
近代郵便の誕生と発展

江戸時代までの通信

No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

1 源氏物語絵巻 ー 岩手日報社 1994.7 K/090/ｹﾞ/1

2
日本絵巻大成20
なよ竹物語絵巻/直幹申文絵詞

小松　茂美∥編 中央公論社 1978
721.2/ﾆ4/
1-20

○

3
後三年合戦絵詞
日本の絵巻14

小松　茂美∥編 中央公論社 1988.5 K/203/ｺ4/1

4 石鳥谷町伝馬高 ― ―
1815写
(文化12)

21.5/161/
122

5 伝馬手形 ― ―
江戸時代
後期

68/1

6 御国中駅場厘数并夫駄賃 ― ― 江戸時代 新/68/2

郵便制度の始まり

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

7
錦絵幕末明治の歴史6
文明開化

小西　四郎∥著 講談社 1977
721.8/ｺ2/
1-6

○

8 駅逓志稿 青江　秀∥編 駅逓局 1882.3 682.1/ｱ1/1

9 駅逓志稿　大日本交通史 ― 朝陽会 1928 682.1/ﾉﾑ1

10
郵政百年史資料25巻
郵政史写真集

郵政省∥編 吉川弘文館 1971
693.2/ﾕ1/
1-25

○

11
郵政百年史資料26巻
郵政事業用品史料集

郵政省∥編 吉川弘文館 1971
693.2/ﾕ1/
1-26

○

12 諸方往復綴　明治29～33年 ― ―
1896～
1899

新/21.6/51

前島密

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

13 郵便創業談
前島 密∥[著]
逓信協会∥編纂

逓信協会 1936 693.2/ﾏ1/1

14 郵便創業談 前島　密∥著
逓信協会郵便文化
部

1951.3 693.2/ﾏ1/2

15
官員録
明治8年5月改正

― 西村組出版局 1875.5 281/ｶ4/1-3

16
官員名鑑
明治10年

神崎　正誼∥編 弘道軒活版 1877 281/ｶ4/1-5

17 大隈伯演説集
[大隈 重信∥述]
早稲田大学編輯部∥
編纂

早稲田大学出版部 1907 304/ﾜ1/1

ガラスケース内展示資料
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電信の登場

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

18 電信沿革略史 ― 逓信省電務局 1892.9 694.2/ﾃ1/1

19 有線電信 逓信省∥編 逓信省 1917.6 694/ﾃ1/1

郵便制度の発展

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

20 逓信読本 為替貯金篇
遠藤 毅∥[ほか]共
著

交通研究社 1937 693/ｴ1/1

21 内国郵便為替業務状況 ― 貯金局 1936.3 693/ﾁ1/1-35

22
万国郵便連合加盟二十五年
祝典記念志

― 逓信省通信局 1902 693.2/ﾃ1/1

23 第三種郵便総覧 ―
逓信省郵務局業務
課

1934 693/テ1/2

24 逓信事業史 1･2巻 逓信省∥編纂 逓信協会 1940
692.1/ﾃ1/
2-1･2

25 逓信省五十年略史 逓信省∥[編] 逓信省 1936 317.26/ﾃ1/1

26 通信事業五十年史 ― 逓信省 1921 692.1/ﾃ1/1

電話の登場

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

27 電話事業二十五年小史 ― 逓信省通信局 1916 694/ﾃ1/2

28 有線電話 逓信省∥編 逓信省 1917.6 547.6/ﾃ1/1

29 電話
逓信協会編輯部∥
編

逓信協会 1921.2 696/ﾃ1/1

