
書　名　索　引

凡　　　　　例

1本文に収録した図書名を五十音順に配列する。

2　記述は誌名の次に（）に入れて著者・編者等を付記し，最後に通し番号を記載す

る。

3．排列は原則として読みの五十音とし，細部については，当館整理基準による・





あ

夏日楼文話（佐藤一斎薯）

会津鶴ヶ城の血戦（井上一次著）

青森県勧業要談席森県内務部署）

高森県教育（大正14年2月号），（口碑113年2月号）

（tiJ森県教育会）・

高森県青年読本　巻1－8（青森県教育会絹）

占森某紙汁喜∴昭和3年（青森県）

i〃∃森県農業教科書∴巻2（青森県教育会編〉

i丁目愉彬　田中光跡白小伝（能沢一街着）

秋山幾1回紅届書（秋山武太郎著）

亦湿義人録補正　乾．坤（窒鳩巣著）

宮妻鏡　校訂増補1－10高桑助言著）

吾妻鏡集解　巷之1，2（南桑助言者）

アンソシェーンョン上面幾何教科書（英国幾何学

教授法改良協会編）・
あゆひ砂　巻1－5〈冨土谷成車薯）

実子春秋　巻之1，巻之4（婁嬰若）

Ll

家忠「1記　巻1－6（松平家忠著）

伊勢神宮遷宮物語（赤堀又次郎著）

移民地事圃6）（外務省通商局編）

う

うっら衣語群　全怖々政一（醒雪）著）

冥土明覚大全　上・下巻（出城犀佐兵衛著）

え

宮　名　蛮　引

i濃縮霧藷三脚
固機清涼詩学仝咋（八尾甚四郎友木枠石筆）

i　廷書式∴巻1－50（32欠）（藤原特牛）
10411塩松勝蹴　L・下（岡千初詐）

656

79

586

1051

807

790

引　お

175

933

639

996

大館営興日記1－6（大館常興著〉　　　　　　　710

織田信長謹（林道春着）　　　　　　　　　　　　　783

沼津物語大成（中村秋香若）　　　　　　　　　1008

おちくぼ物語詰棒　上・下（平（村田）春海）　　1009

御伽章了　上・下（萩野出之輯）・　　　　　　　564

御伽草子　前・後編（今泉走介・畠中健校）　　566

折たく柴の記　上・中・下（新井君美（白石）著）　788

尾張廼家僅（石原正明著）　　　　　　　　　　993

品‡全文（春秋揺例始末左伝句読直解）巻1－70

（林堯質註）・　　　　　　　　　　　　　　　　636

か

海軍通覧〈小栗孝三部署）

外国地誌（秋山四郎著）

楷書聖勅帖（王木本二郎編）

i叢書諜新雪需脚
栄華物語詳賭∴巻1－14（和田英松．佐藤球葉上　9991改訂代数学教科謹　上・下巻（樺正葦著）

永言格［っ中・下（藤原（庇持）雅澄著）

英語教授吾∴第1－2巻（崎山元吉編）

英文典（チャムフレン署）

易経集註（豊田字左上門巌版）

亦奇録　Li中・下（小原寛菓郷（鉄′し、）著）

越氏倫理新篇（エソフェレソト署）

966；改訂地理学教科書　外国之郡上・下巻（小lii琢流

1繭態諒
戸晴代戯曲小説通′打製水圏主人傭檎二郎）編）9771化学教科書（レムセン氏）

－　91－



当　名　蛮　引

神宮i勺敏市子－，勘気谷本同者）

合fi教接原瑚及教案（li冊月　即者）

利憂寝間柳政夫部署）

㍗1　3巷10号郷士偉人出　血方）

鮪梁丈抄（林長話，，（鶴梁）者）

雅言集覧　増補巻1－57佑川棚聖経）

雅言減光　上　卜巻（勝原晩持）雅置署）

かさし砂　上　rlr　卜（。仁合成i，て者）

車夫年注目－　＿金砂〈鵜Iii脱文（余所）者）

化有J教科，i l　中　i（樵iii又次即納）

r校詐鞘和経費来者）

予校と戦争（文部省緬）

でili，！，指南　上　下（東條義間者）

7，1詰，雑話（東条義iiri（砂上天徳）者）

豪遊訓川原（絡軒）続）

似Iつかひ教利口（鈴木弘来者）

かなつかひ教科宮（物集「わl相

似子造提要（囲〔刷し縞）

かなつかひ人I一一日Li谷愛大部編）

媒介i揮i琢譜（林道本署）

棋　二二昌考　本居盲長撲）

i j無品（安井忠相（衡）纂詰）

課，信i林（凌確降者）

《則印成因考（李光廷鞍山撰）

若石膏教科。†（i旧柄il）ノ緬）

関田排等（鮎醸閤「自　発芳つ署〉

関田次笹∴巻1－4（侶I路（関田）者）

開田文革∴巻1－5（伴高膜（関田）薯）

関東Ir要覧　昭和9年（関東長官官房調査課）

韓切子解読全書（津田邦儀（Ii湖の）

軽罪了全席（藤沢南岳校硫）

漢文教科書（秋山四郎編）

漢文教科書（同。柄英文研究会編）

漢又教科書（深井鑑一郎，堀捨二郎縞）

漢文教科酎備考（秋山四郎編）

漢文教科曽真砂本　土　卜巻（大槻如竜編）

漢文新読本（服部千之。1，編）

漢文中学読本（松本豊多編）

供文典（児島献言郎著）

漢文読本（秋山四郎編）

漢文読本（田沼書店編）
官吏公吏待遇一斑（五十嵐鍼＿邦書）

き

幾何円錐曲線法（W Hトl）ユー著）　　　　　　494

幾何円錐曲線法例題解式（数理凸‾院）　　　　　　232

幾何学教科書　立体之部（英国幾何学教授法改良

ー　92

協会緬）

幾何手放和宮　日面之部（英国幾何子教授法改良

協会編〉

幾何予教科洋∴平面，、I体（同橋豊大綱）

幾何字数裾lT。，「正（田中矢徳編）

幾何了教科書（谷田部梅吉編）

幾何了詳解最近）（長谷）i帖次郎編）

177

176

403

401

451

197

幾何掌中教科書　平面幾何学（菊池大麓編）…　　233

幾何卒中教科評　平面，立体部〈菊池天雄編）　　234

幾何字初歩　上・中・下巻席橋忠夫編）　　　　402

幾何f初歩は－ルヘル若）

幾何教科，†洞戸式（竹lit登代多館）

義経記∴巻1－8（前ji憎兵衛蔵版）

技芸教菅二係）レ英国調査委員裾1－（文部省総局翻

訳〉

鬼谷子∴乾　坤（鬼谷r撰）

帰震Iii文粋（焼石光（霞l旧著）

旧五代史∴巻l一一150（轄屈止ほか撰）

中儀式酪（平田久編）

l中二殿）付こ祝祭日解説〈宝典講究所編）

吊殿調度図解（関根正直署）

球面∵角法（突先翰多爾（トトハ／夕←）著）

教育了及教授法（谷本Il，者）

教育学雷解説（副賞会）

教育家の目に映じたる朝鮮支那南洋事情作調朝

命側検株式会社編）

教育勅語新ilr義（建部遊書巻）

敦子）教接の新潮（傾向栄次著）

教育勅語訓義　上　下（内藤耽婁著）

教育と明夫（稲…水次郎薯）

教科適用東洋歴史地図（巣鷹隣接著）

教科適用日本文掌中更　上　下巻（高津鍬三郎，
二上参次著）

教科用日本文典（鈴木重商著）

教材研究改造世界地理粕説（栗原寅次郎薯）

行詰湊Iii歌（玉木本三郎編）

教程日本文学小史（中等学科教授法研究会議）

京都御所（田中商逸著）

寿都将軍家謹　上　下（林道春著）

京都めくり（貝原篤信著）

虚字解（皆Iii楳国語）

近古史談　巻1－4（大槻磐渓（平崇土広）薯）

近古史談（大槻磐渓（平崇士広）著）
近古史談（冊修標記）（大槻磐渓著）

近古史談（補正）（大槻磐渓著）
金更135巻，20冊（托克撞着）

近世化学教科番（大事勇吉著）
近世幾何（マクドナード著）

近世幾何学（M・シャ←ル著）

近世崎人伝（伴謡顕著）…
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語∴名∴索　引

近世奇跡考　上・下（山東京伝著）
近世算術　全（上野清編）
近世算術　上・中・下（佐久間文太郎編）

近世生理学教科醤（丘浅治郎著）…

今世説　巻1－8（土崎著）・

近世代教　全（上野清編）…・

近世地文学（松島剛著）・・

近世地理学　日本之部（松島剛著）

近世動物学教科菩（丘浅海郎薯）

近世物理学教科評仲村清二編）・
近世平面幾何学（G　リチャートソン，A

七一合着）・1－．・

近世名家著述目録1－5（堤朝風編）・1－．・

欽定満洲源流考（阿桂ほか著）・

勤皇文庫（社会教育協会編）…

禁秘抄揮発　上・下巻（関根正直著）
金陵文抄（講改善余）乾・坤（芳野金陵著）

く

事里米戦記（アニッコーフ著）　　　　　　　　764

訓蒙用字格　上（伊藤長胤（東涯）著）　　　　…922

群蒋一覧（尾崎雅悪者）・　　　　　　　　　　　580

け

敬子文1，2（中村敬子著）

経済問答秘録（正円］孝標編）

戯作者小伝（無垢衣老若）
元手歌書（師錬（済北大沙門席関禅師）撰）

乃史　40冊210巻（宋糠等著）

元史記事本末（陳邦晩撰）

源氏物語潮月抄（北村季吟著）

源氏物語評釈　巻1　2（萩原広遺著）

源氏物語評釈（萩原広造築注）

源氏物語余釈（萩原広造築注）

現代新物理学（内藤卯三郎著）

現満洲（遼東新報祉編）

建武の中興と神宮和宮の勤（神宮和宮勤王顕彰会

記憶考伽茂真淵着）

弘安文禄征戦偉納（史学会編）
皇位継承縮（旧典類纂）（横山曲浦，崇IiI真頼著）・782

航海吟草（和碩醇親王若）・　　　　　　　　　・1075

綱鑑易知録（呉楚材（棄権）詣）・　　　　　　・・・738

康屈氾字典（猪野中行撰）

孝経参程　全（川崎腹撰）
皇居之莱（大日本皇道会編）

皇国経典（佐藤範雄）
皇国史　上　下（修文飾編）
皇国′小史　附図（勝浦踊雄編）

皇国の大道（師範学校編）

皇国文典（秦政治部署）

孔子豪語（王賄著）
皇室（池辺奨象著）

975

621

64

665

877

878

24

528

647

65

校正十訓抄　上・下巻（鈴木弘恭校訂）　　　　1006

校正増続大広益会王篇大全（毛利貞蔚編）・　・974

校正標記　日本外史　三刻（頼山陽著）…‥　　・701

校正標記　日本外史　七刻（頼山陽著）…　　　　702

皇朝経世文新編（大同訳書局）・　　　　　　　　805

皇朝史略（青山延千若）　　　　　　　　　　　　　689

皇朝武功紀盛　巻1－4（遊興（甑北）著）…　　　735

高等作文三千題　巻1－3（鈴木要彦編）…‥　　　879

馬等算術教科書∴巻1－4（田中矢徳普）・　・406

寓等小学詩キ方手本　第1・4学年用（文部省編）271

高等小学算術番　第1－4学年児童用（文部省編）272

高等小学修身詩　第1－4学年児蕪用（文部省編）273

高等中学新休作文教授書　巻1－4（金港笠）・156

高等小学新体読本　巻1－8（金港堂編）・　　880

高等小学読本　巻1－4（文部省編）・　　　　　277

高等小学読本1－8（文部省編）…………………274

高等小学毛筆画手本　女生用（文部省編）・　・276

高等小学毛筆画手本　男生用（文部省編）　　・275

高等小学用器画　巻之1・2（大原鉦一郎著）・・340

公民科資料精説（文部省縞）・…　　　　　　　・125

皇民自治本義（権藤成郷著）・…　　　　　　　　105

皇民列伝吾等之祖先天之巻（森田無道著）…………　61

合類大節用集（横島照武（号・駒谷散人）
著）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　924

語学指南　巻1－4（佐藤誠実著）　　　　　　…935

語学新書　全（中橋鶴峯（鶴峯戌申）著）…　　　　936

語格全図（塘秀成著）　　　　　　　　　　　　　　937

古学道統図（文雅萱主人蔵梓）………………………603

後漢書120巻（泥曙著）…　　　　　　　　　　　728

五経　改正音訓　易経　上・下（佐藤担撰）・1－．・　620
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膏∴名∴秦　引

