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記念センター所蔵寄贈資料目録⑪

愛知大学東亜同文書院大学記念センター研究員

武井㻌 義和

今回は 2016 年に愛知大学東亜同文書院大学記念センター（以下、
「記念センター」と略
記）に寄贈された資料の目録を掲載する。
有森茂生氏からは今年も多くの資料を寄贈頂いた。
広州大清銀行兌換銀票［No. 36－109］は 50 元の紙幣である。大清銀行のルーツは 1905
年に清朝の戸部（地政と版籍をつかさどった中央官府）が戸部銀行を開設したことに始ま
る。3 年後の 1908 年に大清銀行と改名するとともに、資本金 1,000 万両、株式 10 万株、
清朝政府がその半分を所有すると定め、本店を北京に、各省の省城や開市場などに数十支
店が設けられた国家中央銀行の性質をやや備えていたが、清朝滅亡とともに営業を停止し
た（1）。したがって、広州大清銀行は支店の 1 つであり、上記兌換銀票は大清銀行が存在
したわずかな期間の間に発行されたものであったことが分かる。なお、兌換銀票の表面に
は 2 種類のスタンプが押されており、１つは文字がほとんど判読不能であるが「廃」の文
字がみえる。また、もう 1 つは「取り消す、削除する」の意味である「註銷」とある。大
清銀行が営業停止となった後の時代に、使用不可という意味で押されたものと考えられる。
 ドイツマルク紙幣［No. 36－110］は、第一次大戦後のドイツでインフレに見舞われた時
期に使用されたものである。のちに東亜同文書院大学学長、そして愛知大学創設の中心人
物となる本間喜一は、東京商科大学に予科教授として在籍中の 1923 年から 25 年にかけて
ドイツへ留学するが、現地でインフレを経験した。その経験が、第二次大戦末期の東亜同
文書院大学学長時に学校運営のための物資を確保するなど、学校経営に活かされた（2）
。
こうして考えると、このドイツマルク紙幣は単なる紙幣としてだけでなく、東亜同文書院
大学の歴史を考える上でも重要な位置付けがなされる資料ともいえる。
 岸田吟香に与えられた売薬請売許可証［No. 36－111］は、1890 年に山形県西置賜郡役
所が岸田吟香と鈴木卯一郎に出したものである。岸田の住所は東京になっているが鈴木の
住所は西置賜郡長井町（現在の長井市）になっており、岸田が鈴木に販売を依頼したもの
に関する許可である。岸田は 1875 年に楽善堂を銀座に開設して目薬の精錡水を販売したが、
この許可証でも「鎮溜飲」や「穏通丸」などの薬とともに精錡水の名が記されている。
なお、岸田は 1880 年に楽善堂支店を上海に設けて清国へも本格的に進出し、荒尾精を支援
するなどしたが（3）、この資料はそうした岸田が日本国内でも販売網を広げていこうとし
た様子を知ることができる資料である。
送別会案内状［No. 36－112］は大内暢三より林源三郎に送られたものである。大内は当
時東亜同文書院院長代理であり、林は 1918 年 12 月 13 日より 1931 年 3 月 16 日まで東亜
同文書院教授を務め、「上海居留民団」（『支那研究』第 10 巻第 1 号、東亜同文書院支那研
究部、1929 年）や「上海に於ける教育」
（森沢磊五郎と共著、『支那研究』第 9 巻第 3 号、
1930 年）などの論文を発表した人物である。書簡には 3 月 11 日と日付けが明記され、16
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日すなわち辞職日の午後 6 時より教職員会館で送別会を催す旨記されている（4）
。
 ほかにも、豊橋に駐屯していた歩兵第 18 連隊や豊橋陸軍教導学校の各絵はがき、戦前の
ものと思われる豊橋市街絵はがきなど［No. 36－113～36－115］
、かつての豊橋の様子を知
ることができる資料、ならびに明治時代にまとめられた『東亜同文会会則』
、雑誌『支那』
第 31 巻第 12 号（東亜同文会、1940 年）
、戦後 1952 年に豊橋市公安委員会と豊橋市警察署
がまとめた「愛知大学事件」に関する資料『愛大事件の観方』なども頂いた。
なお、愛知大学の歴史に関するものとしては、2016 年に愛知大学男声合唱団および女声
合唱団に所属していた卒業生の方々から当時の資料を多く寄贈頂いた。記念センターの森
健一職員の方で受け入れの対応に当たった。合唱団の資料は 2017 年 3 月 11 日から 25 日ま
での期間、愛知県豊橋市の名豊ビルで開催の資料展示会「愛知大学合唱団の歩み」におい
ても展示された。部活やサークルの資料は大学の公式な記録として残らないことが多いが、
今回の資料寄贈や展示会開催を契機として、昔の学生生活の様子がさらに明らかにされて
いくことを期待したい。
 多くの貴重な資料を寄贈頂いた有森茂生様、ならびに男声合唱団・女声合唱団の OB・
OG の皆様に厚くお礼申し上げます。
〔注〕
（1）大村欣一『支那政治地理誌』上巻、433 頁（丸善、1913 年）
、同『支那政治地理誌』下巻、
495～496 頁（丸善、1915 年）
。
（2）ドイツ留学時代については加藤勝美『愛知大学を創った男たち』75~76 頁（愛知大学、2011
年）
、東亜同文書院大学学長時の対応については『滬友』第 22 号、6~8 頁（滬友会、1967 年）
、
『東亜同文書院大学史』259 頁（滬友会、1982 年）を参照。
（3）中村義ら編『近代日中関係史人名辞典』（東京堂出版、2010 年）。
（4）『東亜同文書院大学史』256 頁、『創立四拾週年 東亜同文書院記念誌』156 ノ 1 頁（東亜
同文書院大学、1940 年）。
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1.［No. 36－109］広州大清銀行兌換銀票

