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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
あ 合川正道 徳義憲法論 牧野善兵衛 1889（明治22.2） Ｂ０１１６

合川正道 豫算私考 合川正道 1891（明治24.11） Ｂ０１１９

会沢正志斎 草偃和言  全
靜神社長官蔵
版

1853（嘉永5.壬子） Ｂ０８０８ 木版

会沢正志斎 退食間話 御蔵板 1843（天保13）序 Ｂ０７０８
会沢正志斎 迪彝篇 時雍館 天保癸卯 Ｂ０７０７ 和装
青木利三郎編 嘉永開國以降日本経済年表 啓明会 1941（昭和16.8） Ａ００４８
青田節 内地雑居之準備 春陽堂 1886（明治19.12） Ｂ０１７８
青野権右衛門 立憲政友會功労者追遠録 安久社 1933（昭和8.11） Ａ００４５
赤木格堂 植民政策論 第一輯 東半球協會 1942（昭和17.11） Ｂ１０５６
明石吉五郎 嶺田楓江 千葉彌次馬 1919（大正8.8） Ｃ０５７４
赤沼三郎 菅沼貞風 博文館 1942（昭和17.3） Ｃ０６９４
赤沼三郎 菅沼貞風 博文館 1941（昭和16.10） Ｃ０８４２
秋月種樹 華族會舘創設事略 河鰭實文 1889（明治22.10） Ｂ０３０８
秋山梧庵編 現代大家武士道叢論 博文館 1905（明治38.12） Ｂ１２２９
安積信 洋外紀略  上・中・下 東奥安積信 Ｂ０６１０  和装手書き
淺川榮次郎、西田長壽
共著

天野爲之 實業之日本社 1950（昭和25.3） Ｃ０６７８

浅沼追悼出版編集委
員会

驀進 : 人間機関車ヌマさんの
記録

日本社会党機
関誌局

1963（昭和38.7） Ｃ０８６６

浅野晃 岡倉天心論攻 思潮社 1939（昭和14.10） Ｃ０７５８

淺野長勲口述
天皇御親政ト小御所會議ノ實
況

東京藝備社 1930（昭和5.3） Ｃ００９７
藝備叢書第
四編

淺野研眞 佐田介石 : 明治初年の愛國僧 東方書院 1934（昭和9.2） Ｃ０３０７

淺野泰治郎，淺野良三
共著

淺野總一郎 淺野文庫 1925（大正14.2） Ｃ００９８
改訂版， 初
版： 大正
12. 6.

淺野長勲述 維新前後 (藝備叢書第七編) 東京藝備社 1921（大正10.9） Ｃ００９６

朝比奈知泉 朝比奈知泉文集
朝比奈知泉文
庫刊行會

1927（昭和2.4） Ｂ０７５４

朝比奈知泉 明治功臣録  天の巻・地の巻
帝國圖書普及
會

1915（大正4.4） Ｃ００５３  

朝比奈知泉 老記者の思ひ出 中央公論社 1938（昭和13.2） Ｃ０１００
淺海琴一 勝海舟 : 爲になる偉人の話 邦光堂書店 1922（大正11.2） Ｃ０１６３
味岡禮質編 戊辰私記 關内米三郎 1903（明治36.3） Ｃ０１０１ 和装

蘆川忠雄 楽天の生活（處世叢書第六編) 實業之日本社 1907（明治40.11） Ｂ１００６ ３ 版

足助直次郎 大村兵部大輔 金港堂 1902（明治35.7） Ｃ０２５９
東惠雄編 明治辯護士列傳 周弘社 1898（明治31.8） Ｃ００７３
麻生久 無産政黨とは何ぞ 思潮社 1926（大正15.10） Ｂ１１３６ 重版
麻生久伝記刊行委員
会

麻生久傳
麻生久伝記刊
行委員会

1958（昭和33.8） Ｃ０７１３

足立重吉 代言人評判記 秩山堂 1883（明治16.9） Ｃ００７７

足立栗園 近世日本國防論  上・下 三教書院
1939（昭和14.12）
～1940（昭和
15.12）

Ｄ０３８８ 575P.

足立栗園 哲人西村泊翁 文陽社 1934（昭和9.9） Ｃ０４７９

安部磯雄
社會主義者となるまで : 安部
磯雄自叙傳

明善社 1947（昭和22.11） Ｃ０６４１

阿部磯雄 理想の人 金尾文淵堂 1906（明治39.10） Ｂ１００４

安部磯雄他
我等の主張 : 普選に直面して
(朝日民衆講座第3輯)

朝日新聞社 1928（昭和3.2） Ｂ０９３６

上記の他、
麻生久、 三
土忠造大山
郁夫、 武藤
山治、 尾崎
行雄

阿部興人
大日本帝國二十五期間財政
始末

博聞社 1891（明治24.11） Ｄ０３７１

安保清康 男爵安保清康自叙傳 安保清種 1919（大正8.10） Ｃ０４８３

甘粕正彦 獄中に於ける予の感想
甘粕氏著作刊
行會

1927（昭和2.10） Ｃ０１４７F

天野尭撫編 第一期衆議院議事提要 天野尭撫 1891（明治24.3） Ｂ０１３７
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
天春文衛,東尾平太郎,
脇榮太郎共記

減租參考一班 1891（明治24.10） Ｂ０３７２

アメリカ彦蔵 開國逸史アメリカ彦藏自叙傳 ぐろりあそさえて 1932（昭和7.10） Ｃ０１３１

新井旭 日本人民之急務 岩崎平八 1884（明治17.6） Ｂ０２００
新井愧三郎 萬国無比日本勅諭国会論 新井愧三郎 1882（明治15.9） Ｂ００９９
新井白石 標註 折たく柴の記 訂正8版 青山 1897（明治30.7） Ｂ０６８６ 第８ 版
荒木武行 加藤高明論 大觀社 1925（大正14.6） Ｃ０３３２E

荒木武行 床次竹二郎氏評傳
床次竹二郎傳
刊行會

1926（大正15.11） Ｃ０５６５

有賀長雄 帝国憲法篇 牧野善兵衛 1889（明治22.4） Ｂ０１１７

有賀長雄
滿洲委任統治論:有賀博士陣
中著述

早稲田大學出
版部

1905（明治38.3） Ｂ０８８９A

あ 蟻川堅治 日本選挙法実用 同盟書館 1889（明治22.6） Ｂ０１０３
有田正夫編 近世傑士雲龍雄事蹟 有田正夫 1883（明治16.10） Ｃ０１７０

有竹修二 前田米蔵傳
前田米蔵伝記
刊行会

1961（昭和36.12） Ｃ０８８７

V.F.アルミニヨン
伊國使節アルミニヨン幕末日
本記

三學書房 1943（昭和18.11） Ｃ０５９７

　 安西權五郎 天下之好男子 文明堂 1889（明治22.9） Ｂ０２１５
安藤徳器 西園寺公と湖南先生 言海書房 1936（昭和11.4） Ｃ０４９９
安藤徳器 陶庵素描 新英社 1936（昭和11.7） Ｃ０４４４

い 飯塚栄太郎 内地雑居街廼噂
東京改良小説
出版会

1887（明治20.3） Ｂ０１７７

五十嵐光彰 回天實記 上・下 東京通信社 1900（明治33.5） Ｃ０１２０  和装
猪狩史山 杉浦重剛 新潮社 1941（昭和16.8） Ｃ０６１２D
育成會 戰時講話 育成會 1904（明治37.5） Ｂ１０５４
井口元一郎 壯士之立志 : 感情情話 濱本伊三郎 1889（明治22.1） Ｂ０４０２
郁文舎編輯所編 十大家戰時大觀 郁文舎 1904（明治37.3） Ｂ０５４５A

井黒弥太郎
黒田清隆 ： 埋もれたる明治の
礎石

みやま書房 1965（昭和40.4） Ｃ０８８８

池田忠五郎 政界激波國民之意見 開成堂 1887（明治20.10） Ｂ０６４８

池田豊志智編
獄裡之夢 : 一名相原尚絅君実
傳

金港堂 1889（明治22.7） Ｃ００９２

池田宏 大森鍾一
大森男爵事歴
編纂會

1930（昭和5.3） Ｃ０４０５

池原鹿之助 鶴原定吉君略傳 池原鹿之助 1917（大正6.8） Ｃ０３１８A
池辺義象他 外交 博文館 1889（明治22.10） Ｂ０１６１

石井菊次郎
日英同盟談判中二六新報事
件 (特輯第8號)

外務省調査部
第一課

1939（昭和14.3） Ｇ０００４

石井富太郎編 明治之光   1ｰ2 光風社 [1875（明治8.3）] Ｂ０３５８  
石川松渓 ，石橋松緑 ，
小塚柳崖

名家訪問録 金港堂書 1902（明治35.8） Ｂ０６２７  

石川震東散士編 帝國議會代議士名鑑 鏘々舘 1890（明治23.12） Ｃ００２３
石川忠恕 説夢録 浅岡岩太郎 1895（明治28.6） Ｃ００９５
石川傳吉 大坂國事犯公判傍聴筆記 正文堂 1887（明治20.8） Ｂ００６０
石川傳吉編 国家保安壮士退去顛末録 正文堂 1888（明治21.1） Ｂ００５２
石川安次郎 沼間守一 毎日新聞社 1901（明治34.7） Ｃ０６１３
石川諒一、玉水常治共
編

自由黨大阪事件
自由黨大阪事
件出版局

1933（昭和8.4） Ｄ０２６８

石川漣平
東亜の先覺石川伍一と其の遺
稿

人文閣 1943（昭和18.12） Ｃ０１３０B

石倉惣吉 志士雲井龍雄 雲井會 1931（昭和6.9） Ｃ０１６９
石黒忠悳述 石黒忠悳懷舊九十年 石黒忠篤 1936（昭和11.2） Ｃ０３１９
石田秀人 快男児横田千之助 新氣運社 1930（昭和5.4） Ｃ０８３２

石田文四郎編
新聞雑誌に現れたる明治時代
文化記録集成 前編､後編

時代文化研究
会

1934～1935（昭9.5
～10.9）

Ｂ０００４  

前編： 明治
元年～明治
20年 後編：
明治21年～
明治45年

石田文四郎編
新聞に現れた明治大事変記録
集成

三陽書院 1932（昭和7.2） Ｂ０００５

石田義信 慨世美談 石田義信 1893（明治26.5） Ｂ０４０７
石塚忠 立憲政黨政治革新の第一聲 自治國本部 1926（大正15.4） Ｂ０８４６
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
石堂狂史（赤松市太
郎）

将来の政事社會 駸々堂本店 1888（明治21.3） Ｂ０６６５

石野瑛編 亞墨理駕船渡来日記 内外社 1932（昭和7.3） Ｂ０３０２

石橋絢彦
囘天艦長甲賀源吾傳  附 函館
戰記

甲賀源吾傳刊
行會

1932（昭和7.12） Ｃ０１９８

石村貞一 國體大意 上下 1874（明治7.3） Ｂ０２５２ 一綴

維新史學會編
幕末維新外交史料集成 第1
巻ー第5巻

財政經濟學會
1942（昭和
17.12）ー1944（昭
和19.3）

Ｂ０７３２

６ 冊
（ 全２
０ 巻
中）

第1巻 禮儀
門・ 禮典
門・ 慶弔，
第2巻 宗経
門・ 修好
門， 第3巻
修好門， 第4
巻 修好門，
第5巻 修好
門， 第6巻
修好門

維新戰歿者五十年祭
事務所

維新戰役實歴談
維新戰歿者五
十年祭事務所

1917（大正6.10） Ｃ００９１

板垣退助 板垣君意見要覧 甘泉堂 1881（明治14.12） Ｂ００５６

板垣退助
板垣君演説集並板垣君刺客
変報詳記

甘泉堂 1883（明治15.4） Ｂ００７８

板垣退助 板垣退助君高談集 共立支社 1885（明治18.5） Ｂ０６０６
板垣退助 板垣退助氏意見書 1887（明治20.8） Ｂ００３６
板垣退助 一代華族論 社會政策社 1912（明治45.6） Ｂ０７２２A
板垣退助 選擧法改正意見 Ｂ０９５９
板垣退助 獨論七年 廣文堂書店 1919（大正8.10） Ｂ０７２２A
市川傳吉 自治と青年團体  (自治叢書) 大學館 1910（明治43.6） Ｂ１０４３
一木喜徳郎 一木先生回顧録 河井彌八 1954（昭和29.12） Ｃ０７３８

い 市島謙吉 日本改進論：政党消長豫言 大鵬舘 1889（明治22.1） Ｂ００６６
市野彌三郎 鴻爪痕 前島彌 1920（大正9.4） Ｃ０４３４
一戸隆次郎 榎本武揚子 嵩山堂 1909（明治42.1） Ｃ０１０７
一戸隆次郎 天筆大将軍 成文堂 1888（明治21.5） Ｂ０２０１
一文字欽也 小久保城南 婦人往来社 1938（昭和13.6） Ｃ０４３１

出井兵吉 齋藤珪次翁傳
齋藤珪次翁頌
徳記念會

1938（昭和13.10） Ｃ０４４７

出野誠造 国会組織論 : 白哲人末夢想 明治書房 1887（明治20.5） Ｂ００９０

　 伊藤金次郎 地方官生活と黨人気質
大阪毎日新聞
社

1922（大正11.11） Ｃ０７７５

 伊澤修二校閲
帝國議會開院之頌及乃兒歌
樂譜（国家教育號外）

Ｂ０８１９

帝國議會開
院之頌第一
作曲： 上真
行， 作歌：
中村秋香，
調和： デト
リ ヒ 氏  帝
國議會開院
之頌第二 作
曲： 芝葛
鎮，  作歌：
加部厳夫
帝國議會開
院之児歌 作
曲： 小山作
之助， 作
歌： 雪乃舎

伊藤清次郎口述，尚古
正 筆記

仙臺昔話電狸翁夜話 小西利兵衛 1925（大正14.4） Ｃ０１５９

伊藤大八 黄楊樓客門 伊藤大八 1890（明治23.5） Ｂ０５７０

伊東武彦
愛國公黨創立員大會之詳况
(新演説號外）

大成館 1890（明治23.5） Ｂ０６４５

伊藤正 大木遠吉伯 文録社 1926（大正15.7） Ｃ０７６２

伊藤痴遊 巨人星亨 東亞堂書房 1916（大正5.11） Ｃ０６４２
1913（ 大
2. 5） １ 版

伊藤痴遊
政界回顧録  (伊藤痴遊全集續
12巻)

平凡社 1931（昭和6.6） Ｃ０１５７
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考

伊藤痴遊
政界回顧録  (伊藤痴遊全集續
12巻)

平凡社 1931（昭和6.6） Ｃ０６９１

伊藤痴遊 星亨  (伊藤痴遊全集9巻) 平凡社 1929（昭和4.12） Ｃ０６９３

伊東治正編
貴族院令議院法選挙法関係
資料目録 (伊東伯爵家所蔵文
書 3）

1942（昭和17.4） Ａ００９２-3

伊東治正編
枢密院官制関係資料目録 (伊
東伯爵家所蔵文書)

1942（昭和17.3） Ａ００９２-4  

伊東治正編
大日本帝国憲法関係目録 (伊
東伯爵家所蔵文書 1）

1941（昭和16.2） Ａ００９２-1  

伊藤博文編 憲法資料  上・中・下
憲法資料刊行
会

1934（昭和9.2～
9.5）

Ｂ０００９  

伊藤博文編 秘書類纂  外交編  上・中・下
秘書類纂刊行
会

1934（昭和9.7～
10.4）

Ｂ０００９  

伊藤博文編 秘書類纂  官制制定資料
秘書類纂刊行
会

1935（昭和10.7） Ｂ０００９  

伊藤博文編
秘書類纂  財政資料  上・中・
下

秘書類纂刊行
会

1935（昭和10.9～
11.2）

Ｂ０００９  

伊藤博文編 秘書類纂  雑纂  其の1-4
秘書類纂刊行
会

1936（昭和11.1～
11.10）

Ｂ０００９  

伊藤博文編 秘書類纂  実業・工業資料
秘書類纂刊行
会

1935（昭和10.10） Ｂ０００９

伊藤博文編
秘書類纂 朝鮮交渉資料 上･
中･下

秘書類纂刊行
会

1936（昭和11.8～
11.12）

Ｂ０００９  

伊藤博文編
秘書類纂  帝室制度資料  上・
下

秘書類纂刊行
会

1936（昭和11.7） Ｂ０００９  

伊藤博文編 秘書類纂  兵政関係資料
秘書類纂刊行
会

1935（昭和10.8） Ｂ０００９  

伊藤博文編
秘書類纂  法制関係資料  上・
下

秘書類纂刊行
会

1934（昭和9.9～
9.10）

Ｂ０００９  

伊藤正徳他 現代日本文明史  4,6,9巻
東洋經濟新報
社出版部

1941（昭和16.12）
～1942（昭和17.7）

Ｄ０３５２  

伊藤正徳 華府會議と其後 東方時論社 1922（大正11.6） Ｂ１０５９

揖東正彦編 海舟言行録 光融館 1907（明治40.8） Ｃ０１６７
４ 版。 初
版： 明治

伊東友治編
同舟渡江（東亜同文書院第12
期生）

支那上海 東亜
同文書院

1915（大正4.6） Ｂ１１０６B

伊東洋二郎著、歌川玉
英 画

國會議員百人一首 静観堂 1891（明治24.12） Ｃ００２４ 和装

伊東榮 伊東榮傳 玄文社 1917（大正6.2） Ｃ０６０１

伊藤武雄 復古の硯師玉松操  上･下 金雉學院
1927（昭和2.8～
11）

Ｃ０３７９  冊子

伊藤銀月 成功指針 日高有倫堂 1909（明治42.5) Ｂ１００８

稲田正次 明治憲法成立史  上・下 有斐閣
1960（昭和35.4），
1962（昭和37.1）

Ｄ０５５６  

稲田元七 國會日本洗濯 泉堂 1887（明治20.3） Ｂ０５９３ ４ 枚
稲葉永孝 徴兵免役の心得 尾嵜直三郎 1879（明治12.12） Ｂ０５４９

井上圓了
雜居準備僧幣改良論 附録佛
教改革私見

森江書店 1898（明治31.11） Ｂ０８２０

井上圓了 哲學一夕話  第1編 哲學書院 1887（明治20.10） Ｂ０７６１
井上圓了 日本政教論 哲學書院 1889（明治22.9） Ｂ０３７６
井上圓了 破邪新論 明教社 1887（明治20.3） Ｂ０６９６
井上圓了 明治徒然草 甫水書屋 1912（明治45.4） Ｂ０７６０

井上角五郎
井上角五郎君演説筆記議会
解散意見

忠愛社 1892（明治25.1） Ｂ０１４５

井上角五郎 漢城之殘夢 春陽堂 1891（明治24.12） Ｂ０７９０ 再版

い 井上毅
内外臣民公私権考 (憲法衍義
之一)

哲学書院 1889（明治22.9） Ｂ００３１

井上哲次郎 懷舊録 春秋社松柏館 1943（昭和18.8） Ｃ０６２９
井上哲次郎主幹 國民教育と家族制度 目黒書店 1911（明治44.9） Ｂ１１９２

井上哲次郎 内地雜居論,内地雜居續論 哲學書院 1893（明治26.8） Ｂ０８６３  
再版， 續論
の発行：
1891（ 明治

井上雅二 巨人荒尾精  附十二烈士傳 左久良書房 1910（明治43.9） Ｃ０３４８D
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井上雅二 劍掃録 井上雅二 1944（昭和19.1） Ｃ０７４７
井上雅二 五祷荘を繞りて 井上雅二 1946（昭和21.5） Ｃ０８３７

井上光義 土佐全集  第1巻偉人編 上巻
土佐倶楽部土
佐全集出版部

1935（昭和10.10） Ｃ００６３

井上馨侯傳記編纂會 世外井上公傳  第2巻 内外書籍 1933（昭和8.12） Ｃ０４４９ 二巻のみ
井上準之助論叢編纂
會

清渓おち穂
井上準之助論
叢編纂會

1938（昭和13.2） Ｃ０７１８

 菴原鉚次郎，木村知治 土方伯 菴原鉚次郎 1914（大正3.6） Ｃ０１１９
再版， 初
版： 大正

今井佐太郎 人種政治 今井佐太郎 1891（明治24.8） Ｂ０１９９
　 今田見信 Ｗ．Ｃ．イーストレーキ先生傳 齒苑社 1937（昭和12.3） Ｃ０４７５

入江壻 丸山作樂 さくら會 1944（昭和19.9） Ｃ０７６６

岩切亭蔵
石川県会議員稲垣示氏拘引
顛末録

内田弥兵衛 1882（明治15.11） Ｂ００５０

岩佐虎一郎 上埜安太郎翁傳 中田書店 1935（昭和10.12） Ｃ０７７７

岩崎高藏 人心整理 岩崎高藏
1912（大正元
年.11）

Ｂ１２３３

岩嵜徂堂 田中正造竒行談 大學館 1902（明治35.1） Ｃ０５９０
岩崎徂堂、須藤靄山共
著

維新後の人物と最後 求光閣 1902（明治35.1） Ｃ０５５２

岩崎英重 後藤象二郎 興雲閣 1898（明治31.2） Ｃ０１１６
岩崎好正 世界喫驚新話 巖々堂 1880（明治13.5） Ｂ０２７６
巖橋正智 正智遺稿 巖橋章山 1911（明治44.2） Ｃ０１８７

巖本善次編 海舟餘波 女學雜誌社 1899（明治32.5） Ｃ０１６８
再版， 初
版： 明治

巖谷季雄 戌申詔書謹解 奉仕會 1925（大正14.8） Ｂ１０７０B

う
ｾﾙｹﾞｲ･ﾕﾘｴｳｲﾁ･ｳｲｯﾃ
伯

ウイッテ伯回想記日露戦争と
露西亜革命 上･中･下

ロシア問題研究
所

1930（昭和5.4～9） Ｃ０６９７   

ｳｲｯﾃ
ｸﾛﾊﾟﾄｷﾝ大将ﾉ日露戦争回想
録ﾆ對ｽﾙｳｲｯﾃ伯ﾉ辯駁

東京偕行社 1911（明治44.12） Ｃ０４５３

植木枝盛 植木枝盛日記 高知新聞社 1955（昭和30.7） Ｂ００１０D
植木枝盛 植木枝盛日記 続 高知新聞社 1960（昭和35.12） Ｂ００１０D
植木枝盛 無天雜録 : 植木枝盛遺稿 弘文堂書店 1957（昭和32.12） Ｂ０５４５I
上杉愼吉 國體論 有斐閣 1925（大正14.9） Ｂ０４７２H
上野雄圖馬 三國一變論 内田芳兵衛 1894（明治27.9） Ｂ０３００B
上村才六 清韓游踪 東京堂 1906（明治39.8） Ｂ０８９０A

上村昌義編
福島事件高等法院裁判詳録
上編

改良館 1883（明治16.8） Ｂ００５４

宇川盛三郎，井本常治 府縣制郡制精解 明法堂 1890（明治23.7） Ｂ０５４５B
浮田和民 新國民の修養 群書堂書店 1914（大正3.5） Ｂ１０４９
浮田和民 新道徳論 南北社 1913（大正2.8） Ｂ１０４９A
浮田和民、渡邊金三 日米非戰論 實業之日本社 1925（大正14.6） Ｂ０９１３
宇喜多小十郎 民權夜話　初編 (上･下) 博聞社 1874（明治7.11） Ｂ０１３３  

