
多田基先生資料リスト（文書）

　■　内田百閒　書幅・色紙
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

1 書幅 百閒 1軸 百閒直筆の書　「うららか・・・ B-157
2 拓本 1枚（1枚を軸に巻いてある） 内田百閒先生の「木蓮や」の拓本 B-158

3 色紙（額入り） 百閒 1枚（額入り） 夕やみに　馬光り居る・・・・ B-160

　■　内田百閒　書簡・多田基宛の部
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

4 葉書 内田栄造 多田基 昭和2．9．.24消印 ペン書き1枚 栗のお礼。菊正氏の件宜しく。ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾄ借用依頼。 B-66
5 書簡　封筒共 百鬼 多田基 昭和7．9 ．17 消印 原稿用紙1枚　　封筒1枚 借金のお願い B-107
6 葉書 内田栄造 多田基 昭和8年8月4 ペン書き1枚 獨逸語征伐ヲ一冊頂ケナイデセウカ・・・ B-30
7 葉書 鬼[内田榮造] 多田基 昭和8．8．14消印 ペン書き1枚 獨逸語征伐マダクレマセンドウカ催促シテ下ｻｲ・・・ B-31

8 葉書 内田榮造 多田基 昭和9．4．21消印 ペン書き1枚
昨晩申六さんが小説をもってきました・・獨逸語征伐ヲ二冊ただでせ
しめる事は出来ませんか

B-33

9 葉書 百閒先生 多田基 昭和9．5．11消印 ペン書き1枚 三笠書房が1日中番をして・・いつでも夕方にきませんか B-32
10 葉書 百閒 多田基 昭和9．5．13消印 ペン書き1枚 獨逸語の本はもういりません B-34
11 書簡　封筒共 百鬼 多田基 昭和9．6．16消印 便箋2枚綴り　封筒1枚 B-108
12 葉書 百鬼 多田基 昭和9．6．21消印 鉛筆き1枚 太田邸で野上さんにおあいになりましたか B-36
13 葉書 内田百閒 多田基 昭和9．6．23消印 ペン書き1枚 B-35
14 葉書 内田百閒 多田基 昭和9．8．5消印 ペン書き1枚 B-37
15 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 本文　昭和9．8．17 便箋1枚　封筒1枚 B-109
16 葉書 多田基 昭和9．8．20消印 ペン書き1枚 B-38
17 葉書 合羽鬼 多田基 昭和9．8．29消印 ペン書き1枚 明三十日。北村先生同伴賛成・・ B-39
18 葉書 内田百閒 多田基 昭和9．9．5消印 ペン書き1枚 近日中に井本さんの許へ小生出かけます B-40
19 書簡　封筒共 栄 多田基 本文　昭和9．10．1 便箋1枚　封筒1枚 B-110
20 葉書 内田百閒 多田基 昭和9．12．12消印 ペン書き1枚 芸妓みや子さんの死去の連絡 B-41