，「ノ涌i歌集）荻鏡　20巻（本居一一長者）

古／油膜集．）釈　第1－5（金子几F†l署）

国語橘fj品遊本（窪田，詰†者）

国語敦疲搬要（佐々本吉三部者）

国語敦技法集成　上　下巻（佐々本吉　部署）

国語教授l」大成（市ji朝一藷）

園、語疋本　第1－6（秦刷l飯箸）

同語読本　巻9（東條操編）

国語文典（村田妙三部著）

国語文典（Ii語手）（村田妙三耶署）

国史陳∴巻1－7（重野安緑署）

周吏紀串本末　40巻（十川」廷光編）

国史教科膏参照図（追善之助縞）

国史略∴巻之1－5（岩上亘杉苗編）

984

985

155

159

158

154

736

一課の都かね緒（本属宣長薯）

詞八街　補遺　上　下（中高廠足若）

証人衛　上　下（本居春庭者）

此　戟（水野広徳薯）

古文真宝　改正訓占（黄堅者）

古文析義∴増訂巻1－6（西伸許諾）

古文前葉∴巻上　中　下（黄堅著）
4101小松原文相教育論（小松原英太郎署）

278i　占名録　巻1－85回間作存著）

2791艮繍文酪　士・中・卜（女郎信薯）

690

691

413

692

国史幽　明冶新刻第4版∴巻1～7（石材貞一一編）693

国史略∴巻之1－5（岩加松i昔緬）　　　　　　　694

国文卒読本（）は！矢．立花欽一部緬）　　　　198

国文軌範（落合同文署）　　　　　　　　　　　　　347

今宮宇鮎少（久米幹文言帖評）

さ

最近幾何′需1解（長谷）旧i次郎縞） 197

最近中二i地理教科宮　外国之部（同上力次郎若）　460

同文教本嘱目之確儀（光風縮緬）　　　　　　　8811最近胡鮮帥帯（荒Iiill部署）　　　　　　　　　80

国文砂本1′家物語（上田唯牛鍋）　　　　　　　8821最近統合帯同地理　中子校用刷上力次部署〉　　469

i玉i又中子読本（逸見伸　郎綱）　　　　　　　　　883

国文読本（国語研究会編）　　　　　　　　　　　　884

団法　子〈畠」緒川高水澄署）　　　　　　　　　　100

国民皆兵論（コルマ／　フォ／　デルコルノ者）　484

国民教音読諒天意（穂flii八束者）

国民敦†J勅語読本　一打下肢（ill海問出版部）

国民敦†寝間通論（イ　保旭松者）

国lu1法i要義伸子塵書署）

国民修身談（来校謙濡者）

国l聞、潮（Iiを1．1，猪　郎者）

国民小と教養（北I舶勘患者）

国民礼法（相生亀二郎　加藤末吉者）

占ノ河i文類発（八尾助兵衛友久同）

古今，i即′l統語（凌通知（椎誓）編）

孤＿fri教科Li出没越金次郎編）

日柄己伝〈本）。章」長者）

占ii記読本　全（加腺同文者）

1如し成語考集計　上　下（IT故山上洛）拘

故）、〕宮∴群衆i如説（大槻如電着）

5両後の太平洋（大阪旬i同庁開祖編）

御用件大嘗祭大礼道義（山田孝雄者）

五代史　74巻（欧陽修者）

後嫉妬Ilム†臨朝練呂窟士（鶴見祐拙者）

言霊諒恕（悪）用（藤原（鹿持）雅治者）

，うらのしろへ　「窟（石沢汗l速　大地正宏者〉

詞通路　上　中　下（本庸春庭薯）

詞）信輔路　上　下（山田百品薯）

詞の纏綿の図（権聞直助者）

詞の五経∴1－7の巻（本居宣長薯〉

詞のちかみち　上　中　下巻（鈴木重刑薯）

由刻頭書易経集計∴粒朱伝義借亜庁高調判歳版）619

歳新海軍通覧（小栗孝三部署）　　　　　　　　　　489

最新公民科質料精説（文部省編）　　　　　　　　125

i帰手中等国語読本　巻1～10（落合申又綱）　　　8周

狭衣∴巻1－4（膝原質了（大弐三位）縞）　　　1010

狭衣卜紐　第1－4（＿条晒実隆者）　　　　　1011

左繍∴春秋経伝集解（鳩李駆．陸浩評軸）　　　　632

冊修道古史談　巻1－4（大槻磐渓（i’崇上広）署）873

計冊修標託近古史談上．ト槻嫌署）　875
31　　左伝蒙求∴巻1・2（呉化維撲）　　　　　　　　10

22　　／l伝輯釈　巻1－23（2生　25欠）（安川衡（思軒）箸）633

482　　薩恰連蔦漁揚聯縮図（高木文語郎編）　　　　　　514

587　　　二角形誰‾凶題分類（荒Iii乙詰　高木安次郎共署）166

771

162

695

46

926

696

92

44

729

＿句法教科幸（アルフォ／ス　ルピエール者）　　362

＿酪紀略∴巻1－6（伊騰貴胤軸）　　　　　　　722

三園も　65を（陳寿撲）　　　　　　　　　　　　　746

抹輔御系匿i　上　下（一別i慎頼，横向用品編）　　784

卵術教科評（樺正靖著）

算彷教科宮　上・下巻（大森俊次編）

算術教科書∴巻1（田中天徳編）

飾術教科宮　上・下（田中尖徳編目

算術教科宮　上・上巻（寺尾寿編）
72　　第術教科謹　l∴下巻（藤Tl潮」喜大部編）

吊吊　誌誌　器羅碗）
9／17　日欄新教科，i割沢田吾一編）

948　日柄新教科膏　上巻（沢田吾‾編）

949　　卯数字　上・下巻（野口保興編）

9501三代実録∴巻1－50慨原時平薯）

－　94　－

237

341

407

408

421

180

181

132

342

366

367

312

711



曽∴名∴索　引

三体帖l・2（小野之助編）

師走小学　巻1－4（冨山防縮）

据i′史記伝抄　巻1－3（山本廉閏）

恕評席末人家文読本∴巻2～20（愈退之著）

川場」遅霜傾山陽（裏）若）

山陽講少1－4（頼i川場（藁）著）…

三創価華∴巻1－16（左喧春谷撰）

二陸Iii憶震及津波報告伸火気象台編）

川婆の復古と精忠（金杉英五郎管）

し

字音仮名造便法（大鳥止健編）

縮椿考抄本　十・卜（物姐“弛）

吏記信砂∴巻l～3仙本廉喘署）

吏証l林　八佳版（攻稚降着）

詩経　巻之1－8（秋田偉大右裾円）

時間こ関する教育質料（文部省編）

吏「潮時伝　2出馬遷著〉

史記列伝読本　巻之1（「」席遊楽）

舶式日錐曲線法例題解式OIlけ仁嘉一郎署）

寮流通鑑∴第1イ0相同馬光ほか編）
吏籍集覧1－132種（102欠）（近勝敗城編）

吏籍集光∴第1イ0（近藤瓶城編）
岬戟紀聞∴巷1－4（根岸直利編）

漆樹栽培習　正　続〈初瀬lJi健拙著）

十訓砂I　下巻（鈴木弘恭校訂）

実験的・総合的　批中川勺国語教授法大成（i帥i源
二者）

友験博物館（大谷津直麿署）

夫際的教育学（沢柳敢太郎者）

実社会（大揚茂馬　小林化膿者）

実践道徳羊　上　手（能勢栄者）

十動東灘葦　524巻（f先謙編）

実用教育孝及教授法（谷本富者）

実用植物書（進膿玄敬編）

実用用器画法講義（今井芳I蒼著）

丈鵬組成沿革略説（重野女繕．河田熊薯）

支那吏要　上　下巻（市村蹟次郎編）

支那人名地名支那宣輯録（大蔵省理財局編）

支那彊更　上　中　下（柑橘一一郎著）

社会実理教育勅語締り義憤部避雷著）

釈氏要覧巻†中　下（造成者）

謝，小文紗∴上　下〈謝勅得（幽l」）者）

奔是吾激論　上　下〈ピュフヲ／著）

師友　第62号（北海師友会）

周易信義大全（朗蘭まか奉勃然）
袷介秒　全6番（洞院公費撰）

習曲譜

修辞学（武島又次郎薯）・
眉清外史1－13（馬杉紫著）

修身学初歩（金港董）

修身教科書1－4（井上哲次郎著）

修身教授大資料（清原貞雄箸）・

修身教授法（笹倉新治著）
十八史略講義大全　上・下（曽先之薯）‥

十八史略妙（国語漢文研究会締）

儒教と現代思潮（服部字之吉著）
土澤新薬　巻1－4（余郷鷺江原作）・

宋竹花文粋　巻1－6（米比尊（竹光）著）

春山遺稿（鈴木春同著）

菊子　20巻（勧兄撰）…

春秋拍例始末右伝句読直解（林堯藍†）

春秋四伝　首巻，巻之1－38（今村八兵衛板）

順天主義と東洋糀神（井田麟脱着）

小化学書∴七・下巻（アイラ・ラムセン著）

小学英語読本1－4（神田乃武著）

小学面子本　第1－8編（浅井忠、撰）

小学句誠∴巻之1－6（陳選句詭）

小学句読∴巻之1－4（陳選句識）

小学作法教授＃（相島亀三郎著）・・

小学地理1－4（文部省編）・

小字摘要（大槻如電編）

小学摘要（大槻知慮編）

小学日本画帖1－16（野村文挙著）

小学日本歴史1－4（文部省編）

小学類編中等教育倫理科教科用語（五十川左武郎

編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　895

小学校教師用手工教科書（文部省編）　　　　151

小学校体操教練と英胎盤（角田来市若）・　・144

小学校に於げろ体育上の実際的施設と運動会
（膜山霊，福島檜二共著）

上宮太了論叢（佐伯営造縞）

将軍宣下三十一度儀不同の次第　写本1巻（新井

若美（白石）若）

昭韻皇太后御集　上　中　下（文部省編）

尚倹搬要　上　中　下（月田養侶編）

晴山紀談（湯浅元禎（篇山）輯）

小植物学（扇田功太郎編）
小年詩話（野口寧蔚著）

小物理学（木村擬古編）

小物理学（散薬祉編）

小物理学君（ンヤメ／者）

抄本雲薄雑誌　抄本束西遊記抄本藩翰譜（桶純一

編）
□孤1大礼要録（内閣大礼記録編纂委員会編）

初了文事軌範（三島中洲（毅）編）

初学文法図解　完（I龍三慶著）

95　－

955



書∴名　索　引

書簡文添削方針　巻の1－4（阿保友一郎著）……・901

薯結集註　察沈集伝（北島茂兵衛著）…・　　　　638

続日本紀（菅野裏道著）　　　　　　　　　　　　　704

続日本後紀　巻1－20（藤原良房著）…・　　　　706

植物学（散薬社編）・・　　　　　　　　　　　　　238

植物学教科聾（岡村金太郎編）・　　　　　　　・345

植物学教科聾　上・下巻（三好学績）・　　・297

植物学初歩（フーカー著）・・　　　　　　　　182

植物学新書（富山屏編）・1－．・　　　　　　　　　　183

植物分科撃要（松村任三編）…………………………507

諸家人物志　士・下（南山通人（池永豹）纂述）　　766

鋳言三特例（藤原（麗辞）雅澄撰）…‥　　　　　　　939

助言蕃象　上・中・下（三宅橘囲口授）　　　　・940

助辞本義一覧　上・下巻（橘守都述）…　　　　　941

初等英文典（菅沼岩蔵著）　　　　　　　　　　…541

初等幾何学　上・中・下巻（長沢亀之助編）・　314

初等幾何学教科書（菊池大麓編）・　　　　　　　239

初等幾何学教科書（アンドリュー・フィリップス，

アーヴイング・フィ　ッシャー共著）・・　　　184

初等教育　近世鋭術（佐久間文太郎編）…・　　　371

初等教育　近世算術　全（上野清編）　　　　　…434

初等教育　平面幾何　全（上野荷稲）・・1－．……………436

初等算術新書（冨山房編）・・・・・　　　　　　　　・弓85

初等新幾何学（東京数学院編）　　　　　　　・・409

初等代数学（チャールス・スミス著）　　　　　…372

初等代数学　第1－3（野口保輿縞）・・…　　　　‥315

初等代数学　第1－5編（野口保興編）　　　　…316

初等代数学教科書（薗野敬三郎，坂田息次郎同編）165

初等代数学教科誌　上・下・続（藤沢利喜太郎編）186

初等平面三角教科書（早Iii万弥編）…・　　　　　199

初等平面三角術（ジョン・ケージ一着）……………・240

初等平面三角法（ジョン・ケージー著）……………・243

初等平面三角法教科萬（菊池大麓，沢田吾一編）・1－．・241

初等平面三角法教科書（ジョン・ケージ一番）…　242

普通要整　日本篇（石橋犀水（啓十郎）著）…‥　　149

ショヴネー氏幾何学教科詑　平面之部（ショウネー

著）…………………………………………………・368

書法詳論　上・下巻（石川濁流（英）著）…・　　　914

白河楽翁公と徳Iii時代（三上参次著）　　　　　…74

新幾何学教科書　平面・立体（長沢亀之助編）……317

新幾何学教科書　立体（長沢亀之助編）　　　．i・318

新古今集詳解1－7巻（塩井正男著）　　　・994

新刻改正論語　巻1－10（朱姦集註）・・　　　　…626

新刻校正増補囲機活法詩学全書　39冊（八尾甚四

