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阿日研 Ⅰ 1 ［予算決算及事業報告書綴　昭和29年度
～］

昭和30～
39年

財団法人阿部日本文化
研究所

文部省への提出文書であるが、宮城県教育
委員会を経由して提出されることが簿冊表
紙に示される。内容としては事業計画、事業
報告、収支関係が主であり理事会の承認を
経て提出にいたる。

紙/ファイル(163
枚)

阿日研 Ⅰ 1-1 ［宮城県教育委員会・教育長宛提出書類
(文部大臣宛提出書類)　昭和30年］

昭和30年
3～7月

財団法人阿部日本文化
研究所

〔昭和三十年度事業計画及び収支予算届
出書〕
〔昭和二十九年度事業状況および収支決算
報告書〕
「寄附行為の一部変更認可申請書」

4点(25枚)

阿日研 Ⅰ 1-1-1 ［送り状］ (昭和30
年)

. 宮城県教育委員会、教育長宛。 1点 昭和30年7月14日発送、とあり。

阿日研 Ⅰ 1-1-2 ［昭和三十年度事業計画及び収支予算届
出書］

昭和30年
3月30日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・松村謙三宛。事業計画(各研究
員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(6枚)

阿日研 Ⅰ 1-1-3 ［昭和二十九年度事業状況および収支決
算報告書］

昭和30年
6月30日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・松村謙三宛。事業状況(各研究
員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(11枚)

阿日研 Ⅰ 1-1-4 「寄附行為の一部変更認可申請書」 昭和30年
7月

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・松村謙三宛。理事会議事録、理
事への就任承諾書および履歴書を含む。

1綴(7枚)

阿日研 Ⅰ 1-2 ［文部大臣宛提出書類　昭和31年］ 昭和31年
3～6月

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

〔昭和三十年度事業状況および収支決算報
告書〕
〔昭和三十一年度事業計画及び収支予算
届出書〕

2綴(16枚)

阿日研 Ⅰ 1-2-1 ［昭和三十年度事業状況および収支決算
報告書］

昭和31年
6月30日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・清瀬一郎宛。事業状況(各研究
員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(10枚)

阿日研 Ⅰ 1-2-2 ［昭和三十一年度事業計画及び収支予算
届出書］

昭和31年
3月30日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・清瀬一郎宛。事業計画(各研究
員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(6枚)

阿日研 Ⅰ 1-3 ［文部大臣宛提出書類　昭和32年］ 昭和32年
3～6月

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

〔理事会提出資料〕
〔昭和三十二年度事業計画及び収支予算
届出書〕
〔昭和三十一年度事業状況および収支決算
報告書〕

(22枚)
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阿日研 Ⅰ 1-3-1 ［理事会関係資料］ (財団法人阿部日本文化
研究所)

「理事会出席予定者」/「昭和卅一年度総括
表」/〔昭和三十一年度収支決算関係書類〕
/

一括(4枚)

阿日研 Ⅰ 1-3-2 ［昭和三十二年度事業計画及び収支予算
届出書］

昭和32年
3月31日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・灘尾弘吉宛。事業計画(各研究
員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(7枚)

阿日研 Ⅰ 1-3-3 ［昭和三十一年度事業状況および収支決
算報告書］

昭和32年
6月30日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・灘尾弘吉宛。事業状況(各研究
員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(11枚)

阿日研 Ⅰ 1-4 ［文部大臣宛提出書類　昭和33年］ 昭和33年
3～5月

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

〔昭和三十三年度事業計画及び収支予算
届出書〕
〔昭和三十二年度事業状況および収支決算
報告書〕

2綴(18枚)、原稿用
紙

阿日研 Ⅰ 1-4-1 ［昭和三十三年度事業計画及び収支予算
届出書］

昭和33年
3月31日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・松永東宛。事業計画(各研究員
の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(6枚)

阿日研 Ⅰ 1-4-2 ［昭和三十二年度事業状況および収支決
算報告書］

昭和33年
5月31日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・松永東宛。事業状況(各研究員
の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(12枚)

