
アーカイブ室新聞 （2008 年 7 月 18 日 第 43 号） 

 

   国立天文台・天文情報センター・アーカイブ室 中桐正夫 

 

＊ 大正・昭和初期の天文台職員井上四郎資料その６ 

 アーカイブ室新聞 18 号から度々登場する井上四郎氏は大正 9 年から昭和 7 年 2 月まで東京天

文台に勤務され、太陽の写真観測などをされていた。今回は井上四郎氏のお孫さんから東京天文

台を退職された際、井上四郎氏が餞別をいただいた目録と奉加帳の名簿など多数の資料をいた

だいた。井上四郎氏は東京天文台官舎にもお住まいであったことから、1 号官舎が国立天文台と

三鷹市の協働事業として建設が始まる「星と森と絵本の家」（仮称）に多大なご協力を下さり、当時

の絵本などもたくさん寄贈していただいた。以前にも掲載したが、写真 1 が井上四郎氏の退職記念

写真である。 

 

           写真１ 井上四郎退職記念写真 昭和 7 年 2 月 

 今回、入手した退職記念品目録と奉加帳名簿が下図である。 



 

              図１ 餞別目録と奉加帳 

 この名簿を見ると、第 3代台長早乙女清房、大正初期、東京天文台の三鷹移転時に活躍

した橋本昌矣、2年近く台長事務取扱をやった福見尚文、戦後 10 年以上台長職にあった文

化勲章受章者萩原雄祐、中桐が入台した頃の台長宮地政司、レプソルド子午儀で観測した

辻光之助、アマチュア天文家育成に勤めた神田茂、水野良平、東大名誉教授になった鏑木

政岐、子午線部長だった中野三郎、天文学会にいた「かとへい」こと加藤平蔵、間もなく

100 歳になられる藤田良雄先生、とっくに退職していたはずの平山清次の名もみえる。最後

の千場さんは中桐が三鷹に来たときは現役であった。かくも懐かしい名前が並んでいる。

目録にある金側腕時計の金側は戦時中供出させられたそうだ。そしてラジオ受信機は「星

と森と絵本の家」に展示されることになる今回の寄贈品であろう。 

 今回いただいた寄贈品の目録は下記のとおりである。珍しい個々については順次紹介し

ていきたい。 

井上四郎氏のお孫さんからの譲渡品（２）（2008 年 7 月 17 日） 

１）ちゃぶ台 

２）陶器製火鉢 

３）火鉢用五徳 

４）昭和 7年頃のラジオ 

５）百人一首（桐箱入り） 

６）桃太郎物語人形（桐箱ガラスケース入り） 

７）男女人形（桐箱入り：熊手と箒がついている） 

８）ハワイのパンフレット（The Story of HAWAII） 

９）井上四郎氏退職時の餞別贈呈者リスト：贈呈品 2点（金側腕時計、ラジオ） 

１０） 動物写真画帖 野獣之巻 

１１） 動物写真画帖 家畜之巻 

１２） 絵の具箱（面白い細工あり） 



１３） 懐中時計（24 時間制） 

１４） 懐中時計（12 時間制） 

１５） 双眼鏡 

１６） 紙製糸巻き 52 枚（1箱） 

１７） ポジガラス乾板写真 2枚（桐箱入り） 

１８） 本：関東大震災調査報告 

１９） 本：大正大震災火災 

２０） 関東大震災絵葉書写真：19 枚 

２１） 関東大震災写真：6枚 

２２） 関東大震災写真ハガキ 8 枚 帝キネ専属 川口写真館謹製 

２３） ひのし：2点（1点は柄がない） 

２４） 明治大正昭和大絵巻（すばらしいものだ）：キング新年号第 1号第 7巻付録 

２５） 明治大帝（明治美談） キング付録 

２６） 大東京写真帖 The Pictorial of TOKYO 

２７） 世界現勢解説地図 大阪朝日新聞特選 

２８） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「職業（シゴト）の巻」 第 3

輯第 9編 

２９） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「羊の巻」 第 3輯第 10 編 

３０） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「塩と砂糖の巻」 第 3 輯第 11

編 

３１） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「樹の花」 第 4輯第 1編 

３２） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「歌と踊」 第 4輯第 7編 

３３） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「私の町」 第 4輯第 8編 

３４） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「あさる」 第 4輯第 10 編 

３５） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「イキモノハカワイ」 第 5 輯

第 4編 

３６） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「ソラノトモダチ」 第 5輯第 6

編 

３７） 日本玩具研究会編纂 観察絵本 キンダーブック「カミ」 第 5輯第 11 編 

３８） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 3 月号 

３９） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 4 月号 

４０） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 5 月号（表紙のみ） 

４１） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 6 月号 

４２） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 7 月号 

４３） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 8 月号 

４４） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 9 月号 



４５） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 10 月号 

４６） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 11 月号 

４７） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 15 年 12 月号 

４８） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 1 月号 

４９） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 3 月号 

５０） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 4 月号 

５１） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 5 月号 

５２） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 6 月号 

５３） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 7 月号 

５４） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 8 月号 

５５） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 9 月号 

５６） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 10 月号 

５７） 紫式部学会編輯 趣味と教養 「むらさき」 昭和 16 年 12 月号 

 

今回は絵本の家の宝となるであろう昭和 7年頃の観察絵本「キンダーブック」を紹介する。 

  

   



   

   

   

 いただいたものには非常に興味深いものもあり、また創意工夫に感心するものもある。

次回以降の紹介を楽しみにしていただきたい。 