郎友春梓行）‥

清国時文類纂（伊藤松雄編）

沌国時変戦史　明治33年（参謀本部編）

清国通考　第1・2歳（服部字之吉撰）

新策正本1－5（頼山陽著）…‥

新算術（東京数学院著）

1051

533

52

・83

・803

・422

ー　96

新式小鉱物学（脇水銀五郎若）……………………‥ii・・445

新式代数学　上・下巻（宮本久太郎縞）・1、・i・　　…286

新式中等習字帖　上・中・下（高津鍬三郎編）　　428

新式物現学教科書（本多光太郎，田中三四郎著）　211

新式立体幾何学（遠藤又蔵絹）・　　　　　　　　179

新種近古史談（大槻磐渓薯）……………………………62

晋普（太宗著）　　　　　　　　　　　　　　　　751

尋常小学国語読本　巻7－12（文部省編）・・　　289

尋常小学算術雷　児童用（文部省編）…‥　　　　　287

尋常小学算術薯　教師用（文部省縞）……………‥137

尋常小学修身詩（文部省編）…‥　　　　　　　　　290

尋常小学地理番（文部省編）…‥　　　　　　　　　291

尋常小学読本（文部省編）……………………………・288

尋常小学理科書　児轟用（文部省編）　　　　　…292

尋常中学西洋歴史　上・下巻（菊池熊太郎編）・　244

尋常中学日本地理（木村繁四郎，大道寺直編）・245

尋常中学博物示教（長坂富吉，寺崎留吉編）…・・140

尋常中学理化学示教（澤吹忠平著）・・・　　　　143

真書金言集（岡田造作縞）…………………………‥　517

新制国語読本　巻9（東條探編）……………………410

仁説三雷　上・下（大田元貞（錦城）著）　　　　　602

新撰使手づかび教科評（鈴木弘恭著）・　　　　・864

新撰漢文読本　上・下（中根淑編）　　　　　　　319

新撰幾何学（熊沢鏡之介，小林堅好合編）　　　…246

新撰皇国史　上・下（修文飾編）…　　　　　　　877

新撰砿物学教科蕗（神保小虎薯）　　　　　　　・229

特撰国文典（渡辺弘大著）　　　　　　　　　　　446

新撰算術教科書（三輪桓一郎著）…‥　　　　　　　298

新撰小地文学（山上蔑次郎著）・・…　　　　　　・452

新撰対数表（佐之井原甫縞）…・　　　　　　　　373

新撰体操法（日本体育会編）…　　　　　　　　　141

新撰地図　日本之部（山上万次郎編）　　　　　　453

新撰中学修身教科書　巻1－5（井上哲次郎，大

島義修著）…

新撰中学修身教科蕾教授参考書（十時弥薯）

新撰中等用器画教科書解説（松尾哲太郎著）

新撰中等用誌面教科番図式（松尾哲太郎著）

新撰地理　日本之部仙上方次郎縞）・．・・

新撰帝国法典（博文館編）
新撰日本文典　上・下巻（手島春治著）
新撰博物示教（堀正太郎，藤田経信編）

新撰普通地理　日本，外国之部（山上万次郎編）

新撰普通地理（山上万次郎著）

新撰物理学教科計　上・下巻（酒井任侠絹）
新撰理化示教（三根正売編）・…

新体皇国小史　上・下巻（岡田辰次郎著）・

新体日本文学史教科書（藤岡作太郎著）
新中学幾何学　平面部・立体部（高橋柴犬編）
轟息報国歌集（弥富吸塵雄撰）

新地理教科詐　本邦之部（地理教授研究会縞）



洋∴名∴索　引

所定漢文。贈り（典文祉縞）

新訂算術教科曽（確証葦者）

新訂中等国語読本　中学校国語科教科用語∴巻1
－10（落合証文編）

新疋中等地理通論（啓成荷稲）

臣道夫践教典　歴代御製と御聖徳憧蹄宏一著〉

神主正統記読本（北畠親原著）

袖掌止統記読本義解（I川添堯敬薯）

種芋正統記∴巻之1－6（l酬（北畠親房撰）

新版拾芥砂　金6巻（渦院公賢撰）

新編御伽草子　上　下（秋野的之輯）

新編漢文教科書∴巻1－5旧誼漢文研究会縞）

新編幾何学教科吾（谷田部梅吉編）

新編国史教科書参附対（辻善之肋編）
新編国文読本　巻の1－3旧譜研究会縮）

新編古今事文独楽（八尾助兵衛友久刊）

新編卯術教科堂　上∴下巻（大森俊次編）

新編算術初射大森俊次編）
新編修身掌初歩（金港雷）

新編修身教科書∴巻1－4（井上哲次郎著）

新編小物理学（木村駿古紙）

新編両津史綱（賃作元八，峰岸米遺著）

新編臨学則剛附凶慣性元八，陸岸米造合著）

新編代数学　士∴下巻（二輪極一部編）

新編地文子（峰是三郎署）

新編中学化学凸（池田菊田署）

新編動物了教科書（大森千蔵書）

新編博物教科評（藤井健次郎編）
新編普通算術　上　下巻（佐久同文太郎編）

新編理化学示教川下安太郎編）
新編理化示教（伊達道太郎縞）

新編理化示教（宮本久太郎縞）
新編倫理教科喜　総説　上　下巻（井上哲次郎，

高山林次郎若）

新編和文教科書　中古之部（望Ii慎連続）

す

随園三十種（衰枚（随園）編）

数学教程　上／体幾何子之邦（陸軍士官千校編）

数学要義　幾何学　三角学（カール著）

駿台雑誌（圭鳩巣（真滝　駿台は敬称）著）

酸基雑記（窒鳩巣著）

駿墓雑読註釈　仝（窒鳩巣若）

接合雑誌読本（室鳩巣著）

－　97

せ

埜学知津（加藤賢梁述）

征韓停船　巻之1－5（lii口長講著）

望訓註解（内田良平著）

猫献遺言（浅見安正若）
成前文初集∴巻1－3（重野成斎編）‥

生産戦随想（川上嘉市著）

静垂学（ハンプリン・スミス（蘇密士）著）

聖上御盛徳録（聖徳奉賛会編）

清少納言枕草紙装束撮要抄（南井義知著）

聖勅奉読私記（樋口文彦著）

征寸軍団記事　明治10年（厚生笠）

聖徳余聞　増補2版（三省掌編）・

制度通　巻1－13（伊藤長胤編）

青年漢文教科書（丸井圭治郎編）

608

716

27

775

1043

1

501

70

1020

666

53

71

812

902

染武記　乾，坤（貌源若）　　　　　　　　　　752

正文章軌範説本　完（謝防衛編）　　　　　　　570

西遊記　上・下巻（元正座機（長春興人）撰）
西洋史教科書（坂口昂著）
西洋史綱　明治32年（実作元八．峰岸米造合藷）・280

西洋史綱　明治40年（発作元八，峰岸米違令著）　281

軸羊史綱　明治40年（発作元八，峰岸米造合著）　282

西洋裏面史（藤沢基一番）…　　　　　　　　　　　59

西洋略史（実作元八，峰岸米造合着）……………・283

西洋歴史（白鳥座古着）　　　　　　　　　　…376

時瀾焚詩（宮崎宣政（晴瀾）著）・・　　　　　　　569

生理衛生学（粛田功太郎著）　　　　　　　　　386

生理学新書（冨山房編）　　　　　　　　　　　187

世界列国の大勢（建部避吾著）・　　　　　　…89

世説新語補1－10（何良俊撰）…・　　　　・・776

節粛遺稿　上・下巻（森田益（節蔚）著）・　　　1036

拙堂文集　巻1－6（斎藤親善（正課）著）…・1039

前賢故実（菊池武保（容斎）輯著）・　　　　　769

戦国策正解　全10巻（横田惟孝著）・・　　　・753

洗心洞別記（大塩中流（平八郎，後素）著）・　・7

箋註蒙求校本　上・中・下（李潮著）…　　　　　778

箋註蒙求校本　上・中・下巻（岡自助薯）…‥　　777

先哲叢談　目録，巻之1－8（原書（念蔚）著）・　609

先哲穀談　後編　巻之1－8（東條耕（琴台）薯）…・610

先哲護談年表　総目録（東條耕著）　　　　　…611



膏∴名∴寮　引

そ

宋jLf案1－40（黄宗発案）

宋元通解∴巻1－157（韓じ協（仲稿）編）

操弧字訣　巻之1－10（伊藤東涯著）

宋史紀事本末論止109巻（鳩埼原著）

邦子鷹斎［］義（林希逸（道春，羅山撰）

末書100巻（沈約奉勅撰）
i宮1正気歌（玉木本三郎編）

増続大広益会玉篇大全（毛利典籍編）

増訂国許文典割田紗二郎薯）

増訂国民之教養（北原種中背）
増訂ンヨウ不一氏幾何学教科書　－1′向之部（ンヨ

ウ不一著）

増訂日本中史　上　下（大槻文彦薯）

曽文正公案薬砂上・下巻（営団藩（文正公）薯）　　806

増補白、註国史略　巻之1－5（岩か松前編）………694

増補標記古事記読本　仝（加藤高文著）
候文離　し・下巻（佐藤馬絹）・．・

曽我物語　巻1－12

即l据L大嘗祭大典講話（関根正面著）・

曽史砂　上・下（大槻如竜編）

曽史抄本　上・下巻（大槻如竜編）

曽史抄本　上・下巻（大槻如穂綿）

楚辞燈　巻之1－4（林聴伸論述）

息軒道稿　巻1－4（安井衡（息軒）著）

狙練先生学則（荻生茂卿著）

祖徳光生客間書（荻生茂卿（狙徐）著）
存採露語（近藤王道編）
尊卑分脈（藤公定撰）

た

大学大全章句（徐九一大更訂正）

大学提要（佐藤雲語録）

大学或間・1、・

太極図説（用敦顕（l戯渓）撰）

46

530

1012

42

903

・・898

904

1060

1046

606

・607

597

785

・・616

617

618

663

大広益会玉筋大全　首巻，巻1－10（毛利貞鱗編）973

大広益会玉筋大全（毛利貞粛編）　　　　　　　　　974

大詔（大詔干哨丁会）　　　　　　　　　　　　　　　37

人正中学修身（西田幾多郎，山本良古着）・　　905

大正徳行録（富両大臣官房編）・・
大浦三朝事略　上・下巻（村山締着）

天満律輯詰　1－20（沈天易）…

代数掌∴第1－4冊（クリスタル著）

‥573

725

813

・250

－　98

代数デ　上　下巻（三輪桓一郎編）　　　　　　　295

代数学教科書　上　下巻（樺正誼者）　　　　　　249

代教学教科書　巻1－4（チャールス　スミス著）377

代数幾何学∴上　下冊仙本信実編）

代数幾何教科書（平面）（ヴィヴィア／者）

体操池　歩兵教練之部（日本体育会編）

太一先生遺稿（前田信成著）

人膚西域記（排機撰）

大日本史∴第1－137（徳川光幽編）

大日本帝国勅語全集（蛙愛社）
髄I虹こ虹而して（筑紫熊七者）

太平記　本又40番（5冊）（国文学会編）

泰平年表（天野境域（忍屋隠士）藷）

泰平年表続1　2（竹舎工人編）

体力養成十分間体操（陸軍戸iL摩桜紙）

大礼適義（山田孝雄著）

大礼要談廿塚虎太郎著）

竹取物語抄　上　下巻（小目i伯鳳）

竹取物語他言解　上　下巻雄々木弘綱鮪）

能閥考（六人部是香薯）

玉あられ（本居宣長箸）

玉勝間　日録，巻1～14（本居宣長詐）

玉〈し気　別本，上　下（本居宣長著）

玉絹線分（東条義門番）
玉の緒末分櫛　上　中　下（長野義言著）

玉乃繍変格塀（聖li慎頼）

短歌撰椿　上　下（橘宇部著述）

単級学校（原慶次郎編）
弾道数理（バーキ／ノ／著）

ち

竹単文妙（斎藤馨（竹堂）者）

457

170

141

1035

796

681

36

487

1013

717

718

521

44

・43

1014

1015

793

956

1022

612

957

958

959

995

117

488

1040

地文学∴⊥∵下巻（アーキハールト・ケーキ一幕）194

地文学教科惇（篠野乙次郎著）
地文学新しlj（（門氏）只野成重訳）

地力締出大観（二十七　八年）伸筋省編）

ちゃ－るす　すみす氏小代数学（上据品訳）

チャールズ　スミス氏中等邦術（佐久間又太郎

編）
チャーレス　スミス氏初等代数学（長沢亀之助，

鶴田耀之助藷）

チャーレス　スミス氏代数学（チャーレス　スミス

著）

378

302

95

383

382

380

381

中学漢文読本　巻之1－10（秋川四郎編）　　　　817

中学漢文読本初歩　巻之上・卜（秋山四部編）　　816

中学漢文入門　上・下巻（内堀経文著）　　　　　815

中学漢文人目教授法（内堀経文著）　　　　　　　160



宮　名　索　引

中学幾何学初歩教科書（長沢亀之助編）

中学教科平面幾何（寺尾寿，吉田好九郎全編）

中学教科平面三角法（寺尾寿．吉田妊九郎合編）

中学教科明治文典　巻之1－3（芳賀矢一議）

中学教科用地図　日本之部仙上万次郎薯）

