
資料名 年代 資料群名 資料番号

尋常小学読本　一 明治20年（1887）
後月郡東江原村
小池家資料

Ｂ201-140

小学　新理科　一 明治34年（1901）
後月郡東江原村
小池家資料

Ｂ201-156

万民実益　手紙之独稽古 明治30年（1897）
都宇郡前潟村
河合家資料

Ｂ22-24

新制女子終身要義　巻三 昭和13年（1938） 杉田家資料 Ｂ139-1469

新制女子終身要義　巻五 昭和12年（1937） 杉田家資料 Ｂ139-1473

臣民の道 昭和16（1941）年 杉田家資料 Ｂ139-1474

庭訓往来　（複製） 文久3年（1863）写
当館寄託吉野郡古町村
有元家資料

Ｄ7-9041

明治二十五年七月第一期臨時試験問題 明治25年（1892）7月 入江家資料 Ｂ128-616

烏城　第八号 明治29年（1896）10月15日 2014年度収集諸資料 Ａ88-18

女紅場規則 明治9年（1876）
児島郡波知村
藤原家（倉屋）資料

Ｂ67-27

岡山工芸学校学則 昭和初年 2016年度収集諸資料 Ａ95-73

〔第二岡山中学柔道部案内〕 年代未詳 2016年度収集諸資料 Ａ95-77

設立の経過 昭和25年(1950)年4月20日 当館所蔵公文書 2005／至道高校／0001

開校式　【写真】 昭和25年（1950）4月20日 当館所蔵公文書 2005／至道高校／0373

岡山県立高梁高等学校北房分校独立方　申請書 昭和27年（1952）2月15日 当館所蔵公文書 2005／至道高校／0004

校旗　【写真】 昭和28年(1953)10月 当館所蔵公文書 2005／至道高校／0373

陳情書 昭和29年（1954）1月20日 当館所蔵公文書 2005／至道高校／0004

学校設置認可申請書　［大原町外五カ村学校組合] 昭和23年（1948）2月26日 当館所蔵公文書 2005／大原高校／0011

２時間目
関門に挑む

学力検査（昭和34年度） 昭和34年（1959） 当館所蔵公文書 2005／大原高校／0057

学校行事スナップ写真集　〔しいたけの収穫〕　【写真】 昭和48年（1973） 当館所蔵公文書 2009／高梁城南高校／0117

農場作業日誌（林業）に関する綴　［川上農業高校] 昭和54年（1979） 当館所蔵公文書 2009／高梁城南高校／0068

学校行事スナップ写真集　〔川上農業高校　空撮〕　【写真】 昭和48年（1973） 当館所蔵公文書 2009／高梁城南高校／0117

指導計画綴 昭和60年（1985） 当館所蔵公文書 2006／日本原高校／0005

トラクター運転実習　【写真】 昭和50年（1975）頃 当館所蔵公文書 2006／日本原高校／0087

搾乳実習　【写真】 昭和50年（1975）頃 当館所蔵公文書 2006／日本原高校／0087

第一学期考査問題綴 昭和28年（1953） 当館所蔵公文書 2006／備作高校／0005

社会科（日本史）学習指導案 昭和55年（1980） 当館所蔵公文書 2006／備前東高校／0050

備前焼文鎮・手ぬぐい・パンフレット 昭和54年（1979） 当館所蔵公文書 2006／備前東高校／0042

生徒手帳　［竹荘高校] 昭和30年（1955） 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵高校／0058

岡山県立賀陽高等学校帽章 年代未詳 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵高校／0085

閉校記念品文鎮の原型　［加茂川高校] 昭和61年（1986）3月 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵高校／0085

学生証刻印機 年代未詳 当館所蔵公文書 2006／備作高校／0074

江見商ワッペン 年代未詳 当館所蔵公文書 2006／江見商業／0157

創立30周年記念品 昭和55（1980）年10月 当館所蔵公文書 2006／至道高校／0157

大高図書新聞　第1号　（複製） 昭和36年（1961）10月3日 当館所蔵公文書 2005／大原高校／0074

あずさ3号　（複製） 昭和52年（1977） 当館所蔵公文書 2005／成羽高校／0181

二輪車安全運転講習会実施要項　（複製） 昭和52年（1977）11月15日 当館所蔵公文書 2005／成羽高校／0181

岡山県立記録資料館

第71回所蔵資料展　「思ひ出の学び舎のきろく」　展示リスト   会期：平成29年8月8日【火】～10月21日【土】
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資料名 年代 資料群名 資料番号

