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21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ 
文献資料概要目録 

 
作成：大原 司（筑波大学 図書館情報メディア研究科 博士前期課程） 

 
 21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ概要目録は、筑波大学図書館情報
メディア系に残された前身校関係資料および 2013 年の図書館情報メディア系プロジ
ェクト研究「図書館情報専門職の歴史的資料の保存と利用に関する総合的研究：図書館
情報学アーカイブの構築に向けて」および 2014 年 4 月からの科学研究費プロジェク
ト「21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ構築：図書館情報専門職の再検
討」(研究課題番号：26280117 代表者：水嶋英治)の一環として収集された資料群を
現物資料と文献資料に分けて作成されたものであり、2015 年 3 月時点での前身校関係
資料の包括的リストである。 
 
凡例 
 文献資料概要目録の項目は、左から、①所在(ID)、②タイトル、③形態、④点数、⑤
年代、⑥備考からなる。 
 
 ①所在(ID)は、資料の出所と通し番号からなり、2015 年 3 月時点で資料が収蔵さ
れている箱、すなわち所在を示している。 

 所在(ID)に「書棚上」「書棚下」とある、情報メディアユニオン 1F ガラス扉付き書架が出所の資

料は、①所在(ID)の通し番号において資料の配架位置が p.7「写真 3 概要目録作成のための書架

のマッピング（図作成：床井満里菜）」のように反映されている。 

 

 ②タイトルは、資料の名称、タイトルを示す。文献にタイトル表記がある場合は
それに従い表記する。タイトルの表記がない場合は、判別が可能なタイトルを
付与している。 

 
 ③形態は、収められた資料の形態・媒体を示す。 
 
 ④点数は、収蔵された資料が何点からなるかを示す。 
 
 ⑤年代は、資料が作成された年代を示す。 
 
 ⑥備考は、資料についての参考情報を示す。 
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作成：⼤大原  司（筑波⼤大学  図書館情報メディア研究科  博⼠士前期課程）

所在(ID) タイトル 形態 点数 年代 備考

ゲストルーム1-1 電子時代：本は消えるか ビデオテープ 1 1997 缶

ゲストルーム1-10 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「実践活動事例」「授業記録」 DVD 1 エアクッションC

ゲストルーム1-11 司書教諭情報化研修　１ CD-ROM 1 エアクッションC

ゲストルーム1-12 司書教諭情報化研修　２ CD-ROM 1 エアクッションC

ゲストルーム1-13 司書教諭情報化研修　３ CD-ROM 1 エアクッションC

ゲストルーム1-14 司書教諭情報化研修　４ CD-ROM 1 エアクッションC

ゲストルーム1-15 司書教諭情報化研修　５ CD-ROM 1 エアクッションC

ゲストルーム1-16 司書教諭情報化研修　６ CD-ROM 1 エアクッションC

ゲストルーム1-17 ２.図書館情報大学 ビデオテープ 1 バラ

ゲストルーム1-18 平成12年度　Eスクエア・プロジェクト成果報告 CD-ROM 1 2000 バラ

ゲストルーム1-19 五十年の歩み　佐賀市立城南中学校５０周年 CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-2 司書教諭情報化研修　DVD教材　「実践活動事例」「授業記録」 ビデオテープ 1 缶

ゲストルーム1-20 司書教諭情報化研修　１ CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-21 司書教諭情報化研修　２ CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-22 司書教諭情報化研修　３ CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-23 司書教諭情報化研修　４ CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-24 司書教諭情報化研修　５ CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-25 司書教諭情報化研修　６ CD-ROM 1 バラ

ゲストルーム1-26 司書教諭情報化研修 DVD 1 バラ

ゲストルーム1-3 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「学校と著作権」 ビデオテープ 1 缶

ゲストルーム1-4 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「学校図書館の先進事例」 ビデオテープ 1 缶

ゲストルーム1-5 司書教諭情報化研修　DVD教材　「授業記録」 ビデオテープ 1 缶

ゲストルーム1-6 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「授業記録」 ビデオテープ 1 エアクッションA

ゲストルーム1-7 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「実践活動事例」「授業記録」 ビデオテープ 1 エアクッションA

ゲストルーム1-8 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「学校図書館の先進事例」 ビデオテープ 1 エアクッションB

ゲストルーム1-9 司書教諭情報化研修　ビデオ教材　「学校と著作権」 ビデオテープ 1 エアクッションB

ゲストルーム2 アンケート 紐綴じ封筒 10

ゲストルーム3 「図書館の現状」　資料と記録 紐綴じ封筒 7

ゲストルーム4
衛生通信を利用した公開講座『本と情報の世界』アンケート集計用
紙　（第一回）

紙袋 33

書棚下-1-a-001 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー 封筒 5 1998

1998 図書館情報大学概要, 図書館情報大学開学20周年創基
80周年記念事業計画概要(案), 平成11年度公開講座実施計
画, 図書館情報大学関連記事掲載の新聞等, 図書館情報大
学ディジタル図書館

書棚下-1-a-002 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー 封筒 5 1998

1998 図書館情報大学概要, 図書館情報大学開学20周年創基
80周年記念事業計画概要(案), 平成11年度公開講座実施計
画, 図書館情報大学関連記事掲載の新聞等, 図書館情報大
学ディジタル図書館

書棚下-1-a-003 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー 封筒 5 1998

1998 図書館情報大学概要, 図書館情報大学開学20周年創基
80周年記念事業計画概要(案), 平成11年度公開講座実施計
画, 図書館情報大学関連記事掲載の新聞等, 図書館情報大
学ディジタル図書館

書棚下-1-a-004 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー 封筒 5 1998

1998 図書館情報大学概要, 図書館情報大学開学20周年創基
80周年記念事業計画概要(案), 平成11年度公開講座実施計
画, 図書館情報大学関連記事掲載の新聞等, 図書館情報大
学ディジタル図書館

書棚下-1-a-005 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー 封筒 5 1998

1998 図書館情報大学概要, 図書館情報大学開学20周年創基
80周年記念事業計画概要(案), 平成11年度公開講座実施計
画, 図書館情報大学関連記事掲載の新聞等, 図書館情報大
学ディジタル図書館

書棚下-1-a-006 図書館情報大学図書館利用あんない1991 冊子 1 1991

書棚下-1-a-007 図書館情報大学図書館利用あんない1991 冊子 1 1991

書棚下-1-a-008 図書館情報大学図書館利用あんない1991 冊子 1 1991

書棚下-1-a-009 図書館情報大学図書館利用あんない1991 冊子 1 1991

書棚下-1-a-010 図書館情報大学図書館利用あんない1991 冊子 1 1991

書棚下-1-a-011 図書館情報大学図書館利用あんない1988 冊子 1 1988

書棚下-1-a-012 図書館情報大学図書館利用あんない1988 冊子 1 1988

書棚下-1-a-013 図書館情報大学図書館利用あんない1988 冊子 1 1988

書棚下-1-a-014 図書館情報大学図書館利用あんない1988 冊子 1 1988

書棚下-1-a-015 図書館情報大学図書館利用あんない1988 冊子 1 1988

書棚下-1-a-016 図書館情報大学図書館利用あんない1986 冊子 1 1986

書棚下-1-a-017 図書館情報大学図書館利用あんない1986 冊子 1 1986

書棚下-1-a-018 図書館情報大学図書館利用あんない1986 冊子 1 1986

書棚下-1-a-019 図書館情報大学図書館利用あんない1986 冊子 1 1986

書棚下-1-a-020 図書館情報大学図書館利用あんない1986 冊子 1 1986

書棚下-1-a-021 図書館情報大学図書館利用あんない1984 冊子 1 1984

書棚下-1-a-022 図書館情報大学図書館利用あんない1984 冊子 1 1984

書棚下-1-a-023 図書館情報大学図書館利用あんない1984 冊子 1 1984

書棚下-1-a-024 図書館情報大学図書館利用あんない1984 冊子 1 1984

書棚下-1-a-025 図書館情報大学図書館利用あんない1984 冊子 1 1984

科学研究費 　基盤研究（B） 　21世紀図書館情報専⾨門職養成研究基盤アーカイブ構築  :  図書館情報専⾨門職の再検討（平成26年年度度）

筑波⼤大学  図書館情報メディア系所蔵  前⾝身校関係資料料（⽂文献資料料  概要⽬目録）
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所在(ID) タイトル 形態 点数 年代 備考

書棚下-1-a-026 図書館情報大学図書館利用あんない1983 冊子 1 1983

書棚下-1-a-027 図書館情報大学図書館利用あんない1983 冊子 1 1983

書棚下-1-a-028 図書館情報大学図書館利用あんない1983 冊子 1 1983

書棚下-1-a-029 図書館情報大学図書館利用あんない1983 冊子 1 1983

書棚下-1-a-030 図書館情報大学図書館利用あんない1983 冊子 1 1983

書棚下-1-a-031 図書館情報大学図書館利用あんない1982 冊子 1 1982

書棚下-1-a-032 図書館情報大学図書館利用あんない1982 冊子 1 1982

書棚下-1-a-033 図書館情報大学図書館利用あんない1982 冊子 1 1982

書棚下-1-a-034 図書館情報大学図書館利用あんない1982 冊子 1 1982

書棚下-1-a-035 図書館情報大学図書館利用あんない1982 冊子 1 1982

書棚下-1-a-036 図書館情報大学図書館利用あんない1981 冊子 1 1981

書棚下-1-a-037 図書館情報大学図書館利用あんない1981 冊子 1 1981

書棚下-1-a-038 図書館情報大学図書館利用あんない1981 冊子 1 1981

書棚下-1-a-039 図書館情報大学図書館利用あんない1981 冊子 1 1981

書棚下-1-a-040 図書館情報大学図書館利用あんない1981 冊子 1 1981

書棚下-1-a-041 図書館情報大学案内 冊子 1 1981

書棚下-1-a-042 図書館情報大学案内 冊子 1 1982

書棚下-1-a-043 図書館情報大学案内 冊子 1 1983

書棚下-1-a-044 図書館情報大学案内 冊子 1 1983

書棚下-1-a-045 図書館情報大学案内 冊子 1 1983

書棚下-1-a-046 図書館情報大学案内 冊子 1 1984

書棚下-1-a-047 図書館情報大学案内 冊子 1 1984

書棚下-1-a-048 図書館情報大学案内 冊子 1 1984

書棚下-1-a-049 図書館情報大学案内 冊子 1 1984

書棚下-1-a-050 図書館情報大学案内 冊子 1 1982

書棚下-1-a-051 図書館情報大学案内 冊子 1 1980 図書館情報大学学生募集要項概要の冊子が挟んであった

書棚下-1-a-052 図書館情報大学案内 冊子 1 1980

書棚下-1-a-053 図書館情報大学案内 冊子 1 1981

書棚下-1-a-054 図書館情報大学案内 冊子 1 1982

書棚下-1-a-055 図書館情報大学案内 冊子 1 1979以前

書棚下-1-a-056 図書館情報大学案内 冊子 1 1988

書棚下-1-a-057 図書館情報大学案内 冊子 1 1988

書棚下-1-a-058 図書館情報大学案内 冊子 1 1988

書棚下-1-a-059 図書館情報大学案内 冊子 1 1988

書棚下-1-a-060 図書館情報大学案内 冊子 1 1988

書棚下-1-a-061 図書館情報大学案内 冊子 1 1992

書棚下-1-a-062 図書館情報大学案内 冊子 1 1992

書棚下-1-a-063 図書館情報大学案内 冊子 1 1992

書棚下-1-a-064 図書館情報大学案内 冊子 1 1993

書棚下-1-a-065 図書館情報大学案内 冊子 1 1993

書棚下-1-a-066 図書館情報大学案内 冊子 1 1993

書棚下-1-a-067 図書館情報大学案内 冊子 1 1993

書棚下-1-a-068 図書館情報大学案内 冊子 1 1993

書棚下-1-a-069 図書館情報大学案内 冊子 1 1979以前

書棚下-1-a-070 図書館情報大学案内 冊子 1 1995

書棚下-1-a-071
図書館情報大学概要 University of Library and Information
Science

冊子 1 2001

書棚下-1-a-072
図書館情報大学概要 University of Library and Information
Science

冊子 1 2001

書棚下-1-a-073
図書館情報大学概要 University of Library and Information
Science

冊子 1 2001

書棚下-1-a-074
図書館情報大学概要 University of Library and Information
Science

冊子 1 2001

書棚下-1-a-075
図書館情報大学概要 University of Library and Information
Science

冊子 1 2001

書棚下-1-a-076
図書館情報大学情報メディアユニオン〈ULIS〉, 図書館情報大学附
属図書館

冊子 1

書棚下-1-a-077
図書館情報大学情報メディアユニオン〈ULIS〉, 図書館情報大学附
属図書館

冊子 1

書棚下-1-a-078
図書館情報大学情報メディアユニオン〈ULIS〉, 図書館情報大学附
属図書館

冊子 1

書棚下-1-a-079
図書館情報大学情報メディアユニオン〈ULIS〉, 図書館情報大学附
属図書館

冊子 1

書棚下-1-a-080
図書館情報大学情報メディアユニオン〈ULIS〉, 図書館情報大学附
属図書館

冊子 1

書棚下-1-a-081
図書館情報大学情報メディアユニオン〈ULIS〉, 図書館情報大学附
属図書館

冊子 1

書棚下-1-a-082 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1

書棚下-1-a-083 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1

書棚下-1-a-084 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1

書棚下-1-a-085 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1

書棚下-1-a-086 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1

書棚下-1-a-087 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1

書棚下-1-a-088 図書館情報大学ディジタル図書館ULIS-DL 冊子 1
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所在(ID) タイトル 形態 点数 年代 備考

書棚下-1-a-089 ULISの明日に向かって 3 冊子 1 1999

書棚下-1-a-090 ULISの明日に向かって 3 冊子 1 1999

書棚下-1-a-091 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-092 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-093 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978 Tulips資料検索結果の印刷紙が挟まっていた

書棚下-1-a-094 丸善ライブラリーニュース No.121 冊子 1 1982

書棚下-1-a-095 丸善ライブラリーニュース No.121 冊子 1 1982

書棚下-1-a-096 丸善ライブラリーニュース No.138 冊子 1

書棚下-1-a-097 丸善ライブラリーニュース No.138 冊子 1

書棚下-1-a-098 丸善ライブラリーニュース No.138 冊子 1

書棚下-1-a-099 丸善ライブラリーニュース No.138 冊子 1

書棚下-1-a-100 丸善ライブラリーニュース No.138 冊子 1

書棚下-1-a-101 ディジタル・データ交換網について 冊子 1

書棚下-1-a-102 ディジタル・データ交換網について 冊子 1

書棚下-1-a-103 ディジタル・データ交換網について 冊子 1

書棚下-1-a-104 ディジタル・データ交換網について 冊子 1

書棚下-1-a-105 ディジタル・データ交換網について 冊子 1

書棚下-1-a-106 図書館情報大学の情報システム 冊子 1

書棚下-1-a-107 図書館情報大学の情報システム 冊子 1

書棚下-1-a-108 図書館情報大学の情報システム 冊子 1

書棚下-1-a-109 図書館情報大学附属図書館の概要について 冊子 1

書棚下-1-a-110 図書館情報大学附属図書館の概要について 冊子 1

書棚下-1-a-111 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1983

書棚下-1-a-112 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1983

書棚下-1-a-113 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1983

書棚下-1-a-114 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1984

書棚下-1-a-115 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1984

書棚下-1-a-116 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1985

書棚下-1-a-117 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1985

書棚下-1-a-118 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1985

書棚下-1-a-119 図書館情報大学附属図書館概要 冊子 1 1985

書棚下-1-a-120 学術情報センターシステム開発調査概要 冊子 1 1981

書棚下-1-a-121 学術情報センターシステム開発調査概要 冊子 1 1981

書棚下-1-a-122 学術情報センターシステム開発調査概要 冊子 1 1981

書棚下-1-a-123 学術情報センターシステム開発調査概要 冊子 1 1981

書棚下-1-a-124 学術情報センターシステム開発調査概要 冊子 1 1981

書棚下-1-a-125 大学図書館業務の電算化 冊子 1 1984

書棚下-1-a-126 大学図書館業務の電算化 冊子 1 1984

書棚下-1-a-127 大学図書館業務の電算化 冊子 1 1984

書棚下-1-a-128 大学図書館業務の電算化 冊子 1 1984

書棚下-1-a-129 大学図書館業務の電算化 冊子 1 1984

書棚下-1-a-130 公開図書室あんない 冊子 1

書棚下-1-a-131 飛翔 -新しい情報化社会へ向けて- 冊子 1 1982

書棚下-1-a-132 平成八年度図書館情報大学第三年次編入学学生募集要項 冊子 1 1996

書棚下-1-a-133 昭和55年度図書館情報大学学生募集要項細目 冊子 1 1979

書棚下-1-a-134 昭和57年度図書館情報大学学生募集要項概要 冊子 1 1981

書棚下-1-a-135 昭和58年度図書館情報大学学生募集要項細目 冊子 1 1982

書棚下-1-a-136 学力検査実施科目等 冊子 1 1976

書棚下-1-a-137 昭和56年度学生名簿 冊子 1 1981

書棚下-1-a-138 昭和57年度学生名簿 冊子 1 1982

書棚下-1-a-139 昭和58年度学生名簿 冊子 1 1983

書棚下-1-a-140 昭和59年度学生名簿 冊子 1 1984

書棚下-1-a-141 昭和60年度学生名簿 冊子 1 1985

書棚下-1-a-142 FEED BSCK 図書館情報大学新聞部 フラットファイル 1

書棚下-1-a-143 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-144 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-145 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-146 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-147 高橋泰四郎氏旧蔵 図書館学関係資料目録 冊子 1 1978

書棚下-1-a-148 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和58年度 冊子 1 1983-1984

書棚下-1-a-149 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和58年度 冊子 1 1983-1984

書棚下-1-a-150 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和58年度 冊子 1 1983-1984

書棚下-1-a-151 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和59年度 冊子 1 1985

書棚下-1-a-152 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和59年度 冊子 1 1985

書棚下-1-a-153 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和59年度 冊子 1 1985

書棚下-1-a-154 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和59年度 冊子 1 1985

書棚下-1-a-155 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和59年度 冊子 1 1985

書棚下-1-a-156 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和60年度 冊子 1 1986
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書棚下-1-a-157 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和60年度 冊子 1 1986

書棚下-1-a-158 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和60年度 冊子 1 1986

書棚下-1-a-159 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和60年度 冊子 1 1986

書棚下-1-a-160 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和61年度 冊子 1 1987

書棚下-1-a-161 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和61年度 冊子 1 1987

書棚下-1-a-162 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和61年度 冊子 1 1987

書棚下-1-a-163 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和61年度 冊子 1 1987

書棚下-1-a-164 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和62年度 冊子 1 1988

書棚下-1-a-165 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和62年度 冊子 1 1988

書棚下-1-a-166 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和62年度 冊子 1 1988

書棚下-1-a-167 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和62年度 冊子 1 1988

書棚下-1-a-168 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和63年度 冊子 1 1989

書棚下-1-a-169 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和63年度 冊子 1 1989

書棚下-1-a-170 図書館情報大学卒業研究抄録集 昭和63年度 冊子 1 1989

書棚下-1-a-171 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成元年度 冊子 1 1990

書棚下-1-a-172 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成元年度 冊子 1 1990

書棚下-1-a-173 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成元年度 冊子 1 1990

書棚下-1-a-174 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成元年度 冊子 1 1990

書棚下-1-a-175 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成元年度 冊子 1 1990
平成元年度の「元」が消されている, 付箋が3箇所貼られてい
る

書棚下-1-a-176 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成2年度 冊子 1 1991

書棚下-1-a-177 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成2年度 冊子 1 1991

書棚下-1-a-178 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成2年度 冊子 1 1991

書棚下-1-a-179 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成2年度 冊子 1 1991

書棚下-1-a-180 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成2年度 冊子 1 1991

書棚下-1-a-181 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成3年度 冊子 1 1992

書棚下-1-a-182 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成3年度 冊子 1 1992

書棚下-1-a-183 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成3年度 冊子 1 1992

書棚下-1-a-184 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成4年度 冊子 1 1993

書棚下-1-a-185 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成4年度 冊子 1 1993

書棚下-1-a-186 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成4年度 冊子 1 1993

書棚下-1-a-187 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成4年度 冊子 1 1993

書棚下-1-a-188 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成5年度 冊子 1 1994

書棚下-1-a-189 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成5年度 冊子 1 1994

書棚下-1-a-190 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成5年度 冊子 1 1994

書棚下-1-a-191 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成6年度 冊子 1 1995

書棚下-1-a-192 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成8年度 冊子 1 1997

書棚下-1-a-193 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成9年度 冊子 1 1998

書棚下-1-a-194 図書館情報大学卒業研究抄録集 平成10年度 冊子 1 1999

書棚下-1-a-195 図書館情報大学研究報告 1985. 4巻1号 冊子 1 1985

書棚下-1-a-196 図書館情報大学研究報告 1985. 4巻2号 冊子 1 1986

書棚下-1-a-197 図書館情報大学研究報告 1986. 5巻1号 冊子 1 1986

書棚下-1-a-198 図書館情報大学研究報告 1986. 5巻2号 冊子 1 1987

書棚下-1-a-199 図書館情報大学研究報告 1987. 6巻1号 冊子 1 1987

書棚下-1-a-200 図書館情報大学研究報告 1987. 6巻2号 冊子 1 1988

書棚下-1-a-201 図書館情報大学研究報告 1988. 7巻1号 冊子 1 1988

書棚下-1-a-202 図書館情報大学研究報告 1988. 7巻2号 冊子 1 1989

書棚下-1-a-203 図書館情報大学研究報告 1989. 8巻2号 冊子 1 1990

書棚下-1-a-204 図書館情報大学研究報告 1990. 9巻1号 冊子 1 1990

書棚下-1-a-205 図書館情報大学研究報告 1990. 9巻2号 冊子 1 1991

書棚下-1-a-206 図書館情報大学研究報告 1991. 10巻1号 冊子 1 1991

書棚下-1-a-207 図書館情報大学研究報告 1991. 10巻1号 冊子 1 1991

書棚下-1-a-208 図書館情報大学研究報告 1991. 10巻2号 冊子 1 1992

書棚下-1-a-209 図書館情報大学研究報告 1992. 11巻1号 冊子 1 1992

書棚下-1-a-210 図書館情報大学研究報告 1992. 11巻2号 冊子 1 1993

書棚下-1-a-211 図書館情報大学研究報告 1993. 12巻1号 冊子 1 1993

書棚下-1-a-212 図書館情報大学研究報告 1993. 12巻2号 冊子 1 1994

書棚下-1-a-213 図書館情報大学研究報告 1994. 13巻1号 冊子 1 1994

書棚下-1-a-214 図書館情報大学研究報告 1994. 13巻2号 冊子 1 1995

書棚下-1-a-215 図書館情報大学研究報告 1997. 16巻2号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-216 図書館情報大学研究報告 1997. 16巻2号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-217 図書館情報大学研究報告 1997. 16巻2号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-218 図書館情報大学研究報告 1997. 16巻2号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-219 図書館情報大学研究報告 1998. 17巻1号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-220 図書館情報大学研究報告 1998. 17巻1号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-221 図書館情報大学研究報告 1998. 17巻1号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-222 図書館情報大学研究報告 1998. 17巻1号 冊子 1 1998

書棚下-1-a-223 図書館情報大学研究報告 2000. 19巻2号 冊子 1 2001

書棚下-1-a-224 図書館情報大学研究報告 2001. 20巻1号 冊子 1 2001
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書棚下-1-a-225 図書館情報大学附属図書館・公開図書室パンフレット パンフレット 94

書棚下-1-b-001 樹林　創刊号 冊子 1 1980
ガリ版, 図書館情報大学創立一周年記念, 図書館情報大学文
芸部掲載誌

書棚下-1-b-002 樹林　創刊号 冊子 1 1980
ガリ版. 図書館情報大学創立一周年記念, 昭和55(1980)11月
22日図書館情報大学附属図書館への寄贈のシール付き, 図
書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-003 樹林 文学賞特集 第2号 冊子 1 1980 ガリ版, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-004 樹林 文学賞特集 第2号 冊子 1 1980 ガリ版, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-005 樹林 第(略字)三号 冊子 1 1981 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-006 樹林 第(略字)三号 冊子 1 1981 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-007 樹林 第(略字)四号 冊子 1 1981 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-008 樹林 第(略字)四号 冊子 1 1981 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-009 樹林 第五号 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-010 樹林 第五号 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-011 樹林 第六号 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-012 樹林 第六号 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-013 樹林 第七号 第三回文学賞掲載 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-014 樹林 第七号 第三回文学賞掲載 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-015 樹林 8号 冊子 1 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-016 樹林 8号 冊子 1 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-017 樹林 9号 冊子 1 1983 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-018 樹林 9号 冊子 1 1983 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-019 樹林 10 冊子 1 1984 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-020 樹林 10 冊子 1 1984 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-021
樹林 特別号 第(略字)二回図書館情報大学文芸部文学賞受賞作
掲載

冊子 1 1981 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-022
樹林 特別号 第(略字)二回図書館情報大学文芸部文学賞受賞作
掲載

冊子 1 1981 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-023 樹林 十一号 冊子 1 1985 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-024 樹林 十一号 冊子 1 1985 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-025 樹林 十二号 冊子 1 1986 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部部誌

書棚下-1-b-026 樹林 十二号 冊子 1 1986 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部部誌

書棚下-1-b-027 JURIN VOL.13 ULIS LITERATURE CLUB SINCE1980 冊子 1 1986 図書館情報大学文芸部, 図書館情報大学文芸部掲載誌

書棚下-1-b-028 SF研究会 発行雑誌創刊準備号 因 冊子 1 1982

書棚下-1-b-029 ギルガメシュ 第2号 テーマ・・・「さけ」 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-030 ギルガメシュ 第2号 テーマ・・・「さけ」 冊子 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-1-b-031 屋根裏部屋 創刊号 冊子 1 図書館情報大学児童文学サークル

書棚下-1-b-032 屋根裏部屋 vol.2 冊子 1 1983 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-033 屋根裏部屋 vol.2 冊子 1 1983 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-034 屋根裏部屋 vol.3 冊子 1 1984 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-035 屋根裏部屋 vol.4 冊子 1 1985 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-036 屋根裏部屋 vol.4 冊子 1 1985 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-037 屋根裏部屋 vol.4 冊子 1 1985 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-038 や根裏部屋 vol.5 特集『課題図書』 冊子 1 1985 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-039 や根裏部屋 vol.5 特集『課題図書』 冊子 1 1985 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-040 や根裏部屋 vol.5 特集『課題図書』 冊子 1 1985 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-041 や根裏部屋 vol.6 冊子 1 1986 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-042 や根裏部屋 vol.6 冊子 1 1986 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-043 や根裏部屋 vol.7 特集 龍・竜・ドラゴン 冊子 1 1986 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-044 や根裏部屋 vol.7 特集 龍・竜・ドラゴン 冊子 1 1986 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-045 や根裏部屋 vol.8 冊子 1 1987 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-046 や根裏部屋 vol.9 特集 図書館! 冊子 1 1987 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-047 や根裏部屋 vol.10 冊子 1 1988 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-048 や根裏部屋 vol.11 テーマ；映画化された児童文学について 冊子 1 1988 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-049 や根裏部屋 vol.12 冊子 1 1989 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-050 や根裏部屋 vol.13 ＜特集＞民話の中の河童 冊子 1 1989 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-051 や根裏部屋 vol.14 冊子 1 1989 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-052 や根裏部屋 vol.15 ＜特集＞ちびくろサンボ問題を考える 冊子 1 1989 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-053 や根裏部屋 vol.16 冊子 1 1991 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-054 や根裏部屋 vol.17 特集『遊びについて』 冊子 1 1991 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-055 や根裏部屋 vol.18 冊子 1 1992 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-056 や根裏部屋 vol.19 特集『昔話の中の鬼』 冊子 1 1992 図書館情報大学児童文学研究会

書棚下-1-b-057 平成7年度 サークル紹介 冊子 1 1995 図書館情報大学, 付箋付き「本学関係資料保存」

書棚下-1-b-058 平成7年度 サークル紹介 冊子 1 1995 図書館情報大学

書棚下-1-b-059 ULIS サークル紹介 1988 冊子 1 1988 図書館情報大学学務課

書棚下-1-b-060 サークル紹介'91 冊子 1 1991 図書館情報大学

書棚下-1-b-061 栗苑祭 第十三回 粋2 冊子 1 1993 1993年度 図書館情報大学 第十三回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-062 つくばにやさしい 12th 栗苑祭 冊子 1 1992 1992年度 図書館情報大学 第十二回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-063 図書館情報大学 第八回 栗苑祭 冊子 1 1988
1988年度 図書館情報大学 第八回 栗苑祭プログラム, メモと
見出し有り

書棚下-1-b-064 図書館情報大学 第八回 栗苑祭 冊子 1 1988 1988年度 図書館情報大学 第八回 栗苑祭プログラム
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書棚下-1-b-065 図書館情報大学 第五回 栗苑祭 冊子 1 1985 1985年度 図書館情報大学 第五回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-066 RITSUEN 冊子 1 1982 1982年度 図書館情報大学 第3回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-067 栗苑祭 冊子 1 1981 1981年度 図書館情報大学 第2回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-068 栗苑祭 冊子 1 1981 1981年度 図書館情報大学 第2回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-069 ULIS 栗苑祭 SAI No.1 冊子 1 1980 1980年度 図書館情報大学 第1回 栗苑祭プログラム

書棚下-1-b-070 第7回 図書館情報大学 体育祭 冊子 1 1986 第7回 図書館情報大学 体育祭プログラム

書棚下-1-b-071 第6回 図書館情報大学 体育祭 冊子 1 1985 体育祭プログラム

書棚下-1-b-072 昭和59年度 第5回 体育祭 冊子 1 1984 体育祭プログラム

書棚下-1-b-073 図書館情報大学 s59年度 体育祭運営マニュアル 冊子 1 1984

書棚下-1-b-074 昭和58年度 第4回 体育祭 冊子 1 1983 体育祭プログラム

書棚下-1-b-075 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2

書棚下-1-b-076 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2

書棚下-1-b-077 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2

書棚下-1-b-078 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2

書棚下-1-b-079 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2

書棚下-1-b-080 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2 増補版

書棚下-1-b-081 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2 増補版

書棚下-1-b-082 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2 増補版

書棚下-1-b-083 ロシア・ソ連 書誌, 図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ2 増補版

書棚下-1-b-084 英国図書館研究開発部レポート集成リスト（1965-1983） 冊子 1 1985 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ4

書棚下-1-b-085 英国図書館研究開発部レポート集成リスト（1965-1983） 冊子 1 1985 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ4

書棚下-1-b-086 英国図書館研究開発部レポート集成リスト（1965-1983） 冊子 1 1985 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ4

書棚下-1-b-087 英国図書館研究開発部レポート集成リスト（1965-1983） 冊子 1 1985 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ4

書棚下-1-b-088 英国図書館研究開発部レポート集成リスト（1965-1983） 冊子 1 1985 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ4

書棚下-1-b-089
NTIS研究レポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇1968-
1976

冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ1

書棚下-1-b-090
NTIS研究レポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇1968-
1976

冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ1

書棚下-1-b-091
NTIS研究レポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇1968-
1976

冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ1

書棚下-1-b-092
NTIS研究レポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇1968-
1976

冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ1

書棚下-1-b-093
NTIS研究レポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇1968-
1976

冊子 1 1982 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ1

書棚下-1-b-094
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1981-1985)

冊子 1 1990 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ7

書棚下-1-b-095
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1981-1985)

冊子 1 1990 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ7

書棚下-1-b-096
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1981-1985)

冊子 1 1990 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ7

書棚下-1-b-097
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1981-1985)

冊子 1 1990 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ7

書棚下-1-b-098
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1981-1985)

冊子 1 1990 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ7

書棚下-1-b-099
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1938-1981)

冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ3

書棚下-1-b-100
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1938-1981)

冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ3

書棚下-1-b-101
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1938-1981)

冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ3

書棚下-1-b-102
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1938-1981)

冊子 1 1983 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ3

書棚下-1-b-103 英国図書館研究開発部レポート集成リスト（1965-1983） 冊子 1 1985 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ4

書棚下-1-b-104
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1938-1981)

冊子 1 1983
図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ3, 「参考」
「禁帯出」のシール有り, 付箋有り

書棚下-1-b-105
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1986-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-106
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1986-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-107
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1986-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-108
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1986-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-109
図書館情報学関係学位論文集成リスト Doctoral Dissertations in
Library and Information Science(1986-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-110
シカゴ大学図書館情報学関係学位論文集成リスト Chicago
University Doctoral Dissertations in Library and Information
Science(1931-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-111
シカゴ大学図書館情報学関係学位論文集成リスト Chicago
University Doctoral Dissertations in Library and Information
Science(1931-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-112
シカゴ大学図書館情報学関係学位論文集成リスト Chicago
University Doctoral Dissertations in Library and Information
Science(1931-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-113
シカゴ大学図書館情報学関係学位論文集成リスト Chicago
University Doctoral Dissertations in Library and Information
Science(1931-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-114
シカゴ大学図書館情報学関係学位論文集成リスト Chicago
University Doctoral Dissertations in Library and Information
Science(1931-1990)

冊子 1 1992 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-115
Proceedings of International Symposium on Research,
Development and Proctice in Digital Libraries 1997 ISDL '97

冊子 1 1997 Sponsored by University of Library and Information Science

書棚下-1-b-116
Proceedings of International Symposium on Research,
Development and Proctice in Digital Libraries 1997 ISDL '97

冊子 1 1997 Sponsored by University of Library and Information Science
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書棚下-1-b-117
Proceedings of International Symposium on Research,
Development and Proctice in Digital Libraries 1997 ISDL '97

冊子 1 1997 Sponsored by University of Library and Information Science

書棚下-1-b-118
Proceedings of International Symposium on Research,
Development and Proctice in Digital Libraries 1997 ISDL '97

冊子 1 1997 Sponsored by University of Library and Information Science

書棚下-1-b-119
Proceedings of International Symposium on Research,
Development and Proctice in Digital Libraries 1997 ISDL '97

冊子 1 1997 Sponsored by University of Library and Information Science

書棚下-1-b-120 図書館短期大学史 -十七年の歩み- 閉学記念特集 冊子 1 1981

書棚下-1-b-121 図書館短期大学史 -十七年の歩み- 閉学記念特集 冊子 1 1981

書棚下-1-b-122 図書館短期大学史 -十七年の歩み- 閉学記念特集 冊子 1 1981

書棚下-1-b-123 笠木文庫目録 冊子 1 1987 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ6

書棚下-1-b-124 笠木文庫目録 冊子 1 1987 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ6

書棚下-1-b-125 笠木文庫目録 冊子 1 1987 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ6

書棚下-1-b-126 笠木文庫目録 冊子 1 1987 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ6

書棚下-1-b-127 笠木文庫目録 冊子 1 1987 図書館情報大学附属図書館, 書誌・書目シリーズ6

書棚下-1-b-128
LIASON開発報告書 -図書館情報大学における図書館業務トータ
ルシステム-

冊子 1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-129
LIASON開発報告書 -図書館情報大学における図書館業務トータ
ルシステム-

冊子 1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-130
LIASON開発報告書 -図書館情報大学における図書館業務トータ
ルシステム-

冊子 1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-131
LIASON開発報告書 -図書館情報大学における図書館業務トータ
ルシステム-

冊子 1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-b-132
LIASON開発報告書 -図書館情報大学における図書館業務トータ
ルシステム-

冊子 1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-1-c-001 図書館短期大学紀要 No.1~No.5
冊子をまとめた
もの