中学教科立体幾何（寺尾寿，吉田好九郎全編）

中学教程日本文典（中等学科教授法研究会若）

中学研究仙本良古着）
中学鉱物界教科評仙田邦彦，右上孫三舎著）

中学国文　lの巻上・下（塩井正男編）

中学国文読本　巻1－10枚文飾編）

中学算術（上野濡，奥辛浪太郎編）

中学算術　L・下巻（上野清，奥平浪太郎編）

中学算術教科書（鹿野敬三郎著）

中学算術教科書　上・下巻（上野清編）

中学算術教科葺　上・下（長沢亀之助著）

中学実験理化示教（小川正孝編）

中学習面帖　巻之1－6（佐々木三六着）

中学修身　巻1・2仙路一遊編）

中′㌢修身教科聾　巻1－5（井上哲次郎著）・1、・i・

中学修身教科書∴巻1－5（井上哲次郎，大島義

修著）

中学修身教科喜∴巻1－3（両辺知春編〉

中学修身教科書　巻1－4倍出離致若）

中学修身教科書教授参考書　ユ・2什時弥著）

中学修身吾∴巻1－5（井上哲次郎若）

中学修身吾　文部省検定済（沢柳政太郎著〉

中学修身荘　巻1・2（指原安三）

中学修身苦∴巻1－4（沢柳政太郎著）

中学修身喜（改修）巻1－5（沢柳政太郎著）

中学修身菖∴巻1－5（湯本武比古撰）

中学新習字　巻1・2・3（香川松石揮童）

中学地理教科書　外国之部（山上万次郎著）

中学日本地誌（矢津日永著）

中学万国地出　土・下巻（大津富来著）

中学物理学教科書（近藤新政著）

中学平面三角法　修正3版（成田熊太郎著）

中学用三角法（飯島庄之助編）

中学理化示教（池田菊苗若）

中華事始　巻之1－6（貝原始古（益軒）縞）

中学校数学教科書算術之部（寺尾寿，吉田好九
郎全編）

中学校数学教科書　代数之部（寺尾寿．吉田
妊九郎編）

忠網　全（大槻清二）

沖虚至徳真経　巻1－8（張湛（庭度）注）

中古文鑑　上・下仲村秋香箱）

中朝事実　上・下（山鹿素行作）

中等鉛筆画手本　第1－8編（浅井虫著）

中等化学教科吾　上・下巻（吉田彦六郎著）

1高浜丈備考∴巻1～5（岩垂遺徳編）　　　　　218

中等漢文　文部省検定l細沢柳政太郎，岩垂遺

徳紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　832

年等幾何学　上・下巻（真野肇，遠藤敏之肋共編）296

中等教育　地理学教科書（佐藤伝蔵編）・・　　　　388

中等教育漢文軌範（石川鴻斎編）　　　　　　　　219

中等教育漢文軌範　巻1・2（羽田安政はか細）　833

中等教育幾何学楷梯（長沢亀之助編）　　　　　　323

中等教育幾何学教科許　平面之部，立体之部（長

沢亀之助編）　　　　　　　　　　　　　　　　　324

中等教育近世化学（里lii舎蔵著）・　　　　　　253

中等教育金石学（鳥居保夫編）・・

中等教育けじ－氏平面新三角法（原浜雷編）

中等教育国文軌範（落合直文著）

中等教育作文教科書　巻1－3（古谷知新著）

中等教育作文教科蜜（小宮山弘道編）

中等教育作文教範　第1－5（友田宜刺繍）

中等教育作文法（萩野出之著）

中等教育算術教科書　上・下巻（寺尾寿編）
中等教育算術教科書（林鶴一編）

中等教育算術教科書教授資料（林鶴一編）

中等教育実験博物学（大谷津直麿著）

中等教育実用植物評（進藤玄敬編）

中等教育支那歴史　上・中・下（棚橋一郎著）

419

254

347

834

255

835

200

421

・201

133

348

385

420

中等教育植物学教科書　上・下巻（三好掌編）　297

中等教育植物教科辞（藤井健次郎碧）　　　　　188

中等教育新算術（東京数学院著）・　　　　　　422

中等教育新撰算術教科書（三輪桓一郎若）・　　　298

中等教育新体支那史（山本頼輔編）　　　　　　　464

中等教育新箱地文学（峰是三郎著）　　　　　　　299

中等教育西洋歴史（木寺柳次郎編）　　　　　　256

中等教育生理衛生学（務田功太郎著）　　　　　386

中等教育代数学　上・下巻（アシェ・ポンス著）・171

中等教育代数学教科書（長沢亀之助編）　　　　　325

中等教育代教学教科書　上・下巻（林鶴一編）　202

中等教育代数学教科書　巻1・2（渡辺小三郎編）447

中等教育地理学教科書　上巻（佐藤伝蔵編）　　387

中等教育地理教科書（野口保興著）　　　　　　　326

中等教育動物学教科書（飯出魁編）　　　　　　　220

中等教育動物教科曹（丘浅次郎著）　　　　　　　349

中等教育日本文典（大槻文彦著）　　　　　　　　350

中等教育日本文典（落合直文，小中村義象合着）　351

中等教育博物階梯（高橋牽臣著）　　　　　　　　423

中等教育標注漢文入門（深井鑑一郎編）……………836

中等教育普通文作法（石田道三郎編）　　　　221

中等教育文法教科書（溶合直文書）　　　　　　352

中等教育平曲幾何学（谷田部梅吉編）　　　　　　465

中等教育平面三角棋教科書（長沢亀之助編）・　　327

中等教育明治算術　上・下（新名重内著）・・・389

中等教育用器画法　上・下巻　　　　　　　　　173

－　99　－



申啓姉川1器画法　十・下巻（竹下高次部）

昭教組丁瑞帖去中細′i五部緬）

車

中

中

車

中

教育用器画法　技劉刷、∠部（幸浦誰ll即納）

教育用器し暗去鮎相当瀞乍IL飾編）

2品器禁教（Tl」i藍諾細
205！中等歴史（蜂岸米造繍）

203　i用i大全∴章句．乾∴坤，或間

教育倫埋字教科詐∴巻之1－4（剛IJIt半緬）3531両店提要（佐藤芸鵜舟

教育蒜詰所糎名　全備l諏館）

教科化字〈高田徳佐署）

教科漢文読本侶本正賞編）
教科実業用器画（大I離山　却増）

（チャールズ・スミス署）

興（芳在り、－一幕）

教科東洋史（藤間黒人編〉

教科日本史（田中稲城．赤堀又‾‾即納）

教科il本薙吏（田中相成，赤堀文一部署）

敦fiには人丸きし地図（佐勝小吉繍）

教科博物ノア初歩（高楕草同者）

教科月l地図　外国，神山上方次郎編）

教科倫現出中原貞七緬幕）
鉱物字教科吉（冨土谷孝雄署）

也語読本中孝枝国語科教利用日（落合証文

編）

中等国語読本　巻1－10（落合直文縮）

中等「玉出諾，本i前後編目中村秋呑署）

中等国文1－5の巻十・下（井上蜘買署）

中等国文　上・中・ト（－三上忠造詐）

中等国文読本∴巻l（落合正文署）

中等男宿　し・下（真野肇，速縁故之助編）・

中等習字楢謹，行書之部（香Ii松石膏）

中等習字帖　上・中・下（高津鍬三郎縞）

中等修身教科揺∴巻1－5（桑木厳翼薯）

中等修身教科書（計止）巻1－5（桑木厳娘薯）

計器警≡警言霊人）撲，
3効∴二i朝鮮史綱∴上・下巻（il輔手並署）

雄畿隷寧）
訂競謀議喜）

258

146

301

614

615

60

992

800

54

81

90

82

21

23

853

854

3911勅諭修身経読本　併続編（太極謙澄薯）　　　・855

425　㌧∴地理科教授用黒板地図　日本之郁（大元茂　一朝瀞）127

計露議諾（写譜謹言需品琢詰器
189上背36巻（跳思廉撰）

843

胴囲圏

中等植物羊教科書　正，続編（白井光太郎署）

中等新習字行書，草書之部（香Iii松披講）

中等新地理（大田保　一郎薯）

中等両津歴史（村Iii堅固著）

中等生理ギ〈平沢金之助著）

中等′1理学教科吾（山酵正雄箸）

中等代数学教科書　十・下巻（沢田吾一編）

中等代数教科聾解式　巻1－3（山田寓太郎解）

中等中地理　日本記（中村五六編）

巾等中地理　日本読点　璃国誌（中村五六編）

中等中地理　附図，日本誌，万国話（中村五六編）

中等地理教科評∴本邦之部（早見純一編）

中等地理通論（啓成祉編）
中等地理　日本誌地図（中村九六編）

中等地理　日本誌，万国誼（中村五六編）

中等需国文典　巻1－4（吉田豊．伊東尾四郎編）

中等動物学教科♯　上・下巻（五島清太郎著）・

392

849

355

300

206

467

393

帝国海軍史論（小笠原長生著）

帝国憲法（博文館縞）
帝国違法要領　修身科用（岸本辰雄著）

確固憲法論（市村光恵著）・

訂正改版近世物理学教科書（中村清二編）
852　　訂止幾何教科喜解式（竹瑠登代多館）

195　　訂正再版帝国憲法要領（岸本辰雄碧）
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目　名　索　引

手紙之文（小野鷲蛍編）‥
てにをは教科書（物集高見著）

てにをは係辞耕（萩原鹿追述）

でには網引綱　上・下（梯非道敏藷）

天震鰯稿，亜引党争異音便覧（千早多聞編）

難詰史記列伝　2（司馬遺著）
占、言1倍宋人家文読本（16冊）（沈徳治）

と

独逸大観1937－38（日本電報通信社編）・

岩陰存稿（巻1－3）（塩谷岩陰（世弘）署）一

束雅（新井白石著）

東軍録　百枚，巻1－16（薙良駿編）

束輩録　524巻（王先議編）

東関紀行詳解（島野幸次著）

東京帝国大学一覧（東京帝国大学）・・

統合帝国地理　中学校用（山上万次郎著）

東国通鑑1－30　巻之1－56（徐居正等著）

東西遊記（橘高給著）・

東磋閲見錬　目録，巻1－4（陳家麟輯）

唐評　80冊（宋部族）

頭語古今和歌集遠鏡　20巻（本居宣長著）

唐宋八大家文構築評　巻之2（唐勝之撰）・

席末人家文妙　上・下巻・・

席末人家文読本（愈退之著）

席末人家文読本　30巻（16冊）（沈徳潜）

皆朱人家文法明斯（沈徳潜編）・
動物学（散薬社編）
動物学教科書（大森千蔵著）

動物学教科書（発作住吉著）
動物教科書（丘浅次郎著）

91

な

長沢氏英文代数学続編（長沢亀之肋編）

中臣祓琵席　上・卜（野田弥兵衛著）

に

二十二史別記　巻1－36（趨翼撰）

10421日常国民礼法（相克亀三郎．加藤末吉著）・

723

794

795

760

984

1070

571

1071

1072

1074

261

357

304

349

動物実験初歩（飯島魁編）　　　　　　　　　　　223

蕩平髪逆図説1－4（法馬路文随館）　　　　　761

東洋史教科評（桑原隣厳暑）

東洋歴史　上・下巻（宮本正賞著）

東洋艇史地図（石沢発身締）・

東栄博識（租謙（東栄）撰）
読一書余適（安井衡（息軒）著）・

読史余論　巻1－2（新井白石署）

従桂子藁∴巻之1－5（金内格三（譲受卿）著）
土佐日吉己考謹　上・下（岸本由豆流著）

土佐日記読本（橋本光秋，石田道三郎校訂）・

登山の注意（日本山岳会編）・i

豊臣秀吉謹　上・中・下巻（林道春著）・

十和田蔦八甲田保護林（青森営林局編）・

日本外史紗（頼山陽著）

日本北アルプス案内（鉄道省）

日本後紀（残映本）（藤原冬嗣撰）
日本高僧伝（道契撰）

日本語学階梯　上・下（堀秀成著）

日本史綱（嵯峨正作編）

日本釈名　士・中・下（貝原篤信（益軒）編）・
日本中史　上・下（大槻文彦著）・…・

日本小文典（ピー・エッチ・チャンフレン著）

日本書紀（舎人親王編）

日本亜紀追証　巻1－35（谷川土浦編）

日本新地理（佐藤伝厳暑）・

日本新文典（冨山房編）

日本政記　巻1－16（頼義（山陽）著）…

日本聖典歴代御詔勅註解（竜野定一著）・i一・・

日本絹神講座　第2－12巻（新潮社）

日本戦史（日本戦史編纂委員撰）・

日本中文典（高津鍬三郎著）

日本地理教科書（山崎直方著）

336

671

1028

1029

522

786

579

日本武士通史（魅li（竜大著）

日本文学史教科書（藤岡作太郎著）・

日本文学小史（中等学科教授法研究会著）

日本文典（落合直文著小中村義家）…・

日本文典（大槻文彦若）・

日本文明史略（物集高見著）・・…

日本歴史　前・後編（田中稲城，赤堀又二郎著）
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日本籍吏I天野朽之，前橋孝義著）

