神的影響

80～83 随筆 旅順生活餘録 松村勇夫 旅順工大赴任につき、旅順での生活雑感

表題・巻号 備考

自修会報　第十五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

84～85 随筆 残夢譚 曲洞

86～89 随筆 菖蒲田 大島篤 菖蒲田の風光

90～98 創作 蜘蛛 我妻外二

99～105 創作 夕ぐれ時 及川公平

106～111 創作 暁前（一幕一場） 芳村帰一 107～110頁欠

112～123 創作 狩屋の一夜 北村由夫

124～127 詩 喫茶店の夢 大島篤

127～130 詩 雀の夢 阿部襄

130～132 詩 Aupaの詩 Aup

132～135 短歌 感傷墓標 XYZ

135～139 短歌 北杜同人詠草
遅松／静湖／蒼雲生
／篠田稔／道の邊草
／天の川／健坊

140～141 短歌 生活断草 Aupa

141～142 短歌 煙突掃除その他 ABC

142 短歌 駒ヶ岳紀行 河田英

附録・自修会記
事・写真

自修会新副会長箕作新六先生

附録・自修会記
事・写真

自修会運動会　職員提灯競争

自修会報　第十五号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

附録・自修会記
事・写真

自修会運動会　綱引

附録・自修会記
事・写真

自修会運動会　パン喰競争

附録・自修会記
事・写真

感謝状 理学部学生集会所勤続15年感謝状

附録・自修会記
事・写真

平田しづ殿

1～2
附録・自修会記
事

『おばさん表彰に就て』 河田喜代助 理学部学生集会所

2
附録・自修会記
事

御礼の詞 平田しづ 理学部学生集会所
「おばさんに代つて、喜代
助記」

2～7
附録・自修会記
事

平田しづ養老金収支決算書

8
附録・自修会記
事

自修会役員

9
附録・自修会記
事

会計部報

9～10
附録・自修会記
事

自修会冬期総会並卒業生送別会 記録部E.K

10～11
附録・自修会記
事

自修会春期総会並新入生歓迎会

11
附録・自修会記
事

自修会春季庭球大会記

12～14
附録・自修会記
事・教室だより

物理学教室便り K.K生

15～16
附録・自修会記
事・教室だより

郡山先生記念品贈呈会計報告 発起人一同

16～18
附録・自修会記
事・教室だより

岩石鉱物鉱床学教室日記 E.K

18～22
附録・自修会記
事・教室だより

地質学古生物学教室より 小幡

22～23
附録・自修会記
事・教室だより

有機化学教室便り T.N生

表題・巻号 備考

自修会報　第十五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

23～25
附録・自修会記
事・教室だより

化学教室便り（一年） K.S生

25～26
附録・自修会記
事・教室だより

生物教室よりのおしらせ 委員

26～27
附録・自修会記
事・教室だより

金研だより K生

27～32
附録・自修会記
事

数学教室旅行記 岡田一男
松島、石巻、川渡、鳴子、中山平方面への旅行記／緊縮の
風潮

32～36
附録・自修会記
事

一九二九・フィルドノートの餘白から 岩石教室一年合作

37～39
附録・自修会記
事・会員消息

数学教室

40～44
附録・自修会記
事・会員消息

化学教室

44～47
附録・自修会記
事・会員消息

物理学教室

47～48
附録・自修会記
事・会員消息

生物学教室

48～49
附録・自修会記
事・会員消息

岩石鉱物鉱床学教室

49～50
附録・自修会記
事・会員消息

地質古生物学教室

50～53
附録・自修会記
事・会員消息

旧地質学教室

54～55
附録・学友会記
事

学友会役員一覧

56～58
附録・学友会記
事

東北帝国大学学友会々則

59～61
附録・学友会記
事・部報

文芸部々報 委員

61～62
附録・学友会記
事・部報

音楽部報 K生

表題・巻号 備考

自修会報　第十五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1929/12/18

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

62～63
附録・学友会記
事・部報

蹴球部報 兼松四郎

63～64
附録・学友会記
事・部報

野球部報 大貫貞三

65～66
附録・学友会記
事・部報

剣道部報 委員

66～67
附録・学友会記
事・部報

漕艇部報 物理ウオズミ

67～68
附録・学友会記
事・部報

陸上競技部報

68～69
附録・学友会記
事・部報

乗馬部報 森田日子次

69～71
附録・学友会記
事・部報

第六季山岳部報

71～75
附録・学友会記
事・部報

スケート及び学友会スケート部の紹介及報告 大内浩

75 哀悼 遠山主税氏

76～77 祝賀

78～81 編輯後記 河田英

表題・巻号 備考

自修会報　第十五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/2/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

故小川先生略歴

巻頭写真 小川正孝

弔辞 小林巌

1～2 小川前総長の面影 会長　小林巌 小川正孝の思い出

3～6 因果関係の拡張 副会長　三枝彦雄

7～12 寒熱に対する蚯蚓の抵抗力 S.H.生

12～14 故小川先生の面影 青山新一 小川正孝の思い出

15 ステートメント C.M.チャイルド

15～20 下宿情調 火星

20～39 土樋一四三番地の辺り 荻原伸次

40～50 地質初学者の手記 小幡忠宏

51～54 癪に障ることゝ面白いこと 萱場眞

55～78 証明論 渡邊市郎 ハーデー著作の訳

79～83 秋の白いいき（続） さちた 学生課／学生／オヂンチャン学生

84～87 チャイルド先生のこと 加藤源治 生物学教室

87～98 漫談窓から見える興行風景 泉生 ニュートン祭／漫談と落語／文学

98～103 極端 関彬 日本の自殺率世界1位

自修会報　第十六号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/2/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

104～111 創作 ヂャーナのABC 我妻外二

112～116 「秋風夜話」将棋漫談 允部山流棋客

117～119 故武田海軍大尉の高度方位角図表について 奥田毅

119～121 浅蟲音頭 M・H生 浅虫附属臨海実験所／実習生による作歌

121～137 創作 抛たれた骸子 立花陸助

138～140 犯罪探偵物語序説 永野為武

140～157 創作 優しき落伍者 泉生
大学入学試験のための上京車中／白スジ／一高生／合格
発表

158～160 閑日話寸題 蛙聲 一般学生への運動部の解放／大学と社会

161～167 創作 柘榴 杜石生 旧高等工業／仙台の街

167～169 萩の空気に浮く女学生 広瀬川哲男 市鉄／明善寮記念祭

169～171 対教室軟式野球大会についての雑文 M.H.ROW 自修会主催軟式野球大会

172～173 浅虫から 大泉重一

174～176 創作 牛 及川公平

176～185 創作 彼の手記の断片 猪水 校長批判のための授業ストライキ／先生と生徒

186～188 詩 菊の夢 阿部襄

189～195 詩 Aupaの詩（2） Aupa

195～196 俳諧反古「秋の巻」 暁雲

表題・巻号 備考

自修会報　第十六号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/2/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

196～199 短歌 北社会詠草
遅松／Ａｕｐａ／橋山稔
／静湖／蒼雲生／健

坊

199～200 短歌 柏葉酒集 三つ星

200～201 短歌 キールン阜頭にて 浩坊

201～207 短歌 吾日吾歌／植民地風景 KOMITA

207～208 短歌 フヰールド雑詠 HOMO DASSE

附録・自修会記
事・写真

新副会長三枝教授

付録1
附録・自修会記
事

自修会役員

付録2
附録・自修会記
事

会計部報

付録2～3
附録・自修会記
事

自修会冬期総会並卒業生送別会 委員

付録3～4
附録・自修会記
事

自修会春期総会並新入生歓迎会 寺本

付録4
附録・自修会記
事

自修会庭球大会記 大貫貞三

4～6
附録・自修会記
事

自修会野球戦を省みて

7～8
附録・自修会記
事

集会所報告

9～10
附録・自修会記
事

対学部ア式蹴球戦 溝口正夫

11～12
附録・自修会記
事・教室便り

数学教室日記 岡田

12～14
附録・自修会記
事・教室便り

数学教室秋期旅行記 寺本 青根、峨々、蔵王、山形方面旅行記

表題・巻号 備考

自修会報　第十六号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/2/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