2.［No. 36－110］1923 年の 10 億マルク紙幣

［No. 36－114］豊橋陸軍教導学校の絵はがき
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3．［No. 36－111］売薬請売許可証
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2016年寄贈資料目録
㻺㼛㻚
日 付
㻟㻢 36－109 1909年

内

容

広州大清銀行兌換銀票

36－110 1922～23年

ドイツマルク紙幣（計9点）

36－111 1890年5月3日

売薬請売許可証

36－112 (1931年)3月11日
36－113
36－114
36－115
36－116

送別会案内状
陸軍歩兵第18連隊の絵はがき（計2点）
豊橋陸軍教導学校の絵はがき
豊橋市街の絵はがき
映画「孫文」のスチール写真

差出人

受取人

寄贈者氏名

寄贈年月日

有森茂生氏

2016年3月8日

同
山形県西置賜 岸田吟香、
同
郡役所
鈴木卯一郎
大内暢三
林源三郎
同
同
同
同
同

上

2016年3月8日

上

2016年7月15日

上
上
上
上
上

2016年7月15日
2016年7月15日
2016年7月15日
2016年7月15日
2016年7月15日

愛知大学男声合唱団寄贈資料
㻝 1964年10月31日
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣
㻤

1964年10月31日
1965年9月4日
1965年9月5日
1965年12月12日
1965年12月12日
1965年12月12日

㻥
㻝㻜 1965年12月16日
㻝㻝 1965年12月26日
㻝㻞 1967年11月2日
㻝㻟
㻝㻠
㻝㻡
㻝㻢
㻝㻣
㻝㻤
㻝㻥

1963年
1964年12月19日
1965年6月26日
1965年
1965年
1965年

㻞㻜 1977年2月19日
㻞㻝
㻞㻞
㻞㻟 2016年7月15日

第1回定期演奏会プログラム(於：豊橋公会
堂）
男声合唱団第1回定期演奏会ＣＤ
男声合唱団中津川演奏会ＣＤ
岐阜演奏会プログラム(於：岐阜市公会堂）
第2回定期演奏会（於：豊橋公会堂）
第2回定期演奏会チケット
男声合唱団第2回定期演奏会ＣＤ
第1回・第2回定期演奏会短縮版ＣＤ
愛知大学男声合唱団 第1回、第2回定期
演奏会等の写真アルバム
名古屋演奏会チケット
オール愛知大学ミュージックフェステイバル
（於：豊橋市体育館）
第4回定期演奏会プログラム(於：豊橋市公
会堂)
機関紙 『ｆｆ フォルテッシモ』 第1号
機関紙 『ｆｆ フォルテッシモ』 第2号
機関紙 『ｆｆ フォルテッシモ』 第3号
愛知大学学生歌・寮歌CD
愛知大学学生歌・寮歌CD
愛知大学学生歌・寮歌のソノラマ・レコード
愛知大学学生歌・寮歌のソノラマ・レコード
第13回定期演奏会(於：豊橋市民文化会
館） ＬＰステレオ・レコード2枚
愛知大学男声合唱団アルバム（1964年・
65年・77年）
アカイ・テープ・レコーダー（1961年製）
愛大資料館へ提出する男声合唱団の資料
目録

中内康博氏

2016年6月2日

勝野正彦氏
勝野正彦氏
中内康博氏
中村勝之氏
丸山正男氏
勝野正彦氏
中内康博氏

2016年7月25日
2016年7月25日
2016年6月2日