21 葉書 内田百閒 多田基 昭和10．1．2消印 ペン書き1枚 ･･段段向うが明かるくなって来るのが解ります・・ B-42

22 葉書 内田百閒 多田基 昭和10．1．14消印 ペン書き1枚 B-43
23 葉書 合羽鬼 多田基 昭和10．2 ．4消印 筆書き1枚 岡保が来て・・グツグツ云うからペリペリやっつけて B-44 
24 書簡　封筒共 内田百間 多田基 昭和10．2 ．5 消印 便箋1枚　　封筒1枚 B-103
25 葉書 合羽鬼 多田基 昭和10．2 ．22 消印 ペン書き1枚 守屋氏の許にはもう先日行きました・・ B-45 
26 葉書 鬼苑 多田基 昭和10．2 ．27 消印 ペン書き1枚 B-46  
27 葉書 鬼苑 多田基 昭和10．5 ．2 消印 ペン書き1枚 明三日の御訪来は原稿遅延の為御取止め願度 B-48 
28 葉書 内田百閒 多田基 昭和10．5 ．19 消印 鉛筆書き1枚 明日の振替のお金は只今三笠書房から・・・ B-49
29 葉書 内田百閒 多田基 昭和10．7 ．11 消印 ペン書き1枚 講習会は如何です・・・ B-50
30 葉書 内田百閒 多田基 昭和10．7 ．15 消印 ペン書き1枚 スリキャスルヲ先日貰ッタノデスガアア云フ煙草ハ・ B-51
31 葉書 内田百閒 多田基 昭和10．8 ．6 消印 ペン書き1枚 「春琴抄」観劇のお誘い B-52
32 書簡　封筒共 内田百閒 多田基 昭和10．8．6消印 便箋ペン書き2枚　封筒1枚 借金の御願い Ｂ-2
33 葉書 内田百間 多田基 昭和10．8 ．25 消印 印刷・ペン書き1枚 母峯死亡通知　（本文　10．8．21） B-53
34 書簡　封筒共 稀塩酸人[内田百閒] 多田基 昭和10．8．28消印 便箋ペン書き1枚　封筒1枚 近況及おねがい Ｂ-3
35 葉書 内田百間 多田基 昭和10．9 ．6 消印 本文鉛筆書き1枚 北村にコトヅケ頼ミマシタガ・・ B-54
36 葉書 百鬼 多田基・冨士子 昭和10．10 ．28 消印 ペン書き1枚 三十一日夜ニノ音楽會に・・ B-55
37 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 昭和10．11．3消印 便箋鉛筆書き2枚　封筒1枚 借金の御願い Ｂ-5
38 葉書 合羽山人 多田基 昭和10．11 ．9 消印 ペン書き1枚 杉彦先生熱は降リタカ目白籠早ク B-56
39 葉書 内田 多田基 昭和10．12 ．24 消印 ペン書き1枚 ・・半時バカリ御立寄り被下間敷哉・・ B-57
40 葉書 合羽鬼 多田基 昭和10．12．29消印 ペン書き1枚 B-61
41 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 昭和11．1．30消印 便箋鉛筆書き1枚　封筒1枚 借金の返済をまってください Ｂ-7
42 葉書 志道 多田基 [昭和]11．2．22消印 ペン書き1枚 田中大盡ノ日取ハ逸仙先生ト打合セノ上・・・ B-75

43 葉書 志道 多田基
本文22日付
昭和11年2月22日消印

ペン書き1枚 昨夕逸仙邸カラ・・・・ B-85

44 書簡　封筒共 内田百閒 多田基 昭和11．2．25消印 便箋ペン書き1枚　封筒1枚 借金の御願い Ｂ-8

45 葉書 栄 多田基
本文3月30日
昭和11年3月30日消印

ペン書き1枚 先日中ハ色色有難　茅野氏ニハ昨日御訪ネシテ B-84
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多田基先生資料リスト（文書）

46 葉書 栄 多田基
本文4月11日付
昭和11年4月11日消印

ペン書き1枚 茅野サンノ御招待ハ有難イ B-83

47 葉書 稀塩酸人 多田基 昭和11．4 ．15 消印 ペン書き1枚 十七日に誘って下さるような昨夜ののお話でした B-47 
48 書簡　封筒共 内田栄造 多田基・北村猛徳 昭和11．4．20消印 便箋ペン書き1枚　封筒1枚 佛前に香を供えてください Ｂ-9
49 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 昭和11．5．7消印 便箋ペン書き3枚　封筒1枚 Ｂ-12
50 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 昭和11．5．10消印 便箋ペン書き2枚　封筒1枚 Ｂ-11
51 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 [昭和11年]8．9消印 便箋ペン書き1枚　封筒1枚 御願い Ｂ-10