14～17
附録・自修会記
事・教室便り

物理教室だより 奥田毅

17～18
附録・自修会記
事・教室便り

哀悼　武田治亀氏

18～21
附録・自修会記
事・教室便り

武田海軍大尉捜索日記 TO生

19～21
附録・自修会記
事・教室便り

化学一年クラス便り グーチ教授

21～25
附録・自修会記
事・教室便り

地質学古生物学教室便り 小幡忠宏

25～26
附録・自修会記
事・教室便り

岩石鉱物鉱床学教室便り S生

27～29
附録・自修会記
事・教室便り

地質旅行記 岩石一年 盛岡、区界、茂市、宮古方面旅行記

29～33
附録・自修会記
事・教室便り

生物学教室便り 新谷

34～36
附録・自修会記
事・会員消息

数学教室

36～40
附録・自修会記
事・会員消息

物理学教室

41～45
附録・自修会記
事・会員消息

化学教室

45～48
附録・自修会記
事・会員消息

地質教室

48～49
附録・自修会記
事・会員消息

岩石教室

付録49～
50

附録・自修会記
事・会員消息

生物学教室

付録51～
52

附録・自修会記
事・祝賀

付録53 編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第十六号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

巻頭写真 本多総長

巻頭写真 渡邊副部長

1～2 自由と我儘 本多光太郎

2～15 昭和二年度の伊仏旅行談 小林巌 イタリア旅行記

16～25
在りし日の点描―故萱場眞氏告別式におい
て語る大要―

鈴木広治

26～34 二畳紀と石炭紀の境界の問題 小幡忠宏

34～36 随筆 潜在収差 関彬

37～41 秋夜雑感 岩井淳一 学者＝変人

41～49 秋日断想 島秋彦 エジソンの死／仙台公会堂

49～54
レオバルディの悲しみ―遠き台南に在るSへ
―

鶄

55～59 静かな部屋 北原新策

60～63 創作 心の釣糸 瀬戸南郎

64～66 創作 薄紫の化粧 広瀬川哲男

67～74 亡き父に語る 明石彌

74～83 寿喜物語・これは恋か 南川数也

自修会報　第十七号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

84～87 理学部野球栄光の日 野球狂児 学部対校野球大会

87～88 ネット裏から 風来人 学部対校野球大会

89～91 若き日をとどむ KOMITA

92～94 北杜会詠草
遅松／二郎／静湖／

喬一／浩坊

95～98 Aupaの詩（3） アウパ生

98～100 盛夏郷姿をその他 しまた

1 自修会記事 自修会役員

2 自修会記事 会計部報

3 自修会記事 自修会冬季総会並卒業生送別会

3～4 自修会記事 自修会春季総会並新入生歓迎会

4～5 自修会記事 自修会春季大運動会

5～6 自修会記事 自修会庭球大会

7 自修会記事 自修会春季野球大会

8～9 自修会記事 自修会秋季野球大会

9～10 自修会記事 帝大学部対抗野球大会

11～12 自修会記事 帝大学部職員対抗野球大会

表題・巻号 備考

自修会報　第十七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1931/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

12～13 自修会記事 集会所報告

13～15
自修会記事・教
室便り

数学教室日記 大崎中男

16～17
自修会記事・教
室便り

数学教室秋季旅行記（一） 平泉、花巻方面への旅行記

17～18
自修会記事・教
室便り

数学教室秋季旅行記（二） 平泉、花巻方面への旅行記

18～21
自修会記事・教
室便り

数学教室便り 大崎中男

21～26
自修会記事・教
室便り

物理教室便り 安井豊

27～29
自修会記事・教
室便り

化学教室便り OLD・MISS生

29～34
自修会記事・教
室便り

地質学古生物学教室の一隅より 小幡

34～36
自修会記事・教
室便り

地質教室から

36～37
自修会記事・教
室便り

岩石学教室日記 島田

38～40
自修会記事・教
室便り

岩石教室近況 島田

40～49
自修会記事・教
室便り

気仙沼方面実習旅行記 吉田雅 気仙沼方面への旅行記

49～54
自修会記事・教
室便り

生物学教室便り 鈴木

54～56
自修会記事・教
室便り

浅虫実験所の一年間 ソラフキ居士 浅虫臨海実験所

57～60
自修会記事・教
室便り

八甲田山実習記 触佛生 高山植物実験所

表題・巻号 備考

自修会報　第十七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1932/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

60～64
自修会記事・教
室便り

生物教室野球便り K・N記

64
自修会記事・会
員消息

台湾在住東北帝大同窓会だより 当番幹事

64～66
自修会記事・会
員消息

数学教室

67～72
自修会記事・会
員消息

物理学教室

72～75
自修会記事・会
員消息

化学教室

75～76
自修会記事・会
員消息

旧地質学教室

77～80
自修会記事・会
員消息

地質学教室

80～82
自修会記事・会
員消息

岩石学教室

82～83
自修会記事・会
員消息

生物学教室

84
自修会記事・祝
賀

85 編輯後記 島田

表題・巻号 備考

自修会報　第十七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1932/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

巻頭写真
四月来学された独逸ﾊﾝﾌﾞﾙｸ大学ﾌﾞﾗｰｼｭｹ教
授

巻頭写真 新副会長岡田教授

1～2 大学教育に就て 本多光太郎 大学教育／人物養成／学制改革／徳育

3～8 昭和二年独逸国内旅行記抜萃 小林巌 ﾄﾞｲﾂ国内旅行記

9～10 ﾌﾞﾗｰｼｭｹ教授の印象 窪田忠彦 ﾊﾝﾌﾞﾙｸへのﾌﾞﾗｰｼｭｹ夫妻訪問について

11～23 時間に就て　【序】 泉三郎 数理哲学

24～31 ｶｰﾙｽﾙｰｴ時代のﾍﾙﾂ 北川芳美 1885～1889年頃のﾍﾙﾂの研究活動について

31～39 材木岩と舘山の玄武岩に就て 吉田雅記 船岡村舘山への岩石見学

40～43 国際語紹介 金子美雄 ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄ語／国際語

43～46 学窓より社会をのぞく 北川潔 自然科学の発明・発見／学者と社会の関係

46～52 或日の彼と其の想ひ 明石彌

53～55 一番丁風景 小林静雄
一番丁／日本円為替相場／世界的不景気／社会制度への
疑問

56～60 随筆 街頭伏仰角 関彬 結婚観／忘れること／ヒロイズムと無教養／美しいもの

61～73 狂人の歌 不知火生

73～79 ﾓﾀﾞﾝ社交ﾀﾞﾝｽに就て 木念居士 学都仙台

80～88 創作 六根清浄を期すれば 関彬

89～101 ﾗﾝﾃﾞﾌﾞｰ
榴ヶ岡聖造／亀岡山大
学／広瀬川哲男

102～103 近詠 堀伸夫

103～106 俳句 果実の化石 杜石生

自修会報　第十八号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1932/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 自修会記事 自修会冬季総会並卒業生送別会