鵜崎熊吉 豊川良平
豊川良平傳記
編纂會

1922（大正11.5） Ｃ０７８８

牛山鶴堂 日本新世界 佐藤乙三郎 1887（明治20.5） Ｂ０４２３
牛山鶴堂 日本之未来 : 社會小説 春陽堂 1887（明治20.5） Ｂ０４１８

薄田貞敬 高田半峰片影
早稲田大學出
版部

1940（昭和15.10） Ｃ０４７２

薄田貞敬
天下之記者 ： 一名山田一郎
君言行録

實業之日本社 1906（明治39.5） Ｃ０５８１

内田定槌述
在勤各地ニ於ケル主要事件ノ
回顧  (特輯第6號)

外務省調査部
第一課

1939（昭和14.1） Ｇ０００４

内田寛 間部閣老 内田寛 1910（明治43.3） Ｃ０８２１
内田良平 歌袋 黒龍會出版部 1937（昭和12.10） Ｃ０７８６
内田良平 對支外交善後策 黒龍會 1915（大正4.6） Ｂ０８８３

内田良平 日本之三大急務 黒龍會
1912（大正元
年.11）

Ｂ０９１９A

内村義城 新日本之商人 駸々堂 1888（明治21.2） Ｂ０３６７
内山省三編 ，徳富蘇峰
監修

愛山文集 民友社 1917（大正6.11） Ｂ０６２２

梅の家かをる 佳人之薄命 東雲堂 1888（明治21.12） Ｂ０４３７
う 宇良田玄影 西南件兵勢論 真權社 1878（明治11.10） Ｂ０３０６
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ト部幾太郎編 故横井時雄君追悼演説集 アルパ社書店 1928（昭和3.6） Ｃ０６０３

徳富蘇峰、
小崎弘道、
浮田和民、
綱島住吉、

瓜生政和編 西洋新書 初号上下～7編上下 寶集堂 1885（明治18.5） Ｂ０２８４  

え 江木翼 殖民論策 聚精堂 1910（明治43.6） Ｂ０９８２

江木翼君傳記編纂會 江木翼傳
江木翼君傳記
編纂會

1939（昭和14.6） Ｃ０７８５

江口三省 選挙論  増訂 盛業館 1889（明治22.3） Ｂ０１０２
江口禮四郎 菅沼貞風傳： 南進の先駆者 八雲書林 1942（昭和17.6） Ｃ０８２２

衛籐庵 党人郷記
大分新聞社出
版部

1933（昭和8.11） Ｃ００２８

江藤新平 南白遺稿 博文館 1892（明治25.8） Ｂ０５６３
榎本松之助編 戰争終局予言 附列國之意向 法令館 1904（明治37.9） Ｂ０８９１A
海老名彈正 人間の價値 廣文堂書店 1914（大正3.4） Ｂ１２１３ ２ ９ 版
愛媛縣大洲中學校豫
章會

矢野玄道先生略傳 國史研究會 1915（大正4.11） Ｃ０１４７A

江間政發 泣血録 江間政發 1900（明治33.4） Ｃ０２５８
江間政發 劍影録 山本謙蔵 1890（明治23.5） Ｃ００８２

　 圓城寺清 財政整理案 哲學書院 1903（明治36.4） Ｂ０２９９E

圓城寺清 和戰両様の凖備
大日本實業學
會

1904（明治37.2） Ｂ０３９５Ａ

　 遠藤愛蔵 明治二十三年国会之準備 博文堂 1886（明治19.7） Ｂ００９２ 三版
遠藤元男､下村富士男
編

國史文献解説  續 朝倉書店 1965（昭和40.11） Ａ００８４

お 大井憲太郎 自由畧論 鐘美堂 1889（明治22.5） Ｂ０１３０ 訂正三版

大井成元口述
ﾒｯｹﾙ将軍の思い出  附西洋戦
術沿革略史

軍事史學會 1939（昭和14.5） Ｃ０５９５

大井ゆき 日本政党公論 1890（明治23） Ｂ００６９ 出版年推定

大分縣
大分縣勤王家小傳  附大分縣
偉人小傳

大分縣 1920（大正9.11） Ｃ００６２

大内青巒 尊皇奉佛論 鴻盟社 1889（明治22.3） Ｂ０３８０

大岡力 地方長官人物評
長島恭三郎，長
島爲一郎

1892（明治25.10） Ｃ００５０

大久保常吉 通俗大日本憲法問答 大悲閣 1888（明治21.6） Ｂ０１１４
大久保常吉 東京未來繁昌記 春陽堂 1887（明治20.5） Ｂ０４２０
大久保常吉 日本政党事情 兎屋誠 1882（明治15.9） Ｂ００６７
大久保常吉 廟堂人物論 兎屋誠 1881（明治14.4） Ｃ００５１
大久保常吉 魯帝弑逆記 漸進堂 1881（明治14.4） Ｂ０３９３
大久保利謙､海老沢有
道編

日本史学入門 廣文社 1965（昭和40.4） Ａ００８５

大久保利夫
衆議院議員候補者列傳　第2
編

六法館 1890（明治23.6） Ｃ０４９２

大久保利武 日本に於けるベリー翁 東京保護會 1929（昭和4.7） Ｃ０４６９

大隈重信 大隈参議国会開設奏議 (写本) Ｂ００４３

大隈重信 大隈文書  第1-3巻
早稲田大學社
會科學研究所

1958（昭和33.2）ー
1960（昭和35.3）

Ｂ０９１８  

大隈重信 經世論 富山房
1912（大正元
年.11）

Ｂ０８８４

大隈重信 國民讀本
丁末出版社・寳
文館

1910（明治43.3） Ｂ０７４８B 和装

大隈重信 青年訓話 丸山舍書籍部 1911（明治44.4） Ｂ１２２０
大隈重信述 大勢を達觀せよ 教文社 1922（大正11.3） Ｃ０８２８

大藏大臣官房文書課
明治前期の碩學若山儀一氏
の遺著について

大蔵省 1934（昭和9.12） Ｃ０３３３

大阪毎日新聞社編 各政黨代表者大演説集
大阪毎日新聞
社，東京日日新
聞社

1928（昭和3.2） Ｂ１０４７

大澤惣藏編 政論 第壹號 政論社 1888（明治21.6） Ｂ０８１６ 再版
大島貞益 情勢論 日本評論社 1943（昭和18.8） Ｂ０７２２
大島盛造口演 日本婚姻之弊害 : 通俗衛生 島村利助 1886（明治19.8） Ｂ０４７８

大島正健 クラーク先生とその弟子達
帝國教育會出
版部

1937（昭和12.7） Ｃ０４７４
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太田實修正，瀬谷正二
摘譯

北米聯邦前大統領藕蘭土氏
成績記

鳴門堂 1879（明治12.5） Ｃ０１１４

大竹博吉訳， 満州と日露戰争 : 外交秘録 ナウカ社 1933（昭和8.10）初 Ｄ００９６
1933（ 昭和
8. 11）

大谷光端 帝國之前途
大乘社東京支
部

1929（昭和4.7） Ｂ１０３６

大津淳一郎 世界變局と帝國の外交 大津淳一郎 1919（大正8.8） Ｂ１２６６
大塚武松編 明治戊辰局外中立顛末 日本史籍協会 1932（昭和7.1） Ｂ００１０
大塚史學會高師部會
編

綜合國史論文要目 刀江書院 1939（昭和14.12） Ａ００３６

大槻如電 新選洋學年表 六合館 1927（昭和2.1） Ａ００５２
お 大鳥圭介著 大鳥圭介南柯紀行 平凡社 1941（昭和16.3） Ｂ０５７７

大鳥圭介述，中田蕭村
編

幕末實戦史 寳文館，誠文館 1911（明治44.4） Ｃ０２５３

大西理平 朝吹英二君傳
朝吹英二氏傳
記編纂會

1928（昭和3.12） Ｃ０４４０
試憎代代表
日本英雄傳
全１ ０ 巻

大野恭雄 自由官権両黨人物論  第二篇 九春社 1882（明治15.3） Ｃ００１３

大野右仲 安秘第３２号－ 1888（明治21.6） Ｂ０５０５ 青やき
大橋佐平編 北越名士傳 大橋書房 1885（明治18.6） Ｃ００１５
大橋安治郎 内地雑居論 嚴々堂 1886（明治19.12） Ｂ０１７５
大原社会問題研究所
編

日本社會主義文献  第一輯 同人社 1929（昭和4.9） Ａ０１１２

大町桂月 學生訓, 續學生訓 博文館
1904（明治37.10）；
続  1911（明治
44.3）

Ｂ１０２８  

１ ４ 版。  初
版 明治
34. 6. ; 続 １
７ 版， 初版
明治35. 10.

大町桂月 社會訓 文祿堂 1903（明治36.7） Ｂ０９６２

大町桂月 社會訓  増訂 明文館 1921（大正10.7） Ｂ０９６2A
岡Ｂ ０ ９ ６
２ と 同じ 。
ふり カナ付

大町桂月 青年時代 大倉書店 1908（明治41.7） Ｂ１０６７
大町桂月 伯爵後藤象二郎 富山房 1914（大正3.11） Ｃ０１１７

大森方綱編
明治戊辰山岡先生與西郷氏
応接筆記

大森方綱 1882（明治15.8） Ｂ０３０５

岡三慶 今昔較 上･下 小林新造 1876（明治9.1） Ｂ０３５２  
岡三慶 自由政治國民之演舌 顔玉堂 1888（明治21.4） Ｂ０２２５

岡三慶
日本前途之意見書 : 一名未来
之予言

顔玉堂 1887（明治20.10） Ｂ０４１６

　 岡三慶 禰子も釋子も政治の世の中 顔玉堂 1888（明治21.2） Ｂ００８７
岡文二編 明治演説大家集  巻１～３ 山中市兵衛 1880（明治13.5） Ｂ０２３３  巻之一～三

　 岡義武他編 小川平吉関係文書　１・２ みすず書房 1973（昭和48.3） Ｇ０００２ 　 　
 岡義武 近代日本政治史  1巻 創文社 1962（昭和37.11） Ｇ００１１

岡義武
転換期の大正   (日本近代史
大系第5巻)

東京大学出版
会

1969（昭和44.7） Ｇ００１３

岡倉天心 東洋の理想 創元社 1941（昭和16.8） Ｂ０９６５

第６ 刷 ， 初
刷 昭和
14. 4.  原
著・ 英文
The I deal s
of  The East
wi t h
Speci al
Ref er ence

岡倉天心遺文 理想の再建 河出書房 1938（昭和13.7） Ｂ１０４１
小笠原美治 結社演説政談方針 天賜党 1883（明治15.10） Ｂ００３９
岡田純夫 澁澤翁は語る 斯文書院 1932（昭和7.10） Ｃ０２９５
岡田常三郎編 伊庭想太郎公判録 日本舘本店 1901（明治34.9） Ｂ０６４９
岡田常三郎 二十三年国会之準備 書籍行商社 1889（明治22.1） Ｂ００８８

岡田武一郎
不得己論 (中外電報2473號附
録）

中外電報社 1889（明治22.9） Ｂ０１７４

岡本監輔 岡本氏自伝 ; 窮北日誌
徳島県教育委
員会

1964（昭和39.8） Ｃ０８７０
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
岡野寛 日本政治要論 明法堂 1890（明治23.5） Ｂ０２４４

岡本監輔編 萬國史記 1-20
内外兵事新聞
局

1879（明治12.5） Ｂ０２７５  

岡本監輔 萬國通典 1-12 集義館 1884（明治17.4） Ｂ０２７４  
岡本敬之助 未来の都 金泉堂 1890（明治23.1） Ｂ０４１７
岡本四郎編 重大なる結果 民友社 1924（大正13.5） Ｂ１０２３

岡本隆興 陸海軍勅諭文註釋 : 漢譯挿入 文海堂 1883（明治16.8） Ｂ０３５０

岡本柳之助 政教中正論 村上書店 1899（明治32.11） Ｂ０７３９
岡本柳之助 日魯交渉北海道史稿 田中三七 1898（明治31.4） Ｄ０１０６
岡安平九郎 獄裏ノ夢 : 三春落花 イーグル書房 1887（明治20.4） Ｂ０４０９
岡安平九郎 老若男女国会合點 幸玉堂書店 1890（明治23.11） Ｂ００９８
岡山同窓會編 梧堂言行録 鈴木湊 1953（昭和28.8） Ｃ０５５７

小川運平
支那乃支那人  附録支那革命
の眞相

東亞堂書房 1911（明治44.12） Ｂ０８３３C

小川運平 日本と大陸 北駸学会 1923（大正12.7） Ｂ０２９９C
小川運平 滿洲及樺太 博文館 1909（明治42.12） Ｂ０９８７
小川銀次郎 舊事諮問録 舊事諮問會 1892（明治25.2） Ｃ００８４
小川為治 開化問答 上･下 丸屋善七 1874（明治7.3） Ｂ０３５７  
荻生徂徠 政談（經濟叢書） 經濟雜誌社 1894（明治27.7） Ｂ０７７２
奥村金次郎 建白問答夢物語 成文堂 1888（明治21.2） Ｂ０３９２

奥山儀八郎編
石井研堂先生著作目録 : 喜寿
祝賀記念

尾佐竹猛 1941（昭和16.5） Ａ００５６

尾崎吸江 仁尾惟茂先生傳
仁尾翁頌徳事
業實行委員會

1933（昭和8.5） Ｃ０４７８

尾崎三良 尾崎三良自叙略傳 1916（大正5.5） Ｃ０３９３
尾崎卓爾 弔民坂本志魯雄 弔民社 1932（昭和7.4） Ｃ０５８１ 弔民は号
小崎弘道 七十年の回顧 警醒社書店 1927（昭和2.4） Ｃ０５３３

お 尾崎行雄 學堂囘顧録 実業之日本社 1913（大正2.12） Ｃ０２４８

尾崎行雄 咢堂回顧録   上・下 雄鶏社
1951（昭和26.5）ー
27.5

Ｃ０７７２ 304P

尾崎行雄 志士處世論 博文堂 1887（明治20.12） Ｂ０２２１
尾佐竹猛 幕末維新の人物 學而書院 1935（昭和10.11） Ｃ００５４

尾佐竹猛 明治維新 上・中・下ﾉ一・下ﾉ二 白揚社
1942（昭和17.11）
～1949（昭和24.8）

Ｄ０４９４  

尾佐竹猛 明治秘史疑獄難獄 一元社 1929（昭和4.6） Ｄ０３２４
小澤吉行 尊皇奉佛大同團 其中堂 1889（明治22.3） Ｂ０３８１
織田純一郎 政治難易論 穴山篤太郎 1883（明治16.3） Ｂ０１９４
織田純一郎 通俗時弊論  初編 太田信義 1880（明治13.11） Ｂ０１８７
織田純一郎 通俗時弊論  初編 太田信義 1880（明治13.11） Ｂ１０８９
織田純一郎 通俗日本国会論 坂本半七 1880（明治13.1） Ｂ００８３
落合泰藏 明治七年生蕃討伐囘顧録 落合泰藏 1920（大正9.5） Ｂ０６４２
小野梓 小野梓全集 上･下 富山房 1936（昭和11.6） Ｂ０５７１  再版

小野榮治
故兵部大輔從二位大村永敏
卿事蹟年表並逸事談話

大村神社列格
出願事務所

1934（昭和9.11） Ｃ０３７２

尾野實信 元帥公爵大山巌  同年譜
大山元帥傳刊
行會

1935（昭和10.3） Ｃ０４８７  

小野徳吉 會津民權史
福島民報社出
版部

1924（大正13.6） Ｄ０２４６

小野秀雄編 江湖新聞・横浜新報もしほ草
明治文化研究
会

1926 (大正15.10) Ｂ００１４

小原大衛
寛政年間仙臺漂客世界周航
實記

博文館 1894（明治27.4） Ｃ０３５７

小原無弦 青年と功名心 求光閣書店 1908（明治41.10） Ｂ０９６９
尾見延壽 實業政治家仙波兵庫君之傳 尾見延壽 1890（明治23.5） Ｃ０３０８
小山一郎 東亜先覺荒尾精 東亜同文會 1938（昭和13.10） Ｃ０６１２E

か 怪庵 文士政客風聞録 大學舘 1899（明治32.12） Ｂ０７３８
海後宗臣 西村茂樹 杉浦重剛 北海出版社 1937（昭和12.1） Ｃ０４４３

　 海後宗臣 元田永孚 文教書院 1942（昭和17.8） Ｃ０５７２
日本教育先
哲叢書19

改造  10巻4號 改造社 1930（昭和5.3） Ｂ１１１７

海保青陵
海保青陵集 (近世社會經濟學
説大系)

誠文堂新光社 1939（昭和14.6） Ｂ０８４５
かいぼせい
り ょ う
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考

外務省調査部編
大日本外交文書 1巻1冊～2巻
3冊

日本国際協会 1936～1938 Ｂ０００６  

＜第１ 巻１
冊＞952P慶
応3. 10～明
治元年6
/S. 11. 6
＜第１ 巻２
冊＞822P明
治元年7～明
治元年12
/S. 11. 10
＜第２ 巻１
冊＞946P明
治2. 1～2. 5
/S. 12. 11
＜第２ 巻２
冊＞846P明
治2. 6  明治
2. 9 /S. 13. 2
＜第２ 巻２
冊＞703P明
治2. 10～明
治2. 12
/S. 13. 3

外務省調査部第二課 比律賓民族史 外務省調査部 1938（昭和13.2） Ｄ０５５０ 調第１ ２ ４

外務省 外務省公表集 第1-6輯 Ｂ１０１４  

第1： 大正
8ー9年、 第
2： 大正10
年、 第3： 大
正11年、 第
4： 大正12
年、 第5： 大
正13年、 第
6： 大正14年
について

外務省 新舊加州土地法 外務省 1920（大正9.12） Ｂ１０７６
獲鹿野史 薩長幕三傑傳 上田屋書店 1900（明治33.11） Ｃ００５６

景浦直孝
憲法史上の一偉人正七位香
渡晋行状

1922（大正11.11） Ｃ０３７８ 冊子

賀古残夢 梅花董 : 政海波瀾 天章閣 1887（明治20.12） Ｂ０４４３
風間正太郎 松川辨之助君小傳 竹山屯 1906（明治39.6） Ｃ０２１７
楫野武吉 南腔北調（第33期生編） 東亜同文書院 1937（昭和12.1） Ｂ１１０７B
梶原保人 政党論 垣田純朗 1891（明治24.11） Ｂ０１２３
賀田貞一編 遊米紀事 有鄰堂 1883（明治16.8） Ｃ０３８４

片山敬次 岩村通俊傳
岩村通俊傳刊
行會

1933（昭和8.10） Ｃ０１５５

片山潜 片山潜選集   第1巻 眞理社 1949（昭和24.2） Ｂ０４７１A

片山潜
搾取なき社會への熱情 : 片山
潜遺稿

国際出版 1948（昭和23.12） Ｂ０４７１B

片山潜 自傳 改造社 1912（大正1.5） Ｃ０３８３

勝海舟 海舟全集  第1ｰ8巻 改造社
1927（昭和2.12）～
1928（昭和3.8）

Ｇ０００１  

第一巻、 二
巻： 開國起
源，   第三
巻、 四巻：
吹塵録上・
下第五巻：
吹塵餘録，
第六巻、 七
巻： 陸軍歴
史    第八
巻： 海軍歴
史

勝海舟 勝安房氏口演覚書 1887（明治20.5） Ｂ００３４  
勝海舟 斷腸之記  附･詩歌 輿論社 1888（明治21.10） Ｃ０１６１
勝安芳 亡友録 博文館 1889（明治22.11） Ｂ０５８９
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
勝海舟 鶏肋 春陽堂 1897（明治30.8） Ｃ０５０８
勝岡靜吉郎 嗚呼可驚昨夜ﾉ騒動 1882（明治15） Ｂ０１９８

勝田孫彌 大久保利通傳 上・中・下 同文館
1910（明治43.7）ー
1911（明治44.3）

Ｃ０２３６  

勝田孫彌 西郷隆盛傳  第1-5巻 東光館
1894（明治27.11～
28.9）

Ｃ０４３３  

一巻のみ東
光館発行。
二～五巻は
再版、 一巻
は三版。

活動野史 實業家偉人傳 二書館 1900（明治33.2） Ｃ００７２
加藤恵證 辨士必携佛教演説指南 布部文海堂 1882（明治15.9） Ｂ０３８４
加藤寛治遺稿 倫敦海軍條約秘録 1898（明治31.9） Ｂ０９９３

加藤寛治述
ワシントン会議ノ追憶  (特輯第
3號)

外務省調査部
第一課

1938（昭和13.8） Ｇ０００４ 　

か 加藤紫芳 よもや草紙 金櫻堂 1890（明治23.2） Ｂ０４２６
加藤政之助 韓國經營 實業之日本社 1904（明治37.8） Ｂ１０６３

加藤咄堂講演
軍人に賜りたる勅喩と教育勅
語を中心としたる修養談

海軍省教育局 1931（昭和6.4） Ｂ０９１０

加藤咄堂 人格之養成 東亜堂書房 1907（明治40.8） Ｂ１０４８

加藤咄堂
内地雜居に對する佛教信徒の
心得 一名内雜居と佛教

國母社 1897（明治30.7） Ｂ０７６２

加藤咄堂 佛教國民雑居後の心得 鴻盟社 1899（明治32.8） Ｂ０１７６ 再版発行
加藤弘之 學説乞丐袋 弘道館 1911（明治44.10） Ｂ０６６２
加藤弘之 強者の權利の競爭 日本評論社 1942（昭和17.9） Ｂ０６２４
加藤弘之 基督教徒窮す 同文館 1909（明治42.9） Ｂ０６９７

加藤弘之
國家の統治權  ([自然と倫理」
の補遺第一)

實業之日本社 1913（大正2.6） Ｂ０７５１

加藤弘之 人權新説駁論集 中村尚樹 1883（明治16.1） Ｂ０１２７

加藤弘之
新文明の利弊 : 男女學生の誂
戒

金港堂 1908（明治41.11） Ｂ０４８１

加藤弘之 道徳法律進化の理 博文館 1900（明治33.5） Ｂ０７１９ 再版
加藤弘之 道徳法律進化の理 博文館 1900（明治33.4） Ｂ０７７６
加藤弘之 吾國體と基督教 金港堂 1907（明治40.10） Ｂ０７５０
加藤扶桑 日本國體論 加藤房藏 1892（明治25.2） Ｂ０２５３
加藤兵四郎 国会明鏡 高山豪夫 1890（明治23.3） Ｂ００８０
加藤正矩編 海外國勢撮要 嘯月楼 1875（明治8.11） Ａ００３１
加藤祐一 進歩の目的　下巻 書林會社 1873（明治6.11） Ｂ０６３９ 和装

加藤寛治大将傳記編
纂會編

加藤寛治大将傳
加藤寛治大将
大将傳記編纂
會

1941（昭和16.5） Ｃ０５８１

河東田經清 横尾東作翁傳 河東田經清 1917（大正6.7） Ｃ０３４８

加藤高明傳刊行會 加藤高明傳
加藤高明傳刊
行會

1928（昭和3.8） Ｃ０１８３

　 金井啓一 權謀學 金港堂 1889（明治22.9） Ｂ０２４６
　 神奈垣魯文 佐賀電信録  下 名山閣 1874（明治7.9） Ｄ０２１６ 和装

　 神長倉真民
佛蘭西公使ロセスと小栗上野
介

ダイヤモンド社 1935（昭和10.6） Ｃ０２６７

金子堅太郎
金子子爵歐米議員制度取調
巡同記

1928（昭和3） Ｂ０８０９

[金子堅太郎] 北海道三縣巡視復命書 1916（大正5.4） Ｂ０３２６
金田耕平編 近世英傑略傳    1-2巻 黄雲山房 1878（明治11.3） Ｃ００４６  和装
金田清左衛門編 戊辰解難録 金清堂 1884（明治17.6） Ｂ０３０７

嘉納治五郎 青年修養訓 同文館 1916（大正5.7） Ｂ１０６６
１ ０ 版， 初
版： 明治
44. 12.