52 葉書 稀塩酸人 多田基
本文9月5日付
昭和11年9月6日消印

ペン書き1枚 版畫花？ニオ金ヲ催促シテ七日カ八日迄ニクレト云 B-81

53 葉書 合羽坂　鬼花 多田基
本文9月13日
[昭和]11年9月14日消印

ペン書き1枚 例ノ件漸ク用意　出来マシタ・・・ B-79

54 葉書 吟叭坂道人 多田基
本文9月25日
[昭和]11年9月25日消印

ペン書き1枚 例ノ件ニテ御心配お掛ケ相スミ申サズ・・ B-78

55 葉書 吟叭坂道人 多田基
本文30日付
昭和11年9月30日消印

ペン書き1枚 今日漸ク用意出来マシタ。時間切レニツキ明日速達ニシテ送リマス B-80

56 葉書 吟叭道人 多田基 [昭和]11．10．19消印 ペン書き1枚 三笠書房への斡旋を依頼。伸六サンへの献金 B-76
57 葉書 志塚屋栄造 多田基 昭和12．3．14 消印 ペン書き1枚 鶯を持っていきます B-90
58 葉書 内田榮造 多田基 昭和13．4 ．5 消印 ペン書き1枚 予定変更のお願い B-88
59 葉書 内田榮造 多田基 昭和13．4 ．12 消印 ペン書き1枚 B-86 
60 葉書 内田榮造 多田基 昭和13．4 ．23 消印 ペン書き1枚 B-87
61 書簡　封筒共　 内田榮造 多田基 昭和13．7 ．8 消印 便箋1枚　　封筒1枚 B-86 
62 葉書 内田栄造 多田基 昭和19．10．2消印 ペン書き1枚 日本郵船浅間丸絵葉書にお礼状 B-62
63 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 昭和20．9．5消印 便箋ペン書き1枚　封筒 B-15  
64 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 昭和24　　本文　1．31 メモペン書き3枚 青木さんの入学の御願い B-14  
65 葉書 内田栄造 多田基 昭和24年11月3日付 ペン書き1枚 「先程ハ誠二難有御座イマシタ」の一文のみ B-65
66 葉書 内田栄造 多田基 昭和25年6月吉日 ペン書き1枚 魔阿陀会御礼状 B-63
67 葉書 麹町局六番町　内田榮造 多田基 昭和26年12月19 印刷　　1枚 昭和二十五年の摩阿陀会の写真進上致します Ａ-7
68 葉書 内田榮造 多田基 昭和26年12月22 印刷　　1枚 Ａ-15
69 葉書 麹町六番町　　榮造 多田基 昭和27年1月大寒　1月28 印刷　　1枚 A-4
70 葉書 内田榮造 多田基 [2]7年3月15 ペン書き1枚 Ａ-22
71 葉書 内田榮造 多田基 昭和29．1．19消印 印刷　1枚 写真送付の連絡 B-146
72 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 昭和29．1．19消印 集合写真2枚解説1枚　封筒 昭和二十九年一月三日宵東京驛ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙにて Ａ-47
73 葉書 内田榮造 多田基 葉書：昭和29年7月16 葉書本文ペン書き1枚 葉書：オ中元ノプレゼントが用意シテアルカラ取リニイラッシャイ Ａ-23
