
官立弘前高等学校資料追加１ 目録
整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

1 大正9.10.20 高等学校の設置計画を報じた新聞記事（東
京朝日新聞）

コピー 1 高等学校の開校時期の決定を報じた記事。

2 大正10 開校式関係事務文書 簿冊 1 開校式費総収支高内訳(開校式の費用、招待者、
記念品など)，開校式次第ほか。

3 昭和45.5 旧官立弘前高等学校創立五十周年記念祭
案内

雑貨類 4 ①記念祭案内文書　②宿泊場所一覧　③振込用紙
④返信ハガキ

小野正文氏宛て封筒に
同封(旧官立弘前高等学
校同窓会封筒)

4 昭和45.10.9 『弘前高等学校創立五十周年記念祭誌』 冊子 2 旧官立弘前高等学校同窓会発行の弘前高等学校
創立五十周年記念祭、及び記念祭準備事項、当日
進行表、招待者名簿などをまとめた「旧官立弘高50
周年記念祭必携」。及び「津軽慕情」譜面あり。

5 昭和45.10 旧弘高写真班の腕章 雑貨類 1 旧制弘前高等学校50周年記念式典で使用
6 昭和45.10.10 旧官立弘前高等学校創立五十周年記念祭

式辞原稿
綴 1 弘前高等学校同窓会長伊藤義氏の式辞用原稿

7 昭和45.10.10 弘前高等学校創立50周年記念祭　手拭い 雑貨類 1 校章と校名「弘前高等学校」
8 昭和45.10 『旧制官立弘前高等学校創立50周年記念資

料展　展示品目録』
冊子 1 資料展会期：昭和45.10.9～10.11。最終頁に附属

図書館入口周辺のスナップ写真貼付。

9 昭和50.10.10 『弘前高等学校創立五十五周年記念祭誌』 冊子 1 旧官立弘前高等学校同窓会発行の弘前高等学校
創立五十五周年記念誌。記念式典次第も同封。

10 昭和60.4.28 旧官立弘前高等学校創立六十五周年記念
祭誌

冊子 1 旧官立弘前高等学校同窓会発行の弘前高等学校
創立六十五周年記念誌。

Ⅰ－１　創設・開校関係

①昭和45年の創立50周年記念祭資料

Ⅰ　創設・開校・沿革

③昭和60年の創立65周年記念祭資料

②昭和50年の創立55周年記念祭資料

Ⅰ－３　創立記念式典

1



整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

11 平成元.8.5 創立70周年記念祭うちわ 雑貨類 1 旧官立弘前高等学校同窓会作製
12 平成元.8.5 「陸奥新報」 新聞記事 1 旧制官立弘前高校70周年記念祭及び記念像除幕

式の開催の記事
113 平成元.8 「創立70周年記念旧官立弘前高等学校写真

資料展　展示目録」
フラット
ファイル

1 資料展会期：平成元.8.5～9.20。「弘前大学沿革資
料分類表」「弘前大学沿革資料細分類表」も添付。

13 平成元.9.1 「東海」　376号 p.2～3 コピー 1 江碕　公朗（八高）「祝　弘前高等学校70周年記念
祭　ねぷたとともに」

14 平成4.8 『旧官立弘前高等学校創立（七十二周年）記
念祭誌』

冊子 1 旧官立弘前高等学校同窓会発行の旧官立弘前高
等学校創立記念誌(同窓会周年の時のもの)。記念
祭歌「わが青春譜－山に向かいて」譜面入り。

15 平成7.10.3 『旧官立弘前高等学校創立七十五周年記念
祭誌』

冊子 1 旧官立弘前高等学校同窓会発行の弘前高等学校
創立七十五周年記念誌。

16 平成7.10 （旧制弘前高校学校創立75周年記念配布
物）

冊子 2 ①記念だより　第7号　②創立75周年記念特別展。
いずれも旧制高等学校記念館発行。

旧制弘前高等学校資料
番号926と重複

17 平成9.5.1 （旧制弘前高校学校創立77周年記念配布
物）

雑貨類 4 ①プログラム-1 弘高喜寿　観桜の宴　②弘前高等
学　校寮歌選集-1　③手ぬぐい-2。旧姓弘前高等
学校立七十七周年記念観桜会祝賀会開催時の記
念配布物一式。