2～3 自修会記事 自修会春季総会並新入生歓迎会

3～4 自修会記事 自修会春季運動会 長尾

4～6 自修会記事 自修会庭球大会

6 自修会記事 春季野球大会

7～8 自修会記事 秋季野球大会

8 自修会記事 集会所便り

8～11 自修会記事 会計部報

11～12 自修会記事
東北帝国大学理学部自修会役員（昭和7年
度）

13～14
自修会記事・消
息

理学部教官松島清遊の記 理学部教官の松島方面旅行記

14～16
自修会記事・教
室便り

数学教室日記

16～17
自修会記事・教
室便り

数学教室春期散歩会記事

17～18
自修会記事・教
室便り

数学教室秋季散歩会記事

18～21
自修会記事・教
室便り

数学三年便り

21～23
自修会記事・教
室便り

佛利教舎御行事日記抄 鴨長明 物理教室便り

23～25
自修会記事・教
室便り

化学教室便り

25～27
自修会記事・教
室便り

化学教室一年便り ﾌﾅﾊｼ･ﾓﾄｦ

27～30
自修会記事・教
室便り

生物学教室便り 平田生

30～33
自修会記事・教
室便り

地質教室便り 不在記者

表題・巻号 備考

自修会報　第十八号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1932/12/19

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

33～34
自修会記事・教
室便り

地質教室便り追記

34～35
自修会記事・教
室便り

岩石教室便り

35～38
自修会記事・教
室便り

岩石教室一学年研究室より S.I記

38～46
自修会記事・教
室便り

北上山地実習旅行記（一年会員） 岩石鉱物鉱床学教室一年学生の実習旅行記

46～48
自修会記事・教
室便り

白根山爆発を見る 大森啓一 草津白根山登山記

49～52
自修会記事・教
室便り

秋田への旅 吉田雅記

52～53
自修会記事・教
室便り

秋田への旅末記 ETC

53
自修会記事・会
員消息

林先生歓迎会 大崎中男

54～57
自修会記事・会
員消息

数学教室

57～62
自修会記事・会
員消息

物理教室

62～65
自修会記事・会
員消息

化学教室

65
自修会記事・会
員消息

旧地質学教室

65～68
自修会記事・会
員消息

地質学教室

68～69
自修会記事・会
員消息

岩石学教室

69～70
自修会記事・会
員消息

生物学教室

71 自修会記事 祝賀

72 編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第十八号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1933/12/16

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 林鶴一先生胸像

口絵 小川記念園

口絵 地質古生物学教室 創立記念日学内開放画報

口絵 硝子工場 創立記念日学内開放画報

口絵 子午儀室 創立記念日学内開放画報

口絵 副会長　吉井義次先生

口絵 故外山四郎氏

1～4 文苑 昭和二年外国旅行談抜萃 小林巌 アメリカ旅行記

4～6 文苑 鼠一題 吉井義次 鼠と人間の栄養効果の違い／人間の食糧問題

6～21 文苑 時間に就て【序】―続― 泉三郎 実数の役割

21～23 文苑 読んで感じたことなど T.O.生 物理学発展史

23～25 文苑 若き科学者の或日の会話 千賀仙之助 生物学／社会構造と科学

26～30 文苑 蔵王山 吉田雅 蔵王山の噴火記録／御釜の変色／青根温泉の由来

31～33 文苑 蔵王山登山の記 KNK生 小林巌、加藤愛雄、中林陸夫の蔵王登山記

33～45 文苑 『萬葉鳥類系譜』 永野為武 万葉集に表れる鳥類

46～58 文苑 「善」を吟味する 不知火生 哲学思想における「善」観念

59 文苑 苦き酒 野分生

60 文苑 ラスコリニコフの殺人 込田健夫

61～62 文苑 墓標感傷 込田健夫

63～65 文苑 随筆『街頭伏仰角』 関彬

表題・巻号 備考

自修会報　第十九号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1933/12/16

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

65～69 文苑 昔ばなし 八木山平
ポエニ戦役／戦争と軍需工業拡大と科学者の動員／「私共
の科学」

70～74 文苑 エクラン斜見 微逃夢 映画

75～77 文苑 雪の陰 朴堂亭 トイレでの思索の時間

78 文苑 観蛍 冷焔

79 文苑 俳句日記より 渡部香雲

80～84 文苑 『真夏の梅雨』 谷田皎三

85～88 文苑 『かれえらいす』漫談 宮古川銀二郎 米

88～89 文苑 仙台小論 伊瀬花鳥 仙台人／仙台時間

90～93 文苑 創作『試作Op.1.』 関彬

93～95 文苑 蚯蚓鳴く 加施博 仙台／八木山／深沼

93～94 文苑 断片!! 無天生 来年度予算や裁判など時事問題への意見

99～108 文苑 新興満洲国を観る 大塚清彦
満州の風土・生業／東洋民族和合による世界再建／満州の
意義について

108～109 文苑 執筆難 港浅夫

111～115 消息・教室便り 数学教室便り 春季散歩会／秋季散歩会

115～116 消息・教室便り 物理学教室便り NH記

116～118 消息・教室便り 化学教室便り

118～122 消息・教室便り 地質古生物学教室便り

122～133 消息・教室便り 岩石鉱物鉱床学教室便り 一年北上山地実習旅行記

133～135 消息・教室便り 生物学教室便り PH記 浅虫便り

136 消息 昭和八年度入学生諸君に関する統計 眼鏡・頭髪

自修会報　第十九号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1933/12/16

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

136～139 消息・会員便り 数学教室

139～141 消息・会員便り 物理学教室

142～145 消息・会員便り 化学教室

145～148 消息・会員便り 地質古生物学教室

148～150 消息・会員便り 岩石鉱物鉱床学教室

151 消息・祝賀

152～153
消息・故外山四
郎氏の追悼

追悼辞 矢部長克

154～157
消息・故外山四
郎氏の追悼

故外山四郎君を憶ふ 遠藤隆次

157～159
消息・故外山四
郎氏の追悼

故外山四郎君を偲びて 植田房雄

160～162
消息・故外山四
郎氏の追悼

手向草 野田光雄

162～165
消息・故外山四
郎氏の追悼

故外山四郎君の一面 稲井豊

165～166
消息・故外山四
郎氏の追悼

台湾の蕃地から 丹桂之助

167 報告 庶務部報告

167～169 報告 会計部報告

169 報告 集会所部報告 集会所設備の雑誌・レコード

169～172 報告 運動部報告 自修会春季大運動会／自修会庭球大会／春季野球戦

173 報告 雑誌部報告

173～174 報告 理学部自修会会則

174 報告 理学部自修会役員

175 編輯後記 編輯委員

表題・巻号 備考

自修会報　第十九号

66 



東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1934/12/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

巻頭写真 総長御近影 本多総長

巻頭写真 小林会長御近影

巻頭写真 向山観測所全景

巻頭写真 来春卒業の本会委員

1～11 文苑
海外旅行記最終編（附欧洲大戦独逸脱出
記）

小林巌 大正3年当時ﾄﾞｲﾂよりｵﾗﾝﾀﾞに至る脱出の思い出

12～14 文苑 梟に聞いた話 中村左衛門太郎 向山観測所

15～19 文苑 野球の弁 三枝彦雄 早慶戦／官庁懇親野球

19～31 文苑
時間に就て（序論）（ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾍﾞﾙｸﾞｿﾝ、及
びｶﾝﾄへの反省）

泉三郎

31～37 文苑 秋宵瑣感 港浅夫 子供の名前／学校教師の学生気質／談話会について

37～40 文苑 科学の時代性 遠藤英夫 理論の実現

41～51 文苑 歩みながら　附自然科学的真理に就て 堀伸夫 真理の追究

52～60 文苑 ﾌﾞﾗﾘの一考察 瀬戸南郎 「ﾌﾞﾗﾘ」という言葉の歴史／ｲﾝﾃﾘ／ﾌﾞﾙｼﾞｮｱｼﾞｰとﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱｰﾄ

60～65 文苑 衣魚の悪戯 高倉久治 美的自律性／画家と哲学家

65～67 文苑 鼠相漫談 大黒天

68～71 文苑 淋しそうな眼の思出 S.S生

71～74 文苑 現今の仕事 宮武修 ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄ語

74～77 文苑 恐山盆地 佐藤光雄 恐山

78 文苑 常住座話 瀬戸内海

79～82 文苑 物好きな男 落付かない科学者 馬

82～84 文苑 小品 宮武修

85 短歌二題 藤川頼彦

表題・巻号 備考

自修会報　第二十号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1934/12/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

85～87 雪月花 渡部香雲

87～89 磧鳶 高橋草郎

90 四季四題 藤川頼彦

91～95 創作 試作Op.2 関彬

96～97 祝賀

98 自修会記事 東北帝大理学部自修会役員

99～100
自修会記事・部
報

庶務部報告

100～101
自修会記事・部
報

集会所報告

101～104
自修会記事・部
報

会計報告

104～112
自修会記事・部
報

運動部報告
ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ大会／春季庭球大会／秋季庭球大会／春季野球戦
／秋季野球戦

112
自修会記事・部
報

雑誌部報

112～114
自修会記事・部
報

理学部自修会会則

115～117 消息・教室便り 数学教室便り

117～120 消息・教室便り 物理学教室便り

120～124 消息・教室便り 化学教室たより

124～127 消息・教室便り 地質学教室便り

127～143 消息・教室便り 岩石教室便り

143～145 消息・教室便り 生物学教室便り

145～163 消息 会員消息

164 編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第二十号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1935/12/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 林鶴一先生

口絵 故林博士の葬儀

口絵 新装の化学教室 全景

口絵 新装の化学教室 玄関

口絵 校内所見 校庭の桜

口絵 校内所見 生物学教室植物園

口絵 副会長　中村左衛門太郎教授

口絵 山野岩多教授ポーランド紀行スナップ１

口絵 山野岩多教授ポーランド紀行スナップ2

1～2 文苑 巻頭の辞 小林巌

3～11 文苑 波蘭土紀行 山野岩多 ポーランド旅行記

11～28 文苑
［独逸アルプス最高峰］ツーク、シピーツを攀
ぢ上った記（バイエルン日記より）

不知火生 ドイツ、ツークシュピッツ登山記

29～48 文苑
時間に就て（序論）（「因果」の観点よりする
「出来事」と「歴史」の解釈）

泉三郎 「因果」／量子論／相対論

49～57 文苑 オウギユスト・コントの生物学的思想に就て 永野為武 実証論

57～59 文苑 人生観 福井健蔵 楽天的と厭世的／生命の原動力

59～60 文苑 プラトニックラブ H.K生 審美的恋愛と道徳的宗教的教育愛／物質文明

61～62 文苑 動物雑記 S.S 伝書鳩／猫

62～66 文苑 姿 島田衛 青年の姿／夏目漱石／阿部知二

66～70 文苑 忘れ得ぬ山々 八木健三 上高地、白馬、西駒、浅間山の思出／浅間火山観測所

70～71 文苑 断片 川内昇三 自己の内面的追求から人生の遂行へ

自修会報　第二十一号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1935/12/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

71～77 文苑 もるて物語 相田次雄

78～79 文苑 俳諧漸近線 関彬

80～85 文苑 学都 高崎光久 仙台を詠み込んだ俳句

86～88 文苑 痴人の歩み 夢瞑

88 文苑 和歌 村越英雄

89～90 文苑 春から秋へ 渡部香雲

91 文苑 短歌 川内昇三

92 文苑 短歌 菜留美

92～94 文苑 俳句 松岡南石

95～96 文苑 春の星 伊藤正二

97～107 文苑 『似顔』ことぢ草 遠山哲夫

108～116 文苑 仙台市蹟抄 遠藤英夫 仙台史跡／仙台市中地名に関する調査

117～120
故林鶴一先生を
悼みて

林鶴一先生薨去の前後 岡田良知

120～121
故林鶴一先生を
悼みて

弔辞 藤原松三郎

121～122
故林鶴一先生を
悼みて

弔辞 鈴木敏一

123～129
故林鶴一先生を
悼みて

林先生の和算に於ける一側面 平山諦

129～136
故林鶴一先生を
悼みて

噫林鶴一先生 松村勇夫

136～138
故林鶴一先生を
悼みて

薨去より御葬儀迄―林先生を悼みて― 数学教室一学生

139 祝賀

140～141 会員便り 満州自修会 松村勇夫

発行者 発行年月日

表題・巻号 備考

自修会報　第二十一号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

東北帝国大学理学部自修会 1935/12/5

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

141～143 会員便り 富山保君の横浜高等工業学校長祝賀会

144～148 会員便り 数学教室

148～157 会員便り 物理学教室

157～162 会員便り 化学教室

162～168 会員便り 地質古生物学教室

168～171 会員便り 岩石鉱物鉱床学教室

171～173 会員便り 生物学教室

173～177 教室便り 数学教室便り 散歩会

177～179 教室便り 物理教室便り

179～180 教室便り 化学教室便り

180～189 教室便り 地質学教室便り 一年実習旅行

189～197 教室便り 岩石教室便り 北上旅行記

197～200 教室便り 生物学教室便り

201～202 各部報告 自修会春季総会並びに新入生歓迎会

202～203 各部報告 庶務部報告

204～214 各部報告 運動部報告 岩倉国治
卓球大会／春季野球大会／春季庭球大会／秋季野球大会
／秋季庭球大会

214～215 各部報告 集会所報告 委員

215～216 各部報告 雑誌部報告

216～218 各部報告 会計部報告

218～219 理学部自修会会則

220～221 東北帝国大学理学部自修会役員

222 編輯後記 藤川頼彦

自修会報　第二十一号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1936/12/15 創立二十五周年記念号
奥付は「昭和十二年十二
月十五日発行」とある

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 新会長窪田忠彦教授

口絵 二十五周年記念式場入口

口絵 記念式場全景

口絵
在職二十年以上ノ教職員ニ感謝状及表彰状
授与

口絵 来賓午餐会場ニ於ケル本多総長ノ挨拶

口絵
公会堂ニ於ケル二十五周年記念講演会（壇
上ニアルノハ三枝教授）

口絵 物故職員慰霊祭

口絵
桜ヶ岡公園（西公園）ニ於ケル自修会発会式
記念撮影

口絵
本多総長在職満二十五年祝賀会ニ於ケル総
長謝辞

口絵 本多総長ヘ贈呈ノ胸像ト肖像画

口絵
六月十九日北海道小清水に於ける日食皆既
の際に撮影せるもの。

口絵 日食直後に於ける観測隊

1～4 文苑 思ひ出 本多光太郎 開学当時の教授年齢／研究本意の学風／金属材料研究所

4～5 文苑 理学部学生への注意 窪田忠彦

6～15 文苑
東北帝国大学ノ昔ト今―（創立二十五周年紀
念東北帝国大学ノ昔ト今ヨリ転載）―

沿革年表／略史

16～26 文苑 六月十九日の皆既日食 小林巌 北海道小清水日食観測記

27～30 文苑 本多先生在職二十五年祝賀式概況 三枝彦雄

30～36 文苑 数学教室の今昔と将来 高須鶴三郎 東北数学雑誌

37～48 文苑 日食行 松隈健彦 天文講座／北海道小清水日食観測記

49～56 文苑 創立二十五周年記念所感 一学生
物故職員慰霊祭祭文／総長式辞／卒業生総代祝辞／陳列
説明役所感

表題・巻号 備考

自修会報　第二十二号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1936/12/15 創立二十五周年記念号