74 葉書 百鬼園 多田基 昭和30年1月吉日 ペン書き1枚 正月3日御会の写真を別便で送る旨 B-64
75 葉書 内田榮造 多田基 昭和30．2．26消印 印刷　1枚 出版通知 B-134
76 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 本文　30．6 消印 印刷1枚　　封筒1枚 摩阿陀會から冷蔵庫を贈られたことへの謝意 B-105
77 案内状 封筒共 内田榮造 多田基 本文　30 ．6 案内状1枚　封筒1枚 快気祝い B-131
78 葉書 内田榮造 多田基 昭和30年6月24 印刷　　1枚 當夜（第六回摩阿陀會）ノ寫眞ガ出来テマヰリマシタカラ・・進呈シマ Ａ-27
79 葉書 百鬼園[内田榮造] 多田基 昭和31年1月31 印刷　　1枚 當夜ノ寫眞ガ出来テマヰリマシタカラ・・進呈シマス Ａ-8
80 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 昭和32．3．26消印 便箋2枚　メモ1枚　　封筒 B-16  
81 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 昭和32．6．25消印 プリント1枚　　封筒 B-17
82 葉書 榮造 多田基 昭和33年6月21 印刷　　1枚 摩阿陀會皆様への礼状 Ａ-19
83 葉書 内田栄造 多田基 21450 ペン書き1枚 栗のお礼。2日の大雷が近所にいくつも落ちた。など B-67
84 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 昭和33．11．17消印 便箋1  　　　　封筒 お金が集まったお礼 B-18
85 葉書 内田栄造 多田基 昭和34年9月7 印刷　　1枚 9月16日の集まりの確認 Ａ-24
86 葉書 榮造 多田基 昭和34．12．20消印 印刷　1枚 第九年御慶の會御案内 B-154 
87 葉書 榮造 多田基 昭和35年12月23 印刷　　1枚 第十年御慶の會御案内 Ａ-14
88 葉書 麹町局六番町　内田榮造 多田基 昭和36年1月23 印刷　　1枚 オ正月三日の會のお礼・写真撮影が失敗した・・ Ａ-6
89 葉書 内田栄造 多田基 昭和37．1．28消印 ペン書き1枚 オ上ノ御用デアレカラ又桐生へいらした由、本当ニオツカレデセウ B-69
90 葉書 内田栄造 多田基 昭和37．11．25消印 ペン書き1枚 北海道土産あら巻しゃけのお礼。 B-68
91 葉書 内田栄造 多田基 昭和38．2．4消印 ペン書き1枚 B-70
92 葉書 内田栄造 多田基 昭和38．9．22消印 ペン書き1枚 栗トジョニーヲーカーヲたけし君が届ケテ・・ B-71
93 葉書 榮造 多田基 昭和39年12月23 印刷　　1枚 第十四年御慶の會御案内 A-5
94 葉書 内田栄造 多田基 昭和40．10．27消印 ペン書き1枚 ・・・ノ届出ノ件は清兵衛君に格別ノ好意ニテ・・ B-74
95 葉書 榮造 多田基 昭和41年12月16 印刷　　1枚 第十六年御慶の會御案内 Ａ-20