如減圧上記　巻4（日付間艮弼編）

ね

燃I斡緑（服部天放（鯨門）薯）

年山種苗仕安藤為脊（牛用）著）

の

潰業雑読∴明治21年1－12月（羊農村雑託局）

農業雑記　明冶23年1－12月（f舗上雑誌局）

歳業雑読　明（子，25－27年（了農村雑誌局）

野口共同　共生誹及親元（東京歯科医学専門了校

縞）

祝記考　天　地　人　翻刻（加茂真淵著）

は

帥日和去（中村達太郎編）

侃又訊け　巻1－106（張主語等撲）

俳林小伝仲村光久輯）
梅嶺衆目種　天　地　人（幸野楳樹（梅羅）面）

自民文集（出店易（葉天）者）

雷　名　索　引

169

593　1 ひ

i　微積分学　前・後編（アウテンハイメル若）

l詰繋謙譲率
i　標語史記列伝読本（司馬遷薯）

i藷等誓嘉掴

ぺヽ

！扶桑拾葉栗　目録，系図，30巻（徳川党閥縄）

諸講読
計驚謀議整薯）

博物i宵梯（高橋i，7日者）

博物ギ教科書　′上理学之部，動物子之部．蕪生物

学之部（†沢余之肋薯）
冊物干初歩（高橋章両者）

†鮎物了の標本と模型の安価表徴育品製造合資会社

編）

博物教科謹（藤井健次郎編）

i舗勿示教（長坂密語．寺崎留吉編）

出物′」、教（山崎思興薯）

持氏又通　巻6－10（罵建官署）

八代集抄　1－50（北村季iJ今著）

発動主義の教育（山本良吉著）

鍼獲（勝原（鹿持）雅澄撰）

哨豊記10巻（勧修寿昭聖者）

港翰譜　巻1－12（新井君美著）

滋翰譜読本（新井白石者）

親近の倫理学し宰（中馬力遺著）

聞国人年表（棚橋一郎　小川銀次郎編）

万国地理指要　上　下巻（林曽登古老）

423惜藷競諸島嵩
209　　普通教育算術教科。雪　上・下巻（飯高晋薯）

146　　普通教育中学算術　訂止版（上野清，奥平浪太郎

紺霧露語
779

17　　普通教育物理羊教科審備考（田丸卓部署）
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詐∴名∴索　引

普通国文〈今泉疋介　制l」健軽）

普通国文論纂植村九兵衛縄）

前垂算術　上　下巻（佐久間又太郎編）

藍通則剣ヒrT（ウヰリアムス著）

藍通植物学教科書（二妊了稲）

普通し、呼子集成　上巻（谷本…著）

藍追出理学教科書（ンヨヱルトーメ／　スチつレ

薯）

普通代数教科書（田中矢徳編）

普通動物ギ教科帥飯島魁編）

藍塑日本文典（落合重文ほか著）

普通物理了教科書　上　中　下（三」守編）

普通文典間口隆太郎薯）

猷遍文典（崎原平一郎者）

浩通文法教科書（＿矢靴、清水十一部署）

鮎睦言i面幾何学教科LlTlルーン1－　コ／ベル‾

ス共著）

鶴岡略史（辻本一質者）

物理r（上郡華氏）上　下（パルフォつレ　スチゥ

γ－ト著）

物理学教科出本多光太郎，田中三四郎者）

武徳編年集成休付記教案）
かり加ナかみ（小澤庖庵（支中）者）

文海航針　上　中　下塙田耕馬纂勘

丈l綱几針（鍛川【回航陣　中楽日造　日下覚

編）

文語良材∴初編（佐藤益太郎編）

文章軌範　止　統15冊川中民放）

文章軌範抄本　全（渡質勇編）

文中軌範評林大成（去腐補新月謝制il

編）

又軍軌範罰杯大成　続巻1－6（郷守益編）

文章軌範評棒大底　止，統（岡三慶著）

文革軌範文法明排∴巻1－3（岡三度着）

文章撰格　L∴（橘一周！撰）

文市棚ij方針1－4編（剛某友一郎著）

文体明羅1－4，7－40（徐師書i撰）

文中子中説　巻1－3（4－10欠）（王通撰）

又武会誌∴第23号（文武会）

又文山女妙∴巻1－6（又天神撰）

文禄征戦偉紙仲学会編）

へ

平家物語講義1－6巻（今泉走介諮）

平家物語講義1・2（今泉走介講）

平三角教科評（田中欠徳編）…

1冶物語（中根激暑）

平定馬匹紀略1－6（官文藻）

平面幾何　全（上野清編）

1両幾何学　令ipi図形論（オラウス　ヘ／リン

著）

平曲幾何複詔問題集（戸島嵩等師範附属中学校教

子研究会著）

平面三角法教科書（遠藤又蔵若）

1両三角法教科書（長沢亀之助編）

関都小言　巻1－4（大橋順倒庵）著）
耕道（荻生茂卿（祖徳）著）

編年日本外史　巻1－16（重野女締着）

排名　上　下（荻生茂卿（祖徳）著）
へんりつし－氏初等平面幾何学（0　へ／リノンー

著）

ほ

保建大詰打聞1－3（谷車遺著）

方丈記　仝（鴨長明薯）

宝氏倫理学（マーク　ボブキ／ス撰）

方正ギ文粋　巻1－6（村瀬譲捕縄）

法制経済大資料（宝文飾縞輯所編）

茅窓濃緑　上　中　下（茅原正著）

補説荘子囚　巻之1－6（林西仲評述）

北浜先生性理子義　上　下（陳瑠（北浜）著）
岬了　巻之1－16（亜紹撰）

北奔葺∴50巻（季百薬薯）

北窓墳談　後編巻之1－4（橘春晒（南籍）若）

補習科用漢文読本（田沼書店編）

補瑠旋文教科評（国語漢文研究会編）

補修漠文教課菖（瀧lii亀太郎編）

補正近古史談　上　手（大槻磐渓著）

補正標記古文真宝　乾　坤（貰堅編）
補記小学旬鼓　巻之1－6（陳選句譲）

補仕小学句詞　巻之1－4（陳選句読）

本朝国史　巻1－6（豹野永納撲）

本朝箪器考（新井君美（白石）著）
本朝軍器考集古図説　上（新井岩美（白石）著）
本朝通鑑　前編，巻32－81（林恕（春斎）撰）
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晋∴名　索　引

本朝陶器徴証　巻1－6（金森得水著）・・

ま

枕草子　上・下（清少納言著）・
枕草子奉唱抄（北村季吟抄）

増鏡詳解（和田英松，佐藤球著）・・…

滴洲地誌付図（守田利通編）

満洲読本（東亜経済調査局編）
満蒙紹介（前沼洲鉄道株式会社編）

915

567

1020

1007

85

86

87

漫遊記程　下巻（中井弘（桜洲）著）　　　　　　　789

漫遊入国記（角田浩々歌客（勤一郎）著）・・　・1－．・77

璃薬袋緊要　上・下（稲守部署）…・　　　　　　987

璃棄集古義1－31（鹿持（藤原）雅澄著）・　　988

常葉集略解（橘千蔭著）　　　　　　　　　　　　　557

み

三河物語　上・中・下（大久保忠教書）…

三のしろべ　上・中・下（藤井高尚著）…

美濃乃家壊　1－5巻（本居宣長著）・

美濃家襲　折添　上・中・下（本居宣長著）
明鑑易知録15巻（呉建材（棄権）輯）

明史　仝336巻（張廷玉撰）

明儒学案　1－8冊，巻1－16（黄蒜詭著）

明清人大家文論本　巻1－25（近藤元枠編）

明朝紀事本末　巻1－80（谷応兼摂）・

民法要義　巻之3債権縞（権謀次郎著）・…

む

結判例（藤原（鹿持）雅澄撰）
紫式部日記傍誌　上・下（壷井発知著）

め

699

594

‥　989

…990

・739

・740

657

1067

741

・・102

953

1026

名家日用文範（喰代約歳編）・・

明治33年清国事変戦史　巻1－6，附凶，附表

（参謀本部編）

明治時代文範（大日本図書編）

明治大帝（大日本雄朔会講談社編）
明治天皇御集（文部省著）・・…

名臣言行録（朱京紫著）　　　　　　　　　　　　772

明倫歌集　巻第3　4（徳川脅昭著）　　　　　　991

醒めよ（国際問題研究会箸）・…

も

蒙古瀞牧記16巻（張穆撰）

孟子　1－4（井上揆（桜塘））・

孟子集註大全（妙寿院悼辞藤敏夫先生輯）

孟子論文　巻1－7（套文学版）

文選　巻1－60（覇競撰）

文選正文　巻1－12（諦観著）…

問題付国民修身談（末松謙澄著）

文徳実録　巻1－10（藤原基経ほか撰）

96

799

622

623

624

1068

1073

885

700

や

訳文須知（松本愚山（慎）普）
訳文窒蹄（荻生他線口授）
八雲御抄　巻1－6（順徳天皇著）・

野史　1－100（飯田忠彦修）・

山鹿素行言行録（渡辺修二郎編著）

山口葉　上・中・下（東条義門（妙玄天徳）著）

大和事始　巻之1～6（貝原好古（益軒）著）

大和俗訓　巻1－8（5欠）（貝原篤信（益軒）著）

大和物語詳解（井上寛厳，柴島山之勅書）

よ

用誌面　巻之1・2（大原鉦一郎著）

用器画教科許　第1・2巻，続（喜好精一著）

用器画教科蒋解説（松尾哲太郎薯）・

用誌面教科書図式（松尾哲太郎著）

用器画法（佐傍利隆著）・
用器画法　上・下巻（竹下富次郎）
用器画法講義　訂正再版（今井芳麿著）・

用器画法図式（佐扮利陸続）・

用語画法図式　巻1－3（平瀬作五郎著）

用言変格例（藤原（鹿持）雅澄撰）
用字格　上（伊藤長胤（東涯）若）・1－．・

能久親王事顕（堂陰会編）
四等水兵修業記念　昭和十四年六月入団（横須賀

海兵団編）



膏∴名∴蓉∴引

歴代名し圭奏譲∴巻1－31〈煉海綿） 811

り

瑚化子示教（澄吹忠i者）

理化締、教（川下女大部者）

理化′」、教（伊達道太郎編）

埋化示教（小月而名編）

理化示教（敬業持続）

理化′丁、教雁本久太郎編）

陸海事大生活（尾上新兵衛．鵜崎一畝者）
、I国根本之料神僕濃細田渚）

栗山文集　6巻（柴野邦彦（某iii）者）

律儀∴第一巻四分律上伸丁字t書房）
、／体幾何学（遠勝又蔵編）

、′体幾何教科吾怖賞栓代多緬）

劉回新市纂註1－10巻（劉同著）

劉1時説苑妖言」20巻（劉同著）

遼吏115巻（柾尭把等撰）

令義解　巻1－10偏頗真人　夏野等撰）

理念売用算数学　上　下巻（野口保輿編）

理論応用中等幾何ギ　上　下巻偵野肇　遠藤敏

之助共編）

理論売用中等筑諸丁伊野肇．遠藤政之肋縞）

倫理及宗教（元良魂次郎著）

倫理学（ミュイアー　ヘリ卜者）

倫理学吾解説　分冊1－5（育成会縞）

倫理孝説十回灘薬（中島力造編）

倫理ギ大系訳語索引

倫理教科書（井上哲次郎，高山林次郎薯）

臨画帖∴第1－10（植田竹次郎編）

る

類衆二代伶　2－16（l欠）（阿部伯孝摸）　　　809

類薬三代格（亨標本）Oi旧聞等校）　　　　　　810

れ

祖語集説　巻1－30（冗陳瀧撲）・・

歴史綱鑑補　巻之1－39（衰光編）

薙代一覧（須原崖茂兵衛）

歴代御詔勅詑解（竜野定一薯）・…

歴代御製と御聖徳（竜野定一著上

歴代詩学精選（藤良園編）

ろ

騎馬一律　上　下（鈴木喚卿（油州）老）　　　1

老了鹿諦口義　上　下（林希逸（道春）撰）

老子講義　巻1－6（佐藤建材（牧山）著）

老子道徳経　上　下篇（主調註）

論語　巻1－10（米語集註）

論語集話人全　巻1－20

論語正本（岡本監輔編）

論語正本（纂評）（岡本監輔纂評）
論託主疏解経　巻之1－20（何婁解）

論語徴集荒　巻1－20（源（松半）預貸編）・

論語摘略　全（静思館）

論語類編（松田束編）
諭吉提要（佐藤雲離編）

論理方程式（トトハンター著）

わ

和歌八重垣（有賀長伯著上　　　　　　　　　・997

和（倭）訓兼（谷川土浦著）・　　　　　　　　　930

倭字古今通例全書1－4，巻1－8（楕成員編）921

和文教科喜　中古之部（黒）i慎遺漏）　　　　・266

洋書

AIlattlCphllosopherlnParlSbySouvestrc（斎藤

秀三郎編）　　　　　　　　　　　　　　・・549

Dlaloguereaders（岸本能武大著）…　　　　　　554

EasygrammarlessonsforJapanesestudents（シ‾

モル著）…　　　　　　　　　　　　　　　　　536

EngllShhlStOrlCalreader（佐久間信恭縞）…………・550

EngllShiessonsforJapanesestudents（J M・テイ

クソン著）・…　　　　　　　　　　　　　　　　535

FlrStbookofEngllShgrammar（斎藤秀三郎著）・537

AgrammarottheJapanesespokenlanguage（アズ

トン著）

Greatleaders（G T FerrlS著）

H－gherEngllShlessons（斎藤秀三郎著）

HumanlnterCOurSe（P G．Hamerton著）…・

Kanda’snew serleSOfEngllShreaders

（神田乃東署）

105　－



惇∴名∴索　引

106

NattirC and man（興文礼編）

NewEngllShreaders（アーネスト・ハルシー・ル

ース，点間勲薯）

PractlCalEngllShgrammar（斎藤秀三郎若）

PraetlCalEngllShiessons（斎藤秀三郎著）

ThestarserleSOfEngilShreaders（N　ウォルター

TheStoryofStailicyitheheroofAfrlCa（E A

Maedonald薯）

SwlntOn’sfourthreader（戸田直秀著）

SwlntOn’sflfthreader（戸田直秀著）
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1本文に収録した著者・編者名を五十音順に配列する。