30 欧米ニ於ケル電信電話事業 ― 逓信省通信局 1906.8 694.2/ﾅ1/1

軍事郵便と絵はがきブーム

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

31
日清戦争実記
第9編-第13編合冊

― 博文館 1894 S/390/ﾆ1

32
日露戦争写真画報　第14巻
征露第一軍写真帖

― 博文館 1905
210.67/ﾆﾁ
/14

33
ハガキ文学 第1巻第1号-
第1巻第3号合冊

― 日本葉書会 1904 S/910/ﾊ1

34
ハガキ文学 第2巻第1号-
第2巻第4号合冊

― 日本葉書会 1905 S/910/ﾊ1

35 法隆寺絵端書 第1～3輯 千早　正朝∥編 法隆寺 1907.12
709/ﾁ1/
1-1～3

36 盛岡大水害絵葉書アルバム ― 根子久絵葉書部
〔出版年
不明〕

K/452/ﾓ1/1

37 台湾勧業共進会絵葉書 ―
台湾総督府勧業共
進会

〔出版年
不明〕

292.038/ﾊﾗ2

38 石川木記念絵葉書 ― 木会
〔出版年
不明〕

ﾀｸ/9/7
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植民地の郵便

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

39 朝鮮通信事業沿革小史 ― 朝鮮総督府逓信局 1914 692.21/ﾁ1/1

40 統監府通信事業報告 第1回
統監府通信管理局
∥編

統監府通信管理局 1906.12
692.21/ﾄ1/
1-1

41 統監府通信事業報告 第2回
統監府通信管理局
∥編

統監府通信管理局 1908.3
692.21/ﾄ1/
1-2

42 逓信統計要覧　昭和12年度
台湾総督府交通局
∥編

台湾総督府交通局 1939.4
690.5/ﾀ1/
1-37

43 南洋占領諸島概記 ― 逓信省通信局 1916 274/ﾊﾗ1

大正～終戦まで

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

44 逓信省年報 第34回
逓信省大臣官房文
書課∥編

逓信省大臣官房文
書課

1921.9
690.5/ﾃ1/
2-34

45 通信統計要覧　大正9年度 逓信省∥編 逓信省 1922.2
690.5/ﾃ1/
1-20

46
逓信協会雑誌
90号,101号合冊

ー 逓信協会
1915～
1916

S/690.4/
原1/1

47
逓信協会雑誌 103-105
号,107-108号,113号合冊

ー 逓信協会 1917
S/690.4/
原1/2

48
記念郵便切手と特殊通信日
付印(逓信協会雑誌第297号附
録)

逓信協会∥編 逓信協会 1933.5 693.8/ﾃ1/1

49 商用外国電報利用状況 ー 逓信省電務局 1934.1 694/ﾃ1/3

50 国際郵便送金要綱 ー 貯金局 1938.3 693.5/ﾁ1/1

51
満洲の電気通信 第10巻10
号,12号,第11巻2号合冊

ー 満洲電信電話
1944.10～
1945.2

690.5/ﾏ1/1

52 逓信時局読本
逓信省逓信博物館
∥編

逓信省逓信博物館 1939.8 690/ﾃ1/1

災害と郵便

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

53
国際写真情報　第1巻第3号,
第2巻第7号-第2巻第10号,第2
巻第12号合冊

― 国際情報社
1922～
1923

S/051/ｺ4

54 逓信職員善行美談 内山 小夜吉∥著 東学社 1939.1 159.2/ｳ1/1

55 釜石電信電話史
釜石電報電話局∥
編

釜石電報電話局 1985.2 K/694/ｶ1/1 ○
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岩手の郵便のあゆみ