2



多田基先生資料リスト（文書）

96 往復葉書 摩阿陀會肝煎 多田基 昭和43．5 ．［20］ 消印 印刷1枚 第19回摩阿陀會開催通知　　　返信平山三郎 B-58
97 葉書 内田榮造 多田基・杉彦・毅 昭和45．12 ．13 消印 印刷　1枚 第21年御慶ノ會御案内 B-94
98 絵葉書 内田栄造 多田基 昭和2[□]年3月23 ペン書き1枚 郵船へお立寄りハ如何デス　愚見ヲ徴セラレルニハ Ａ-16
99 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 [昭和□年]6月21日 鉛筆き1枚　封筒1枚 お金を届けるのがおくれます Ｂ-13
100 葉書 内田榮造 多田基 昭和○．10．○ 消印 ペン書き1枚 B-89
101 葉書 内田栄造 多田基 6月17日付 ペン書き1枚 電話ノ代リニ葉書ヲ書キマス B-72

102 葉書 内田百聞 多田基 9月3日　消印 ペン書き1枚
明三日ノ東日ニソノ紀行文が載ります。井本さん（清水健次郎の事）
何といわれたか忘れて思い出せないもう一度いってください。

B-77

103 葉書 フォン・ジャリグー 多田基 本文5月2日付 ペン書き1枚　谷脇素文絵葉書に 御騒ガセシテスミマセンガ前便ハ取消シ B-82
104 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 [8月16日] 本文ペン書き1枚　封筒1枚 Ａ-11
105 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 40251 便箋ペン書き3枚　封筒1枚 Ｂ-1
106 書簡　封筒共 鬼苑[内田百閒] 多田基 本文9月30日 便箋ペン書き1枚　封筒1枚 会う約束の確認 Ｂ-4
107 書簡　封筒共 内田栄造 多田基 7月15日 本文ﾍﾟﾝ書き1枚　封筒1枚 實説艸平記の原稿が書きあがりました。 Ｂ-6
108 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 本文　12日土曜日午後 原稿用紙裏1枚　　封筒 B-19
109 書簡　封筒共 内田榮造 多田基 本文　４．12 便箋2枚　　封筒 保険会社紹介依頼 B-21
110 書簡　封筒共 鬼園（本文） 多田基 本文　9．11 消印 原稿用紙1枚・無地封筒1枚 書名についての不満 B-106

111 葉書　封筒共 内田榮造 多田基 葉書本文2.12　メモ1/12 ペン書き1枚
メモ：サレドモ御辞退申シタイ　ナゼカ・・・
封筒：百閒先生芸術院會員辞退を高橋誠一郎先生の処に多田先生
を使者としてたのまれし時の文句

B-156

112 封筒 内田榮造 多田基 封筒1枚 Ａ-13

113 封筒 内田榮造 多田基 封筒1枚 本文なし Ａ-32

　■　内田百閒　書簡・その他宛の部
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

114 書簡　封筒共 内田榮造 沢田亀吉 本文　7．8．29 便箋1枚　　封筒 借金証文 B-20
115 葉書 内田百間 宛名なし 印刷　　1枚 宛名・日付けなし Ａ-21

116 絵葉書 内田百閒 週刊朝日 3月14日本文 絵葉書1枚 絵葉書：内田百閒から週刊朝日赤井清司あて　掲載お断りの内容 B-27  

　■　書簡　案内状の部（摩阿陀會等）
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

117 案内状　封筒共
摩阿陀會　肝煎　平山三郎
北村猛徳　多田基

多田基 昭和27年5月吉日
案内状1枚　封筒1枚
出欠ハガキ1枚

摩阿陀會回文 Ａ-26

118 書簡　封筒共
摩阿陀會　肝煎　平山三郎
北村孟徳　多田基

多田基 昭和29年5月15日（本文） 印刷1枚　絵葉書1枚　封筒1枚
摩阿陀會の案内状　絵葉書（法政大學學生訪欧飛行記念）に本文な
し

Ａ-17

119 案内状 内田榮造 多田基 案内状昭和30年5月29日 案内状1枚 　第六回摩阿陀會回文 Ａ-23
120 御献立表 本文　32．1．3夕6時 印刷1枚 百鬼園先生御慶ン會御正餐メニュー B-59
121 書簡　封筒共　 平山三郎 多田基 本文　32年5月29日 印刷1枚　　メモ1枚　　封筒1枚 第8回摩阿陀會回文　　通知遅れのお詫び文（32・5・22） B-91
122 御獻立状 昭和33年1月3日夕六時 印刷　　1枚 百鬼園先生御慶ノ會御正餐 Ａ-25
123 案内状　　封筒共 平山三郎 多田基 昭和33．5 ．17 消印 印刷1枚 第9回摩阿陀會回文　（内田先生古希70歳のお祝い） B-60