5 第1集:1967, 第2集:1969, 第3集:1970, 第4集:1971, 第5集:1972

書棚下-1-c-002 図書館短期大学紀要 No.6~No.8
冊子をまとめた
もの

3 第6集:1973, 第7集:1974, 第8集:1975

書棚下-1-c-003 図書館短期大学紀要 No.9~No.12
冊子をまとめた
もの

4 第9集:1975, 第10集:1975, 第11集:1976, 第12集:1976

書棚下-1-c-004 図書館短期大学紀要 No.13~No.15
冊子をまとめた
もの

3 第13集:1977, 第14集:1977, 第15集:1978

書棚下-1-c-005 図書館短期大学紀要 第1集(1966) 雑誌 1 1967

書棚下-1-c-006 図書館短期大学紀要 第1集(1966) 雑誌 1 1967

書棚下-1-c-007 図書館短期大学紀要 第1集(1966) 雑誌 1 1967

書棚下-1-c-008 図書館短期大学紀要 第1集(1966) 雑誌 1 1967

書棚下-1-c-009 図書館短期大学紀要 第1集(1966) 雑誌 1 1967

書棚下-1-c-010 図書館短期大学紀要 第2集(1968) 雑誌 1 1969

書棚下-1-c-011 図書館短期大学紀要 第2集(1968) 雑誌 1 1969

書棚下-1-c-012 図書館短期大学紀要 第2集(1968) 雑誌 1 1969

書棚下-1-c-013 図書館短期大学紀要 第2集(1968) 雑誌 1 1969

書棚下-1-c-014 図書館短期大学紀要 第2集(1968) 雑誌 1 1969

書棚下-1-c-015 図書館短期大学紀要 第3集(1969) 雑誌 1 1970 岡田温学長退官記念号

書棚下-1-c-016 図書館短期大学紀要 第3集(1969) 雑誌 1 1970 岡田温学長退官記念号

書棚下-1-c-017 図書館短期大学紀要 第3集(1969) 雑誌 1 1970 岡田温学長退官記念号

書棚下-1-c-018 図書館短期大学紀要 第3集(1969) 雑誌 1 1970 岡田温学長退官記念号

書棚下-1-c-019 図書館短期大学紀要 第3集(1969) 雑誌 1 1970 岡田温学長退官記念号

書棚下-1-c-020 図書館短期大学紀要 第4集(1970) 雑誌 1 1971

書棚下-1-c-021 図書館短期大学紀要 第4集(1970) 雑誌 1 1971

書棚下-1-c-022 図書館短期大学紀要 第4集(1970) 雑誌 1 1971

書棚下-1-c-023 図書館短期大学紀要 第4集(1970) 雑誌 1 1971

書棚下-1-c-024 図書館短期大学紀要 第4集(1970) 雑誌 1 1971

書棚下-1-c-025 図書館短期大学紀要 第5集(1971) 雑誌 1 1972

書棚下-1-c-026 図書館短期大学紀要 第5集(1971) 雑誌 1 1972

書棚下-1-c-027 図書館短期大学紀要 第5集(1971) 雑誌 1 1972

書棚下-1-c-028 図書館短期大学紀要 第5集(1971) 雑誌 1 1972

書棚下-1-c-029 図書館短期大学紀要 第5集(1971) 雑誌 1 1972

書棚下-1-c-030 図書館短期大学紀要 第6集(1972) 雑誌 1 1973

書棚下-1-c-031 図書館短期大学紀要 第6集(1972) 雑誌 1 1973

書棚下-1-c-032 図書館短期大学紀要 第6集(1972) 雑誌 1 1973

書棚下-1-c-033 図書館短期大学紀要 第6集(1972) 雑誌 1 1973

書棚下-1-c-034 図書館短期大学紀要 第6集(1972) 雑誌 1 1973

書棚下-1-c-035 図書館短期大学紀要 第7集(1973) 雑誌 1 1974 太田和彦学長退官記念号

書棚下-1-c-036 図書館短期大学紀要 第7集(1973) 雑誌 1 1974 太田和彦学長退官記念号

書棚下-1-c-037 図書館短期大学紀要 第7集(1973) 雑誌 1 1974 太田和彦学長退官記念号

書棚下-1-c-038 図書館短期大学紀要 第7集(1973) 雑誌 1 1974 太田和彦学長退官記念号

書棚下-1-c-039 図書館短期大学紀要 第7集(1973) 雑誌 1 1974 太田和彦学長退官記念号

書棚下-1-c-040 図書館短期大学紀要 第8集(1974) 雑誌 1 1975 開学10周年記念特集号

書棚下-1-c-041 図書館短期大学紀要 第8集(1974) 雑誌 1 1975 開学10周年記念特集号

書棚下-1-c-042 図書館短期大学紀要 第8集(1974) 雑誌 1 1975 開学10周年記念特集号

書棚下-1-c-043 図書館短期大学紀要 第8集(1974) 雑誌 1 1975 開学10周年記念特集号

書棚下-1-c-044 図書館短期大学紀要 第8集(1974) 雑誌 1 1975 開学10周年記念特集号

書棚下-1-c-045 図書館短期大学紀要 第9集(1975) 雑誌 1 1975 木寺清一教授退官記念号

書棚下-1-c-046 図書館短期大学紀要 第9集(1975) 雑誌 1 1975 木寺清一教授退官記念号

書棚下-1-c-047 図書館短期大学紀要 第9集(1975) 雑誌 1 1975 木寺清一教授退官記念号
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書棚下-1-c-048 図書館短期大学紀要 第9集(1975) 雑誌 1 1975 木寺清一教授退官記念号

書棚下-1-c-049 図書館短期大学紀要 第9集(1975) 雑誌 1 1975 木寺清一教授退官記念号

書棚下-1-c-050 図書館短期大学紀要 第10集(1975) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-051 図書館短期大学紀要 第10集(1975) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-052 図書館短期大学紀要 第10集(1975) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-053 図書館短期大学紀要 第10集(1975) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-054 図書館短期大学紀要 第10集(1975) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-055 図書館短期大学紀要 第11集(1976) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-056 図書館短期大学紀要 第11集(1976) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-057 図書館短期大学紀要 第11集(1976) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-058 図書館短期大学紀要 第11集(1976) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-059 図書館短期大学紀要 第11集(1976) 雑誌 1 1976

書棚下-1-c-060 図書館短期大学紀要 第12集(1976) 雑誌 1 1977

書棚下-1-c-061 図書館短期大学紀要 第12集(1976) 雑誌 1 1977

書棚下-1-c-062 図書館短期大学紀要 第12集(1976) 雑誌 1 1977

書棚下-1-c-063 図書館短期大学紀要 第12集(1976) 雑誌 1 1977

書棚下-1-c-064 図書館短期大学紀要 第12集(1976) 雑誌 1 1977

書棚下-1-c-065 図書館短期大学紀要 第13集(1977) 雑誌 1 1977 馬場重徳教授退官記念号

書棚下-1-c-066 図書館短期大学紀要 第13集(1977) 雑誌 1 1977 馬場重徳教授退官記念号

書棚下-1-c-067 図書館短期大学紀要 第13集(1977) 雑誌 1 1977 馬場重徳教授退官記念号

書棚下-1-c-068 図書館短期大学紀要 第13集(1977) 雑誌 1 1977 馬場重徳教授退官記念号

書棚下-1-c-069 図書館短期大学紀要 第13集(1977) 雑誌 1 1977 馬場重徳教授退官記念号

書棚下-1-c-070 図書館短期大学紀要 第14集(1977) 雑誌 1 1978

書棚下-1-c-071 図書館短期大学紀要 第14集(1977) 雑誌 1 1978

書棚下-1-c-072 図書館短期大学紀要 第14集(1977) 雑誌 1 1978

書棚下-1-c-073 図書館短期大学紀要 第14集(1977) 雑誌 1 1978

書棚下-1-c-074 図書館短期大学紀要 第14集(1977) 雑誌 1 1978

書棚下-1-c-075 図書館短期大学紀要 第15集(1978) 雑誌 1 1978 故齋藤敦前学長追悼記念号

書棚下-1-c-076 図書館短期大学紀要 第15集(1978) 雑誌 1 1978 故齋藤敦前学長追悼記念号

書棚下-1-c-077 図書館短期大学紀要 第15集(1978) 雑誌 1 1978 故齋藤敦前学長追悼記念号

書棚下-1-c-078 図書館短期大学紀要 第15集(1978) 雑誌 1 1978 故齋藤敦前学長追悼記念号

書棚下-1-c-079 図書館短期大学紀要 第15集(1978) 雑誌 1 1978 故齋藤敦前学長追悼記念号

書棚下-1-c-080 図書館短期大学紀要 第16集(1979) 雑誌 1 1979 服部金太郎教授・石塚正成教授退官記念号

書棚下-1-c-081 図書館短期大学紀要 第16集(1979) 雑誌 1 1979 服部金太郎教授・石塚正成教授退官記念号

書棚下-1-c-082 図書館短期大学紀要 第16集(1979) 雑誌 1 1979 服部金太郎教授・石塚正成教授退官記念号

書棚下-1-c-083 図書館短期大学紀要 第16集(1979) 雑誌 1 1979 服部金太郎教授・石塚正成教授退官記念号

書棚下-1-c-084 図書館短期大学紀要 第16集(1979) 雑誌 1 1979 服部金太郎教授・石塚正成教授退官記念号

書棚下-1-c-085 図書館短期大学紀要 第17集(1979) 雑誌 1 1980 草野正名教授退官記念号

書棚下-1-c-086 図書館短期大学紀要 第17集(1979) 雑誌 1 1980 草野正名教授退官記念号

書棚下-1-c-087 図書館短期大学紀要 第17集(1979) 雑誌 1 1980 草野正名教授退官記念号

書棚下-1-c-088 図書館短期大学紀要 第17集(1979) 雑誌 1 1980 草野正名教授退官記念号

書棚下-1-c-089 図書館短期大学紀要 第17集(1979) 雑誌 1 1980 草野正名教授退官記念号

書棚下-1-c-090 図書館短期大学紀要 第18集(1980) 雑誌 1 1981 渡辺武教授退官記念号

書棚下-1-c-091 図書館短期大学紀要 第18集(1980) 雑誌 1 1981 渡辺武教授退官記念号

書棚下-1-c-092 図書館短期大学紀要 第18集(1980) 雑誌 1 1981 渡辺武教授退官記念号

書棚下-1-c-093 図書館短期大学紀要 第18集(1980) 雑誌 1 1981 渡辺武教授退官記念号

書棚下-1-c-094 図書館短期大学紀要 第18集(1980) 雑誌 1 1981 渡辺武教授退官記念号

書棚下-2-a-001
図書館情報大学附属図書館報 総目次1(1)?5(4) 総目次6(1)?10(4)
1(1)?5(4)

チューブファイル
(A4・2穴)

1 1985-1989

書棚下-2-a-002 図書館情報大学附属図書館報 6(1)?11(4)
チューブファイル
(A4・2穴)

1 1990-1995

書棚下-2-a-003 図書館情報大学附属図書館報 12(1)?16(4)
チューブファイル
(A4・2穴)

1 1996-2000

書棚下-2-a-004 図書館情報大学附属図書館報 17(1)?18(3,4)
チューブファイル
(A4・2穴)

1 2001-2002 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-005 館報 9(2)?10(1)
チューブファイル
(B5・2穴)

1 1993-1994 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-006 館報 10(2)?11(1)
チューブファイル
(B5・2穴)

1 1994-1995 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-007 館報 11(2)?12(1)
チューブファイル
(B5・2穴)

1 1995-1996 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-008 館報 13(2)?14(1) 9年度
チューブファイル
(A4・2穴)

1 1997-1998 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-009 館報 14(2)?15(1) 平成10年度
チューブファイル
(A4・2穴)

1 1998-1999 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-010 館報 15(2)?16(1) 平成11年度 16(2)?17(1) 平成12年度
チューブファイル
(A4・2穴)

1 1999-2001 図書館情報大学附属図書館

書棚下-2-a-011
図書館情報大学開学20周年創基80周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-012
図書館情報大学開学20周年創基81周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-013
図書館情報大学開学20周年創基82周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-014
図書館情報大学開学20周年創基83周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善
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書棚下-2-a-015
図書館情報大学開学20周年創基84周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-016
図書館情報大学開学20周年創基85周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-017
図書館情報大学開学20周年創基86周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-018
図書館情報大学開学20周年創基87周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-019
図書館情報大学開学20周年創基88周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-020
図書館情報大学開学20周年創基89周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-021
図書館情報大学開学20周年創基90周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-022
図書館情報大学開学20周年創基91周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-023
図書館情報大学開学20周年創基92周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-024
図書館情報大学開学20周年創基93周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-025
図書館情報大学開学20周年創基94周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-026
図書館情報大学開学20周年創基95周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-027
図書館情報大学開学20周年創基96周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-028
図書館情報大学開学20周年創基97周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-029
図書館情報大学開学20周年創基98周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-030
図書館情報大学開学20周年創基99周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-031
図書館情報大学開学20周年創基100周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-032
図書館情報大学開学20周年創基101周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-033
図書館情報大学開学20周年創基102周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-034
図書館情報大学開学20周年創基103周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-035
図書館情報大学開学20周年創基104周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘度版から電子書物まで-

雑誌 1 1999 図書館情報大学, 協力：丸善

書棚下-2-a-036 図書館学校創設90周年式典資料 クリアファイル 6 2011 DVD,手紙等

書棚下-2-a-037 附属図書館報 Vol.1 No.1 1985.3 ? Vol.7 No.1 1991.3
チューブファイル
(B5・2穴)

1 1985-1991 図書館情報大学

書棚下-2-a-038 附属図書館報 Vol.7 No.2 1991.6 ? Vol.8 No.1 1992.3
チューブファイル
(B5・2穴)

1 1991-1992 図書館情報大学

書棚下-2-a-039 図書館報 Vol.8 No.2  ? Vol.9 No.1
チューブファイル
(B5・2穴)

1 1992-1993
図書館情報大学, 東邦大学医学部図書館からの手紙1枚と白
黒写真1枚挟まっている

書棚下-2-b-001 圖書館研究第三巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-002 圖書館研究第三巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-003 圖書館研究第三巻(旧字)第四号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-004 圖書館研究第三巻(旧字)第四号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-005 圖書館研究第四巻(旧字)第三・四号(旧字) 雑誌 1 1926 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-006 圖書館研究第三巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-007 圖書館研究第三巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-008 圖書館研究第三巻(旧字)第四号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイザッシ改題

書棚下-2-b-009 圖書館研究第五巻(旧字)第二・三・四号(旧字) 雑誌 1 1927

書棚下-2-b-010 圖書館研究第五巻(旧字)第二・三・四号(旧字) 雑誌 1 1927

書棚下-2-b-011 圖書館研究第五巻(旧字)第二・三・四号(旧字) 雑誌 1 1927

書棚下-2-b-012 圖書館研究第六巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-013 圖書館研究第六巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-014 圖書館研究第六巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-015 圖書館研究第六巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-016 圖書館研究第六巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-017 圖書館研究第六巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-018 圖書館研究第六巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-019 圖書館研究第六巻(旧字)第二号(旧字) 雑誌 1 1929

書棚下-2-b-020 圖書館研究第六巻(旧字)第三号(旧字) 雑誌 1 1930

書棚下-2-b-021 圖書館研究第六巻(旧字)第三号(旧字) 雑誌 1 1930

書棚下-2-b-022 圖書館研究第六巻(旧字)第三号(旧字) 雑誌 1 1930

書棚下-2-b-023 圖書館研究第六巻(旧字)第三号(旧字) 雑誌 1 1930

書棚下-2-b-024 圖書館研究第六巻(旧字)第三号(旧字) 雑誌 1 1930

書棚下-2-b-025 圖書館研究第九巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-026 圖書館研究第九巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1932
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書棚下-2-b-027 圖書館研究第九巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-028 圖書館研究第九巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-029
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん・1ごう・8がつ・うんそ
うかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-030
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん・1ごう・8がつ・うんそ
うかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-031
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques モラエスごう・9がつ・うんそう
かい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-032
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques モラエスごう・9がつ・うんそう
かい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-033
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques モラエスごう・9がつ・うんそう
かい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-034
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques モラエスごう・9がつ・うんそう
かい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-035
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques モラエスごう・9がつ・うんそう
かい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-036
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん、3ごう、10がつ、うん
そうかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-037
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん、3ごう、10がつ、うん
そうかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-038
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん、3ごう、10がつ、うん
そうかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-039
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん、3ごう、10がつ、うん
そうかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-040
圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 11かん、3ごう、10がつ、うん
そうかい

雑誌 1 1935

書棚下-2-b-041 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)四号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-042 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)四号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-043 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)四号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-044 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)四号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-045 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)四号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-046 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)五号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-047 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)五号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-048 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)五号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-049 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)五号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-050 圖書館研究 Revue des Biblioth?ques 十一巻(旧字)五号(旧字) 雑誌 1 1935

書棚下-2-b-051 圖書館研究第二十巻(旧字)第一号(旧字) 一・二月合併号(旧字) 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-052 圖書館研究第二十巻(旧字)第一号(旧字) 一・二月合併号(旧字) 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-053 圖書館研究第二十巻(旧字)第一号(旧字) 一・二月合併号(旧字) 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-054 圖書館研究第二十巻(旧字)第一号(旧字) 一・二月合併号(旧字) 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-055
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第三(旧字)号(旧字) 四月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-056
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第三(旧字)号(旧字) 四月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-057
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第三(旧字)号(旧字) 四月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-058
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第三(旧字)号(旧字) 四月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-059 圖書館研究第十二巻(旧字)第四号(旧字) 五月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-060 圖書館研究第十二巻(旧字)第四号(旧字) 五月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-061 圖書館研究第十二巻(旧字)第四号(旧字) 五月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-062 圖書館研究第十二巻(旧字)第四号(旧字) 五月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-063 圖書館研究第十二巻(旧字)第四号(旧字) 五月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-064 圖書館研究第十二巻(旧字)第五号(旧字) 六月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-065 圖書館研究第十二巻(旧字)第五号(旧字) 六月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-066 圖書館研究第十二巻(旧字)第五号(旧字) 六月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-067 圖書館研究第十二巻(旧字)第五号(旧字) 六月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-068 圖書館研究第十二巻(旧字)第五号(旧字) 六月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-069 圖書館研究第十二巻(旧字)第六号(旧字) 七月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-070 圖書館研究第十二巻(旧字)第六号(旧字) 七月号 雑誌 1 1936

書棚下-2-b-071 圖書館研究第十二巻(旧字)第六号(旧字) 七月号 雑誌 1 1936 クリップで留めたメモ付き

書棚下-2-b-072 圖書館研究復刊第一号 雑誌 1 1954 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-073 圖書館研究復刊第一号 雑誌 1 1954 図書館職員養成所図書館学会
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書棚下-2-b-074 圖書館研究復刊第一号 雑誌 1 1954 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-075 圖書館研究復刊第一号 雑誌 1 1954 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-076 圖書館研究復刊第一号 雑誌 1 1954 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-077 圖書館研究復刊第二号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-078 圖書館研究復刊第二号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-079 圖書館研究復刊第二号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-080 圖書館研究復刊第二号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-081 圖書館研究復刊第二号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-082 圖書館研究復刊第三号 雑誌 1 1957 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-083 圖書館研究復刊第三号 雑誌 1 1957 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-084 圖書館研究復刊第三号 雑誌 1 1957 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-085 圖書館研究復刊第三号 雑誌 1 1957 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-086 圖書館研究復刊第三号 雑誌 1 1957 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-087 圖書館研究復刊第四号 雑誌 1 1959 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-088 圖書館研究復刊第四号 雑誌 1 1959 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-089 圖書館研究復刊第四号 雑誌 1 1959 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-090 圖書館研究復刊第四号 雑誌 1 1959 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-091 圖書館研究復刊第四号 雑誌 1 1959 図書館職員養成所図書館学会

書棚下-2-b-092 学友会雑誌第八号(旧字) 雑誌 1 1938 文部省圖書館講習(旧字)所學友會

書棚下-2-b-093 学友会雑誌第八号(旧字) 雑誌 1 1938 文部省圖書館講習(旧字)所學友會

書棚下-2-b-094 学友会雑誌第八号(旧字) 雑誌 1 1938 文部省圖書館講習(旧字)所學友會

書棚下-2-b-095 学友会雑誌第八号(旧字) 雑誌 1 1938 文部省圖書館講習(旧字)所學友會

書棚下-2-b-096 学友会雑誌第八号(旧字) 雑誌 1 1938 文部省圖書館講習(旧字)所學友會

書棚下-2-b-097 會報第三号(旧字) 雑誌 1 1937 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-098 會報第三号(旧字) 雑誌 1 1937 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-099 會報第三号(旧字) 雑誌 1 1937 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-100 會報第四号(旧字) 雑誌 1 1938 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-101 會報第四号(旧字) 雑誌 1 1938 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-102 會報第四号(旧字) 雑誌 1 1938 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-103 會報第四号(旧字) 雑誌 1 1938 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-104 會報第七号(旧字) 雑誌 1 1941 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-105 會報第七号(旧字) 雑誌 1 1941 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-106 會報第七号(旧字) 雑誌 1 1941 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-107 會報第七号(旧字) 雑誌 1 1941 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-108 會報第七号(旧字) 雑誌 1 1941 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-109 會報第八号(旧字) 雑誌 1 1942 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-110 會報第八号(旧字) 雑誌 1 1942 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-111 會報第八号(旧字) 雑誌 1 1942 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-112 會報第八号(旧字) 雑誌 1 1942 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-113 會報第八号(旧字) 雑誌 1 1942 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-114 會報第八号(旧字) 雑誌 1 1942 圖書館講習(旧字)所同窓會

書棚下-2-b-115 會報第九号(旧字) 雑誌 1 1943

書棚下-2-b-116 會報第九号(旧字) 雑誌 1 1943

書棚下-2-b-117 會報第九号(旧字) 雑誌 1 1943

書棚下-2-b-118 會報第九号(旧字) 雑誌 1 1943

書棚下-2-b-119 會報第九号(旧字) 雑誌 1 1943

書棚下-2-b-120
書架考 書庫と濕氣 川崎操著 ウンソウカイパンフレツト・第二册 ウ
ンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-121
書架考 書庫と濕氣 川崎操著 ウンソウカイパンフレツト・第二册 ウ
ンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-122
書架考 書庫と濕氣 川崎操著 ウンソウカイパンフレツト・第二册 ウ
ンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-123
町村圖書館論 要項 三宅千代二著 ウンソウカイパンフレツト第三
册 ウンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-124
町村圖書館論 要項 三宅千代二著 ウンソウカイパンフレツト第三
册 ウンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-125
町村圖書館論 要項 三宅千代二著 ウンソウカイパンフレツト第三
册 ウンソウカイ發行

雑誌 1 1933
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書棚下-2-b-126
町村圖書館論 要項 三宅千代二著 ウンソウカイパンフレツト第三
册 ウンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-127
町村圖書館論 要項 三宅千代二著 ウンソウカイパンフレツト第三
册 ウンソウカイ發行

雑誌 1 1933

書棚下-2-b-128 図書館(旧字)職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953 図書館(旧字)職員養成所同窓会

書棚下-2-b-129 図書館(旧字)職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953 図書館(旧字)職員養成所同窓会

書棚下-2-b-130 図書館(旧字)職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953 図書館(旧字)職員養成所同窓会

書棚下-2-b-131 図書館(旧字)職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953 図書館(旧字)職員養成所同窓会

書棚下-2-b-132 図書館(旧字)職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953 図書館(旧字)職員養成所同窓会

書棚下-2-b-133 新制十周年記念 会員名簿 1959.6.1 雑誌 1 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-134 新制十周年記念 会員名簿 1959.6.1 雑誌 1 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-135 新制十周年記念 会員名簿 1959.6.1 雑誌 1 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-136 新制十周年記念 会員名簿 1959.6.1 雑誌 1 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-137 新制十周年記念 会員名簿 1959.6.1 雑誌 1 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-138 創立50周年記念 会員名簿 1970.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-139 創立50周年記念 会員名簿 1970.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-140 創立50周年記念 会員名簿 1970.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-141 創立50周年記念 会員名簿 1970.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-142 創立50周年記念 会員名簿 1970.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-143 会員名簿 1970-1977 雑誌 1 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-144 会員名簿 1970-1977 雑誌 1 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-145 会員名簿 1970-1977 雑誌 1 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-146 会員名簿 1970-1977 雑誌 1 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-147 会員名簿 1970-1977 雑誌 1 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-148 会員名簿・追補 1970-1972 雑誌 1 1973 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-149 会員名簿・追補 1970-1972 雑誌 1 1973 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-150 会員名簿・追補 1970-1972 雑誌 1 1973 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-151 会員名簿・追補 1970-1972 雑誌 1 1973 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-152 会員名簿・追補 1970-1972 雑誌 1 1973 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-153 卒業生就職先一覧 1980年3月 雑誌 1 1980 図書館情報大学同窓会

書棚下-2-b-154 会員名簿・追補その2 1973-1975 雑誌 1 1976 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-155 会員名簿・追補その2 1973-1975 雑誌 1 1976 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-156 会員名簿・追補その2 1973-1975 雑誌 1 1976 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-157 会員名簿・追補その2 1973-1975 雑誌 1 1976 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-158 会員名簿・追補その2 1973-1975 雑誌 1 1976 図書館短期大学同窓会橘会

書棚下-2-b-159 会員名簿 1978・1979 雑誌 1 1980 図書館短期大学同窓会

書棚下-2-b-160 卒業生就職先一覧 1980年3月 雑誌 1 1980 図書館情報大学同窓会

書棚下-2-b-161 卒業生就職先一覧 1980年3月 雑誌 1 1980 図書館情報大学同窓会

書棚下-2-b-162 卒業生就職先一覧 1980年3月 雑誌 1 1980 図書館情報大学同窓会

書棚下-2-b-163 卒業生就職先一覧 1980年3月 雑誌 1 1980 図書館情報大学同窓会

書棚下-2-b-164 図書館学会年報 Vol.1 雑誌 1 1954 日本図書館学会

書棚下-2-b-165
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第二(旧字)号(旧字) 三月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-166
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第二(旧字)号(旧字) 三月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-167
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第二(旧字)号(旧字) 三月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-168
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第二(旧字)号(旧字) 三月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-169
圖書館研究第十二(旧字)巻(旧字)第二(旧字)号(旧字) 三月号(旧
字)

雑誌 1 1936

書棚下-2-b-170 図書館学教育担当者名簿 昭和37年10月1日現在 雑誌 1 1963 社団法人日本図書館協会

書棚下-2-b-171 會員名簿(旧字) 雑誌 1 1952 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-172 會員名簿(旧字) 雑誌 1 1952 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-173 會員名簿(旧字) 雑誌 1 1952 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-174 會員名簿(旧字) 雑誌 1 1952 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-175 會員名簿(旧字) 雑誌 1 1952 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-176 會員名簿 昭和二十六年九月一日現在 雑誌 1 1951 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-177 會員名簿 昭和二十六年九月一日現在 雑誌 1 1951 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-178 會員名簿 昭和二十六年九月一日現在 雑誌 1 1951 図書館職(旧字)員養成所同窓会, 書き込みあり

書棚下-2-b-179 ウンソウカイ雑誌第二巻(旧字)第三号(旧字) 雑誌 1 1923 ウンソウカイ, コピー

書棚下-2-b-180 ウンソウカイ雑誌第二巻(旧字)第四号(旧字) 雑誌 1 コピー

書棚下-2-b-181 ウンソウカイ雑誌第三巻(旧字)第一号(旧字) 雑誌 1 1924 ウンソウカイ, コピー

書棚下-2-b-182
歌舞伎興行略年表第一編(旧字)(圖書館研究第三巻(旧字)第三号
(旧字))

雑誌 1 1924 ウンソウカイ, コピー

書棚下-2-b-183 圖書館研究第四巻（旧字)第一・二号(旧字) 雑誌 1 1925 ウンソウカイ, コピー

書棚下-2-b-184 ウンソウカイ雑誌第二巻(旧字)第四号(旧字) 雑誌 1 1923

書棚下-2-b-185 50ねん会会報 No.45〔1964.4.1〕 ニュースレター 1 1964
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書棚下-2-b-186 東から、西から -養成所新2期生だより- 第1号 ニュースレター 1 1964

書棚下-2-b-187 図書館職(旧字)員養成所同窓会会報復刊第1号 リーフレット 1 1953 図書館職(旧字)員養成所同窓会

書棚下-2-b-188 図書館職(旧字)員養成所同窓会会報復刊第1号 リーフレット 1 1953 図書館職(旧字)員養成所同窓会

書棚下-2-b-189 図書館職(旧字)員養成所同窓会会報復刊第1号 リーフレット 1 1953 図書館職(旧字)員養成所同窓会

書棚下-2-b-190 図書館職(旧字)員養成所同窓会会報復刊第1号 リーフレット 1 1953 図書館職(旧字)員養成所同窓会

書棚下-2-b-191 図書館職(旧字)員養成所同窓会会報復刊第1号 リーフレット 1 1953 図書館職(旧字)員養成所同窓会

書棚下-2-b-192 図書館職(旧字)員養成所同窓会会報復刊第1号 リーフレット 1 1953 図書館職(旧字)員養成所同窓会

書棚下-2-b-193 圖書館研究 第十巻(旧字) 太田先生記念 書?研幾編 雑誌 1 1934 ウンソウカイ

書棚下-2-b-194 圖書館研究 第十巻(旧字) 太田先生記念 書?研幾編 雑誌 1 1934 ウンソウカイ

書棚下-2-b-195
圖書館研究 第七巻(旧字)第一号(旧字)  圖書館(旧字)講習(旧字)
所創立十年記念

雑誌 1 1931 ウンソウカイ

書棚下-2-b-196
圖書館研究 第七巻(旧字)第一号(旧字)  圖書館(旧字)講習(旧字)
所創立十年記念

雑誌 1 1931 ウンソウカイ

書棚下-2-b-197 昭和36年度 図書館職員研修会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-198 昭和36年度 図書館職員研修会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-199 昭和36年度 図書館職員研修会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-200 昭和37年度 図書館職員研究協議会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-201 昭和37年度 図書館職員研究協議会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-202 昭和37年度 図書館職員研究協議会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-203 昭和37年度 図書館職員研究協議会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-204 昭和37年度 図書館職員研究協議会 講義要網 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚下-2-b-205 図書館(旧字)職員養成所卒業論文集 1951年度 雑誌 1 1952
図書館(旧字)職員養成所同窓会編, 社団法人日本図書館(旧
字)協会1952.9

書棚下-2-b-206 図書館(旧字)職員養成所卒業論文集 1951年度 雑誌 1 1952
図書館(旧字)職員養成所同窓会編, 社団法人日本図書館(旧
字)協会1952.9

書棚下-2-b-207 図書館(旧字)職員養成所卒業論文集 1951年度 雑誌 1 1952
図書館(旧字)職員養成所同窓会編, 社団法人日本図書館(旧
字)協会1952.9

書棚下-2-b-208 図書館(旧字)職員養成所卒業論文集 1951年度 雑誌 1 1952
図書館(旧字)職員養成所同窓会編, 社団法人日本図書館(旧
字)協会1952.9

書棚下-2-b-209 ウンソウカイ叢書第三篇 圖書分類概(旧字)論 村島靖(旧字)雄講 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-210 ウンソウカイ叢書第三篇 圖書分類概(旧字)論 村島靖(旧字)雄講 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-211 ウンソウカイ叢書第三篇 圖書分類概(旧字)論 村島靖(旧字)雄講 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-212 ウンソウカイ叢書第三篇 圖書分類概(旧字)論 村島靖(旧字)雄講 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-213 ウンソウカイ叢書第三篇 圖書分類概(旧字)論 村島靖(旧字)雄講 雑誌 1 1932

書棚下-2-b-214 ウンソウカイ雑誌 図書館研究 箱の紐綴じ 22

ウンソウカイ会報第一巻第一号 大正十一年四月 回覧誌
ウンソウカイ会報第一巻第二号 大正十一年十二月 謄写印刷
ウンソウカイ会報第二巻第一号 大正十二年二月 謄写印刷
ウンソウカイ雑誌第二巻第二号 大正十二年四月 謄写印刷
図書館研究第七巻第二号ー第八巻第四号 昭和七年五月
太田為三郎著 和漢図書目録法
図書館研究第九巻第二ー四号 昭和八年五月
弥吉光長著 目録学汎論
参照 川崎操 ウンソウカイ雑誌・図書館研究掲載論文目録と
当時の若干の回想 図書館研究 復刊第三号第四十三ー五十
二頁 一九五七年九月

書棚下-2-b-215 ウンソウカイ雑誌・図書館研究 ダンボール箱 7 1989 ウンソウカイ雑誌・図書館研究全7巻セット, 橘会編集・発行

書棚下-2-b-216 紙魚 3 封筒 2 2006 紙魚 第3号, BⅢの会発行

書棚下-2-b-217 陳情書 薄い紙 4

書棚下-2-b-218 同窓会名簿について 5

書棚下-2-b-219 図書館学教育の改善刷新に関する陳情
ホッチキス止め
の冊子

1 社団法人 日本図書館協会

書棚下-2-b-220 文部省図書館職員養成所の大学昇格に関する陳情
ホッチキス止め
の冊子

1 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-221 文部省図書館職員養成所の大学昇格に関する陳情書 糸止めの冊子 1 文部省図書館職員養成所同窓会

書棚下-2-b-222 図書館情報大学の創設準備について ーまとめー
ホッチキス止め
の冊子

1 図書館情報大学創設準備委員会

書棚下-2-b-223 卒業されるみなさんに B4プリント 1 図書館短期大学同窓会橘会 会長 弥吉光長

書棚下-2-b-224 白黒集合写真 封筒 1
封筒の中に台紙付きの写真, 封筒の記載から大正時代と思わ
れる

書棚下-2-b-225 会員名簿刊行資料 昭和57.5
クリアポケット
ファイル

1

書棚下-2-b-226 衆議院 文教委員会
B5プリント(文部
省と上に印刷さ
れた縦書き)

8

書棚下-2-b-227 図書館短期大学閉学記念式典挨拶文 封筒 3 コピー

書棚下-2-c-001 図書館情報大学同窓会橘会 八十年記念誌 雑誌 1 2002 図書館情報大学同窓会橘会 協賛 図書館情報大学

書棚下-2-c-002 図書館情報大学同窓会橘会 八十年記念誌 雑誌 1 2002 図書館情報大学同窓会橘会 協賛 図書館情報大学

書棚下-2-c-003 図書館情報大学同窓会橘会 八十年記念誌 雑誌 1 2002 図書館情報大学同窓会橘会 協賛 図書館情報大学

書棚下-2-c-004 図書館情報大学同窓会橘会 八十年記念誌 雑誌 1 2002 図書館情報大学同窓会橘会 協賛 図書館情報大学

書棚下-2-c-005 図書館情報大学同窓会橘会 八十年記念誌 雑誌 1 2002 図書館情報大学同窓会橘会 協賛 図書館情報大学
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書棚下-3-a-001 視聴覚資料等 缶 12

①ビデオテープ
②箱（テープレコーダー１点・マイクロカセット４点）
③箱（スライドネガ１４点「H４ORIENTATION」）
④カセットテープ
⑤ミニデジタルビデオカセット「14年長研閉講式14,7,26l」
⑥ミニデジタルビデオカセット「オープニングセレモニー
vvol.2」
⑦箱「没」（スライドネガ37点・映像のネガ「図書の分類」・写真
フィルム３点）
⑧箱「没」（スライドネガ35点・写真フィルム１点）
⑨箱「没」（スライドネガ10点・写真フィルム２点）
⑩箱（スライドネガ29点）　⑪箱（写真のネガ「1961年又は1962
年　星光撮影」
⑫ビデオカセットテープ「H6°オリエンテーション準備」

書棚下-3-a-002 図書館情報大学　公開図書室だより　くりの木 フラットファイル 27
児童図書室　①くりの木総索引　②創刊号?22号の26点（増刊
号含む）

書棚下-3-a-003 修士論文 フラットファイル 6

フラットファイル６点が輪ゴムでまとめられている　一番上のプ
リントに「研究棟の廊下を片付けていたら出てきたととのこと」
と書いてある
①「二〇〇二年三月　情報メディア研究科修士論文感情によ
る図書検索システムのための小説が誘起する感情の予測
200515　川崎義裕」
②「2002年３月　情報メディア研究科修士論文　個人のweb
ページを対象とした、登録・保存・公開システム　2000542　深
澤靖幸」
③「二〇〇三年三月　情報メディア研究科修士論文　機械設
計のマルチメディア電子本の開発　2001514　韓建偉」
④「図形及び表面構造に対する感情状態の測定　1999
95261　丸山圭子」
⑤「ヤングアダルトコーナーについての中高生の意識調査
2000　96218　日塔麻衣子」
⑥「二〇〇四年三月　小説の誘起する感性データの予測法
2002502　足高　圭介」

書棚下-3-a-004 くりの木 雑誌 10 表紙に「くりの木セットで８部」と書いてある

書棚下-3-a-005 くりの木 雑誌 8 表紙に「くりの木セットで８部」と書いてある

書棚下-3-a-006 くりの木 雑誌 10 表紙に「くりの木セットで12部」と書いてある

書棚下-3-b-001 ディジタル図書館システム 冊子 4

①冊子「ディジタル図書館システム仕様書　平成１０年８月　図
書館情報大学」

②雑誌「図書館情報大学　総合情報処理センター」

③冊子「入札説明書　図書館情報大学」

④冊子「ディジタル図書館システム　総合評価基準　平成１０
年８月　図書館情報大学」

書棚下-3-b-002 図書館情報大学資料集 本 1 庶務課

書棚下-3-b-003 図書館大学（仮称）の構想について 雑誌 1 1978 昭和５３年７月31日　図書館大学（仮称）創設準備委員会

書棚下-3-b-004 附属図書館報　vol.1?3 1985?1987 フラットファイル 1

書棚下-3-b-005 ULIS フラットファイル 1 ULIS号外No.1?ULIS号外No.12

書棚下-3-b-006 図書館情報大学 雑誌 1

書棚下-3-b-007 図書館情報大学 雑誌 1

書棚下-3-b-008 図書館情報大学案内　平成２年度 雑誌 1 1990

書棚下-3-b-009 昭和62年度版　北海道図書館関係職員録 雑誌 1 1982 北海道立図書館編　北海道図書館振興協議会

書棚下-3-b-010 小野寺和夫学長　退官記念誌 雑誌 1 1995
図書館情報大学　小野寺学長退官記念誌刊行委員会（外国
語教育センター）

書棚下-3-b-011 図書館情報大学資料集 本 1 庶務課　開学?平成三年度　1979?1991

書棚下-3-b-012 図書館情報大学　附属図書館概要　1997 パンフレット 1 表紙に「資料３」と記載

書棚下-3-b-013 図書館情報大学　附属図書館概要　1996 パンフレット 1 表紙に「資料３」と記載

書棚下-3-b-014 笠木文庫目録 雑誌 1 1987 図書館情報大学附属図書館　１９８７

書棚下-3-b-015 図書館情報大学卒業研究抄録集 雑誌 1 昭和５８年度　図書館情報大学

書棚下-3-b-016 図書館情報大学ディジタル図書館 紙のファイル 3

①６つの新聞記事のコピー

②COMMUNICATIONS (April 1998-volme41,Number4)のコ
ピー

③５つの新聞記事のコピー・１つの雑誌記事のコピー

書棚下-3-b-017 図書館情報大学ディジタル図書館 紙のファイル 3

①パンフレット「ULIS-DL」

②６つの新聞記事のコピー

③COMMUNICATIONS (April 1998-volme41,Number4)のコ
ピー

書棚下-3-b-018 図書館情報大学ディジタル図書館 紙のファイル 4

①パンフレット「ULIS-DL」

②６つの新聞記事のコピー

③COMMUNICATIONS (April 1998-volme41,Number4)のコ
ピー

④５つの新聞記事のコピー・１つの雑誌記事のコピー

書棚下-3-b-019 図書館情報大学ディジタル図書館 紙のファイル 4

①パンフレット「ULIS-DL」

②６つの新聞記事のコピー

③COMMUNICATIONS (April 1998-volme41,Number4)のコ
ピー

④５つの新聞記事のコピー・１つの雑誌記事のコピー

書棚下-3-b-020 図書館情報大学10周年 雑誌 1 図書館情報大学
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所在(ID) タイトル 形態 点数 年代 備考