阿日研 Ⅰ 1-5 ［文部大臣宛提出書類　昭和34年］ 昭和34年 財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

〔昭和三十四年度事業計画及び収支予算
届出書〕
〔昭和三十三年度事業状況および収支決算
報告書〕

(24枚)

阿日研 Ⅰ 1-5-1 ［昭和三十四年度事業計画及び収支予算
届出書］

昭和34年
3月31日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・橋本龍伍宛。事業計画(各研究
員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(6枚)

阿日研 Ⅰ 1-5-2 ［昭和三十三年度事業状況および収支決
算報告書］

昭和34年
5月25日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・阿部次
郎)

文部大臣・橋本龍伍宛。事業状況(各研究
員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(12枚)

阿日研 Ⅰ 1-5-3 財団法人登記申請書 昭和34年 財団法人阿部日本文化
研究所

理事・阿部次郎の死去に伴う財団法人の登
記変更。理事会議事録を含む。

一括(3枚)

阿日研 Ⅰ 1-5-4 財団法人登記申請書 昭和34年 財団法人阿部日本文化
研究所

理事・阿部次郎の死去に伴う財団法人の登
記変更。死亡届、委任状を含む。

一括(3枚) 「本件は別紙の通訂正の上卅四年十月
卅一日登記申請済」とあり

阿日研 Ⅰ 1-6 ［文部大臣宛提出書類　昭和35年］ 昭和35年
3～5月

財団法人阿部日本文化
研究所

〔昭和三十五年度事業計画及び収支予算
届出書〕
〔昭和三十四年度事業状況および収支決算
報告書〕

2綴(17枚)
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阿日研 Ⅰ 1-6-1 ［昭和三十五年度事業計画及び収支予算
届出書］

昭和35年
3月31日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

文部大臣・松田竹千代宛。事業計画(各研
究員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(6枚)

阿日研 Ⅰ 1-6-2 ［昭和三十四年度事業状況および収支決
算報告書］

昭和35年
5月13日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

文部大臣・松田竹千代宛。事業状況(各研
究員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(11枚)

阿日研 Ⅰ 1-7 ［文部大臣宛提出書類　昭和36年］ 昭和36年 財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

「昭和三十五年度事業状況および収支決算
報告書」
〔昭和三十六年度事業計画及び収支予算
届出書〕
「監査証明書」（昭和三十五年度）

3点(20枚)

阿日研 Ⅰ 1-7-1 ［昭和三十五年度事業状況および収支決
算報告書］

昭和36年
5月20日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

文部大臣・荒木満寿夫宛。事業状況(各研
究員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(12枚)

阿日研 Ⅰ 1-7-2 ［昭和三十六年度事業計画及び収支予算
届出書］

昭和36年
4月1日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

文部大臣・荒木満寿夫宛。事業計画(各研
究員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(7枚)

阿日研 Ⅰ 1-7-3 監査証明書 昭和36年
5月5日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

〔昭和三十五年度事業状況および収支決算
報告書〕(1-7-1)について。

1点

阿日研 Ⅰ 1-8 ［文部大臣宛提出書類　昭和37年］ 昭和37年
5月21日

財団法人阿部日本文化
研究所(理事長・小宮豊
隆)

「昭和三十六年度事業報告および収支決算
報告書」、文部大臣・荒木満寿夫宛。事業状
況(各研究員の成果報告を含む)、決算関係
書類。監査証明書、理事会議事録等も含

1綴(15枚)

阿日研 Ⅰ 1-9 ［会計書類］ 昭和38年 (財団法人阿部日本文化
研究所)

昭和37～38年度の残高証明書ほか決算関
係書類。

一括(5点)

阿日研 Ⅰ 1-10 ［阿部日本文化研究所解散について］ 昭和39年
5月7日

旧財団法人阿部日本文
化研究所・理事長代理・
大平五郎

阿部日本文化研究所の解散と東北大学へ
の寄付、東北大学文学部附属日本文化研
究施設への継承について

1点

阿日研 Ⅰ 2 ［清算関係綴　昭和37年5月～］ 昭和37年
(5～8月)