124 案内状（摩阿陀會）　　
肝煎　多田基、北村孟徳、平
山三郎

本文　34．5 印刷1枚 第10回摩阿陀會回文 B-92

125 案内状　封筒共 平山三郎　摩阿陀會 多田基 本文　34 ．5　葉書34.5.29 案内状1枚　出欠葉書1枚　封筒 多田先生訪米壮行会 B-120

126 書簡＋葉書
平山三郎（書簡）＋栄造（葉
書）

多田基
昭和36年5月吉日
＋同年12月吉日

印刷案内状1枚封筒共
＋印刷葉書1枚

第拾弐回摩阿陀会回文＋第十一年御慶の会御案内 B-73

127 案内状　封筒共 平山三郎 多田基 昭和37．5．21消印 印刷1枚 第13回摩阿陀會 B-139

128 案内文
肝煎り多田基、北村孟徳、平
山三郎

本文　40 ．5 印刷1枚 第16回摩阿陀會 B-125

129 案内文
肝煎　多田基、北村孟徳、平
山三郎

本文　41 ．2 案内状1枚 摩阿陀會　内田百閒降誕77年記念 B-126

130 喜寿賀宴式次第
肝煎　多田基、北村孟徳、平
山三郎

本文　41 ．5．29 式次第1枚 摩阿陀會　内田百閒先生喜寿宴会 B-127

131 葉書
肝煎　多田基、北村孟徳、平
山三郎

多田基 昭和42．5．17消印 印刷　1枚 第18回摩阿陀會　（鯉夫人還暦） B-136
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132 葉書
肝煎多田基、清水清兵衛、平
山三郎

多田基・杉彦・毅 昭和44．5．17消印 印刷　1枚 第20回摩阿陀會 B-132

133 案内状　封筒共
摩阿陀會　肝煎　平山三郎
北村猛徳　多田基

多田基 案内状1枚　封筒1枚 摩阿陀會回文 Ａ-10

　■　覚書・メモの部　
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

134 メモ（写真解説）封筒 内田榮造 多田基 昭和27年1月28 写真解説1枚　封筒1枚 昭和二十七年正月三日宵東京驛ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙにて Ａ-45
135 葉書リスト 本文　48．1．31 罫紙1枚 内田先生より多田先生へのはがき一覧表　　（B-96に同一あり） B-22
136 葉書リスト 本文　48．1．31 罫紙1枚 内田先生より多田先生へのはがき一覧表　　（B-22に同一あり） B-96
137 手紙リスト 本文　48．1．31 罫紙2枚 　内田先生の手紙一覧表　　（B-102に同一あり） B-96

138 手紙のリスト 本文　48．1．31 ｺﾋﾟｰ2枚 内田先生の手紙一覧表　　（B-96に同一あり） B-102

139 名刺 内田榮造 多田基 名刺1枚（メモ書き） Ａ-28
140 名刺 内田榮造 多田基 [十月三十] 名刺1枚（メモ書き） 写真をほしいというメモ（ペン書き） Ａ-29
141 メモ 榮[内田榮造] 多田様 本文9月11日 ペン書き1枚 A-2
142 メモ 稀塩酸人[内田百閒] [十月十二日] メモ・ペン書き・名刺大 Ａ-31

　■　諸家差出書簡・多田基宛　　
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

143 封筒 間下長一 多田基 10年.3.14消印 封筒1枚 （3.14消印） B-27  
144 葉書 野上豊一郎 多田基 昭和20年2月11 筆書き1通 Ａ-12
145 書簡　封筒共 堀野義丈 多田基 昭和28．11．3消印 便箋4枚　封筒1枚 百閒氏へ貸金返済の願の仲裁 B-112
146 書簡　　封筒共 三鬼陽之助 多田基 昭和31．11 ．8 消印 便箋4枚　　封筒1枚 多田先生のテレビ出演に関して B-104
147 絵葉書 塩田良平 多田基 昭和34．6．15消印 絵葉書 京より　（学園関係） B-113
148 書簡　封筒共 高橋義孝 多田基 昭和34．12．21消印 便箋2枚21　封筒1枚 B-130
149 書簡　封筒共 大内兵衛 多田基 昭和36．1．12と14の消印 便箋8枚　封筒1枚 追悼文　　（法政大学関係） B-116
150 書簡　封筒共 [Ｌａｕｒａ.Ｃ.Ｔｏｒｉｃｅａ] 多田基 昭和38.1.21消印 本文2枚（英文）封筒1枚 Ａ-39
151 年賀状 塩田良平 多田基 昭和46．年賀消印 B-97