狩野深藏 三策 河内屋吉兵衛 1869（明治2）己巳 Ｂ０２０４
加太邦憲 加太邦憲法自歴譜 加太重邦 1931（昭和6.1） Ｃ０４６３

加太邦憲 桑名開城顛末 加太邦憲 1914（大正3.4） Ｃ０１９６

大2. 10. 維新
史料編纂會
第7回委員會
に於て講演

鎌田榮吉 獨立自尊 實業之日本社 1911（明治44.9） Ｂ１１９１
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鎌田冲太 西郷隆盛傳 有終舘 1909（明治42.4） Ｃ０２７４
増訂再版，
初版： 明治
41. 5.

上森健一郎編
変態・資料　2巻2號 (筆禍記念
6號)

文藝資料編輯
部

1927（昭和2.3.25） Ｂ０６４７

加茂儀一 榎本武揚 中央公論社 1960（昭和35.9） Ｃ０７３６
蒲生俊 世界未來記 尚成堂 1885（明治18.4） Ｂ０４２２
茅原華山 地人論 東亜堂書房 1913（大正2.2） Ｂ１２７８
唐端青太郎 政海の波 : 憲法講談 駸々堂 1889（明治22.4） Ｂ０４００
狩谷平司 ビリヨン神父の生涯 東海出版社 1939（昭和14.8） Ｃ０５００
川上紫山 内地雜居心得 : 國民必讀 日本舘 1899（明治32.5） Ｂ０７６３
川崎三郎 小文章 博文館 1899（明治32.11） Ｂ０９６８
川嵜紫山 木戸松菊 春陽堂 1900（明治33.11） Ｃ０１８１
川崎紫山 幕末三俊 春陽堂 1897（明治30.4） Ｃ００５７

川崎卓吉伝記編纂会 川崎卓吉
川崎卓吉伝記
編纂会

1961（昭和36.3） Ｃ０７６３

川路利良 警察手眼 警眼社 1924（大正13.9） Ｂ０９６６
八版、 初版
明12. 10.

川島正三編 通俗明治民權の花 川島正三 1881（明治14.3） Ｃ０１４９
川島澄之助 明治四年久留米藩難記 金文堂書店 1911（明治44.11） Ｃ０３５６
川島清治郎 海上の日本 二酉社 1914（大正3.1） Ｂ１０７８

川嶋右次
民間新聞創始者ｼﾞｮｾﾌ･ﾋｺ氏
の生涯

川嶋右次 1933（昭和8.1） Ｃ０１３０

川尻義祐 内部文明論 鶴鳴堂 1884（明治17.9） Ｂ０２４７
か 川瀬周次､田中迪三合 市町村議員必携 文昌堂 1889（明治22.6） Ｂ０３２２

河原勝治
會津戰爭所感 : 河原勝治氏講
演

温故會 1934（昭和9.4） Ｃ０１９２

河原政庸 公議輿論興國ノ規模 林市平 1881（明治14.11） Ｂ０３９４
川邊眞臧 羯南と蘇峰 三省堂 1943（昭和18.1） Ｃ０５７５
川邊眞藏 福地櫻痴 三省堂 1942（昭和17.5） Ｃ０５２５

神崎清編
獄中手記  (大逆事件記録第一
巻)

実業之日本社 1950（昭和25.6） Ｂ０５４６C

神崎四郎 権田直助翁 : 惟神道の躬行者
阿夫利神社社
務所

1937（昭和12.6） Ｃ０５７９

き 議員集会所編 第一期国会始末 博文館 1891（明治24.6） Ｂ０１３８

菊池謙讓
朝鮮最近外交史大院君傳  附
王妃の一生

日韓書房 1910（明治43.10） Ｃ０５４６

菊池悟郎編 立憲政友會史  6巻
立憲政友會史
編纂部

1933（昭和8.11） Ｄ０３５５

菊池茂編
民政　5巻10號(濱口全總裁追
悼號)

民政社 1931（昭和6.10） Ｃ０７１１  

菊池純 民權講義略解 上･下 文求堂 1875（明治8.2） Ｂ０１３５  
菊池松堂 理想之政黨 文學同志會 1902（明治35.6） Ｂ０１５４

菊池信太郎 時勢走馬燈  一名親父肝潰誌 鶴鳴堂 1887（明治20.4） Ｂ０６８９

菊池武徳 中上川彦次郎君
人民新聞社出
版部

1903（明治36.7） Ｃ０５１２

木更津縣廰

登志篭身  国立銀行條例  明
治1.1.1制定 ・地所永代賣買御
差許相成今並    譲渡之分地
券相渡ニ付左之條    々相心
得不都合之取計致間敷    事
明治五年壬申八月

Ｂ０６６１

新文抜書
・ 大久保利
通君一代記
他

岸善四郎 東京土産 牧野惣次郎 1883（明治16.7） Ｂ０３２８
喜舎場朝賢 琉球見聞録  一名廃藩事件 親泊朝擢 1914（大正3.5） Ｃ０３５５
エフ・ギゾー著 英國革命史 佐藤覚三郎 1884 (明治17.10) Ｂ０２６８
貴族院調査課 大名華族授爵表 貴族院調査課 1938（昭和13） Ａ００６１B
北令吉 哲學より政治へ 止善堂 1918（大正7.2） Ｂ１２１１
北令吉 光は東方より 大日本辯會 1918（大正7.8） Ｂ１１５５
北川藤太 日本文明史 北川藤太 1878（明治11.8） Ｂ０８０３
木瀧清類 明治六雄ハ將論 郁文堂 1883（明治16.10） Ｃ００１９
北田悌子 父濱口雄幸 日比谷書房 1932（昭和7.1） Ｃ０８２３

北原雅長 七年史  上・下 啓成社
1904（明治37.4）～
1905（明治38.8）

Ｄ０３９１  
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考

　 木戸照陽編 東洋立志編  訂正増補 弘文館 1892（明治25.2） Ｃ００５２
９ 版， 初
版： 明治
23. 8.

　 木戸照陽編 日本帝國國會議員正傳 田中太右衞門 1890（明治23.9） Ｃ００２７
木戸孝充 木戸孝允遺文集 泰山房 1942（昭和17.8） Ｂ０５９９
木戸公傳記編纂所 松菊木戸公傳  上・下 明治書院 1927（昭和2.9） Ｃ０６５４ 1079P.
木下尚江 野人語  第2 金尾文淵堂 1911（明治44.10） Ｂ０７９７

木下尚江 野人語  第一 金尾文淵堂 1911（明治44.7） Ｂ０８１０
第ニは岡
B0797に有り

木村芥舟 三十年史 交詢社 1892（明治25.2） Ｄ００４８
木村毅 西園寺公望 時事通信社 1958（昭和33.4） Ｃ０６７１A
木村靖二 飢えたる農民 二松堂書店 1924（大正13.6） Ｂ１１４３
木村陸一郎 山居物語 厳々堂 1880（明治13.12） Ｂ０２１１

京都府警察部
郡部各警察署部内名望家有
志者重立者性行履歴略表

京都府警察部 Ｂ０５０９
手書き ３ ９
枚

京都府
京都府下人民告諭大意  1ｰ2
編

須原屋茂兵衛
1868（明治元年～2
年）

Ｂ０３３８  

清浦奎吾 清浦奎吾先生警務談話 警察通信社 1892（明治25.9） Ｂ０７８４
清浦奎吾 清浦伯爵警察回顧録 警察協會 1929（昭和4.4） Ｃ０１９１

清浦奎吾 奎堂餘唾 : 清浦奎吾先生講演 警察機關社 1891（明治24.8） Ｂ０５６９

清澤洌 外交家としての大久保利通 中央公論社 1942（昭和17.5） Ｃ０６３３
清瀬一郎 清瀬一郎政論集 人文會出版部 1926（大正15.12） Ｃ０８８３
曲肱軒主人 開化のは那し 博文堂 Ｂ０３５９
桐野利秋遺稿 憂國の至情 朝日書房 1934（昭和9.3） Ｃ０２０２
ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ ･ｷﾝｸﾞ 世界實事奇談   第1冊 贊育社 1887（明治20.6） Ｂ０２７７

近代史懇談會
伊東巳代治関係文書目録 (未
定稿)

1954（昭和29.3） Ａ００９３

近代史懇談會
井上馨関係文書目録（未定
稿）

近代史懇談會 1954（昭和29.3） Ａ０１０６

近代史懇談會 勝田家文書目録 1956（昭和31.2） Ａ００８９
近代史懇談會 曽弥水町両家文書目録 1956（昭和31.3） Ａ００９０
近代史懇談會 東京日日新聞社説目録 近代史懇談会 1954（昭和29.12） Ａ０１０９
近代史懇談會 松尾家文書目録 1956（昭和31.3） Ａ００８８
近代史懇談會 松方家文書目録 近代史懇談會 1954（昭和29.10） Ａ０１０５

近代史懇談會
松方正義関係文書目録（未定
稿）

1954（昭和29.4） Ａ００８７

近代史懇談會 三島通庸関係文書目録 １-２ 近代史懇談會 1955（昭和30.3） Ａ０１０７   
近代日本史料研究会
編

社会主義者沿革  上・中・下
近代日本史料
研究会

Ｂ０００９A  

近代日本史料研究会
編

特別要視察人状勢一班､ 正･
続1ｰ3

明治文献資料
刊行会（続二、
続三のみ）

Ｂ０００９A  

続三のみ、
昭和
37. 12. 31に
発行、 他は

近代日本史料研究会
編

福島事件高等法院公判録
近代日本史料
研究会

Ｂ０００９A

く 陸羯南 羯南文集 (時文大観第1巻)
時文大観刊行
会

1910（明治43.5） Ｂ００２４

陸羯南 羯南文集 大日社 1938（昭和13.11） Ｂ０６７１
陸羯南 羯南文集 蟠龍堂 1910（明治43.11） Ｂ０６７２
九岐晰 國會後の日本 : 政海艶話 文英書園 1887（明治20.4） Ｂ０４２５ 再版
九岐晰 通俗国会之主意 兎屋誠 1880（明治13.8） Ｂ００９５
葛生玄啅 金玉均 葛生玄啅 1916（大正5.3） Ｃ０１７６

久津見蕨村 久津見蕨村集
久津見蕨村集
刊行會

1926（大正15.8） Ｂ０８８０

工藤武重 屈辱媾和捷利之夢 工藤武重 1906（明治39.10） Ｂ０３９５Ｇ

國友重章 條約改正及内地雑居
内地雑居講究
會

1892（明治25.12） Ｂ０２９９D

久保季慈講述 洋教辨略 平田胤雄 1885（明治18.4） Ｂ０８０２ 和装（ 活
久保田榮 華族論 牧野書房 1890（明治23.10） Ｂ０３０９

久保田正三編 虎風龍雲（第16期生編）
支那上海 東亜
同文書院

1919（大正8.6） Ｂ１１０６A

久保田辰彦 廿一大先覺記者傳
大阪毎日新聞
社

1930（昭和5.9） Ｃ００７０

熊谷辰治郎編 青年團發達年表  附訓令通牒
日本青年館調
査課

1927（昭和2.2） Ａ００８６
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熊谷辰治郎 大日本青年團史 熊谷辰治郎 1942（昭和17.8） Ｄ０５６５

久米邦武
久米博士九十年囘顧録  上･
下

早稲田大學出
版部

1934（昭和9.10） Ｃ０１８６  

雲井龍雄 東北偉人雲井龍雄全集 東陽堂 1894（明治27.8） Ｂ０３９０
雲下兼行編 開國叢談 丸屋善七 1887（明治20.11） Ｂ０３０１

栗田信太郎編著
自由改進漸新保守明治演説
評判記

競錦堂 1882（明治15.10） Ｂ００７３

栗田素一編 明治卓論新編 楽成舎 1884（明治17.3） Ｂ０２３０
栗原廣太 伯爵伊東巳代治  上・下 晨亭會 1938（昭和13.3） Ｃ０４３２   
栗原亮一，宇田友猪編 板垣退助君傳  第一巻 自由新聞社 1893（明治26.9） Ｃ０１５１
栗本鋤雲 匏菴十種 報知社 1892（明治25.3） Ｃ０１８９
栗本鋤雲 匏菴遺稿 1900 （明治33) Ｂ００２０
來原慶助 不運なる革命兒前原一誠 平凡社 1926（大正15.7） Ｃ０２０５

黒岩周六 人尊主義
新橋堂書店、服
部書店

1910（明治43.4） Ｂ１００３

黒岩周六 天人論 朝報社 1903（明治36.6） Ｂ１２６４
６ 版， 初
版： 明治

　 黒岩周六 予が婦人觀 丙午出版社 1913（大正2.7） Ｂ１２３８

　 黒岩涙香 青年思想論  第一、第二 朝報社
第一：1912（明治
45.8）

Ｂ０９８６  

第一： ３
版， 初版・
明45. 6.  第
二： １ １
版， 初版・

黒岩涙香 精力主義 隆文館 1906（明治39.9） Ｂ１０２０
１ ２ 版、 初
版 明治

黒田行元 政體新論 文求堂 1874（明治7.7） Ｂ０２５０
桑田權平 來曼先生小傳 桑田權平 1937（昭和12.9） Ｃ０３８０

桑原利喜太編 最新全國模範青年團 帝國自治會 1914（大正3.7） Ｂ１２０４
訂正増補再
版， 初版：
大正3. 6.

け 慶応義塾図書館
福澤先生伝記完成記念展覧
会目録

慶応義塾図書
館

Ａ００５９

警醒社編纂 信仰三十年基督者列傳 警醒社書店 1921（大正10.10） Ｃ０６５７

現代中国学会
日中関係資料展示目録 : 辛亥
革命五十周年記念

現代中国学会 1961（昭和36.10） Ａ００９５

元老院 各國憲法類纂 久林舘 1884（明治17.4） Ｂ０２６１
こ 小池平一郎 新戰國 松木書房 1890（明治23.7） Ｂ０３４６

小泉策太郎 三申先生饒舌贅文集 永田正吾 1930（昭和5.1） Ｂ０６３１

小泉策太郎 政戰パンフレット
國民新聞・高橋
郁

1924（大正13.3） Ｂ１０２４
高橋政友會
總裁声明な
ど

小泉策太郎 日本經濟變革論 先進社 1931 (昭和6.9) Ｂ０９０９A
小泉信三 福澤諭吉 (ｱﾃﾈ文庫41) 弘文堂 1948（昭和23.11） Ｃ０６６１
小泉澂 頑固漢學者諭迷譚 吟月閣 1887（明治20.2） Ｂ０４９２
小泉八雲著，田部隆
二・戸川秋骨共譯

神國日本  改譯版 第一書房 1942（昭和17.4） Ｂ０７８５

肥塚龍選 国会設立方法論  前編 松尾一衛 1880（明治13.3） Ｂ００９６
古＊記念會編 金玉均傳  上巻 慶應出版社 1944（昭和19.5） Ｃ０６６８

こ 浩浩居 浩浩居誌 浩浩居 1937（昭和12.12） Ｄ０４８２C
雑誌「 浩浩
居誌」

公爵毛利家編輯所 忠愛公畧傳
公爵毛利家編
輯所

［1898（明治31）］ Ｃ０２１３

幸田露伴 澀澤榮一傳 岩波書店 1939（昭和14.8） Ｃ０２９４ 第２ 刷

河内山勝市 品川先生追懐談集
産業組合中央
會山口縣支會

1934（昭和9.3） Ｃ０２７７

幸徳秋水 基督抹殺論 (岩波文庫) 岩波書店 1954（昭和29.9） Ｂ０３９５Ｃ
幸徳秋水 幸徳秋水集（改造文庫） 改造社 1929（昭和4.3） Ｂ０８３９
幸徳秋水 兆民先生 博文館 1902（明治35.5） Ｃ０２１９

河野磐州傳編纂會 河野磐州傳  上巻
河野磐州傳刊
行會

1923（大正12.11） Ｃ０１８２ 上のみ

香夢亭櫻山 二十三年國會道中膝栗毛 上田屋 1887（明治20.3） Ｂ０４３６

國際文化振興會
故ﾁｪﾝﾊﾞﾚﾝ教授小傳附著述目
録

國際文化振興
會

1935（昭和10.3） Ｃ０４７３

故チェ ンバ
レ ン教授追
悼講演會記
念冊子
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小久保喜七 憲政殊勲者年譜集 小久保昇 1939（昭和14.7） Ａ０００８
小久保喜七 明治の花 鐘美堂 1892（明治25.2） Ｂ０３９６
國民對米會編 對米國策論集 讀賣新聞社 1924（大正13.12） Ｂ１０２８
国立国会図書館一般
考査部

幕末和蘭留学生関係資料目
録

国立国会図書
館一般考査部

1953（昭和28.3） Ａ００９４

国立国会図書館支部
宮内庁図書館

明治憲政關係史料目録
国立国会図書
館支部

1951（昭和26.3） Ａ０１０４

国立国会図書館憲政
資料室編

伊東巳代冶関係文書目録（憲
政資料室所蔵資料目録二）

国立国会図書
館

1962（昭和37.4） Ａ００６７A

国立国会図書館憲政
史料室編

憲政史編纂会収集文書目録
（憲政資料室所蔵資料目録
一）

国立国会図書
館

1960（昭和35.11） Ａ００６８

国立国会図書館参考
書誌部編

桂太郎関係文書目録 (憲政資
料室所蔵目録3)

国立国会図書
館

1965（昭和40.2） Ａ００７７

国立国会図書館
議会政治展示会目録：議会開
設七十年記念

国立国会図書
館

1960（昭和35.12） Ａ００６７

国立国会図書館
議会政治展示会目録：議会開
設七十年記念

国立国会図書
館

1961（昭和36.1） Ａ００６７

国立国会図書館編 憲法資料展示会目録
国立国会図書
館

1951（昭和26.11） Ａ００９１

兒島惟謙 大津事件手記 築地書店 1944（昭和19.1） Ｂ０７８０
兒島維謙述，花井卓蔵 大津事件顛末録 春秋社 1931（昭和6.12） Ｃ０１９９
小島長藏 吉岡良太夫小傳 小島長藏 1932（昭和7.12） Ｃ０３４６ 再版
小島長藏 吉岡良太夫小傳 小島長藏 1919（大正8.11） Ｃ０３４７
小島祐馬 中江兆民  (ｱﾃﾈ文庫50) 弘文堂 1949（昭和24.3） Ｃ０６６３
越山太刀三郎 自由党の所謂政治問題 越山太刀三郎 1894（明治27.7） Ｂ０１５３
五代龍作 五代友厚傳 五代龍作 1933（昭和8.9） Ｃ０１１５
後藤新平 國難來 内觀社 1924（大正13.4） Ｂ０９８４C
後藤新平述，平木照雄
編

處世訓 求光閣 1911（明治44.5）初 Ｃ０７４５
1913（ 大
2. 5） 6版

後藤新平述，平木照雄
編

處世訓 如山堂
1911（明治44.6）3
版

Ｃ０７４５A
初1911（ 明
治44. 5）

後藤新平 政治の倫理化 大日本辯會 1926（大正15.9） Ｂ０９９０

　 後藤新平
日露関係に就ての所見：ﾖｯﾌｪ
氏来遊の情由

1923（大正12.2） Ｂ０９８４A

　 後藤新平 日露國民的交渉の正系 1923（大正12.5） Ｂ０９８４B  
後藤新平 日露問題に就て 1924（大正13.5） Ｂ０９８４  
後藤新平 日本膨張論 通俗大學會 1916（大正5.2） Ｂ０７８１A

後藤狂夫
我郷土の産める世界的先覺者
志賀重昂先生

警眼社 1931（昭和6.7） Ｃ０７９５

後藤本馬 條約實施卅二年後の新日本 文魁堂 1898（明治31.6） Ｂ０６９８
後藤武夫 子爵清浦奎吾傳 日本魂社 1924（大正13.5） Ｃ０６９２
小中村清矩 國史學の栞 勉強堂書店 1900（明治33.10） Ｂ０６８５
小西直治郎編 布哇國風土略記 兌昌堂 1884（明治17.11） Ｂ０５８５
小早川惟克 國體略  附政體 山内文華堂 1874（明治7.3） Ｂ０２５１
小林久磨雄 幕末外交使節池田筑後守 恒心社 1934（昭和9.3） Ｃ０１５４
小林華平 大關肥後守増裕公略記 小林華平 1909（明治42.11） Ｃ０２６４
小林富三編 指原安三氏傳 小林富三 1918（大正7.3） Ｃ０３１４
小牧昌業談 順聖公事蹟 講話會 1910（明治43.8） Ｃ０３１０
小室重弘 自然と社會 : 文範 博文館 1908（明治41.12） Ｂ０６９１

五明楼玉輔口演
開明竒談寫真廼仇討  前後編
合冊

滑稽堂 1884（明治17.6） Ｂ０３９７  

こ 小森猛 征清殉難烈士傳 Ｃ０７０１ 抜刷

小森徳治 明石元二郎  上・下
臺灣日日新報
社

1928（昭和3.4） Ｃ０３７６  

小山松壽 南清貿易 : 早稲田小編
東京専門學校
出版部

1901（明治34.6） Ｂ０６８２D

此經春也 将来之文明 進化協會 1890（明治23.3） Ｂ０６１６
ﾊﾞﾝｼﾞｬﾏﾝ･ｺﾝｽﾀﾝ 宰相責任論 潛心堂 1883（明治16.1） Ｂ０２５５

権田直助
權田直助集  （國學大系第20
巻）

地平社 1886（明治19.11） Ｂ０７７４

近藤吉雄編 井上角五郎先生傳
井上角五郎先
生傳記編纂會

1943（昭和18.8） Ｃ０６７０

さ 雜賀博愛 大江天也傳記 大江太 1926（大正15.1） Ｃ０２５５
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西郷隆盛 大西郷書翰大成 第1-5巻 平凡社
1940ー1941（昭和
15.6ー16.2）

Ｂ０５５７  

齋籐吾一郎編 耶蘇教國害論 1881（明治14） Ｂ０３８５

佐田介石編 栽培經濟問答新誌  1-40號 曳尾社
1881（明治
14.12）ー1882（明
治15.8）

Ｂ１１９６  

１ 号ー１ ０
号， １ １
号ー２ ０
号， ２ １
号ー３ ０
号， ３ １
号ー４ ０ 号

在米日本人聯合協議
會

在米日本人聯合協議會報告
書 第一

1907（明治40.8） Ｂ１０１９

坂井四郎兵衛 天保明治水戸見聞實記 知新堂 1895（明治28.1） Ｃ０３０４
再版， 初
版： 明治
27. 10.  和装

堺利彦
現代社會生活の不安と疑問
(社會問題叢書１)

文化學會出版
部

1925（大正14.3） Ｂ１０７３
第三版、 初
版： 大正
14. 1.