財団法人阿部日本文化
研究所

財団法人阿部日本文化研究所の解散、解
散に伴う残余財産処分に関する書類。特に
東北大学への寄付申請と採納について。

黒表紙・紙/ファイ
ル(128枚)

阿日研 Ⅰ 2-1 ［法人財産寄附申請書類］ 昭和37年
5月18日
～29日

財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

解散に伴う財産寄附について 6枚

阿日研 Ⅰ 2-1-1 ［法人財産の寄付について(案)］ 昭和37年
5月18日

財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

東北大学への寄附を申請する書類 1点 37.5.25、大學文学部事務長宛提出済、と
あり
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阿日研 Ⅰ 2-1-2 法人財産の寄付申込について 昭和37年 東北大学への寄附を申請する書類。理事会
議事録、財産目録など。

4枚 正式申込は許可後、とあり

阿日研 Ⅰ 2-1-3 財団法人阿部日本文化研究所解散によ
る残余財産の寄付受入について

昭和37年
5月29日

東北大学長・黒川利雄 寄付に対する採納通知 1点

阿日研 Ⅰ 2-2 ［解散・残余財産処分申請書(許可申請)］ 昭和37年
6月18日

財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

解散に伴う財産処分関係。収支および残余
財産に関わるもの。特に蔵書について細か
な蔵書目録・評価表が存在。

一括(45枚)
一括(55枚)

内容物が若干異なる(清算人登記)ものが
2部あり(2-3、解散・残余財産処分申請書
(許可)を挟んで)。

阿日研 Ⅰ 2-3 ［解散・残余財産処分申請書(許可)］ 昭和37年
8月

財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

〔許可通知書〕(宮城県教育委員会・教育長・
山下忠より、財団法人阿部日本文化研究所
の解散ならびに解散に伴う残余財産の処分
について)/〔許可通知書〕(文部大臣・荒木満
寿夫より)

一括(5枚)

阿日研 Ⅰ 2-4 （財）阿部日本文化研究所解散による清
算人就任について

昭和37年 財団法人阿部日本文化
研究所・清算人・大平五
郎、佐藤喜代治、北住敏
夫、角川源蔵

清算人就任に関する登記など。 一括(6枚)

阿日研 Ⅰ 2-5 ［解散公告について］ 昭和37年 財団法人阿部日本文化
研究所

解散公告許可伺い 1点

阿日研 Ⅰ 2-6 ［収支決算関係書類］ 昭和36年 財団法人阿部日本文化
研究所

昭和33年～35年度収支決算表/昭和35年
度収支総括決算表(下書、複製)

一括(3枚)

阿日研 Ⅰ 2-7 ［定期預金について］ 昭和40年
5月10日

第一銀行飯田橋支店 1通(1枚)

阿日研 Ⅰ 3 ［清算関係綴　昭和38年1月～］ 昭和37～
38年

財団法人阿部日本文化
研究所

財団法人阿部日本文化研究所の解散、解
散に伴う残余財産処分に関する書類。特に
東北大学への寄付申請と採納について。ま
たそれらの結了。

黒表紙・紙/ファイ
ル(108枚)

阿日研 Ⅰ 3-1 (財)阿部日本文化研究所解散に伴ない残
余財産の寄附申込みについて

昭和38年
1月28日

財団法人阿部日本文化
研究所・清算人・大平五
郎

東北大学長・黒川利雄宛。
理事会議事録/残余財産処分許可書(文部
大臣・荒木満寿夫)/登記簿謄本/財産目録/
備品明細書/蔵書目録明細書/

一括(87枚)
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阿日研 Ⅰ 3-2 寄附申込書附属書類 財団法人阿部日本文化
研究所・清算人・大平五
郎

土地図面等。土地所在図、地積測量図、配
置図、研究所平面図、所員宿舎平面図、不
動産鑑定評価書/寄付書(阿部恒、竹岡安
子)/

一括封筒入(地図5
枚を含む10枚)