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

56～64 文苑
大久保・三枝両教授に教室二十幾年の過去
を聴くの会

物理教室二十幾年の座談会

64～70 文苑 日食と地電流 加藤愛雄 日食観測における地球物理班活動記録

70～77 文苑 十八世紀後半の生物学の一面 永野為武

78～91 文苑 理論物理学に於る方法的反省の一例 不知火生

92～103 文苑
山野教授波蘭紀行に答へて―エス・メルヘン
ランド（Ｓ－Ｍａｒｃｈｅｎｌａｎｄ）―

山路青鈴

104～115 文苑 『炎』 H.K生

110～116 文苑 スポーツの本質 島田衛 遊びと勝負

116～119 文苑 偶感二題 菱田造耕

120～123 文苑 十和田湖ところどころ 八木健三 十和田方面旅行記

123～132 文苑 ある一隅 K.T生

133～135 文苑 思ひ出妄言 根橋雄太郎 風俗と流行／ラジオ／スポーツの大衆化／メートル法導入

136～139 文苑 くだもの三篇 前田重作

140 文苑 秋思 永野孫郎

141～142 文苑 青芝 高崎草郎

143～144 文苑 短歌 国谷雄生

144～145 文苑 短歌 国谷純一

146～147 文苑 なつとあきと 伊藤正二

148～149 文苑 ふるさと雑詠 中島勇徳

150～152 文苑 詩といふものは 夢瞑

153～154 文苑 『ボッチャン』 檞緑風

自修会報　第二十二号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1936/12/15 創立二十五周年記念号

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

154～156 文苑 “やがて”漫談 久知野與多助 未来の想像

156～160 文苑 朝鮮の印象 藤間峰俊 朝鮮半島旅行記

160～161 文苑 ブリ言葉 H.K生

161～163 文苑 岩石教室入学の思出 澤田慶一 大学入試／仙台の印象／研究の都

164～173 文苑 巡査 ことぢ草

174～184 文苑 ミルクの十日 土田定次郎 地質学古生物学教室北海道実習旅行記

185
林鶴一先生追悼
会記事

林鶴一先生追悼会記事 一学生

186
林鶴一先生追悼
会記事

開会の辞 窪田教授

186～187
林鶴一先生追悼
会記事

故林名誉教授ノ思ヒ出 本多光太郎

188～189
林鶴一先生追悼
会記事

故林先生の功績に就て 窪田教授

190
林鶴一先生追悼
会記事

故林鶴一先生一周年紀念追悼会閉会の辞 岡田良知

191～192 林鶴一先生を追憶して 福井健蔵

192～196 荻原伸治君の死を悼む 松村勇夫

197～202 保井主計君を憶ふ 湊朝夫

203～206 鈴木益太郎君の思出 松村勇夫

207～208 祝賀

209～210 消息・会員便り 金沢自修会 樫本

210～215 消息・会員便り 数学教室

215～224 消息・会員便り 物理学教室

224～230 消息・会員便り 化学教室

表題・巻号 備考

自修会報　第二十二号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1936/12/15 創立二十五周年記念号

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

230～236 消息・会員便り 地質古生物教室

236～238 消息・会員便り 岩石学教室

239～241 消息・会員便り 生物学教室

241～247 消息・教室便り 数学教室便り

247～249 消息・教室便り 物理教室便り

250～251 消息・教室便り 化学教室便り

251～255 消息・教室便り 地質学教室便り

255～258 消息・教室便り 岩石教室便り 北上旅行記

258～261 消息・教室便り 生物学教室便り 旭山遠足記

262～264
自修会記事・各
部報告

自修会春季総会並びに新入生歓迎会

264～265
自修会記事・各
部報告

庶務部報告

266～277
自修会記事・各
部報告

運動部報告
氷上スケート部／卓球大会／春期野球大会／春期庭球大
会／秋期野球大会／秋期庭球大会

277～278
自修会記事・各
部報告

集会所報告 （河郎）岩

278～281
自修会記事・各
部報告

会計部報告

281～282
自修会記事・各
部報告

理学部自修会会則

282～283
自修会記事・各
部報告

東北帝国大学理学部自修会役員

283～284
自修会記事・各
部報告

本学創立二十五周年記念事業寄附金に就て

編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第二十二号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1937/12/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 新副会長富永齊教授

口絵
神津教授在職二十五周年記念式ニ於ケル同
教授ノ挨拶（昭和十二年十一月七日於本学
講堂）

口絵
斎藤報恩会講堂ニ於ケルニールスボーア博
士ノ講演

口絵
十月二十八日上海主要地点陥落祝勝提灯
行列（仙台市）

口絵 来春卒業ノ本会委員

1～2 文苑 時局に関聯して理学部学生に告ぐ 窪田忠彦 科学と戦争／軍事的研究

2～3 文苑 自修会回顧 富永齊

4～9 文苑 文化勲章に輝く本多先生 三枝彦雄 本多光太郎の来歴

10～14 文苑 一つのインバリアンテンテオリー 高須鶴三郎 修養／宗教／道徳

15～17 文苑 神津先生御在職二十五年記念式記事 藤間峰峻

18～28 文苑 時間因果論（「学」の成立条件に就て） 泉三郎 専門科学と総合科学

29～35 文苑
自然哲学的生物学十九世紀初頭を飾る生物
哲学に就て

永野為武

36～40 文苑 出征記第一信／第二信 遠藤英夫

41～50 文苑 夏の旅印象記（「ウイン」より「ベルリン」迄） 不知火生 オーストリア、イタリア、スイス、ドイツ方面旅行記

50～55 文苑
学生の見た西部アメリカ　―第四回日米学生
会議に出席して―

菱田耕造

56～57 文苑 ポテンシャル 伊藤正二

57～67 文苑 勝敗 オーロラ

表題・巻号 備考

自修会報　第二十三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1937/12/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

67～70 文苑 小さな思ひ出 WAIKEI

70～73 文苑 男性二筋道 夢瞑

73～95 文苑 A君の死 ことぢ草

96～98 文苑 学生時代の熱情 根橋雄太郎

99～105 文苑 川柳の旅 三六公子

106～107 文苑 葉脈 高崎草郎

108～110 文苑 あどけなき幸福 イロハト

110～111 文苑 祝賀

111～112 文苑 祝出征

112 消息・会員便り 教授懇親会

112～116 消息・会員便り 数学教室

116～124 消息・会員便り 物理学教室

125～129 消息・会員便り 化学教室

130～134 消息・会員便り 地質古生物学教室

134～137 消息・会員便り 岩石学教室

137～138 消息・会員便り 生物学教室

139～146 消息・教室便り 数学教室便り 別辞／数学教室の最近をのぞく／数学教室三年便り

146～156 消息・教室便り 物理学教室便り 北海道見学旅行記

自修会報　第二十三号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1937/12/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

156～158 消息・教室便り 化学教室便り 権記
有機化学教室／生物化学教室／無機化学教室／理論化学
教室／分析化学教室

158～159 消息・教室便り 地質学古生物学教室便り

162～168 消息・教室便り 岩石学教室便り
北上実習教室便り／岩石学二年教室便り／岩石学教室三
年研究室便り

168～174 消息・教室便り 生物学教室便り

175～176 自修会記事 自修会春季総会並びに新入生歓迎会

176～178 自修会記事 庶務部報告

178～183 自修会記事 運動部報告 岸田孝蔵
卓球大会／春季野球大会／春季庭球大会／秋季野球大会
／秋季庭球大会

184 自修会記事 集会所報告 藤松

185 自修会記事 雑誌部報告 長谷川米吉

185～188 自修会記事 会計部報告

188～190 東北帝国大学理学部自修会役員

189～190 後記 長谷川米吉

表題・巻号 備考

自修会報　第二十三号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1938/12/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 畑井教授の俤