誕生～明治中期まで

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

56
岩手県管内駅表里程附
明治七年改正

― ― 1874 22/69

57 御規則書　郡山駅御伝馬所 ― ― 1871 68/8

58 御国内里数略記 ― ― ― 22/68

59 岩手県内公便逓送法 ― ― 1876 31.7/11

60 逓送線路表 ― ― 1877 69/2

61 斎藤定興伝 遊座徳林 ― 1928 新/28/58

62 盛岡市実地明細図 神谷久三郎∥編 ― 1894 22/58

No 新聞名 館外貸出

63 岩手新聞
（マイクロフィルム複製）

64 岩手新聞
（マイクロフィルム複製）

65 岩手新聞
（マイクロフィルム複製）

66 岩手公報
（マイクロフィルム複製）

明治後期～終戦まで

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

67
岩手県管内図
明治24年改正

横井顕行∥編 ― 1891 22.3/27

68
盛岡市街観望図

新ジオラマ式
多田政固∥編 ― 1912 22.3/44

69
業務統計要覧
大正5,7-8年度合冊

北部逓信局∥編 北部逓信局
1917～
1921

690.5/ﾎ1/
1-16-19

70 業務統計要覧　昭和2年度 仙台逓信局∥編 仙台逓信局 1928.11
690.5/ｾ1/
1-27

71 業務統計要覧　昭和4年度 仙台逓信局∥編 仙台逓信局 1930.12
690.5/ｾ1/
1-29

72 業務統計要覧　昭和13年度 仙台逓信局∥編 仙台逓信局 1940.3
690.5/ｾ1/
1-38

73 新岩手県全図 昭和8年 ― 岩手日報社 1933 22.3/37

74 通信利用宝典 仙台逓信局∥編 仙台逓信局 1936.11 690/ｾ1/1

75 逓信事業写真帖 仙台逓信局∥編 仙台逓信局 1929.3 690/ｾ1/2

No 新聞名 館外貸出

76 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

77 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

78 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

内容
明治39年(1906)12月23日
「新築 盛岡郵便局」

大正10年(1921)8月21日
「郵便飛行本日決行さる」

内容
明治18年(1885)1月27日
「公令　岩手県申告第八号」

明治18年(1885)12月1日
「盛岡郵便局 官吏特派郵便局に改正」

大正10年(1921)8月22日
「広漠たる練兵場人に埋る」

明治19年(1886)3月30日
「広告　仙台盛岡間郵便馬車」

明治28年(1895)9月11日
「盛岡郵便電信局郵便物集配時刻表」
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No 新聞名 館外貸出

80 日進新聞
（マイクロフィルム複製）

81 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

82 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

手紙の書き方

江戸時代

No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

83 消息文 円子　精親 ―
江戸時代
中期

新/72/24

84 書方著啓集 猿橋　義近 ―
江戸時代
中期

新/72/61

85 古今書要集　巻第二～五 ― ―
1675

（延宝3）
新/72/15

86 新板慶玉消息往来 ― 舞田屋理作 ― 02/5

明治～昭和初期

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

87 新体書翰 大町 桂月∥著 大倉書店 1906 816.6/ｵｵ

88 二十世紀新式書翰文 久保天随∥著 弘学館 1909 816.6/ｸ1/1

89
書翰講義　書翰研究者の福
音

― 忠誠堂出版部 1912 816.6/ｼﾖ

90 女子消息ゆきかひぶり 鈴木  弘恭∥著 駸々堂書店 1920.7 816.6/ｽｽﾞ

91 書簡卓上文範 服部 嘉香∥著 早稲田大学出版部 1920.11 816.8/ﾊ1/1

92
口語文の宣伝改造した手紙
文

教育明生会∥著 共同出版社 1920 816/ｷ1/1

93 新書簡文作法 水野 葉舟∥著 国民書院 1921 816.6/ﾐ1/1

94
手紙の新しい書き方と模範
作例

倉田 弘∥著 中央出版社 1928 816.8/ｸ1/1

明治41年(1908)1月16日
「盛岡電話略史　電話通話心得」「祝電話開通」

明治41年(1908)1月17日
「電話開通祝賀会」

明治14年(1881)2月10日
「広告　盛岡電信分局」

内容
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郵便制度･歴史に関する資料

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1
日本人の自伝1
(前島密「鴻爪痕」収録)