書棚下-3-b-021 図書館情報大学概要　平成５年度 雑誌 1 1993 図書館情報大学

書棚下-3-b-022 総合情報処理センター 雑誌 1 1996 図書館情報大学,表紙に「資料.４」というシール

書棚下-3-b-023 図書館情報大学概要 雑誌 1 1997 図書館情報大学，表紙に「資料.２」というシール

書棚下-3-b-024 ULISの明日に向かって　２ 雑誌 1 1997
図書館情報大学，表紙に「資料.５」というシール，正誤表が挟
まっている

書棚下-3-b-025 グラフで見る図書館の現勢 雑誌 1 1991
図書館情報大学図書館情報課,図書館情報大学附属図書館
年次報告（平成２年度）別冊

書棚下-3-b-026 図書館情報大学附属図書館年次報告　平成２年度 雑誌 1 1991 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-3-b-027 図書館情報大学案内　昭和６０年度 雑誌 1 1985 図書館情報大学庶務課

書棚下-3-b-028 図書館情報大学案内　昭和５９年度 雑誌 1 1984 図書館情報大学庶務課

書棚下-3-b-029 図書館情報大学案内　昭和５６年度 雑誌 1

書棚下-3-b-030 図書館情報大学案内　平成元年度 雑誌 1 1989 図書館情報大学庶務課

書棚下-3-b-031 図書館情報大学案内　昭和５７年度 雑誌 1 1982 図書館情報大学

書棚下-3-b-032 図書館情報大学案内　昭和５７年度 雑誌 1 1982 図書館情報大学

書棚下-3-b-033 図書館情報大学　昭和６２年度 雑誌 1 1987 図書館情報大学

書棚下-3-b-034 図書館情報大学案内　昭和６３年度 雑誌 1 1988 図書館情報大学庶務課

書棚下-3-b-035 附属図書館概要　部内資料　年次報告 フラットファイル 1

書棚下-3-b-036 国家公務員倫理教本 雑誌 1 国家公務員倫理審査会

書棚下-3-b-037 自己点検・評価報告書　ULISの明日に向かって　３ 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚下-3-b-038 平成11年度　司書講習受講者募集要項 雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-3-b-039
今日に学び、明日を拓く　-図書館情報大学生涯学習推進室年報-
平成10年度

雑誌 1 1999 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚下-3-b-040 図書館情報大学所蔵　往来物目録 雑誌 1 2001

書棚下-3-b-041 自己点検・評価報告書　ULISの明日に向かって　３ 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚下-3-b-042 ULISの明日に向かって 雑誌 1 1995 図書館情報大学,表紙に「資料４」というシール

書棚下-3-b-043 21世紀の図書館職員をめざして 雑誌 1
図書館情報大学生涯学習推進室,図書館職員の生涯学習（研
修・リカレント教育）ニーズに関するアンケート調査報告

書棚下-3-b-044 大学図書館関係法令基準集 雑誌 1 文部省大学学術局情報図書館課

書棚下-3-b-045 平成６年度版　北海道図書館関係職員 雑誌 1 1994 北海道立図書館編,北海道図書館振興協議会

書棚下-3-b-046 昭和61年度版　北海道図書館関係職員録 雑誌 1 1986 北海道立図書館編,北海道図書館振興協議会

書棚下-3-b-047 ULISの明日に向かって　２ 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚下-3-b-048
今日に学び、明日を拓く　-図書館情報大学生涯学習推進室年報-
平成11年度

雑誌 1 2000 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚下-3-b-049 まなびらいふ　生涯学習推進室ニュース　５号 雑誌 1 2000 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚下-3-b-050 University of Library and Information Science 1999 雑誌 1 1999 図書館情報大学,表紙に「資料.1」というシール

書棚下-3-b-051 図書館情報大学大学院　区分制博士課程　情報メディア研究科 雑誌 1 図書館情報大学,表紙に「資料.２」というシール

書棚下-3-b-052 漢籍とその周辺 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚下-3-b-053 ACCAM　操作手順書 チューブファイル 1

書棚下-3-b-054 逐次刊行物管理システム チューブファイル 1

書棚下-3-b-055 （３）　図書館業務機械化WG チューブファイル 1

書棚下-3-c-001 AV室資料 箱 28

①ビデオフィルム②ビデオフィルム「英儒略」（西学凡・職方外
紀をマイクロ化したもの）③スライドネガ２７点「公共図書館に
おける視聴覚奉仕」④８mmフィルムのカバー（空）⑤８mmフィ
ルムのカバー（本棚の映像）⑥８mmフィルムのカバー（真っ黒
で何も写っていない）⑦８mmフィルム「図書館からの接○（読
解不可）」（貸出ラベルが貼ってある）⑧ビデオフィルム（本を撮
影したもの・細かい指示が書いてある紙が挟まっていた）⑨カ
セットテープ７点（内一つは未開封、一つは記載なし）「馬場重
徳教授退官記念特別講義」、「石塚正成教授特別講義　選択
権を失いかけている図書館の行方（昭和54年２月６日）」、「服
部金太郎先生 終講義　図書館と私（昭和54年２月９日）」、
「草野教授　定年退官特別記念講義　昭和二十年代後半にお
ける公共図書館活動の高揚『図書館の自由に関する宣言』採
択のころを中心にして」、「斉藤毅学長　慶応以前の日本人の
西欧図書館知識（'76.7.17）」⑩封筒に入ったネガフィルム⑪封
筒に入ったカセットテープ３点「事情聴取テープ　54年3月　石
塚教授より受納」⑫封筒に入った写真ネガ６枚「目録のマイク
ロ化」　⑬箱に入ったスライドネガ４０点
⑭箱に入ったスライドネガ７２点「DIFFICULTIES OF
SEARCHING THE SCIENTIFIC JOURNAL LITERATURE」⑮お
菓子のカンカンの中
・写真ネガ２点
・光芸スライド６点（図（ト）スライドシリーズ第１巻?第５巻、その
他）、１「図書館の歩み」、２「図書館資料の話」、３『地域の中
の図書館」、４「働く図書館」、５「こどものとしょかん」、「養成
所」
・箱の中にスライドネガ２４枚
・箱の中にスライド３５枚、ネガフィルム３枚
・ネガ２枚
・箱の中にスライドネガ２３枚
・箱の中にスライドネガ３７枚「高瀬舟　１９７８ねん１２がつ」

書棚下-3-c-002 5 LIASON-WG チューブファイル 1

書棚下-3-c-003 ワークシート外注関係書類 チューブファイル 1

書棚下-3-c-004 計算機システム入れ替えWG　1988.12.14? チューブファイル 1

書棚下-3-c-005 ACCAS内部検討会資料 チューブファイル 1

書棚下-4-a-001 図書館情報大学附属図書館　利用案内・概要 ポケットファイル 18
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書棚下-4-a-002 ロシア・ソ連　書誌,図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 雑誌 1 1983
図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ２　増補
版）

書棚下-4-a-003 図書館情報学関係学位論文集成リスト 雑誌 1 1983 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ３）

書棚下-4-a-004 英国図書館研開発部レポート集成リスト 雑誌 1 1985 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ４）

書棚下-4-a-005 ロシア・ソ連　書誌,図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ２）

書棚下-4-a-006 英国図書館研開発部レポート集成リスト 雑誌 1 1985 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ４）

書棚下-4-a-007
NTIS研究リポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇
1968?1976

雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ１）

書棚下-4-a-008 図書館情報学関係学位論文集成リスト 雑誌 1 1983 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ３）

書棚下-4-a-009 ロシア・ソ連　書誌,図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ２）

書棚下-4-a-010
図書館情報大学所蔵雑誌目録　和文編・図書館情報学関係学位
論文集成リスト

ファイルボックス 10

書棚下-4-a-011 図書館情報大学附属図書館　年次報告 ファイルボックス 36

書棚下-4-a-012 大学図書館実態調査結果報告 ファイルボックス 9

書棚下-4-a-013 図書館情報大学附属図書館・総合情報処理センター概要 ファイルボックス 25

書棚下-4-a-014 図書館職員養成所（旧字）同窓会三十年記念誌 ファイルボックス 3

書棚下-4-a-015 図書館情報大学案内 雑誌 1 1991

書棚下-4-a-016 図書館情報大学概要 雑誌 1 1992

書棚下-4-a-017 LIASON開発報告書 雑誌 1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-a-018 公開図書室　’８８ フラットファイル 1

書棚下-4-a-019 図書館情報大学（仮称）関係資料集 紐綴じファイル 1 1979 文部省大学局大学課

書棚下-4-a-020 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成６年度版 雑誌 1 1995 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-a-021 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成７年度版 雑誌 1 1996 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-a-022 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成５年度版 雑誌 1 1993

書棚下-4-a-023 開学十周年記念式典関係資料 封筒 10

書棚下-4-a-024 ゆうりす　No.41?No.45 フラットファイル 5

書棚下-4-a-025 公開図書室運営専門委員会　昭和６２年度 フラットファイル 1 1987

書棚下-4-a-026 附属図書館委員会議事録 フラットファイル 1 1985 図書館情報大学

書棚下-4-a-027 附属図書館委員会議事要旨綴　昭和55?平２ 紐綴じファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-028 公開図書室関係 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-029 公開図書室　２　開館? フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-030 公開図書室　１ フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-031 公開図書室　S58~S61 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-032 附属図書館委員会　'90 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-033 附属図書館委員会　S.59 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-034 附属図書館委員会　S61　第一回? フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-035 附属図書館委員会　昭和６２年度 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-036 附属図書館委員会　５７年度 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-037 附属図書館委員会　平成６年度 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-038 附属図書館委員会　58.4?59.3　第一回?十回 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-039 附属図書館委員会　平成５年度 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-a-040 附属図書館委員会　平成７年度 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-001 図書館情報大学概要 ファイルボックス 19

書棚下-4-b-002 図書館情報大学　学報　500?537号 チュープファイル 39 図書館情報大学

書棚下-4-b-003 図書館情報大学附属図書館報　vol.1 No.1?vol.17 No.4 箱 74 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-004 図書館情報大学附属図書館報　vol.1?vol.11 フラットファイル 46 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-005 図書館情報大学附属図書館報　voi.12?18 フラットファイル 27 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-006 図書管理通知書・共用簿 フラットファイル 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-007 筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会　名簿・概要 フラットファイル 2 1999 筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会

書棚下-4-b-008 教育実習生リスト、教育実習概要 フラットファイル 4

書棚下-4-b-009 公開講座等受講生名簿 フラットファイル 1

書棚下-4-b-010 平成16年度、17年度図書館情報学群学生名簿 フラットファイル 2

書棚下-4-b-011 学内他部署学生名簿 フラットファイル 1

書棚下-4-b-012 平成１７年度学生名簿 フラットファイル 1

書棚下-4-b-013 研究生・非常勤講師一覧（利用証発行用） フラットファイル 1

書棚下-4-b-014 文車　４巻３号　保存用　５０部 封筒 45 1978 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-015 文車　４巻４号　保存用　５０部 封筒 45 1979 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-016 文車　４巻１号　保存用　５０部 封筒 45 1978 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-017 文車　６巻２号　保存用　５０部 封筒 47 1980 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-018 文車　６巻３/４号　保存用　５０部 封筒 43 1981 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-019 文車　６巻１号　保存用　５０部 封筒 48 1980 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-020 文車　５巻１号　保存用　５０部 封筒 49 1979 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-021 文車　４巻２号　保存用　５０部 封筒 46 1978 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-022 文車　２巻１号　保存用　５０部 封筒 48 1976 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-023 文車　２巻４号　保存用　５０部 封筒 49 1977
図書館短期大学図書館報　表紙には２巻３号と書いてある
が、中身は２巻４号

書棚下-4-b-024 文車　５巻３号　保存用　５０部 封筒 49 1979 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-025 文車　５巻４号　保存用　５０部 封筒 49 1980 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-026 文車　５巻２号　保存用　５０部 封筒 49 1979 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-027 文車　１巻４号　保存用　５０部 封筒 48 1976 図書館短期大学図書館報
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書棚下-4-b-028 文車　２巻１号　保存用　５０部 封筒 49 1976 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-029 文車　３巻２号　保存用　５０部 封筒 48 1977 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-030 文車　３巻１号　保存用　５０部 封筒 48 1977 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-031 文車　３巻３号　保存用　５０部 封筒 49 1977 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-032 文車　１巻２号　保存用　５０部 封筒 49 1975 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-033 文車　１巻１号　保存用　５０部 封筒 49 1975 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-034 文車　２巻２号　保存用　５０部 封筒 48 1976 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-035 印刷・製本・出版コレクション　1764-1982 雑誌 17 1985 図書館情報大学附属図書館（書誌・書目シリーズ５）

書棚下-4-b-036 図書館短期大学紀要　正誤表　No.8-18 封筒 12 図書館短期大学

書棚下-4-b-037 図書館短期大学紀要　正誤表　No.7-18 封筒 3 図書館短期大学

書棚下-4-b-038 図書館短期大学紀要　正誤表　No.7-18 封筒 5 図書館短期大学

書棚下-4-b-039 図書館短期大学紀要　正誤表　No.9-12, No.14-18 封筒 9 図書館短期大学

書棚下-4-b-040 たちばな　1969-1979 封筒 25 図書館短期大学　学報

書棚下-4-b-041 公開講座要項・報告　昭和４０年度?４２年度 封筒 5 図書館短期大学

書棚下-4-b-042 文車　３巻４号　保存用　５０部 封筒 49 1978 図書館短期大学図書館報

書棚下-4-b-043 International Symposium on Digital Libraries 1999 雑誌 3 1999 図書館情報大学

書棚下-4-b-044 ディジタル図書館 No.14 雑誌 1 1999 図書館情報大学　「ディジタル図書館」編集委員会

書棚下-4-b-045 ディジタル図書館 No.16 雑誌 1 1999 図書館情報大学　「ディジタル図書館」編集委員会

書棚下-4-b-046 ディジタル図書館 No.17 雑誌 1 2000 図書館情報大学　「ディジタル図書館」編集委員会

書棚下-4-b-047 図書館情報大学ディジタル図書館 紙のファイル 7

書棚下-4-b-048 ディジタル図書館 No.13 雑誌 1 1998 図書館情報大学　「ディジタル図書館」編集委員会

書棚下-4-b-049 図書館情報大学附属図書館報 Vol.12 No.4 1996 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-050 図書館情報大学附属図書館報 Vol.12 No.4 1996 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-051 図書館情報大学附属図書館報 Vol.14 No.2 1998 雑誌 1 1998 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-052 図書館情報大学附属図書館報 Vol.12 No.3 1998 雑誌 1 1998 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-053 図書館情報大学附属図書館報 Vol.15 No.1 1999 雑誌 1 1999 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-054 つくばね vol.26 no.2 雑誌 1 2000 筑波大学附属図書館報

書棚下-4-b-055 図書館情報大学附属図書館報 Vol.16 No.3 2000 雑誌 1 2000 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-056 図書館情報大学附属図書館報 Vol.15 No.3 1999 雑誌 1 1999 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-057 図書館情報大学附属図書館報 Vol.16 No.2 2000 雑誌 1 2000 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-058 図書館情報大学附属図書館報 Vol.15 No.1 1999 雑誌 1 1999 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-059 図書館情報大学附属図書館報 Vol.15 No.2 1999 雑誌 1 1999 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-060 図書館情報大学附属図書館報 Vol.14 No.4 1998 雑誌 1 1998 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-061 図書館情報大学附属図書館報 Vol.16 No.1 2000 雑誌 1 2000 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-062 図書館情報大学附属図書館報 Vol.16 No.4 2000 雑誌 1 2000 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-063 図書館情報大学概要　平成９年度 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚下-4-b-064 衛生通信を利用した公開講座「本と情報の世界」 雑誌 1 1998 公立図書館等衛生通信利用推進協議会

書棚下-4-b-065 ディジタル図書館 No.15 雑誌 1 1999 図書館情報大学　「ディジタル図書館」編集委員会

書棚下-4-b-066 ディジタル図書館 No.14 雑誌 1 1999 図書館情報大学　「ディジタル図書館」編集委員会

書棚下-4-b-067 図書館情報大学 雑誌 1 1987 図書館情報大学

書棚下-4-b-068 公開図書室の概要　昭和56年10月 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-069 公開図書室あんない 雑誌 1 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-070 昭和57年度　図書館情報大学学生募集要項概要 雑誌 1 1981 図書館情報大学

書棚下-4-b-071 公開図書室の概要　昭和56年11月 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-072 図書館・情報学にかかる高等教育機関のあり方について（報告） 雑誌 1 1974
図書館短期大学　図書館・情報学高等教育機関に関する調査
会

書棚下-4-b-073 図書館情報大学の創設準備について　?まとめ? 雑誌 1 1979 図書館情報大学創設準備委員会

書棚下-4-b-074 図書館大学（仮称） 雑誌 1 1978 図書館大学（仮称）創設準備委員会

書棚下-4-b-075 図書館情報大学案内 雑誌 1 図書館情報大学創設準備室

書棚下-4-b-076 図書館情報大学案内　昭和57年度 雑誌 1 1982 図書館情報大学

書棚下-4-b-077 図書館情報大学案内　昭和55年度 雑誌 1 1980 図書館情報大学

書棚下-4-b-078 職員録　昭和57年度（暫定版） 雑誌 1 1982 図書館情報大学

書棚下-4-b-079 職員録　昭和56年度 雑誌 1 1981 図書館情報大学

書棚下-4-b-080 職員録　昭和55年度 雑誌 4 1980
図書館情報大学，「図書館情報大学関係研究者・研究課題一
覧」「図書館情報大学教員予定者名簿」「研究学園都市記者
会」が挟まっている

書棚下-4-b-081
図書館情報大学専門公開講座講義要録　大型コンピュータでプロ
グラムを学ぼう（第２回）

雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-082
図書館情報大学専門公開講座講義要録　大型コンピュータでプロ
グラムを学ぼう

雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-083 図書館情報大学公開講座　「マイコンの世界」講義要録 雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-084 図書館情報大学公開講座　「情報化社会に生きる」講義要録 雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-085
図書館情報大学公開講座　学術研究情報口座（第2回）講義要録
（データベースの有効利用をめざして）

雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-086
図書館情報大学公開講座　学術研究情報口座講義要録　（学術研
究機関における図書館情報活動の現状と将来）

雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-087
図書館情報大学公開講座　学術研究情報口座講義要録　（学術研
究機関における図書館情報活動の現状と将来）

雑誌 1 図書館情報大学

書棚下-4-b-088 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成３年度 雑誌 1 1992 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-089 年次報告別冊　グラフで見る図書館の現勢 プリント 1 1991 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-090 年次報告別冊　グラフで見る図書館の現勢 雑誌 1 1991 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-091 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成２年度　特殊施設編 雑誌 1 1992 図書館情報大学図書館情報課
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書棚下-4-b-092 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成２年度　特殊施設編 雑誌 1 1992 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-093 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成２年度　特殊施設編 雑誌 1 1992 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-094 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成４年度 雑誌 1 1993 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-095 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成４年度 雑誌 1 1993 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-096 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成４年度 雑誌 1 1993 図書館情報大学図書館情報課

書棚下-4-b-097 自己点検・評価報告書　ULISの明日に向かって　３ 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚下-4-b-098
筑波研究学園都市　研究教育機関等図書館・資料室要覧　昭和57
年度

雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-099 帝国図書館制作記録 ホッチキス止め 1 1982 図書館情報大学模型制作同好会

書棚下-4-b-100 製本の全て　?洋製本における ホッチキス止め 1 1982 図書館情報大学文芸部

書棚下-4-b-101 ロシア・ソ連　書誌,図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 雑誌 1 1983 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ３）

書棚下-4-b-102
NTIS研究リポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇
1968?1976 コピー

雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ１）

書棚下-4-b-103
ロシア・ソ連　書誌,図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ）　コ
ピー

雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ２）

書棚下-4-b-104 図書館情報大学附属図書館概要 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-105 図書館情報大学附属図書館　雑誌リスト 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-106 図書館情報大学附属図書館　雑誌リスト 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-107 1981年外国雑誌リスト 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-108 1981年外国雑誌リスト 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-109 図書館情報大学附属図書館　和雑誌リスト 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-110 昭和56年度　大学図書館職員長期研修　講義要項 雑誌 1 1981 文部省学術国際局　図書館除法大学　共催

書棚下-4-b-111 昭和57年度　大学図書館職員長期研修　講義要項 雑誌 1 1982 文部省学術国際局　図書館除法大学　共催

書棚下-4-b-112 実習演習施設の概要 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-113 メディア機器センター 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-114 公開図書室の利用に関するアンケート調査結果のまとめ 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-115 公開図書室の利用に関するアンケート調査結果のまとめ 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-116 公開図書室の概要　昭和57年10月 雑誌 1 1981 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-117 公開図書室あんない 雑誌 1 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-118 公開図書室あんない 雑誌 1 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-b-119 図書館情報大学、附属図書館関係パンフレット類 箱 17

書棚下-4-b-120 図書館司書養成所　卒業論文帳 封筒 2

書棚下-4-b-121 公開図書室ボランティアへnアンケート調査（報告） 雑誌 1 図書館情報課

書棚下-4-b-122 公開図書室運営専門委員会　昭６１年度 フラットファイル 1

書棚下-4-b-123 本学図書館の公開について フラットファイル 1

書棚下-4-b-124 公開図書室　’９０?閉室、廃止 フラットファイル 1

書棚下-4-b-125 公開図書室１年の歩み 雑誌 1 1983 図書館情報大学附属図書館公開図書室

書棚下-4-b-126 大学図書館の公開と本学 封筒 29

書棚下-4-c-001 図情大図書館情報課との打合せ会 フラットファイル 1

書棚下-4-c-002 昭和６４年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-003 昭和５２年度　歳出概算要求書（国立学校） 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-004 昭和５２年度　歳出概算要求書説明資料（国立学校） 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-005 昭和４７年度　歳出概算溶融書附属参考書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-006 昭和５１年度　再出概算要求書説明資料（国立学校） 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-007 昭和４９年度　歳出概算要求書（国立学校） 雑誌 3 図書館短期大学

書棚下-4-c-008 学園紛争時のメモや議事録等文書記録 封筒 211 図書館短期大学

書棚下-4-c-009 学園紛争時のメモや議事録等文書記録 封筒 52 図書館短期大学

書棚下-4-c-010 図書館短期大学のつくば移転に関する議事録等 封筒 6 図書館短期大学

書棚下-4-c-011 学園紛争時のメモや議事録等文書記録 封筒 44 図書館短期大学

書棚下-4-c-012 図短斗争　'71?70 封筒 32 図書館短期大学

書棚下-4-c-013 昭和４８年度　歳出概算要求書（国立学校） 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-014 昭和４９年度　歳出概算要求書附属参考書（国立大学） 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-015 昭和４４年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-016 昭和４４年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-017 昭和４８年度国立学校概算要求重点事項説明資料 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-018 昭和４４年度　歳出概算要求書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-019 昭和４７年度　基準概算関係資料 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-020 昭和４６年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-021 昭和４５年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-022 昭和４７年度国立学校概算要求重点事項説明資料 雑誌 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-023 図短学生新聞　第３号 新聞 1 1971 図短新聞会

書棚下-4-c-024 授業科目 プリント 1

書棚下-4-c-025 教育課程打合せ会要旨 ホッチキス止め 1

書棚下-4-c-026 授業科目　草野案 プリント 2

書棚下-4-c-027 出版科学学科（仮称）の要求 ホッチキス止め 2

書棚下-4-c-028 四年生大学についての提案 ホッチキス止め 1

書棚下-4-c-029 教授会の開催について（通知） プリント 1 1977

書棚下-4-c-030 昭和５２年度　入学志願者数調 プリント 1

書棚下-4-c-031 昭和５２年度司書講習実施 ホッチキス止め 1
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書棚下-4-c-032 教授会議事録（昭和５１年度第１７回） ホッチキス止め 1

書棚下-4-c-033 教授会の日程変更について プリント 1

書棚下-4-c-034 部局連絡会（昭和５１年度第３回）の開催について（通知） プリント 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-035 （５１?１４回）教授会の開催について（通知） プリント 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-036 一般教育専任教官推薦条件 プリント 1

書棚下-4-c-037 紀要　第１３集　執筆予定題目一覧 プリント 1

書棚下-4-c-038 教授会議事録（昭和５１年度第１６回） プリント 1

書棚下-4-c-039 第１８回学生委員会の開催について プリント 1

書棚下-4-c-040 図書館短期大学受託研究取扱規則 ホッチキス止め 1

書棚下-4-c-041 学生委員等の開催についての通知 封筒 5

書棚下-4-c-042 接遇計画（案） プリント 1 1977

書棚下-4-c-043 接遇計画（案） プリント 1 1977

書棚下-4-c-044 司書講習運営委員会の開催について 封筒 3 1977

書棚下-4-c-045 教授会資料 封筒 9

書棚下-4-c-046 第５回　短期大学図書館部会幹事会 ホッチキス止め 1

書棚下-4-c-047 昭和４７年度　会計実地検査調書 雑誌 3 1973 図書館短期大学

書棚下-4-c-048 昭和４０年度　概算要求書 雑誌 1 1965 図書館短期大学

書棚下-4-c-049 昭和４３年度　国立学校施設整備資格面積計算一覧表 雑誌 4 1968 図書館短期大学

書棚下-4-c-050 昭和４３年度概算要求書 雑誌 1 1968 図書館短期大学

書棚下-4-c-051 昭和４３年度概算要求書附属参考書 雑誌 1 1968 図書館短期大学

書棚下-4-c-052 昭和４４年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 1969 図書館短期大学

書棚下-4-c-053 昭和４５年度　歳出概算要求書 雑誌 3 1970 図書館短期大学

書棚下-4-c-054 昭和４７年度　歳出概算要求書 雑誌 2 1972 図書館短期大学

書棚下-4-c-055 昭和４８年度　歳出概算要求書附属参考書 雑誌 1 1973 図書館短期大学

書棚下-4-c-056 昭和５４年度　短大図書館部会　総会次第 プリント 1 1979 図書館短期大学

書棚下-4-c-057 図書館に関する新聞のコラム 紐綴じ 76 1976-1979

書棚下-4-c-058
図書館・情報学にかかる高等教育機関のあり方について（報告）要
旨

ホッチキス止め 8 1974

書棚下-4-c-059 職員の勤務する図書室の実態調査アンケート プリント 1 大東文化大学東松山校舎図書館・図書館情報学科図書館

書棚下-4-c-060 出版物納入の依頼について プリント 2

書棚下-4-c-061 図書館情報大学公開講座「学術研究情報口座」実施要領 プリント 1 1980 図書館情報大学

書棚下-4-c-062 大学図書館専門職員長期研修参考図書一覧 プリント 8 図書館短期大学

書棚下-4-c-063 外国雑誌購入に関する換算レート一覧 プリント 2

書棚下-4-c-064 閲覧当番表 プリント 2 1979

書棚下-4-c-065 官報　１５７２９号　コピー プリント 1 1979 図書館短期大学

書棚下-4-c-066 他図書館との事務連絡等の残し プリント 9

書棚下-4-c-067 図書館短期大学原義書 紐綴じ 5 図書館短期大学

書棚下-4-c-068 文車の執筆依頼書 プリント 1 図書館短期大学

書棚下-4-c-069 昭和４２年度　　図書整理（内訳）（分類別） 雑誌 2 1967 図書館短期大学

書棚下-4-c-070 昭和４２年度　図書館利用状況 雑誌 1 1967 図書館短期大学附属図書館

書棚下-4-c-071 公開図書室の概要 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-072
「私立大学・短期大学紀要類論文題目索引」送付並びに貴学紀要
類のご恵贈方お願い

プリント 1 1969 図書館短期大学

書棚下-4-c-073 図書館短期大学原義書 プリント 10 図書館短期大学

書棚下-4-c-074 図書館職員養成所学則・規則・入学願書 プリント 2 図書館職員養成所

書棚下-4-c-075 図書館大学（仮称）の構造、授業内容等の資料 紐綴じ 1

書棚下-4-c-076 附属図書館施設に関する考え方 紐綴じ 1

書棚下-4-c-077 別紙　図書館（仮称）大学附属図書館の構想について ホッチキス止め 1 1978 運営委員会議事録

書棚下-4-c-078 設備概要に関する書類 プリント 2

書棚下-4-c-079 オリエンテーション受講に関するアンケート ホッチキス止め 1

書棚下-4-c-080 名古屋大学附属図書館利用案内の送付について プリント 1 1968

書棚下-4-c-081 文部省　学術映画目録 雑誌 1 1968 文部省大学学術局　情報図書館課編

書棚下-4-c-082 文部省からの通知 プリント 2 1968

書棚下-4-c-083 大学紛争関係の処分 封筒 14

書棚下-4-c-084 学園紛争時のメモや議事録等文書記録 封筒 37

書棚下-4-c-085 学園紛争時の学生の発行物原物・紛争の経過 封筒 48

書棚下-4-c-086
筑波研究学園都市構想とその問題に関係する発行物、図書館職
員養成所の自治会の発行物

封筒 13

書棚下-4-c-087 ACCAS関係資料
チューブファイル
(A4・2穴・5cm)

1 1984 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-088 情報資料係関係 業務プログラム 点検記録票
チューブファイル
(A4・2穴・3cm)

1 1985 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-089 図書館ん情報大学附属図書館業務管理 帳表
チューブファイル
(A4・2穴・4cm)

1 1984 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-090 ACCAM操作手順書 第二版
チューブファイル
(A4・2穴・3cm)

1 1985 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-091 冊子体目録等受払簿 情報資料係
フラットファイル
(B5)

1 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-092 件名規程
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館
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書棚下-4-c-093 ワカチガキ
クリアポケット
ファイル

1 1985 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-094 分類規程
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-095 外注納品書(62年度?
フラットファイル
(B6)

1 1988 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-096 和書ワークシート記入要領
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-097 和書入力マニュアル
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-098 ACCAM操作手順書 第一版
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-099 和書整理マニュアル
クリアポケット
ファイル

1 1987 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-100 日本目録規則適用細則
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-101 表記法・日本著者記号表
クリアポケット
ファイル

1 1986 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-102 ACCAM運用の手引
チューブファイル
(A4・2穴)

1 1988 図書館情報大学附属図書館

書棚下-4-c-103 ACCAS関係資料2
チューブファイル
(A4・2穴・5cm)

1 図書館情報大学附属図書館

書棚上-1-b-001 V 機械化移行に関する資料 チューブファイル 1 1985-1986

書棚上-1-b-002 I 公開図書室運営専門委員会に関する資料 チューブファイル 1 1986-1987

書棚上-1-b-003 IV 公開図書室業利用状況に関する資料 チューブファイル 1 1981-1990

書棚上-1-b-004 VI カウンター業務マニュアル チューブファイル 1 1981-1990

書棚上-1-b-005 IX サークル活動の記録 チューブファイル 1 1981-1991

書棚上-1-b-006
III 公開図書室業務及び運営費に関する資料　III-1 ボランティア関
係16

チューブファイル 1 1983-1990

書棚上-1-b-007 III 公開図書室業務及び運営費に関する資料　III-1 業務関係8?15 チューブファイル 1 1983-1990

書棚上-1-b-008 II 公開図書室資料収集に関する資料 チューブファイル 1 1982-1990

書棚上-1-b-009 III 公開図書室業務及び運営費に関する資料　III-2 運営費17?18 チューブファイル 1 1984-1990

書棚上-1-b-010 図書目録カード 紙箱 1 1892-1971
袋2つ（ハンコ３つと1892-1925の図書目録カード）と1926-1971
の図書目録カード

書棚上-1-b-011 図書目録カード 紙箱 1 1934-1956
前から順番に昭和10-14年の束、昭和9年の束、昭和15-17年
の束、昭和18-27年の束、昭和28年の束、昭和29-31年の束

書棚上-1-b-012 図書館短期大学史 -十七年の歩み- 製本 1 1981

書棚上-1-b-013 図書館情報大学同窓会橘会八十年記念誌 製本 1 2002

書棚上-1-b-014 ネガ 茶封筒 5 1976-1978

書棚上-1-b-015 写真 茶封筒 143 4(16, 44, 76, 7枚ずつ)

書棚上-1-b-016 写真
茶封筒（中に封
筒13部）

230
カラー：38, 白黒：116, ネガ写真：54, 普通紙写真白黒：12, 紙に
貼られた写真：9部, ネガ：1部

書棚上-1-b-017 アルバム・写真・ネガ 茶封筒 163 1975年前後

[むき身]カラー写真：64, 白黒写真：2, メモ用紙：1, ネガ：16, 空
の封筒：12, 昭和50年度2年生の学生名簿, アルバム1冊, [封
筒]①白黒写真6枚, ②カラー写真3枚とネガ, ③白黒写真12枚
とネガ, ④白黒写真2枚とネガ, ⑤カラー写真3枚, ⑥カラー写
真5枚とネガ, ⑦カラー写真28, 白黒写真：2, メモ用紙：1,

書棚上-1-b-018 図書館短期大学時代のイベントの記録写真 茶封筒 387

[むき身]アルバム1, ネガ6, [封筒]①白黒写真16枚, ②(茶封筒
[1])ネガ5部, ③(座談会等)白黒写真1枚とネガ2部, ④(ゼミ集
合写真等)白黒写真18枚とネガ2部, ⑤(たちばな祭11st)カラー
写真55枚, ⑥(ソフトボール他)カラー写真11枚とネガ, ⑦(本栖
湖)カラー写真64枚, ⑧ (茶封筒[3])カラー写真22, カラー写真
16, カラー写真23, カラー写真13, カラー写真9, 白黒写真17とカ
ラー写真14, ⑨(茶封筒[1])白黒写真26, カラー写真14, アルバ
ム1, 空封筒4, ネガ13, ⑩(茶封筒[2])カラー写真27, ネガ5, ア
ルバム1

書棚上-1-b-019 図書館情報大学構内　記念植樹 フラットファイル 1 1993

書棚上-1-c-001 白黒写真 茶封筒 85

書棚上-1-c-002 記念写真と「帝国図書館沿革史案(第１次資料）」 茶封筒 20 1922 白黒写真19枚と「帝国図書館沿革史案（第１次資料）」

書棚上-1-c-003
図書館短期大学 別科(特別養成課程) 第12期生(昭和50年度) 終
了記念アルバム

アルバム 1 1975

書棚上-1-c-004
図書館短期大学 別科(特別養成課程) 第12期生(昭和50年度) 終
了記念アルバム

アルバム 2 1975 アルバムの中にアルバム作成決算報告書と手紙

書棚上-1-c-005 図書館短期大学 別科 1977年度 第12期生 終了記念アルバム アルバム 1 1977

書棚上-1-c-006 昭和53年度 図書館短期大学 別科 卒業記念アルバム アルバム 1 1978

書棚上-1-c-007 写真・ネガ 茶封筒 349

アルバム(中に白黒写真2枚挟まっている), ①(茶封筒[6])白黒
写真43, カラー写真60, ②(茶封筒[5])カラー写真26, ③(茶封筒
[4])メモ1, 白黒写真45, カラー写真34, ④(茶封筒[7])ネガ31, ⑤
{茶封筒[8])(カラー写真12, ネガ1)(カラー写真18, ネガ1)(白黒
写真15, ネガ1)(白黒写真17, ネガ1)(カラー写真14, ネガ1)(白
黒写真8, ネガ1)(白黒写真17, ネガ1)

書棚上-1-c-008 紛争時の写真在 茶封筒 172
白黒写真(L版)153, 白黒写真(12.8×18.2)14, B5写真を貼った
用紙5

書棚上-1-c-009 講習所時代の記念写真 茶封筒 23
(講習所様写真原版在中)白黒写真13, 白黒写真2, 白黒写真2,
白黒写真3, 白黒写真1, (卒業生記念写真)割れたガラス写真,
白黒写真1,

書棚上-1-c-010 学園紛争写真 茶封筒 148 カラー写真1, 白黒写真147

書棚上-1-c-011 学園紛争時の記録 スケッチブック 1 1971

書棚上-1-c-012 学園紛争時の記録 スケッチブック 1 1971

書棚上-1-c-013 学園紛争時の記録 スケッチブック 1 1971
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書棚上-1-c-014 アルバム アルバム 1