「文学部、本部の分を文学部会計係長宛
送達済」とあり。

阿日研 Ⅰ 3-3 清算結了届 昭和38年
7月30日

財団法人阿部日本文化
研究所・清算人・大平五
郎

文部大臣灘尾弘吉、宮城県教育委員会教
育長・宇野量介宛。
土地建物等寄附採納通知/授受証書/寄附
物品受領証送付について/図書受領通知/
備品明細書/物品受領証/昭和3738年度収
支決算総括表/残高証明書/
1月28日付の寄附申込みに対する許可およ
びその結了届。

一括(11点)

阿日研 Ⅰ 4 ［解散関係雑件］ 昭和37～
38年

（大平五郎） 昭和3738年度収支決算総括表、残高証明
書(3点１綴)/日本文化研究施設開設関係草
稿/庶務概要/

一括(6枚)

阿日研 Ⅰ 5 ［普通預金通帳］ 昭和30～
36年

財団法人阿部日本文化
研究所・常務理事・佐藤
喜代治

2冊(23枚)

阿日研 Ⅰ 6 ［阿部次郎全集編集資料］ 昭和35年 阿部次郎著作物一覧表/全集の編集に関す
るメモ/など

一括(31枚)

阿日研 Ⅰ 7 ［会計書類　昭和31～33年度］ 昭和31～
34年

財団法人阿部日本文化
研究所（・事務係・岡村恒
夫）

収支総括表/予算書類/決算書類/ほか鬼
貫俳論の資料目録が含まれる。

一括(9枚)

阿日研 Ⅰ 8 ［不動産関係ほか雑件］ 昭和38～
40年

財団法人阿部日本文化
研究所

権利証/登記簿謄本/精算に伴う収支表(水
道、電力等領収証)/日本学術会議会員選
挙関係/税金関係（固定資産税、都市計画
税の減免承認通知書）/所有権移転登記計
画書/

一括(18枚)

阿日研 Ⅰ 9 ［支出証拠書類　昭和36～38年度］ 昭和36～
39年

財団法人阿部日本文化
研究所

年度ごとの領収証、支出収納書類 一括(204枚) 封筒あり。数量には添付された領収証を
含む。

阿日研 Ⅰ 10 ［阿部日本文化研究所閉所関係通知］ 昭和39年 財団法人阿部日本文化
研究所

阿部日本文化研究所の閉所に関する通知/
継承施設開所式への招待/発送先名簿/返
信/など

一括(33枚) 封筒あり。
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阿日研 Ⅰ 11 ［権利証登記事項(土地分筆交換書類)］ 昭和37～
38年

財団法人阿部日本文化
研究所・理事長代理・大
平五郎

土地分筆交換について/清算に伴う財産処
分について/など

一括(46枚) 封筒あり。

阿日研 Ⅰ 11-1 ［土地分筆交換関係メモ］ 阿部研土地分筆交換等の経緯/ほか 3点

阿日研 Ⅰ 11-2 ［土地交換前の謄本］ 昭和37年
2月9日

仙台法務局登記官吏・
佐々治三郎、土地家屋
調査士・遠田榮次郎

登記簿謄本/地形図/など 一括(14枚) 「土地交換前の謄本」という紙片と登記簿
謄本が別れているが、内容と順序から紙
片を表紙として採録した。

阿日研 Ⅰ 11-3 ［分筆交換後の地積測量図作成資料］ 昭和37年 (岡村)、土地家屋調査
士・遠田榮次郎

土地交換契約関係書類/土地分筆登記申
請書/地積測量図/など

4点(10枚) 上記と同様に紙片と綴が外れているが内
容および順序から表紙として採録した。
土地権利証(土地交換契約証書)/登記義
務者の人違いないことの保証書/土地分
筆登記申請書、地積測量図、分筆地形
図

阿日研 Ⅰ 11-4 分筆交換後の謄本 昭和37年 仙台法務局登記官吏・及
川彦七郎

一括(12枚)