旧制弘前高等学校同窓
会寄贈

18 平成9.5.1 （旧制弘前高校学校創立77周年記念配布 雑貨類 1 弘前高等学校寮歌選集。寄贈者からの手紙あり。

19 平成12 （旧制弘前高校学校創立80周年記念配布 雑貨類 4 腕章（大）
20 平成12 （旧制弘前高校学校創立80周年記念配布 雑貨類 10 腕章（小）

21 平成19.9 小野正文作詞『旧制弘前高等学校創立記念
歌集』

冊子 1 小野正文氏作詞の創立記念歌をまとめた冊子(山田
榮一編)。小野正文さんを「しのぶ会」東奥日報記事
切り抜き、平成19.11.7)

⑨その他

⑦平成9年の創立77周年記念祭資料

⑧平成12年の創立80周年記念祭資料

⑥平成７年の創立75周年記念祭関係資料

④平成元年の創立70周年記念祭資料

⑤平成４年の創立72周年記念祭資料
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

22 弘前高等学校全図（建物・設備配置図） コピー 1 22回生理甲　中嶋慶之助氏，28回生　田中三成氏
提供

23 弘前大学／文京町地区建物配置図 コピー 1 28回生　田中三成氏提供。昭和23年度の北溟寮，
敬信寮，図南寮の情報書き込みあり。

24 昭和12 出勤簿 簿冊 1 昭和12年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。１頁に
一人、職名・氏名、1月～12月の出勤日に押印され
ている。年度途中からの臨時傭人の分も一冊にまと
められている。職名には、巡視、火夫、小使、交換
手・写字生、給仕など。

25 昭和15 出勤簿 簿冊 1 昭和15年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、1月～12月の出勤日に押印。職
名には、巡視、火夫、小使、交換手・写字生、給仕
など。臨時傭人の分も一冊にまとめられている。

26 昭和17 出勤簿 簿冊 1 昭和17年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、1月～12月の出勤日に押印。職
名には、書記、雇が見える。年度途中の臨時傭人の
分も一冊にまとめられている。

27 昭和18 出勤簿 簿冊 1 昭和18年度の弘前高等学校の出勤簿。1頁に一
人、職名・氏名、任命・解傭日を記す。1月～12月の
出勤日に押印。職名には、書記、雇が見える。根年
度途中の臨時採用分も一冊にまとめる。

28 昭和19 (出勤簿) 簿冊 1 昭和19年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、任命解傭日を記す。1月～12月
の出勤日に押印。職名には、書記、嘱託、雇などが
見える。年度途中の臨時傭人の分も一冊にまとめら

29 昭和20 出勤簿 簿冊 1 昭和20年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、任命・解傭日を記す。1月～12月
の出勤日に押印。職名には、書記、生徒主事補、嘱
託、雇が見える。臨時傭人の分も一冊にまとめられ

Ⅱ－４　出勤簿

Ⅰ-6　図　面

Ⅱ　教員等関係資料
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

30 昭和21 出勤簿 簿冊 1 昭和21年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、任命・解傭日を記す。1月～12月
の出勤日に押印。職名には、書記、生徒主事補、嘱
託、雇が見える。年度途中の臨時傭人の分も一冊
にまとめられている。

31 昭和22 出勤簿 簿冊 1 昭和22年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、任命・解傭日を記す。1月～12月
の出勤日に押印。職名には、事務官、雇、図書出納
手などが見える。

32 昭和23 出勤簿 簿冊 1 昭和23年度の弘前高等学校傭人の出勤簿。1頁に
一人、職名・氏名、任命解傭日を記す。1月～12月
の出勤日に押印。職名には、事務官、雇などが見え