1～2 文苑 非常時局に際し理学部学生に告ぐ 窪田忠彦 銃後の後援／忠国愛心の精神

2～4 文苑 水滴 富永齊

4～9 文苑 八達嶺を越えて 渡邊萬次郎

9～13 文苑 北京の思出 松隈健彦

13～17 文苑 畑井教授退職記念会記事 一学生 畑井新喜司略歴

18～28 文苑 時間論（精神科学に就て） 泉三郎

文苑 近作 S.M 俳句

30～33 文苑 芭蕉の葉 榊原道明

33～37 文苑 南満州の思ひ出 根橋雄太郎 生地満州の思い出／満州の工業

38～39 文苑 織田隆君の死に際して 杉村勇天

39～45 文苑 加古君と私 笄旺一 大学生の日常と妄想／店頭で婦人雑誌を購入できるか

45～48 文苑 短歌三篇 中島勇徳

48～52 文苑 パーマネントウェーブ ことぢ草 パーマとアイシャドウ 小説

53～58 文苑 私のアパート生活 不知火生 神戸でのアパート生活／大阪と東京

59～60 消息欄 新理学博士の御誕生を祝す 博士号取得者氏名・研究題目

61 消息欄 畑井教授送別会

61～65
消息欄・会員の
便り

数学教室

表題・巻号 備考

自修会報　第二十四号

79 



東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1938/12/15

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

65～72
消息欄・会員の
便り

物理学教室

72～78
消息欄・会員の
便り

化学教室

78～84
消息欄・会員の
便り

地質古生物学教室

84～87
消息欄・会員の
便り

岩石鉱物鉱床学教室

88～90
消息欄・会員の
便り

生物学教室

90～95
消息欄・教室の
便り

数学教室便り 散歩会報告

95～97
消息欄・教室の
便り

物理学教室便り

98～99
消息欄・教室の
便り

化学教室便り
有機化学教室／生物化学教室／無機化学教室／理論化学
教室／分析化学教室

99～102
消息欄・教室の
便り

地質学古生物学教室便り 三年生の教室便り／二年生の教室便り／一年生の教室便り

102～106
消息欄・教室の
便り

岩石鉱物鉱床学教室便り 三年だより／二年研究室だより／北上だより

106～111
消息欄・教室の
便り

生物学教室便り K生／E.I生 秋期散歩会

112～114
自修会記事・各
部報告

庶務部報告 委員

114～119
自修会記事・各
部報告

運動部報告 依田浩
氷上スケート大会／卓球大会／春季野球大会／春季庭球
大会／秋季庭球大会／秋季野球大会

119～120
自修会記事・各
部報告

集会所報告 磯部恒雄

120～121
自修会記事・各
部報告

雑誌部報告 雑誌部一委員

121～123
自修会記事・各
部報告

会計部報告

124 自修会記事 理学部自動車同好会解散報告 委員

124～125 自修会記事 東北帝国大学理学部自修会役員

125～126 自修会記事 編輯を終へて 岩田悦行

表題・巻号 備考

自修会報　第二十四号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1939/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 新会長　藤原松三郎教授

口絵 新副会長　野村七録教授

口絵 矢部長克教授還暦祝賀会記念撮影

口絵 故増原碩君 略歴あり

口絵 故池田正君 略歴あり

口絵 元学生集会所おばさん　平田しづ女

1～5 文苑 所感 野村七録 大学での基礎修養／科学の文化的使命

5～8 文苑 蔵王山登山の記 小林巌

9～12 文苑 矢部教授還暦記念会記事 一学生 祝賀式次第／記念学術講演会／懇親晩餐会

12～19 文苑 時間論（『人間と類型』に就て） 泉三郎 精神科学と自然科学

19～25 文苑 月の表面を探る―科学研究に於ける協力― 八木健三

26～29 文苑 フランケンシュタイン 山路青鈴

29～30 文苑 知り人 安河内剛

31～36 文苑 断想 歩兵少尉 応召した戦地での追想

36～41 文苑 色鮮かに 光禅寺透

41～45 文苑 兄からの手紙　弟への葉書 鈍骨

45～52 文苑 北支に汗して 秋田三郎 中国戦地での日記抄

自修会報　第二十五号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1939/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

52～53 文苑 弟、従妹の死 佐々木芳治

53 文苑 磐梯山と猪苗代湖 佐々木芳治

54～55 文苑 ためいき 凡倉生

56～57 消息欄 新理学博士の御誕生を祝す 博士号取得者氏名・研究題目

57～58 消息欄 祝出征 応召者氏名

58～59 消息欄 池田、増原両理学士追悼会 池田正、増原碩の戦死

60 消息欄 「おばさん」の退職について 委員 自修会集会所／集会所移転に伴う退職

61 消息欄 御礼の詞 平田しづ

61 消息欄 平田しづ殿退職慰労金収支決算書

62～64 消息欄 平田しづ殿退職慰労金醵出者芳名

64～65 消息欄 藤原先生歓迎会 山田

65～69
消息欄・会員の
便り

数学教室

69～73
消息欄・会員の
便り

物理教室

74～77
消息欄・会員の
便り

化学教室

77～78
消息欄・会員の
便り

旧地質教室

78～81
消息欄・会員の
便り

地質古生物学教室

81～84
消息欄・会員の
便り

岩石鉱物鉱床学教室

表題・巻号 備考

自修会報　第二十五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1939/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

84～86
消息欄・会員の
便り

生物学教室

86～88
消息欄・教室便
り

数学教室便り 散歩会報告

89～99
消息欄・教室便
り

物理学教室便り 物理教室三年生見学旅行記

99～102
消息欄・教室便
り

化学教室便り
生物化学教室／理論化学教室／分析化学教室／無機化学
教室／有機化学教室

102～105
消息欄・教室便
り

地質古生物学教室便り 職員の近況／教室展望

105～109
消息欄・教室便
り

岩石鉱物鉱床学教室便り 三年研究便り／二年研究室便り／一年研究室便り

109～116
消息欄・教室便
り

生物学教室便り 浅虫臨海実習記

116～117
自修会記事・各
部報告

庶務部報告

117
自修会記事・各
部報告

自修会運動会

118～123
自修会記事・各
部報告

運動部報告 森島国男
氷上スケート大会／自修会スキー大会／卓球大会／春季
庭球大会／春季野球戦／秋季庭球大会／秋季野球戦

123
自修会記事・各
部報告

集会所報告 大関信雄

123
自修会記事・各
部報告

雑誌部報告 雑誌部一委員

123～125
自修会記事・各
部報告

会計部報告

125～126 自修会記事 東北帝国大学自修会役員

126 自修会記事 編輯を終へて 齋藤頴一

表題・巻号 備考

自修会報　第二十五号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1940/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 新総裁　熊谷岱蔵総長

口絵 新会長　小林巌教授（物理）

口絵 新副会長　松隈健彦教授（天文）

口絵 長瀬勇君 略歴あり

口絵 藤林毅夫君 略歴あり

口絵 廣江正五君 略歴あり

1～2 文苑 大学と新体制 小林巌 大学令第一条の精神と新学令の精神

2～3 文苑 「筈だ」化学と「日本」化学 富永齊 物資不足／化学実験と物資

4～12 文苑 時間論（歴史と類型） 泉三郎

12～16 文苑
最近のソヴィエート聯邦生物学の動向―ダー
ヰンの"種の起原"発刊八〇周年記念の催し
―

辻田時美

16～21 文苑 基督教と神 橋本寅三郎

21～24 文苑 卑俗な歌謡曲を排斥したい 立石金吾 流行歌／国民唱歌／新体制と歌謡曲

24～29 文苑 学生娯楽論 比良野生
非常体制時の学生の娯楽／映画、酒、煙草、碁・将棋、麻
雀・撞球、長髪、スポーツ／歓楽街からの学生閉出し

29～30 文苑 その時その時 五郎

31～36 文苑 一つの要求 石川進

37～38 消息欄 新理学博士の御誕生を祝す

表題・巻号 備考

自修会報　第二十六号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1940/12/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