2．記述は著者∴編者等の次に（）に入れて書名を付記し最後に通し番号を記載する。

3　配列は原則として読みの五十剖順とし，細部については当館整理基準による。





者　者　名寮引

あ

阿　　　柏（欽ノモ潮間期し考）

相島亀＿郎（小手イ層」教桜宮）

相島亀三郎（日時　国民礼法）
アウテ／ハイメル（徴稲分子）

高森1i林局（十和田iゾ川1田保護林）

青森県（青森県統計膏）
i†蒸し日教育会（者森射教育）

青森県教育会　偉森県青年読本）

青森県教育会（占森県農業教科。男

青森県内務部　情森県勧業要報）
請iii　遊説（国史紀事本末）

庁iiI　延）（皇朗史略）

赤堀又‾郁（伊勃神宮遷呂物語）

赤堀又‾郎　仲等教科日本史）

赤堀又‾郡仲等教科日本歴史）

赤堀又‾郎　映1列英語）

秋田厚太石工門（詩経朱、ノ集伝）

秋iii　四郎（（訂正）外国地誌）

秋iii　四郎（供又教科書）

秋用　四郎（供又教科書備考）

秋山　四郎（漢文読本）

秋山　四郎　仲子漢文読本）

秋山　四郎　仲了漢文読本初歩）

秋用武太郎（秋山幾何附属吾）

没井　　患（小学画手本新按）

浅間∴∴．忠1時l等鉛肇両手本）

女様　　信（艮蔚文略）

浅越金次耶（孤三角教科問

浅見　安正（靖献遺言）

鹿野敬三郎（初等代数学教科雷）

鹿野敬三郎（中学算術教科吾）
アスト／（AgrammaroLtheJapancscspo

kenlangllage）

ア二ノコーフ（中里米戦計）

阿部　値孝（類衆三代格）
1回保友　部（春桐文添削方針）

阿保友　部（文章添削方針）

天野∴為之（日本歴史）

新井白石（岩美）（校止新た〈紫の記）

新井白布（岩美）（将批上下＿十一一度儀不同の次

第）

新男白石（対英）（東経）

新井日石（岩美）（読史余命）
新月白石（君美）（校刻檻輪講）
新井白石（君美）（醇韻語U）iL本）

－109

新月日石　は†美）（本朝雄器考）

新ナi白石（岩美）（本朝位器考集占図説）

荒川　乙，17（三角形作図題分類）

荒川　五郎（最近朝鮮事情）
有賀　長値（和歌八重山勘部類話釈義方）

有罵∴祐政　〈武士道義評）

要∴∴∴嬰（妻子春秋）
アンテルソン（日本美術全書沿革門）

安藤∴為章（牛山紀聞）

Ll

飯蔦　　魁（中等教育動物学教科書）

飯島　　魁　働物実験初歩）
飯島　　魁（普通動物学教科書）
飯島正之肋（中学用三角法）
五十嵐簸三部　作”史公吏待遇一斑）・

育　成　会（教育学評解説）
育　成　会（倫理学聾解説）

池田　菊吊（新編中学化学書）

池田　菊苗（中学理化示教）・

池永　　豹（諸家人物志）

池辺　義象（皇室）・

石上　孫三（中学鉱物界教科書）

石川　鴻藤（語法詳論）

石川　鴻藩（中等教育漢文軌範）

石川　雅望（雅言集覧増補）

石沢　清速（言霊のしろべ）

石沢　発身（東洋歴史地図）

有田逆三郎　仲等教育∴普通文作法）

石田道三郎（校訂土佐日記読本）

石橋犀水（啓十郎）（葦道要整　日本編）・

石原　正明（尾張廼家電）

石村　貞　一（国史略明治新刻第4版）

伊勢　貞丈（員丈雑記）
五十川左武郎（小学類編中学教育倫理科教科用

喜）

井田　麟鹿（順天王義と東洋精神）・

市川　源二（実験的，縫合的，批判的国語教授法
大成）

市村競次郎（支那吏要）
市村∴光点（帝国憲法論改訂増補）
伊東尾四郎（中等帝国文典）・

伊藤東涯（長胤）（訓蒙用字格）

伊藤東桂（長胤）（三韓紀略）

伊藤東涯（長胤）佃1度通）・・

伊蕨東涯（長胤）（操触手訣）・
伊藤　松雄（痛同時文類纂）

154

749

99

・852

922

722

812

920

533



著者名索引

稲富栄次郎（教育と現実）

猪野　中行（標記訂正康慨字典）

井上i覚蔵（大和物語詳解）

井上　一次（会津鶴ヶ城の血戦）

井上　　毅（奔是菖政論）

井上哲次郎（新編修身教科書）
井上哲次郎（新撰中学修身教科書）

井上哲次郎　停学修身教科書）
井上哲次郎（中学修身聾）

井上哲次郎（勅語宿義増訂）

井上哲次郎（武士＿道叢書）

井上哲次郎（新編倫理教科書）
井上　　揆（纂評唐木人家文読本）

井上　　摸（孟了）

井上　頗閏（中等国文）

井口隆大胡（普通文典）

今井　芳I麿（実用用器両癌落義訂止再版

今泉　′モ介（御伽草子前　後編）

今泉　疋介　〈普通国文言古正再版）
／高良∴定介（宮家物語講義）

今泉∴定介（平家物語講義）

今村八兵衛（春秋四ll）

若山　移出（増補Lii話国史略）

若小　杉間（国史略）

着直　松苗（増補生計　国史略）

若垂　も徳（中等漢文備考）

若重∴毒徳（修訂中等漢文）

10

97

101

5

80

89

82

82

82

2

2

：：

107

62

84

22

22

つ

ウイリアムス（結由実酸化挙）

上田　周年（国文抄本l家物語〉

植田竹次郎（臨画暗）
上野　　値（初等教育　近世算術）

上野　　清（初等教育　近間代数）

l野∴∴清（初等教育l面幾何）

上野　　清（ちゃ－るす　すみす氏′同に数学）

L勤　　清（申1第招丁教科書）

上野∴∴清（普通教育中了幾何）

上野　　樟（普通教育　中学新術）

上部・∴1滴（普通教育　中学算術例題及び経巡

答）
上野　　清（普通教育中代数学）

上野　　清（普通教育平皿幾何）

と野　鱗光（普通教育用器画法）
ウォルター　N（ThestarserleSOfEllgllSh

readers）

鵜Iii　鹿文（薄実年浪革三余砂）

鵜崎　一畝（陸海軍人生活）

牛塚虎太郎（大礼要義）
内田　良平（聖訓詳解）

内堀　経文（中学漢文入門）

内堀　経文（中学漢文入門教授法）

梅　謙次郎（民法要義）

え

英国幾何′デ教授法改良協会（アノノンエーンヨ／

i′面幾何教科語）

英国幾何学教授浸改良協会（幾何学教科非二平面之

部）

英国幾何子教授法改良協会　〈幾何学教科書＿立体之

部）

お

工　　　賄（孔子豪語）

王　　寺仁（主文成公全書）

王　　先験（十朝束輩録）
王　　　晒（今直税）

エ　　　通（文中子中説）

土　　　鍋（老子道徳経）

欧陽∴∴l修（欧i揚文中公文集）

欧暢　　修（五代史）

大川　真澄（普通教育日本文典）

大久保忠敬（三河物語）

大歳省理財局（支那人名地名支那青噛録）

大阪毎日新聞社（50年後の太平洋）

大事∴勇吉（近世化学教科書）

大塩辛八郎（中蔚　後素）（洗心細刹記）

大出　止健（字音仮名逼便法）

大畠∴義修（新撰中学修身教科聾）

！大田　錦戌（元貞）（仁説三的
553　　太田保　一郎（中等新地理）

9831大能　管興（大館常興日記一名・公儀日記）

－110　－

175

176

177

724

13

743

757

598

296

309

178

179



著者　名粟　引

大槻　満票
大槻　如竜

大槻　如屯

大槻　如電

大槻　如電

大槻　知遇．

大槻　知遇

（磐渓）（補正近古史談）

（校訂小学摘要倫理科教科書）
（小学摘要校訂倫理教科用詩）

（曽史抄三史砂）

（漠又教科曽史抄本）

（曽史抄本漢文教科）
（故実叢宮　舞楽図説）

大槻　清二（標記悪縁全）・
大槻　磐渓（清崇．平崇士広）（捌修近古史談）

大槻　舞浜（満票．辛崇土広）（補正近古史談）
大槻　照美（満票，平崇士広）（剛修標記近古史

談）
大槻　柴渓（荷票，平崇士広）（新緯近古史談）

大槻　文彦　仲等教育日本文典）・
大槻　文彦（増訂　日本小史）

大野∴厳城（泰平年表）…

大場　茂馬（実社会）

大橋　納庵（順）（閥邪小言））
大原鉦一郎（高等小学用詰画）・

大原鉦一郎（中等教科実薬用誌面）・・

天元茂一郎（地理科救援用黒板地図　日本之部）

大森　俊次（新編算術教科評）
大森　俊次（新編算術初歩）
大森　子蔵（新編動物学教科書）
大谷津直暦　仲等教育実験博物学）

丘　浅治郎（近世生理学教科書）

丘　浅（子，郎（近世動物子教科許）

丘∴浅次郎（中等教育動物教科書）

岡　　　濯（塩松勝概）

岡　　二慶（初学文法図解）

圃　　三度（文章軌範評林大成）

岡　　三度（文幸軌範文法明耕）

岡　　白駒（箋託蒙求校本標疏訂正）

園　　子例　は塩松勝概）

岡　　吉胤（使手遣提要）

小笠原長生（帝国海軍史論）

岡田　連作（真書金言集）

岡田辰次郎（新体皇国小史）

岡田　良1仲等教育倫理学教科曹）

I胡す金太郎（植物子教科書）

岡本∴監軸（論語正本校訂）
岡本　監輔（論語正本纂評）

小川銀次郎（韓国大年表）
小用　琢治（改訂地理学教科書　外国之部）
小lii　正孝（中学実験理化示教）

荻野仲三郎（沿革地図東洋之部）

荻生　裾線（茂卿）（狙徳先生学則）
荻生∴狙l来（瑚帥）刑彿先生客間書）

荻生　狙徳（茂卿）（覇道）
荻牛∴組I来（茂卿）（排名）

荻生　狙徳（茂卿）（訳文筆端）
奥平浪太郎（普通教育　中学算術）

奥高良太郎（普通教育中学算術訂正版）

小葉孝三郎（最新海軍通覧）
尾崎　雅嘉（詳著一覧）

小澤∴斑庵（ぶりわけかみ）

落合　直文（大鏡詳解）

落合　直文（中等教育国文軌範）

落合　直文（中等教育　日本文典）

落合　直文（中等教育文法教科許）…

落合　直文（中等国文読本）

落合　直文（再訂中等国語読本）

落合　直文（新訂中等国語読本）
落合　直文（普通日本文典）

小野　鷲堂（手紙之文）
小野鋼之助（三体帖）
尾上新兵街（陸海軍人生活）
小原　鉄心（寛葉郷）（亦奇録）

小山　個鳳（竹取物語抄）

か

何　　良俊（季卓吾批点世説新語補）
貝原　篤信（京都めくり）

貝原　益軒（篤信）（家道訓）

貝原　益軒（好古）（中華事始）
貝原　益軒（篤信）（日本釈名）

貝原　益軒（好古）（大和事始）
貝原　益軒（篤信）（大和俗訓）

外務省通商局（移民地事情）
香川　松石（中学新腎字）
香lil　松石（中等習字楷書．行書之部）

香川　極右（中等新習字行‾藍　単語之部）・

学海指針社（帝国歴史図使用法）
角田　末市（小学校体操教練と其指導）

角田　友三（官吏，公吏待遇一斑）

学耕土雑誌局（農業雑誌明治21年1－12月）

学農祉雑誌局（農薬雑誌明治23年1－12月）

学農社雑誌局（農業雑誌明治25－29年）・

片山　　勤（唐宋八大家文格纂評）
勝浦　輔雄（皇国小史）

甲子社書房（律蔵第一巻）・i・

加藤∴発散（神皇正統記読本義解）
加藤∴腎梁（理学知津）
加藤　末吉　〈日常国民礼法）

加藤　高文（増補標語古事記読本）
金森　結氷（本朝陶器故証）
金内　格三（謙受卿）（徒杜字藁）
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著　者∵名・索　引