坂口二郎 野田大塊傳
野田大塊傳刊
行會

1929（昭和4.2） Ｃ０６７３

坂崎斌 鯨海醉候 高知堂 1902（明治35.3） Ｂ０３４３
阪崎文武 陸奥宗光 博文館 1898（明治31.6） Ｃ０２０９
阪谷芳郎編 阪谷朗廬先生五十回忌記念 阪谷芳郎 1929（昭和4.12） Ｃ０４４６
阪谷朗廬 朗廬全集 阪谷芳郎 1893（明治26.5） Ｂ１１３９
酒巻貞一郎 支那分割論  附袁世凱 啓成社 1913（大正2.8） Ｂ０９２８
坂本辰之助 元帥公爵山縣有朋 至誠堂書店 1922（大正11.2） Ｃ０３３５
坂本則美 實力政策 本来堂 1890（明治23.12） Ｂ０１５９
坂元龍馬、由利公正 坂本龍馬・由利公正集 誠文堂新光社 1935（昭和10.12） Ｂ０８３２
坂本・中岡兩先生銅像
建設會

雋傑坂本龍馬
坂本・中岡兩先
生銅像建設會

1945（昭和20.11） Ｃ０２９１

坂本中岡両先生遭難
五十年記念祭典會

坂本中岡両先生五十年祭記
念講演集

坂本中岡両先
生遭難五十年
記念祭典會

1917（大正6.11） Ｃ００５９

向坂逸郎編著 近代日本の思想家 和光社 1954（昭和29.1） Ｃ０７０８
佐々友房 戰袍日記 小立鉦四郎 1891（明治24.5） Ｃ０３０６

笹岡平祐 大竹貫一先生小傳
大竹貫一翁遺
徳顕彰會

1953（昭和28.12） Ｃ０７３９

佐々城泰 宮城縣國會議員候補者列傳 晩成書屋 1890（明治23.1） Ｃ０５８６
佐々木龍 日本政海新波瀾 藜光堂 1889（明治22.5） Ｂ０４４７
笹島吉太郎編 頭評條約改正纂論 漸新堂 1880（明治13.11） Ｂ０１７３
笹の家すすめ 變窟蟻の世界 三枝保之 1890（明治23.5） Ｂ０４９９

篠本廉
北槎遺聞 . 北邊探事(北門叢
書第6)

北光書房 1944（昭和19.11） Ｂ０８３４

佐田介石 社會經濟論 日本評論社 1941（昭和16.12） Ｂ０６１５
佐田白茅 極論開化 忠芬義芳樓 1875（明治8.2） Ｂ０７７５ 和装
佐々友房 克堂佐佐先生遺稿 改造社 1936（昭和11.8） Ｃ０４０９

佐藤郁二郎 感懐録 佐藤郁二郎 1932（昭和7.12） Ｃ０４１０
表紙： 感懷
録

佐藤儀助編 弱者の聲 新聲社 1901（明治34.11） Ｂ０３９５Ｉ
佐藤儀助編 亡國の縮圖 新聲社 1902（明治35.3） Ｂ０５４６D

　 佐藤鐵太郎 國防策議
1912（大正元
年.12）

Ｂ１０７７

佐藤信淵
佐藤信淵集 (國學大系 第12
巻)

地平社 1943（昭和18.2） Ｂ１１７４

　
佐藤顯理（HENRY
SATOH）

日本外交の先覺堀田閣老傳 博文館 1908（明治41.8） Ｃ０１２７ 英文

佐藤雄治編 明治新體詩歌選 津田市松 1889（明治22.9） Ｂ０５４７ 第三版
澤真次郎 国会未可開論 澤真次郎 1880（明治13.7） Ｂ００９１

澤本健三 伯爵田中青山
田中伯傳記刊
行會

1929（昭和4.9） Ｃ０４５５

澤柳政太郎 時代と教育 同文館 1906（明治39.1） Ｂ１１１２
３ 版， 初
版： 明治
38. 11.

澤柳政太郎 野心論 實業之日本社 1915（大正4.10） Ｂ１２１８ ４ 版
三峰會編 三峰下岡忠治傳 三峰會 1930（昭和5.11） Ｃ０６５８
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し 椎川龜五郎編
ＢＡ氏ﾉ記憶ｾﾙ露日戰爭ﾆ於ｹ
ﾙ[ｸﾛﾊﾟﾄｷﾝ」

偕行社 1911（明治44.3） Ｂ０７８２

塩川廣平自記，畠中眞
次郎編

關東謀攻日記 畠中眞次郎 1889（明治22.3） Ｃ０３０２

塩谷宕陰 隔靴論 快風堂 安政六年巳未 Ｂ０７７３
し 鹽谷良翰述 回顧録 民友社 1918（大正7.5） Ｃ０３１３

志賀重昂
志賀重昴全集  第1，2，4, 7，8
巻

志賀重昴全集
刊行會

1928（昭和3.9） Ｂ０６７５  

1巻 經世治
國篇・ 海外
事情篇2巻
歴史地理
篇， 4巻 日
本風景論・
眼前萬里・
地理學， 7巻
札幌在學日
記（ 上） ・
講演集
（ 上） ・ 詩
藻・ 序文
集， 8巻 札
幌在學日記
（ 下） ・ 講
演集
（ 下） ・ 随
筆集・ 尺
牘・ 諸家の

志賀重昂 知られざる國々 日本評論社 1943（昭和18.5） Ｂ０６８３
志賀重昂 大役小志 大橋省吾 1909（明治42.11） Ｂ０２５０J

志賀重昂 日本風景論（岩波文庫） 岩波書店 1940（昭和15.5） Ｂ０８５１
第５ 刷 ， 昭
和12. 1 発行

史学会 史學雑誌  總索引(1-50編) 富山房 1940（昭和15.8） Ａ００３４  
鹿目丑彦 眞如之月 精文堂 1887（明治20.7） Ｂ０４０８

重野安繹等編 國史眼（稿本）   1-7 （全7冊） 大成館
1890（明治23）ー
1891（明治24）

Ｂ０７６７  
蔵版： 東京
帝國大學、
和装

史談會編
國事鞅掌報効志士人名録
第1輯

史談會 1909（明治42.6） Ａ００７５

史談會編 戦没殉難志士人名録 共同出版 1907（明治40.11） Ａ０００６
實業同士會 實業同志會運動經過概要 實業同士會 1924（大正13.9） Ｂ１０４６

幣原喜重郎
華盛頓会議ﾉ裏面觀其他  (特
輯第7號)

外務省調査部
第一課

1939（昭和14.2） Ｇ０００４

篠原秀一編 郷土に偲ぶ上原元帥の面影 田中書店 1934（昭和9.1） Ｃ０７０４
初版＝昭和
8. 12

篠原祿次 地方青年團體の組織及事業 實業之日本社 1911（明治44.11） Ｂ１２０２

柴四朗 埃及近世史 柴四朗 1889（明治22.11） Ｂ０２７０
明治24. 7. 再
版

柴垣隆 世界は一つ 日本新聞社 1955（昭和30.6） Ｃ０６２１D

柴田徳次郎編 頭山翁清話  (大民文庫３)
日刊大民社出
版部

1940（昭和15.12） Ｃ０６２１H

柴田花守
開化古徴 : 一名御布令敬承譚
第一 上・下

嶋嵜源兵衛 1874（明治7.7） Ｂ０８３５  和装

柴原和 戸長心得演説大意 1886（明治19.12） Ｂ０３２１

澁澤榮一 徳川慶喜公傳  巻1-8 龍門社 1918（大正7.1） Ｃ０４４８  
巻五～八
は、 附録・
索引

[澁澤榮一]
日本に於けるﾀｳﾝｾﾝﾄﾞ･ﾊﾘｽ君
の事蹟

1927（昭和2.10） Ｃ０３９８ 冊子

司法省調査部 司法資料   第232號 1937（昭和12.8） Ｂ０９６４

明28. 3. 24.
清國李欽差
頭等全權大
臣鴻章ヲ 狙
撃シタ ル小
山豊太郎の
公訴記録
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島田三郎 開國始末 : 井伊掃部頭直弼傳 輿論社 1888（明治21.3） Ｃ０３９５

島田三郎 條約改正論 博文堂 1889（明治22.11） Ｂ０１６９

島田三郎 日本と露西亞   附録殖民新論 警醒社 1900（明治33.9） Ｂ０３００C

島田三郎 矢野二郎傳
矢野二郎翁傳
記念編纂會

1913（大正2.5） Ｃ０４７１

島田正穂編
自由萬歳僞黨撲滅新富座大
演説要記

鶴聲社 1883（明治16.6） Ｂ１２７１

清水佐兵衛編 印度之虐政 鶴鳴堂 1883（明治16.12） Ｂ０２７２
清水伸 帝國憲法制定會議 岩波書店 1940（昭和15.11） Ｄ０３６１
清水仁三郎 犬養毅 太閤堂 1913（大正2.6） Ｃ０７９８
清水益次郎編 板垣君欧米漫遊録 第一編 正則豫備校 1890（明治23.4） Ｃ０１５０
清水義郎編 憲法発布大典賑 牧金之助 1889（明治22.4） Ｂ００５１
清水亮三 公議輿論政治の骨 翰香堂 1887（明治20.12） Ｂ０２３４
下園佐吉 牧野伸顯伯 人文閣 1940（昭和15.10） Ｃ０４０６
下田義天頼編 祭天古俗説辨明 第1-2編 下田義天頼 1892（明治25.5） Ｂ０２４８  
下中彌三郎 西郷隆盛傳 内外出版協會 1912（明治45.8） Ｃ０２７２

下林厚之編 乗雲騎月（第22期生編）
支那上海 東亜
同文書院

1926（大正15.3） Ｂ１１０７

下村房次郎 日本之社會軋轢及救濟法 交通學館 1893（明治26.8） Ｂ０８２３
下村泰大編 東京留學案内 増補 春陽堂 1885（明治10.5） Ｂ０４８２
社會經濟労働研究所
編

幸徳秋水評傳 伊藤書店 1947（昭和22.12） Ｃ０６６４

修史局編纂 明治史要 博聞本社 1876（明治9.3） Ａ００１８
自由黨々報局  寺島信
之

撰擧干渉問題之顛末  (党報号
外)

自由黨々報局 1892（明治25.5） Ｂ０６６６  

　 宿利重一 児玉源太郎 國際日本協會 1942（昭和17.11） Ｃ０５４１

　 宿利重一 日本陸軍史研究メッケル少佐 日本軍用圖書 1944（昭和19.3） Ｃ０６２２

宿利重一 兒玉源太郎 對胸舎 1940（昭和15.3） Ｃ０５１４
初版＝昭和
13. 11

　 春畝公追頌會 伊藤博文傳　上 春畝公追頌會 1940（昭和15.10） Ｃ０４２６

奨匡社 奨匡社設立ノ檄文及ヒ其規則 1880（明治13.2） Ｂ０７８７

勝田主計
菊の根分け  其一 : 日支經濟
上の施設に就て

勝田主計 1918（大正7.12） Ｃ０１４７G

城南隠士編 警察講演訓示集 松華堂 1926（大正15.12） Ｂ１１０４
城南隠士 武人典型谷干城 金櫻堂､松陽堂 1911（明治44.5） Ｃ０４６８
常陽迂生著、木戸田四
郎 校訂

眞壁暴動録 見聞筆記　草稿、
追記

茨城県文書課 Ｂ０８３３B  

し 常陽迂生
眞壁暴動録草稿 : 見聞筆記
(産業史研究資料第2集)

茨城県文書課 1954（昭和29.4） Ｂ１２４７

ジョルジ著、鳥尾岩太
郎・内田彌ハ訳

小人國發見録 : 政治小説 松下軍治 1888（明治21.2） Ｂ０５６０

白根多助著 通俗觀光餘事 明文堂 1879（明治12） Ｂ０３９５

白柳秀湖
岩崎彌太郎傳  (偉人傳全集第
１２巻)

改造社 1932（昭和7.2） Ｃ０１５３

白柳秀湖 親分子分 : 政黨編 千倉書房 1932（昭和7.9） Ｃ００２９
白柳秀湖 西園寺公望傳 日本評論社 1929（昭和4.6） Ｃ０２８６
白柳秀湖 中上川彦次郎傳 岩波書店 1940（昭和15.6） Ｃ０４０１
新歸朝者 滑稽なる日本 南風舘 1901（明治34.9） Ｂ０７６４

す 末廣鐵膓 軋轢の原因 博文堂 1888（明治21.2） Ｂ０１８５
末廣鐡膓 落葉のはき寄せ : 時事小説 文學社 1887（明治20.3） Ｂ０１４３
末廣鐡膓 花間鴬 : 政事小説　上・下 金港堂 1888（明治21.3） Ｂ０４１１  
末廣鐵膓 過去の政海 : 鐵膓叢書 青木嵩山堂 1899（明治32.1） Ｂ０４１２

末廣鐵膓 現今の政事社會  正・続 博文堂
1887（明治20.11～
12）

Ｂ０１８４  
正（ 第四
版） 53P， 続
編38P.

末廣鐵膓 鴻雪録 春陽堂 1889（明治22.11） Ｃ０３６８
末廣鐡膓 失策又失策 嵩山堂 1892（明治25.2） Ｂ０８８８
末廣鐵膓 我國之内政外交 原田徳三郎 1889（明治22.6） Ｂ０１８６

末廣鐡膓 雪中梅
博文堂  原田庄
左衛門

1886（明治19.11） Ｂ０６８２
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末廣鐡膓 鐵膓文集   (時文大觀第3巻)
時文大觀刊行
會

1910（明治43.8） Ｂ０６８１

須賀兼嗣 中條政恒先生畧傳
中條政恒翁顯
彰會

1932（昭和7.10） Ｃ０２２４

菅谷秋水
潮のみちひ : 外交失敗史の半
面

菅谷勝義 1906（明治39.8） Ｂ０９４７

杉謙二編 加藤高明
加藤高明傳刊
行會

1926（大正15.2） Ｃ０３３２C

杉享二 國政黨派論 杉享二 1877（明治10.7） Ｂ０１２２
杉享二、河合利安 杉享二自叙傳 1918（大正7.2） Ｃ０３００
杉浦重剛立案・淺岡雄
之助筆記

外交私見 遠山英一 1889 (明治22.8) Ｂ０１６８

杉浦重剛 鬼哭子  (朝日文庫４) 朝日新聞社 1950（昭和25.1） Ｂ１０８０
杉中利平次 致富要論 經濟雜誌社 1889（明治22.5） Ｂ０３６９

杉原謙
沼間先生之傳  (毎日新聞附
録)

毎日新聞社 1890（明治23.8） Ｃ０２２３

杉村楚人冠 濱口梧陵傳
濱口梧陵銅像
建設委員會

1920（大正9.11） Ｃ０３３９B

杉村陽一編 杉村陽太郎の追憶 杉村陽一 1940（昭和15.2） Ｃ０７１４
杉村陽太郎 果して強國は醒めたりや 國際聯盟協會 1922（大正11.5） Ｂ０９５７

杉山茂丸 俗戰國策
大日本雄辯講
談社

1929（昭和4.3） Ｃ０３０５

杉山茂丸 百魔 大日本雄辯會 1926（大正15.5） Ｃ０６９２
杉山茂丸 山縣元帥 博文館 1925（大正14.2） Ｃ０３３８
杉山重義 通俗国会之組立 漸進堂 1881（明治14.4） Ｂ００９３
杉山藤次郎 黄金世界新説 今古堂 1885（明治18.1） Ｂ０４１５
鈴木久藏編 大家演説集 鈴木久蔵 1889（明治22.4） Ｂ０２３８
鈴木金輔 日本名誉美談 服部喜太郎 1894（明治27.4） Ｃ００６７

鈴木敬親編
帝国議会要論  (政治学講習会
講義録号外)

井本常治 1890（明治23.2） Ｂ００８２

鈴木榮編 榮譽鑑 有得社 1890（明治23.11） Ｃ００７５
鈴木僧隆 雜居危言 藤井潤導 1893（明治26.4） Ｂ０７３７
鈴木大 明治前紀 1942（昭和17） Ａ００２０
鈴木大編 明治前記 1884（明治17） Ａ００５４  

鈴木高重 大警視川路利良君傳 東陽堂 1916（大正5.10） Ｃ０１９３
４ 版。 初版
大正1. 12.

鈴木徳輔
下ﾉ關償金米國上下両院議事
録

斯文社 1883（明治16.5） Ｂ０１８１

鈴木徳男
府縣會議員選挙人被選人之
心得

金鱗堂 1881（明治14.5） Ｂ０３１９

　 鈴木文治他
骰は投ぜられたり : 各政黨の
第一聲

朝日新聞社 1930（昭和5.2） Ｂ１０３１

鈴木安臧 自由民権 白揚社 1948（昭和23.12） Ｄ００１９-4

鈴木安藏編 自由民權運動史 光文社 1947（昭和22.9） Ｄ０５０６

「 土陽新
聞」 に連載
さ れた「 土
陽新聞小歴

鈴木龍次 地方青年團體と自治
大盛堂書店，城
北書房

1925（大正14.2） Ｂ１２０３

鈴木梅四郎 初陣の議會感 鈴木梅四郎 1913（大正2.5） Ｃ０８９９  
鈴木梅四郎 第三十一､二､三議会政戦録 鈴木梅四郎 1914 (大正3.8) Ｃ０８９９
鈴木梅四郎 第三政戦録 鈴木梅四郎 1915 (大正4.1) Ｃ０８９９

す 鈴木梅四郎 第七政戦録 鈴木梅四郎 1919 (大正8.6) Ｃ０８９９
鈴木梅四郎 第四政戦録 鈴木梅四郎 1916 (大正5.8) Ｃ０８９９
鈴木梅四郎 第六政戦録 鈴木梅四郎 1918 (大正7.5) Ｃ０８９９
鈴木榮治郎編 川上將軍 金港堂 1904（明治37.7） Ｃ０３７３
鈴木善一 興亞運動と頭山滿翁 照文閣 1942（昭和17.10） Ｃ０６２１F

鈴木登編
肥後藩士上田久兵衛先生略
傳並年譜

熊本地歴研究
會

1928（昭和3.8） Ｃ０３３１

鈴木要吾 關寛齊 關又一 1936（昭和11.10） Ｃ０５５３

須藤南翠 隱君子  上･下 春陽堂 1890（明治23.4） Ｂ０３９８  
３ 版 ， 明治
期刊行物総
目録になし

須永元 樗堂言行録 政教社 1939（昭和14.6） Ｃ０８０７
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須原鐵二 警察問答會議録  第1號
警視第五方面
第四分署

1879（明治12.7） Ｂ０３２３

斯邁爾斯（スマイルス）
著，中村正直譯

西洋品行論  第1冊 珊瑚閣 1878（明治11.6） Ｂ０８０４
１ ２ 編中の
第１ 編（ １
冊のみ）

角利助 地價修正要論 林清志 1892（明治25.4） Ｂ０６１４

せ 靜古學人編 勝海舟翁 魚住書店 1899（明治32.3） Ｃ０１６２
再版， 初
版： 明治

政論社編
全国有志聯合大演説會傍聴
筆記

政論社 1889（明治22） Ｂ００７４

瀬川光行 商海英傑傳 瀬川光行 1893（明治26.4） Ｃ００７６

關柢二 竹堂粕谷義三傳
竹堂粕谷義三
頌徳記念會

1934（昭和9.10） Ｃ０５３５

關豊作 大島宇吉翁傳 新聞解放社 1932（昭和7.9） Ｃ０４３５
関直彦他 雄辨大家實地演説筆記 石川傳吉 1888（明治21.2） Ｂ０２３１

関一
関一日記 : 大正-昭和初期の
大阪市政

東京大学出版
会

1986（昭和61.2） Ｇ００１４

關博直編述 姉小路公知傳 博文館 1905（明治38.10） Ｃ００９４ 附　 泣血集
関隆治編 國學者著述綜覧 森北書店 1943（昭和18.6） Ａ００５３

瀬木博尚・瀬木博信 東天紅､ 全･続編･三編 瀬木博尚 1930/1935/1941 Ａ００１５  

全 昭和5. 7
続 昭和
10. 10
三 昭和16. 3

關口隆正
關口元老院議官地方巡察復
命摘要

關口泰 1938（昭和13.5） Ｂ０３１８

關戸覺臧 東陲民權史 養勇館 1903（明治36.7） Ｄ０２３２

關根實 濱口雄幸傳
濱口雄幸傳刊
行會

1931（昭和6.3） Ｃ０４３９

關矢充郎 怪傑袁世凱 實業之日本社 1919（大正8.6） Ｃ０７３５
初版＝大正
2. 5

瀬谷正二
暴君殷鑑 : 志士必読 一名壮
士達意論

信文堂 1880（明治13.9） Ｂ００３８

千家尊福 國廼眞柱  巻1ｰ3 千家尊福
1888（明治21.10）
～1890（明治23.6）

Ｂ０３７７  
巻三は明治
24. 3. に再版

全国選挙管理委員會
事務局

衆議院議員選挙法沿革史
全国選挙管理
委員會事務局

1948（昭和23.4） Ａ００８３

仙洞隠士 怪傑星享  附刺客論 日東舘 1901（明治34.8） Ｃ０１２２
全日本労働総同盟五
十年史刊行会

総同盟五十年史  第3巻
全日本労働総
同盟

1968（昭和43.1） Ｇ００１５

先民山人 宇宙大觀 : 一名吊一年有半 田沼秀夫 1901（明治34.12） Ｂ０６９２ 三版
そ 蒼海樓主人 非常識論 日本書院 1912（明治45.5） Ｂ１２３４

早田玄洞 李鴻章 大學舘 1901（明治34.12） Ｃ０３６２

相馬黒光，相馬安雄
アジアのめざめ  : 印度志士ビ
ハリ・ボースと日本

東亜文明社 1895（明治28.2） Ｃ０１３０C

相馬基編 秘録維新七十年圖鑑
東京日日新聞
，大阪毎日新聞

1937（昭和12.8） Ｂ０６６０

副島種臣述 精神教育 國光社 1898（明治31.10） Ｂ１０２６

４ 版， 初
版： 明治
31. 6， 附：
蒼海先生詩
文

添田壽一 國家個人富強策 大學館 1914（大正3.9） Ｂ１０９６
添田壽一 破壊思想と救治策 博文館 1911（明治44.3） Ｂ１０１３

曾我祐準
曾我祐準翁自叙傳 : 天保より
昭和 : 八拾八箇年

曾我祐準翁自
叙傳刊行會

1930（昭和5.12） Ｃ０３１１

た 大教院編
甲府新聞第88號附録(日新真
事誌抜粋)