夏季休暇における課題・補習・テストについて　（複製） 昭和55年（1980）7月16日 当館所蔵公文書 2003／備前東高校／0050

1年生グランド清掃区域　（複製） 昭和55年（1980）7月16日 当館所蔵公文書 2003／備前東高校／0050

ほけんだより　（複製） 昭和55年（1980）7月19日 当館所蔵公文書 2003／備前東高校／0047

ビデオ　「躍動する弓削校生」　 平成6年（1994）頃 当館所蔵公文書 2006／日本原高校／0083

ビデオ「学校紹介」 平成6年（1994） 当館所蔵公文書 2006／日本原高校／0082

研修の想い出　（複製） 昭和50年（1975）9月 当館所蔵公文書 2006／琴浦高校／0011

宿泊研修のしおり 昭和50年（1975）9月 当館所蔵公文書 2006／琴浦高校／0011

体育祭の応援　【写真】 昭和45年（1970） 当館所蔵公文書 2005／至道高校／0373

修学旅行　羽田国際空港にて　【写真】 昭和34年（1959）4月14日 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵／0045

修学旅行許可申請書　［金川高校円城校舎] 昭和29年（1954）9月 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵高校／0047

1C喜劇　ロミオとジュリエット 昭和48年（1973）12月 当館所蔵公文書 2009／高梁城南／0119

文化祭プログラム 昭和52年（1977）9月 当館所蔵公文書 2007／成羽高校／0092

生徒会関係綴　　［田原高校] 昭和52年（1977） 当館所蔵公文書 2007／成羽高校／0092

校舎建設関係綴 昭和47年（1972） 当館所蔵公文書 2006／琴浦高校／0003

進路の手引 昭和57年（1982） 当館所蔵公文書 2006／吉備北陵高校／0082

北極星№21　創立二十周年記念特集号 昭和43年（1968）10月9日 当館所蔵公文書 2005／大原高校／0544

交通指導記録 昭和52年（1977） 当館所蔵公文書 2006／琴浦高校／0014

昭和47年度学校日誌 昭和48年（1973） 当館所蔵公文書 2005／大原高校／0100

昭和47年度職員会議録　　［賀陽高校] 昭和48年（1973） 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵高校／0019

小規模高等学校再編整備問題綴　　［賀陽高校] 昭和58年（1983） 当館所蔵公文書 2007／吉備北陵高校／023

災害報告綴 昭和38年（1963） 当館所蔵公文書 2008／江見商業／0113

※玄関小学校写真　　　　　 　旧岡山県総合文化センター移管写真（C54）

※おかやまの今昔写真展　　公聴広報課引継写真
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小学校校舎写真リスト 旧岡山県総合文化センター移管写真Ｃ５４

学　　校　　名 現市町村　 旧市町村 閉校年（統廃合・廃校・休校等による）資料番号

英田
あいだ

小学校　上山校舎 美作市 英田町 昭和46（1971）年統廃合 9

飯岡
ゆうか

小学校 美咲町 柵原町 平成4（1992）年統廃合 139
上田小学校 真庭市 落合町 平成23（2011）年休校 415
植月小学校 勝央町 平成20（2008）年統廃合 419

打穴
うたの

小学校 美咲町 中央町 平成18（2006）年統廃合 413
影石小学校 西粟倉村 平成11（1999）年統廃合 1388
加茂東小学校 津山市 加茂町 昭和50（1975）年統廃合 1374
吉ヶ原小学校 美咲町 柵原町 昭和57（1982）年統廃合 1477
久賀小学校 美作市 勝田町 平成4（1992）年統廃合 1648

久
く

田
た

小学校 鏡野町 奥津町 平成4（1992）年統廃合 1651

郷
ごう

小学校 鏡野町 昭和61（1986）年統廃合 2074
中谷小学校 鏡野町 昭和56（1981）年統廃合 3530
南和気小学校 美咲町 柵原町 平成5（1993）年統廃合 4799
湯本小学校 真庭市 湯原町 昭和43（1968）年統廃合 5148
吉野小学校 美作市 作東町 平成20（2008）年統廃合 5155
川上小学校　高山分校 高梁市 川上町 昭和45（1970）年廃校 1292

含
がん

翠
すい

小学校 新見市 平成15（2003）年統廃合 1365
北木小学校　楠分校 笠岡市 昭和57（1982）年廃校 1439
北木小学校　豊浦分校 笠岡市 平成13（2001）年統廃合 1440