書棚上-1-c-015 図書館短期大学 図書館のアルバム アルバム 1 1978

書棚上-1-c-016 84' 図書館情報大学 アルバム 1 1984

書棚上-1-c-017 84' 図書館情報大学 アルバム 1 1984

書棚上-1-c-018 85' 図書館情報大学 アルバム 1 1985

書棚上-1-c-019 86' 図書館情報大学 アルバム 1 1986

書棚上-1-c-020 86' 図書館情報大学
アルバムのカ
バー

1 1986 中身無し

書棚上-1-c-021 86' 図書館情報大学 アルバム 1 1986 カバーに"id. Hasebe"と書かれている

書棚上-1-c-022 87' 図書館情報大学 アルバム 1 1987

書棚上-1-c-023 88' 図書館情報大学 アルバム 1 1988

書棚上-1-c-024 89' 図書館情報大学 アルバム 1 1989

書棚上-1-c-025 1989~1993 ULIS アルバム 1 1993

書棚上-1-c-026 95' 図書館情報大学 アルバム 1 1995

書棚上-1-c-027 96' 図書館情報大学 アルバム 1 1996

書棚上-1-c-028 97' 図書館情報大学 アルバム 1 1997

書棚上-1-c-029 98' 図書館情報大学 アルバム 1 1998

書棚上-1-c-030 昭和54年度のアルバム アルバム 1 1979

書棚上-1-c-031 文部省図書館講習所記念写真集 アルバム 1 1944

書棚上-1-c-032 昭和53年度のアルバム アルバム 1 1978

書棚上-1-c-033 アルバム アルバム 1 アルバムに写真は入っておらず、白黒写真9枚挟まっていた

書棚上-1-c-034 アルバム アルバム 1

書棚上-1-c-035 学生派遣報告書 冊子 1 1991

書棚上-1-c-036 図書館短期大学文献情報学科第四期卒業記念 アルバム 1 1976

書棚上-1-c-037 学生派遣報告書 アルバム 1 1991

書棚上-1-c-038 図書館短期大学文献情報学科昭和四十八年度卒業記念 写真 1 1973
文献情報学科卒業生・教官名簿(昭和49年3月)の冊子が挟
まっていた

書棚上-1-c-039 写真・ネガ・アルバム 茶封筒 1 1973年前後

[むき身]アルバム3, 履歴書2, ネガ7, カラー写真18, 白黒写真
25, バラのアルバム13p, [封筒]①白黒写真11, ②(たちばな写
真)(カラー写真8, 白黒2)(カラー写真13, ネガ1)(カラー写真13,
ネガ1)(カラー写真12, ネガ1)(カラー写真10)(カラー写真19, 白
黒写真2, ネガ1)(カラー写真11, ネガ1), イラスト1, 写真1(1975),
③白黒写真26, ネガ2, ④ネガ1(1979.11.27図書館実習指導懇
親会), ⑤ネガ4, アルバム3, ⑤冊子2(上越教育大学学生募集
要項, 上越教育大学案内), 封筒2, ⑥白黒写真8,

書棚上-1-c-040 写真・ネガ・アルバム 茶封筒 1 1976年前後

[むき身]ネガ21, 白黒写真29, カラー写真110, アルバム1, [封
筒] ①カラー写真25, 白黒写真37, ②カラー写真7, ネガ1, ③カ
ラー写真4, ④白黒写真22, ネガ1, ⑤白黒写真1, ネガ2, ⑥カ
ラー写真3, ネガ1, ⑦カラー写真6, ネガ1, ⑧カラー写真2, ネガ
2, ⑨カラー写真3, ネガ1, ⑩カラー写真13, 白黒写真12, ネガ1,
⑪白黒写真72, ⑫B5サイズの写真が印刷された紙9(1976), ⑬
白黒写真12, ネガ1

書棚上-1-c-041 筑波研究学園都市構想とその問題 ガリ版冊子 1 1971

書棚上-1-c-042 色紙集 色紙 3

書棚上-1-c-043 図書館短大の映研の8ミリフィルムだよ 8ミリフィルム 1

書棚上-2-a-001 ACCAM操作手順書
チューブファイル
(A4S・2穴・3cm)

1 1984

書棚上-2-a-002 貸出返却システム（マニュアル 旧版）
フラットファイル
(A4S)

1 1984

書棚上-2-a-003 ACCAS操作手順書
チューブファイル
(A4S・2穴・5cm)

1 1984

書棚上-2-a-004 CIRCULATION その3
フラットファイル
(A4S)

1 1983

書棚上-2-a-005 ACCAS
チューブファイル
(A4S・2穴・6cm)

1 1986

書棚上-2-a-006 貸出・返却システムマニュアル 新版
チューブファイル
(A4S・2穴・5cm)

1 1988

書棚上-2-a-007
図書館業務機械化WG検討会 逐次刊行物管理システム 機能構成
図・業務資料書フローチャート

チューブファイル
(A4S・2穴・8cm)

1 1984

書棚上-2-a-008 ACCAS操作手順書
チューブファイル
(A4S・2穴・5cm)

1 1984

書棚上-2-b-001 図書館情報大学附属図書館報
チューブファイル
A4S・2穴・6cm

1 2002
図書館情報大学附属図書館報Vol.1 No.1(1985) - 図書館情報
大学附属図書館報Vol.18 No.3/4(2002) 終号

書棚上-2-b-002
図書館情報大学情報メディアユニオン<ULIS>開所記念 MOUSE
PAD

箱入りの電卓 1

書棚上-2-b-003 Santa Barbara Polo & Racquet Club ハンカチ
箱入りのハンカ
チ

1

書棚上-2-b-004 統合関係
パンフレットファ
イル

5

情報メディアユニオン<ULIS>開所記念オープンハウス

筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター

筑波大学図書館情報専門学群等図書館情報大学案内

図書館短期大学・図書館情報大学 歴代教職員名簿

図書館情報大学が筑波大学と統合することを記念する行事

書棚上-2-b-005 図書館概要・利用案内
パンフレットファ
イル

36
図書館情報大学附属図書館の概要の冊子や図書館情報大
学のパンフレット
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書棚上-2-b-006 図情大創設関係
パンフレットファ
イル

24
図書館情報大学(仮称)答弁資料や図書館情報大学のパンフ
レット

書棚上-2-b-007 学務関係パンフレット
パンフレットファ
イル

23 学生マニュアル等

書棚上-2-b-008 学務関係パンフレット
パンフレットファ
イル

16 学生マニュアル等

書棚上-2-b-009 学生名簿

広辞苑の空箱を
パンフレットファ
イル代わりにし
たもの

15 昭和56年ー平成9年の学生名簿

書棚上-2-b-010 平成10年度 学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-011 平成11年度 学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-012 平成11年度 学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-013 平成12年度 学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-014 平成13年度 学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-015 平成14年度 学生名簿 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-2-b-016 平成15年度 学生名簿 雑誌 1 2003 図書館情報大学

書棚上-2-b-017 職員録 昭和58年度(暫定版)
ホッチキス止め
冊子

1 図書館情報大学

書棚上-2-b-018 職員録 昭和59年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-019 職員録 昭和60年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-020 職員録 昭和61年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-021 図書館短期大学・図書館情報大学 歴代教職員名簿 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-2-b-022 図書館情報大学 教官総覧 1998 雑誌 1 1998 図書館情報大学庶務課, 図書館情報大学教官総覧(追補)

書棚上-2-b-023 図書館情報大学 教官総覧 2000 雑誌 1 2000 図書館情報大学庶務課

書棚上-2-b-024 職員録 昭和62年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-025 職員録 昭和62年度 雑誌 1 図書館情報大学, ハンコが2つ押されている

書棚上-2-b-026 職員録 昭和63年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-027 職員録 昭和63年度 雑誌 1 図書館情報大学, 図書館情報課 課長補佐のハンコ

書棚上-2-b-028 職員録 平成元年度 雑誌 1 図書館情報大学, ハンコが押されている

書棚上-2-b-029 職員録 平成元年度 雑誌 1 図書館情報大学, 図書館情報課 課長補佐のハンコ

書棚上-2-b-030 職員録 平成2年度 雑誌 1 図書館情報大学, 図書館情報課 課長補佐と朱印のハンコ

書棚上-2-b-031 職員録 平成2年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-032 職員録 平成3年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-033 職員録 平成3年度 雑誌 1 図書館情報大学, 図書館情報課 課長補佐と朱印のハンコ

書棚上-2-b-034 職員録 平成4年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-035 職員録 平成4年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-036 職員録 平成5年度 雑誌 1 図書館情報大学, ハンコが押されている

書棚上-2-b-037 職員録 平成6年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-038 職員録 平成7年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-039 職員録 平成9年度 雑誌 1 図書館情報大学, ハンコが押されている

書棚上-2-b-040 職員録 平成10年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-041 職員録 平成11年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-042 職員録 平成11年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-043 職員録 平成12年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-044 職員録 平成12年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-045 職員録 平成13年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-046 職員録 平成13年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-047 職員録 平成14年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-048 図書館情報大学教官総覧 雑誌 1 1998 図書館情報大学庶務課

書棚上-2-b-049
平成13年度　図書館情報大学院情報メディア研究科　（博士前期
課程）学生募集要項

雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-050
平成13年度　図書館情報大学院情報メディア研究科　（博士後期
課程）学生募集要項

雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-051 平成13年度　授業時間割表　博士前期課程
ホッチキス止め
冊子

2
図書館情報大学　大学院情報メディア研究科博士前期課程．
もう一点は博士後期課程

書棚上-2-b-052 学生マニュアルⅡ（学生生活編）　平成14年度 雑誌 1 2003 図書館情報大学

書棚上-2-b-053
国立大学附属図書館　館長・部長・課長・事務長　（連絡担当者）
電話番号一覧　平成１１年６月現在

雑誌 1 国立大学図書館協議会

書棚上-2-b-054 平成13年度　学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-055 平成13年度 授業時間割表 リーフレット 1 図書館情報大学 図書館情報学部

書棚上-2-b-056 平成13年度 授業時間割表 リーフレット 1 図書館情報大学 図書館情報学部

書棚上-2-b-057
図書館情報大学情報メディアユニオン<ULIS> / 図書館情報大学
附属図書館

雑誌 1  

書棚上-2-b-058
University of Library and Information Science 2000 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2000

書棚上-2-b-059
University of Library and Information Science 2001 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2001

書棚上-2-b-060
University of Library and Information Science 2001 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2001

書棚上-2-b-061
University of Library and Information Science 2001 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2001

書棚上-2-b-062
University of Library and Information Science 2001 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2001

書棚上-2-b-063
University of Library and Information Science 2002 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2002

書棚上-2-b-064
University of Library and Information Science 2002 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2002
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書棚上-2-b-065 University of Library and Information Science パンフレット 1 2001 図書館情報大学　大学案内

書棚上-2-b-066 平成13年度　授業時間割表 リーフレット 1 図書館情報大学　図書館情報学部

書棚上-2-b-067 学生マニュアルⅡ（学生生活編）　平成14年度 雑誌 1 2003 図書館情報大学

書棚上-2-b-068 学生マニュアルⅠ（学修編）　編成14年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-069 平成14年度　授業時間割表 リーフレット 1 図書館情報大学　図書館情報学部

書棚上-2-b-070 図書館情報大学概要　平成８年度 雑誌 1 1996 図書館情報大学

書棚上-2-b-071
図書館情報大学大学院　区分制博士課程　情報メディア研究科
2000年4月開設

雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-072 文部省委嘱学校図書館司書教諭講習　講義要項　平成１１年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-073 文部省委嘱学校図書館司書教諭講習　講義要項　平成１３年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-074 文部省委嘱学校図書館司書教諭講習　講義要項　平成１４年度 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-075 平成９年度　1997/98　司書日本語研修　＜つくば東京実習日誌＞ 雑誌 1 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-076 平成12年度　2000/2001　司書日本語研修　活動記録（前期） 雑誌 1 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-077
つくば・東京研修　実習日誌　1999.12.6（月）?12.17（金）　平成１１
年度　司書日本語研修

雑誌 1 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-078
平成９年度（1997/1998）　司書日本語研修　課題研究集　平成１０
年　７月

雑誌 1 1998 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-079 平成１２年度　2000/2001　司書日本語研修　コースガイド 雑誌 1 プリント10枚挟み込み

書棚上-2-b-080
平成10年度（1998/1999）　司書日本語研修　課題研究集　平成１１
年　６月

雑誌 1 1999 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-081
平成12年度（2000/2001）　司書日本語研修　課題レポート集　平成
１３年度　５月

雑誌 1 2001 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-082
平成13年度（2001/2002）　司書日本語研修　課題レポート集　平成
１４年　５月

雑誌 1 2002 国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-083 文部省委嘱学校図書館司書教諭講習　講義要項　平成１１年度 雑誌 1 図書館情報大学　国際交流基金　関西国際センター

書棚上-2-b-084 大型コレクション　H13 ケースファイル 6 2001
紙の束６点　フロッピーディスク（昭和前期刊行図書デジタル
版修正）１点

書棚上-2-b-085 図書館情報大学　五年の歩み 雑誌 1 1984 図書館情報大学　庶務課

書棚上-2-b-086
図書館情報大学　開学２０周年記念　特別展次会　「メディア　それ
ぞれの時代」　-粘度板から電子書物まで-

雑誌 1 1999 主催：図書館情報大学　協力：丸善株式会社

書棚上-2-b-087
社会人にとって大学院進学とは　-研究ニーズ，修学上の課題，指
導方法をめぐって-　-生涯学習教育研究センター調査報告書-　平
成13年２月

雑誌 1 2001 図書館情報大学生涯学習センター

書棚上-2-b-088
今日に学び、明日を拓く　-図書館情報大学生涯学習教育研究セ
ンター年報-　平成12年度

雑誌 1 2001 図書館情報大学生涯学習センター

書棚上-2-b-089
今日に学び、明日を拓く　-図書館情報大学生涯学習教育研究セ
ンター年報-　平成13年度

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習センター

書棚上-2-b-090
情報産業とリカレント教育　-情報産業の現状，就職後の学修方法
-　-生涯学習教育研究センター調査報告書-　平成１４年3月

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習センター

書棚上-2-b-091
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　世界で初めての絵本賞受賞図書?コールデコッ
ト賞?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-092
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　日本昔話の多言語ディジタル文庫?多言語ブラ
ウザで見る昔話?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-093 図書館情報大学附属図書館報　vol.12 No.1 1996 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-094 図書館情報大学附属図書館報　vol.12 No.1 1996 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館 上と同じもの

書棚上-2-b-095 図書館情報大学附属図書館報　vol.12 No.3 1996 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-096 図書館情報大学附属図書館報　vol.12 No.4 1996 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-097 図書館情報大学附属図書館報　vol.13 No.1 1997 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-098 図書館情報大学附属図書館報　vol.13 No.2 1997 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-099 図書館情報大学附属図書館報　vol.13 No.3 1997 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-100 図書館情報大学附属図書館報　vol.13 No.4 1997 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-101 図書館情報大学附属図書館報　vol.14 No.1 1998 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-102 図書館情報大学附属図書館報　vol.14 No.2 1998 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-103 図書館情報大学附属図書館報　vol.14 No.3 1998 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-104 図書館情報大学附属図書館報　vol.14 No.4 1998 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-105 図書館情報大学附属図書館報　vol.15 No.1 1999 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-106 図書館情報大学附属図書館報　vol.15 No.2 1999 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-107 図書館情報大学附属図書館報　vol.15 No.3 1999 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-108 図書館情報大学附属図書館報　vol.15 No.4 1999 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-109 図書館情報大学附属図書館報　vol.16 No.1 2000 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-110 図書館情報大学附属図書館報　vol.16 No.4 2000 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-111 図書館情報大学附属図書館報　vol.16 No.2 2000 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-112 図書館情報大学附属図書館報　vol.16 No.2 2000 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館　上と同じもの

書棚上-2-b-113 図書館情報大学附属図書館報　vol.17 No.1 2001 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-114 図書館情報大学附属図書館報　vol.17 No.1 2001 雑誌 1 1996
図書館情報大学附属図書館 上と内容は同じものだが、表紙
の色が違う

書棚上-2-b-115 図書館情報大学附属図書館報　vol.17 No.2 2001 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-116 図書館情報大学附属図書館報　vol.17 No.3 2001 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-117 図書館情報大学附属図書館報　vol.17 No.4 2001 雑誌 1 1996 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-118 ULIS　ゆうりす　号外No.15 雑誌 1 1996 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-2-b-119 ULIS　ゆうりす　号外No.15 雑誌 1 1995 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-2-b-120 印刷・製本・出版コレクション　１７６４ー１９８２　リスト 雑誌 1 1985 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-121 図書館情報大学一般公開講座講義要録　子どもと図書館 雑誌 1 図書館情報大学
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書棚上-2-b-122
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　日本昔話の他言語ディジタル文庫?他言語ブラ
ウザで見る昔話?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-123
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　明治大正期の児童図書?形態や装丁の変遷に
つれて?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-124
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　世界で初めての絵本賞受賞図書?コールデコッ
ト賞?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-125
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　現代の絵本　115冊　平成12年１２月10日

リーフレット 1 図書館情報大学

書棚上-2-b-126 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成６年度版 雑誌 1 1995 図書館情報大学図書館情報課

書棚上-2-b-127 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成７年度版 雑誌 1 1996 図書館情報大学図書館情報課

書棚上-2-b-128 図書館情報大学附属図書館　年次報告　平成８年度版 雑誌 1 1997 図書館情報大学図書館情報課

書棚上-2-b-129 知の関連と情報メディア 小冊子 1 2001
透明ファイルに入っていた　図書館情報大学情報メディアユニ
オン＜ULIS＞　開所記念特別展示「記録メディアの発達と図
書館の変貌」

書棚上-2-b-130 図書館情報大学ディジタル図書館
スライドバーファ
イル

3
図書館情報ディジタル図書館のパンフレット　プリント５枚　論
文１点「図書館往訪大学ディジタル図書館システム」

書棚上-2-b-131 附属図書館の利用案内（教員版）　平成１１年度
スライドバーファ
イル

1 図書館情報課

書棚上-2-b-132 図書館情報大学附属図書館報　vol.17 No.4 2001 雑誌 1 2001 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-b-133 電子記録媒体の登場と現代知の展望　電子計算機小史 小冊子 1 2001
図書館情報大学情報メディアユニオン＜ULIS＞　開所記念特
別展示「記録メディアの発達と図書館の変貌」

書棚上-2-b-134 日本近世の写本と版本と高札 小冊子 1 2001
図書館情報大学情報メディアユニオン＜ULIS＞　開所記念特
別展示「記録メディアの発達と図書館の変貌」

書棚上-2-b-135 紙以前の書物　紙の誕生と様々な装丁本 小冊子 1 2001
図書館情報大学情報メディアユニオン＜ULIS＞　開所記念特
別展示「記録メディアの発達と図書館の変貌」

書棚上-2-b-136 汎用大型計算機利用統計 プリント 4 2001
平成４年４?１２月、平成３年度、平成５年１月?６月、平成５年７
月?１２月の４点。いずれも下部に図書館情報大学情報処理セ
ンター年報と書かれている

書棚上-2-b-137 近代のメディアの幕開けと近代知の集成　?西洋を舞台に? 小冊子 1 2001
図書館情報大学情報メディアユニオン＜ULIS＞　開所記念特
別展示「記録メディアの発達と図書館の変貌」

書棚上-2-b-138 ULIS号外　No.１?１２ レターファイル 12

書棚上-2-b-139 ULIS号外　No.１?１２ レターファイル 9

書棚上-2-c-001 「メディア　それぞれの時代」?粘度版から電子書籍まで? 賞状筒 1
図書館情報大学開学20周年創起80周年記念特別展示会・講
演会「メディア　それぞれの時代」?粘度版から電子書物まで?
のポスター

書棚上-2-c-002 タイピン
プラスチックケー
ス

1 ULIS school emblem

書棚上-2-c-003 閉学記念品　図書館情報大学 箱 1 ボールペン１点

書棚上-2-c-004 閉学記念品　図書館情報大学 箱 1 ボールペン１点

書棚上-2-c-005 閉学記念品　図書館情報大学 箱 1 ボールペン１点

書棚上-2-c-006
開放型マルチメディア電子キャンパス・プロジェクト　?電子図書館
システムと教育システムの連携?

封筒 12

①プリント　アンケート８点（赤字訂正、コピー含む）　②雑誌３
点　開放型マルチメディア　電子キャンパスプロジェクト　調査
報告書　図書館情報大学「電子キャンパス」評価委員会（同じ
ものが３点）　③名刺１点　④封筒にプリントが１枚貼ってある

書棚上-2-c-007 平成１３年度　大学図書館実態調査　結果報告 雑誌 1 文部科学省　研究振興局情報課平成１４年３月

書棚上-2-c-008 平成１３年度　大学図書館実態調査　結果報告 雑誌 1 文部科学省　研究振興局情報課平成１４年３月

書棚上-2-c-009 平成１３年度　大学図書館実態調査　結果報告 雑誌 1 文部科学省　研究振興局情報課平成１４年３月

書棚上-2-c-010 図書館情報大学　児童図書室の十年　2002年３月 雑誌 1 図書館情報大学赤星研究室

書棚上-2-c-011 図書館情報大学　児童図書室の十年　2002年３月 雑誌 1 図書館情報大学赤星研究室

書棚上-2-c-012 図書館情報大学　児童図書室の十年　2002年３月 雑誌 1 図書館情報大学赤星研究室

書棚上-2-c-013 図書館情報大学　児童図書室の十年　2002年３月 雑誌 1 図書館情報大学赤星研究室

書棚上-2-c-014 ULIS-DL　図書館情報ディジタル図書館 雑誌 22 図書館情報大学附属図書館　同じものが２２点

書棚上-2-c-015 圖書館學及書誌學　関（旧字）係文献（旧字）　合同目録 本 1 1938 青（旧字）年圖書館員聯盟

書棚上-2-c-016 高橋泰四郎氏久三　図書館学関係資料目録 雑誌 1 1978 図書館短期大学

書棚上-2-c-017 笠木文庫目録　（書誌書目シリーズ　６） 本 1987 図書館情報大学附属図書館

書棚上-2-c-018 図書館情報大学所蔵　往来物目録 本 1 2001 図書館情報大学　付箋がたくさん貼ってある

書棚上-2-c-019 図書館情報大学所蔵　往来物目録 本 1 2001 図書館情報大学

書棚上-2-c-020 新世紀への礎 本 1 2003 筑波大学開学３０周年記念　筑波フォーラム特別号

書棚上-2-c-021 大学総合評価ランキング　’９８ 本 1 週刊朝日編

書棚上-2-c-022 生き残る大学 大学ランキング18分野TOP30 雑誌 1 2002 別冊宝島030 Real, 付箋付き

書棚上-2-c-023 筑波フォーラム65 雑誌 1 2003 筑波大学

書棚上-2-c-024 筑波フォーラム64 雑誌 1 2003 筑波大学

書棚上-2-c-025 平成12年度 教官手帳
ホッチキス止め
冊子

1 2000 図書館情報大学

書棚上-2-c-026 図書館情報大学規則集 紐綴じの本 1 2001 「147 管理係」のシール付き, 3カ所付箋付き

書棚上-2-c-027 図書館情報大学規則集 紐綴じの本 1 1980 「20 管理係長」のシール付き, 5カ所付箋付き

書棚上-2-c-028 図書館情報大学規則集 紐綴じの本 1 「19 図書館情報課長」のシール付き, 5カ所付箋付き

書棚上-2-c-029 日本図書館学会会員名簿 A4クリアファイル 4
「日本図書館学会会員名簿(1967)」, 「日本図書館研究会会員
名簿(昭和44年)」, 「日本図書館研究会会員名簿(昭和40年)」,
「日本図書館学会会員名簿(1975)」

書棚上-2-c-030 公開図書室関係 公開講座資料 茶封筒 1

B5フラットファイル「図(略字)情報大学図(略字) 業務マニュア
ル」, 34点公開図書室の利用実態に関する資料が挟まれてい
る, その内に封筒が1点「公開図書室の記念集用の資料」に53
点の紙資料

書棚上-2-c-031 橘会会員名簿 1982 雑誌 1 1982

書棚上-2-c-032 橘会会員名簿 1994 雑誌 1 1994
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書棚上-2-c-033 図書館情報大学附属図書館概要

広辞苑の空箱を
パンフレットファ
イル代わりにし
たもの

44

書棚上-2-c-034
University of Library and Information Science 2000 図書館情報大
学概要

雑誌 1 2000 図書館情報大学

書棚上-2-c-035 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-036 University of Library and Information Science News 第3号 雑誌 1 2001 図書館情報大学広報誌ゆうりすニュース

書棚上-2-c-037 University of Library and Information Science News 第3号 雑誌 1 2001 図書館情報大学広報誌ゆうりすニュース

書棚上-2-c-038 ULIS ゆうりす No.84 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-039 ULIS ゆうりす 号外No.21 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-040 ULIS ゆうりす No.83 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-041 ULIS ゆうりす No.80 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-042 ULIS ゆうりす No.78 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-043 ULIS ゆうりす No.82 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-044 ULIS ゆうりす No.79 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-045 ULIS ゆうりす No.79 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-046 ULIS ゆうりす No.79 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-047 ULIS ゆうりす No.80 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-048 ULIS ゆうりす No.81 特集号 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-049 ULIS ゆうりす No.78 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-050 ULIS ゆうりす No.77 特集号 雑誌 1 2001 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-051 ULIS ゆうりす No.73 特集号 雑誌 1 2000 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-2-c-052 ULISの明日に向かって 雑誌 1 1995 図書館情報大学, 紙が1枚挟まっている

書棚上-2-c-053 ULISの明日に向かって 雑誌 1 1995 図書館情報大学

書棚上-2-c-054 ULISの明日に向かって2 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚上-2-c-055 ULISの明日に向かって2 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚上-2-c-056 ULISの明日に向かって3 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚上-2-c-057 ULISの明日に向かって3 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚上-2-c-058 図書館情報大学 総合情報処理センター 年報 No.4 1995 雑誌 1 1996 図書館情報大学総合情報処理センター

書棚上-2-c-059 図書館情報大学 総合情報処理センター 年報 No.5 1996 雑誌 1 1997 図書館情報大学総合情報処理センター

書棚上-2-c-060 図書館情報大学 総合情報処理センター 年報 No.6 1997/1998 雑誌 1 1999 図書館情報大学総合情報処理センター

書棚上-2-c-061 学術情報処理研究 No.1 1997 雑誌 1 1997 学術情報処理研究編集委員会

書棚上-2-c-062 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-063 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-064 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-065 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-066 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-067 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-068 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-069 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-070 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-071 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-072 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-073 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-074 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-075 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-076 図書館情報大学 総合情報処理センター 雑誌 1 1998

書棚上-2-c-077 体育・保健センター年報 第2号(昭和63年度?平成4年度) 雑誌 1 1993 図書館情報大学 体育・保険センター

書棚上-2-c-078 体育・保健センター年報 第3号(平成5年度?平成9年度) 雑誌 1 1999 図書館情報大学 体育・保険センター

書棚上-2-c-079 図書館情報大学特別研究 研究成果報告誌(平成12年度) 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-2-c-080 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 1999 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-081 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 2000 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-082 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 2001 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-083 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-084 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-085 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-086 まなびらいふ 雑誌 1 2002
生涯学習教育研究センターニュース 10号 図書館情報大学生
涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-087 まなびらいふ 雑誌 1 2002
生涯学習教育研究センターニュース 9号 図書館情報大学生
涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-088 まなびらいふ 雑誌 1 2001
生涯学習教育研究センターニュース 8号 図書館情報大学生
涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-089 まなびらいふ 雑誌 1 1999
生涯学習推進室ニュース 1号(創刊号) 図書館情報大学生涯
学習推進室

書棚上-2-c-090 まなびらいふ 雑誌 1 1999
生涯学習推進室ニュース 2号 図書館情報大学生涯学習推進
室

書棚上-2-c-091 まなびらいふ 開学20周年・創基80周年記念号 雑誌 1 1999
生涯学習推進室ニュース 3号 図書館情報大学生涯学習推進
室

書棚上-2-c-092 まなびらいふ 雑誌 1 1999
生涯学習推進室ニュース 4号 図書館情報大学生涯学習推進
室

書棚上-2-c-093 まなびらいふ 雑誌 1 2000
生涯学習推進室ニュース 5号 図書館情報大学生涯学習推進
室

書棚上-2-c-094 まなびらいふ 雑誌 1 2001
生涯学習教育研究センターニュース 8号 図書館情報大学生
涯学習教育研究センター
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書棚上-2-c-095 まなびらいふ 雑誌 1 2001
生涯学習教育研究センターニュース 6号 図書館情報大学生
涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-096
Proceedings of International Symposium on Digital Libraries 1999
ISDL '99

雑誌 1 1999 University of Library and Information Science

書棚上-2-c-097 ディジタル図書館 No.5 雑誌 1 1995
「ディジタル図書館」編集委員会, プリント4枚挟まれている
（「ディジタル図書館」ワークショップ）

書棚上-2-c-098 ディジタル図書館 No.5 雑誌 1 1995 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-099 ディジタル図書館 No.4 雑誌 1 1995 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-100 ディジタル図書館 No.3 雑誌 1 1995 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-101 ディジタル図書館 No.2 雑誌 1 1995 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-102 ディジタル図書館 No.1 雑誌 1 1994 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-103 ディジタル図書館 No.11 雑誌 1 1998 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-104 ディジタル図書館 No.4 雑誌 1 1995
「ディジタル図書館」編集委員会, 「ディジタル図書館」ワーク
ショップのプリント1部と他4枚挟まれている

書棚上-2-c-105 ディジタル図書館 No.6 雑誌 1 1996 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-106 ディジタル図書館 No.10 雑誌 1 1997
「ディジタル図書館」編集委員会,「ディジタル図書館」ワーク
ショップのプリント1部とレジュメ1部,他1枚挟まれている

書棚上-2-c-107 ディジタル図書館 No.8 雑誌 1 1996
「ディジタル図書館」編集委員会,「ディジタル図書館」ワーク
ショップのプリント1部とレジュメ1部,他1枚挟まれている

書棚上-2-c-108 ディジタル図書館 No.7 雑誌 1 1996 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント9枚挟まれている

書棚上-2-c-109 ディジタル図書館 No.6 雑誌 1 1996 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント4枚挟まれている

書棚上-2-c-110 ディジタル図書館 No.11 雑誌 1 1998 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-111 第15回 ディジタル図書館ワークショップ レジュメ 2 1999

書棚上-2-c-112 ディジタル図書館 No.9 雑誌 1 1997
「ディジタル図書館」編集委員会,「ディジタル図書館」ワーク
ショップのプリント1部と他1枚挟まれている

書棚上-2-c-113 ディジタル図書館 No.13 雑誌 1 1998
「ディジタル図書館」編集委員会,「ディジタル図書館」ワーク
ショップのプリント1部挟まれている

書棚上-2-c-114 ディジタル図書館 No.16 雑誌 1 1999 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント2枚挟まれている

書棚上-2-c-115 ディジタル図書館 No.16 雑誌 1 1999 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-116 ディジタル図書館 No.1 雑誌 1 1994 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-117 ディジタル図書館 No.1 雑誌 1 1994 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-118 ディジタル図書館 No.17 雑誌 1 2000 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-119
Proceedings of International Symposium on Research,
Development and Practice in Digital Libraries 1997 ISDL '97

雑誌 1 1997 University of Library and Information Science

書棚上-2-c-120 ディジタル図書館 No.6 雑誌 1 1996 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-121 ディジタル図書館 No.15 雑誌 1 1999 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント1枚挟まれている

書棚上-2-c-122 ディジタル図書館 No.18 雑誌 1 2000 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-123 ディジタル図書館 No.18 雑誌 1 2000 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント2枚挟まれている

書棚上-2-c-124 Proceedings of International Symposium on Digital Libraries 1995 雑誌 1 1995 University of Library and Information Science

書棚上-2-c-125 International Symposium on Digital Libraries プリント 13 ホッチキス止めとプリント1枚ものが混ざっている

書棚上-2-c-126 ディジタル図書館 No.16 雑誌 1 1999 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-127 ディジタル図書館 No.18 雑誌 1 2000 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント2枚挟まれている

書棚上-2-c-128 ディジタル図書館 No.17 雑誌 1 2000 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-129 ディジタル図書館 No.19 雑誌 1 2000 「ディジタル図書館」編集委員会

書棚上-2-c-130 ディジタル図書館 No.20 雑誌 1 2001 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント2枚挟まれている

書棚上-2-c-131 ディジタル図書館 No.21 雑誌 1 2001 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント2枚挟まれている

書棚上-2-c-132 ディジタル図書館 No.21 雑誌 1 2001 「ディジタル図書館」編集委員会,プリント3枚挟まれている

書棚上-2-c-133 ディジタル図書館 No.22 雑誌 1 2002
「ディジタル図書館」編集委員会,ホッチキス止め2部とプリント3
枚挟まれている

書棚上-2-c-134
文部省委嘱「衛星通信利用による公民館等の学習機能高度化推
進事業」 調査報告書 衛星通信を利用した公開講座『本と情報の
世界』

雑誌 1 1998 公立図書館等衛星通信利用推進協議会

書棚上-2-c-135 小野寺和夫学長 退官記念誌 雑誌 1 1995
図書館情報大学 小野寺学長退官記念誌刊行委員会（外国語
教育センター）

書棚上-2-c-136 小野寺和夫学長 退官記念誌 雑誌 1 1995
図書館情報大学 小野寺学長退官記念誌刊行委員会（外国語
教育センター）

書棚上-2-c-137 漢籍とその周辺 雑誌 1 1999 図書館情報大学 和泉新教授退官記念会

書棚上-2-c-138 ディジタル図書館を指向した多言語文書ブラウザとその応用 雑誌 1 1998
平成8年度?平成9年度科学研究費補助金（基盤研究( C ) (2))
研究成果報告書, 研究代表者 杉本重雄(図書館情報大学 図
書館情報学部 助教授)

書棚上-2-c-139 国際間での協調的利用を指向したディジタル図書館 雑誌 1 2000
平成9年度?平成11年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研
究成果報告書, 研究代表者 田畑孝一(図書館情報大学図書
館情報学部教授)

書棚上-2-c-140 ディジタル図書館への国際アクセスのための多言語文書利用環境 雑誌 1 2000
平成9年度?平成11年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研
究成果報告書, 研究代表者 杉本重雄(図書館情報大学図書
館情報学部教授)

書棚上-2-c-141
21世紀の図書館職員をめざして 図書館職員の生涯学習(研修・リ
カレント教育)ニーズに関するアンケート調査報告

雑誌 1 1999 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-142
21世紀の図書館職員をめざして 図書館職員の生涯学習(研修・リ
カレント教育)ニーズに関するアンケート調査報告

雑誌 1 1999 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-2-c-143
情報産業とリカレント教育 -情報産業の現状, 就職後の学習方法-
-生涯学習教育研究センター調査報告書-

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-144
情報産業とリカレント教育 -情報産業の現状, 就職後の学習方法-
-生涯学習教育研究センター調査報告書-

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-145
情報産業とリカレント教育 -情報産業の現状, 就職後の学習方法-
-生涯学習教育研究センター調査報告書-

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習教育研究センター

書棚上-2-c-146
社会人にとって大学院進学とは -研究ニーズ, 修学上の課題, 指導
方法をめぐって- -生涯学習教育研究センター調査報告書-

雑誌 1 2001 図書館情報大学生涯学習教育研究センター

書棚上-3-a-001 ACCAS　内部検討会議事録,資料　各種回答 チューブファイル 1

書棚上-3-a-002 ACCAM（１日） 紐綴じ 1
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書棚上-3-a-003 No.7　ACCAM操作手順書 雑誌 1 1984
ファコム・ハイタック株式会社　表紙、ページ前半に「風間」判
子

書棚上-3-a-004 No.8　ACCAM操作手順書 ホッチキス綴じ 1 1984
ファコム・ハイタック株式会社　表紙に手書きで「火癶（これで１
文字）Shokyaku」

書棚上-3-a-005 No.13　ACCAM操作手順書 ホッチキス綴じ 1 1984 ファコム・ハイタック株式会社

書棚上-3-a-006 No.15　ACCAM操作手順書 雑誌 1 1984 ファコム・ハイタック株式会社

書棚上-3-a-007 ACCAM（旧）　業務仕様設定書 紐綴じ 1

書棚上-3-a-008 ACCAS　製本関係業務仕様書 フラットファイル 1

書棚上-3-a-009 図書館業務機械化関係発表資料 フラットファイル 1

書棚上-3-a-010 ACCAM操作手順書　第一版 フラットファイル 1

書棚上-3-a-011 ACCAM　その３ フラットファイル 1

書棚上-3-a-012 貸出返却システム　オペレーション・マニュアル フラットファイル 1

書棚上-3-a-013 発注・受入・整理・所蔵ファイル作成業務システム 雑誌 1
表紙に「図書館大学殿　昭和58年7月1日　ファコム・ハイタック
株式会社」

書棚上-3-a-014 機械化機能説明書 雑誌 1 田中公子

書棚上-3-a-015 ACCAM基本設計書 雑誌 1

書棚上-3-a-016 貸出・返却システム基本設計書　第一版 チューブファイル 1

書棚上-3-a-017 貸出・返却サブシステム　基本設計書　１版 チューブファイル 1

書棚上-3-a-018 貸出・返却システム（業務仕様書・議事録他） チューブファイル 1
図書館業務機械化WG検討会,　情報奉仕係，　昭和57年
5/7?6/25，背表紙に大きく「２」

書棚上-3-a-019 貸出・返却システム（資料集） チューブファイル 1
図書館業務機械化WG検討会,　情報奉仕係，　昭和57年
4/21?6/22，背表紙に大きく「１」