又新社 Ｂ０２３９

大西郷全集刊行会 大西郷全集 第1～3巻 平凡社
1926（大正15.12～
昭和2）

Ｂ００１６  

第十一師團参謀部 統御道 上・下 1925（大正14.6） Ｂ０９９９
１ 冊
（ １
綴）

表紙に「 統
御之要訣」
と ある

大日本人名辞書刊行
會

大日本人名辭書  新版  上・下
大日本人名辞
書刊行會

1926（大正15.6） Ｇ０００６

　 大平堂壱＊ 千代保久連 慶應卯年水無月 Ｂ０７７０ 不正確
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田岡嶺雲 壷中我觀 嵩山房 1906（明治39.4） Ｂ０８５８ ３ 版

　 田岡嶺雲 明治叛臣傳 日高有倫堂 1909（明治42.10） Ｃ００３８

た 高木邦雄編
民主社会主義   5巻11號(三輪
寿壮追悼特別号)

社会思潮社
1957（昭和32.11）
第54.5号

Ｃ０７５６

高木守三郎 衆議院議員候補論 由己社 1890（明治23.4） Ｂ０１０８

高木守三郎 衆議院議員候補論 由己社 1890（明治23.4） Ｂ０１０９
Ｂ ０ １ ０ ８
と 同物

高倉徹一編 田中義一伝記  附録写真帳
田中義一伝記
刊行会

1957（昭和32.12） Ｃ０７３２

高崎芳宣編 立憲政體得失論 柳原喜兵衛 1880（明治13.10） Ｂ０１２１
高島嘉右衞門 外國人内地雑居占 1884（明治17） Ｂ０７３６
高島秋帆､佐久間象山 高島秋帆・佐久間象山集 誠文堂新光社 1936（昭和11.1） Ｂ０８３１
高須芳次郎 高山樗牛 : 人と文學 偕成社 1943（昭和18.4） Ｃ０６１９

高杉晋作 東行先生遺文 民友社 1916（大正5.5） Ｂ０８３３
たかすぎ春
太郎は発行
者

高田早苗
候補者選定の理由  高田早苗
推撰

Ｂ０１０５

高田早苗
高田早苗氏の政治意見 高田
早苗君之伝 候補者選定の理
由

1890（明治23.4～
6）

Ｂ００５５

高谷道男 ドクトル・ヘボン 牧野書店 1954（昭和29.6） Ｃ０５４３B
高鳥剛編 華冑談叢 日本の貴族社 1914（大正3.9） Ｂ１１０１
高梨光司、稻上四郎 大阪に於ける維新勤王家 松浦一郎 1936（昭和11.5） Ｃ００６１

高梨光司 兵部大輔大村益次郎先生
大村卿遺徳顯
彰社

1941（昭和16.3） Ｃ０５７８

高橋是清述 處世一家言 今日の問題社 1935（昭和10.11） Ｃ０３２３B
高橋是清遺著 随想録 千倉書房 1936（昭和11.3） Ｃ０３５４A
高橋是清 日本國民への遺言 皇文社書店 1938（昭和13.2） Ｃ０３２３A

高橋作衞 日米之新關係 清水書店 1911（明治44.2） Ｂ０９２７
第４ 版， 初
版は明治
43. 12

高橋作衛 満州問題之解決 高橋作衛 1904（明治37.2） Ｂ０３００E
高橋淡水 森有禮と星亨 良書普及會 1918（大正7.7） Ｃ０５９４
高橋忠治郎編 帝國議會議員候補者列傳 庚寅社 1890（明治23.4） Ｃ００２２

高橋義雄
拝金宗  : 一名商賣のスゝメ
1ｰ2編

神戸甲子二郎・
大倉安五郎

1887（明治20.4～
7）

Ｂ０３７５  
第一編のみ
第三版

高畠素之 論・想・談 人文會 1928（昭和3.3） Ｂ１２５０
５ 版， 初
版： 昭和
2. 11.

高原操他 時局問題批判 朝日新聞社 1924（大正13.3） Ｂ０９２２

高久肇編
沐雨櫛風（東亜同文書院第11
期生編)

東亜同文書院 1914（大正3.4） Ｂ１１０６

田上光矩 萬民必要差配之心得 太田勘右衛門 1877（明治10.12） Ｂ０３２０
高安龜次郎 世界列國の行く末 金松堂 1887（明治20.9） Ｂ０４２４ 再版
高山樗牛 時代管見 博文館 1903（明治36.11） Ｂ０３９５Ｆ
高山樗牛 樗牛全集  改訂註釋  第4巻 博文館 1927（昭和2.10） Ｂ０３４４B  
高山樗牛 文藝評論 博文館 1901（明治34.6） Ｂ０５４５T
田川健吾編 内田先生を偲ぶ 吉田益三 1939（昭和14.10） Ｃ０７５７
田川大吉郎 青年の志業と準備 文星社 1902（明治35.4） Ｂ１０９０

瀧田貞治 佛学始祖村上英俊  上･中･下
巖松堂書店古
典部

1934（昭和9.10） Ｃ０６４７  和装

田口卯吉 時勢論 経済雑誌社 1883（明治16.1） Ｂ０１８８
田口卯吉 自由交易日本經濟論 稻田佐吉 1878（明治11.1） Ｂ０３７１

田口卯吉 自由交易日本経済論
坂上半七 ，稲
田佐吉

1877（明治10.12） Ｂ０６３３

竹内隼太編 回天私牒 由己社 1884（明治17.7） Ｂ０３０４
竹内正志 新立國 南江堂 1892（明治25.5） Ｂ０２１４
竹越與三郎 人民讀本  増補改版 開拓社 1902（明治35.10） Ｂ０７５７ 第９ 版

竹下源之介 太平洋探検家鈴木經勳
大日本海洋圖
書出版社

1943（昭和18.11） Ｃ０７０６

建部遯吾 外政時言 有朋館 1903（明治36.10） Ｂ０３００D
建部遯吾 經世時言 同文館 1906（明治39.10） Ｂ０９２６

建部遯吾
政治改革  (現代社會問題研究
第19巻)

冬夏社 1921（大正10.12） Ｂ０８８７
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武山助雄 法典編纂須急論 吟松堂 1889（明治22.6） Ｂ０６３２
田澤義鋪 青年團の使命 日本青年館 1933（昭和8.2） Ｂ１１２８

田澤義鋪記念会 田澤義鋪  附録想片
田沢義鋪記念
会

1954（昭和29.11） Ｃ０８７５

田嶋象二編 明治偉臣全玉音譜 玉養堂 1877（明治10.8） Ｂ０４６９

太政官史局編
辛末政表（統計古書ｼﾘｰｽﾞ第
一輯)

日本統計協会 1961（昭和36.11） Ａ００６９

田尻稲次郎 二十年来經濟世界之景況 私立専修學校 1892（明治25.3） Ｂ０３４４C
田尻隼人 渥美勝傳 昭和刊行會 1944（昭和19.6） Ｃ０８１４

辰巳小次郎
英佛獨米晋對照帝国憲法正
解

原亮三郎 1889（明治22.3） Ｂ０１２０

附論に議院
法選挙法な
ど 含む本
論； 303P.
附論； 78P.

　 伊達家家記編輯所 鶴鳴餘韻  上・中・下
伊達家家記編
輯所

1914（大正3.4） Ｃ０１０６  

上； 秀宗公
御事蹟，
中； 村候公
御事蹟，
下； 宗城公
御事蹟

た 田中稲彦 傑人大久保甲東 崇文館 1911（明治44.6） Ｃ０２３８
　 田中王堂 福澤諭吉 實業之世界社 1915（大正4.12） Ｃ０５９２

田中義一
田中義一ノ上奏文  (週報特輯
號13.12.3.)

内務省 1927（昭和2.7） Ｂ０８９３
青やき 、 タ
イ プ

田中國重
大使館附武官及国際会議陸
軍委員ﾄｼﾃﾉ回顧 (特輯第12
號)

外務省調査部
第一課

1939（昭和14.7） Ｇ０００４

田中正造 田中正造自叙傳 中外新論社 1926（昭和1.12） Ｃ０３１６
田中惣五郎 岩崎彌太郎 千倉書房 1940（昭和15.2） Ｃ０４００
田中惣五郎 大陸の先駆者 興亜文化協會 1939（昭和14.11） Ｃ０５０６

田中惣五郎
吉野作造 : 日本的ﾃﾞﾓｸﾗｼｰの
使徒

未来社 1958（昭和33.7） Ｃ０４２７A

田中豊治郎編
近代之偉人故五大友厚傳 : 明
治之先覺者

友厚會 1921（大正10.6） Ｃ０４５４

田中長嶺 明治辛末殉教繪史 近藤出版部 1911（明治44.10） Ｄ０３１０

田中孫兵衛 嗚呼偉人小楠
小楠偉蹟刊行
會

1916（大正5） Ｃ０５９９  

田中正明 大亞細亞先覺傳 象山閣 1942（昭和17.5） Ｃ０６８８

田邊熊八編
近頃両党壮士之舌戦 : 自由ハ
放談改進ハ正議

田邊熊八 1883（明治16.8） Ｂ００４８

田邊太一編 幕末外交談 富山房 1898（明治31.6） Ｄ０４２１
谷壮太郎編 愛國民權演説家百詠選 松林堂 1882（明治15.10） Ｃ００１８
谷干城 谷干城氏意見書 Ｂ００３５
谷干城 谷干城遺稿 上・下 靖獻社 1912（明治45.4） Ｂ０５７８  
谷口政徳 不平演説 : 腸ちぎり 金松堂 1888（明治21.5） Ｂ０４９４
玉水常治 自由か死か : 玉水常治自傳 白揚社 1936（昭和11.7） Ｃ０３９２
田村逆水 成功と人格 博文館 1907（明治40.5） Ｂ０９９１
田山實彌登編 埋れ木 : 岡谷瑳磨介事蹟 南條新六郎 1908（明治41.11） Ｃ０２６１
田山實彌登 館林藩國事鞅掌録 田山實彌登 1898（明治31.7） Ｃ０２６２

ち 千頭清臣 坂本龍馬 博文館 1928（昭和3.2） Ｃ０２９２
７ 版， 初
版： 大正
3. 6.

竹陰隠士 雨窓紀聞 上・下 青藜閣 1873（明治6.4） Ｃ００８３  和装

秩嶺居士
斷して自由黨を撰擧すべから
ず(立憲改進党党報25号附録)

Ｂ０７８９
44Pま で
（ 後、 散
失）

中央義士會編 中央義士會會報  10､29號 中央義士會
1922（大正11.[3]）、
1932（昭和7.6）

Ｃ０６２１  

朝野新聞社編 十政紀説明 朝野新聞社 1890（明治23.6） Ｂ００６４

つ 塚越芳太郎
柿本人麿及其時代  (十二文豪
號外)

民友社 1902（明治35.9） Ｂ０８５６

塚越芳太郎 成功論 民友社 1902（明治35.2） Ｂ０７１３

塚越芳太郎 瀧澤馬琴  (十二文豪 第12巻) 民友社 1903（明治36.1） Ｂ０８５７
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塚越芳太郎
近松門左衛門  (十二文豪 第7
巻)

民友社 1894（明治27.11） Ｂ０８７０

塚越芳太郎 讀史餘録 民友社 1901（明治34.11） Ｂ０６７８

塚越芳太郎 風土と人情  (教育叢書 第5編) 民友社 1901（明治34.10） Ｂ０８８２

塚原蓼洲 藍香翁 高橋波太郎 1909（明治42.3） Ｃ０２６８

辻忠良兵衞 立身虎之巻 亰都書肆合梓 1875（明治8.3） Ｂ１２８０

一、 教訓い
ろはう た
二、 養生女
の子＊
三、 仁術歡
心鈔  四、
四徳配當鈔

辻治之助 破窓之風琴 春陽堂 1887（明治20.9） Ｂ０６２０
辻治之 日本經國正義 博文堂 1889（明治22.2） Ｂ０２１７
都築七郎 伊達順之助の歩んだ道 大勢新聞社 1964（昭和39.3） Ｃ０８４５

津田權平
明治立志編 ： 一名民間榮名
傳　第三篇

思誠堂（兎屋
誠）

1881（明治14.2） Ｃ００１０

津田茂麿編 勤王秘史佐佐木老候昔日談 國晃館 1915（大正4.3） Ｃ０２８４
津田真道 如是我観 瑞穂屋 1875（明治8） Ｂ００３２
土田泰 阪本龍馬 三松堂 1897（明治30.9） Ｃ０２９０
土屋元作 嗚呼南洲先生 土屋元作 1927（昭和2.9） Ｃ０２７５

土屋喬雄
澁澤榮一傳  (偉人傳全集第
14巻)

改造社 1931（昭和6.11） Ｃ０２９７

土屋喬雄 日本の政商 経済往来社 1956（昭和31.3） Ｃ００８４A
都筑馨六 民政論 都筑馨六 1892（明治25.5） Ｂ０６１１

坪内雄藏 通俗倫理談 富山房 1903（明治36.9） Ｂ１１５３
４ 版。 初
版： 明治

坪内逍遥
内地雑居未来之夢   附京わら
んべ

明治文化研究
會

1926（大正15.6） Ｂ０４１９

坪谷善四郎 大橋佐平翁傳 博文館 1932（昭和7.3） Ｃ０６２０
坪谷善四郎 政治新論 博文館 1889（明治22.7） Ｂ０４６＊

坪谷善四郎 通俗政治演説 博文館 1889（明治22.10） Ｂ０２３６

第四版
初版は1888
（ 明治
21. 5）

つ 鶴見左吉雄 日本貿易史綱 巖松堂書店 1939（昭和14.6） Ｄ０５７６

　 鶴見祐輔 後藤新平  第一巻
後藤新平伯傳
記編纂會

1937（昭和12.4） Ｃ０６５９
第四巻カ
バーのみ有

て ﾌﾗﾝｸ ･ﾃｲｴｽ 全滅の戦列 牧野書店 1940（昭和15.8） Ｃ０５１６

　 遞信協會
郵便創業談 : 郵便の父前島密
遺稿集

遞信協會 1936（昭和11.12） Ｃ０２１４

　 泥堂久之助 條約改正時事切要 城重源次郎 1881（明治14.11） Ｂ０１７１
ﾀﾞﾌﾞﾙﾕｳ･ﾃﾞﾆﾝｸﾞ述 宗教と日本魂 博聞社 1886（明治19.7） Ｂ０３８２
ｾﾞｰ･ﾃﾞｰ･ﾃﾞﾋﾞｽ 新島襄先生傳 警醒社 1929（昭和4.4） Ｃ０５６９ 11版
寺田剛 大橋訥菴先生傳 至文堂 1936（昭和11.11） Ｃ０４５０
寺田勇吉 寺田勇吉經歴談 精華學校 1919（大正8.5） Ｃ０３２４

傳記学会編 傳記  第3巻1号(國學者特輯) 傳記學會
1936（昭和11.1）新
年号

Ｃ０６２５  

と 土居光華編 近丗女大學 ＊山樓 1874（明治7.1） Ｂ０８０５

土居光華 今體名家文抄 : 偶評 内藤書屋 1877（明治10.8） Ｂ０２２９
1877（ 明治
10. 8） ： 活
版再刷

獨逸學協會編 自治論纂 獨逸學協會 1888（明治21.5） Ｂ０３１３
東海散士 羽川六朗 : 日露戦争 有朋館 1903（明治36.11） Ｂ０９６１
東京学士会院雑誌 東京學士會院雑誌  第15編6 東京學士會院 1893（明治26.6） Ｃ０３６９  
東京市政調査會 自治五十年史  制度編 良書普及會 1940（昭和15.12） Ｄ０３６６
東京大学教育学部 梧陰文庫教育関係文書目録 Ａ００７６
東京大学社会科学研
究所編  戦後改革研究
会

戦後改革 1-8巻
東京大学社会
科学研究所

1974（昭和49.3） Ｇ０００９  

東京大学法学部近代
日本法政史料ｾﾝﾀｰ

青柳一郎関係文書目録  (近代
立法過程研究会収集文書60
号)

 1985（昭和60.8） Ｇ００１９  
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東京大学法学部近代
日本法政史料ｾﾝﾀｰ

田中啓一関係文書目録  (近代
立法過程研究会収集文書59
号)

Ｇ００１９

東京大学法学部近代
日本法政史料ｾﾝﾀｰ

穂積重遠旧蔵資料目録  (近代
立法過程研究会収集文書58
号)

Ｇ００１９

東京帝國大學経済學
會

経済學論集  総目次(1ｰ10巻)
東京帝国大学
経済学会

1941（昭和16.3） Ａ００４７  

東京日日新聞社會部 戊辰物語 萬里閣書房 1928（昭和3.7） Ｃ００８５
１ ０ 版， 初
版： 昭和
3. 5.

東郷實 日本植民論 文武堂 1906（明治39.4） Ｂ０２５０H
東枝吉兵衞編 相原尚聚公判始末 律書房 1882（明治15.7） Ｂ０６０７

同志社校友同窓会
同志社校友同窓會報  臨時増
刊 : ﾗﾙﾈｯﾄﾞ博士送別記念誌

同志社校友會 1928（昭和3.9） Ｃ０２０４

東野善一郎編 懐奮夜談  巻之一ー三 1906（明治39.7） Ｃ０３２９  

巻1: 藩政時
代， 巻2: 在
官時代， 巻
3: 在野時代

東洋經濟研究所編 索引政治經濟大年表  索引編
東洋經濟新報
社

1943（昭和18.9） Ａ０１１３

東洋経済新報社 東洋経済新報言論六十年
東洋経済新報
社

1955（昭和30.11） Ｂ０５４５F

東洋文庫近代日本研
究室編

東洋文庫所蔵近代日本関係
文献分類目録. 和書ﾏｲｸﾛﾌｨﾙ
ﾑの部3

東洋文庫 1963（昭和38.12） Ａ００８０

戸川殘花 海舟先生 成功雜誌社 1910（明治43.3） Ｃ０１６４
得庵会 得庵全集続編並年譜 得庵会 1934（昭和9.4） Ｂ００２２

徳川家正述
外務省勤務中取扱ヒタル諸件
(特輯第11號)

外務省調査部
第一課

1939（昭和14.6） Ｇ０００４

徳重浅吉､藤島達郎編
岩倉公旧蹟保存會所蔵文書
目録

岩倉公旧蹟保
存会

1939（昭和14.10） Ａ００３０

徳富蘇峰 大久保甲東先生 民友社 1927（昭和2.12） Ｃ０２４１

徳富蘇峰
勝海舟傳  (偉人傳全集第７
巻）

改造社 1932（昭和7.12） Ｃ０１６６

徳富蘇峰 木戸松菊先生 民友社 1928（昭和3.12） Ｃ０３８７
徳富蘇峰 言志小録  (蘇峰叢書第８冊) 民友社 1928（昭和3.12） Ｂ１０４５
徳富蘇峰 現代日本と世界の動き 民友社 1931（昭和6.5） Ｂ１１４７

徳富蘇峰 公爵松方正義傳  乾巻
公爵松方正義
傳記發行所

1935（昭和10.7） Ｃ０６５８

徳富蘇峰 公爵山縣有朋傳  上・中
山縣有朋公記
念事業會

1933（昭和8.2） Ｃ０３３９  
上・ 中の
み． 下は見
当たら ず

徳富蘇峰 國民小訓 民友社 1925（大正14.3） Ｂ０９１１
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徳富蘇峰 國民叢書 民友社 Ｂ０７２１B

4.  靜思餘
録： 明治
26. 5. （ 岡
B0711）   8.
風雲漫録：
明治28. 8.
14.  漫興雜
記： 明治
31. 12.   15.
世間と 人
間： 明治
32. 9.   16.
社會と 人
物： 明治
32. 11.   17.
生活と 處
世： 明治
33. 6.   18.
日曜講壇：
明治34. 2.
21.  教育小
言： 明治
35. 2.   23.

徳富蘇峰 國民と政治  (蘇峰叢書第3冊) 民友社 1928（昭和3.4） Ｂ０９１１G

徳富蘇峰編述 三條實萬公三條實美公
梨木神社鎮座
五十年記念祭
奉贊會

1935（昭和10.9） Ｃ０４２５

徳富蘇峰 將来之日本  四版 經濟雑誌社 1887（明治20.9） Ｂ０１９０

徳富蘇峰 昭和一新論 民友社 1927（昭和2.3） Ｂ０９３５
１ ３ 版、 昭
和2. 2（ 初

徳富蘇峰 處世小訓 民友社 1926（大正15.3） Ｂ０９１１A
第２ ６ 版、
初版は大正
13. 12.

徳富蘇峰 新日本之青年 集成社書店 1887（明治20.8） Ｂ０１８９ 再版
徳富蘇峰 新日本之青年  附青年学生 民友社 1898（明治31.1） Ｂ０１８９B ８ 版

と 徳富蘇峰 世界の變局 民友社 1916（大正5.12） Ｂ０２５０B
第10版， 初
版大正4. 3

徳富蘇峰 蘇峰文選 民友社 1916（大正5.1） Ｂ０７２０ ４ 版
徳富蘇峰 大戰後の世界と日本 民友社 1920（大正9.10） Ｂ０２５０C

　 徳富蘇峰 床次君八面観 近代社 1932（昭和7.12） Ｃ０６８０A
徳富蘇峰 日本帝國の一轉機 民友社 1929（昭和4.9） Ｂ０９１１B
徳富蘇峰 吉田松陰 民友社 1900（明治33.10） Ｂ０８５２ １ １ 版
徳富蘇峰 老記者叢話 民友社 1930（昭和5.3） Ｃ０３１７

　 徳山國三郎 松平春嶽公 貴信房 1938（昭和13.4） Ｃ０３８９

床次竹二郎 手向草 1933（昭和8.4） Ｃ０７１２
床次き よ の
追悼

床次竹二郎 地方自治及振興策 實業之日本社 1912（明治45.3） Ｂ１０２１
戸田海市 社會主義ト日本國民 博文館 1911（明治44.2） Ｂ１２７３
栃内會次郎編 洋人日本探検年表  増修 岩波書店 1929（昭和4.2） Ａ００２９
鳥谷部春汀 明治人物小観 博文館 1902（明治35.12） Ｃ０５７６

鳥谷部春汀
明治人物評論. 續明治人物評
論

博文館
1903（明治36.6）／
1900（明治33.6）

Ｃ００１２  
正； １ ０
版， 初版：
明治31. 11.