2016年10月17日
2016年6月2日
2016年7月25日
2016年6月2日

中内康博氏

2016年6月2日

丸山正男氏

2016年6月2日

丸山正男氏

2016年6月2日

勝野正彦氏

2016年6月2日

中内康博氏
中内康博氏
中内康博氏
勝野正彦氏
中内康博氏
鈴木正隆氏
中内康博氏

2016年6月2日
2016年6月2日
2016年6月2日
2016年7月25日
2016年10月17日
2016年10月17日
2016年10月17日

鈴木正隆氏

2016年7月25日

中内康博氏

2016年7月25日

中内康博氏

2016年7月25日

中内康博氏

2016年7月25日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

稲石千佳代氏

2016年4月22日

稲石千佳代氏

2016年4月22日

岡本厚子氏

2016年4月22日

岡本厚子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

稲石千佳代氏

2016年4月22日

稲石千佳代氏
稲石千佳代氏

2016年4月22日
2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

藤城佐知子氏

2016年4月22日

愛知大学女声合唱団寄贈資料
㻝 1965年11月2日
㻞 1965年11月2日
㻟 1966年12月10日
㻠 1966年12月10日
㻡 1967年12月9日
㻢 1967年12月9日
㻣 1967年12月9日
㻤 1967年12月9日
㻥 1971年2月21日
㻝㻜 1978年12月
㻝㻝 1978年12月
㻝㻞 1972年11月1日
㻝㻟
㻝㻠 1988年12月18日
㻝㻡 1989年8月
㻝㻢 1989年8月
㻝㻣
㻝㻤
㻝㻥
㻞㻜 2016年
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第6回 愛知大学女子短期大学部音楽会
学生用入場券
第6回 愛知大学女子短期大学部音楽会
写真
第7回 愛知大学女子短期大学部音楽会
チケット
第7回 愛知大学女子短期大学部音楽会
写真
愛知大学女子短期大学部合唱団 第1回
演奏会 チケット
愛知大学女子短期大学部合唱団 第1回
演奏会 写真
愛知大学女子短期大学部合唱団 第1回
演奏会 プログラム
愛知大学女子短期大学部合唱団 第1回
演奏会 ポスター
愛知大学女子短期大学部合唱団 第4回
演奏会 プログラム
愛知大学女子短期大学部合唱団 OG合
同演奏会 写真
愛知大学女子短期大学部合唱団 OG合
同演奏会 録音テープ
OG会新聞「梢」
第3回 OG会便り
愛知大学女子短期大学部合唱団 第14回
演奏会 プログラム
愛知大学女子短期大学部合唱団（音楽
部） 創立30年を祝うOG会 写真
愛知大学女子短期大学部合唱団（音楽
部） 創立30年を祝うOG会 OG会会員名
簿
『梢の歌』楽譜
愛知大学女子短期大学部 音楽部 記録
写真集（1965・66年分）
愛知大学女子短期大学部 合唱団・OG会
記録写真集（1967年以後）
【解説文】愛知大学女子短期大学部「音楽
部」の誕生。「音楽部」から「合唱部」と改
名されていった＜あゆみ＞。

藤城佐知子氏・
2016年4月22日
稲石千佳代氏
藤城佐知子氏

2016年4月22日