― 平凡社 1981.4 281.08/ﾆ8/1 ○

2 初代駅逓正　杉浦譲 高橋　善七∥〔著〕 日本放送出版協会 1977 289.1/ｽ18/1 ○

3 知られざる前島密 小林 正義∥著 郵研社 2009.4 289.1/ﾏｴ ○

4 日本全国丸型ポスト 君島 靖彦∥写真 著 現代企画室 2010.12 693/ｷﾐ ○

5 誰も知らない郵政帝国 日経ビジネス∥編 日経BP社 2002.7 693/ﾀﾞﾚ ○

6
日本郵政
解き放たれた「巨人」

町田 徹∥著 日本経済新聞社 2005.11 693/ﾏﾁ ○

7 郵便博物館 山口　修∥編 ぎょうせい 1987.4 693/ﾔ1/1-1 ○

8 郵政攻防 山脇 岳志∥著 朝日新聞社 2005.12 693/ﾔﾏ ○

9
郵便局　民営化の未来図を
読む

日本経済新聞社∥編 日本経済新聞社 2006.1 693/ﾕｳ ○

10
郵便局の豆知識
郵便切手の利用法 続

郵便 花子∥著 近代文芸社 2007.8 693/ﾕｳ ○

11 日本の郵便 ― 同盟通信社 1970 693.1/ﾊ1/1 ○

12 郵便史 丹下 甲一∥著 日本郵趣出版 2007.1 693.2/ﾀﾝ ○

13 東北郵政のあゆみ 東北郵政局∥編
逓信協会東北地方
本部

1981.10 693.2/ﾄ1/1 ○

14
郵政百年史資料28巻
郵便切手・はがき図録

郵政省∥編 吉川弘文館 1971
693.2/ﾕ1/
1-28

○

15
郵政百年史資料29巻
郵政総合年表

郵政省∥編 吉川弘文館 1972
693.2/ﾕ1/
1-29

○

16 郵政百年史 郵政省∥編 逓信協会 1971 693.2/ﾕ1/2 ○

17 軍事郵便 ― 日本郵趣協会 2010.3 693.21/ｸﾞﾝ ○

18 みんなの郵便文化史 小林 正義∥著 にじゅうに 2002.3 693.21/ｺﾊﾞ ○

19 信書便年報 平成23年度版 ―
総務省情報流通行政
局郵政行政部信書便
事業課

2011
はじめに

693.21/ｼﾝ
/2011

○

20 日本郵便の歴史 橋本  輝夫∥編  著 北都 1986.4 693.21/ﾊｼ ○

21
便生録
「前島密郵便創業談」に見る
郵便事業発祥の物語

日本郵政公社郵便事
業本部∥監修

アチーブメント出
版

2003.4 693.21/ﾋﾞﾝ ○

22 日本郵便創業史 薮内　吉彦∥著 雄山閣 1975 693.21/ﾔ1/1 ○

23 近代日本郵便史 藪内 吉彦∥著 明石書店 2010.1 693.21/ﾔﾌﾞ ○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます

ガラスケース外展示資料
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

24 日本郵便発達史 藪内 吉彦∥著 明石書店 2000.6 693.21/ﾔﾌﾞ ○

25
全国の「郵便局めぐり」を
楽しむ本

小橋 邦彦∥編著 プロスパー企画 2002.9 693.3/ｺﾊ ○

26 特定郵便局の真実 原田 透∥編著
ダイヤモンド・セー
ルス編集企画

2004.6 693.3/ﾊﾗ ○

27
未知を拓いて　みちのくの電
信王．谷村貞治の生涯

梅原　愛雄∥著 川口印刷工業 1996.3 K/289/ﾔ7/5 ○

28 江刺の郵便誌 荻田　栄治∥著 荻田栄治 1980.8 K/693/ｵ1/1 ○

29
郵便局よありがとう
胆江地方の郵便局写真集

荻田  栄治∥編 〔荻田栄治〕 2004.1 K/693.2/ｵｷﾞ ○

30
花巻・北上地方の郵便局写
真集

荻田  栄治∥編 〔荻田栄治〕 2007.7 K/693.3/ｵｷﾞ ○

31 両磐・気仙の郵便局写真集 荻田  栄治∥編 〔荻田栄治〕 2007.7 K/693.3/ｵｷﾞ ○

32
目でみるマスコミとくらし
百科1 郵便・通信・IT

― 日本図書センター 2002.4 J/361/ﾒﾃﾞ/1 ○

手紙・はがき･切手に関する資料

No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

33 戦国武将の手紙を読む 小和田 哲男∥著 中央公論新社 2010.11 210.47/ｵﾜ ○

34
絵はがき100年 近代日本の
ビジュアル・メディア

橋爪 紳也∥著 朝日新聞社 2006.1 210.6/ﾊｼ ○

35
絵はがきが語る明治・大
正・昭和史

六角 弘∥著 日本図書センター 2012.1 210.6/ﾛﾂ ○

36 心にひびく日本語の手紙 浦山 明俊∥編 朝日新聞社 2002.8 281.04/ｺｺ ○

37 日本人の手紙 村尾 清一∥著 岩波書店 2004.2 281.04/ﾑﾗ ○

38 数学の切手コレクション R.J.ウィルソン∥著
シュプリンガー・
フェアラーク東京

2003.7 410.2/ｳｲ ○

39
広告絵はがき 明治・大
正・昭和の流行をみる

林 宏樹∥著 里文出版 2004.7 674.7/ﾊﾔ ○

40 おもしろ郵便の楽しみ方 酒井 正雄∥著 クレイン 1998.10 693/ｻｶ ○

41
奇妙な書簡 封筒・葉書コ
レクションの楽しみ方

柘植 久慶∥著 並木書房 1990.12 693.8/ﾂ2/1 ○

42 日本切手カタログ2012
日本郵便切手商協同組
合カタログ編集委員会
∥編集

日本郵便切手商協
同組合

2011.7
693.8/ﾆﾎ
/2012

○

43 気軽に楽しむ絵手紙 押山 治∥著 西東社 2002.8 724/ｵｼ ○

44 心がなごむ絵てがみ 河北 美子∥著 ブティック社 2003.6 724/ｶﾜ ○

45 心を贈る絵手紙入門 小池 邦夫∥著 日本放送出版協会 2001.5 724/ｺｲ ○

46
豊かな毎日をはぐくむ絵手
紙の手ほどき

小池 邦夫∥著 ベストセラーズ 2002.5 724/ｺｲ ○

47 アイデア絵てがみ 土屋 淑子∥著 ブティック社 1998.1 724/ﾂﾁ ○

48 絵手紙風景スケッチ入門 川西 寿一∥著 日貿出版社 2002.1 724.4/ｶﾜ ○
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49
ニッポンのかわいい絵葉書
明治・大正・昭和

林 宏樹∥編 グラフィック社 2003.5 726.5/ﾆﾂ ○

50 私の絵手紙歳時記
中井 桂子∥[ほか]
監修

辰巳出版 2002.7 726.5/ﾜﾀ ○

51 宛名書きのすべて 川原 世雲∥著 木耳社 2003.1 728/ｶﾜ ○

52
字手紙図鑑　365日をデザイ
ンする文字のアートブック

関 紫芳∥著 本の森 2002.9 728/ｾｷ ○

53 心を伝えるはがき 桃花会∥編著 日本習字普及協会 2002.8 728.9/ｺｺ ○

54 一枚のはがき 金平 敬之助∥著 PHP研究所 2002.11 816.6/ｶﾈ ○

55
手紙手帖　あの人は、どんな
手紙をくれるかしら

木村 衣有子∥著 祥伝社 2005.6 816.6/ｷﾑ ○

56
気持ちがつたわる5行はが
き

新庄 みちよ∥著 PHP研究所 2002.6 816.6/ｼﾝ ○

57 手紙のことば
河出書房新社編集部
∥編

河出書房新社 2003.4 816.6/ﾃｶﾞ ○

58 「手紙力!」が身につく本 花田 紀凱∥編 中経出版 2003.6 816.6/ﾃｶﾞ ○

59
手紙の書き方実例辞典
金田一先生が親子で教える

金田一 春彦∥監修 学研 2005.11 816.6/ﾃｶﾞ ○

60 すぐに役立つ手紙とはがき 奈村 萊∥著 金園社 2002.9 816.6/ﾅﾑ ○

61 短い手紙・はがき・一筆箋 主婦の友社∥編 主婦の友社 2003.8 816.6/ﾐｼﾞ ○

62 文豪たちの手紙の奥義 中川 越∥著 新潮社 2010.6
ﾀｸ/910.26/
ﾅｶ

○

63 切手に見る岩手 山崎　光蔵∥著 岩手日報社 1990.4 K/693/ﾔ1/1 ○

64
てがみはすてきなおくりも
の

スギヤマ カナヨ∥
著

講談社 2003.12 J/816/ｽｷﾞ ○

65 手紙を書こう!1～3 山崎 順子∥監修 鈴木出版 2008.3～4
J/816/ﾃｶﾞ/
1～3

○
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