阿日研 Ⅰ 11-5 土地所在図　地積測量図 昭和38年
1月25日

仙台市北一番丁八拾八
番地・土地家屋調査士・
遠田榮次郎

3点は全て同じ内容。 3点

阿日研 Ⅰ 11-6 不動産鑑定評価書 昭和38年
4月22日

財団法人日本不動産研
究所・仙台支所

精算人・大平五郎宛。 1綴(4枚)

阿日研 Ⅰ 12 ［出納関係書類］ 昭和36年 財団法人阿部日本文化
研究所

印税計算書/工事関係書類/委任状(登記申
請について)/など

一括(6点) 封筒あり。数量には封筒(金額記入有)も
含む。

阿日研 Ⅰ 13 ［予算決算及事業報告書綴　昭和36～37
年］

昭和36～
37年

財団法人阿部日本文化
研究所

一括(113枚) 封筒あり。解散及残余財産処分に関わる
参考資料。

阿日研 Ⅰ 13-1 ［文部大臣への提出書類］ 昭和36年 財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

「昭和三十六年度事業計画および収支予算
届書」
「昭和三十五年度事業報告および収支決算
報告書」

2綴一括(18枚)

阿日研 Ⅰ 13-1-
1

昭和三十六年度事業計画および収支予
算届書

昭和36年 財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

文部大臣荒木満寿夫宛。事業計画(各研究
員の研究目的を含む)、予算関係書類。

1綴(7枚)

阿日研 Ⅰ 13-1-
2

昭和三十五年度事業報告および収支決
算報告書

昭和36年 財団法人阿部日本文化
研究所・理事長・小宮豊
彦

文部大臣荒木満寿夫宛。事業状況(各研究
員の成果報告を含む)、決算関係書類。

1綴(11枚)
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阿日研 Ⅰ 13-2 昭和35年度収支総括決算表 昭和36年
5月15日

(財)阿部日本文化研究
所

1点

阿日研 Ⅰ 13-3 財団法人阿部日本文化研究所寄附行為 財団法人阿部日本文化研究所の運営規則 1綴(5枚)

阿日研 Ⅰ 13-4 昭和36年度収支決算総括表 昭和37年
3月31日

財団法人阿部日本文化
研究所

1点 「大平理事殿」とあり。

阿日研 Ⅰ 13-5 ［蔵書目録(阿部日本文化研究所蔵書評
価表)］

財団法人阿部日本文化
研究所

所蔵書の書名、著者名、冊数、評価格を記
載。

1綴(25枚) 「蔵書目録」とある紙片を表紙として採
録。
1813冊、1282290円とあり。「阿部先生設
立当初寄附の分」534冊239620円、「一
般寄付」87冊48000円、「購入分」1192冊
994670円、に分類されている。

阿日研 Ⅰ 13-6 ［蔵書目録(阿部日本文化研究所蔵書評
価表)］

財団法人阿部日本文化
研究所

所蔵書の書名、著者名、冊数、評価格を記
載。

1綴(45枚) 「阿部先生より新規寄附の分(留保)」とあ
り。1439冊、393870円。

阿日研 Ⅰ 14 ［解散広告（官報）および蔵書受領内訳］ 昭和37年
9～10月

5点(65枚) 封筒あり。

阿日研 Ⅰ 14-1 ［『官報』第10716号］ 昭和37年
9月6日

大蔵省印刷局、財団法
人阿部日本文化研究所・
清算人・大平五郎

阿部日本文化研究所の解散公告を掲載。 1冊(5枚)

阿日研 Ⅰ 14-2 ［『官報』第10722号］ 昭和37年
9月13日

大蔵省印刷局、財団法
人阿部日本文化研究所・
清算人・大平五郎

阿部日本文化研究所の解散公告を掲載。 1冊(6枚)

阿日研 Ⅰ 14-3 ［『官報』第10728号］ 昭和37年
9月20日

大蔵省印刷局、財団法
人阿部日本文化研究所・
清算人・大平五郎

阿部日本文化研究所の解散公告を掲載。 1冊(7枚)