外山正一述 社會改良と耶蘇教との關係 丸善書店 1886（明治19.10） Ｂ０３７８
外山福男 市制町村制改正の趣旨 自治館 1921（大正10.10） Ｂ１０８２
外山正一 ゝ山存稿  前編・後編 丸善 1909（明治42.3） Ｂ１１４０   

豊原又男 佐久間貞一小傳
故佐久間貞一
君胸像建設事
務所

1932（昭和7.2） Ｃ０４６５
初版＝明治
37年11月

豊原又男編 追懐録
佐久間貞一追
悼會

1910（明治43.12） Ｃ０５４４

鳥尾小弥太 時事談
日本國教 大道
社

1891（明治24.11） Ｂ０７９９ 再版

鳥尾小弥太 得庵全書 鳥尾光 1911（明治44.4） Ｂ００２２
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な 内藤加我 忍耐偉業商人立志編 金櫻堂 1888（明治21.1） Ｃ００６０

内務省総務局 日本帝国国勢一斑  第9回
内務省總務局
報告課

1890（明治23.8） Ａ００２３

中井弘 櫻洲山人席上演説 報行社 1896（明治29.11） Ｂ００２５

永井松三述
大正十二年､昭和六年日蘇漁
業交渉苦心談  (特輯第9號)

外務省調査部
第一課

1939（昭和14.4） Ｇ０００４

永井環 新日本の先驅者日下部太郎 福井評論社 1930（昭和5.10） Ｃ０１９７
永井柳太郎伝記編纂
会

永井柳太郎 勁草書房 1959（昭和34.9） Ｃ０８３３

中江兆民 警世放言 : 中江兆民遺稿 松邑三松堂 1902（明治35.5） Ｂ０５９０
中江兆民 国会論 盛業舘 1888（明治21.11） Ｂ００８４
中江兆民 三酔人經綸問答 集成社書店 1887（明治20.5） Ｂ０２２４
中江兆民 兆民文集筆猶在舌猶在 三徳社 1922（大正11.4） Ｂ０３４４A
中江兆民 中江兆民集   （改造文庫） 改造社 1929（昭和4.3） Ｂ０７６６

中江兆民
平民の目さまし : 一名国会の
こころえ

磯部太郎兵衛 1889（明治22.2） Ｂ００８５

長尾藻城
根津新繁昌記 (公私月報第49
號付録)

半狂堂 1934（昭和9.10） Ｂ１２４８  

中岡良一 鐡窓十三年 近代書房 1934（昭和9.4） Ｃ０７１０
長岡謙吉 閑愁録 海援隊 1867（慶應三年） Ｂ０６８８
仲小路廉 新舊一新 日本書院 1919（大正8.10） Ｂ１２６１

長坂金雄 馭戒慨言 雄山閣 1938（昭和13.4） Ｂ０６８７

雄山閣文庫
第一部 ２
４ ， 古典研
究別冊附録

長崎縣 國事報告(長崎県書類) 1882（明治15） Ｂ０８１４ 手書き
長崎市役所 幕府時代の長崎  上・下 長崎市役所 1903（明治36.10） Ｄ０１３４   

中澤臨川 嵐の前 改造社 1922（大正11.6） Ｂ１０１０
１ ５ 版。 初
版 大正
10. 1.

中嶋市平編 板垣君近世記聞 辻岡丈助 1886（明治19.10） Ｃ０１４８
中島勝義 国会之組立 法木徳兵衛 1880（明治13.9） Ｂ０１００

中島勝義筆記
地方官會議全評  1-5篇 (近事
評論248號附録)

共同社 1880（明治13.2） Ｂ０５５８   

中島勝義他 評論文集  巻之一 [松本匡救社] 1879（明治12.11） Ｂ０３１０
中嶋芳雄 聖徳皇太子憲法義解 中嶋芳太郎 1890（明治23.6） Ｂ０１１５
永島今四郎､太田贇雄 千代田城大奥  上・下 林書房 1895（明治28.10） Ｄ０１５３   

中島吉郎､水町義夫共
著

鍋島閑叟公 伊東祐穀 1913（大正2.9） Ｃ０２２２
増訂・ 再
版， 初版：
大正2. 6.

永末英一 水谷長三郎伝
民主社会党本
部教宣局

1962（昭和37.8） Ｃ０８６５

仲田豊太郎､三宅虎太
国会切望景況録 (日本国会纂
論附録　第1､2編)

東京出版 1880（明治13.8） Ｂ００６１  

仲田豊太郎編
国会切望景況録 (日本国会纂
論附録　第2編)

東京出版 1880（明治13.11） Ｂ００６２

な 永田新之允 小野梓 富山房 1898（明治31.7） Ｃ０２５１
再版， 初
版： 明治
30. 12.

長束宗太郎編 民權家必讀主權論纂 後樂館 1882（明治15.3） Ｂ０１２５
中西牛郎 停會何故乎 博議社 1893（明治26.1） Ｂ０２５０L

中野景雄 加藤司書傳 司書會 1933（昭和8.12） Ｃ０１８５
４ 版。  初
版： 昭和
8. 11.

中野正剛 現實を直視して 善文社 1921（大正10.2） Ｂ１１７９

中野正剛
國民に訴ふ : 中野正剛大演説
集

平凡社 1929（昭和4.4） Ｂ１１０５

　 中野正剛
國民に訴ふ : 中野正剛大演説
集

平凡社 1929（昭和4.4） Ｂ１２００

中野正剛 八面鋒 博文館 1911（明治44.10） Ｃ０８０１

　 中野達彦編
真善美  3巻3號(三宅雪嶺先
生追悼号)

我觀社 1946（昭和21.3） Ｃ０６２６  

中野了隨 見光主義自由燈 鶴鳴堂 1883（明治16.10） Ｂ０２２７
　 中野了隨 雷吼雷閃爆裂弾 永昌堂 1888（明治21.4） Ｂ０２２６
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中野正剛 世界政策と極東政策 至誠堂書店 1917（大正6.2） Ｂ１０９８

中野寅吉編 高橋是清翁八十年史
立憲政友會本
部

1934（昭和9.3） Ｃ０４０３

中野禮四郎 鍋島直正命
侯爵鍋島家編
纂所

1933（昭和8.10） Ｃ０４６７

中橋徳五郎 興國策論 政教社 1913（大正2.7） Ｂ０６８２E
中原邦平 伊藤公實録 啓文社 1910（明治43.1） Ｃ０１４４

中原邦平
井上伯傳  巻之一ー巻之七、
附録 ２冊

中原邦平 1907（明治40.5） Ｃ０１４７  和装

中原邦平 忠正公勤王事績　訂正補修 庚寅新誌社 1911（明治44.5） Ｃ０５０９
仲原善徳編 フィリピン獨立正史 中文館 1944（昭和19.9） Ｄ０１２２c
中村菊男 松岡駒吉伝 経済往来社 1963（昭和38.8） Ｃ０８４１

中村玄髄
伸知録 : 佐田介石長野県管内
巡回講説中…

憂國社 1880（明治13.10） Ｂ０８１２

中村孝也 中牟田倉之助傳 中牟田武信 1919（大正8.11） Ｃ０２２８
中村信次郎 政党論 高崎書店 1890（明治23.2） Ｂ０１２４
中村弼 昂駒之蹄 : 悲壮惨憺 晩青堂書店 1887（明治20.7） Ｂ０４０４
中村忠誠 盤錯秘談 戴抱精舎 1891（明治24.8） Ｃ０３８６

中村徳五郎 川路大警視
日本警察新聞
社

1932（昭和7.10） Ｃ０４０２

中村徳五郎 島津久光公御事蹟 1926（大正15.11） Ｃ０３６３
中村正直 敬宇中村先生演説集 松井忠兵衛 1888（明治21.4） Ｂ０８６０
夏山茂樹 星享 文聲社 1901（明治34.5） Ｃ０１２３ 和装
生田目旭東 日出の國 民友社 1903（明治36.8） Ｂ０９６３
楢崎隆存編 明治史傳  第1集 赤志忠七 1877（明治10.9） Ｃ００４４ 和装
成田忠平 地租税率輕減論 成田忠平 1891（明治24.1） Ｂ０３７３

成島柳北 柳北遺稿 第1巻 成島復三郎 1890（明治23.11） Ｂ０３９５Ｅ

「 朝野新
聞」 収載
（ 明治7～
11） の雑誌
を収録

成島柳北 柳北詩鈔 博文舘 1894（明治27.1） Ｂ０７４０

成島柳北 柳北文集  (時文大觀 第4巻)
時文大觀刊行
會

1910（明治43.11） Ｂ０７４０A

成瀬仁藏 新時代乃教育 博文館 1914（大正3.2） Ｂ１１９０

成瀬仁藏 進歩と教育 實業の日本社 1917（大正6.6） Ｂ１０９１
再版， 初
版： 明治
44. 11.

南洲神社五十年祭奉
賛會

西郷南洲先生傳 改造社 1929（昭和4.5） Ｃ０２７３
再版， 初
版： 昭和

に 新居敦二朗 明治庚午徳島藩騒擾始末
庚午十士滿六
十年追悼會

1930（昭和5.5） Ｃ０２３３

新潟県立図書館 市島春城文書について 近代史懇談会 1953（昭和28.6） Ａ００９８

渡辺正亥氏
は新潟県立
図書館の図
書館長

西周 西周全集  第1巻 日本評論社 1945（昭和20.2） Ｂ０８６１

西澤之助 國光餘影   附西翁遺稿
國光國印刷株
式會社出版部

1886（明治19.2） Ｂ０９４６

西澤之助 戰事草茅危言 國光社 1905（明治38.1） Ｂ０９４５
西澤之助 日露戰局講和私議 太陽舎 1905（明治38.7） Ｂ０３００G

西尾末廣 大衆と友に ： 私の半生の記録 世界社 1951（昭和26.10） Ｃ０８２０

西川光次郎 心懷語 警醒社書店 1910（明治43.10） Ｂ０７２７
西川光二郎遺著，原重
治  編

入神第一 子供の道話社 1941（昭和16.11） Ｂ０８４０

西川太治郎 西川吉輔 近江新報社 1904（明治37.10） Ｃ０３９５A
西河稱編 維新前後實歴史傳 啓成社 1913（大正2.6） Ｃ０１９４
西河通徹 鬼城自叙傳 西河謙吉 1931（昭和6.9） Ｃ０２３４

西田長壽､高野善一､杉
本富士夫

天野爲之先生雑誌掲載論文
目録 1:東洋経済新報(1)

早稲田大学図
書館

1962（昭和37.12） Ａ００８２
早稲田大学
図書館紀要
第四号抜刷

に 西田長壽 丸善百年史  第四編 Ｇ００２０
西田鐵 海南餘話 叢書閣 1887（明治20.11） Ｂ０１６３
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西原龜三 經濟立國策 有斐閣 1919（大正8.4） Ｂ０８８１ 第３ 版
西原民平編 川上俊彦君を憶ふ 西原民平 1936（昭和11.7） Ｃ０７７６
西村謙三編 鍋島直正公一代記 西村謙三 1930（昭和5.12） Ｃ０４２０
西村玄道 通俗愛國論 時事出版社 1883（明治16.10） Ｂ０２４３
西村茂樹 自識録 富山房 1900（明治33.8） Ｂ０７７７
西村茂樹 読書次第 日本弘道會 1893（明治26.7） Ｂ０６６３
西村茂樹 西村茂樹先生論説集  第1巻 大倉書店 1894（明治27.6） Ｂ００３３
西村茂樹 日本弘道創立紀事 日本弘道會 1898（明治31.8） Ｂ０７２９

　 西村茂樹 日本道徳論 求諸巳齊 1892（明治25.1） Ｂ０６９５ 三版

西村茂樹 泊翁叢書  全, 第2輯
日本弘道會，博
文館

1909（明治42.5)ー
1912（明治45.4）

Ｂ０６７６  
1巻 1074P.
第2輯
1364P.

西村眞次 小野梓傳 富山房 1935（昭和10.11） Ｃ０２５０

西村天囚
屑屋の篭 大正重刊 増補　前
篇・後篇（合本）

博文堂 1924（大正13.10） Ｂ１２４５

４ 版， 初
版： 明治
20. 5. （ 前
篇） ， 明治
21. 10. （ 後
篇）

　 西村天囚 奴隷世界 有文堂 1888（明治21.4） Ｂ０５９２
西村時輔遺著 甲午朝鮮陣 西村時彦 1895（明治28.12） Ｃ０２３１
西村時彦 大衝突論 博文堂 1893（明治26.2） Ｂ０１４８ 増補再版
西村虎二郎 現今内閣十二大臣列傳 東雲堂 1886（明治19.9） Ｃ０００９
西森武城 百人百色 : 浮世寫眞 共隆社 1888（明治21.1） Ｂ０４２７

日獨文化協會編
第一回獨逸遣日使節日本滯
在記

刀江書院 1940（昭和15.4） Ｂ０５８６

日露協會 講演會速記録 日露協會 1925（大正14.10） Ｂ１０６０

蜷川新
維新前後の政争と小栗上野の
死  正･続

日本書院
1928（昭和3.12），
1931（昭和6.2），

Ｃ０３７４  
正＝初版昭
和3年9月

蜷川新 軍國主義 富山房 1915（大正4.11） Ｂ０９５５  

日本学術会議編
文科系文献目録  第14巻:日本
近代史･伝記篇

日本学術会議 1963（昭和38.3） Ａ００７９

日本學術振興會編 日本外交文書  第4,34巻 外務省 1950（昭和25.8）- Ｇ００１６   

日本近代史研究会 河野廣中文書目録
日本近代史研
究会

1956（昭和31.12） Ａ００９７

日本近代女性史研究
会

婦人問題文献目録  第1輯図
書の部

日本近代女性
史研究会

1954（昭和29.5） Ａ０１００

丹羽純一郎 通俗日本民權真論 高橋源吾郎 1878（明治11.12） Ｂ０１２８
忍峡稜威兄 通俗日本国会新論 伏見恒吾 1880（明治13.7） Ｂ００８６

「人間としての床次先
生」編纂會

床次竹次郎
「人間としての
床次先生」編纂
會

1936（昭和11.1） Ｃ０６１２C

「人間としての床次先
生」編纂會

床次竹二郎
「人間としての
床次先生]編纂
會

1936（昭和11.1）再 Ｃ０７４０
1935（ 昭和
10. 12） 初

ぬ 額田要三郎
自由黨志士五十川元吉と加波
山事件

松崎書店 1929（昭和4.3） Ｄ０２３１

貫名駿一
星世界旅行 : 千萬無量   第1
編

貫名駿一 1883（明治15.6） Ｂ０４０５

沼間守一 沼間守一先生高談集 厳々堂 1880（明治13.7） Ｂ００２７
ね 根岸橘三郎 新島襄 警醒社書店 1923（大正12.1） Ｃ０５１８

根村熊五郎編 獨逸政略秘聞緑 根村熊五郎 1884（明治17.4） Ｂ０２５８

年表編纂委員會編
日本資本主義年表  (青木文
庫)

青木書店 1955（昭和30.7） Ｇ０００８

年表編纂委員会編
日本勞働運動史社會運動史
年表  (青木文庫)

青木書店 1956（昭和31.9） Ｇ０００７

の 農民運動史研究会 農民運動史関係文献目録 (1) 1954（昭和29.1） Ａ０１０１

野口義明
無産運動總鬪士傳  附日本社
會運動史

社會思想研究
所

1931（昭和6.6） Ｃ０８１８

野崎城雄 今代名士品評  初篇 山田孝之助 1881（明治14.2） Ｃ００１４
野島幾太郎 新井章吾先生 野島幾太郎 1930（昭和5.12） Ｃ００９３
野島幾太郎編著 加波山事件 宮川書店 1900（明治33.12） Ｄ０２４７
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野田千太郎 市町村會議員論 市町村雑誌社 1923（大正12.） Ｂ１１４２
４ 版。  初
版： 明治
43. 6.

野田律太 勞働運動實戦記 文學案内社 1936（昭和11.11） Ｃ０８１９
野附常雄 條約改正私議 大倉書店 1893（明治26.3） Ｂ０７２２F
延岡史談會 松崎保一傳 延岡史談會 1929（昭和4.9） Ｃ０８１３
野村克馬 英俊翁と岩村家の三兄弟 1933（昭和8.10） Ｃ０１５６

野村望東尼
防州日記 : 贈正五位野村望東
尼先生遺書

博文社 1927（昭和2.10） Ｂ０９３１

の 野村靖編
國家論略 ; 獨逸帝國憲法要論
: 孛國憲法要論

益森英亮 1889（明治22.3） Ｂ０２５６

則本富三郎 官場囘顧 啓成社 1913（大正2.12） Ｃ００９０
は ﾊｳｽ編 英國國會討論記 松井忠兵衛 1882（明治15.5） Ｂ０２５９

ｳｲﾙﾍﾙﾑ･ﾊｳﾌ著 妖怪船 松成堂 1888（明治21.1） Ｂ０４３９
芳賀八彌 由利公正 八尾書店 1902（明治35.2） Ｃ０３４４

芳賀矢一 國民性十論 富山房 1925（大正14.6） Ｂ１１７６
２ ５ 版， 初
版： 明治
40. 12.

白眼道人 處世哲學  : 一名紳士の綱渡り 博文堂 1887（明治20.12） Ｂ０４９５

橋本五雄編 謝海言行録 橋本五雄 1909（明治42.9） Ｃ０５４３C

橋本左内 橋本景岳全集  上・下 畝傍書房
1943（昭和18.1）ー
1943（昭和18.6）

Ｂ１１７５   

橋本博編 維新日記 第二期 第1～10巻 巖松堂書店
1934～1935（昭和
9.3～10.）

Ｂ０００２  

長谷川徳三郎編 政論彙纂 椿香堂 [1882 (明治15.2)] Ｂ０２３２

長谷場純孝遺著 西郷南洲 博文館 1928（昭和3.3） Ｃ０２７１
１ ２ 版， 初
版： 大正
3. 7.

　 幡多乘之編 尊皇奉沸國之基
尊皇奉沸大同
國本部

1892（明治25.2） Ｂ０３７９

服部應賀 權兵衛種蒔論 1874（明治7.3） Ｂ０４９６

　 服部應賀
太郎兵衛水掛論 : 種蒔權兵衛
の後継

1874（明治7.11） Ｂ０４９７

服部之總 佐々田懋翁傳
龜堂會傳記刊
行會

1942（昭和17.7） Ｃ０６８９

服部之總，小西四郎監
修

平民新聞  1ｰ64號  週刊 創元社
1953（昭和
28.12）ー1958（昭
和33.3）

Ｂ０５４５M   

　 服部誠一 東京新繁昌記  初編～6編 奎章閣
1874（明治7.4）～
1876（明治9.4）

Ｂ０３２７  

服部北溟 幕末英傑阪本龍馬 富田文陽堂 1911（明治44.4） Ｃ０２９３

鳩山一郎他
我等斯く戰へり : 普選の第一
戰陣  (朝日民衆講座第4輯)

朝日新聞社 1928（昭和3.3） Ｂ０９３７

上記の他、
麻生久、 千
葉三郎藤森
成吉、 清瀬
一郎、 鶴見
祐輔、 中野
正剛、 高橋
龜吉

花岡敏夫 刺客伊庭想太郎論 博文館 1901（明治34.11） Ｃ０５４３B
花野富藏 ホセ・リサール傳 西村書店 1942（昭和17.5） Ｃ０１３０D
花房吉太郎，山本源太
編

日本博士全傳 博文舘 1892（明治25.8） Ｃ００７１

濱口雄幸遺稿 随感録 三省堂 1931（昭和6.9） Ｃ０８２３A
濱野章吉編 懐舊紀事 ： 阿部伊勢守事蹟 吉川半七 1899（明治32.1） Ｃ０６０９
林包明 社會哲學 林包明 1882（明治15.7） Ｂ０２４２

林茂香 幼時の見聞
山口縣立萩圖
書館

1935（昭和10.6） Ｃ０３７１

林茂編 ニ・ニ六事件秘録  1-3巻,別巻 小学館
1971（昭和46.2～
9）

Ｇ０００５  

林正躬 国会組織法 駸々堂本店 1887（明治20.3） Ｂ００８１
林錬作 豊の浦波 野竹散人 1926（大正15.4） Ｃ００８６

原敬 原敬全集 下巻
原敬全集刊行
會

1929（昭和4.7） Ｂ０２９８A

原敬 原敬全傳  天・地 日本評論社 1922（大正11.5） Ｃ０１３４  
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原彌一郎 獄中憂憤餘情  上・下 原彌一郎 1882（明治15.11） Ｃ０２１８  和装
原安三郎編 山本条太郎翁追憶録 原安三郎 1936（昭和11.9） Ｃ０７４３

原田眞一編 萬國政治家列傳
飯塚八太郎，榊
原友吉

1889（明治22.11） Ｃ００４５

原田種生
社會乃餘憤はらし　:  一名建
圀新論

兩文社 1887（明治20.11） Ｂ０２０６

原田擣三 北海廻瀾録 初編 開新社 1881（明治14.9） Ｂ００５３

伴三千雄 贈從五位谷村計介傳
谷村計介君銅
像建設會

1925（大正14.4） Ｃ０３２１

半谷清壽 官民調和策 忠愛社 1892（明治25.4） Ｂ０２０３
半谷清壽 天下の實業家諸君に告く 半谷清壽 1892（明治25.1） Ｂ０３６６

ひ 日置昌一 国史大年表  第4巻 平凡社 1935（昭和10.1） Ａ００３３
東久世通禧述 竹亭回顧録維新前後 博文館 1911（明治44.12） Ｃ０１２８
樋口保 大日本帝国憲法要論 丸善 1889（明治22.4） Ｂ０１１３
樋口弘編 幕末明治開化期の錦繪版書 味燈書屋 1943（昭和18.1） Ｂ０６５７
ｼﾞｮｾﾌ･ﾋｺ 漂流異譚開國之滴 博聞社 1893（明治26.11） Ｃ０５０７
彦根正三編 明治十四年改正官員録 博公書院 1881（明治14.5） Ａ００４９
久木東海男 新聞先覺評論 立命館出版部 1932（昭和7.9） Ｃ０４１４
久永廉三 大日本民權史 上田屋 1888（明治21.3） Ｂ０２２３
ｼﾓﾝ･ﾋｯｾﾘﾝｸﾞ 泰西國法論 1-3 江戸開成所 慶応戊辰 Ｂ０２６５  
平尾夢外 佐賀の夜嵐 : 江藤新平 幸玉堂 1890（明治23.2） Ｂ０４３５

平澤寛柔編
立憲改進党諸名士政談演説
筆記

平澤寛柔 1882（明治15.6） Ｂ００７９

平澤道次 鷹の羽風 平澤道次 1920（大正9.12） Ｃ０６６５

平田信治 元田井上兩先生事蹟講演録
元田井上兩先
生頌徳會

1913（大正2.9） Ｃ０４０７

平田久 新聞記者之十年間 民友社 1902（明治35.7） Ｃ０１３３

ひ 平塚篤校訂 伊藤博文公修正憲法稿本
秘書類纂刊行
會

1937（昭和12.11） Ｂ０８４９
手書き （ 朱
書き ）

平沼騏一郎 平沼騏一郎回顧録 学陽書房 1955（昭和30.8） Ｃ０３３２D

平野義太郎 馬城大井憲太郎傳
大井馬城傳編
纂部

1938（昭和13.10） Ｃ０２５７

平松理英 廻瀾始末 哲學書院 1890（明治23.2） Ｄ０３０９
平山成信 杉享二翁自叙傳抜抄 Ｃ０３０１
広瀬敏編 日本叢書索引 武蔵野書院 1939（昭和14.9） Ａ００４３
廣田三郎 實業人傑傳 廣田三郎 1896（明治29.4） Ｃ００７４
廣津弘信 自主之權  上・下 奎章閣 1873（明治6.10） Ｂ０１３４  
弘松宣枝 岩崎彌太郎 民友社 1899（明治32.3） Ｃ０１５２
弘松宣枝 阪本龍馬 民友社 1896（明治29.7） Ｃ０２８９