金子　jLi「（占／油l歌集討釈）

金杉火五鮎　川陵の似古と猫用

裾野　永細（本動画史）

亀間　徳†‾　〈鮎道教脊化予教科宮）

施封（榛原）雅澄（永言語鮎

鹿封（膝原）雅澄（雅言成法）

麗持（月別高雅（澄（言道徳（悪）用）

聴持（藤原）雅澄（計rl‾韓例）

鹿特（藤原）雅澄（鍼葉）

鹿靖（膝原）雅澄（問葉栗Lri義）

鹿封〈膝Ii，－）雅確（綿詞例）

輝男（膝槻）雅澄（用．一髪櫓例）

方向支　真淵（，語意考）

加茂　真淵（祝詞考）

的∴∴長明（校1日告当　方丈記）

ィlしJ～　」t（牙窓（難の

カ　ー　ル（教子要義）

l日　新日日（／‡雁戦随想）

川i IL樹（　白く軌、人家文読本）

川il　長持（征韓偉略）

li冊子　　履（考腎参群）

li屈Ii　耶（各科数段原理及教案）

川田　　刷（文海指針）

）冊」　刑（類媒二代絡」手練本）

川腫∴精輔（I吉本人大家文治纂昂）

川端　1　（帝国毛筆新曲帖）

i　　　　文（l疋奥勘紀略）

勧修申暗黒（暗黒記）

神田　乃武（Kandasll…SerleSOfEng血h

readers）

神田）克く（改訂小，英，藍完本）

関東lくi眉I方調査課（関東IJ要覧）

椎∴∴正常（新訂算術教科，11）

楢　llilt（改訂代数学教科，高

書

鬼∴∴谷子（児谷子）

帰　I美川i（高光）（I，記Tii又粋）

効　　仙女（論語記疏解経）

貌∴∴∴凋（雄武記）

菊池熊大部（尋川中子詐臨書膝更）

菊池　大雄（初等幾何了教科，1）

菊池　大麓（初等十iHl二鮎」教科宮）

翫也　大熊（幾何丁小数科書1′面幾何学）

親也　大雄（幾IpJ雪中教科評　平面、／体部）

菊池∴谷斎（武保）（剛賢故実）

岸本∴辰雄（訂正再版帝国霜去要領）

544

545

84

237

249

IT本fi掠上人（DほloguereaderS）

if本両月流（土佐日記考請）

北畠　親房（神聖正統記読本）

北畠∴親房（校正標記祁寧止統計）

北畠茂兵衛（中経集諒察沈集伝）
北原　種専（増訂国民之教養）

北村　季Il今（源氏物語湖月抄）

北村　季吟（八代集秒）

木与柳次郎（中等教育主唱苫軽史）

木村繁四郎（尋暗中雪目本地理）

木村∴駿。i，（新編′障勿理学）

木村　高教（武徳編年集成）
丘∴∴∴溶（故山）（放釣短評考集詰）

教育品製造合算会社（博物子の標本と摸雄の品田

l同原∴貞雄（改撰修身教授大質料）

清原∴真人（令義解）
金港‡（証印、邦新体読本）
金港詔（畠中ラ新体作文教疲出）

金港葦（新編修身了初歩）

く

ロト∴∴覧（文海指針）

冨内大臣i暢（大止徳日録）

瀧田　先生（国語版字遣講本）
能沢　一衛（出向錯彰）

熊沢鏡∠介（新撰幾何学）
久米　幹又（今昔手当鮎の

栗i川i之助（大和物語詳解）

クリスタル（代数ギ）

果出　　光（勅語講鼓）

栗原寅次郎（教材研究改造世界地理描説）
勘ii　貞道（新編和文教科，周

期i　真穎（ili位継承窺　旧典頼纂）

勘ii　真頗（纂櫛御系図）

勘ii　真頼（十乃縮変格擁）

甲田　出石　仙名録）

聖瀧∴合板（中等教育近1時化子）

桑木　板輿（訂市　中等修身教科，周

桑木　板瑛（中等修身教科曽）

桑原∴臨機（教科適用粟津路史地図）

桑原∴鵬蔵（中等東洋史）

桑原∴陥巌（東洋史教科曽）
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1028

862

685

638

22

562

981

256

245

247

679

926

124

808

880

156

370



著　者　名索　引

け

敬米社　〈小物理だ）

敬業社（種物了）

敬業祁（動物学）

敬米社（普通鉱物デ教科旧
敵某社（理化示教）

啓成付（新旭中等地理通論〉
ケーキー　アーキパールト（地又字）

ケー／－／ヨ／（初等平面二角術）

ケーンー　ンヨ／（初等剛l三和如

ケ←ンー　ンヨ／（初等出面三角法教科評）

玄i∴∴∴男（大悟嘩窮己）

枕∴∴∴∴逸（文中子中説）

ノL几（，昔房（口証　中等教科新撰漢文）

胡　　　広　〈周易信義大全）
LL　　化綻　〈稿。i　左伝蒙／jC）

呉∴∴楚材（乗椛月明鑑易知録）
具∴∴楚材（乗極目細鑑易知録）

黄∴∴∴∴鷺（補正標，1i　古文真高

貴　　　聴（古文相集）
黄∴∴厭桂（武経聞方）

黄　J義（明儒学案）

苗∴∴看義（未了し了察）

同　　　誘　確聞搬ii解）

↑「茜鍬二郎　倣科適用日本又字小史）
・，謹鍬三郎（新式中等習字帖）

，・湘鍬三郎（日本中又典）

幽　楳嶺（梅嶺菊両種）
I卑l堂（征討笹岡記事）

聖典講究所（。1中三股畑二視祭日解説〉

光風飴（国文教本蘭も之盛儀）

弘文飾（中学国文読本）

興文科（Na川reandman）

典支社（新，ヒ漢文読例）

国語漢文研究会（新編漢文教科宮）
国語漢文研究会　什八史略妙）

国語漢文研究会（補習漢文教科書）

同語研究会（新編回文読本）

国際問題研究会（醒めよ）

国IイJ寺新作（鮭逆数辞君

国又子会（太平記）

児島献吉郎
中藤文次郎
五島清太郎

小中村清姪

小中村清知

小中村義象
小中村義象
小林　柁眠

小林　堅好

（渓文典）

（地理学教科菖）

（中等動物学教科書）
（増訂　日用文鑑）

（増。丁　目周文鑑参考書）

（大鏡詳解）

（中等教育　日本文典）

（実社会）

（新撰幾何子）

小松原英太郎（小松原文相教育論）
小机］弘道（中等教育作文教科書）
コルノ　コルマ／フォ／テル（国民皆兵論）

権田　直助（詞の経緯の図）
近藤　王道（存採叢菖）

近藤　元枠（明活人大家文読本）
近藤　新藤（中学物理学教科書）
近藤　藤城（史籍集光）

近藤　瓶城（史籍集覧言院）

権藤　成郷（皇民自治本義）
コ／ペルース　ルーンエ（普通l′面幾何学教科

1ヽ＼

さ

的　　　伸（古文新設増訂）
斎田切太郎（小植物学）

扇田功太郎（中等教育生理衛軍学）

斎藤　竹萱（韓）（竹賞文妙）
斎藤秀三郎（AnattlCPhllosopherln ParlS

bySouves仕e）

斎藤秀三郎（FlrStbookoEEngllShgrammar）

斎藤秀三郎（IllgherEngllShlessons）

斎藤秀三郎（PractiCalEngllShgrammar）

斎藤秀三郎（PractiCalEngllShiessons）

斎藤　拙堂（正課）（捕葦文集）
佐伯　啓造（上官太子論叢）

嵯峨　正作（日本史綱）・・

酒井　佐保（新撰物理学教科書）

坂口　　昂（西洋史教科譜）

坂田思次郎（初等代数学教科謹）

崎山　元宮（英語教授畠）
佐久間信恭（EngllShhlStOriCalreader）

佐久周文太郎（初等教育近世算術）

佐久間文太郎（チャールス　スミス氏中等算

術）

佐久同文太郎（新編普通算術）
佐久間義和（奥羽観蹟聞老志）
左喧∴春谷（三余偶筆）
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著者名索引