阿日研 Ⅰ 14-4 納品書 昭和37年
10月3日

阿部日本文化研究所宛。解散公告掲載官
報(第3回)のもの。

1点

阿日研 Ⅰ 14-5 蔵書目録明細書 財団法人阿部日本文化
研究所

所蔵書の書名、著者名、冊数、評価格を記
載。

1冊(46枚) 5467冊、2648010円とあり。

阿日研 Ⅰ 15 ［書簡］ (昭和36
年)6月24
日

佐藤喜代治 大平五郎宛。日本文化研究所設置申請に
ついて。また、研究所経費に関する諸連絡
の依頼。日本文化研究所設置理由書を同
封。

1通(3枚)
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阿日研 Ⅰ 16 ［阿部日本文化研究所平土地関係書類・
図面］

昭和38年 一括(10点) 封筒あり。

阿日研 Ⅰ 16-1 ［財団法人阿部日本文化研究所図面
1/50］

住宅、研究室、書庫などの図面。 5点

阿日研 Ⅰ 16-2 財産目録 土地建物の基本財産と図書などの運用財
産の目録。

1点

阿日研 Ⅰ 16-3 不動産鑑定評価書 昭和38年
4月22日

財団法人日本不動産研
究所仙台支店

財団法人阿部日本文化研究所・精算人・大
平五郎宛。

1点 「副本」とあり。

阿日研 Ⅰ 16-4 土地所在図・地積測量図 昭和38年
1月25日

仙台市北一番丁八拾八
番地・土地家屋調査士・
遠田榮次郎(印、「土地家
屋調査士遠田榮次郎

1点

阿日研 Ⅰ 16-5 ［財団法人阿部日本文化研究所図面
1/50(訂正図)］

昭和38年
5月15日

住宅、研究室、書庫などの図面。 2点 裏面に「38.5.15　訂正図」と朱書あり。う
ち一点は裏面に「〔マル正〕」とあり。

阿日研 Ⅰ 17 ［現金出納簿・預金通帳等］ 昭和33～
37年度

阿日研 Ⅰ 17-1 ［現金出納簿　昭和33～37年度］ 昭和33～
37年度

財團法人阿部日本文化
研究所

阿部日本文化研究所の現金出納簿。昭和
35年度収支総括決算表を含む。

1冊(81枚) 「第2号」とあり。普通預金通帳、火災保
険証券が挟まれていた。

阿日研 Ⅰ 17-2 普通預金通帳 昭和36年
7月17日

七十七銀行 財団法人阿部日本文化研究所・佐藤喜代
治の名義。

1冊(10枚) 封筒あり。

阿日研 Ⅰ 17-3 火災保険証券 昭和37年
10月8日

東京海上火災保険株式
会社仙台支店、東京海
上火災保険会社取締役
社長・高木■夫(印)

財団法人阿部日本文化研究所建物2棟に
対するもの。

1点 封筒あり。昭和37年10月12日から翌年の
同日まで。

阿日研 Ⅰ 18 ［招待状・礼状一括］ 昭和58年

阿日研 Ⅰ 18-1 ［招待状(複製)］ 昭和58年
5月25日

日本文化研究施設長・桑
原輝男

大平千枝子宛。日本文化研究施設米ヶ袋分
館の整備完了に伴う茶話会開催(6月5日)の
案内。

封筒入1通(3枚)
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阿日研 Ⅰ 18-2 ［礼状(複製)］ (昭和58
年)6月13
日

日本文化研究施設主任・
井上秀雄

大平五郎、千枝子宛。日本文化研究施設
米ヶ袋分館再会記念への参集と創立時代
の話の披露に対する礼状。

封筒入1通(1枚) 当日の写真を同封する、とあるが写真は
なし。

阿日研 Ⅰ 19 ［『阿部次郎全集』月報第17号　昭和41年
2月(複製)］

昭和41年
2月

『阿部次郎全集』全17巻のうち最終17巻の
月報。

1冊(4枚) 阿部恒「全集の完結を迎えて」/大平五郎
「阿部日本文化研究所・東北大移譲記」/
井上政次「阿部日本文化研究所回想」/
角川源義「晩年」/
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