ふ ﾌﾞｰﾗﾝｾﾞｰ将軍 一千八百七十年之侵冦史 自由閣 1888（明治21.5） Ｂ０２７３
福井淳 歐米太平記 : 志士感激 與民社 1888（明治21.1） Ｂ０２６９

福岡照
起業立志之金門 : 一名米行者
必携

日新堂 1887（明治20.5） Ｂ０３６０

福澤重香 帝室財産意見 1882（明治15.11） Ｂ０３１２
福澤諭吉 女大學評論 . 新女大學 時事新報社 1911（明治44.10） Ｂ０７１８ ３ ４ 版

　 福澤諭吉 學者安心論 福澤諭吉 1876（明治9.3） Ｂ０７３４ 和装
福澤諭吉 學問ノスヽメ 1873（明治6.4） Ｂ０７３３ 初版 ， 和装

福澤諭吉 學問のすゝめ 岩波書店 1956（昭和31.7） Ｂ０７３７A
第九刷 ， 昭
和17. 12.  第
１ 刷

福澤諭吉訳述 世界國盡 : 頭書大全 1869（明治2.8） Ｂ０２８６  

巻之一二：
亜細亜洲，
阿非利加洲
巻之三四：
歐羅巴洲，
北亜米利加
巻之五六：
亜米利加
洲， 附録

福澤諭吉立案 ，中上川
彦次郎筆記

男女交際論 石川半次郎 1886（明治19.6） Ｂ０７４９

福澤諭吉 通俗民權論 福澤諭吉 1878（明治11.9） Ｂ０７３５
　 福澤諭吉 帝王論. 尊王論 時事新報社 1911（明治44.2） Ｂ０９７０ 第三版

福澤諭吉 文明論之概略   1-6 （全6冊） 福澤諭吉 1875（明治8.4） Ｂ０７６５  和装
福澤諭吉 民情一新 福澤諭吉 1879（明治12.7） Ｂ０７１７
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福沢諭吉 福翁百話 時事新報社 1906（明治39.11） Ｂ０６７７ ３ ９ 版

福澤諭吉
明治十年丁丑公論 : 瘠我慢の
説

時事新報社 1907（明治40.9） Ｂ０７０９ 九版

福島正夫
法典調査会穂積陳重博士関
係文書目録

1953（昭和28.8） Ａ０１０２

福城駒多朗編 朝鮮處分纂論  第1篇 椿香堂 1882（明治15.8） Ｂ０１６６

福田久松
東洋之新天地 : 優勝劣敗,一
名選挙ﾉ鏡

福田久松 1890（明治23.6） Ｂ０１０６

福田久松 東洋之立憲政治 福田久松 1891（明治24.10） Ｂ０１４１
福田英子 福田英子書簡集 ソオル社 1958（昭和33.7） Ｂ０５４５H
福田英子 妾の半生涯 福田英 1904（明治37.10） Ｃ０１１３

福地櫻痴 櫻痴文集  (時文大觀第2巻)
時文大觀刊行
會

1910（明治43.7） Ｂ０５６４

福地櫻癡 櫻痴放言 春陽堂 1892（明治25.11） Ｂ０６9９
福地櫻癡 思い思い 春陽堂 1901（明治34.8） Ｂ０７５３
福地櫻癡 張嬪 : 朝鮮宮中物語 庚寅新誌社 1894（明治27.12） Ｄ０１２９

福地櫻癡
長崎三百年間  : 外交變遷事
情

博文館 1902（明治35.10） Ｄ０１０４

福地櫻癡 練絹新三郎 金港堂 1892（明治25.12） Ｂ０４５３
福地櫻癡 久光公記 日報社 1888（明治21.4） Ｃ０２８０

福地櫻癡
久光公記 : 一名前左府記  (東
京日日新聞4830號附録)

東京日々新聞
社

1887（明治20.12） Ｃ０２８１

福羽氏編述 文明開化真面目 登山塾 1874（明治7.2） Ｂ０３５６
福原謙七編 日本經濟立志編 田中太右衛門 1881（明治14.3） Ｂ０６４１
福本椿水 松陰先生交友録 惜春山荘 1928（昭和3.10） Ｃ０６９９
福本巴 普通民權論 磊落堂 1879（明治12.11） Ｂ０１３６
福本日南 英雄論 東亜堂書房 1911（明治44.12） Ｂ０７１５
福本日南 清教徒神風連 實業之日本社 1916（大正5.9） Ｄ０２１８
福本日南 日南集 東亞堂書房 1910（明治43.12） Ｂ０５９６
福本日南 豊太閣 植竹書院 1914（大正3.9） Ｂ０７５６

福良虎雄 新聞記者生活五十年

福良竹亭記者
生活五十年祝
賀會記念出版
事務所

1939（昭和14.5） Ｃ０６１７

總生寛 東西両亰史誌 上･下
東京稗史出版
社

1885（明治18.5） Ｂ０６４０  
上巻 東京。
下巻 西京。
和装。

總生寛 一笑一嘆東京市史 團々社 1884（明治17.2） Ｂ０３３５
富山房編 戦後の研究百人一話 富山房 1919（大正8.1） Ｂ０１９９B

ふ 藤井淑編 近来支那新報 丁字屋平兵衛 1875（明治8.1） Ｂ０２８７
藤井竹官 政海名士星享 又間精華堂 1901（明治34.7） Ｃ０１２４
藤井麗輔編 岐阜凶報板垣君遭難顛末 巖々堂 1883（明治15.4） Ｂ００５７
藤井麗輔編 自由党雪寃録 1882（明治15.5） Ｂ００６３
藤澤衞彦 閣老安藤對馬守 平陽社 1914（大正3.5） Ｃ０６５５

藤田一郎
意見書 : 保守黨中正派員に對
す

藤田一郎 1889（明治22.1） Ｂ０８１８

藤田一郎 國家挽回論  初編 藤田一郎 1881（明治14.6） Ｂ０２０７  
藤田一郎 日本經國論 永井正平 1890（明治23.11） Ｂ０２０８
藤田四郎 歐米政黨沿革史總論 自由出版會社 1882（明治15.10） Ｂ０２６３
藤田茂吉 觀風叢話 上編 金港堂 1890（明治23.5） Ｂ００２３
藤田茂吉,箕浦勝人編 国会論 前編 報知社支店 1879（明治12.8） Ｂ００８９
伏見鉄之助編 西村泊翁先生年譜 伏見鉄之助 1907（明治40.9） Ａ００５５
藤本尚則 巨人頭山満翁 山水社書房 1930 Ｃ０５７３
藤本尚則 國師杉浦重剛先生 敬愛會 1954（昭和29.10） Ｃ０３９５C

藤本尚則 頭山精神
大日本頭山精
神會

1939（昭和14.11） Ｃ０１４７C

布施辰治、張祥重他著 運命の勝利者朴烈 世紀書房 1946（昭和21.12） Ｃ０７０７
約翰布蘭(ｼﾞｮﾝ･ﾌﾟﾗﾝ) 英國議事實見緑 上･中･下 詩香堂 1875（明治8.4） Ｂ０２６４  

古庄豊編 井上角五郎君略傳
井上角五郎君
功勞表彰會

1919（大正8.11） Ｃ０１５８

古庄豊 國東餘影 彩雲堂 1939（昭和14.8） Ｃ０５０４
　 ﾌﾞﾙﾝﾁｪﾘｰ 國家論 春陽堂 1889（明治22.11） Ｂ０２５４
へ ｳｲﾙﾍﾙﾑ･ﾍｰﾝ 邊氏警察意見 1886（明治19.5） Ｂ０３２５
　 碧瑠璃園 久世喜弘翁 久世勇三 1920（大正9.11） Ｃ０２０３

ｴﾙｳｲﾝ･ﾍﾞﾙﾂ ﾍﾞﾙﾂの『日記』 岩波書店 1939（昭和14.4） Ｃ０１０３
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ほ
ﾎｲﾄﾆｰ夫人、梶夫人共
著

ﾄﾞｸﾄﾙ･ﾎｲﾄﾆｰの思ひ出
基督教書類會
社

1933（昭和8.12） Ｃ０５４８
初版＝1930
（ 昭和
5. 12）

ｼﾞｮﾝ･ｲﾘｦｯﾄ･ﾎﾞｳｴﾝ 原
田敬吾訳

埃及惨状 博文堂 1890（明治23.1） Ｂ０２７１

　 報徳会 修養の燭光  (斯民講壇第1編) 報徳會 1911（明治44.6） Ｂ１０５０
４ 版。  初版
明治44. 1。

朴榮哲 五十年の回顧 朴榮哲 1929（昭和4.10） Ｃ０１０２
細川潤次郎編集聰裁 古事類苑  外交部 神宮司廳 1903（明治36.11） Ｂ０５６５
細川廣世 日本國會紀原 博文社 1889（明治22.1） Ｂ１２７５

細川広世 日本帝國形勢総覧  改正増補 細川広世 1883（明治16.11） Ａ００２８

細川広世 明治政覧 細川広世 1885（明治18.4） Ａ００２５

北海道帝國大學
創基五十年記念北海道帝國
大學沿革史

北海道帝國大
學

1926（大正15.3） Ｇ０００３

堀眞五郎 傳家録 堀榮一 1915（大正4.6） Ｃ０１３５

大講義 堀秀成 説教體裁論
教義新聞 正心
堂

1873（明治6.2） Ｂ０８０１ 和装

堀内保太郎編 松窓夜話 堀内保太郎 1892（明治25.10） Ｂ０９６０ 和装

掘越寛介
立憲自由党脱退掘越寛介意
見書

掘越寛介 1891（明治24.4） Ｂ０７８３

ﾎﾟﾘﾄｳｽｷｲ
露艦隊来航秘録 . 露艦隊幕僚
戦記 . 露艦隊最期實記

海軍勳功表彰
會支部

1907（明治40.11） Ｃ０５１７

堀部久太郎 大隈熊子夫人言行録 傳紀刊行會 1934（昭和9.2） Ｃ０２４２B
本多熊太郎 世界の動きと日本の立場 千倉書房 1931（昭和6.9） Ｂ０９１４
本多熊太郎 先人を語る 千倉書房 1939（昭和14.5） Ｃ０７０９
本多省三訳 自由軍談米國革命史 内田芳兵衛 1883（明治16.11） Ｂ０２６７
本多定喜 小久保城南 本多定喜 1929（昭和4.6） Ｃ０４８４

本多利明
本多利明集（近世社會經濟學
説大系）

誠文堂新光社 1939（昭和14.1） Ｂ０８４５

ま ﾍﾟ･ﾏｲｴｯﾄ 日本農民の疲弊及其救治策 青山大太郎 1893（明治26.5） Ｂ０９７２

本謄写の貢
数は、 「 日
本産業資料
大系」
（ ２ ）  大正
15. 7. 刊

前田宇治郎 地方青年の手引 大成會出版部 1913（大正2.1） Ｂ１２２１
再版， 初
版： 大正
1. 11.

前田喜次郎 西郷隆盛蓋棺記 前田喜治郎 1877（明治10.11） Ｃ０５３６ 冊子
前田正名 所見   再版 前田正名 1892（明治25.9） Ｂ０５４５J 再版
牧金之助 帝国議会大祭之賑 牧金之助 1890（明治23.11） Ｂ００５８

牧野良三 中橋徳五郎  上・下巻
中橋徳五郎翁
傳記編纂會

1944（昭和19.12） Ｃ０６８７   

正岡藝陽 時代思想の權化 ： 星享と社會 新聲社 1901（明治34.6） Ｃ０１２１ 和装

桝本卯平 自然の人小村寿太郎 洛陽堂 1914（大正3.12） Ｃ０４１９
増山守正編 舊習一新  上・下 辻本九兵衞 1875（明治8.12） Ｂ０３５５  

ま 増山守正編 明治新撰西京繁昌記 上・下 福井源次郎 1877（明治10.3） Ｂ０３３６  
判師 松尾＊＊ 末代記録神國賑 Ｂ０５９４ 一枚
松岡好一編 今世西洋改進黨大家演説集 法木書屋 1882（明治15.5） Ｂ０２６０
松岡彦二編 京都明治新誌 松岡彦二 1877（明治10.6） Ｂ０５５０
松崎信 地主安心論 松崎信 1885（明治18.1） Ｂ０３７４
松下軍次 信濃名士傳  初編 松下軍次 1894（明治27.1） Ｃ００６９
松田勝太郎編 近世露國變乱實記 南極閣 1883（明治16.9） Ｂ０２６６
松田千代松編 日本十傑傳 井雲甚七 1885（明治18.11） Ｃ００４８

松平春嶽 松平春嶽全集  第1-2巻
三秀舎、松平春
嶽全集編纂刊
行會

1939（昭和14.1） Ｃ０８１７   

松平直亮
西村先生傳記編纂會
代表

泊翁西村茂樹傳  上･下 日本弘道會 1933（昭和8.1） Ｃ０５８２  

松永道一 實地應用商業指針 大倉孫兵衛 1887（明治20.10） Ｂ０３７０

松永道一
内地雑居經濟未來記  :  一名
未來之商人

和田篤太郎 1887（明治20.5） Ｂ０４２１
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松永文雄編 片岡健吉 中庸堂書店 1903（明治36.12） Ｃ０１７８
松の家みどり 芳園之嫩芽 : 政治小説 共隆社 1887（明治20.10） Ｂ０４１０

松の家みどり 芳園之嫩芽 : 政治小説 共隆社 1887（明治20.10） Ｂ０４３８
Ｂ ０ ４ １ ０
と 同物

松村介石講述 學生之錦嚢 警醒社書店 1898（明治31.1） Ｂ０４８３

松村介石 立志之礎 警醒社 1892（明治25.10） Ｂ０９８５
４ 版、 明
22. 3 初版

村松熊太郎 革命餘波英國奇談 高橋平三郎 1887（明治20） Ｂ０３９９  

松村謙三 町田忠治翁傳
町田忠治翁傳
記刊行會

1950（昭和25.8） Ｃ０２９６C

松村新太郎編 當世氣質穴探 友文舎 1886（明治19.12） Ｂ０４９８
松本敬之 南方帝国論 縦横社 1918（大正7.6） Ｂ０２９８G

　 松山守善他 河上彦齋
河上彦齋建碑
事務所

1926（大正15.9） Ｃ０４２１

的野半介 江藤南白 上・下 南白顯彰會 1914（大正3.11） Ｃ０１０８  
的野半介 來島恒喜 岡保三郎 1913（大正2.10） Ｃ０２０１

眞部五郎三郎
著書新聞演説駁撃新論  第1
號

鶴聲社 1883（明治16.4） Ｂ０３９１

間宮武 横田保君小傳 野末虎治 1891（明治24.4） Ｃ０１１８ 和装

馬屋原二郎
元治甲子禁門事變實歴談 (防
長學友會雑誌臨時増刊)

防長學友會 1913（大正2.10） Ｃ０６５６  

　 丸山幹治 副島種臣伯 大日社 1936（昭和11.2） Ｃ０２９９
丸山正彦 丸山作楽傳 丸山正彦 1899（明治32.12） Ｃ０２１５

丸山名政
国会之準備 : 一名八年間ﾉ用
意

七曜堂､秩父堂 1883（明治15.7） Ｂ００９４ 再版

み
三浦翁輔講述、小暮親
三編

警察之説 精覈舎 1884（明治17.12） Ｂ０３２４

三浦盛徳 秋田縣會紛擾顛末 1889（明治22.4） Ｂ０３１７
三木貞一 社會假粧舞 : 百鬼夜行 共隆社 1887（明治20.11） Ｂ０４５０
三島一雄 濠洲及印度 毎日新聞社 1891（明治24.3） Ｂ１１８１
水野幸吉 酔香遺芳 水野幸雄 1915（大正4.8） Ｃ０７８７
水野正香 議員の電撃 天怒閣 1891（明治24.2） Ｂ０４０１
水野豊 立憲改進党綱領撮要 水野豊 1889（明治22.9） Ｂ００５９

水野錬太郎
論策と随筆 : 水野博士古稀記
念

水野錬太郎先
生古稀祝賀會
事務所

1937（昭和12.6） Ｂ０４７２F

溝口岩吉編 自由党大家演説 公報社 1891（明治24.4） Ｂ００７７
三田商業研究會 慶應義塾出身者名流列傳 實業之世界社 1909（明治42.6） Ｃ０４３６-8

三田村信義編 東洋先生畧傳 南塲宗利
1906（明治39.12）
再版

Ｃ０６２３

和装
初版1903
（ 明治
36. 11）

三尾重定 文明餘響  初輯上･下 富田彦次郎 1878（明治11.6） Ｂ０３５３  
三岡丈夫 由利公正傳 光融館 1916（大正5.8） Ｃ０３４５
満川亀太郎 世界現勢と大日本 行地社出版部 1926（大正15.4） Ｂ１２４４

三橋猛雄
明治前期思想史文献目録草
稿 : 家蔵

三橋猛雄 1959（昭和34.3） Ａ００９９

湊邦三 早速整爾傳 早速千代野 1932（昭和7.7） Ｃ０６７４
峰島晋太郎編 宣戰媾和朝鮮論集 岸島晋太郎 1882（明治15.8） Ｂ０１６５
箕田亭編 主權纂論 萬字堂 1882（明治15.5） Ｂ０１２６

美濃部達吉
現代憲政評論 : 選擧革正論其
の他

岩波書店 1930（昭和5.2） ＢＢ０１２

宮川四郎
通俗撰擧人心得 : 一名国民必
読

政治學講習會 1890（明治23.6） Ｂ０１０７

宮川勝五郎
弥次郎兵衛喜多八再来膝栗
毛  上･中･下

田中甚左エ門 1890（明治23.9） Ｂ０４９３  

み 宮木宥一
明治時代小學校教育書目録
1ｰ2巻

壽徳寺沙彌 宮
木宥一

1932～1934 Ａ００５８  

一巻 昭和
7. 9
二巻 昭和
9. 9

三宅雪嶺 小泡十種 丙午出版社 1911（明治44.9） Ｂ０６９４ ５ 版
三宅雪嶺 真善美日本人 政教社 1891（明治24.5） Ｂ０６９３ 三版
三宅雪嶺 大塊一塵 政教社 1904（明治37.2） Ｂ０７７８
三宅雪嶺 大學今昔譚 我觀社 1946（昭和21.11） Ｃ０６４８
三宅雪嶺 人の行路 實業之日本社 1937（昭和12.5） Ｂ０８４３
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三宅雪嶺
三宅雪嶺集  (現代日本文學全
集５)

改造社 1931（昭和6.1） Ｂ０７１４

三宅虎太編 日本国会纂論 第１～３編 文心社
1880（明治13.2～
4）

Ｂ０１０１  

三宅虎太編 民権自由日本演説軌範 甘泉堂 1882（明治15.1） Ｂ００７２ 第二版
三宅虎太編 民權論編 仲田豊太郎 1880（明治13.11） Ｂ０１２９
宮越信一郎 日本憲政基礎史料 議会政治社 1939（昭和14.2） Ｂ０００７

宮崎小八郎
ストウジ傳  (ストウジ全集第三
巻)

ストウジ全集刊
行會

1935（昭和10.7） Ｃ０６１６

宮崎才壽
撰擧權通俗問答 : 一名選挙人
目ざまし

中村朝次郎 1890（明治23.4） Ｂ０１０４

宮崎民蔵 土地均享人類の大權 實業之日本社 1890（明治23.11） Ｂ０２５０D
宮地嚴夫 日清戦争天祐記聞 宮地嚴夫 1904（明治37.7） Ｂ０５４５C
宮武外骨編 赤井景韶傳 半狂堂 1931（昭和6.10） Ｃ００９９

宮武外骨編
異種日本人名辭書 (随題随記
隋刊 甲二)

随題随記隋刊
甲二

1931（昭和6.11） Ｃ００１７

宮武外骨編 幸徳一派大逆事件顛末 龍吟社 1946（昭和21.12） Ｂ０５４６B
宮武外骨編 壬午鶏林事變 花房太郎 1932（昭和7.7） Ｂ０１６４
宮原六郎編 海舟先生を憶ふ 清明文庫 1933（昭和8.10） Ｃ０１６０
三好守雄編 衆議院議員實傳 三好守雄 1890（明治23.8） Ｃ００２１
三好守雄 衆議院議員實傳 三好守雄 1902（明治35.8） Ｃ０３９９

三輪小十郎 平賀敏君傳
平賀敏君傳記
編纂會

1931（昭和6.12） Ｃ０５６２

　
民主主義科学者協会
静岡支部

静岡縣下自由民権運動関係
資料 : 静岡事件

民主主義科学
者協会静岡支
部歴史部会

〔1954（昭和
29.9.8）〕

Ｂ１０１７

民友社編 撰舉實録 民友社 1892（明治25.4.13） Ｂ０６０８

民友社編 帝國政策と臺灣 民友社 1905（明治38.1） Ｂ１０５５

む 夢外子
風説萩の枝折 1～5巻 (筆写
本)

元治元年 序 Ｂ０３００  筆写本

無何雄郷主人 木戸孝允 民友社 1897（明治30.4） Ｃ０１８０
無酌子 英雄學 集成社 1888（明治21.6） Ｂ０９５８
陸奥宗光 蹇々録 1895（明治28） Ｃ０２０６
陸奥宗光 福堂遺稿 中田敬義 1907（明治40.8） Ｂ０６１８

　 武籐嘉十郎編 東北漫遊大同団結 成文堂 1888（明治21.12） Ｂ００６５
武藤山治 實業政治 日本評論社 1926（大正15.11） Ｂ０９２３
武藤山治 政治一新論 ダイヤモンド社 1921（大正10.3） Ｂ０９２３B

武藤山治 政治改造運動 實業同士會 1924（大正13.3） Ｂ１１２２
３ 版， 初
版： 大正
13. 1.