33 昭和3.6 叙勲内則改正通牒 一紙類 1 閣78號(昭和3年6月5日)、文部次官から旧官立弘前
高等学校長宛て通牒。「文部省」のネーム入り原稿
用紙に印刷。校長(鈴木)、庶務課(相葉)の捺印あ
り。「弘前高等学校受付」印に「三年六月七日」「第
二四四号」とある。「叙勲内則訂正済」との書入あり。

34 昭和6.2 叙勲内則取扱例通牒 一紙類 1 勲内発第34號(昭和6年2月16日)、賞勲局総裁から
文部大臣宛て通牒。叙勲内則による勲二等以下、
旭日章及び宝冠章取り扱いについての通達。

35 昭和7.6.20 叙勲事務取扱ニ關スル件 一紙類 1 秘190号(昭和7年6月20日)、文部大臣官房秘書課
長から旧官立弘前高等学校長宛通牒。(「文部大臣
官房秘書課長之印」あり)。弘前高等学校 昭和7年6
月23日受付。第200号。校長、庶務課長、庶務課の

36 昭和10.2 例規類集　上 簿冊 1 明治20-大正9年。任用試験、叙位叙勲、退官賜金
など。

『勲章佩用心得』添付

37 昭和10.2 例規類集　下 簿冊 1 明治20-大正9年。分限、休職、賞与、懲戒、服務、
定員、席次、海外派遣、出張、雑、御真影～外国人

Ⅲ教務・生徒関係資料

Ⅲ－１　本省令達書類
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

38 平成12.4 旧制弘高在校生名簿（入学者ベース） 一紙類 1 みちのく銀行作成。折りたたみ　84×46cm。みちの
く銀行頭取大道寺氏の挨拶状。
「がいせん退学」とは?

39 平成14.8 『旧制弘高在校生名簿』 冊子 2 旧制官立弘前高等学校同窓会作成？。平成12.5作
製「弘高在校生名簿の銘板」校訂版

40 昭和元 弘高　第六回運動会　校友会　弐五八六(紀
元2586年のこと＝昭和11年)（メダル）

雑貨類 1 メダル製作は同級の石川茂氏という。

41 昭和13.6.28 『弘高』（校友會誌）　第30號 刊本 1 弘前高等學校校友會文藝部刊。教授成田瀾斎ほ
か7編と短歌、俳句、詩。

42 昭和13.12.20 『弘高』（校友會誌）　第31號 刊本 1 弘前高等學校校友會文藝部刊。オット・ウルハンほ
か14編。冒頭に弔辞として配属将校高畠長政(歩兵
少佐)の戦死を悼む、あり。

43 昭和16.12.23 『弘高』　第34號 刊本 1 弘前高等學校報國團總務部刊。報国隊の結成、高
山尚之ほか8編。文三、一をさない・ひろし「だざい
文学夜話」あり。

44 昭和15.11 『同窓會報』（第17號）並名簿 冊子 1 弘前高等學校同窓會
45 昭和18.5 『同窓會報』（第19號）並名簿 冊子 1 弘前高等學校同窓會
46 昭和47.10 『会報』（旧官立弘前高等学校同窓会） 綴 1 旧官立弘前高等学校同窓会
47 平成元.4 『弘高時代』

岩木山　第2号（平成元.4）（旧制弘高昭和15
年入学者の会）

綴・原稿 1 旧制弘高昭和15年入学者の会。横山氏の手紙あ
り。

48 平成17.8
平成18.3

『マイン文乙　弘高26回文乙会報』　第1～2
号　MEIN BUN-OTSU

冊子 2(各
一冊)

49 昭和2 津島修治(太宰治)英作文 写真 10 「kimono」など。
50 昭和13 『近世短歌選』　彌富破摩雄校註 刊本 1 第19期文甲　島崎春光氏使用教科書

