
◆年表日本女子大学の100年◆

索 引

凡例

この索引は、本書の年表部分を対象とするものである。
●
●

１
２ 項目は、50音順に配列した。使用上の便宜を考慮し、本文中の語菜とは若干異

なる表記を用いた場合もある。

印刷物は、逐次刊行物は「」、単行本は『』で区別してある。英文の印刷

物はイタリック体で表してある。ビデオテープ等は「」を用いた。

内容の区別のため、必要に応じて（）を用いて組織名等を記した。

附属校園は、「附属」を除いた。

矢印（→）は、示された文言を見ることを表している。
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成瀬仁蔵像27

『成瀬仁蔵著作集』70

『成瀬仁蔵著作集事項索引」88

成瀬仁蔵墓碑22

成瀬仁蔵レリーフ21

成瀬先生遺品保存会30

成瀬先生記念奨学金54

r成瀬先生記念帖」31

r成瀬先生講演集』33

成瀬先生五十年祭66

r成瀬先生追懐録』26

『成瀬先生伝』26

『成瀬先生のおしえ』50

『成瀬文庫目録』74

新潟女学校4，5

新潟第一基督教会4

新島襄4
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｢日本女子大学農家生活研究所所報」74

日本女子大学被服学科奨励賞93

｢日本女子大学附属高等学校研究紀要」67

『日本女子大学附属高等学校三十年史』77

『日本女子大学附属豊明小学校沿革史』64
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