武藤山治 政治改造活動 實業同士會 1939（昭和14.9） Ｂ０９３８ ８ 版
武藤山治 普選のススメ 日本評論社 1926（大正15.12） Ｂ０９２３A
武藤山治 米國移住論 丸善 1887（明治20.9） Ｂ０３６１

村上俊藏編
清韓露事業案内  (成功第5巻
第1號付録)

成功雑誌社 1904（明治37.7） Ｂ０９４１  

村上專精 六十一年 ： 一名赤裸裸 丙午出版社 1914（大正3.1） Ｃ０６１２

村田静子
福田英子 : 婦人解放運動の先
駆者 (岩波新書）

岩波書店 1959（昭和34.4） Ｃ０８０４

村田昇司 門野幾之進先生事蹟文集
門野幾之進先
生懷舊録及論
文集刊行會

1939（昭和14.11） Ｃ０４４１

村田峯次郎 高杉晋作 民友社 1914（大正3.3） Ｃ０２９６
村田峰次郎 大村益次郎先生事蹟 村田峰次郎 1919（大正8.11） Ｃ０５９５
村田峯次郎 參議廣澤眞臣卿略傳 1921（大正10.2） Ｃ０６３１

村松志孝 小田切海洲先生畧傳
海洲小田切謙
明先生頌徳會

1936（昭和11.11） Ｃ０２６３
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め 明治史料第   2-4,7,9集
明治史料研究
連絡会

Ｂ１０２５  

2.  全国国会
開設元老院
建白書集成
（ 原口敬明
編） 1956.
３ .  市町村
制史稿・ 維
新以来町村
沿革（ 原口
敬明 編）
1957.  ４ . 明
治前期政党
関係・ 新聞
紙経営史料
集（ 西田長
寿 編）
1957. 10.
７ . 明治前期
府県会議員
名簿（ 中）
1959. 10. ９ .
明治前期府
県会議員名
簿（ 下）

西田長寿編 明治史料 第四集
明治史料連絡
会

1957（昭和32.5.10.） Ｂ１０７４
岡Ｂ １ ０ ２
５ に同一物

明治史料研究連絡会
明治前期府県会議員名簿
（明治史料第六集）

明治史料研究
連絡会

1959（昭和34.2） Ａ０１０９

明治政治史研究会編 憲法解釋資料 ナウカ社 1936（昭和11.2） Ｂ０００８

め
明治大正金融史資料
編纂所

明治大正金融史資料蒐集目
録

明治大正金融
史資料編纂所

1951（昭和26.5） Ａ０１０３

明治文化資料叢書刊
行会

明治文化資料叢書　第6,8,12
巻

風間書房 1960～1961 Ｂ０００１A  

6: 社会問題
篇S36. 2／8:
教育篇
S36. 12／12:
新聞篇
S. 35. 1

明治文化研究会
幕末明治新聞全集  第1-6巻､
別巻

大誠堂
1934～1935/1961
～1962

Ｂ０００３  

1: 450P文久
よ り 慶応ま
で
( S9) 2: 452P
文久よ り 慶
応ま で
( S9) 3: 430P
慶応４ 年、
明治元年
4: 427P慶応
４ 年よ り 明
治３ 年
5: 394P明治
元年よ り 明
治３ 年以
下、 木村毅
編・ 世界文
庫  6: 685P
明治４ 年よ
り 明治５ 年
上
（ S. 36. 12）
6: 596P明治
４ 年よ り 明
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明治文化研究会
明治文化全集　第2期  第
14,15,16,28巻

日本評論社 1956～1968 Ｂ０００１  

14: 自由民権
篇（ 続）
S31. 11 15:
社会篇
（ 続）
S32. 12
16: 婦人問題
篇 S34. 2
28: 國憲汎論

も 茂木一次
大逆事件のリーダー : 新村と
幸徳と私

金園社 1956（昭和31.10） Ｃ０６２１A

茂木實臣編著
高畠素之先生の思想と人物 :
急進愛國主義の理論的根據

津久井書店 1930（昭和5.9） Ｃ０６０５

望月誠 家政妙論 : 實地經験 思誠堂 望月誠 1880（明治13.3） Ｂ０４７９
望月小太郎 軍備制限と日米關係 日本評論社 1921（大正10.9） Ｂ０９５０
望月小太郎 華府會議の眞相 慶文堂書店 1922（大正11.6） Ｂ０９９２

元田作之進 老監督ｳｲﾘｱﾑｽ

京都地方部故
ウイリアムス監
督紀念實行委
員事務所

1914（大正3.11） Ｃ０５３２

元田大史 東京土産 鈴木喜右衛門 1871（明治4.7） Ｂ０３２９

本山彦一 本山社長傅記別冊  日誌の部
大阪毎日新聞
社

Ｂ０６７０
（ 起  明治
五年ー）

森笹吉 文明ノ目的 森笹吉 1888（明治21.1） Ｂ０４８０

森莊己池
私殘記 : 大村治五平に據るｴﾄ
ﾛﾌ島事件

大和書店 1943（昭和18.6） Ｂ０７０４

森中章光 新島襄先生の生涯 泰山房 1942（昭和17.10） Ｂ０５７０
森山守次,倉辻明義 兒玉大将傳 太平洋通信社 1908（明治41.10） Ｃ０４４２

諸岡正 国会議員品定
常總雑誌社支
局

1889（明治22.12） Ｂ００９７

師岡千代子
風々雨々 : 幸徳秋水と周圍の
人々

隆文堂 1947（昭和22.7） Ｃ０７５４

文部省 習字初歩 1872（明治5） Ｂ０６２１
文部省維新史料編纂
事務局

文部省維新史料編纂事務局
所蔵図書目録

文部省維新史
料編纂事務局

1936（昭和11.9） Ａ００３５

や 藥師寺政次郎 社會的經綸策 文海堂 1893（明治26.7） Ｂ０７００
安田直 西郷従道 國光書房 1902（明治35.11） Ｃ０２７６
安田正秀 幕末見聞録 北光社書店 1919（大正8.9） Ｃ０３５１

　 安永梧郎 馬場辰猪 東京堂 1897（明治30.4.30） Ｃ０１０４

柳内蝦洲 學生の将来 求光閣書店 1908（明治41.7） Ｂ１０２９
柳田泉 哲人三宅雪嶺先生 実業之世界社 1956（昭和31.4） Ｃ０７６５
柳田泉 日本革命の予言者木下尚江 春秋社 1961（昭和36.5） Ｃ０８３５

　 矢野瓊谷 帝國憲法略解 Ｂ０５０２

憲法發布勅
語 ， 帝國憲
法畧解 （ 手
書き ）

矢野恒太､白埼享一共
編

日本國勢図會　昭和10年版 國勢社 1935（昭和10.10） Ａ００２７

矢野政二 田中義一論 時事評論社 1927（昭和2.3） Ｃ０７３２A
矢野玄道 獻芹譫語 1867（慶應3.12) Ｂ０６３６ 和装
矢野玄道 玉鉾物語 倚松堂塾 1863（文久3.3） Ｂ０６３５ 和装

矢野龍溪 新社會
大日本圖書會
社

1902（明治35.8） Ｂ０７３０

　 矢野龍渓 出鱈目乃記 近事書報社 1905（明治38.10） Ｂ０７９８
矢野龍渓 不必要 春陽堂 1907（明治40.9） Ｂ１２０６
矢野龍渓 譯書讀法 報知社 1883（明治16.11） Ｂ０７５２

養父内謙吾 貴族院議員在職始末 養父内謙吾 1906（明治39.5） Ｃ０１３２
麹伸瀬和育
述

矢部積蔵 憲法之理由 文盛堂 1888（明治21.10） Ｂ０１１０

山浦貫一 政治家よ何處へ行く
日本書院出版
部

1929（昭和4.2） ＢＢ０１５
７ 版， 初
版： 昭和

山岡萬之助 鈴木喜三郎
鈴木喜三郎先
生傳記編纂会

1955（昭和30.11）
再版

Ｃ０７９９
1945（ 昭和
20. 1） 初版
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山縣悌三郎 成業立身録 少年園 1898（明治31.11） Ｂ１０６２
再版， 初
版： 明治

山県有朋 含雪山縣公遺稿 魯庵記念財團 1926（大正15.6） Ｃ０３３７
山縣有朋 越の山風：遺稿 東京書房 1939（昭和14.11） Ｃ０３３９A
山川浩遺稿 京都守護職始末 郷土研究社 1930（昭和5.6） Ｃ０３５０
山岸文藏 歐米國會起源史 椿香堂 1881（明治14.3） Ｂ０２６２
山岸文蔵編 國憲論編 甘泉堂 1880（明治13.6） Ｂ０１１８

山口重次編
議院演説蛟龍争珠録 (東京中
新聞第2416号附録)

東京中新聞社 1891（明治24.2） Ｂ０１４２

山口正一郎 博士長谷川芳之助 政教社 1913（大正2.8） Ｃ０６３２
山越瓏 獄中獄外二十五年 ナウカ社 1948（昭和23.6） Ｃ０７７１
山崎有信 大鳥圭介傳 北文館 1915（大正4.2） Ｃ０２５４

山崎延吉 農村自治の研究　増訂 有隣堂 1911（明治44.8） Ｂ１１００
６ 版， 初
版： 明治
41. 10.

や 山崎延吉 農村自治之研究　増訂 有隣堂書店 1915（大正4.6） Ｂ１２０５
９ 版， 初
版： 明治
41. 10.

山崎丹照 内閣論 学陽書房 1953（昭和28.2） Ｄ００１９14A

山崎正董 横井小楠傳 　上・中・下巻 日新書院
1942（昭和17.7～
10）

Ｃ０５３７  

山崎勇之助 壯士之夢 石川傅吉 1888（明治21.2） Ｂ０４０３
山路愛山 足利尊氏 玄黄社 1909（明治42.10） Ｂ０８５４ ５ 版
山路愛山 荻生徂徠  (十二文豪 第３巻) 民友社 1893（明治26.9） Ｂ０８６４

山路愛山
加藤清正  附録福島太夫殿御
事

民友社 1909（明治42.3） Ｂ０８５３

山路愛山 現代金權史
服部書店，文泉
堂書房

1908（明治41.10） Ｂ１２７７
３ 版， 初
版： 明治

山路愛山編 臺山公事蹟 田川誠作 1920（大正9.2） Ｃ０２５６
山路愛山 讀史論集 民友社 1901（明治34.4） Ｂ０８６５

山路愛山 乃木大將 民友社 1915（大正4.8） Ｂ０８２１
第８ 版， 初
版は大正元
年八月

山路愛山 武家時代史論 有隣閣 1910（明治43.10） Ｂ０７５５
山路愛山 源頼朝 玄黄社 1909（明治42.8） Ｂ０７９６ 再版

山路愛山 山路愛山選集 第1-3巻 萬里閣書房
1928（昭和3.5）ー
1928（昭和3.6）

Ｂ１１３８  

第1巻： 現代
金權史・ 現
代富豪論・
澁澤翁の位
置・ 經濟雜
論， 第2巻：
豊太閤， 第3
巻： 孔子
論・ 支那
論・ 支那思
想史・ 現代
支那年表・
日漢文明異

山路愛山 山路愛山大講演集 春江堂 1871（明治4.11） Ｂ０９９５

山路愛山 岩崎彌太郎 東亜堂書房 1914（大正3.3） Ｃ０４１６
三版。 初版
＝大正3. 2

山路愛山 勝海舟 東亜堂書房 1911（明治44.5） Ｃ０４１５
山路愛山 佐久間象山 東亜堂書店 1911（明治44.8） Ｂ０７２５

山田毅一 南進策と小笠原群島
放天義塾出版
部

1916（大正5.8） Ｂ０２９８F

山田北州 老雄懐舊談 厚生堂 1910（明治43.1） Ｃ００８０
山田萬作 嶽陽名士傳 山田萬作 1891（明治24.10） Ｃ００６８
山田芳景編 日本大家宗教演説五百題 西村七兵衛 1883（明治16.6） Ｂ０３８３
山田義容 未開國奇聞   初編 青木活版所 1881（明治14.5） Ｂ０４２８
山田武吉 草莽文叢 大日社 1936（昭和11.10） Ｂ０９８３

山名正孝編
足跡 ： 大旅行記念誌（第26期
生）

支那上海 東亜
同文書院

1930（昭和5.2） Ｂ１１０７A

山中仲二 奮闘の第一線 山中仲二 1925（大正14.9） Ｂ１１４１
山内容堂 容堂公遺稿 福島成行 1927（昭和2.8） Ｂ０６１７
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
山内容堂公銅像建設
會

山内容堂公
山内容堂公銅
像建設會

1927（昭和2.4） Ｃ０３４２

山邊権六郎 外航見聞誌 山邊權六郎 1890（明治23.7） Ｃ０３５２
山本鏘二 條約改正論 鹿田靜七 1879（明治12.11） Ｂ０１７０

山本条太郎
經濟國策の提唱 ： 國民繁栄
への道

日本評論社 1930（昭和5.8） Ｂ１１３５

　 山本条太郎 山本条太郎 : 論策一・二
山本条太郎翁
傳記編纂會

1939（昭和14.8） Ｃ０７４２   

山本四郎編
三浦梧樓関係文書  (明治史料
第8集)

明治史料研究
連絡会

1960（昭和35.10） Ｂ０９９７

山本瀧之助 山本瀧之助全集
山本瀧之助氏
功勞顯頌會

1931（昭和6.12） Ｂ１２０１

　 山本長太郎編 新日本政治社會之言論 政海書屋 1888（明治21.12） Ｂ０２３７
山脇之人 維新元勲十傑論 榮泉堂 1887（明治20.2） Ｃ００４３
鑓田研一 蘇峰と蘆花 潮文閣 1944（昭和19.5） Ｃ０６５１

ゆ 油井熊臧
自由黨事件史秩父事件と其前
後

汗牛充棟閣 1935（昭和10.5） Ｄ０２２９

結城温故會 水野直子を語る 結城温故會 1930（昭和5.4） Ｃ０７４１
友聲會編 正閏斷案國體之擁護 松風青院 1911（明治44.7） Ｂ０５４５L
湯澤精司 新聞業界五十五年思出噺 廣告社 1937（昭和12.6） Ｃ０３５３

　 湯本武比古 學童百話 紅梅書屋 1898（明治31.4） Ｂ０７５９
由利正通 子爵由利公正傳 由利正通 1940（昭和15.4） Ｃ０４８１

よ 予覺民
滿洲憂患史 ： 支那人の觀たる
滿洲

外務省情報局 1930（昭和5.8） Ｄ０２９４11

横井時敬講述 國民振興策 嵩山房 1911（明治44.4） Ｂ１１８５

横井時敬 農民の政治運動  (農民叢書)
東京農業大學
出版部

1924（大正13.9） Ｂ０９３３

横井小楠 横井小楠遺稿 日新書院 1942（昭和17.7） Ｂ０８００
横河秋濤 開化の入口  上･下 松邑海堂 1873（明治6.12） Ｂ０３５４  
横澤次郎 兜玉藤園将軍逸事 新高堂書店 1914（大正3.10） Ｃ０４２７
横瀬夜雨編 明治初年の世相 新潮社 1927（昭和2.12） Ｂ００１３
横田國臣 政略學大意  附新法実施論 横田國臣 1892（明治25.5） Ｂ０２４４

横濱市史編纂 横濱史料 : 開港七十年記念 1928（昭和3.6） Ｂ０５８０
史料解説ー
76P.

横浜市立大学 戦後市町村史総合目録 横浜市立大学 1967（昭和42.3） Ａ０１０８

横山詠太郎
中井櫻洲  (政治教育ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
第6冊)

革新時報社出
版部

1926（大正15.2） Ｃ０２２１

横山錦柵
埼玉縣第三撰擧區國會議員
撰擧論

博盛堂 1890（明治23.5） Ｂ０３８９
附  ロ ッ ク
設置主意書
一枚

横山健堂 大西郷兄弟
宮越太陽堂書
房

1944（昭和19.3） Ｃ０３８２B

よ 横山健堂 高木正年自叙傳 代々木書院 1932（昭和7.12） Ｃ０３８１

横山三郎著
日本最初五十年前之新聞（明
治十二年十一月分番飜刻）

記念事業協會 1928（昭和3.11） Ｂ０５６６

横山三郎編 六十四年鑑　(日本聖典附録) 日本聖典協會 1930（昭和5.7） Ａ００１９
初版 昭和
3. 8

横山清一編 政黨別無産者運動家略歴
労働通信東京
支局

1930（昭和5.8） Ｃ０７２０

横山達三 趣味と人物 中央書院 1913(大正2.10) Ｃ０７３１
ケース のみ
背に［ 黒頭
巾］ と あり

吉岡金市 森近運平 日本文教出版 1961（昭和36.1） Ｃ０７９３
芳川流外 怪化の夢 : 地獄極楽 明進堂 1887（明治20.3） Ｂ０４３０
芳澤謙吉 日ソ外交関係資料 外務省 1924（大正13.3） Ｂ０８３３D タ イ プ

吉田熹六 輿論公議  (通俗政談 第一巻) 集成社書店 1888（明治21.6） Ｂ０２０２

吉田熊次 國民道徳とデモクラシー 目黒書店 1919（大正8.6） Ｂ１１５６
増補再版，
初版： 大正
8. 4.

吉田禎男 駒形丸事件 八ツ橋出版部 1936（昭和11.8） Ｄ０６４７
吉田正太郎 地方長官人物論  第一編 秩山堂 1882（明治15.10） Ｃ００１１

吉田鞆明 巨人頭山満翁は語る 感山荘 1940（昭和15.3） Ｃ０６２１E
１ ５ 版、 初
版＝昭和
14. 6

吉武源五郎 兒玉藤園将軍 拓殖新報社 1918（大正7.8） Ｃ０４２８
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考

吉野作造編
明治文化全集  第1～24巻（欠
21巻）

日本評論社
1927～1930（昭和
2.10～5.7）

Ｂ０００１  

1: 皇室篇／
2: 正史篇上
／3: 正史篇
下／4: 憲政
篇／5: 自由
民権篇／6:
外交篇／7:
政治篇／8:
法律篇／9:
経済篇／10:
教育篇／11:
宗教篇／12:
文学芸術篇
／13: 時事小
説篇／14: 翻
訳文芸篇／
15: 思想篇／
16: 外国文学
篇／17: 新聞
篇／18: 雑誌
篇／19: 風俗
篇／20: 文明
開化篇／22:
雑史篇／23:
軍

吉野信次
商工行政の思い出 : 日本資本
主義の歩み

商工政策史刊
行会

1962（昭和37.12） Ｃ０８２９

依田学海 譚海  巻1ー4 鳳文館 1885（明治18.3） Ｂ０８３６  和装
依田繁太 東方新世界 依田繁太 1889（明治22.5） Ｂ０２１９

依田孝編 一夫一婦論 : 經國基本
温故堂 内藤傳
右衛門

1887（明治20.8） Ｂ０８１５

四屋純三郎編 本朝政體 四屋純三郎 1880（明治13.3） Ｂ０３８７
米山梅吉 開國先登提督彼理 博文館 1896（明治29.9） Ｃ０２６６
依光方成 三圓五十錢世界周遊實記 博文舘 1891（明治24.1） Ｃ０３６５

り ｼｰ･ｴﾌ･ﾘｰﾏｰ 列國の對支投資
C.F. CHARLES
FREDERICK

東京 Ｄ０５７４
734P. +4
4P.

初版=1934
（ 昭和

立教大学日本史研究
室編

大久保利通関係文書　一 吉川弘文館 1907（明治40.1） Ｂ１１９９

J.C.ﾘﾌﾞﾗ著  正田健一
郎訳

大隈重信 : その生涯と人間像
早稲田大学出
版部

1980（昭和55.1） Ｇ００１２

良民社編 地方青年の自覺 洛陽堂 1911（明治44.5） Ｂ１２２６

ﾘﾖｰｽﾚﾙ演説
獨逸學ノ利害及國家ニ對スル
ノ得失

荒川邦蔵 1883（明治16.5） Ｂ０２４０

ﾘﾖｰｽﾚﾙ 佛國革命論 獨逸學教會 1885（明治18.2） Ｂ０２４１
緑亭主人 雲井龍雄 民友社 1897（明治30.1） Ｃ０１７１
林楽知,葵爾康著 中東戰紀本末 博文館 1898（明治31.3） Ｄ００１９-6

る ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ﾙｻﾝ
英米佛蘭聯合艦隊幕末海戰
記

平凡社 1930（昭和5.6） Ｃ００８１

ろ 羅頓(ﾛｰﾄﾝ)著 會議指南 瑞穂屋卯三郎 1878（明治11.10） Ｂ０２５７

ｼﾞｮﾝ･ﾛｯﾃﾞｲﾙ
歴数千八百五十五年第五月
十四日亜墨利加ｳｲﾝｾﾝｽ船号
下田ニ於

1855.5. Ｂ０７７１

ﾍﾟ･ｱ･ﾛﾏｰﾉﾌ
滿洲に於ける露國の利權外交
史

栗田書店 1935（昭和10.6） Ｄ０４７７ 　
初版＝1934
（ 昭和9. 7）

わ 若木武之助
初岡敬治先生傳 　附中村恕
助君傳

若木武之助 1893（明治26.12） Ｃ０３４８A

若槻禮次郎 欧洲に使して 實業之日本社 1931（昭和6.5） Ｂ０９２４
若槻禮次郎 國民に訴ふ 改造社 1927（昭和2.3） Ｂ０８９２

我妻榮編集代表
明治初年地租改正基礎資料
上･中･下

有斐閣
1953（昭和28.9）ー
1957（昭和32.5.）

Ｂ１２０８  

付録 新舊税
額比較表 ２
冊  （ 表6ー
79） ， （ 表
80ー192）
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著者名 書名 出版者 出版年 請求記号 冊数他 備考
早稲田大學大隈研究
室編

大隈文書目録 : 早稲田大学創
立七十周年記念

早稲田大學図
書館

1952（昭和27.10） Ａ００６０

　 早稲田大學出版部
戰後經營 ： 早稲田大学出版
部創立二十周年紀念

早稲田學舎 1904（明治37.12） Ｂ０９８０

早稲田大學佛教青年
會編

小野梓 富山房 1926（大正15.6） Ｃ０２５２

和田日出吉 福澤諭吉と弟子達 千倉書房 1934（昭和9.9） Ｃ０６６７

渡辺幾治郎
故子爵井上毅文書在庫品目
録

1924（大正13.4） Ａ００３９

渡邊幾治郎、樋口功共
編

波多野先生傳 悦心会 1913（大正2.10） Ｃ０４６６

渡邊修二郎 阿部正弘事蹟  上・下 1910（明治43.10） Ｃ０４２９  
渡邊修二郎 大久保利通之一生 大學館 1900（明治33.11） Ｃ０２４０
渡邊修二郎 竒傑雲井龍雄 大學館 1900（明治33.4） Ｃ０４７７
渡邊修二郎 東邦關係 奉公會 1894（明治27.10） Ｂ０５６８ 再版
渡邊修二郎 日本人民 渡邊修二郎 1887（明治20.8） Ｂ０１９５
渡邊修二朗 評傳松方正義､ 土方久元 同文舘 1896（明治29.12） Ｃ００１６
渡邊脩二郎 評傳陸奥宗光 同文舘 1897（明治30.3） Ｃ０２０８

わ 渡辺順三編
十二人の死刑囚 : 大逆事件の
人々

新興出版社 1956（昭和31.1） Ｃ０３３２B

渡邊勝用
大日本帝國衆議院代議士列
傳

發芽堂 1890（明治23.8） Ｃ００２０

渡邊操 刀禰川繁昌記 民政社 1889（明治22.8） Ｂ０３３７

渡邊幾治郎
陸奥宗光傳  (偉人傳全集第
16巻)

改造社 1934（昭和9.8） Ｃ０２０７

渡邊修二郎 高杉晋作 少年園 1897（明治30.7） Ｃ０３３２A
渡邊修二郎 内政外教衝突史 民友社 1896（明治29.8） Ｄ００８６
渡邊新太郎編 日露交渉彙報 渡邊新太郎 1896（明治29.7） Ｄ００９７103
渡辺国武関係文書研
究会

渡辺国武関係文書 (社会科学
研究」第18巻4･5号抜刷)

Ｂ１２５４

渡邊廉吉傳記刊行會 渡邊廉吉傳
渡邊廉吉傳記
刊行會

1934（昭和9.10） Ｃ０３８８

渡正元 巴里篭城日誌 東亜堂書房 1914（大正3.10） Ｃ０３３４
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