152 書簡　封筒共 三鷹市下連雀　内田唐助 多田基 昭和46年4月27
便箋7枚綴り4月26日
便箋2枚綴り
4月27日　封筒1枚

本日無事葬儀を終えることが出来ましたのは、多田先生を中心とする
摩阿陀会の方々をはじめ・・・・・

A-3

153 書簡　封筒共 東京家庭裁判所 多田基 昭和46年7月5日本文 本文1枚　封筒1枚 遺言書検認通知書 Ａ-30
154 書簡　封筒共 上野直蔵（同志社大学総長） 多田基 昭和50.6.25消印 便箋2枚　封筒1枚 Ａ-40
155 書簡　封筒共 野上[弥生子] 多田基 昭和58.12.20消印　本文12.18 原稿用紙2枚　封筒1枚 御礼状 Ａ-35
156 書簡　封筒共 伊藤美野 多田基 昭和62.8.6消印　本文8.6 本文3枚　封筒1枚 おこい様永眠し、今後のことについて Ａ-37
157 書簡　封筒共 伊藤美野 多田基 昭和62.8.18消印　本文8.16 本文2枚　封筒1枚 位牌のこと　版権のことについて Ａ-38

158 書簡　封筒共 伊藤美野 多田基 1987.9.7消印　本文9.6 本文3枚　封筒1枚 印税・お墓について Ａ-36

159 書簡　封筒共 宮内庁長官　藤森昭一 多田基 本文　平成元年2 案内状他4枚　封筒1枚

天皇大喪儀斂葬の儀2.24　2枚
葬場殿の儀における参列者の服装　1枚
天皇大喪儀斂葬の儀葬場殿の儀のご留意事項　1枚
文部省ご案内　1枚
封筒1枚

B-111

160 メモ・封書 ウメ 多田様 メモ2枚 内田先生重要書類　（貸金一覧） B-135

161 絵葉書 上沼八郎 多田基先生 本文　'81.8.20 絵葉書 海外の大学の調査について、学園史のことについて B-162

　■　諸家差出書簡・内田百閒宛　　
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

162 書簡（契約書）封筒共 大倉廣三郎 内田榮造 本文　3．7．6 Ａ３　1枚　封筒1枚 独逸語自修書発行契約書 B-148 
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163 葉書 野上豊一郎 内田栄造 昭和10年9月30 ペン書き1枚 本文：9月29日 Ａ-18
164 書簡　封筒共 堀野義丈 内田榮造 本文　28 ．11．2 便箋3枚　封筒1枚 B-137

165 葉書 内田栄造 未使用はがき1枚 B-133

　■　その他
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

166 新聞切り抜き 昭和8．11．26付 切り抜き2枚　無地封筒1枚 法政大学紛争　（法政大学関係） B-138
167 新聞切り抜き 昭和9．1．15付（朝日新聞） B-138
168 書類と封筒 書類：昭和48年4月17日 書類4枚　封筒2枚　名刺1枚 「死因贈与」の謄本　内田美樹子の名刺 Ａ-34

169 会葬御礼・葬儀次第 野上家 本文　60．4．3
印刷1枚
葬儀次第1枚　封筒1枚

野上ヤエ死去に関して B-95

170 カセットテープ 多田先生講演録 昭和59年2月 ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ90分1本・封筒1枚 教養部 終講義「百閒先生について」 Ａ-42
171 絵葉書セット 封筒　1931（昭和6) 絵葉書3枚　封筒 日本学生航空連盟学生訪欧飛行記念絵葉書 B-118
172 原稿 原稿用紙22枚ペン書き 法政大学通信教育部設置 Ａ-33
173 豆本 平山三郎 多田基 縦12．5　横9　厚0.4　48ページ 題名　「百鬼園と風船画伯」　　平山三郎 B-152 

174 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・申込書 Ｂ５版×8ページ 新　内田百閒全集　全25巻発売広告　福武書店　申込書1枚 B-153 