校註者彌富破摩雄は弘前高等学校教授（在任：大
10～昭16）。鉛筆での書き入れあり。

51 昭和13 『孟子新解』 刊本 1 第19期文甲　島崎春光氏使用教科書
52 昭和22 『小獨逸文典』 刊本 1 書き込みあり

Ⅲ－18 　生徒名簿

Ⅲ－23 　校友会

Ⅲ－25 　同窓会報

Ⅲ－26 　ノート・教科書類
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

53 昭和22 独獨語単語帳　Word Book　１ ノート・単
語帳

1 理科１－１　四年三組　石戸谷忻一

54 昭和22 Word Book　１ (Die Deutsche Worte)　２ ノート・単
語帳

1 理科一、一　石戸谷忻一

55 昭和22 Word Book（大澤教授） ノート・単
語帳

1 理科１－１　石戸谷忻一

56 昭和22 Word Book（長谷川教授）
Madame Curie

ノート・単
語帳

1 S1.1　石戸谷忻一

57 昭和22 Word Book（独語）（小島教授） ノート・単
語帳

1 石戸谷忻一

58 大正15.11.1 『圖南』　第3號 刊本 1 弘前高等学校北寮會
59 昭和2.11.15 『圖南』　第4號 刊本 1 弘前高等学校北溟寮
60 昭和15.4.20 『北溟』　第21號 刊本 1 弘前高等学校北溟寮図書部
61 昭和21 ・北溟寮二十五周年記念絵葉書（6枚）

・北溟寮二十五周記念スタンプ押印
・旧制弘高卒業生（松尾茂雄）からの寄贈依
頼の手紙（手紙の日付(H16.11.11)）
・北溟寮記念葉書寄贈の手紙（H16.11.24付)

雑貨類 １セッ
ト

絵葉書のコピーもあり。

62 昭和24 北溟寮開寮記念祭絵葉書 絵葉書 1セット 絵葉書　5枚
63 昭和14.4.5 『弘高北溟寮寮歌集』 冊子 1 弘前高等学校北溟寮庶務部発行
118 昭和40.10 『第5回日本寮歌祭パンフレット』 冊子 1 原本は全12頁。第５回日本寮歌祭は昭和40.10.23

に日比谷公会堂で開催。弘高同窓会有志が参加。
64 昭和43.5 『旧官立弘前高等學校北溟寮々歌集』 刊本 1 旧制官立弘前高等学校同窓会発行
65 昭和50.8 「旧制弘前高等学校北溟寮々歌集」 レコード 2 企画：旧制弘前高等学校同窓会

委託製作：日本コロムビア㈱。
歌詞集も同封。

66 平成4.4 ①「旧官立弘前高等学校寮歌」
②「旧制弘前高等学校北溟寮々歌集」

カセット
テープ

2 「旧官立弘前高等学校創立七十二周年記念音楽
会」「旧制弘前高等学校北溟寮々歌集」の一部複

67 平成15 『北溟寮寮歌物語』，第35回全国寮歌祭，弘
高・北溟寮寮歌選集，「弘高生青春の像」のこ
と

冊子１，
ペーパー
３

4 H16.5.8 山田榮一氏より弘前市立郷土文学館　井
上雅敬氏に寄贈したものを、井上氏がH16.5.25創
立50周年記念会館に寄贈

68 昭和52.2 『雲か霞か将雪か－巴里の屋根の下－』 冊子 1 石倉道朗著（文乙第13回）
28　　その他

Ⅲ－27 　北溟寮関係

6



整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

69 大正14春 寮委員一同 写真 1 五回生入学の年
70 昭和5.5.24 （弘高同窓生　集合写真） 写真 1 弘高、東大医科

松木明，津川武一ら8人の集合写真（於東京）
71 昭和6.4下旬 （弘高同窓生　集合写真） 写真 1 松木明，津川武一ら9人の集合写真（於鉢ノ木）
72 昭和10.2.11 （弘高同窓生　集合写真） 写真 1 中山校長，松木明ら13人の集合写真（於正栄樓）。