書棚上-3-a-020 ACCAS議事録 チューブファイル 1

書棚上-3-a-021 LIASON フラットファイル 1

書棚上-3-a-022 発注・受入・受入・整理・蔵書ファイル作成業務 チューブファイル 1
図書館業務機械化WG検討会,　情報奉仕係,　背表紙に大きく
「２」

書棚上-3-a-023 発注・受入・受入・整理・蔵書ファイル作成業務 チューブファイル 1
図書館業務機械化WG検討会,　情報奉仕係,　背表紙に大きく
「１」

書棚上-3-a-024 発注・受入・受入・整理・蔵書ファイル作成業務 紐綴じ 1
表紙に「図書館大学殿　昭和58年7月1日　ファコム・ハイタック
株式会社」　赤文字でVersion 0

書棚上-3-a-025 発注・受入・受入・整理・蔵書ファイル作成業務　検索結果の表示 プリント 1 ホッチキス止めの冊子が一枚だけちぎれたもの

書棚上-3-a-026
発注・受入・受入・整理・蔵書ファイル作成業務　貸出返却システム
紛失選択メニュー　オンライン入出力設計

紐綴じ 1 赤文字訂正有

書棚上-3-a-027 発注・受入・整理・蔵書ファイルシステム　帳票設計　機能概要 紐綴じ 1

書棚上-3-a-028
発注・受入・整理・蔵書ファイルシステム　請求?蔵書ファイル作成
業務システムのコマンド

紐綴じ 1 赤文字訂正有

書棚上-3-a-029 発注・受入・整理・蔵書ファイルシステム　入出力設計 プリント 1 紐綴じのものが一枚だけちぎれたもの

書棚上-3-a-030
発注・受入・整理・蔵書ファイルシステム　MARC検索画面（オペ
レーションの流れ）

プリント 1 紐綴じのものが一枚だけちぎれたもの

書棚上-3-a-031 発注・受入・整理・蔵書ファイルシステム　機能全体のまとめ内容 紐綴じ 1

書棚上-3-b-001 ディジタルメデェア統合システム　御提案機器使用書 チューブファイル 1

書棚上-3-b-002 ディジタル図書館システム導入 チューブファイル 1

ファイルにとじてある資料の他に６点の資料が挟まっていた
①図書館情報大学様「デジタル図書館システム」故障対応報
告書２点　②デジタル図書館システム　定例会レジュメ　③「御
見積もりについて」というプリント　④「デジタル図書館システム
定例会」というプリント　⑤図書館情報大学情報ネットワーク工
事の見取り図

書棚上-3-b-003 ディジタル図書館システム　基本仕様書 チューブファイル 1

書棚上-3-b-004 図書館情報総合システム（LOOKS21）　使用の手引き チューブファイル 1

書棚上-3-b-005 LOOKS21/U　資料管理システム取扱説明書 フラットファイル 1

書棚上-3-b-006 図書館情報大学ディジタル図書館事業報告書 フラットファイル 1

書棚上-3-b-007 LOOKS21　標準帳票料
２クイックファイ
ル

1

書棚上-3-b-008 資料 プリント 1 16点の資料がクリップで留めてある

書棚上-3-b-009 LOOKS21/U　資料管理システム取扱説明書 チューブファイル 1

書棚上-3-b-010 LOOKS21　導入資料 チューブファイル 1

書棚上-3-b-011 LOOKS21　資料 チューブファイル 1

書棚上-3-b-012
大学向け図書館情報総合システム　LOOKS21/U　使用の手引き
蔵書管理システム

雑誌 1 HITACHI

書棚上-3-b-013
大学向け図書館情報総合システム　LOOKS21/U　使用の手引き
学情センター接続システム

雑誌 1 HITACHI

書棚上-3-b-014 DM仕様策定 チューブファイル 1

書棚上-3-b-015 オンライン入力設計の資料 チューブファイル 1 図書館情報大学附属図書館

書棚上-3-b-016 貸本・返却・検索（基本設計書） チューブファイル 1 1982前後 図書館情報大学附属図書館

書棚上-3-b-017 昭和60年度委員会 チューブファイル 1 1985

書棚上-3-b-018 発注・受入・整理・蔵書ファイル作成業務システム (2) チューブファイル 1 図書館情報大学附属図書館

書棚上-3-c-001 電子図書館(TDL)の進捗状況に関する報告 封筒 4 2000
全て図書館情報大学図書館情報課長大場秀穂宛, 東京工業
大学・奈良先端科学技術大学院・神戸大学・筑波大学の4大
学から送付された資料

書棚上-3-c-002 電子図書館化推進会議資料 封筒 19 1999
参加機関：学術情報センター・図書館情報大学・筑波大学・東
京工業大学・京都大学・奈良先端科学技術大学院大学・神戸
大学
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書棚上-3-c-003 図書館情報大学ディジタル図書館構築計画 封筒 21 1999

書棚上-3-c-004 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー　資料 封筒 8
図書館情報大学　封筒内にファイルが１点、中には６点の資
料

書棚上-3-c-005 電子計算機システム技術審査詳細 封筒 7 表紙に「図書館情報課課長補佐　横山様」と記載

書棚上-3-c-006 図書館情報大学ディジタル図書館オープニングセレモニー　資料 封筒 8
図書館情報大学　封筒内にファイルが１点、中には６点の資
料

書棚上-3-c-007 ACCAS議事録 チューブファイル 1

書棚上-3-c-008 発注・受注・整理・蔵書ファイル作成業務システム　（１） チューブファイル 1

書棚上-3-c-009 図書館業務機械化WG　（４） チューブファイル 1

書棚上-3-c-010 CIRCULATION 基本設計書　オペレーションマニュアル チューブファイル 1

書棚上-3-c-011 ACCAS　ULIS作成業務仕様書　連絡票 チューブファイル 1

書棚上-3-c-012 ACCAS チューブファイル 1

書棚上-3-c-013 図書及び学術雑誌目録 紐綴じファイル 1 図書館情報大学創設準備室

書棚上-3-c-014 講義要目一覧　別科（特別要請家庭）　昭和４６年４月 小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-015 昭和４２年度　公開講座報告 雑誌 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-016
昭和４２年度　図書館短期大学公開講座　講義要項　（山口県?中
国地区）

小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-017 昭和４２年度公開講座　講義要項 小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-018 昭和４１年度　図書館短期大学公開講座講義要項（四国地区） 小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-019 昭和４１年度公開講座　講義要項 小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-020 昭和４０年度　公開講座講義要項 小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-021 図書館要覧 小冊子 1 図書館短期大学附属図書館

書棚上-3-c-022 製本雑誌一覧　1970年版 小冊子 1 　図書館短期大学

書棚上-3-c-023 図書館短期大学分類別蔵書数 プリント 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-024 図書館短期大学概要 プリント 1

書棚上-3-c-025 件名リスト プリント 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-026 懸案事項　◎教官閲覧室の充実 プリント 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-027 引きつぎ事項　47.12.18 小冊子 1 図書館短期大学

書棚上-3-c-028 図書館短期大学図書館概要 プリント 2 綴られてないけど２枚に及ぶ

書棚上-3-c-029 書庫室・自立式書架　平面・断面・詳細図 プリント 1 1972 図書館短期大学

書棚上-3-c-030 特殊積重型展示ウィンド プリント 1 国立図書館短期大学

書棚上-3-c-031 閲覧室案内図 プリント 1

書棚上-3-c-032 昭和５１年度夏期休業中日程表 プリント 1 庶務課図書係

書棚上-3-c-033 昭和４８年度　大学図書館職員長期研修聴講希望 プリント 1 庶務課図書係

書棚上-3-c-034 雑誌の整理について プリント 3 綴られてないけど３枚に及ぶ

書棚上-3-c-035 図書館短期大学紀要　別刷 紐綴じ 14

①図書館短期大学紀要第６集別刷?図書館短期大学紀要第
18週別刷り（１９７２年?１９８０年）１２点　②文車　図書館短期
大学図書館報（季刊）第２巻　第１号　③読書両方の理論をめ
ぐって

書棚上-3-c-036 書誌事項 ホッチキス止め 1

書棚上-3-c-037 短大部会 フラットファイル 1 ファイルに綴じられてなく挟まっているだけ　１２点の資料有

書棚上-3-c-038 図書館要覧 雑誌 1 図書館短期大学附属図書館

書棚上-3-c-039 昭和３７年度　図書館職員研究協議会　講義要項 雑誌 1 文部省図書館職員養成所　表紙に付箋「NCなし」

書棚上-3-c-040 昭和３７年度　図書館職員研究協議会　講義要項 雑誌 1 文部省図書館職員養成所　表紙に手書きで「図書館学」

書棚上-3-c-041 昭和３６年度　図書館職員研修会　講義要項 雑誌 1 文部省図書館職員養成所

書棚上-3-c-042 昭和３５年度　図書館職員研究協議会　講義要項 雑誌 1

書棚上-3-c-043 昭和３５年度　図書館職員研究協議会　講義要項 雑誌 1

書棚上-3-c-044 昭和３５年度　図書館職員研究協議会　講義要項 雑誌 1
表紙に手書きで「図書館学」・表紙に分類記号のシールのよう
なもの「010.7 M」

書棚上-3-c-045 昭和３４年度　図書館職（旧字）員研修会 雑誌 1 表紙に手書きで「図書館学」・表紙に文部省の印鑑

書棚上-3-c-046 図書館学科カリキュラム　授業内容一覧　昭和４４年度入学生用 雑誌 1
表紙に手書きで英語？で名前？が書いてある　図書館短期大
学

書棚上-3-c-047 高橋泰四郎氏旧蔵　図書館学関係資料目録 雑誌 1 1978 図書館短期大学

書棚上-3-c-048 書誌事項 プリント 11

書棚上-3-c-049 寄付申込書 プリント 2 記入なし

書棚上-3-c-050 寄贈図書の採納について（伺） プリント 2 記入なし

書棚上-3-c-051 講義における必要図書のアンケート プリント 2

書棚上-3-c-052 絶対必要な図書　アンケート結果 ホッチキス止め 1

書棚上-3-c-053 講義における必要図書のアンケート ホッチキス止め 1

書棚上-3-c-054 講義における必要図書のアンケート プリント 10

書棚上-3-c-055 講義における必要図書のアンケート クリップ止め 1

書棚上-3-c-056 講義における必要図書のアンケート プリント 2

書棚上-3-c-057 製本雑誌一覧　1970年版
冊子(ホッチキス
止め)

1 1972 図書館短期大学

書棚上-3-c-058 和書・増加目録(41年8月?42年3月)
冊子(ホッチキス
止め)

1 1967 図書館短期大学, コピー

書棚上-3-c-059 和書増加目録(42年4月?42年9月)
冊子(ホッチキス
止め)

1 1967 図書館短期大学, 白石用, コピー

書棚上-3-c-060 和書・増加目録(41年8月?42年3月)
冊子(ホッチキス
止め)

1 1967 図書館短期大学, コピー

書棚上-3-c-061 情報図書館大学(仮称)の構想 附属実験図書館について
冊子(ホッチキス
止め)

1 1971
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書棚上-3-c-062 昭和47年度 年次報告
冊子(ホッチキス
止め)

1 1972 図書館短期大学附属図書館

書棚上-3-c-063 将来計画参考資料 教育課程 冊子 1 1971 図書館短期大学

書棚上-3-c-064 昭和47年度 年次報告
冊子(ホッチキス
止め)

1 1972 図書館短期大学附属図書館, 2穴付き

書棚上-3-c-065 第二代学長 太田和彦先生の退官に寄せて 冊子 1 1973 図書館短期大学紀要第7集 別刷, 渡辺武

書棚上-3-c-066
NOTES ON LIBRARY SCIENCE 図書館発見の手帳 編集発行・渋
田義行・沢居紀充・世田谷区下馬町三・図書館短期大学 No.1
1965.7.15

冊子 1 1965

書棚上-3-c-067
NOTES ON LIBRARY SCIENCE 図書館発見の手帳 編集発行・渋
田義行・沢居紀充・世田谷区下馬町三・図書館短期大学 No.2
1965.10.15

冊子 1 1965

書棚上-3-c-068
NOTES ON LIBRARY SCIENCE 図書館発見の手帳 編集発行・渋
田義行・沢居紀充・世田谷区下馬町三・図書館短期大学 No3
1966.3.15

冊子 1 1966

書棚上-3-c-069
NOTES ON LIBRARY SCIENCE 図書館発見の手帳 編集発行・渋
田義行・沢居紀充・世田谷区下馬町三・図書館短期大学 No.4

冊子 1 1966

書棚上-3-c-070 地方公務員試験 傾向と対策 -公共図書館の司書になるには-
冊子(ホッチキス
止め)

1 1989 薬袋秀樹(地方公務員試験研究会)

書棚上-3-c-071 増加図書目録(和・洋) (昭和43年1月?44年9月) 冊子 1 1969 図書館短期大学

書棚上-3-c-072 昭和44年度 年次報告
冊子(ホッチキス
止め)

1 1969 図書館短期大学附属図書館

書棚上-3-c-073 ULIS OPENING (図書館情報大学公開) 出席者名簿 ホッチキス止め 1

書棚上-3-c-074 昭和45年度 図書館実習の手引
冊子(ホッチキス
止め)

1 1970 図書館短期大学

書棚上-3-c-075 昭和44年度図書館実習指導検討会議要旨 プリント 1 1969 図書館短期大学

書棚上-3-c-076 昭和42年度指定図書制度実施調査事項
冊子(ホッチキス
止め)

1 1967 図書館短期大学

書棚上-3-c-077 昭和42年度指定図書制度実施調査事項
冊子(ホッチキス
止め)

1 1967 図書館短期大学

書棚上-3-c-078 和書 増加図書目録(5月分)
冊子(ホッチキス
止め)

1

書棚上-3-c-079 資料目録法 -演習資料- カード実例集 冊子 1 1972 図書館短期大学 志村尚夫

書棚上-3-c-080 資料目録論 -概説- 冊子 1 1972 図書館短期大学 志村尚夫

書棚上-3-c-081 昭和42年度指定図書利用状況 冊子の束 23

「昭和42年度指定図書利用状況」12部, 「図書館大学(仮称)の
構想について」1部, 「昭和54年度概算要求書(図書館大学(仮
称)の創設に必要な経費)」1部, 「図書館・情報学にかかる高等
教育機関のあり方について(中間報告)」1部, 「昭和42年度指
定図書制度実施調査事項」6部, 「指定図書リスト」1部, 「昭和
43年度」1冊

書棚上-3-c-082 図書館要覧 冊子 1 1969 図書館短期大学附属図書館

書棚上-3-c-083 学生実習(レファレンス) 別科生 フラットファイル 1

書棚上-3-c-084
開学二十周年創基八十周年記念出版 図書館情報大学講演録「知
の銀河系」

箱 3 1999
中に本が3冊「第三集　新たな「知」の世界」「第四集　二十一
世紀の図書館」「第五集　多様な「知」と情報化社会」

書棚上-3-c-085
開学二十周年創基八十周年記念出版 図書館情報大学講演録「知
の銀河系」

箱 3 1999
中に本が3冊「第三集　新たな「知」の世界」「第四集　二十一
世紀の図書館」「第五集　多様な「知」と情報化社会」

書棚上-3-c-086 桐花爛漫 筑波大学131年人物列伝 図書 1 2003

書棚上-3-c-087 図書館情報大学附属図書館利用案内 パンフレット 1

書棚上-3-c-088 図書館情報大学附属図書館利用案内 パンフレット 1

書棚上-3-c-089
図書館情報大学附属図書館 図書館情報大学情報メディアユニオ
ン<ULIS>

冊子 1

書棚上-3-c-090 図書館情報大学総合情報処理センター 冊子 1 1998

書棚上-3-c-091
University of Library and Information Science 2002 図書館情報大
学概要

冊子 1 2002

書棚上-3-c-092
図書館情報大学附属図書館 図書館情報大学情報メディアユニオ
ン<ULIS>

冊子 1

書棚上-3-c-093 図書館情報大学総合情報処理センター 冊子 1 1998

書棚上-3-c-094
University of Library and Information Science 2002 図書館情報大
学概要

冊子 1 2002

書棚上-3-c-095 図書館情報大学ディジタル図書館 ULIS- DL パンフレット 1

書棚上-3-c-096 図書館情報大学総合情報処理センター 冊子 1 1998

書棚上-3-c-097
University of Library and Information Science 1999 図書館情報大
学概要

冊子 1 1999

書棚上-3-c-098
図書館情報大学開学20周年創基80周年記念特別展示会 「メディ
ア それぞれの時代」 -粘土板から電子書物まで-

雑誌 1 1999

書棚上-3-c-099 図書館情報大学ディジタル図書館システム 封筒 26 1999
「論文：図書館情報大学ディジタル図書館システム」13+10部,
プリント2枚, 「情報管理1999 VOL.42 NO.6」１部

書棚上-3-c-100 図書館職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953

書棚上-3-c-101 図書館短期大学史 -十七年の歩み- 閉学記念特集 雑誌 1 1981

書棚上-3-c-102 ULISの明日に向かって 3 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚上-3-c-103 ULISの明日に向かって 2 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚上-3-c-104 ULISの明日に向かって 雑誌 1 1995 図書館情報大学, プリント1枚挟まっている

書棚上-3-c-105 開学十周年記念 学生派遣報告書 雑誌 1 1991 図書館情報大学, プリント1枚挟まっている

書棚上-3-c-106 図書館情報大学五年の歩み 雑誌 1 1984 図書館情報大学, プリント1枚挟まっている

書棚上-4-a-001 空のファイル フラットファイル 1 何も書かれておらず何も挟まっていない

書棚上-4-a-002 空のファイル ポケットファイル 1 何も書かれておらず何も入っていない

書棚上-4-a-003 特別図書費概算要求関係 フラットファイル 1 「出版年鑑」1995　p308-309のコピーが挟まっている

書棚上-4-a-004 補佐（図情）引継書 フラットファイル 1
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書棚上-4-a-005 附属図書館の利用案内j（教員版） 封筒 15

①ホッチキス止め「附属図書館の利用あんない（教員版）」

②プリント「CM ICMのログのプリント方法」

③ホッチキス止め「情報源探索のためのインターネット入門」

④ホッチキス止め「汎用ワークステーションシステム利用マ
ニュアル（第一版）　総合情報処理センター」

⑤パンフレット「図書館情報大学附属図書館利用案内」

⑥マルチメディアネットワークシステム　利用の手引き（UNIX入
門編NEWS版）

⑦パンフレット「ULIS-OPAC利用案内（画面誘導型）」

⑧パンフレット「ULIS-OPAC利用案内（コマンド型）」

⑨プリント「北見工業大学附属図書館システム　OPAC検索
操作説明書（学内LAN用）」

⑩ホッチキス止め「汎用ワークステーションシステム利用マ
ニュアル（第一版）　総合情報処理センター」

⑪ホッチキス止め「マルチメディアネットワークシステムによる
UNIX入門編（NEWS版）」

⑫ホッチキス止め「利用の手引き（事務手続き編）」

⑬雑誌「汎用大型計算機システム利用の手引き」

⑭プリント「学術情報センター目録システムUNIX版UIPについ
て」

⑮プリント「ULIS-OPAC利用案内（コマンド型の巻）」

書棚上-4-a-006 司書日本語研修
スライドバーファ
イル

1 国際交流基金関西センター

書棚上-4-a-007 司書日本語研修 フラットファイル 1
綴じてあるプリントの他に、パンフレット「国際交流基金関西セ
ンター」とスライドバーファイル「平成１３年度　長期日本語研
修」が挟まっている

書棚上-4-a-008 大学図書館職員長期研修 フラットファイル 1

書棚上-4-a-009 予算関係 フラットファイル 1
綴じてあるプリントの他に、プリント６枚「平成16年度　第１回教
育用図書選定目安額・・・従来どおり」が挟まっている

書棚上-4-a-010 大村市立図書館・史料館の沿革 雑誌 1 筑波大学図書館情報学系　綿抜研究室　平成15年12月20日

書棚上-4-a-011 平成18年度　痔あがく図書館職員長期研修　講義要項 雑誌 1 筑波大学主催

書棚上-4-a-012 平成10年度　大学図書館職員長期研修　アンケート フラットファイル 1

書棚上-4-a-013 蔵書構成専門委員会　他専門委員会等 フラットファイル 1 筑波大学

書棚上-4-a-014 演習室・図書館の増築関係資料 封筒 1

書棚上-4-a-015 何も挟まっていないクリアファイル クリアファイル 1

書棚上-4-a-016 図書館情報大学原議書 メモパッド 1 メモとして裏紙を使用

書棚上-4-a-017 TulipsR つくばリポジトリ リーフレット 1 2006 筑波大学附属図書館. A4の紙資料14枚挟まっている.

書棚上-4-a-018 TulipsR つくばリポジトリ リーフレット 1 2006 筑波大学附属図書館. A42枚の紙資料が挟まっている.

書棚上-4-a-019 TulipsR つくばリポジトリ リーフレット 1 2006 折れ曲がっている.

書棚上-4-a-020 第18回国立大学図書館協会シンポジウム 雑誌 1 2005
主催：国立大学図書館協会. 開催：筑波大学附属図書館, 岡
山大学附属図書館.

書棚上-4-a-021
情報学群知識情報・図書館学類 図書館情報専門学群(3年次編
入)学校案内

パンフレット 1 2006 筑波大学図書館情報等支援室

書棚上-4-a-022
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士前期課程・博士後
期課程

パンフレット 1 2006 筑波大学図書館情報等支援室

書棚上-4-a-023 赤色のクリアファイル クリアファイル 1 中身なし.

書棚上-4-a-024 筑波大学附属図書館業務統計 フラットファイル 1 2005

平成16年度, 平成15年度の業務統計資料と大学・短期大学・
高専図書館調査票

 「法人化後の「情報サービスの一元化」体制について(提案)」

書棚上-4-a-025 附属図書館運営委員会 ガバットファイル 1 2004 第1回から第8回までの議事録と名簿.

書棚上-4-a-026 情報メディア系共用施設利用許可申請書 クリアファイル 2

書棚上-4-a-027 図情特別図書費 選定作業 フラットファイル 1 2004

書棚上-4-a-028 図書館情報大学と筑波大学の統合について プリント 1

書棚上-4-a-029 教育用図書選定 視聴覚資料選定 フラットファイル 1 2003

書棚上-4-a-030 収書専門委員会 フラットファイル 1 2005

書棚上-4-a-031 図書館情報課補佐所掌事務引継書 チューブファイル 1 1994

挟み込みの紙資料3点. 「図書館情報大学の創設準備につい
て-まとめ-」

「図書館情報大学附属図書館の現況」, 「図書館大学(仮称)の
構想について」

書棚上-4-a-032 筑波大学附属図書館規則集 チューブファイル 1 2004 情報サービス課 課長補佐(図情図書館). 挟み込み資料6点.

書棚上-4-a-033
春日キャンパス内のマニュアル 防災訓練. ISBN. 図情大沿革.
IFLA. 図情学資料購入予算確保. 雑誌選定. 入退出管理システム
管理. 統合時申し合わせ

チューブファイル 1 2003
フラットファイル1点「附属図書館の現状と課題」と封筒「図書館
情報大学の沿革」が挟み込まれている.

書棚上-4-a-034 ボランティア専門委員会／ボランティア懇談会 フラットファイル 1 2005

書棚上-4-a-035 図書館資料 資料配置図 プリント 7

書棚上-4-a-036
情報メディア研究科より図書館に提出したリスト及び関連資料, 平
成18年度特別支援事業経費資料

封筒 18 2006
紙資料16枚と「No.321 雄松堂書店古書目録」と「2004 冬 欧米
古書稀覯書 即時即売会 目録」

書棚上-4-a-037 図書館資料不用判定のためのリスト概要他 プリント 9 紙の束5点と紙資料4枚.

書棚上-4-a-038 資産台帳作業wg フラットファイル 1 挟み込み資料10点.

書棚上-4-a-039 図書館年鑑 チューブファイル 1
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書棚上-4-a-040 将来設計検討委員会報告の骨子 プリント 2 2002

書棚上-4-a-041 図書館年鑑関係 フラットファイル 1 2001

書棚上-4-a-042 図書館年鑑2003 フラットファイル 1 2003

書棚上-4-a-043
筑波大学と図書館情報大学両大学の統合にあたっての附属図書
館資料

ファイルボックス 14 フラットファイル1点と紙資料13点.

書棚上-4-b-001 今日に学び、明日を拓く -図書館情報大学生涯学習推進室年報- 雑誌 1 2000 図書館情報大学生涯学習推進室

書棚上-4-b-002 体育・保健センター年報 創刊号 雑誌 1 1988 図書館情報大学 体育・保健センター

書棚上-4-b-003 体育・保健センター年報 第2号 雑誌 1 1993 図書館情報大学 体育・保健センター

書棚上-4-b-004 図書館情報大学の創設準備について -まとめ- 雑誌 1 1979 図書館情報大学創設準備委員会

書棚上-4-b-005 ULISの明日に向かって 雑誌 1 1995 図書館情報大学自己評価委員会

書棚上-4-b-006 知的コミュニティ基盤研究センター年報 雑誌 1 2008 筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター

書棚上-4-b-007 知的コミュニティ基盤研究センター年報 雑誌 1 2004 筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター

書棚上-4-b-008 本学関係資料の取扱いについて プリント 1 2009 附属図書館長決定

書棚上-4-b-009 図書館情報大学関連記事掲載の新聞等(抜粋) 冊子 1 2001 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-010 図書館情報大学附属図書館報 Vol.17 No.1 2001 雑誌 1 2001 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-011 図書館情報大学附属図書館報 Vol.17 No.2 2001 雑誌 1 2001 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-012 図書館情報大学附属図書館報 Vol.17 No.3 2001 雑誌 1 2001 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-013 図書館情報大学附属図書館報 Vol.17 No.4 2001 雑誌 1 2001 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-014 図書館情報大学附属図書館報 Vol.18 No.2 2002 雑誌 1 2002 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-015 図書館情報大学附属図書館報 Vol.14 No.1 1998 雑誌 1 1998 図書館情報大学附属図書館

書棚上-4-b-016 まなびらいふ 雑誌 1 2002 生涯学習教育研究センターニュース 10号

書棚上-4-b-017
図書館情報大学大学院 情報メディア研究科博士前期課程図書館
情報学研究科 学位論文抄録集 平成13年度

雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-b-018
図書館情報大学大学院 図書館情報学研究科修士課程 学位論文
抄録集 平成12年度

雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-b-019 図書館情報大学の創設準備について -まとめ- 雑誌 1 1979 図書館情報大学創設準備委員会

書棚上-4-b-020 図書館情報大学附属図書館利用案内 パンフレット 1

書棚上-4-b-021 本学関係資料の取扱いについて プリント 1 2009 附属図書館長決定

書棚上-4-b-022 図情本学関係資料小冊子別置分リスト クリアポケット 1 2010

書棚上-4-b-023 図書館短期大学・図書館情報大学 歴代教職員名簿 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-b-024 組織の廃止 フラットファイル 1 1999 文部省高等教育局大学課長

書棚上-4-b-025 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等資料 フラットファイル 1 2000 文部省高等教育局大学課長

書棚上-4-b-026 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等資料 フラットファイル 1 2002 文部科学省. 図書館情報大学

書棚上-4-b-027
平成十四年二月 第百五十四回国会(常会) 国立学校設置法の一
部を改正する法律案に関する答弁資料

冊子 1 2002 文部科学省高等教育局

書棚上-4-b-028 図書館情報大学文献目録 フラットファイル 1 1995 図書館学会年報

書棚上-4-b-029 筑波大学 事務案内 雑誌 1 2001 筑波大学総務部広報調査課

書棚上-4-b-030 筑波大学概要2001-02 雑誌 1 2001 筑波大学総務部広報調査課

書棚上-4-b-031 筑波大学概要2002-03 雑誌 1 2002 筑波大学総務部広報調査課

書棚上-4-b-032 筑波大学電子図書館システムにおける著作権処理について 雑誌 1 1997 筑波大学附属図書館

書棚上-4-b-033 「高度発信型電子図書館システム」の考え方(基本構想) 雑誌 1 1997 筑波大学附属図書館

書棚上-4-b-034 筑波大学の基本構想 雑誌 1 1980 筑波大学

書棚上-4-b-035 筑波大学附属図書館概要 雑誌 1 2002 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-036 筑波大学附属図書館利用案内 教員版 雑誌 1 2002 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-037 行きたくなる図書館 ?私たちの長崎市立図書館構想? 雑誌 1 2000 長崎伝習所 夢いっぱい！としょかん塾

書棚上-4-b-038 自己点検・評価報告所 -<知の広場>の発展をめざして- 雑誌 1 2001 山口大学附属図書館

書棚上-4-b-039 筑波ネットワーク研究 第3号 1996年8月30日 雑誌 1 1996 つくば相互接続ネットワーク協議会

書棚上-4-b-040 第19回 医学図書館員研究集会資料 雑誌 1 1984
日本医学図書館協会. 当番館：和歌山県立医科大学附属図
書館

書棚上-4-b-041 東洋大学社会学部 図書館学専攻生名簿 雑誌 1 1981 東洋大学 図書館学専攻生の会

書棚上-4-b-042
大学審議会全28答申・報告書 -大学審議会14年間の活動の軌跡
と大学改革

雑誌 1 2002 高等教育研究会編集.

書棚上-4-b-043 新しい「国立大学法人」像について 雑誌 1 2002 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議

書棚上-4-b-044 筑波大学前史資料調査室ニューズレター 2穴綴じ 1 2001 筑波大学前史資料調査室

書棚上-4-b-045 筑波大学電子図書館Tulips リーフレット 1 2000 筑波大学附属図書館

書棚上-4-b-046 Tulips 筑波大学電子図書館 リーフレット 1 筑波大学附属図書館

書棚上-4-b-047 体芸図書館ポスター展2003
ホッチキス止め
冊子

1 2003 筑波大学体育・芸術図書館

書棚上-4-b-048
筑波大学開学30周年(創基131年)記念 附属図書館貴重図書 特別
展

雑誌 1 2003 筑波大学附属図書館

書棚上-4-b-049 筑波大学附属図書館概要 パンフレット 1 2000 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-050 筑波大学附属図書館概要 雑誌 1 2002 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-051 筑波大学附属図書館概要 雑誌 1 2003 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-052 筑波大学附属図書館利用案内 教員版 雑誌 1 2002 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-053 筑波大学附属図書館利用案内 教員版 雑誌 1 2003 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-054 筑波大学附属図書館利用案内 パンフレット 4 2004 筑波大学附属図書館

書棚上-4-b-055 海外機関との相互利用(文献複写)に関する調査報告 雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会 国際アクセス特別委員会

書棚上-4-b-056 海外機関との相互利用(文献複写)に関する調査報告 雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会 国際アクセス特別委員会

書棚上-4-b-057
大学図書館における組織・機構及び業務の改善に関するアンケー
ト調査 集計結果のまとめ

雑誌 1 1999 国立大学図書館協議会 図書館組織・機構特別委員会

書棚上-4-b-058
平成11年度 国立大学図書館協議会 図書館組織・機構特別委員
会 終報告

雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会 図書館組織・機構特別委員会

書棚上-4-b-059
平成11年度 国立大学図書館協議会 図書館電子化システム特別
委員会 第1,2年次報告

雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会 図書館電子化システム特別委員会
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書棚上-4-b-060
平成12年度 国立大学図書館協議会 図書館電子化システム特別
委員会 第3年次報告

雑誌 1 2001 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-061 国立大学図書館の管理・運営に関するガイドブック 雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会 図書館組織・機構特別委員会

書棚上-4-b-062
図書館職員の確保・研修・処遇のあり方に関するアンケート調査
集計結果のまとめ

雑誌 1 1999 国立大学図書館協議会 図書館組織・機構特別委員会

書棚上-4-b-063
国立大学図書館協議会 図書館システム特別委員会 ILLシステム
専門委員会 終報告

雑誌 1 1998

書棚上-4-b-064
学術情報資源への安定した共同アクセスを実現するために -分担
収集と資料保存施設-

雑誌 1 2001 国立大学図書館協議会 情報資源共用・保存特別委員会

書棚上-4-b-065 平成10年度 国立大学図書館協議会海外派遣報告 雑誌 1 1999 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-066 平成11年度 国立大学図書館協議会海外派遣報告 雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-067 平成12年度 国立大学図書館協議会海外派遣報告 雑誌 1 2001 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-068 平成13年度 国立大学図書館協議会海外派遣報告 雑誌 1 2002 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-069
社会教育主事、学芸員及び司書の養成、研修等の改善方策につ
いて(報告)

雑誌 1 1996 生涯学習審議会社会教育分科審議会

書棚上-4-b-070
大学図書館における身体障害者サービスのあり方 国立大学図書
館協議会 身体障害者サービスに関する調査研究班報告書 第Ⅱ
部

雑誌 1 1998
国立大学図書館協議会 身体障害者サービスに関する調査研
究班

書棚上-4-b-071 学術情報の流通基盤の充実について(審議のまとめ) 雑誌 1 2002
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 情報科学技術
委員会

書棚上-4-b-072 科学技術基本計画 雑誌 1 2001
閣議決定,プリント１枚,ホッチキス止めのプリントが挟まってい
る

書棚上-4-b-073
筑波で求められる新しい大学システムのあり方に関する調査研究
-第１次調査研究の報告書-

雑誌 1 2000
財団法人総合科学研究機構　新しい大学システム研究会,プリ
ント１枚とホッチキス止めのプリントが挟まっている

書棚上-4-b-074 筑波大学附属図書館利用案内　教員版 雑誌 1 2002 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-075 筑波大学附属図書館利用案内　教員版 雑誌 1 2001 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-076 筑波大学附属図書館概要 雑誌 1 2002 筑波大学図書館部

書棚上-4-b-077 筑波大学概要2002-03 雑誌 1 2002 筑波大学総務部広報調査課

書棚上-4-b-078 筑波大学将来設計検討委員会の構成図 ホッチキス止め 1

書棚上-4-b-079 学報　537号 2穴綴じ 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-b-080 第４５回　国立大学図書館協議会総会 雑誌 1 1998 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-081 第４６回　国立大学図書館協議会総会 雑誌 1 1999 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-082 第４７回　国立大学図書館協議会総会 雑誌 1 2000 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-083 第４８回　国立大学図書館協議会総会 雑誌 1 2001 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-084 第４９回　国立大学図書館協議会総会 雑誌 1 2002 国立大学図書館協議会

書棚上-4-b-085
図書館情報大学附属図書館 図書館情報大学情報メディアユニオ
ン<ULIS>

冊子 1 プリント３枚挟まっている

書棚上-4-b-086
図書館情報大学附属図書館 図書館情報大学情報メディアユニオ
ン<ULIS>

冊子 1

書棚上-4-b-087
図書館情報大学附属図書館 図書館情報大学情報メディアユニオ
ン<ULIS>

冊子 1

書棚上-4-b-088
図書館情報大学附属図書館 図書館情報大学情報メディアユニオ
ン<ULIS>

冊子 1

書棚上-4-b-089 電子図書館時代へ向けての大規模図書館の未来像 雑誌 1 1996 電子図書館研究会専門部会

書棚上-4-b-090 大学図書館における評価指標報告書（Version 0） 雑誌 1 2002
国立大学図書館協議会　法人格取得問題に関する附属図書
館懇談会　図書館評価指標 WG

書棚上-4-b-091 図書館情報大学同窓会橘会 八十年記念誌 雑誌 1 2002 図書館情報大学同窓会橘会 協賛 図書館情報大学

書棚上-4-b-092
大学における電子ジャーナルの利用の現状と将来に関する調査
-結果報告書-

雑誌 1 2001 国立大学図書館協議会　電子ジャーナルタスクフォース

書棚上-4-b-093
公共図書館と児童サービスの新たな展望　　-子供読書年を記念し
て-

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習教育センター

書棚上-4-b-094 すべての図書館に専門職員の資格制度を 雑誌 1 2002 図書館大学生涯学習教育研究センター

書棚上-4-b-095 教員の懲戒処分について ホッチキス止め 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-b-096 図書館情報大学ディジタル図書館　ULIS-DL パンフレット 1 図書館情報大学

書棚上-4-b-097 図書館情報大学　総合情報処理センター　年報 雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-b-098 情報処理センター 雑誌 1 1998 図書館情報大学

書棚上-4-b-099
図書館情報大学と筑波大学図書館の情報専門学群等に関する案
内

雑誌 1 2002 筑波大学図書館情報等教育研究支援室

書棚上-4-b-100 図書館情報大学と筑波大学との大学統合について ホッチキス止め 1 2002

書棚上-4-b-101 University of Library and Information Science 雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-b-102
今日に学び、明日を拓く　-図書館情報大学生涯学習教育センター
-

雑誌 1 2002 図書館情報大学生涯学習教育研究センター

書棚上-4-b-103 筑波大学　図書館情報専門学群　学群案内２００３ 雑誌 1 2003 SLIS

書棚上-4-b-104
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　日本昔話の多言語ディジタル文庫?多言語ブラ
ウザで見る昔話?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-b-105
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　現代の絵本　115冊　平成12年１２月10日

リーフレット 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-b-106
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　世界で初めての絵本賞受賞図書?コールデコッ
ト賞?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-b-107
子ども読書年記念　子どもの心を育てる読書活動推進全国大会
併設　児童書展示　明治大正期の児童図書?形態や装丁の変遷に
つれて?　平成12年１２月10日