39 消息欄 藤原先生御夫妻歓迎会

40～41 消息欄 廣江正五君遭難に就いて 蔵王下山途中にて転落

41～43
消息欄・教室便
り

物理教室 泉三郎

43～44
消息欄・教室便
り

数学教室便り
散歩会／藤原教授の和算術研究／図書ニューの発行／図
書室整理／一年生便り／二年生便り

44～47
消息欄・教室便
り

物理学教室便り

47～49
消息欄・教室便
り

化学教室便り T.S.生

49～52
消息欄・教室便
り

地質学古生物学教室便り

52～54
消息欄・教室便
り

岩石三年研究室便り 朝顔

54～57
消息欄・教室便
り

岩石教室一年だより

57～59
消息欄・教室便
り

生物学教室便り

60～62
自修会記事・各
部報告

庶務部報告

62～68
自修会記事・各
部報告

自修会運動部報告 黒澤弘正
氷上スケート大会／卓球大会／スキー大会／春季庭球大
会／春季野球大会／秋季野球大会／秋季庭球大会

68
自修会記事・各
部報告

集会所報告 鈴木

68～69
自修会記事・各
部報告

雑誌部報告 伊東良孝

69～70
自修会記事・各
部報告

会計部報告

70～71 自修会記事 東北帝国大学理学部自修会役員

７１ 編集後記 番丁道人

自修会報　第二十六号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1941/12/27

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～3 文苑
自修会と報国会、学生指導班、報国隊並に
防護団との関係

小林巌
報国会の一学部会としての理学部自修会／報国会・報国
隊・防護団など機構の複雑化と淘汰整理の必要

4～6 文苑 問題と実験 山口彌輔 「理念」「実験」「問題」

7～11 文苑 日蝕旅行記 松隈健彦 中国湖北省への日蝕観察旅行記

12～15 文苑 科学雑筆 橋本寅三郎 真理の探究

16～18 文苑 サガレンの汽車の中 國井喜章 樺太旅行記

18～19 文苑 短歌 石橋

19～20 文苑 をりにふれて 塩川孝信

21～22 実習記 地質教室二年学生北上実習旅行記

22～27 実習記
大岳登山の日―植物教室二年八甲田実習
報告記―

28 消息欄 会員の受賞を祝す

28～30 消息欄 新博士の誕生を祝す
博士号取得者氏名・研

究題目

31 消息欄 会員逝去

32～33 消息欄 佐伯君の死を悼みて 片岡秀吉

33～35 消息欄 故佐伯国治先生を偲びて 御代田茂

36 消息欄 数学教室

36～37 消息欄 物理教室

37 消息欄 地質教室

表題・巻号 備考

自修会報　第二十七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1941/12/27

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

37～38 消息欄 地質古生物学教室

38～39 消息欄 化学教室

39～40 消息欄 岩石鉱物鉱床学教室

40～41 消息欄 生物学教室

41～44
消息欄・教室便
り

数学教室便り

44～48
消息欄・教室便
り

物理学教室便り

48～52
消息欄・教室便
り

化学教室便り
分析化学研究室／無機化学研究室／理論化学研究所／有
機化学研究室／生物化学研究室／

52～56
消息欄・教室便
り

地質学古生物学教室便り

56～57
消息欄・教室便
り

岩石教室一年だより のんき生

57～60
消息欄・教室便
り

生物学教室便り

60～61
自修会記事・各
部報告

庶務部報告 鈴木亮次郎

61～65
自修会記事・各
部報告

運動部報告 奥海靖
卓球大会／氷上スケート大会／春季野球大会／春季庭球
大会／秋季庭球大会／秋季野球大会

65
自修会記事・各
部報告

集会所報告 鈴木

65～66
自修会記事・各
部報告

雑誌部報告 藤田

67～69
自修会記事・各
部報告

会計部報告

69～70 自修会記事 昭和十六年度自修会役員表

70 編輯後記

表題・巻号 備考

自修会報　第二十七号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1943/7/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 学外先輩随筆集 散歩会の思ひ出 柳原吉次

2～3 学外先輩随筆集 台北だより 松村宗治 台北大学の近況

3～5 学外先輩随筆集 所感 海野三朗 今後の卒業生への訓戒

5～6 学外先輩随筆集 小竹無二雄 日本の科学研究者の質向上／昨今学生の親切

7～8 学外先輩随筆集 無題 武井武 戦時の研究

8～10 学外先輩随筆集 酒 野田眞三郎 日本と外国との酔っ払い比較／日本の酒

10～12 学外先輩随筆集 路上の糞・痰 谷田専治 中国の衛生事情と、その処理対策

13～16 学内職員随筆集 二月五日の日食皆既 小林巌 昭和18年2月5日の皆既日食観測旅行／北海道釧路にて

17～21 学内職員随筆集 古人の心を活かせ 石川總雄 科学の学徒における日本精神の必要性／芭蕉、良寛、曙覧

21～22 学内職員随筆集 山小屋の朝 富永齊 大雪山黒岳登山記

23～25 学内職員随筆集 藤原先生の賜 高須鶴三郎 藤原松三郎の思想

25～29 学内職員随筆集 日食雑談 松隈健彦 昭和18年2月5日の皆既日食観測旅行／北海道小清水村

29～30 学内職員随筆集 日食記 中村左衛門太郎 北海道での日食観測記

30～32 学内職員随筆集 研究と夢 山口彌輔 戦争と日本の食糧事情／米の品種改良

32～33 学内職員随筆集 国文また明徴に 永野為武 翻訳文の不明徴

34～35 雁のつばさ 藤原先生を囲む「きたもの会」 海老原

35 雁のつばさ 茅誠司君の栄誉を祝福する会 海老原

表題・巻号 備考

自修会報　第二十八号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北帝国大学理学部自修会 1943/7/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

36～41 実習記 黒潮にのる T.I生 高知県浦戸での石灰海綿採取実習参加記

41～45 実習記 八甲田山大学錬成会に参加して 河野恭介 八甲田植物実験所での全学錬成会参加記

46～48 教室便り 数学教室便り

48～50 教室便り 物理学教室便り

50～52 教室便り 化学教室便り 分析化学／有機化学／無機化学／理論化学

52～53 教室便り 岩石鉱物鉱床学教室便り

53～55 教室便り 地質学古生物学教室便り

55～58 教室便り 生物学教室便り

59～61 学生文苑 広瀬川 武者宗一郎 仙台の風光

61～63 学生文苑 大きな思ひ出、N先生の事 芝山二郎

63～64 学生文苑 科学の特殊性 中澤信午 科学における対象の特殊性と立場の特殊性

64～66
自修会記事・各
部報告

自修会運動部報告 河野
新入生歓迎運動会（5月）／春季野球大会／春季庭球大会
／新入生歓迎運動会（10月）／秋季庭球大会／秋季野球大
会

66
自修会記事・各
部報告

雑誌部報告 黒崎 紙の使用制限 編輯後記

自修会報　第二十八号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1948

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～2 自修会誌再刊の辞 高橋純一

3～4 偶感 加藤愛雄 終戦後の自修会

4～5 理学部ヨリ見タル新制大学ノ内容ニツイテ 編集委員 新制東北大学の目的、使命、組織

6 心に残すポイントの詩 金枝久子

7 教室だより（1） 数学教室

8 教室だより（1） 物理教室

9 教室だより（1） 化学教室

10～11 論説 意志の自由 神垣知夫

11～12 中将実方の墓 長谷川修三

12～13 湯の花 林誠明

14 随想 尾形祐三郎

14 俳句 岩佐三郎

15～17 教室だより（2） 地質教室

17 教室だより（2） 岩石教室

17～18 教室だより（2） 生物学教室

19 Herring in Rebun S.T.Nakamura

20 随筆 万年筆 永野為武

表題・巻号 備考

自修会報　第2輯第1号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1948

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

21～22 日食追想 乗富一雄

22～23 八甲田実験所の記 石塚和雄

23 点描 浜辺 本間光太郎

24 詩二題 A.T生

25 二つの腕の為に T.S生

26～27 教室だより（3） 地球物理教室

27 教室だより（3） 地理教室

28～29 創作 かけっこ―或る女学生のノートより― K.M

29～30 小品 いやなポーズ 砂井京

31 自修会記事 編集委員 欠／目次より題目抜粋

33 編輯後記 編集委員 欠／目次より題目抜粋

表題・巻号 備考

自修会報　第2輯第1号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1949/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