紀元節。
73 昭和16.10.6 弘高弐拾周年記念撮影 写真 1
74 昭和16.10.31 （スナップ写真） 写真 1 於弘高図書室。成人講座終了式後の懇談会席上。

龍山校長，松木明
75 昭和16.10.31 （スナップ写真） 写真 1 成人講座終了式後の懇談会席上。

龍山校長，松木明
76 昭和17.10.24 弘高同窓会青森県支部総会 写真 1 於青森坂井家
77 昭和18.11 （弘高同窓生　集合写真） 写真 1 於青森
78 昭和18.5.10 弘高同窓会 写真 1 於藤田別邸
79 昭和19.12 弘高同窓会 写真 1 於青森
80 昭和20.6 （弘高同窓生カ　集合写真） 写真 1 宇野喜代之介校長，松木明　他（廣田医院　庭園に

於いて）
81 不明 （弘高同窓生カ　集合写真） 写真 1
82 不明 （弘高同窓生カ　集合写真） 写真 1
83 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 本校舎入口 クリア

ファイル入り
84 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 記念祭（21回生） クリア

ファイル入り
85 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 記念祭（21回生） クリア

ファイル入り
86 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 運動会（21回生） クリア

ファイル入り
87 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 運動会（21回生） クリア

ファイル入り
88 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 運動会（21回生） クリア

ファイル入り
89 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 寮役員 クリア

ファイル入り

Ⅵ　写真帖・アルバム

Ⅳ－３　写　真
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

90 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 寮役員 クリア
ファイル入り

91 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 寮役員 クリア
ファイル入り

92 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 寮役員・ホール部役員 クリア
ファイル入り

93 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 寮食堂でのコンパ クリア
ファイル入り

94 昭和23.9 （弘高関係写真） 写真 1 複製写真。北溟寮・敬信寮炊事委員交替コンパ クリア
ファイル入り

95 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 演芸大会 クリア
ファイル入り

96 昭和11.10 （弘高関係写真） 写真 1 寮祭記念放送　全寮総務　工藤栄（23回生）。裏面
に11年10月とあり

クリア
ファイル入り

97 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 北溟寮21回生。写真説明あり クリア
ファイル入り

98 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 全寮委員会。写真説明書き込みあり クリア
ファイル入り

99 昭和16-18頃 （弘高関係写真） コピー 1 弘前城にて。写真説明あり クリア
ファイル入り

100 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 寮ストーム（21回生） クリア
ファイル入り

101 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 集合写真 クリア
ファイル入り

102 昭和16-18頃 （弘高関係写真） 写真 1 22回生入寮受付 クリア
ファイル入り

103 平元.8.5 スナップ写真　1回生　名和（小林）幸太郎 写真 1 附属図書館3階70周年記念展示会に於いて

104 大正12.1 『洞門』　創刊号 刊本 1 洞門社（弘前高等学校寄宿舎内）。大正12．１．１発
行１部30円。文芸同人誌で、同人は５名（伊藤武
二、竹内平蔵、舘岡俊之介、中泉哲俊、平野亮三
郎）。全39頁。

Ⅶ　雑

Ⅶ－２　その他の弘高資料
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

105 昭和9～10年 弘高資料　新聞切り抜き コピー 2 「東奥日報」に連載された「弘高の人々」「学校物語
弘前高等学校の巻」「寄宿舎巡り　弘高北溟寮の
巻」今流星「弘高校長物語」ほか

クリア
ファイル入り

106 昭和8.2 『弘高EYPHKA』 第1号 刊本 1 昭和8.2.25発行。弘高自然科学研究会報の第１号。
非売品。全20頁。

107 昭和13.8 『弘高EYPHKA』 第5号 刊本 2 昭和13.9.10発行（奥付による。表紙には「1938
AUG.」とある）。弘高自然科学研究会報第5號（奥付
には「第六号」、「編輯雑記」には「四号」とあり非売
品。全18頁。同じものが２部ある。