リーフレット 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-b-108 大学図書館職員長期研修　講義要綱 雑誌 1 1998 文部省　図書館情報大学　共催

書棚上-4-b-109 文部省委嘱学校図書館司書教諭講習　講義要項 雑誌 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-b-110 ULIS　ゆうりす　号外No.15 雑誌 1 1996 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-4-b-111 ULIS　ゆうりす　号外No.18 雑誌 1 1998 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-4-b-112 ULIS　ゆうりす　号外No.19 雑誌 1 1999 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-4-b-113 ULIS　ゆうりす　号外No.20 雑誌 1 2000 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-4-b-114 ULIS　ゆうりす　号外No.21 雑誌 1 2001 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学
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書棚上-4-b-115 ULIS　ゆうりす　号外No.22 雑誌 1 2002 編集：図書館情報大学　学生委員会　刊行：図書館情報大学

書棚上-4-b-116 ULIS ゆうりす No.82 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-4-b-117 ULIS ゆうりす No.83 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-4-b-118 ULIS ゆうりす No.84 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-4-b-119 ULIS ゆうりす No.85　特集号 雑誌 1 2002 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-4-b-120 ULIS ゆうりす No.86　特集号 雑誌 1 2003 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-4-b-121 ULIS ゆうりす No.87 雑誌 1 2004 図書館情報大学 学生委員会

書棚上-4-b-122
University of Library and Information Science 2000 図書館情報大
学概要

冊子 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-b-123 平成10年度　学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-4-b-124 平成11年度　学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-4-b-125 平成13年度　学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-4-b-126 平成14年度　学生名簿 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-4-b-127 学生マニュアルⅡ　平成14年度　（学生生活編） 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-b-128 学生マニュアルⅡ　平成13年度　（学生生活編） 雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-b-129 学生マニュアルⅡ　平成14年度　（学生生活編） 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-b-130 歴代教職員名簿 雑誌 1 2002 図書館短期大学・図書館情報大学

書棚上-4-b-131 図書館情報大学　教官総覧　1998 雑誌 1 1998 図書館情報大学庶務課

書棚上-4-b-132 図書館情報大学の創設準備について　?まとめ? 雑誌 1 1979 図書館情報大学創設準備委員会

書棚上-4-b-133 図書館大学（仮称）の構想について 雑誌 1 1978 昭和５３年７月31日　図書館大学（仮称）創設準備委員会

書棚上-4-b-134
University of Library and Information Science 2001 図書館情報大
学概要

冊子 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-b-135 速報つくば ファイルボックス 62 ほぼ速報つくば　たまに公務員倫理読本、学報

書棚上-4-b-136 戦後の日本学術図書館政策及び図書館学の展開過程 雑誌 1 1999 図書館情報大学　研究成果報告書

書棚上-4-b-137 筑波大学との統合にあたって チューブファイル 1

書棚上-4-b-138 筑波大学との統合に望む図書館情報大学の姿勢 ファイルボックス 5

書棚上-4-b-139 NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーA 運用と計画 雑誌 1

書棚上-4-b-140 ロシア・ソ連　書誌,図書館学資料集成リスト（マイクロフィッシュ） 雑誌 1 1983
図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ２　増補
版）

書棚上-4-b-141 NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーE　参考資料 雑誌 1

書棚上-4-b-142 NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーB　情報システム 雑誌 1

書棚上-4-b-143
NTIS研究リポートリスト（マイクロフィッシュ）図書館情報学篇
1968?1976

雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館　（書誌・書目シリーズ１）

書棚上-4-b-144 NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーO　全般 雑誌 1

書棚上-4-b-145 NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーD　職員 雑誌 1

書棚上-4-b-146
NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーC　市場と利用
者サービス

雑誌 1

書棚上-4-b-147 NTIS; Library and Information Sciences カテゴリーO　全般 雑誌 1

書棚上-4-b-148 筑波大学情報学群　2007 パンフレット 1 2007

書棚上-4-b-149 図情図書館書架調べ プリント 1

書棚上-4-b-150 図情図書館見取り図 プリント 1

書棚上-4-b-151 14年度　個別暖房装置の設置等について（報告） ホッチキス止め 1

書棚上-4-b-152
３M　ブックディテクションシステム　AVライブラリー用　タトルテープ
/ショートタトルテープの貼付法

ホッチキス止め 1

書棚上-4-b-153 筑波大学　朝永振一郎博士生誕100年記念事業　事業概要 パンフレット 1

書棚上-4-b-154 筑波大学菅平高原実験センター 雑誌 1

書棚上-4-b-155 業務改善実施計画 プリント 2

書棚上-4-b-156 江戸前期の湯島聖堂 雑誌 1 2005 筑波大学資料による復元研究成果の公開

書棚上-4-b-157 附属図書館将来計画資料 封筒 9

書棚上-4-c-001 H10年度　司書日本語研修　「研究発表会」H11・３・２ ビデオテープ 1 1999

書棚上-4-c-002 筑波大学附属図書館案内（英語版） ビデオテープ 1 1993

書棚上-4-c-003 OCLC ファーストサーチ入門篇 ビデオテープ 1 企画作成：㈱紀伊国屋書店

書棚上-4-c-004 筑波大学附属図書館案内（中国語版） ビデオテープ 1 1993

書棚上-4-c-005 筑波大学附属図書館案内 ビデオテープ 1 1993

書棚上-4-c-006 筑波大学附属図書館案内（ハングル語版） ビデオテープ 1 1993

書棚上-4-c-007
自動化書庫Auto Lib. 国際基督教大学図書館　日本ファイリング株
式会社

ビデオテープ 1

書棚上-4-c-008 衛生通信を利用した公開講座『本と情報の世界』 ビデオテープ 1 1998

文部省委嘱　衛星通信利用による公民館等の学習機能高度
化推進事業

主催　公立図書館等衛星通信利用推進協議会

書棚上-4-c-009 衛生通信を利用した公開講座『本と情報の世界』 ビデオテープ 1 1998

文部省委嘱　衛星通信利用による公民館等の学習機能高度
化推進事業

主催　公立図書館等衛星通信利用推進協議会

書棚上-4-c-010 筑波大学附属図書館案内 ビデオテープ 1 1993

書棚上-4-c-011 BIBLIOTHEQUE DE FRANCE, ANTICIPATION ビデオテープ 1

書棚上-4-c-012 ULIS My World -図書館情報大学を君たちに- ビデオテープ 1 図書館情報大学　紹介ビデオ

書棚上-4-c-013 OCLC ファーストサーチ入門篇 ビデオテープ 1 企画作成：㈱紀伊国屋書店

書棚上-4-c-014 昭和５９年度　入学者選抜方法研究調査報告書 雑誌 1 1984 図書館情報大学

書棚上-4-c-015 昭和５９年度　学生名簿 雑誌 1 1984 図書館情報大学

書棚上-4-c-016 昭和６０年度　学生名簿 雑誌 1 1985 図書館情報大学

書棚上-4-c-017 昭和６１年度　学生名簿 雑誌 1 1986 図書館情報大学
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書棚上-4-c-018 昭和６２年度　学生名簿 雑誌 1 1987 図書館情報大学

書棚上-4-c-019 昭和６３年度　学生名簿 雑誌 1 1988 図書館情報大学

書棚上-4-c-020 平成元年　学生名簿 雑誌 1 1989 図書館情報大学

書棚上-4-c-021 平成２年　学生名簿 雑誌 1 1990 図書館情報大学

書棚上-4-c-022 平成３年　学生名簿 雑誌 1 1991 図書館情報大学

書棚上-4-c-023 平成４年　学生名簿 雑誌 1 1992 図書館情報大学

書棚上-4-c-024 平成５年　学生名簿 雑誌 1 1993 図書館情報大学

書棚上-4-c-025 平成６年　学生名簿 雑誌 1 1994 図書館情報大学

書棚上-4-c-026 平成７年　学生名簿 雑誌 1 1995 図書館情報大学

書棚上-4-c-027 平成８年　学生名簿 雑誌 1 1996 図書館情報大学

書棚上-4-c-028 平成９年　学生名簿 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚上-4-c-029 平成１０年　学生名簿 雑誌 1 1998 図書館情報大学

書棚上-4-c-030 平成１１年　学生名簿 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚上-4-c-031 平成１２年　学生名簿 雑誌 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-c-032 平成１４年　学生名簿 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-c-033 学生マニュアルⅠ（学修編）　昭和５５年度 雑誌 1 1980 図書館情報大学

書棚上-4-c-034 学生マニュアルⅠ（学修編）　平成９年度 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚上-4-c-035 学生マニュアルⅠ（学修編）　平成１２年度 雑誌 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-c-036 学生マニュアルⅡ（学生生活編）　平成１２年度 雑誌 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-c-037 学生マニュアルⅡ（学生生活編）　平成１２年度 雑誌 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-c-038 学生マニュアルⅡ（学生生活編）　平成１３年度 雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-c-039 平成７年度　図書館情報学部　シラバス 雑誌 1 1995 図書館情報大学

書棚上-4-c-040 平成１３年度　図書館情報学部　解説授業科目一覧・シラバス 雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-c-041 平成１３年度　図書館情報学部　解説授業科目一覧・シラバス 雑誌 1 2001 図書館情報大学

書棚上-4-c-042 平成１４年度　図書館情報学部　解説授業科目一覧・シラバス 雑誌 1 2002 図書館情報大学

書棚上-4-c-043 平成１５年度　図書館情報学部　解説授業科目一覧・シラバス 雑誌 1 2003 図書館情報大学

書棚上-4-c-044
平成１６年度　図書館情報専門学群　解説授業科目一覧・シラバス
１・２年次

雑誌 1 2004 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-045
平成１６年度　図書館情報専門学群　解説授業科目一覧・シラバス
３・４年次

雑誌 1 2004 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-046
平成１６年度　図書館情報専門学群　解説授業科目一覧・シラバス
３・４年次

雑誌 1 2004 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-047
平成１７年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス　１?３
年次

雑誌 1 2005 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-048
平成１７年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス　４年
次

雑誌 1 2005 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-049
平成１７年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス　４年
次

雑誌 1 2005 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-050 平成１８年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2006 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-051 平成１９年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2007 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-052 平成２０年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2008 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-053 平成２１年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2009 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-054 図書館情報大学案内　昭和５８年度 雑誌 1 1983 図書館情報大学

書棚上-4-c-055 図書館情報大学案内　昭和５９年度 雑誌 1 1984 図書館情報大学

書棚上-4-c-056 図書館情報大学案内　昭和６３年度 雑誌 1 1988 図書館情報大学

書棚上-4-c-057 図書館情報大学 雑誌 1 1992 図書館情報大学

書棚上-4-c-058 図書館情報大学大学院　区分制博士課程　情報メディア研究科 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-4-c-059 図書館情報大学大学院　区分制博士課程　情報メディア研究科 雑誌 1 図書館情報大学

書棚上-4-c-060 平成２０年度大学院便覧（筑波キャンパス） 雑誌 1 2008 筑波大学

書棚上-4-c-061 平成２１年度大学院便覧（筑波キャンパス） 雑誌 1 2009 筑波大学

書棚上-4-c-062 学生マニュアルⅡ（学生生活編）　平成１１年度 雑誌 1 1999 図書館情報大学

書棚上-4-c-063 学生マニュアル　平成１５年度 雑誌 1 2003 図書館情報大学

書棚上-4-c-064 総合情報処理センター 雑誌 1 1996 図書館情報大学

書棚上-4-c-065 図書館情報大学概要 雑誌 1 1997 図書館情報大学

書棚上-4-c-066 図書館情報大学と筑波大学図書館情報専門学群等に関する案内 雑誌 1 2002
筑波大学図書館情報等教育研究支援室

図書館情報大学事務担当室

書棚上-4-c-067 平成１９年度　知識情報・図書館学類　解説授業科目シラバス 雑誌 1 2007 筑波大学情報学群知識情報・図書館学類

書棚上-4-c-068 平成２０年度　知識情報・図書館学類　解説授業科目シラバス 雑誌 1 2008 筑波大学情報学群知識情報・図書館学類

書棚上-4-c-069 平成２０年度　情報メディア創成学類　解説授業科目シラバス 雑誌 1 2008 筑波大学・情報学群　情報メディア創成学類

書棚上-4-c-070 保管用コピー　図書館情報大学（仮称）の構想について クリアファイル 1 1978 図書館痔学創設準備室

書棚上-4-c-071 平成１８年度　クラス別学生名簿 ホッチキス止め 1 筑波大学図書館

書棚上-4-c-072 開学20周年創基80周年記念と区別展示会・講演会を開催 ホッチキス止め 1 図書館情報大学

書棚上-4-c-073 図書館情報大学　情報メディア総合センター
スライドバーファ
イル

1 図書館情報大学

書棚上-4-c-074 図書館情報大学　開学五周年記念 封筒 4 図書館情報大学

書棚上-4-c-075 図書館情報大学　開学十周年記念 封筒 3 図書館情報大学

書棚上-4-c-076 大学統合　News Letter ?教職員のために?　NO.1 クリアファイル 1 2000 図書館情報大学

書棚上-4-c-077 環境測定試験紙　環境モニター 箱 1

書棚上-4-c-078 図書館情報大学２色塗料 箱 4 塗料缶が４つ

書棚上-4-c-079 サンアロー接着駅　スポイト付き 箱 1

書棚上-4-c-080 NEW COLLEGIATE THIRD EDITION 辞典 1 1984

書棚上-4-c-081 スタンダード佛和辞典　増補改訂版 辞典 1 1983
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書棚上-4-c-082 NEW COLLEGIATE THIRD EDITION 辞典 1 1984

書棚上-4-c-083 現代独和辞典 辞典 1 1983

書棚上-4-c-084 GENIUS 辞典 1 1992

書棚上-4-c-085 PROGRESSIVE 辞典 1 1982

書棚上-4-c-086 NACSIS-IR 情報検索入門 ビデオテープ 1 学術情報センター

書棚上-4-c-087 クラウン仏和辞典　第４版 辞典 1 2000

書棚上-4-c-088 旺文社　国語辞典　新版 辞典 1 1984

書棚上-4-c-089 筑波大学・大学附属図書館案内のパンフレット類 ファイルボックス 15

書棚上-4-c-090
平成１６年度　図書館情報専門学群　解説授業科目一覧・シラバス
１・２年次

雑誌 1 2004 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-091
平成１６年度　図書館情報専門学群　解説授業科目一覧・シラバス
３・４年次

雑誌 1 2004 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-092
平成１７年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス　４年
次

雑誌 1 2005 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-093 平成１９年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2007 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-094 平成２０年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2008 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-095 平成２０年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2008 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-096 平成２１年度　図書館情報専門学群解説授業科目シラバス 雑誌 1 2009 筑波大学　図書館情報専門学群

書棚上-4-c-097 図書館大学（仮称）の構想について 雑誌 1 1978 昭和５３年７月31日　図書館大学（仮称）創設準備委員会

総務書庫1 司書教諭情報化研修 ビデオテープ 1 バラ

総務書庫10 平成15年度図書館情報大学卒業式・修了式 ビデオテープ 1 バラ

総務書庫11 平成6年度図書館情報大学入学式 ビデオテープ 1 1994 バラ

総務書庫12
NHKニュース　平成10年10月7日（水）放送（図書館情報大学入試
外部評価委員会専門委員会）

ビデオテープ 1 1998 バラ

総務書庫13
図書館情報大学紹介ビデオ（原版）ULIS My World-図書館情報大
学を君たちに-

ビデオテープ 1 バラ

総務書庫14 セゾンテレビ（サンデーセゾン19時?20時）本学取材4/18 ビデオテープ 1 バラ

総務書庫15 ACSSジャスコふれあいタイム（竹内先生　栗苑祭）取材10/22 ビデオテープ 1 バラ

総務書庫16
NHKスペシャル「シリーズ大学を問う②討論・大学は変えられるか」
平成四年四月二日（木）十九時三〇分?二十一時

ビデオテープ 1 バラ

総務書庫17 平成14年度卒業式・修了式 ビデオテープ 1 2002 バラ

総務書庫18 平成15年度図書館情報大学入学式 ビデオテープ 1 2003 バラ

総務書庫19 平成14年度卒業式・修了式リハーサル ビデオテープ 1 2002 バラ

総務書庫2 ２００１年4月２６日NHK阿刀田氏出演 ビデオテープ 1 2001 バラ

総務書庫3 エル・ネット（教育情報衛星通信ネットワーク） ビデオテープ 1 バラ

総務書庫4
「インターネット・ディベート」シリーズ「大学改革」第1回「トップ３０」
で大学は活性化できるか？

ビデオテープ 1 2001 バラ

総務書庫5
「インターネット・ディベート」シリーズ「大学改革」第３回「遠山プラ
ン」を考える

ビデオテープ 1 2001 バラ

総務書庫6
メディア教育開発センター紹介ビデオ/平成十年度「マルチメディア
と高等教育」

ビデオテープ 1 1998 バラ

総務書庫7
文部省委嘱　衛星通信利用による公民館等の学習機能高度化推
進事業　衛星通信を利用した公開講座『本と情報の世界』

ビデオテープ 1 バラ

総務書庫8 ISDL'95① ビデオテープ 1 1995 バラ

総務書庫9
図書館情報大学　紹介ビデオ　ULIS-My World -図書館情報大学
を君たちに-

ビデオテープ 1 1989 バラ

総務書庫a-1 科学・文化・人間のまち　つくば　企画：つくば市 ビデオテープ 1 a

総務書庫a-2 素顔いっぱい　つくば ビデオテープ 1 a

総務書庫a-3 ACSSつくばサタデーサテライト-生放送お昼の伝言板- ビデオテープ 1 a

総務書庫a-4 国立大学のマル秘作戦 ビデオテープ 1 1987 a

総務書庫a-5
昭和６１年図書館情報大学公開講演会「２１世紀の住まい」講師清
家清

ビデオテープ 1 1986 a

総務書庫a-6 未来にはばたけ！サイエンスシティ・つくば ビデオテープ 1 a

総務書庫a-7 昭和５９年図書館情報大学入学式 ビデオテープ 1 1984 a

総務書庫a-8 タイトルなし ビデオテープ 1 a

総務書庫a-9 昭和５８年度入学式 ビデオテープ 1 1983 a

総務書庫b-1 ２１世紀を目指す電気通信大学（５９年） ビデオテープ 1 1984 b

総務書庫b-2 （学生たちのキャンパス・レポート）私たちの群馬大学 ビデオテープ 1 b

総務書庫b-3 金沢大学案内 ビデオテープ 1 b

総務書庫b-4 埼玉大学紹介ビデオ ビデオテープ 1 1991 b

総務書庫b-5 関東学院大学　青春ステージ ビデオテープ 1 b

総務書庫b-6 「飛翔」-私達の宇都宮大学-13 ビデオテープ 1 b

総務書庫b-7 すばらしきキャンパス ビデオテープ 1 1987 b

総務書庫b-8 大学情報『近畿大学』 ビデオテープ 1 b

総務書庫c-1 平成3年度一般公開講座「書物よもやま話」① カセットテープ 1 1991 c

総務書庫c-10 平成４年度一般公開講座「ヘルス・サイエンス」No.1 カセットテープ 1 1992 c

総務書庫c-11 平成４年度一般公開講座「ヘルス・サイエンス」No.2 カセットテープ 1 1992 c

総務書庫c-12 平成４年度一般公開講座「ヘルス・サイエンス」No.3 カセットテープ 1 1992 c

総務書庫c-13 平成４年度一般公開講座「ヘルス・サイエンス」No.4 カセットテープ 1 1992 c

総務書庫c-14 平成４年度一般公開講座「ヘルス・サイエンス」No.5 カセットテープ 1 1992 c

総務書庫c-2 平成3年度一般公開講座「書物よもやま話」② カセットテープ 1 c

総務書庫c-3 平成3年度一般公開講座「書物よもやま話」③ カセットテープ 1 c

総務書庫c-4 平成3年度一般公開講座「書物よもやま話」④ カセットテープ 1 c

総務書庫c-5 平成3年度一般公開講座「書物よもやま話」⑤ カセットテープ 1 c

総務書庫c-6 平成3年度一般公開講座「書物よもやま話」⑥ カセットテープ 1 c
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総務書庫c-7 特別講演会 カセットテープ 1 1991 c

総務書庫c-8 公開講演会 カセットテープ 1 1991 c

総務書庫c-9 小野寺学長ラジオインタビュー カセットテープ 1 1991 c

総務書庫d-1 一般公開講座「国際化時代を考える」講師藤川正信　No.1 カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-10 一般公開講座「国際化時代を考える」総括討議No.２ カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-11 公開講演会　「つくば」その心の風景-精神医学的見地から- カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-12
公開講演会　「つくば」その心の風景-精神医学的見地から-（補
充）

カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-13 昭和６２年度　公開講演会　小野泰博教授「憂き世」と[浮き世」 カセットテープ 1 1988 d

総務書庫d-14
公開講演会講師大庭治夫助教授「わたしと本」-わたしにとっての
一冊の本-

カセットテープ 1 1989 d

総務書庫d-15 公開講演会「私の読書遍歴」講師　藤原祥三 カセットテープ 1 1989 d

総務書庫d-16 公開講演会　「子どもの本の捜し方」 カセットテープ 1 1989 d

総務書庫d-2 一般公開講座「国際化時代を考える」講師藤川正信　No.2 カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-3 国際化時代を考える　村田健郎② カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-4 国際化時代を考える　村田健郎① カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-5 一般公開講座「国際化時代を考える」言語文化　小野寺和夫No.1 カセットテープ 1 d

総務書庫d-6 一般公開講座「国際化時代を考える」言語文化　小野寺和夫No.２ カセットテープ 1 d

総務書庫d-7 一般公開講座「国際化時代を考える」講師　大庭治夫No.1 カセットテープ 1 1987 d

総務書庫d-8 一般公開講座「国際化時代を考える」講師　大庭治夫No.２ カセットテープ 1 d

総務書庫d-9 一般公開講座「国際化時代を考える」総括討議No.1 カセットテープ 1 1987 d

総務書庫e-1 平成２年度専門公開講座「情報サービスシステムの高度化」No.1 カセットテープ 1 e

総務書庫e-10
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/26
No.3

カセットテープ 1 e

総務書庫e-11
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/26
No.２

カセットテープ 1 e

総務書庫e-12
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/26
No.1

カセットテープ 1 e

総務書庫e-13 公開講演会「中国はどこへ行く」　凌星光氏 カセットテープ 1 e

総務書庫e-14 公開講演会（桜井宣隆） カセットテープ 1 e

総務書庫e-2 平成２年度専門公開講座「情報サービスシステムの高度化」No.2 カセットテープ 1 e

総務書庫e-3 平成２年度専門公開講座「情報サービスシステムの高度化」No.３ カセットテープ 1 e

総務書庫e-4 平成２年度専門公開講座「情報サービスシステムの高度化」No.４ カセットテープ 1 e

総務書庫e-5 平成２年度専門公開講座「情報サービスシステムの高度化」No.５ カセットテープ 1 e

総務書庫e-6
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/12
No.1

カセットテープ 1 e

総務書庫e-7
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/12
No.２

カセットテープ 1 e

総務書庫e-8
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/19
No.１

カセットテープ 1 e

総務書庫e-9
平成２年度専門公開講座「アルメニア-民族の歴史と文化-」5/19
No.2

カセットテープ 1 e

総務書庫f-1
昭和６３年度一般公開講座「本の世界」6/4本の生涯と流通　藤野
幸雄No.1

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-10
国際化を考えるー教育と国際交流ー西洋における教育と国際交流
大庭治夫No1

カセットテープ 1 f

総務書庫f-11
国際化を考えるー教育と国際交流ー西洋における教育と国際交流
大庭治夫No2

カセットテープ 1 f

総務書庫f-12
昭和６３年度一般公開講座「国際化を教えるー教育と国際交流ー」
米国における教育と国際交流　竹内哲（旧字）①

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-13
昭和６４年度一般公開講座「国際化を教えるー教育と国際交流ー」
米国における教育と国際交流　竹内哲（旧字）②

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-14
国際化を考えるー教育と国際交流ー西洋における教育と国際交流
和光信也No1

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-15 国際化を考えるー教育と国際交流　和光信也No2 カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-16
国際化を考えるー教育と国際交流ー講師野村二郎教授（仏国にお
ける教育と国際交流）

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-2
昭和６３年度一般公開講座「本の世界」6/4本の生涯と流通　藤野
幸雄No.2

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-3
昭和６３年度一般公開講座「本の世界」6/18図書館の利用の仕方
薬袋秀樹１

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-4
昭和６３年度一般公開講座「本の世界」6/18図書館の利用の仕方
薬袋秀樹２

カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-5 一般公開講座「本の世界」講師　寺田光考 カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-6 「本の世界」佐藤隆司ー学術情報の生涯と流通ー１、３ カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-7 「本の世界」佐藤隆司ー学術情報の生涯と流通ー２ カセットテープ 1 1988 f

総務書庫f-8
昭和６３年度一般公開講座「本の世界」7/2(土)映像メディアの活用
黒岩高明

カセットテープ 1 1998 f

総務書庫f-9
昭和６３年度一般公開講座「本の世界」7/3(土)映像メディアの活用
黒岩高明

カセットテープ 1 1998 f

総務書庫g-1 国際化を考えるー教育と国際交流ー　講師野村二郎教授 カセットテープ 1 1988 g

総務書庫g-10 公開講演会「ロシア文化の一つの見方」講師藤野幸雄 カセットテープ 1 1988 g

総務書庫g-11
開学十周年記念講演会　講師さいとう・たかを氏　演題ゴルゴ13の
世界ー情報の虚実ー

カセットテープ 1 1990 g

総務書庫g-12 平成４年9月10日　ラング,ブライアン・ネビル先生追悼式　原本 カセットテープ 1 1992 g

総務書庫g-13 ラング,ブライアン・ネビル先生追悼式 カセットテープ 1 1992 g

総務書庫g-2 国際化を考えるー教育と国際交流ー　総括討議No.1 カセットテープ 1 1988 g

総務書庫g-3 国際化を考えるー教育と国際交流ー　総括討議No.2 カセットテープ 1 1988 g

総務書庫g-4
公開講演会　講師竹内藤男　演題「つくば」?その過去・現在・未
来ー

カセットテープ 1 1988 g
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総務書庫g-5
公開講演会　講師竹内藤男　演題「つくば」?その過去・現在・未
来ー

カセットテープ 1 1988 g

総務書庫g-6 公開講演会　「数値シュミレーションについて」　村田健郎 カセットテープ 1 g

総務書庫g-7
平成元年度図書館情報大学一般公開講座「国際化を考えるー教
育と国際交流?」

カセットテープ 1 1989 g

総務書庫g-8
平成元年度図書館情報大学公開講演会「日本の転換ー情報発信
能力を中心にー」

カセットテープ 1 1989 g

総務書庫g-9
公開講演会　講師徳山五郎「コリン・ウィルソン「フランケンシュタイ
ンの城」人類の新たな進化と図書館」

カセットテープ 1 g

総務書庫h-1 公開講演会「世界経済の行方」毎日新聞社論説明委員　戸田栄輔 カセットテープ 1 1993 h

総務書庫h-10
図書館情報大学専門公開講座「図書館機械化トータルシステムの
展開」１

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-11
図書館情報大学専門公開講座「図書館機械化トータルシステムの
展開」２

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-12
図書館情報大学専門公開講座「図書館機械化トータルシステムの
展開」３

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-13
図書館情報大学専門公開講座「図書館機械化トータルシステムの
展開」４

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-14
図書館情報大学専門公開講座「図書館機械化トータルシステムの
展開」５

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-15
図書館情報大学専門公開講座「図書館機械化トータルシステムの
展開」６

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-16
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」１

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-2 一般公開講座　情報と価値「情報の世界」教授大庭治夫１ カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-3 一般公開講座　情報と価値「情報の世界」教授大庭治夫２ カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-4
一般公開講座　情報野流れとコンピュータ「情報の世界」教授山本
毅雄１

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-5
一般公開講座　情報の流れとコンピュータ「情報の世界」教授山本
毅雄２

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-6 一般公開講座　健康と情報「情報の世界」教授野添篤毅１ カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-7 一般公開講座　健康と情報「情報の世界」教授野添篤毅２ カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-8
一般公開講座　図書館における情報「情報の世界」助教授薬袋秀
樹１

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫h-9
一般公開講座　図書館における情報「情報の世界」助教授薬袋秀
樹２

カセットテープ 1 1989 h

総務書庫i-01
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」２

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-02
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」３

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-03
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」４

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-04
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」５

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-05
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」６

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-06
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」７

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-07
図書館情報大学専門公開講座「図書館の源流と未来?図書館計
画・建築及び設備?」８

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-08
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」１

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-09
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」２

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-10
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」(１)

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-11
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」(２)

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-12
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」(１)

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-13
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」(２)

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-14
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」１

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-15
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」２

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫i-16
図書館情報大学一般公開講座「国際化を考える?教育と国際交
流?」２

カセットテープ 1 1989 i

総務書庫j-1 裁判関係報道記録 ビデオテープ 1993

総務書庫j-2 ラング,ブライアン・ネビル先生追悼式 ビデオテープ 1992

総務書庫j-3 平成4年9月10日　ラング,ブライアン・ネビル先生追悼式原本 ビデオテープ 1992

総務書庫j-4 ラング先生（学生作成） ビデオテープ

総務書庫j-5 平成３年度　入学式 ビデオテープ 1991

総務書庫k-1 栗苑祭 ビデオテープ 1984

総務書庫k-2 記載なし ビデオテープ

総務書庫k-3 記載なし ビデオテープ

総務書庫k-4 記載なし ビデオテープ

総務書庫k-5 記載なし ビデオテープ

総務書庫k-6 岩手大学案内『悠・学』　?新世紀へ。今、時代をになう? ビデオテープ

総務書庫l-1 筑波大学紹介映画　（昭和六十二年版） ビデオテープ 1987

総務書庫l-2 新しい風　生涯学習 ビデオテープ 1988

総務書庫l-3 素顔いっぱいつくば（３０分） ビデオテープ

総務書庫l-4
昭和六十三年度　公開講演会　竹内藤男　（つくば）　?その過去・
現在・未来?

ビデオテープ 1988

総務書庫l-5 放送大学　新・学問のすすめ ビデオテープ 1988
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総務書庫l-6 公開図書室案内　ACCS ビデオテープ

総務書庫l-7 公開図書室案内　ACCS ビデオテープ

総務書庫l-8 記載なし ビデオテープ

総務書庫l-9 図書館情報大学 ビデオテープ

総務書庫m-1 電通　クイズ ビデオテープ

総務書庫m-2 59年度　卒業式３本分 ビデオテープ

総務書庫m-3 入学式　昭和60年度 ビデオテープ

総務書庫m-4 記載なし ビデオテープ

総務書庫m-5 記載なし ビデオテープ

総務書庫m-6 記載なし ビデオテープ

総務書庫m-7 ジャスコふれあいステーション　図書館情報大学　3/12（火）放映 ビデオテープ

総務書庫m-8 記載なし ビデオテープ

総務書庫m-9
ACCS　つくばサタデーサテライト　?生放送お昼の伝言板?　11/22
13：30?

ビデオテープ

平川資料-1 送付資料リスト 封筒 3 2013

平川資料-10 槌の音　創刊号 雑誌 1 1955

平川資料-11 槌の音　２号 雑誌 1 1956

平川資料-12 槌の音　３号 雑誌 1 1956

平川資料-13 槌の音　４号 雑誌 1 1956

平川資料-14 槌の音　５号 雑誌 1 1956

平川資料-15 卒業レポート報告 ホチキス止め 1 1957

平川資料-16 わだち　1号 雑誌 1 1956

平川資料-17 わだち　2号 雑誌 1 1956

平川資料-18 わだち　3号 雑誌 1

平川資料-19 わだち　4号 雑誌 1 1957

平川資料-2 日本十進分類法　新訂6?A版 図書 1 1955

平川資料-20 わだち　5号　コピー 雑誌 1

平川資料-21 わだち　6号 雑誌 1 1959

平川資料-22 紙魚　1号 雑誌 1 1957

平川資料-23 むかで　1号 雑誌 1

平川資料-24 むかで　2号 雑誌 1

平川資料-25 読書会誌　1号 雑誌 1 1957

平川資料-26 <構成詩>雲が人殺しをしないように 雑誌 1 1957

平川資料-27 <構成詩>石川啄木 雑誌 1 1956

平川資料-28 司書の死 雑誌 1 1956

平川資料-3 日本目録規則　1952年度版 図書 1 1955

平川資料-4 児童に対する図書館奉仕 プリント 1 1954

平川資料-5 児童室資料　１　どんな本が借出されているか プリント 2 1955 ２こいわとしょかんあんない　付き

平川資料-6 公共図書館専門職員の職務 雑誌 1 1955

平川資料-7 和書目録事例 プリント 1 1955

平川資料-8 自治会ニュース1号?10号 新聞 11 1955-1956

平川資料-9 就職問題に関する中間報告 雑誌 1 1959

本学資料10-1 アンケート総数 プリント束 1

本学資料10-10 公開図書室利用に関するアンケート　記入済み３ プリント束 1

本学資料10-2 アンケート集計 プリント束 1

本学資料10-3 木曜日のアンケート プリント束 1

本学資料10-4 土曜日のアンケート プリント束 1

本学資料10-5 公開講座用アンケート回答 封筒 27

本学資料10-6 資料Ⅱ プリント束 1

本学資料10-7 公開図書室利用に関するアンケートとその回答 プリント束 1

本学資料10-8 公開図書室利用に関するアンケート　記入済み プリント束 1

本学資料10-9 公開図書室利用に関するアンケート　記入済み２ プリント束 1

本学資料1-1 指定図書目録（昭和４１年度） 雑誌 1 1966 図書館短期大学

本学資料1-10 図書館・情報大学（仮称）施設に関する基本設計 雑誌 1 1973 ARCOM（建築・地域設計研究所）　図書館短期大学

本学資料11-1 図書館職員養成所同窓会会報 新聞 2 1953 図書館職員養成所

本学資料1-11 図書館大学（仮称）の構想について 雑誌 1 1978 図書館大学（仮称）創設準備委員会

本学資料11-10 ○○るな（読解できず） 新聞 1 1976 第１回「別科通信」編集委員会

本学資料11-11 図書館短期大学同窓会会則（案） プリント 1 図書館短期大学

本学資料11-12
図書館短期大学特別養成過程　第12期生同期会　忘年会開催の
お知らせ

プリント 1 1976 図書館短期大学

本学資料11-13 図(旧字）書館講習(旧字）所同窓会(旧字）会(旧字）員名簿 雑誌 1 1934 図書館講習所同窓会

本学資料11-14 図書館職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 1953 図書館職員養成所

本学資料11-15 学(旧字）友会（旧字）雑誌 雑誌 1 1938 文部省図書館講習所学友会

本学資料11-16 昭和十八年五月　会(旧字）報　第九号(旧字） 雑誌 1 1943 図書館講習所

本学資料11-17 昭和十七年五月　会(旧字）報　第八号(旧字） 雑誌 1 1942 図書館講習所同窓会

本学資料11-18 昭和十六年九月　会(旧字）報　第七号(旧字） 雑誌 2 1941 図書館講習所同窓会

本学資料11-19 昭和十三年三月　会(旧字)報　第四号(旧字) 雑誌 2 1938 図書館講習所同窓会

本学資料11-2 第一期会会報　No.1?No.4 ファイル 4 図書館短期大学と区別養成過程第一回卒業生機関誌

本学資料1-12 図書館短大新聞　3号 新聞 1 1967 図書館短期大学　新聞部
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本学資料11-20 昭和十二年三月　会(旧字)報　第三号(旧字) 雑誌 2 1937 図書館講習所同窓会

本学資料11-21 橘会会員名簿 雑誌 1 1982 橘会

本学資料11-22 新制十周年記念　会員名簿 雑誌 1 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

本学資料11-23 創立50周年記念　会員名簿 雑誌 3 1970 図書館短期大学同窓会橘会

本学資料11-24 新制十周年記念　会員名簿 雑誌 3 1959 文部省図書館職員養成所同窓会

本学資料11-25 昭和55年12月１日現在　図書館短期大学旧教職員名簿 雑誌 2 1980

本学資料11-26 図書館職員養成所同窓会三十年記念誌 雑誌 1 図書館職員養成所同窓会

本学資料11-27 同窓会名簿
ファイルホル
ダー？

1

本学資料11-28 本学関係資料リスト クリアファイル 1 1996

本学資料11-29 くりの木 ファイル 1 1990 図書館情報大学附属図書館　公開図書室

本学資料11-3 て　卒業記念 雑誌 2 1967 図書館短期大学　41年度卒業生

本学資料1-13 図短学生新聞　第15号 新聞 2 1972 図書館短期大学　新聞部

本学資料11-30 職員録　昭和56年度 雑誌 1 1981 図書館情報大学

本学資料11-31 職員録　昭和57年度　暫定判 雑誌 1 1982 図書館情報大学

本学資料11-32 昭和５８年度　卒業（修了）者名簿 雑誌 1 1983 図書館情報大学

本学資料11-33 アンファン　テリブル　第五号・第四号 プリント束 1 1984 図書館情報大学　フランス語研究会

本学資料11-34 図書館情報大学の規模と目的 ホッチキス止め 1

本学資料11-35 ULISの明日に向かって 雑誌 2 1995 図書館情報大学

本学資料11-36 開学十周年記念　学生派遣報告書 雑誌 1 1991 図書館情報大学

本学資料11-37 図書館情報大学　五年の歩み 雑誌 1 1984 図書館情報大学　庶務課

本学資料11-38 図書館情報大学の創設準備について-まとめ- 雑誌 5 1979 図書館情報大学創設準備委員会

本学資料11-39 図書館情報大学　総合情報処理センター　年報　No.3 雑誌 1 1994 図書館情報大学　総合情報処理センター

本学資料11-4 自治会ニュース　No.2,4,5,6 新聞 4 1972 図書館短期大学

本学資料1-14 図短学生新聞　号外 新聞 1 1972 図書館短期大学　新聞会

本学資料11-40 計算機システム利用の手引き　第１版 雑誌 1 1990
図書館情報大学附属図書館　図書館情報システム開発セン
ター

本学資料11-41
図書館情報大学　図書館情報システム開発センター　利用の手引
き　その1　初心者のために（コマンドと言語）

雑誌 1 1983
図書館情報大学附属図書館　図書館情報システム開発セン
ター

本学資料11-42 筑波研究学園都市　研究教育機関等図書館・資料室要覧 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