1～3 自修会員諸君に 山田光雄

4～7 新化学ろんぎ 浅野清

7 書評 朝永振一郎編『物理学読本』 尾崎正治

8 日本の文化 山本宗一 日本の生活文化、かな文字

8～10 三つの戦後調 富田芳郎 戦後日本の青年学徒

10 自然行吟 E.K生

10～12 人類・鉱物・科学 渡辺万次郎 鉱物資源の戦争利用

12 貝の産卵 山本護太郎

13～14 ざくろ石 大森啓一

15 アメリカ便り 八木健三

16～19 川柳小野小町傳 細井修

20～32 天使―神をつぐ者― 斎藤文一

33～34 音楽鑑賞のために 林誠明

34 思ひ T.B

35～41 『Kさんの事』 生出慶司

40～41 ピエロ日記より 西岡実

42～51 私と妹 3・4・6生

表題・巻号 備考

自修会報　第2輯第2号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1949/12/20

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

52～53 Sの手紙 田岸楊

54～56 或る夫人の話（幻想に生きる女） 千葉博

57 教室だより 地球物理学教室 庄司力偉

58 教室だより 物理学教室 Y.F記

59 教室だより 数学教室

60 教室だより 岩石教室

61 教室だより 地質教室

62 教室だより 生物教室

63 教室だより 地理学教室

63 教室だより 化学教室

64 自修会だより 自修会だより

自修会報　第2輯第2号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1951/2/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

2～3 自修会員諸君に 山田光雄 理学部の戦後復興経過／イールズ事件

4～10 カーネギー研究所にて 八木健三

10 なりわい ちしつ・ぺくてん

11～ 随想 「ひとりごと」 X.Y.Z生 人間的体験の段階的発展

12～15 随筆 歴史の教科書 荻原晰二

14 栗駒山調査に参加して 黒沢広治

15～17 随筆 うんも 大森啓一

16 栗駒山調査に参加して 黒沼広治

17～19 随筆 大学生と共に 中老生

19 火星上の生命 編集子 運動会での学生の姿／アルバイト／合格発表

20～26 創作 ヒルメとスサノ 中村左衛門太郎

26～28 ZAMENHOF祭のときの松隈先生 大島孝一

28～33
『フロベールの手紙』を中心とした『ボヴァリー
夫人』　“フロベール研究の一断面”

渡辺偉夫

33～37 『白鳥の死を』追想する 澤達男

38～44 花影放談 細井修

44～47 ―れとる・ど・さなとりうむ― T.H

47～48 創作 ナポレオンと或る夫婦 千田宏

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1951/2/1

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

49～61 創作 ある友の死 守山健一

61～69 創作 成功者 R.V

69～83 創作 薄日 眞刈徹・中道彦

84～85 教室だより 第一教養部 T.S記

85～86 教室だより 天文学教室 ×××× 天文学教室の前歴

86～88 教室だより 数学教室

88～90 教室だより 地質学教室 KM生

90～91 教室だより 物理学教室

91～92 教室だより 地球物理学教室 T.H記

92～94 教室だより 岩石鉱物鉱床学教室 S

94～95 教室だより 地理学教室

96～97 教室だより 生物学教室

97～100 教室だより 化学教室
有機化学教室／生物化学教室／無機化学教室／分析化学
教室／理論化学教室

101～102 自修会だより 自修会便り 柴田

102～103 自修会だより 事務室 S.Y記

104 自修会だより 運動部

105～106 自修会だより 文化部 林

106～107 自修会だより 編集後記 T.H記

表題・巻号 備考

自修会報　第2輯第3号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1952/1/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

口絵 東北大学正門

口絵 化学教室

口絵 地球物理学教室

口絵 物理学教室

口絵 数学教室

口絵 生物学教室

口絵 岩石鉱物鉱床学教室

口絵 地質古生物学教室

口絵 地理学教室

口絵 事務室

5～7 会員諸君に 渡邊萬次郎

8～10 特別寄稿 卵の皮部細胞質の発生学的研究 元村勲

11 昭和二十六年以降学位授与者

12
各教室教授プロ
フィール

岩石教室　渡辺万次郎教授

12
各教室教授プロ
フィール

物理学教室　山田光雄教授

13
各教室教授プロ
フィール

地質学教室　矢部長克名誉教授

13
各教室教授プロ
フィール

数学教室　淡中忠郎教授

表題・巻号 備考

自修会報　第2輯第4号
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1952/1/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

14～15
各教室教授プロ
フィール

化学教室　石川総雄教授

15～16
各教室教授プロ
フィール

地理学教室　富田芳郎教授

17
各教室教授プロ
フィール

生物学教室　野村七録教授 H

18
各教室教授プロ
フィール

地球物理学教室　加藤愛雄教授

19
各教室教授プロ
フィール

事務　柴田大三事務長

20～21 各教室教授随筆 アンドレ・ヴェイユ「数学の将来」を読んで 高須鶴三郎

21～23 各教室教授随筆 小林松助先生を通じて感ずるまゝを語る 箱守新一郎 祖国復興の基盤／「心のふるさと」

23～24 各教室教授随筆 非文学者の非文学論 浅野清

24～25 各教室教授随筆
人の代りに石であったら（或る卒業生に答え
て）

大森啓一

25 詩 雑詠 矢崎たかし

26～27 各教室教授随筆 毛筆 永野為武

27～28 各教室教授随筆 ある地球物理学者の悲観 鈴木次郎

29 詩 別離 K生

30～31 科学と政治 SL生
戦後の研究の自由、思想の自由の実情／科学研究の社会
への寄与

32～40
三つの宝の色　幻想的視覚と聴覚による断
片的シナリオ

小林創郎

41～43 油子達の思い出 八島どんべい

44 詩 天球儀の中の蝶 若草暢子

自修会報　第2輯第4号

表題・巻号 備考
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東北帝国大学学友会誌目録（１）　自修会報

発行者 発行年月日

東北大学理学部自修会 1952/1/25

掲載頁 区分 記事名 著作者 内容、キーワード 備考

44 詩 銀杏 三位

45～46 教室だより 地球物理学教室 林誠明（T.H）

46～48 教室だより 生物学教室 H 附八甲田研究所／浅虫臨海実験所

48～49 教室だより 岩石教室

49～52 教室だより 地質古生物学教室

52～53 教室だより 物理学教室 D

53～54 教室だより 数学教室

55～57 教室だより 化学教室
無機化学教室／生物化学教室／理論化学教室／分析化学
教室／有機化学教室

58～60 教室だより 地理学教室

60～61 教室だより 事務室

62 自修会だより 総務部 菅原

63 自修会だより 文化部 H

63～64 自修会だより 音楽部 樋口

64 自修会だより 運動部

65 編輯後記 長谷川

65 昭和二十六年度自修会委員氏名

表題・巻号 備考
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