108 昭和8.4.5 『岩木颪』　第3号 刊本 1 弘高柔道部後援会発行。非売品。全69頁。黒ペン
による書き入れ多数。卒業生、現役部員の寄稿、雑
報など。見返しに「対馬蔵書　No.8」の蔵書票あり。

109 昭和8.11.25 『剣潮』　第4号 刊本 1 弘高剣道部発行。全73頁。彌富破摩雄教授の寄稿
あり。卒業生、現役部員の寄稿。戦績報告など。

110 昭和18.4 『弘高剣道部部史』 刊本 1 弘高鷹揚会発行。非売品。全85頁。大正10年度～
昭和１７年度の剣道部の戦績などを記録。

旧制弘前高等学校資料
番号947と重複

111 昭和52頃 『週刊朝日』
連載「学歴日本」の深層研究　青春風土記67
弘前高等学校Ⅱ　都も遠し（大隈秀夫）

コピー 1 筆者は大隈秀夫。卒業生の証言をもとに構成。

112 昭和52.3.11 『週刊朝日』 19巻10号通巻944号 p.73 コピー 1 島守光雄（東京都杉並区）「津軽富士が初雪のこ
ろ」。『週刊朝日』の企画「青春風土記・私はこうだっ
た」で佳作となったエッセイ。島守氏は戦後に入学。

114 平成5.2.27 「弘高青春物語」（放送用ビデオテープ） ビデオ
テープ

1 鈴木清順監督作品の完成原版。FUJIFILM D2001
M-64 D2　Composite Digital（テープの型）。

115 平成12.5 『旧制弘前高校と外国人教師館展図録』 刊本 1 展覧会会期：平成12.5.20～6.2。国立大学法人弘
前大学発行。全24頁。外国人教師館の文化財登録
記念。

116 平成18.11 旧制弘前高等学校資料展示会（ちらし） 一枚物 39 展覧会会期：平成18.11.3～11.9　同じ印刷チラシ39
枚。

117 平成17.3.22 外国人教師館の文化財登録に対する祝電等 電報など 1セット 外国人教師館の文化財登録に対する祝電（三上祐
啓氏、石戸谷忻一氏)。弘高同窓会会長伊藤義氏
の名入り祝儀袋。川原田満有氏(教育学部３回生)の
名刺と校歌の楽譜コピー。

119 昭和48.3.31 「学校沿革史目録（未定稿）
Ⅰ　旧制高等学校の部」

謄写版 1 二見剛史氏作成。　1973.3.31補訂。原稿、全13頁。

Ⅶ－４　その他
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整理
番号

年月日 資料名 形　態 数量 内　容 備　考

120 平成2.4.21 「朝日新聞」「貴重な旧制高校の資料」 新聞記事
切り抜き

1 外村民彦記者による、旧制高校の研究の意義を伝
える記事。弘高に言及なし。

121 （原稿）「古典式ローマ字の道　」長谷川誠治
著

原稿用紙 5 「帝國大學新聞」456号の原稿。万年筆（黒インク）で
書かれており、加筆修正の跡なし。

122 昭和6.4.15 『日本古典文學をローマ字に書き改むる趣旨
並にその綴字法に關する私見』

刊本 1 長谷川誠治著・発行。全23頁。長谷川誠治『日本国
字論』（岩波書店）の広告切抜２点（昭和7.11と昭和
8.4）添付。長谷川氏関連新聞記事コピー５点あり。

123 昭和49.3 『源氏遺香 : 長谷川誠治遺香』 刊本 1 長谷川やゑ編，長谷川弥生作成。全320頁。
『源氏遺香』への反応などを収めた小冊子『源氏遺
香』其の後』添付。そこに「弘大図書館　対馬」氏に
よる付文を挟んである。
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