下熊谷
しもくまたに

小学校 新見市 平成21（2009）年統廃合 2599
高瀬小学校 新見市 神郷町 平成17（2005）年統廃合 2949

新郷
にいざと

小学校 新見市 神郷町 平成17（2005）年統廃合 3669
服部小学校 総社市 昭和47（1972）年統廃合 3816
日名小学校 高梁市 成羽町 平成11（1999）年統廃合 4105
吹屋小学校 高梁市 成羽町 平成24（2012）年閉校 4307
三須小学校 総社市 昭和47（1972）年統廃合 4754
明治小学校 井原市 芳井町 平成20（2008）年統廃合 4963
由加学園小学校 倉敷市 昭和48（1973）年廃校 5097
油野小学校　三室分校 新見市 神郷町 平成13（2001）年廃校 5098
寄島西小学校 浅口市 寄島町 平成4（1992）年統廃合 5165

出石
いずし

小学校 岡山市北区 平成14（2002）年統廃合 236
今小学校 岡山市北区 昭和34（1959）年統廃合 268
岩田小学校 岡山市北区 昭和40年（1965）年統廃合 287
内山下小学校 岡山市北区 平成13（2001）年統廃合 412

鹿
かしの

忍小学校　西脇分教場 瀬戸内市 牛窓町 昭和43（1968）年本校へ 1386
可真小学校 赤磐市 熊山町 昭和63（1988）年統廃合 1409

甘
かん

泉
せん

小学校 岡山市北区 御津町 昭和41（1966）年統廃合 1350
弘西小学校 岡山市北区 平成13（2001）年統廃合 1862

承
しょう

芳
ほう

小学校 岡山市北区 御津町 平成13（2001）年統廃合 2700

周匝
すさい

小学校 赤磐市 吉井町 昭和54（1979）年統廃合 2768

鶴田
たづた

小学校 岡山市北区 建部町 昭和52（1977）年統廃合 3157
仁堀小学校 赤磐市 吉井町 昭和56（1981）年統廃合 3728

日生西小学校　鴻島
こうじま

分校 備前市 日生町 平成29（2017）年廃校 4112
藤野小学校 和気町 平成29（2017）年統廃合 4232

布
ふ

都
つ

美
み

小学校 赤磐市 吉井町 昭和56（1981）年統廃合 4261



おかやまの今昔写真展　―学校の風景― 公聴広報課引継写真

タ　　　イ　　　ト　　　ル 現市町村 旧市町村 年　　　代 資料番号

学校給食視察（西日本学校給食大
会）

昭和31年 (1956 )12月5日 349-A1

岡山県立西高等学校（現県立岡山
工業高等学校） 実習風景

岡山市 昭和33年（1958）5月28日 698-E5

鷲羽山清掃美化運動（下津井東小
学校５年）

倉敷市 当時児島市 昭和37年（1962） 6月5日 2272-A1

岡山県立高等看護学校戴帽式 岡山市 昭和37年（1962）11月22日 2448-A6

岡山県立盲学校　点字本を読む 岡山市 昭和39年（1964）10月16日 3532-E2

スクールボートで下校する大飛島
の小学生

笠岡市 昭和40年（1965）9月21日 3865-D3

松島小中学校分校
(児島市立下津井中学校・西小学
校松島分校）

倉敷市 当時児島市 昭和40年（1965）10月18日 3894-E3

烏城高校（夜間の授業） 岡山市 昭和41年（1966）4月11日 4086-B4

交通教室（山陽町立高陽小学校） 赤磐市 山陽町 昭和41年（1966）11月1日 4207-F6

日生西小学校鴻島分校 備前市 日生町 昭和46年（1971）6月2日 5976-E3
越畑小学校 鏡野町 昭和46年（1971）6月27日 6030-A6
由加学園閉園式 倉敷市 昭和48年（1973）3月24日 7066-E3
岡山県立岡山西養護学校 岡山市 昭和51年（1976）6月5日 8155-F2

ちびっこ消費生活教室（松原中学
校）

高梁市 昭和52年（1977）10月18日 8445-B4

ユネスコ担当官　岡山大学附属中
学校視察

岡山市 昭和54年（1979）3月6日 8727-C2

一輪車（津田小学校） 真庭市 落合町 昭和58年（1983）9月14日 9927-F2