本学資料11-43 ディジタル図書館　No.3 雑誌 1 1995 「ディジタル図書館」編集委員会

本学資料11-44 ディジタル図書館　No.1　No.5 ファイル 1 1994 「ディジタル図書館」編集委員会

本学資料11-45 図書館情報大学の情報システム 雑誌 1 図書館情報大学

本学資料11-46 昭和５５年度　教官手帳 雑誌 1 1980 図書館情報大学

本学資料11-47 小野寺和夫学長　退官記念碑 雑誌 4 1995
図書館情報大学　小野寺学長退官記念誌刊行委員会　（外国
語教育センター）

本学資料11-48 小野泰博先生の思い出 雑誌 1 1990 『小野泰博先生の思い出』世話人一同編

本学資料11-49 つくばの夏　昭和６２年度　図書館情報大学司書講習文集 雑誌 1 1987 図書館情報大学　「つくばの夏」編集委員会

本学資料11-5 自治会ニュース　No.6-(2) 新聞 1 1971 図書館短期大学

本学資料1-15 図短学生新聞　第14号 新聞 1 1972 図書館短期大学　新聞会

本学資料11-50 わたくしたちの藤原祥三先生　-図書館情報大学ご退官に際して- 雑誌 1 1991
図書館情報大学図書館情報学部　図書館情報システム論講
座

本学資料11-51
SISNAP: Proceedings of the 2nd International Workshop 21-25
August1995,Tsukuba, Japan

雑誌 2 1995
University of Library and Information Science  Tsukuba,
Japan (学術情報ネットワークの基盤　構造に関する調査研究
班)

本学資料11-52
SISNAP:平成６年度　研究報告　学術情報ネットワークの基盤構造
に関する調査研究-アジア・太平洋地域における-

雑誌 1 1995
図書館情報大学　学術情報ネットワークの基盤　構造に関す
る調査研究班

本学資料11-53 わが国の公共図書館における読書案内サービス　１９９２年度版 雑誌 1 1993 図書館情報大学　薬袋秀樹

本学資料11-54
図書館情報大学一般公開講座講義要録　子どもと図書館　昭和５
７年１０月１６日（土）?11月１３日（土）

雑誌 1 1982 図書館情報大学

本学資料11-55 公開講演　江戸時代の長崎　資料　-歴史の中の特異な都市- 雑誌 1 図書館情報大学助教授　太田勝也

本学資料11-56 図書館情報大学附属図書館　雑誌リスト 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

本学資料11-57 図書館情報大学附属図書館概要 雑誌 1 1982 図書館情報大学附属図書館

本学資料11-58 附属図書館平面図 ファイル 1 図書館情報大学

本学資料11-59 おはなし会　質問に答える（1）・授業風景（4） プリント複数 1
吾妻おはなし会　二枚目は何かの収録内容の流れだと思わ
れる

本学資料11-6 山田忠追悼号　別科’70 No.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学特別養成過程昭和４４年度生機関誌

本学資料1-16 図短学生新聞　第13号 新聞 1 1972 図書館短期大学　新聞会

本学資料11-60 図書を借りるには プリント 1 図書館情報大学附属図書館

本学資料11-61 公開図書室案内 雑誌 2
図書館情報大学附属図書間公開図書室　（1部目の中が抜け
ているが11?60だと考えられる）

本学資料11-62 公開図書室の利用に関するアンケート調査結果のまとめ ホチキス止め 1 1982 図書館情報大学附属図書館

本学資料11-63 図書館情報大学附属図書館の現況 ホチキス止め 2 1981 図書館情報大学附属図書館

本学資料11-64 図書館利用案内　1986，1982,　1981,　1983,　1982 雑誌 計5冊 　 図書館情報大学　１９８２年は二冊

本学資料11-65 図書館利用案内　1979 パンフレット 1 1979 図書館短期大学附属図書館

本学資料11-66 図書館情報大学附属図書館概要 ホチキス止め 1 1983 図書館情報大学附属図書館概要

本学資料11-67 図書館情報大学　附属図書館　利用案内 パンフレット 1 1993 図書館情報大学　附属図書館

本学資料11-68 図書館情報大学　附属図書館　利用案内 パンフレット 4 1995 図書館情報大学　附属図書館

本学資料11-69 図書館情報大学　附属図書館概要　1995 パンフレット 3 1995 図書館情報大学　附属図書館

本学資料11-7 the 3d Inter-Seminar Competition 対戦組み合わせ プリント 1

本学資料1-17 図短学生新聞　号外　N事務官の発言 新聞 1 1972 図書館短期大学　新聞会

本学資料11-70 図書館情報大学　附属図書館概要　1994 パンフレット 2 1994 図書館情報大学　附属図書館

本学資料11-71 学生アニュアル
ファイルホル
ダー？

1
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本学資料11-72 卒業生就職先一覧　1980年3月 雑誌 3 1980 図書館情報大学同窓会

本学資料11-73 開学資料.記事. ファイル 1 図書館情報大学

本学資料11-8 本学卒業の図書館学担当教官一覧 ホッチキス止め 1 1975 たちばな祭実行委員会図書館クラブ

本学資料1-18 図短学生新聞　第11号 新聞 1 1972 図書館短期大学　新聞会

本学資料11-9 第10回たちばな祭記念　図書館短期大学卒業生名簿 雑誌 1 図書館短期大学たちばな祭実行委員会図書館クラブ

本学資料1-19 図短学生新聞　第10号 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-2 指定図書目録（昭和４２年度） 雑誌 1 1967 図書館短期大学

本学資料1-20 図短学生新聞　第8号 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-1 就職の栞 雑誌 23 1967 図書館短期大学教務補導係

本学資料1-21 図短学生新聞　第7号 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-10
欧米諸国における図書館学教育課程の現状　図書館大学（仮称）
構想検討用紙料

雑誌 1 1976 図書館短期大学

本学資料12-11 図書館・情報学にかかる高等教育機関のあり方について（報告） 雑誌 2 1974 図書館短期大学

本学資料12-12 図書館・情報大学（仮称）施設に関する基本設計 雑誌 2 1973
ARCOM　（建築・地域設計研究所）

図書館短期大学

本学資料12-13 将来計画参考資料　教育課程 雑誌 3 1971 図書館短期大学

本学資料12-14 将来計画参考資料　教育課程Ⅱ 雑誌 3 1971 図書館短期大学

本学資料12-15
図書館・情報学にかかる高等教育機関のあり方について（中間報
告）

雑誌 5 1973
図書館短期大学

プリント４枚挟まっている

本学資料12-16 公開講座報告 雑誌 1 1967 図書館短期大学

本学資料12-17 図書館業務の機械化について 雑誌 1

本学資料12-18 短大資料（保存）
パンフレットファ
イル

2 学生闘争等資料

本学資料12-19 規程集　職員
パンフレットファ
イル

22

本学資料12-2 講義要目一覧
パンフレットファ
イル

35 図書館学科、文献情報学科

本学資料1-22 図短学生新聞　第6号 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-20 学生便覧 箱 27 1968-1980 図書館短期大学

本学資料12-3 図書館カリキュラム講義内容一覧 雑誌 4 1968
図書館短期大学

プリント２枚挟まってる

本学資料1-23 図短学生新聞　第5号 新聞 2 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-4 図書館学科カリキュラム授業内容一覧 3 1969 図書館短期大学

本学資料1-24 図短学生新聞　第3号 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-5 図書館利用案内 雑誌 2 1967 図書館短期大学

本学資料1-25 図短学生新聞　2号 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-6 図書館要覧 雑誌 4 1972 図書館短期大学附属図書館

本学資料1-26 反軍国主義　No.3 新聞 1 1972 図書館短期大学　軍国主義粉砕闘争委員会

本学資料12-7 図書館利用案内 パンフレット 5 1979 図書館短期大学附属図書館

本学資料1-27 図短ニュース　No.26 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-8 「たちばな」縮刷版 雑誌 1 1981 図書館短期大学

本学資料1-28 図短ニュース　No.25 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料12-9 高橋泰四郎旧蔵　図書館学関係資料目録 雑誌 2 1978 図書館短期大学

本学資料1-29 図短ニュース　No.21 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-3 指定図書目録（昭和４９年度） 雑誌 1 1974 図書館短期大学

本学資料1-30 図短ニュース　No.20 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-31 図短ニュース　No.13 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-32 図短新聞　号外 No.10 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-33 図短新聞　号外 No.9 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-34 図短新聞　号外 No.8 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-35 図短新聞　号外 No.4 新聞 1 1971 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-36 図短新聞 新聞 1 1970 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-37 図短　第15号 新聞 1 1968 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-38 図短　第14号 新聞 1 1967 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-39 図短　第13号 新聞 1 1967 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-4 りぶらりうむ別冊付録　図書館史に関する文献目録-1- ホチキス止め 1 1967 図書館短期大学　カード有

本学資料1-40 図短　第12号 新聞 1 1966 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-41 図短　第10号 新聞 1 1966 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-42 図書館短大新聞　4号 新聞 1 1967 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-43 図書館短大新聞　3号 新聞 1 1967 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-44 図書館短大新聞　創刊号 新聞 1 1966 図書館短期大学　新聞部

本学資料1-45 るずたん　31,29,18,14,13,12,11を除くNo.1?No.35,号外 新聞 1 1978-1980 るずたん編集部

本学資料1-46 国民体育大会の功罪 紐綴じファイル 1 レポート集

本学資料1-47 図書館研究第7巻第1號　圖書館講習所創立十年記念 雑誌 1 ウンソウカイ

本学資料1-48
第10回たちばな祭記念　図書館に整理されている別科生特別研究
レポート題目一覧(1968?1974)

ホチキス止め 1 1968-1974 たちばな祭実行委員会　図書館クラブ

本学資料1-49 Mets　緒戦飾る！岡・満塁　半田・完投 プリント 1

本学資料1-5 図書館史に関する書目-2- ホチキス止め 1 1968 図書館短期大学　カード有

本学資料1-50 職務調書、承諾書、著書及び学術雑誌目録 プリント 3

本学資料1-51 部室・備品要求 ホチキス止め 1
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本学資料1-52 第1回ゼミ対抗ソフトボール秋期リーグ戦　初優勝にばく進だ！　他 プリント 4

本学資料1-53 図書館短大の教育を考える 雑誌 1 1972 図書館短期大学　新聞会

本学資料1-54 情報処理装置(HITAC8210)の使用実績について 雑誌 1 1971 図書館短期大学

本学資料1-55 図書館短期大学閉学に伴う事務処理事項について プリント束 1 1980 図書館短期大学

本学資料1-56 昭和４２年度図書整理（内訳）（分類別） ホチキス止め 1 1967 図書館短期大学

本学資料1-57 製本雑誌一覧　１９７０年版 雑誌 1 1972 図書館短期大学

本学資料1-58 製本雑誌一覧　和・洋 ホチキス止め 1 図書館短期大学

本学資料1-59 新着図書目録（和・洋）（昭和４３年4月?４３年12月） 雑誌 1 1968 図書館短期大学

本学資料1-6 図書館史に関する文献目録-3- ホチキス止め 1 1969 図書館短期大学　カード有

本学資料1-60 図書館学関係雑誌記事索引の書誌　邦文編 雑誌 2 1980 昭和54年度図書館短期大学図書館学科　黒岩ゼミ

本学資料1-61 新着図書目録（和書）　１９６６　5月?8月 雑誌 1 1966 図書館短期大学

本学資料1-62 日本バードランド・ラッセル書誌　１９７４年12月現在 雑誌 1 1975 図書館短期大学.図書館

本学資料1-63 10年の歩み 雑誌 1 1974 図書館短期大学

本学資料1-64 図書館大学（仮称）の構想について　-中間報告- 雑誌 1 1977 図書館大学（仮称）創設準備委員会

本学資料1-65 昭和５４年度　図書館短期大学学生募集要項 クリップ止め 1 1979 図書館短期大学

本学資料1-66 図書館短期大学要覧 雑誌 1 1979 図書館短期大学

本学資料1-67 図書館短期大学案内　昭和４７年度 雑誌 2 1972 図書館短期大学

本学資料1-68 文車と手紙等 ファイル 31

本学資料1-69 文車　第１巻第１号?第６巻第２号 ファイル 21 1975-1981 図書館短期大学図書館報

本学資料1-7 社研 No.1 戦後日本の足跡と展望 雑誌 1 1965 図書館短期大学社会科学研究会

本学資料1-70 図書館短期大学紀要第８集?第16集　別冊＋文車第１巻第３号 紐綴じ 10 1974-1979 図書館短期大学　草野正名先生

本学資料1-71 馬場重徳先生が書いたもの 紐綴じ 18 図書館短期大学

本学資料1-72 図書館短期大学資料
パンフレットファ
イル

4 たちばな、図書館短大学報、新聞×２

本学資料1-8 社研ニュース　No.2 雑誌 1 1966 図書館短期大学　社会科学研究会

本学資料1-9 第１３回たちばな祭プログラム パンフレット 1 1978 図書館短期大学　たちばな祭実行委員会

本学資料3-1 LSタイムス　復刊第１号（月刊） 新聞 3 1954 文部省図書館職(旧字）員養成所　新聞委員会

本学資料3-10 槌の音　創刊号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所

本学資料3-100 馬　１８号 雑誌 1 1967 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-101 馬　１９号　特集　ドストエフスキー研究 雑誌 1 1967 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-102 馬　No.12 雑誌 1 1966 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-103 馬　２０号 雑誌 1 1968 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-104 馬　２１号 雑誌 1 1968 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-105 聖豚　No.Ⅲ 7月号 雑誌 1 1960 図書館職員養成所　文芸部

本学資料3-106 聖豚　第２号 雑誌 2 1960 図書館職員養成所　文芸部

本学資料3-11 らいぶらりうむ　別冊付録　図書館史に関する文献目録 雑誌 2 1967 図書館短期大学　図書館研究会　L.C.

本学資料3-12 第一号　なじみ　-落語の中の女性 雑誌 1 1967 図書館短期大学　落語同好会

本学資料3-13 図書館情報大学物語　-揶揄と愛をこめて 雑誌 1 1983
図書館情報大学　児童文学研究会

屋根裏部屋第２号特別付録

本学資料3-14 や根裏部屋　第２号 雑誌 1983
200円→150円

図書館情報大学　児童文学研究会

本学資料3-15 馬　No.11 雑誌 1 1966 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-16 馬　Vol.2 No15 雑誌 1 1966 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-17 馬　16号　「たちばな祭記念特集号」 雑誌 1 1966 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-18 馬　17号 雑誌 1 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-19 馬　21号 雑誌 1 1968 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-2 教科書問題を探る 雑誌 1 図書館短期大学　新聞部

本学資料3-20 紙魚　１ 雑誌 1 1957 図書館職員養成所

本学資料3-21 七期会　No.1 雑誌 1 1956 図書館職員養成所　第7回卒業記念

本学資料3-22 聖豚 雑誌 1 1959 図書館職員養成所　文芸部

本学資料3-23 聖豚　No.Ⅲ 7月号 雑誌 1 1960 図書館職員養成所　文芸部

本学資料3-24 聖豚　１ 雑誌 1 1959 図書館職員養成所　文芸部

本学資料3-25 馬　創刊号 雑誌 1 1965 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-26 馬　２号 雑誌 1 1965 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-27 読書会誌　１ 雑誌 1 1957 図書館職員養成所　読書会

本学資料3-28 図短の現在・未来 雑誌 1 1979 図書館短期大学　るずたん編集部

本学資料3-29 Aduieu 雑誌 1 1954 図書館職員養成所第5期卒業記念

本学資料3-3 くさり　Quesari 雑誌 1 1957 東京都台東区上野公園

本学資料3-30 われら　あらたなる 雑誌 1 1964 図書館職員養成所

本学資料3-31 わだち　５ 雑誌 1 図書館職員養成所

本学資料3-32 わだち　その２ 雑誌 1 1957 図書館職員養成所

本学資料3-33 わだち　創刊号 雑誌 1 1956 図書館職員養成所

本学資料3-34 わだち　４ 雑誌 1 1957 図書館職員養成所

本学資料3-35 SALON de FANCE 雑誌 1 1967 図書館短期大学　フランス研究会

本学資料3-36 批評　No.2 雑誌 1 1965 図書館短期大学　批評の会

本学資料3-37 季節　No.1 雑誌 1 1965 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-38 季節　No.2 雑誌 1 1965 図書館短期大学　季節詩話会

本学資料3-39 季節　4 雑誌 1 1965 図書館短期大学　季節詩話会
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本学資料3-4 ぱぴるす　Ⅱ 雑誌 1 1968 図書館短期大学学生自治会

本学資料3-40 美術部　No.1 雑誌 1 1965 図書館短期大学　美術部

本学資料3-41 馬　No.10 雑誌 1 1966 図書館短期大学　文芸部

本学資料3-42 monparnasse　No.3 雑誌 1 1970 図書館短期大学　美術部

本学資料3-43 monparnasse 雑誌 1 1969 図書館短期大学　美術部

本学資料3-44 ふぉーげる No.16 雑誌 1 1975 図書館短期大学 W.V.C

本学資料3-45 ふぉーげる No.17 雑誌 1 1976 図書館短期大学　W.V.C

本学資料3-46 SuGAO 雑誌 1 1950 図書館職員養成所

本学資料3-47 10.4　図源郷 雑誌 1 1976 図書館短期大学　別科

本学資料3-48 槌の音　第8号 雑誌 1 1959 図書館職員養成所

本学資料3-49 槌の音　No.9 雑誌 1 図書館職員養成所

本学資料3-5 都内の図書館案内　-付：神田、早稲田の古書店案内- 雑誌 1 1966 図書館短期大学書物研究会

本学資料3-50 SELF 雑誌 1 1957 図書館職員養成所

本学資料3-51 わかき日 雑誌 1 1966 図書館短期大学　卒業記念文集

本学資料3-52 としょかんけんがく記 雑誌 1 1975 図書館クラブ

本学資料3-53 季節　５ 雑誌 1 1965 図書館短期大学　季節詩話会

本学資料3-54 季節　６ 雑誌 1 1965 季節の会

本学資料3-55 季節　７ 雑誌 1 1965 　

本学資料3-56 季節　No.８ 雑誌 1 1965 　

本学資料3-57 季節　No.９ 雑誌 1 1965

本学資料3-58 季節　No.１０ 雑誌 1 1966

本学資料3-59 わかき日 雑誌 1 1966 図書館短期大学　卒業記念文集

本学資料3-6 槌の音　第５号 雑誌 1 1956 図書館職員養成所

本学資料3-60 たちばな祭２ 雑誌 1 1966 図書館短期大学

本学資料3-61 タチバナ祭　１st 雑誌 1 1965 図書館短期大学

本学資料3-62 たちばな祭 パンフレット 2 1980 図書館短期大学

本学資料3-63 第12回たちばな祭プログラム パンフレット 1 1977 図書館短期大学　たちばな祭実行委員会

本学資料3-64 たちばな祭プログラム パンフレット 1 1975 図書館短期大学たちばな祭実行委員会

本学資料3-65 たちばな祭プログラム パンフレット 1 1974 図書館短期大学　たちばな祭実行委員会

本学資料3-66 第5回たちばな祭 パンフレット 1 1968 図書館短期大学

本学資料3-67 第６回たちばな祭 パンフレット 1 図書館短期大学

本学資料3-68 たちばな祭　第4回 パンフレット 1 1967 図書館短期大学

本学資料3-69 ６０ねんかい　１号 雑誌 1

本学資料3-7 槌の音　第４号 雑誌 1 1956 図書館職員養成所

本学資料3-70 第２号　なじみ 雑誌 1 1968 図書館短期大学　落語研究会

本学資料3-71 創刊号　ぱぴるす 雑誌 1 図書館短期大学

本学資料3-72 芥川の世界 雑誌 1 1978 読書会

本学資料3-73 ぱぴるす　４ 雑誌 1 1969 図書館短期大学　学生自治会

本学資料3-74 ぱぴるすⅢ 雑誌 1 1969 図書館短期大学　学生自治会

本学資料3-75 ふぉーげる　１９ 雑誌 1 1979 図書館短期大学　ワンダーフォーゲル部

本学資料3-76 毒面吐作成　どさくさにまぎれたほんね 雑誌 1 1979 図書館短期大学　文献情報学科２年文献作製法

本学資料3-77 YHC　旅する仲間　ユース・ホテル・クラブ 雑誌 1 1978 図書館短期大学

本学資料3-78 杜 雑誌 1 1955 図書館職員養成所学生自治会機関誌

本学資料3-79 Adieu 雑誌 1 1954 図書館職員養成所第5期卒業記念

本学資料3-8 槌の音　第３号 雑誌 1 1956 図書館職員養成所

本学資料3-80 潮流　No.3 雑誌 1 1966 図書館短期大学　社会科学研究会

本学資料3-81 潮流　No.4 雑誌 1 1966 図書館短期大学　社会科学研究会

本学資料3-82 槌の音　第６号 雑誌 1 1957 図書館職員養成所

本学資料3-83 しゃろーむ 1 図書館短大　コーラス部

本学資料3-84 本を貸出する機関　調査報告書 報告書 1 1979 図書館短期大学　たちばな祭実行委員会

本学資料3-85 六期会　第１号 雑誌 1 1955 図書館職員養成所　第六期生機関誌

本学資料3-86 六期会　第３号 雑誌 1 1956 図書館職員養成所　第六期生機関誌

本学資料3-87 て 雑誌 1 1967 図書館短期大学　４１年度卒業生

本学資料3-88 て　第２号 雑誌 1 1965 図書館短期大学　図書館科１年一同

本学資料3-89 七期会　No.1 雑誌 1 1956 図書館職員養成所

本学資料3-9 槌の音　第２号 雑誌 1 1956 図書館職員養成所

本学資料3-90 新　七期会　No.3 雑誌 1 1958 図書館職員養成所　第七期会機関誌編集委員会

本学資料3-91 新　七期会　No.2 雑誌 2 1957 図書館職員養成所　第七期会機関誌編集委員会

本学資料3-92 馬　２１号 雑誌 1 1968 図書館短期大学　文学部

本学資料3-93 すりーえむ　創刊号 雑誌 1 1975 図書館短期大学　漫画研究会

本学資料3-94 すりーえむ　第２号 雑誌 1 1976 図書館短期大学　漫画研究会

本学資料3-95 すりーえむ　第３号 雑誌 1 1976 図書館短期大学　漫画研究会

本学資料3-96 ふぉーげる　Ⅳ号 雑誌 1 1964 図書館短期大学　ワンダーフォーゲルクラブ

本学資料3-97 たちばな祭 パンフレット 1 1980 図書館短期大学　たちばな祭実行委員会

本学資料3-98 いぶき　第8号 雑誌 1 1955 国立国会図書館職員組合　「いぶき」サークル編集部

本学資料3-99 えるしい　１ 雑誌 1 1965 図書館短期大学　ライブラリィサークル

本学資料4-1 No.1 ムービーフィルム 1
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本学資料4-10 学外オリエンテーション（千葉）　① ムービーフィルム 1 1974

本学資料4-11 学外オリエンテーション（千葉）　② ムービーフィルム 1 1974

本学資料4-12 ５３年　実習○○（読解不可） カセットテープ 1 1978

本学資料4-13 無題 カセットテープ 1 1978

本学資料4-14 ５３年度　就職座談会 カセットテープ 1

本学資料4-15 実習反省会 カセットテープ 1

本学資料4-16 松岡学長　講演　５３年 カセットテープ 1 1978

本学資料4-17 体育祭50年度　?2 ムービーフィルム 1 1975

本学資料4-18 昭和５４年度　図書館実習指導懇談会 カセットテープ 1 1979

本学資料4-19 昭和５４年度　実習座談会② カセットテープ 1 1979

本学資料4-2 No.2 ムービーフィルム 1

本学資料4-20 開学十週年記念講演および宴席 カセットテープ 1 1974

本学資料4-21 就職座談会 カセットテープ 1 1979

本学資料4-22 草野教授退官と区別講義 カセットテープ 1 1980

本学資料4-23 ５３年度　実習座談会 カセットテープ 1 1978

本学資料4-24 ５３年度　実習座談会 カセットテープ 1 1978

本学資料4-25 石塚正成教授退官特別講義 カセットテープ 1 1979

本学資料4-26 就職座談会 カセットテープ 1 1978

本学資料4-27 昭和５４年度　実習座談会① カセットテープ 1 1979

本学資料4-28 渡辺教官退官特別講義 カセットテープ 1 1981

本学資料4-29 「公共図書館」 サウンドフィルム 1 1964

本学資料4-3 No.3 ムービーフィルム 1

本学資料4-30 無題 フィルム 1

本学資料4-31 「上野の思い出」の資料 サウンドフィルム 1

本学資料4-32 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-33 練習用 ムービーフィルム 1

本学資料4-34 九十九里　予備校のビル ムービーフィルム 1

本学資料4-35 ふとんの中.祈る姿.買物　基督と会うシーン（子供） ムービーフィルム 1

本学資料4-36 姐　基督像を取るシーン ムービーフィルム 1

本学資料4-37 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-38 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-39 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-4 No.4 ムービーフィルム 1

本学資料4-40 必要フィルム貘 ムービーフィルム 1

本学資料4-41 必要フィルム貘 ムービーフィルム 1

本学資料4-42 予備校 ムービーフィルム 1

本学資料4-43 下宿 ムービーフィルム 1

本学資料4-44 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-45 title and 茶店 ムービーフィルム 1

本学資料4-46 服部金太郎教授定年退官記念講演 カセットテープ 1 1979

本学資料4-47 馬場重徳教授退官記念講演3 カセットテープ 1

本学資料4-48 馬場重徳教授退官記念講演 カセットテープ 1

本学資料4-49 馬場教授退官記念講演No.1 カセットテープ 1

本学資料4-5 体育祭50年度　?１ ムービーフィルム 1 1975

本学資料4-50 木寺教授定年退官記念特別講義 カセットテープ 1

本学資料4-51 無題 フィルム 1

本学資料4-52 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-53 無題 鉄筆 1

本学資料4-54 無題 ムービーフィルム 1

本学資料4-55 知られざる自然薬の卓効 新聞コピー 1

本学資料4-56 vol.3 ムービーフィルム 1 1976

本学資料4-57 無題
テープレコー
ダー

1

本学資料4-58 教務
テープレコー
ダー

1

本学資料4-59 1の6　討論会
テープレコー
ダー

1
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本学資料4-6 体育祭50年度　?2 ムービーフィルム 1 1975

本学資料4-7 集会 ムービーフィルム 1

本学資料4-8 ストライキの映像？ ムービーフィルム 1

本学資料4-9 ○門○　（読解不可） ムービーフィルム 1

本学資料5-1 百福自集 雑誌 1 1992

本学資料5-10 岡田温先生米寿記念祝賀会　プログラム パンフレット 1

本学資料5-11 わたくしたちの藤原祥三先生 雑誌 5 1991
図書館情報大学情報学部

プリント４枚挟まってる

本学資料5-12 桜井宣隆教授　 終講義　お知らせ プリント 1 図書館情報学原論講座

本学資料5-13 わたくしたちの村田健郎先生　図書館情報大学ご退官に際して 雑誌 3 1989 「村田健郎先生を囲む会」実行委員会

本学資料5-14 小野泰博先生の思い出 雑誌 4 1990 『小野泰博先生の思い出』世話人一同編

本学資料5-15 日本の図書館100年の歩み パンフレット 9 1992 日本図書館協会創立100周年記念特別展示

本学資料5-16 一夏随想 豆本 1 1990 岡田温先生米寿記念会

本学資料5-2 日本の図書館100年の歩み パンフレット 1 1992 日本図書館協会創立100周年記念特別展示

本学資料5-3 私の歩いた図書館学の道　草野正名 雑誌 1 1993 謹呈　竹内先生

本学資料5-4 司書教諭および学校司書問題に関する教育学的考察　草野正名 雑誌 1 1990 謹呈　竹内先生

本学資料5-5
「図書館の自由に関する宣言」採択の頃　埼玉県立図書館を中心
にしての考察　草野正名

雑誌 1 1987 謹呈　竹内先生

本学資料5-6 新聞切り抜　野本和子さん 新聞 2

本学資料5-7 同窓会について プリント 1

本学資料5-8 渡辺さんから竹内先生への手紙 プリント 3

本学資料5-9 わたくしたちの藤原祥三先生 雑誌 3 1991 図書館情報大学図書館情報学部

本学資料6-1 暮しの手帳　81 雑誌 1 1982

本学資料6-2 サザエさん　No.66 漫画 1 1971

本学資料6-3 サザエさん　No.10 漫画 1

本学資料6-4 村田健郎先生を囲む会 プリント 1

本学資料6-5 町田図書館をよりよくする会　５年の歩み 雑誌 1 1989

本学資料7-1 加藤宗厚　自筆ノート在中 封筒 1 中身なし

本学資料7-2 寄贈図書『図書館学関係資料』一覧 プリント

本学資料7-5 自筆資料どうしましょ

本学資料8-1 Pitt パンフレット 1 University of Pittsburgh

本学資料8-10 EAST ASIAN LIBRARY University of Pittsburgh　資料 ホッチキス止め 1 University of Pittsburgh

本学資料8-11 University of Pittsburgh　LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 雑誌 1 1989-1991 University of Pittsburgh

本学資料8-12 University of Pittsburgh school of Library and Information Science 雑誌 1 1989 University of Pittsburgh

本学資料8-13 University of Pittsburgh　LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 雑誌 1 1987-1989 University of Pittsburgh

本学資料8-14 University of Pittsburgh school of Library and Information Science 雑誌 1 1989 University of Pittsburgh

本学資料8-2 University of Pittsburgh school of Library and Information Science 雑誌 1 1989 University of Pittsburgh

本学資料8-3 University of Pittsburgh　資料 ファイル 6 University of Pittsburgh

本学資料8-4 アメリカ合衆国の地図 プリント 1

本学資料8-5 University of Pittsburgh school of Library and Information Science 雑誌 1 1989 University of Pittsburgh

本学資料8-6
University of Pittsburgh　THE COLLEGE OF ARTS AND
SCIENCES

雑誌 1 University of Pittsburgh

本学資料8-7 PITTSBURGH 本 1

本学資料8-8 University of Pittsburgh　資料 ファイル 6
University of Pittsburgh

パンフレット等

本学資料8-9
FUTURE DIRECTIONS IN JAPANESE STUDIES University of
Pittsburgh

ファイル 3
University of Pittsburgh

論文、パンフレット

本学資料9-1 図書館職員養成所規程 プリント 1

本学資料9-2 学生名簿 プリント 9 1950年度入学生

本学資料9-3 図書館職員養成所　時間割等 封筒 5

文芸部ロッカー上段
1-1

茨城　つくば市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-2

杉戸市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-3

袖ヶ浦市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-4

杉並区立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-5

埼玉県　大宮市立西部図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-6

埼玉県(いろいろ)　市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-7

埼玉県　川口市立前川図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-8

港区立　みなと 茶封筒 1

文芸部ロッカー上段
1-9

東京都多摩教育センター 冊子 1

文芸部ロッカー上段
1-10

東京都多摩教育センター 冊子 1

文芸部ロッカー上段
1-11

東京都立多摩図書館 ケースファイル 1
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文芸部ロッカー上段
1-12

東京都　稲城市立図書館(本館) ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-13

埼玉県　熊谷市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-14

東京都　多摩市立関戸図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-15

東京都　港区立麻布図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-16

東京都　港区立みなと図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-17

富山県　富山市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-18

愛媛県　松山市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-19

岡山県　倉敷市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
1-20

秋田県の図書館 ケースファイル 1
秋田県立秋田図書館
秋田市立中央図書館　明徳館

文芸部ロッカー上段
2-1

滋賀県の図書館 ケースファイル 1
滋賀県立図書館
滋賀県守山市立図書館

文芸部ロッカー上段
2-2

大阪府の図書館 ケースファイル 1
枚方市立図書館
大阪府立夕陽丘図書館

文芸部ロッカー上段
2-3

栃木県の図書館 ケースファイル 1

栃木県立図書館
宇都宮市立図書館
今市市立図書館
河内町立図書館
西那須野町図書館

文芸部ロッカー上段
2-4

千葉県立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-5

千葉県の図書館 ケースファイル 1
成田市立図書館
千葉市立北部図書館
袖ヶ浦町立中央図書館

文芸部ロッカー上段
2-6

東京都の図書館 ケースファイル 1

江東区立東大島図書館
千代田区立千代田図書館
四番町図書館
葛飾区立図書館
台東区立図書館
世田谷区立図書館
代田図書館
武蔵野市立図書館
立川市立図書館
府中市立図書館
中野区立図書館

文芸部ロッカー上段
2-7

成田市図書館　利用者アンケート ケースファイル 1 図書館情報大学・根本研究室

文芸部ロッカー上段
2-8

神奈川県　秦野市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-9

茨城県の図書館 ケースファイル 1

取手市立図書館
日立市立記念図書館
古河市立図書館
竜ヶ崎市立中央図書館
東海村立図書館

文芸部ロッカー上段
2-10

神奈川県　伊勢原市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-11

茨城県　明野町立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-12

神奈川県　厚木市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-13

福岡県　福岡市民図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-14

佐倉市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-15

東京都　大田区立蒲田駅前図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-16

東京都　大田区立蒲田駅前図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-17

東京都　品川区立五反田図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-18

東京都　東村山市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
2-19

文京区 封筒 1 平成元年度図書館実習資料

文芸部ロッカー上段
2-20

東京都　墨田区立寺島図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-1

東京都　日野市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-2

東京都　文京区立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-3

船橋市西図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-4

船橋市北図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-5

東京都　国立国会図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-6

鹿児島県立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-7

熊本県立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-8

北海道の図書館 ケースファイル 1

江別市情報図書館
室蘭市立図書館
登別市立図書館
札幌市立中央図書館
置戸町立図書館
北海道立図書館



図書館情報学養成資料　概略目録

46 / 49 ページ

所在(ID) タイトル 形態 点数 年代 備考

文芸部ロッカー上段
3-9

浦安市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-10

千葉市立高洲図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-11

習志野市立新習志野図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-12

柏市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-13

苫小牧市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-14

成田市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-15

市原市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-16

沖縄県立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-17

松戸市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-18

浦安市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-19

市川市中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
3-20

東京都　調布市立図書館中央館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-1

東京都　羽村町立羽村図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-2

東京都　田無市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-3

東京都　福生市立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-4

神奈川県立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-5

神奈川　藤沢市総合市民図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-6

茨城県の図書館 ケースファイル 1

総和町中央公民館図書館
神栖町立図書館
鹿島町立中央図書館
阿見長図書館
土浦市立図書館
岩井市立図書館

文芸部ロッカー上段
4-7

水海道市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-8

東京都立中央図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-9

神奈川県　相模原市立相模大野図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-10

茨城県　石岡市立図書館 ケースファイル 1

文芸部ロッカー上段
4-11

図書館資料 紙箱 1

枚方
出雲
栃木
日立
北海道
福井
河内
府中
古河
長崎

文芸部ロッカー上段
4-12

1989年度　構成員一覧(別名　名ボ) 紙箱 1 中身は1992年度UPLI構成員名簿

文芸部ロッカー上段
4-13

礼状の例文 紙袋 1
図書館見学依頼状およびお礼状
名簿や冊子の送付時の例文

文芸部ロッカー上段
4-14

1995年度UPLI会員名簿(現役版) 紙袋 1 1995

文芸部ロッカー上段
4-15

94年度版UP名簿 紙袋 5 1994

文芸部ロッカー上段
4-16

95'OB名ボ　アンケートand手紙 紙袋 20 1995

文芸部ロッカー上段
4-17

文サの記録(1991年以前) 封筒 1 1989-1991 図書館情報大学文化系サークル連合会関係資料

文芸部ロッカー上段
4-18

1995年度　OB・OG名ボ 封筒 7 1995

文芸部ロッカー上段
5-1

写真・フィルム 紙箱 85 図書館見学等の写真。黒い箱

文芸部ロッカー上段
5-2

平成元年度　(テーマ)障害者サービス　ネガ&写真 紙箱 18 写真2点、ネガ16点。桃色の箱

文芸部ロッカー上段
5-3

写真のネガ 紙箱 3 1995 UPLI図書館見学ツアー。白の箱

文芸部ロッカー上段
5-4

アルバム 紙箱 5 1992
アルバムが箱に収められている。アルバムの背にタイトル有
り。ネガが3点挟まっている。

文芸部ロッカー上段
5-5

アルバム 紙箱 5 1988 アルバムが箱に収められている。

文芸部ロッカー上段
5-6

図書館見学写真 ミニアルバム 1 1995 市原市立図書館、袖ヶ浦市立図書館、浦安市立図書館

文芸部ロッカー上段
5-7

95図書館見学 ミニアルバム 1 1995 浦安市立図書館、市川市立図書館

文芸部ロッカー上段
5-8

成田　佐倉　新習 ミニアルバム 1 1993 成田市立図書館、佐倉市立図書館、新習志野市立図書館

文芸部ロッカー上段
5-9

95図書館見学 ミニアルバム 1 1995 松戸市立図書館、市原市立図書館

文芸部ロッカー上段
5-10

94見学旅行No1 ミニアルバム 1 1994
昭島市民図書館、小金井市立図書館、小平市立図書館、八
王子市立中央図書館、府中市立中央図書館
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文芸部ロッカー上段
5-11