　■　名刺・名簿
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

175 名簿 本文　15．12現在 8ページ冊子 法政航空研究会名簿 B-147
176 名簿 本文　31．3 縦18．2　横12．8　10ページ 摩阿陀會名簿　　2部 B-23・24
177 名簿 昭和33年5月 縦18．2　横12．8　11ページ 摩阿陀會名簿 B-26 
178 名簿 昭和34年5月 縦18．2　横12．8　14ページ 摩阿陀會名簿 B-25
179 名簿 本文　44．5 縦18　横12．7　8ページ 摩阿陀會名簿 B-93
180 名刺 法政大学総長　野上豊一郎 多田基 名刺1枚（メモ書き） Ａ-9

181 名簿 名簿1枚 第7回百閒先生御慶の会「写真名簿」（？） B-140

　■　写真
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

182 写真数種
①昭和5.2.13②大正14.5.5
⑤昭和30.7.4⑥昭和31.1.3

集合写真3枚スナップ4枚 Ａ-44

183 写真 昭和6年から7年 写真1枚 グライダー初優勝　　朝日、竹内氏撮影？ B-141
184 写真 内田栄造 多田基 撮影　13 ．4 写真1枚 内田栄造琴の演奏写真 B-121
185 写真 本文　25 ．5．29 写真1枚　名表付 摩阿陀會　新宿ビアホール B-142
186 写真 内田栄造 撮影　26．5．29 写真1枚 第2回摩阿陀會で琴の演奏　　（撮影　林　忠彦） B-123
187 写真 内田榮造 多田基 裏書き　27．1．17 写真1枚 日本銀行総裁応接室にて B-149 
188 メモ（写真解説）封筒 内田榮造 多田基 昭和27年1月28 写真解説1枚　封筒1枚 昭和二十七年正月三日宵東京驛ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙにて Ａ-45
189 写真　封筒共 内田榮造 多田基 昭和28年5月29日本文 集合写真1枚　封筒1枚 摩阿陀會　新橋「日食」において Ａ-46

190 写真数種
昭和30.5.29
同年1.3
昭和38年5.29

スナップ1枚集合写真2枚 御慶ノ會1枚　まあだ會2枚 Ａ-43

191 写真　写真解説
写真解説：昭和31.5.29
写真：昭和46.1.3

写真解説表1枚　集合写真1枚 御慶の會記念写真　　第7回摩阿陀會の記念写真名表 B-99

192 （写真）　封筒共 内田榮造 多田基 写真裏の日付印31.10.17 スナップ1枚　封筒1枚 封筒：昭和31年1月31 Ａ-48
193 写真 裏書き　31.10．17 スナップ写真1枚 内田百閒と多田基 B-28
194 写真 裏書き　31.10．17 スナップ写真1枚 内田百閒と多田基 B-29
195 写真 裏書き　33．11．27 写真1枚 井本先生誕生祝 B-151 
196 写真（額入り） 榮造 多田基 昭和33年12月16日夕 1枚（額入り） 國有鐵道総裁公館ニテ B-159
197 写真 日付ゴム印41．5．29 写真1枚 中央が内田百閒先生 B-144
198 集合写真 第二十回摩阿陀會 昭和44．5．29（写真裏日付け） 同2枚 A-1
199 写真数種 集合写真4枚　会食中ｽﾅｯﾌﾟ1枚 Ａ-49
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200 葉書（記念写真） 葉書1枚 法政大学飛行機同乗券 B-119
201 集合写真 写真1枚 集合写真　（東京ステーションホテル？） B-124
202 写真 写真1枚 百閒先生の頭に鳥 B-143
203 写真 写真2枚　無地封筒1枚 B-145
204 写真 写真2枚 B-150 

205 写真葉書（芝居舞台） 4枚 芝居の写真3枚と1枚 B-122

　■　肖像彫刻
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

206 内田百閒先生の像 河野文一朗作 昭和53年1月吉日 1体　箱入り B-161

　■　芥川龍之介資料
資料種別 筆者・差出人 受信人 消印・記載日付等 枚数等 備考・内容　コメント 出納番号

207 芥川龍之介の原稿 芥川龍之介 百閒先生 ペン書き戯画3枚 B-155 
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