94見学旅行No2 ミニアルバム 1 1994
府中市立中央図書館、町田市立中央図書館、三鷹市立三鷹
図書館

文芸部ロッカー上段
5-12

94見学旅行No3 ミニアルバム 1 1994
武蔵野市立中央図書館、宜野湾市民図書館、浦添市立図書
館

文芸部ロッカー上段
5-13

94見学旅行　沖縄 ミニアルバム 1 1994 写真なし、アルバム本体のみ

文芸部ロッカー上段
5-14

上郷小　アルス ミニアルバム 1 1994 写真なし、アルバム本体のみ。破損有り

文芸部ロッカー下段
1-1

障害者サービス調査結果 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
1-2

録音テープ・点字図書追加目録 点字冊子 1 1989 文京区立真砂図書館

文芸部ロッカー下段
1-3

松山市立中央図書館　録音・点字図書目録　平成元年度版 点字冊子 1 1989

文芸部ロッカー下段
1-4

録音図書・点字図書目録 点字冊子 1 1987 川口市立前川図書館

文芸部ロッカー下段
1-5

松山市立中央図書館　点字図書目録　昭和63年度版 点字冊子 1 1988

文芸部ロッカー下段
1-6

障害者サービスについて　調査・研究報告 冊子 2 1989 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
1-7

1回目の調査研究のための文献(収集)　多摩地域図書館 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
1-8

吉田氏制作資料 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
1-9

図書館関係資料　新聞・雑誌記事　88.6~8① 封筒 1 1988

文芸部ロッカー下段
1-10

図書館関係資料　新聞・雑誌記事　88.9~88.10② 封筒 1 1988

文芸部ロッカー下段
1-11

図書館関係資料　新聞・雑誌記事　88.11~88.12③ 封筒 1 1988

文芸部ロッカー下段
1-12

図書館関係資料　新聞・雑誌記事　89.1~④ 封筒 1 1989

文芸部ロッカー下段
1-13

子供の本と児童講座 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
1-14

「選書から見た公開図書室」調査報告 冊子 1 1991
ゆうりす公共図書館研究会
保存用の付箋あり

文芸部ロッカー下段
1-15

「移動図書館について」調査・研究報告　資料編 冊子 1 1991 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
1-16

95図書課見学のしおり 冊子 1 1995 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
1-17

「公共図書館におけるAV資料の実際」調査・研究報告 冊子 1 1993 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
1-18

調査用紙　テーマ”AV資料について” 冊子 1 図書館情報大学ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
1-19

「移動図書館について」調査・研究報告 冊子 1 1991 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
1-20

「公共図書館におけるAV資料の実際」調査・研究報告 冊子 1 1993 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
2-1

PRについての質問紙まとめ 冊子 1

文芸部ロッカー下段
2-2

調査用紙　テーマ”AV資料について” 冊子 4 図書館情報大学ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
2-3

調査用紙 プリント 7 移動図書館について

文芸部ロッカー下段
2-4

図書館見学調査用紙 プリント 2 障害者サービスについて

文芸部ロッカー下段
2-5

調査用紙 プリント 4 選書について

文芸部ロッカー下段
2-6

「公共図書館におけるAV資料の実際」調査・研究報告　資料編 冊子 3 1993 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
2-7

「公共図書館におけるAV資料の実際」調査・研究報告 冊子 2 1993 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
2-8

「移動図書館について」調査・研究報告　資料編 冊子 3 1991 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
2-9

絵本の配架　原稿　流通センターパンフ入り クリアファイル 1

文芸部ロッカー下段
2-10

オオノセンパイのアメリカみやげ 紙箱 1 パンフレット、ビデオテープ(VHS)、写真

文芸部ロッカー下段
2-11

図書館見学の手引き　お礼状の見本　新入生指導用 紙箱 1 青い紙箱

文芸部ロッカー下段
2-12

水海道市立図書館　図書館情報学実習日誌　等 紙袋 1 水海道市立図書館の封筒に入っている

文芸部ロッカー下段
2-13

小金井市立図書館　トートバッグ ビニール鞄 1

文芸部ロッカー下段
2-14

図書館報 冊子 1 1992 六日町高等学校図書委員会発行

文芸部ロッカー下段
2-15

守谷中央図書館　資料 ケースファイル 1 ピンク色のケースファイル

文芸部ロッカー下段
2-16

公開図書館だよりの原稿（と思われる) 紙袋 1 書籍部の手提げ紙袋

文芸部ロッカー下段
2-17

川越市立図書館資料 封筒 1

文芸部ロッカー下段
3-1

「ひかり」創刊号～第46号 封筒 1 千葉県訪問図書館通信

文芸部ロッカー下段
3-2

アメリカの図書館・大学関係資料 紙袋 1
個別の機関についての資料が封筒、ビニール袋、ファイルな
どに収められている

文芸部ロッカー下段
3-3

ピッツバーグ大学資料 ファイル 1 1989 アメリカの図書館・大学関係資料1

文芸部ロッカー下段
3-4

フィラデルフィア自由図書館資料 ビニール袋 1 アメリカの図書館・大学関係資料2

文芸部ロッカー下段
3-5

カリフォルニア大学資料 封筒 1 アメリカの図書館・大学関係資料3
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文芸部ロッカー下段
3-6

ニューヨーク公共図書館資料 封筒 1 アメリカの図書館・大学関係資料4

文芸部ロッカー下段
3-7

ノースランド公共図書館および高等学校資料 封筒 1 アメリカの図書館・大学関係資料5

文芸部ロッカー下段
3-8

ピッツバーグ大学ヒルマン図書館資料 封筒 1 アメリカの図書館・大学関係資料6

文芸部ロッカー下段
3-9

ピッツバーグ大学付属図書館資料 封筒 1 アメリカの図書館・大学関係資料7

文芸部ロッカー下段
3-10

ピッツバーグ大学school of library and information science資料 封筒 1 1989 アメリカの図書館・大学関係資料8

文芸部ロッカー下段
3-11

アメリカの美術館関係資料 ビニール袋 1 1989 アメリカの図書館・大学関係資料9

文芸部ロッカー下段
3-12

図書館関係新聞記事切り抜きスクラップ スクラップ帳 1 1990

文芸部ロッカー下段
3-13

アメリカの図書館資料 紙箱 1 1990

文芸部ロッカー下段
4-1

95年図書館見学資料 ビニール袋 1 1995
図書館見学のしおり
浦安市立中央図書館資料
袖ケ浦市立図書館資料

文芸部ロッカー下段
4-2

"ひかり"号のテーマ『"ひかり"のうた』 レコード 1 レコード本体にひび割れあり

文芸部ロッカー下段
4-3

「選書から見た公開図書室」調査報告 冊子 2 1991 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
4-4

「絵本の配下」研究報告 冊子 1 1989 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
4-5

いくつかの国内図書館の蔵書目録の比較・検討 冊子 1 1989

文芸部ロッカー下段
4-6

「公共図書館におけるAV資料の実際」調査・研究報告 冊子 1 1993 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
4-7

「移動図書館について」調査・研究報告 冊子 1 1991 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
4-8

「障害者サービスについて」調査・研究報告 冊子 1 1989 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
4-9

昭和63年度(第74回)　全国図書館大会記録 : テーマ・豊かな地域
社会をめざして

冊子 1 1988 日本図書館協会・東京図書館協会

文芸部ロッカー下段
4-10

調査用紙　テーマ”AV資料について” 冊子 3 図書館情報大学ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
4-11

平成4年度　つくばガイド原稿 封筒 1 1992 ガイドマップと施設解説

文芸部ロッカー下段
4-12

図書館流通センター資料 封筒 1 1988 目録カードおよび商品パンフレット

文芸部ロッカー下段
4-13

未整理の図書館資料(公共図書館の図書館報など) 紙袋 1 1989

文芸部ロッカー下段
5-1

94年図書館見学資料 紙袋 1 1994

図書館見学のしおり
府中市立中央図書館資料
八王子市立中央図書館資料
町田市立中央図書館資料
三鷹市立三鷹図書館資料

文芸部ロッカー下段
5-2

図書館見学旅行資料集 ケースファイル 1 1992 平成元年, 平成3年, 平成4年分

文芸部ロッカー下段
5-3

移動図書館の可能性 : 利用者路の距離を縮めるために フラットファイル 1 1988 卒業論文

文芸部ロッカー下段
5-4

成田市立図書館利用者アンケート　記入済み解答用紙 ケースファイル 1 図書館情報大学・根本研究室

文芸部ロッカー下段
5-5

昭和六十三年度栗苑祭研究発表報告「絵本の配架」 冊子 1 1988 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
5-6

ELISE資料 封筒 1 1994 キハラ商品パンフレット

文芸部ロッカー下段
5-7

公共図書館のavailability評価 冊子・コピー紙 1 1992

文芸部ロッカー下段
5-8

図書館情報大学附属図書館報 Vol.11, No.2 冊子 1 1995

文芸部ロッカー下段
5-9

平成6年度　つくば市の図書館概要 冊子 1 1997 つくば市立中央図書館

文芸部ロッカー下段
5-10

国立国会図書館資料 封筒 1

文芸部ロッカー下段
5-11

都立中央図書館資料 封筒 1

文芸部ロッカー下段
5-12

東京子ども図書館資料 封筒 1

文芸部ロッカー下段
5-13

国文学研究資料館資料 封筒 1

文芸部ロッカー下段
5-14

東京大学図書館(本郷)資料 封筒 1

文芸部ロッカー下段
5-15

ユーザーコマンド解説書 コピー紙 1 何についての解説書なのかは不明

文芸部ロッカー下段
5-16

山口日日新聞　1992年5月2日 新聞 1 1992

文芸部ロッカー下段
5-17

山口日日新聞　1992年4月16日 新聞 1 1992

文芸部ロッカー下段
5-18

ゆうりす公共図書館研究会名簿・図書館見学のしおり原稿 紙 1 二種類の原稿が混在している

文芸部ロッカー下段
5-19

公共図書館における児童図書の選択と蔵書構成 紙 1

文芸部ロッカー下段
5-20

合宿・研修旅行　サマー・スキースクールのガイド パンフレット 1 周遊旅行社

文芸部ロッカー下段
6-1

図書館資料収集関連資料 紙袋 1 1991 資料収集方針、図書館要項など

文芸部ロッカー下段
6-2

移動図書館調査研究冊子原稿 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
6-3

UPLIの栗苑祭参加 紙袋 1 1992 企画資料、栗苑祭パンフレットなど
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文芸部ロッカー下段
6-4

障害者サービスについて　調査・研究報告 冊子 1 1989 ゆうりす公共図書館研究会

文芸部ロッカー下段
6-5

AVライブラリー　著作権保証処理済タイトル一覧表 冊子 1 1989 日本図書館協会

文芸部ロッカー下段
6-6

ドイツ旅行資料 クリアファイル 1 1991

文芸部ロッカー下段
6-7

ゆうりす　No.47 冊子 1 1993

文芸部ロッカー下段
6-8

オオノからの手紙のコピー 封筒 1 1992

文芸部ロッカー下段
6-9

オオノのドイツ1ヶ月レポート ファイル 1 1992 カラー写真が同封されている

文芸部ロッカー下段
6-10

記入ミス封筒 紙袋 11

文芸部ロッカー下段
6-11

「児童サービスについて」　資料編 封筒 1 1995

文芸部ロッカー下段
6-12

「児童サービスについて」　調査・研究報告 封筒 1 1995

文芸部ロッカー下段
6-13

考察編　ワープロ清書　提出袋 紙袋 1 1995 「児童サービスについて」原稿

文芸部ロッカー下段
6-14

見学日程　調査用紙　反省　絵本の配架('89) 封筒 1 1989

文芸部ロッカー下段
6-15

図書館関係記事　'89.8〜'89.12.3(日) 冊子 1 1989 新聞記事の切り抜き

文芸部ロッカー下段
6-16

館の概略　絵本の配架 封筒 1 1989

文芸部ロッカー下段
6-17

調査用紙　絵本の配架 封筒 1 1989

文芸部ロッカー下段
6-18

資料一覧　絵本の配架 封筒 1 1989

文芸部ロッカー下段
6-19

移動図書館資料 紙袋 1 1991

文芸部ロッカー下段
6-20

アルバム・ネガ 紙袋 4 移動図書館の写真

文芸部ロッカー下段
7-1

長崎図書館事情 封筒 1 1987 新聞の連載記事

文芸部ロッカー下段
7-2

AV資料研究 封筒 1 1992

文芸部ロッカー下段
7-3

東京の障害者サービス フォルダ 1

文芸部ロッカー下段
7-4

選書から見た公開図書室　冊子原稿
クリアケースファ
イル

1 1991

文芸部ロッカー下段
7-5

児童サービス　ワープロ原稿 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
7-6

児童サービス　調査記入用紙　予備 紙袋 15 1993

文芸部ロッカー下段
7-7

95図書課見学のしおり　しおりの原稿 紙袋 1 1995

文芸部ロッカー下段
7-8

児童サービスについて　資料編　ワープロ原稿 紙袋 1

文芸部ロッカー下段
7-9

移動図書館について　調査・研究報告　原稿 紙束 1 1991 緑の紙に包まれている

文芸部ロッカー下段
7-10

大判写真　石岡市立図書館 写真 16

文芸部ロッカー下段
7-11

東京ドイツ文化センター 冊子 1

文芸部ロッカー下段
7-12

アメリカの図書館・大学関係資料 ビニール袋 12 1990

文芸部ロッカー下段
7-13

公共図書館の館報 紙袋 20 1993

文芸部ロッカー下段
7-14

手紙 紙箱 54 1996 年賀状なども含む



1 

作成：望⽉月有希⼦子（筑波⼤大学  図書館情報メディア研究科  博⼠士後期課程）
状態に関する注意

縦 横 ⾼高さ A：美品、本来の形状
が整っているもの
B：汚れが⽬目⽴立立つも
の、多少の⽋欠損があ
るもの
C：本体の形状がなく
なっているもの。汚
れがひどく、異異臭が
するもの

M10001 再調査 15.2 11.6 3.4 A とめ具、表、内部に
少し汚れあり。

箱のみ。中⾝身はない。

M10002 写真 15.7 27.9 -‐‑‒ A
M10003 写真 13.0 9.2 -‐‑‒ A
M10004 写真 24.6 41.2 -‐‑‒ A
M10005 和紙 11.0 11.0 -‐‑‒ A 種類の異異なる和紙が50枚くらいある。

M10006 紙漉き槽 42.3 71.8 18.0 A
M10007 刷⽑毛 17.4 16.5 1.3 A 少し汚れあり
M20001 漉桁，すあみ，刷⽑毛 35.5 28.0 10.5 A

M20002 ファラオ 　レプリカ 25.0 23.0 2.0 A ⾼高さは脚を⼊入れると6.2cm

M20003 ⽯石に刻んだ⽂文書 16.2 10.8 21.2 A ⽋欠けているように⾒見見
えるところが2か所あ
り

⽯石の部分は16.7×10.8×17，台の部分は5.2
×12.9×5.2

M20004 ロゼッタストーン 　レプリカ 32.5 25.7 1.7 A

M30001 再調査 20.9 5.5 3.0 A 何かの部品
M30002 再調査 16.3 8.7 3.0 A 中⾝身なし。箱のみ。
M30003 乾電池ケース 10.8 4.0 3.5 A
M40001 鉛活字組版

凹版
* * * A 箱：31.5×47.0×4.0，中⾝身 　⿃鳥の絵：21.8

×15.0×3.0，他の2つ：22.5×14.5×2.5，
パーツ：2．3×0.7×0.2，2.0×1.2×0.3な
ど

M40002 タイプボール 2.7 A 箱:4×3.4
M40003 鉛活字組版 18.8 12.5 2.4 A 箱：31.6×45.5×4.2（2つ），パーツ0.3

×.03×2.4

M40004 鉛活字組版 * * * A 箱：16.3×8.7×3.0，パーツ0.4×0.4×2.4

M40005 鉛活字組版 * * * A 箱：16.3×8.7×3.0，パーツ0.4×0.2×2.4

M40006 鉛活字組版 * * * A 箱：16.3×8.7×3.0，パーツ0.4×0.4×1.8
など

M40007 鉛活字組版 * * * A 箱：16.3×8.7×3.0，パーツ0.3×0.3×2.3

M40008 鉛活字組版 * * * A 中⾝身不不完全
箱：21.4×30.9×2.9，パーツ0.3×0.3×2.3
など

M40009 鉛活字組版 * * * A 箱：23.3×7.5×0.2，パーツ0.3×0.3×2.3

M40010 鉛活字組版 * * * A 中⾝身バラバラ。
箱：23.3×7.5×2.0，パーツ0.3×0.3×2.3

筑波⼤大学  図書館情報メディア系所蔵  前⾝身校関係資料料（現物資料料  概要⽬目録）
科学研究費 　基盤研究（B） 　21世紀図書館情報専⾨門職養成研究基盤アーカイブ構築  :  図書館情報専⾨門職の再検討（平成26年年度度）

直径3.3

備考分野 番号
INV

資料料名（仮） サイズ(cm) 状態

東
洋

オ
リ
エ
ン
ト

⽤用
具

印
刷
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M40011 版⽊木 16.9 27.2 2.0 A
M50001 ヘラ 24.0 4.7 1.4 A
M50002 糊盆 25.5 19.0 5.5 A
M50003 筆 18.0 1.5 0.5 A 汚れ、錆あり
M50004 糊盆の蓋 26.0 18.8 2.0 A パレット状の板
M50005 ⽪皮すき包丁 17.2 4.0 1.6 A
M50006 再調査 30.0 4.5 3.2 A
M50007 焼き鏝 34.8 4.2 3.0 A
M50008 刷⽑毛 ⼤大23.2

⼩小23.0
7.3
6.8

2.3
2.0

A 汚れ、⽑毛並みが悪い

M50009 板 29.8 17.8 2.0 A
M50010 ⽬目打ち台 34.6 21.3 2.1 A
M50011 板 ⼤大33.2

⼩小31.7
22.5
22.1

2.9
2.3

A

M50012 板 25.5 16.0 1.5 A
M50013 樫⽮矢 33.5 3.5 3.0 A
M50014 丸才槌 33.0 9.5 11.0 A 本体に「丸さい」と記載あり
M50015 ⽊木槌 29.7 10.4 3.5 A 本体に「⽊木槌」と記載あり
M50016 ヤットコ（⽮矢床） 14.7 3.5 1.4 B 錆
M50017 ハサミ 15.7 5.5 1.0 B 錆
M50018 再調査 10.5 6.4 3.3 A
M50019 三⾓角定規 4.1 8.2 -‐‑‒ B 汚れひどい
M50020 筆 18.0 1.5 1.4 C ⽑毛の部分がない ⽑毛の部分が切切れて破損している

M50021 針 6〜～7 -‐‑‒ -‐‑‒ B 錆
M50022 ⽷糸 4.0 4.0 5.7 A 汚れあり
M50023 再調査 23.8 1.0 -‐‑‒ A その他
M50024 再調査 5.4 B 中⾝身が固まってる
M50025 再調査 4.6 2.8 1.4 ― 元の状態が不不明
M50026 刃物 17.9 4.0 1.7 A 錆、汚れ
M50027 引出しつき物⼊入れ 35.0 51.0 16.5 A 汚れあるが原型をと

どめている
M50028 再調査 ⼤大27.9

⼩小27.0
20.9
17.9

0.2
0.2

A

M50029 紙クロース A 多少汚れあり 定価表あり

M50030 地券紙 A 多少汚れあり

M50031 再調査 A 多少汚れあり 封筒に「⼒力力低」の記載あり

M50032 背貼紙 A 多少汚れあり

M50033 トンカチ 12.0 9.0 2.9 A
M50034 ⼿手包丁 18.0 12.0 -‐‑‒ A 錆あり
M50035 トンカチ 12.6 10.7 2.6 A
M50036 銀杏鏝 24.0 11.3 2.0 A
M50037 再調査 22.0 2.5 1.7 A 錆あり
M50038 再調査 9.0 5.6 2.6 A
M50039 再調査 15.7 3.3 1.0 A 多少汚れあり
M50040 再調査 10.0 1.0 0.3 A 錆あり その他：9.5×直径0.7
M60001 TF式カード謄写器 * * * A 板の裏裏に「古野健雄先⽣生創案カード印刷器」

とあり
板：19.8×12.5×10.6
ローラー：12.8×10.0×4.5

M60002 TF式⽬目録カード 7.5 12.5 -‐‑‒ A
M60003 CRINTER  平圧式孔版カード印

刷器
21.2 19.1 9.5 A 汚れあり 蓋をあけた時の⾼高さ17.2cm

直径3.5

⼤大きさが異異なる紙⽚片が
多数あり

印
刷

出
版

図
書
館
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M60004 公開図書室利利⽤用登録票 4.6 12.5 -‐‑‒ A
M60005 図書館短⼤大蔵書印 7.5 A
M60006 ⼩小平図書館返却期限カード 12.5 7.5 19.0 A
M60007 輪輪転式電動孔版カード印刷機 24 39 A 「Mini-‐‑‒Graph  Model  輪輪転式電動孔版カード

印刷機」との説明書あり

M60008 ペン 　図書館情報⼤大学閉校記念念
品

12.7 1.5 1.7 A

M60009 シャープペン 　図書館情報⼤大学
閉校記念念品

10.0 0.6 0.9 A

M60010 図書館情報⼤大学のテレホンカー
ド

8.6 5.4 -‐‑‒ A

M60011 図書館情報⼤大学のテレホンカー
ド

8.6 5.4 -‐‑‒ A

M60012 図書館情報⼤大学のネクタイピン 5 1.7 1.5 A ケース7.3×3.6×2.3

M60013 図書館情報⼤大学のCD-‐‑‒ROM A ケース14.1×12.4
M60014 カード切切込器 23.7 11.5 15 A “Librar  Supplies”と表記あり

M60015 Memori-‐‑‒Card（記憶カード） 12.5 8.3 -‐‑‒ A
M60016 ⾜足利利学校のビデオ 21.9 13.8 3.0 A ケース14.1×25.5×3.7
M60017 ⾃自動貸出返却機 32.0 43.0 71.5 A
M60018 フォトチャージング貸出システ

ム
30.2 34.0 42.3 A

M60019 ⼿手動式欧⽂文タイプライター（ド
イツ製）

41.0 53.5 20.0 A

M60020 謄写版原紙 C 汚れ、しみ、カビ、
異異臭

汚れが酷く撮り直ししない。異異臭あり。

M60021 謄写版鉛筆（ボールペン型，
ルーレット型）

* * * A ボールペン型17.5×1.1×1.1
ルーレット型15.1×1.8×1.1

M60022 タイプライターの教本 29.7 20.9 0.5 A
M60023 図書館情報⼤大学のレポート⽤用紙 29.7 21.0 0.5 A

M60024 図情⼤大開学20周年年，創基80周
年年記念念品レターファイル

28.0 21.9 1.5 A

M60025 図書館情報⼤大学の看板 60.0 15.0 2.0 A 看板の⽂文字「図書館情報⼤大学創設準備室」

M60026 図書館情報⼤大学の看板 60.1 15.0 1.7 B 紙の部分にしみと汚
れ

看板の⽂文字「図書館情報⼤大学東京連絡所」

M60027 図書館情報⼤大学の看板 91.6 18.2 1.8 A 看板の⽂文字「⽣生涯学習教育研究センター」

M60028 図書館情報⼤大学の看板 92.0 18.2 1.8 A 看板の⽂文字「⽣生涯学習推進室」

M70001 NCKパンチカード 15.4 20.5 -‐‑‒ A
M70002 ホールドソート・カード 12.8 20.3 -‐‑‒ A
M70003 ホールドソート・カード 12.7 20.3 -‐‑‒ A
M70004 ホールドソート・カード 12.8 20.3 -‐‑‒ A
M70005 ホールドソート・カード 7.5 12.5 -‐‑‒ A

M70006 ハンドパンチ 14.5 6.0 1.3 A
M70007 ソートニードルセット 32.0 4.0 2.0 A その他24.0×1.1×0.6
M70008 NCKソートニードルセット 27.3 0.8 1.7 A その他23.6×1.0×0.2
M70009 再調査 24.3 2.7 2.7 B 錆 ホールドソート・カード⽅方式検索索の道具

M70010 GUIDE  CARD 8.5 12.5 -‐‑‒ A
M70011 ⾒見見出し⽤用カード 8.5 12.5 -‐‑‒ A
M70012 ⾒見見出し⽤用カード 8.5 12.5 -‐‑‒ A
M70013 ⽬目録カード 7.6 12.8 -‐‑‒ A 箱12.8×8×2.7，カード7.5×12.6

直径3.6

直径12.0

  
  
検
索索
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M70014 カード容器（伊藤伊） * * * A
M70015 再調査 A 「パンチカードシステム関係器具」と段ボー

ルに記載あり
M70016 ⾳音響カプラー付端末機 * * * A 本体40.5×37.5×10.5

電話機21.0×13.0×12.0

M70017 ⽬目録カード 7.5 12.5 -‐‑‒ A
M80001 そろばん 16.0 34.7 3.0 A
M80002 磁気テープカートリッジ 8.8 A
M80003 電⼦子式卓上計算機 19.0 14.2 4.8 A 下のゴムが溶けている
M80004 電⼦子式卓上計算機 5.9 9.0 0.5 A
M80005 電⼦子式卓上計算機 11.2 6.8 0.7 B 下部が割れている
M80006 ヘンミ計算尺 2.0 11.9 1.3 A 伸ばすと横は22.0，（袋）12.7×3.5×1.2

M80007 ヘンミ計算尺 2.9 15.0 0.7 B 伸ばすと横は27.5，（袋）15.7×4.5×1.0

M80008 再調査 10.5 14.2 3.1 A
M80009 TAPE  SPLICER 18.3 12.9 6.0 A ⾓角が⽋欠けている 開いた時の⾼高さ19.5
M80010 電卓 7.0 17.5 1.0 A 画⾯面が変⾊色している 箱7.7×18.0×1.8
M80011 FORTRAN  STATEMENTフォー

トランステートメント（パンチ
カード）

8.2 18.7 -‐‑‒ B 紙カード汚れあり

M80012 穿孔テープ（せんこうてーぷ） * * * A テープはそれぞれ⻑⾧長さが異異なる。幅は2.5

M80013 TSテープ 2.5 A 箱直径6.0×3.0
M80014 コード A
M80015 モンロー計算機 41 52.5 20 A
M80016 Electronic  Book  Drive 17.1 10.7 3.5 A 開いた時の⾼高さ12.0
M80017 英⽂文タイプライター 32.5 31.5 8.5 A 箱はしみ、カビあり 箱41.5×31.5×10.0
M80018 タイプライター教本 29.5 22.0 1.5 A 表紙が折れている
M90001 プリント基板 14.8 17.5 2.0 A
M90002 プリント基板 15.5 17.5 1.0 A
M90003 3.5インチHDD 14.3 12.0 4.0 A
M90004 ディスプレイアダプタ 12.5 21.5 2.1 A
M90005 ワンボードマイコン 22.0 27.8 1.5 A
M90006 プリント基板 6.6 28.0 1.3 A
M90007 コード 19.0 4.0 1.6 A
M90008 プリント基板 29.2 38.5 1.7 A
M90009 シリコンウェハー 12.1 12.5 -‐‑‒ A
M90010 CPU  ボード 29.2 38.5 1.6 A
M90011 主記憶装置 29.2 38.5 1.6 A
M90012 HDD 17.5 11.0 3.7 A
M90013 MO  （  Magneto-‐‑‒Optical

disk）光磁気ディスク
17.5 11.0 3.7 A

M90014 マウス 11.0 7.0 3.0 A コード146ｃｍ
M90015 マウス 12.7 8.0 4.5 A
M90016 フロッピーディスク 13.3 13.3 0.1 A 外16.0×16.0×1.0
M90017 応⽤用グラフィックスデスクアル

バム
13.3 13.3 0.1 A 応⽤用グラフィックスディスクアルバム？外

23.0×23.0×0.5
M90018 フロッピーディスク ⼤大20.3

⼩小13.3
20.3
13.3

0.1
0.1

A 箱21.5×23.0×3.7

M90019 フロッピーディスク 20.3 20.3 0.1 A 箱21.5×22.3×4.3
M90020 フロッピーディスク 13.3 13.3 0.1 A 箱14.5×15.2×3.7

  
  
検
索索

パーツがバラバラ

直径4.7

直径5.2
⻑⾧長さ約3ｍ

電
⼦子
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M90021 取扱い説明書 21.6 14.0 0.1〜～0.4 A IBM47.4×19.6，キーボード表48.4×10.6

M90022 漢字ROMボード 10.0 31.5 1.2 A

M90023 フロッピードライブ 20.5 14.8 4.2 A
M90024 再調査 1.5 A
M90025 Travan（トラバン） 10.1 15.2 1.6 A
M90026 オーバードライブプロセッサ 4.4 4.4 1.3 A
M90027 Cartridge  Magnetic  Tape

(CMT，カートリッジマグネ
ティックテープ)

12.2 10.7 2.5 A

M90028 ハンディコピーマシン
熱転写式複写機

10.4 4.0 7.0 A 中⾝身はA、箱はB。ベ
タツキあり

M90029 PC-‐‑‒9801 　キーボード 20.8 47.5 6.0 A
M90030 J-‐‑‒Star  マウス 9.8 5.7 3.5 A コード73
M90031 再調査 14.5 14.2 5.0 A コード45
M90032 オープン・リール磁気テープ

（Open-‐‑‒reel  Magnetic
Tape）

1.7 A

M90033 磁気テープ 1.7 A
M90034 磁気テープ 1.8 A
M90035 磁気テープ 1.8 A

M90036 J-‐‑‒Star 　キーボード 20 46.5 4.1 A
M90037 プリント基盤 8.0 16.1 1.5 A
M90038 プリント基盤 8.2 15.3 4.0 A
M90039 MDRAM  (Multibank  DRAM) 6.6 17.6 1.6 A
M90040 シリコンウェハー 12.6 12.6 1.0 A
M90041 MDポータブルレコーダー 7.8 7.1 1.7 A
M90042 電⼦子辞書 11.0 15.2 1.8 A 開いた時の⾼高さ11.5
M90043 再調査 ⼤大2.0

⼩小2.5
1.1
0.6

1.0
0.5

A

M90044 CD－ROM 0.1 A
M90045 CD－ROM 0.1 A
M90046 PHS 14.0 4.0 2.7 A
M90047 CD－ROM 0.1 A
M90048 CD－ROM 0.1 A
M90049 九州⼤大学情報基盤センター開所

記念念九州⼤大学図書館所蔵貴重資
料料（絵⼊入本）画像データベース

0.1 A

M90050 CD－ROM 0.1 A
M90051 電⼦子ブックプレイヤー 12.0 14.5 4.8 A 下側の⾊色が剥げてい

る
開いた時の⾼高さ14.8

M90052 電⼦子ブックプレーヤー 15.5 10.4 4.2 B 本体べたつきあり 開いた時の⾼高さ15.5
M90053 電⼦子ブックプレーヤー 11.0 16.1 3.3 A 開いた時の⾼高さ13.0
M90054 FDDユニット(USB) 14.0 10.2 1.8 A
M90055 MAUSB 　スマートメディア

リーダー
9.2 6.7 2.2 A

M90056 再調査 2.7 2.5 4.7 A その他10.4×3.0×4.0
M90057 カメラ 7.5 10.5 7.0 A
M90058 カメラ 6.5 12.5 6.5 A
M90059 カメラ 7.0 10.8 5.0 A
M90060 トランジスタ ⻑⾧長さ4.7 A
M90061 真空管 11.2 A
M90062 真空管  Receiving  Tube 6.5 A
M90063 真空管  Receiving  Tube 5.3 A直径1.6

直径12．0

直径12．0

直径0.4×1.0
直径3.8
直径1.7

電
⼦子

直径5.2

直径17.6

直径17.6
直径21.4
直径26.5

直径12．0
直径12．0

直径12．0
直径12．0
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M90064 真空管  Receiving  Tube 5.5 A
M90065 熱陰極放電管 6.2 A
M90066 真空管 8.5 A
M90067 抵抗器 8.0 16.0 1.0

0.5
B 部品とれている

M90068 コンデンサ 直径2.0 4.4 6 A
M90069 再調査 0.6 0.6 4.3 A

M90070 パーソナルコンピューターの
ディスプレー

36.0 37.0 34.0 A ⾼高さ合計46.5

M90070-‐‑‒1 パーソナルコンピューター 40.0 49.5 12.5 A
M90071 電⼦子タイプライター

（Letterwriter100）
41.0 54.0 26.5 A

M90072 ディスクユニット 35.8 19.3 25.4 A

M90073 OHP 　オーバーヘッドプロ
ジェクタ

37.0 30.0 70.0 A

M90074 ニコレット実物投映機 40.0 25.5 45.0 A

M90075 インクリボンカセット 11.0 9.2 1.8 C 中のリボンが解けて
インクが漏漏れる

M90076 コード A
M90077 コード A
M90078 コード A
M90079 コード A
M90080 コード A
M90081 コード A
M90082 コード A
M90083 コード A
M90084 コード A
M90085 コード A
M90086 コード A
M90087 コード A
M90088 IC（Integrated  Circuit）集積

回路路  /  半導体集積回路路
B ⼀一部折れているとこ

ろあり

看
板
⽂文
字

M10-‐‑‒1 図書館情報⼤大学の看板の⽂文字 B 漢字，アルファベットあり 　アルファベット
の不不⾜足あり

P0001 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0002 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0003 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0004 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0005 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0006 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0007 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0008 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0009 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0010 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0011 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0012 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0013 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0014 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0015 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0016 写真 35.0 42.5 0.9 A

直径2.0
直径3.0
直径3.0

写
真

電
⼦子
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P0017 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0018 肖像写真 42.5 35.0 0.9 A
P0019 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0020 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0021 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0022 写真 35.0 42.5 0.9 A
P0023 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和58年年5⽉月撮影
P0024 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月19⽇日撮影
P0025 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月撮影
P0026 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和63年年5⽉月9⽇日撮影
P0027 航空写真 42.0 51.8 2.0 A 昭和56年年5⽉月撮影
P0028 航空写真 49.8 60.0 2.0 B キズあり 昭和56年年5⽉月撮影
P0029 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月撮影
P0030 航空写真 41.5 52.6 2.4 A 昭和63年年5⽉月9⽇日撮影
P0031 航空写真 38.0 49.0 2.5 A 昭和58年年春
P0032 写真 41.5 42.0 2.0 B 汚れ，破れあり
P0033 航空写真 44.0 54.5 1.0 A 平成8年年6⽉月撮影
P0034 航空写真 44.0 54.5 1.0 A 平成13年年5⽉月撮影
P0035 航空写真 59.9 49.9 3.0 C ⼀一部紙の剥がれあり 昭和53年年7⽉月撮影

P0036 航空写真 42.0 51.9 1.9 A 昭和56年年5⽉月撮影
P0037 航空写真 42.0 51.9 1.9 B 汚れあり 昭和56年年5⽉月撮影
P0038 航空写真 42.0 53.0 2.4 B 汚れあり 昭和57年年5⽉月撮影
P0039 航空写真 42.0 53.0 2.4 A 昭和63年年5⽉月9⽇日撮影
P0040 航空写真 42.0 51.9 1.9 A 昭和56年年5⽉月撮影
P0041 航空写真 42.0 53.0 2.4 B 汚れあり 昭和59年年5⽉月撮影
P0042 航空写真 42.0 53.0 2.4 A 昭和59年年5⽉月19⽇日撮影
P0043 航空写真 42.0 53.0 2.4 A 昭和59年年5⽉月19⽇日撮影
P0044 航空写真 42.0 53.0 2.4 A 昭和59年年5⽉月19⽇日撮影
P0045 航空写真 42.0 53.0 2.4 A 昭和59年年5⽉月19⽇日撮影
P0046 航空写真 42.0 53.0 2.4 B 汚れあり 昭和59年年5⽉月19⽇日撮影
P0047 航空写真 42.0 52.0 1.9 B シミ，汚れあり 昭和56年年5⽉月撮影
P0048 航空写真 42.1 53.0 2.2 A 昭和63年年5⽉月9⽇日撮影
P0049 航空写真 41.5 52.5 2.4 A 昭和63年年5⽉月9⽇日撮影
P0050 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月撮影
P0051 航空写真 42.0 53.0 2.0 B 汚れあり 昭和58年年5⽉月撮影
P0052 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月撮影
P0053 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月撮影
P0054 航空写真 42.0 53.0 2.0 A 昭和57年年5⽉月撮影
P0055 航空写真 41.5 52.5 2.4 A 昭和63年年5⽉月9⽇日撮影
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	筑波大学 図書館情報メディア系所蔵 前身校関係資料（文献資料 概要目録
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