佐々　政　（醒雪）（うづら衣評稲）

佐々木喜三郎（国語教授搬要）

佐々木幸三郎（国語教授法集成）

佐々木三六（中学習画帖）

佐々未払綱（竹取物語僅言解）
笹倉　新治

指原　安三

佐藤　一一斎

佐藤　雲詔

佐藤∴雲溺

佐藤　雲詔

佐藤∴∴寛

佐藤　　球

（修身教授法）

（中学修身書）
（担）（愛日楼文詩）

（大学提要）

（中庸提要）…

（論孟提要）…

（候文範）
（栄華物語詳解）

佐藤　　球（増鋭詳解）

996

159

158

384

1015

128

830

1041

617

615

631

530

999

1007

佐藤　小吉（中等教科にはんれきし地図）………・391

佐藤　誠実（語学指南）・
佐藤　建材（牧iiJ）（老子講義）‥

佐藤鉄太郎（帝国国防史論抄）・
佐藤　伝蔵（中等教育）
佐藤　伝蔵（中等教育地理学教科藷）

佐藤　伝蔵（日本新地理）・
佐藤　範雄（皇国経典）…

佐藤益太郎（文語良材）
佐藤　　担（五経）
佐之井窓前（新撰対数表）
佐扮利　隆（用器画法）
佐僚利　隆（用器画法図式）
鮫馬　　晋（普通教育算術教科蕃）

沢田　善一（算術新教科書）

沢田　吾一一（算術新教科許）‥

沢田　吾一（初等平面三角法教科語）

沢田　吾一（中等代数学教科評）

渾吹　忠幸（尋常中学理化学示教）
澤柳政太郎（学修法）・
渾柳政太郎（実際的教育学）・

碍柳政太郎（中学修身書明治42）

澤柳政太郎（中学修身語）
澤柳政太郎（中学修身番改修）

935

649

486

388

387

76

665

965

620

373

498

499

396

367

366

241

393

143

481

113

827

828

829

澤柳政太郎（修訂中等漢文文部省検定済）……832

山海堂出版部（国民教育勅語読本）　　　　　…・25

三条西実際（狭衣下紐）
三省堂（聖徳余聞）

山東　京伝（近世奇跡考）

参謀本部（清国事変戦史）・・
参謀本部陸軍部（傍受関係始末）

1011

71

1019

52

762

し

師　　錬（済北大沙門席関禅師）（万事釈荘）
塩井　正男（新古今集詳解）
塩井　正男（中学国文）

塩谷　宕陰（世弘）（石陰存稿）

史　学　会（弘安文禄征戦佳節）
重野　成斎（安緒）（成斎文初集）
重野　安繹（稿本国史眼）
重野　安繹（支那提敬治革略説）
重野　安繹（編年　日本外史）

篠野乙次郎（地文学教科評）
司馬　　光（資治通鑑）
司馬　　遷（難詰　史記列伝）

司馬∴∴遊（楳註史記列伝読本）
柴野　栗山（邦彦）（栗山文集）

渋谷愛太郎（かなつかひ入門）

清水　　澄（国法学籍一編違法筋）

濡水平一郎（普通文法教科書）
ン←モル（Easygrammarlessonsfor

Japanesestudents）

謝　恐山（栃得）（謝羅山文妙）
謝　豊山（栃得）（正文章軌範評林大成）
謝∴畳山（朽得）（正文章軌範読本）
謝　盤山（柿得）（古詩文章軌範）

社会教育協会（勤皇文庫）
舎人親王（日本書紀）
ンヤメ　ノ（小物理学詐）

ンヤール　M（近世幾何学）

朱　　舜蕩（竹花）（宋竹蛇文粋）
米　　　蔵（名臣言行録末朱晦祷先生）

朱　　　粛（新刻改正論語）

周　　敢闘（漉渓）（太極図説）
修　文　館（新撰皇国史）
睨　　　淵（新編古今事文類衆）
商　　　況（茄子）
順徳天草（八雲御抄）

徐　　居正（東国通鑑）
徐　　師曽（文体明朗）
鶏　　　統（昭明太了）（文選六日註）

縮　　　筋（文選正文）

蒋　　良蝶（束筆録官板）
正司　考藤（経済問答秘録）

聖徳奉賛会（聖上御盛徳録）
ン　ヨ　プネ（増訂　ンヨウ不一氏幾何学教科書）

白井光太郎（中等植物学教科雷）

白鳥　寓言（西洋歴史）
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著者名索引

秦∴∴∴騨（土鉱）（国語定本）
秦　　鼎（擬主補発荘子囚）
神宮両官勤王顕彰会（建武の中興と神宮詞官の

勤）

新潮社（日本絹神講座）・

進藤　玄敬仲等教育実用植物評）
神保　小虎（新撰放物学教科書）
細呆　小虎（普通教育鉱物界教科書）
新名　重内（中等教育明治算術）・

す

郷∴∴守益（五誌文章軌範）
縮　写益（文章軌範評林大成）・・
数理曲院（幾何「l慨曲線法例題解式）
末松　謙澄（問題付国民修身談）・

米松　謙l登（勧請修身経階梯併続編）

末松　謙l登（勅諭修身縫詳解）

菅沼　岩蔵（初等英文典）

菅野∴裏道（続日本紀）

鈴木　換胸囲用（増補細毎一一得）

鈴木　重胤（詞のちかみち語学捷径）

鈴木　重尚（教科用日本文典）

鈴木　春山　惰山遺稿）
鈴木　婁彦　偏等作文三千題）…

鈴木　長利　倍通幾何教科書）

鈴木　弘恭（綱巽儀字づかひ教科書）
鈴木　弘恭（校正十訓抄）
鈴木　弘恭（柏手了春轄抄訂正増補）
スチゥアートノ、ルフォール（物理学）

スチールンヨ工ルトーメ／（普通生理学教科

書）

736

653

33

6

385

229

230

389

須原屋茂兵衛（歴代一覧）　　　　　　　　　744

スミスチャールス（初等代数学）　　　　　　372

スミスチャールス（代数学教科書訂正9版）　377

スミスチャールス（チャールズ　スミス氏中等算

術）　　　　　　　　　　　　　　　　　382

スミスチャールズ（ちゃ－るす　すみす氏小代数

学）　　　　　　　　　　　　　　　　　383

スミスチヤールス　仲等教科代数学）　　　　390

スミスチャーレス（チャーレス　スミス氏初等

代数学）　　　　　　　　　　　　　　　380

スミス　チャーレス（解析幾何学教科菖）　　　364

スミスチ千一レス（チャーレス　スミス氏代数

学）　　　　　　　　　　　　　　　　　381

スミス　ハ／フリ／（静在学）　　　　　　　　　501

せ

清少納言（標註析草子）・・

関根　正直（宮殿調度図解）・
関根　正直（禁秘抄揮発）・
関根　正直（即位礼大嘗祭大典講話）
酵　応旅（伸営）（宋元通鑑）
醇　　居正（旧五代史）・

そ

曽　　　先（十八史略妙）

567

687

688

42

754

734

861

営　　団藩（曽文正公秦議紗）

曽　　先之（十八史略講義大全）
宗　　　祁（唐普）
宗　　　濃（元史）
隻木園工人（堀捨二郎）（江戸時代戯曲小説通

志）

隻木国王人（堀捨二郎）（標記漢文教科葺）
副島　義一（日本帝国憲法論）

た

太　　　宗（晋事）
大詔刊行会（大詔）
大地　正宏（言霊のしるべ）・・

大道寺　直（尋常中学日本地理）
大同訳書局（皇朝経世文新編）

大日本皇道会（皇居之莱）

大日本図書（明治時代文範）・・
大日本雄霹会講談社（明治大帝）
大礼記録編纂委員会（昭和大礼要録）‥

高木文治郎（薩吟連島漁場聯経国）‥

高木安次郎（三角形作図題分類）・・
高桑　駒吉（吾妻鏡校訂増補）

806

732

760

726

977

868

101

805

・・64

308

・1－．・68

41

514

166

677

高桑　駒吉（吾妻鏡集解）　　　　　　　　　　678

高田　耕馬（文海航針）・

高田　徳佐（中等教科化学）・・・
高橋　章臣（中等教育博物階梯）・
高橋　車臣（中等教科博物学初歩）・・・
高橋　豊夫（幾何学教科曹）・
高橋　豊実（幾何学初歩）
高橋　豊夫（新中学幾何学平面部・立体部）
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高松∴豊吉（化学教科背明治24）

高松∴豊吉（化子教科書明治33）

訊iJ林次郎（新編倫理教科♯）

鶴川亀太郎（補修漢文敬謙喜）

托　　克托（全史）
托　　克托（遼史）

竹下富次郎（中等教育用器画法）

武鹿又次郎（修辞学）
竹添∴光鴻（丘了論文）

竹中　邦香（野史）

竹貿登代多（訂正幾何教科菖解式）
竹韓登代多（文体幾何教科書）

竹舎　工人（武家必覧続泰平年表）
建部i遮吾（社会実理教育勅語新値義）

建部　遮音（世界列国の大勢）

只野　戌重（地文学新畠）

立花欽一郎（国文学読本）

橘　　純一（抄本雲津雑己）

稲　　子陰（持薬集略解）
補　　成員（倭字古今通例全曲）

橘　　高熱（春田）（北窓墳談）

橘　　両難（蕃嘩）（東西遊記）
橘　　守部（助経本詭一覧）

橘　　宇部（鮨歌撰格）
橘　　宇部（長歌横棒）
椛∴∴寺南【；（文事撰格）

橘　　昌邦（璃棄集緊要）

竜野　定一（臣道実践教典歴代御製と御聖徳）

竜野　定一（日本聖典膳代御詔勅註解）

伊達追太郎（新編理化示教）
田中三四郎（新式物理学教科書）

田中　稲城（中等教科日本史）

田中　稲城（中等教科日本歴史）

出中　位逸（兄都御所）

田中　矢徳（幾何学教科書）

田中　欠徳（高等算術教科書）

田中　矢徳（算術教科書）
田中　矢徳（算術教科書）

田中　欠徳（平三角教科書）

田中　矢徳（普通代数教科葺）

棚橋　一郎（中等教育支那歴史）

棚橋　一郎（中等教育論詰楢崎）

棚橋　一郎（韓国大年表）

谷　　応泰（明朝紀事本末）
谷　　重逼（保建大計打開）

谷Iii　土浦（日本菖紀通話）

谷川　土浦（和（倭）訓葉）

谷本　。。（科学的教育学講義）
谷本　　富（実用教育学及教授法）

谷本　　富（普通心理学集成）

田沼書店　〈補習利用漢文読本）

玉木本三郎（楷謹里勅帖）
王木本三郎（行書湊IiI歌）

玉木本三郎（軍吾正気歌）・

田丸　車郎（普通教育物理学教科書偶考）

ち

千十i　多聞（天産鰯稿，。萄i発字典音便覧）

チャンプレン．ピーエッチ（英文典）

チャンフレン、ピーエッチ（日本小文典）

中央気象台（三陸沖強震及津波報告）

中等学科教授法研究会（教程　日本文孝小吏）
中等学科教授法研究会（中学教程日本文典）

張　　　英

張　　建玉

張　　五平

張　　　湛

叛　　　将

張　　　穆

遡　　　頚

起　　　源

（淵鑑額面）

（明史）
（楓女親府）

（河鹿至徳真経）
（歴代名曲奏議）

（蒙古競技記）

（掌軌武功紀盛）
（＿十二史別記）

長春真人（元正座機）帳春真人囲遊記）

朝鮮総督府（朝鮮串惰）
朝鮮経営府（朝鮮要覧）
地理教授研究会（新地埋教科書）

沈　　天易（天満律軸註）

沈　　徳満（東証唐宋人家文読本）

沈　　徳満（唐木人家文法明競）

沈∴∴∴約（未。男
陳　　家麟（東相聞見録）
陳　　　瀧（祖語集説）

陳　　濃了（秘伝花鏡）

陳　　　寿（三園も）

陳　　　浄（北浜）（北浜先′理と増子義）

陳∴∴∴選（測定小学）
陳　　　選（神託小千句話∴巻1－6）

陳　　　選（補記小学句読∴巻1－4）

陳　　邦睨（先史紀事本末）

つ

栂井　道政（てには綱引細）

塚田待五郎（難詰史記列伝）

筑紫　能七（脆l射こ直面して）

造　営之助（新編国史教科日参螺図）

871

518

519

520

429

961

56

487

413



若　者　名　著　引

辻本　一Tt（傭国略史）

《llmI鉦郷（邦儀）（勘白’擁話全書）

堤　　朝風（近代名家著述目録）

角田浩々歌客（勤一郎）（漫遊人国許）

壷井　義知（枕草子春酎少訂正増補）

蕎月　光知（紫式部日記傍，，t）

鶴見　祐軸　〈後蕗新平有言樹洲経営篇）

て

テイクノ／J M（EngilShlcssonsforJapamSe

s山dents）

品田大子（品田大字植物園種子日録）

手擁∴水流（新撰日本文典）

鉄　道　省（日本北アルフス茶杓）

宮古∴∴寿

中土∴∴寿

、甘さ∴∴帝

国宅∴∴寿

宮も∴∴寿

印奇　留吉

増子　精一一

（中雪教科平面幾何）

（中卒教科平面三角法）

（中字教科立体幾何）

（中学校数字教科，1滴術之都）

（中等教育算術教科書）

（尋′轟中学博物示教）

（用器画教科，iT）

と

席　順之（屑米八大家文格纂評）

藤　　公メヒ（尊卑分脈）

膝　　良国（歴代，寺子精選）

道　　　契（経口本高僧伝）

逆∴∴∴減（釈氏要覧）

洞院公費（新版冷茶抄）
量∴際　会（能久親工事戯）

東京市等師範学校性国の大道）
東京歯科匪掌専門学校（野。英世　其′I一渥及葉

損）
東京数学院（初等新幾何学）
東京数学i菟（中等教育新算術）・

東京帝国大学棟京帝国大学－一党）

東條義門（妙玄人徳）（洋語指南）
東條義門（妙玄天徳）（活語雅語）
東條譲門（妙玄天徳）（玉緒線分）
東條義浩i（妙玄天徳）（活藷ii」口莱）

東條琴台（耕）（先帝隷談）
東條琴台（耕）（先帝畿談年表）

東條　保（標語神訴誹了園）
東條　　操（新制国語読本）

徳川　替昭（明倫歌集）

御ii　光閲（大日本史）

徳用　光閥（扶桑拾薬集）

徳嵩猪一郎（国民小訓増補）
戸出　蒔秀（SwlntOn′sflfthreader）

戸田∴重秀（SwintOnSfourthreader）

月田　養席（尚倹撮婁）

十時　　弥（新撰中学修身教科書教護参考評）
トトハ／夕←（突先翰多爾）（球面三和去）

トトハ／ター（突先翰多繭）（論理方程式）

高　　大用（新編古今事文類薬）

友田　上し剛（中等教育作文教範）

豊田習，エ門（再刻頭書易経集計）

鳥居　休夫　仲等教育金石習
i捜す　≒幸次（東関紀行詳賭）

下りューW H（幾何円錐田線法）

な

内藤卯二郎（現代新物理学）

内藤　批斐（教育勅語訓義）
内　務　省（地力総督大観）

ij1務大11－官房文辞課（日本品国国勢一斑）

中井　　弘（桜川）（漫遊記程）

長坂　高富（詩篇中学博物′丁、教）

長沢亀之肋（初等幾IpJ学）

鼠l胞之助（新幾何学教科葺i′面、I体）

長沢亀之助（新幾何学教科書、I体）

長沢亀之助（チャーレス　スミス氏初等代数学）

長沢亀之助（チャーレス　スミス氏代数学）

長沢亀之助（中学幾何学初歩教科＃）
長沢亀之助（中学算術教科菖）

長沢亀之助（中等教育幾何学階梯）
長沢亀之助（中等教育幾何学教科菖）
長沢亀之助（中等教育代数子教科書）

長沢亀之助（中等教育平面三角法教科書）

長沢亀之助　帳沢氏英文代数子続編）

中島∴魔足（詞八街補遺）
中島　力造（倫理学説十回講義）
i山霊∴力造（挽近の倫理学謹）

中根　　淑（新撰漢文読本）

中根　　淑（1′冶物語）

中野礼四郎（島国歴史）

長野　兼吉（玉の結末分櫛）

中橋　鶴巻（鶴峯戊申）（語学新菖）
中原　貞七（中等教科倫理暮）

中村　秋香（落薄物詑大成）
中村　秋杏（中古文鑑）
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中村　秋香（中等国語読本）

中村　秋香（増訂［周文鑑）

中村　秋香（増、河　口周文鑑参考評）

中村　牧牛（鞍手文）

中村　五六　時等中也理　日本語）

中村　五六（中等中地理　口本誌、韓国誌）

中村11六（中等中地理附図　日本誌∴麿国誌）　332
「掴J　五六（車等地理日本記地図）　　　　　　333

中村　五六（中等地理口本誌，力回読）　　　　334

中和II《iニ（訂正改版近世物理学教科吾）　　310

年利達太郎（配景図法）　　　　　　　　　　　496

中村　光久（俳林小伝）　　　　　　　　　　　　980

夏野　　等（令義解）　　　　　　　　　　　　　808

名取　弘＝（皆朱人家文紗）　　　　　　　　　571

成田能太郎（中了平面＝角法）　　　　　　　　322

に

仁保　亀松（国民教育法制通論）　　　　　　・1

晒田幾多郎（再訂大正中学修身）

陣松　岡三（改正小学校令適用図画科教授法）
西村　　豊（朝鮮史綱）
賭Iii　竜夫（日本武士道真）

日本山岳会（登山の注意初心者の′」、得）

日本戦史編纂委員（日本戦史）

日本体育会（新撰体操法）

日本竜報通信社（独逸大観）

ね

根岸　由利（四戦紀聞）　　　　　　　　　　　　714

の

野「i　保興（理論応用算数学）

野し」　保興（初等代数学　第1－3）

野「1保典（初等代数学　第1－5）

野口　保興（中等教育地理教科書）

野口　寧痴（少年詩話）

能勢　　栄（学校管理術）

能勢∴∴栄（実践道徳学）
野田弥兵衛（中臣祓蒸櫛）

野村　文挙（小学日本画幅）

は

鴇∴∴建忠（持氏文通）
芳賀∴突一（中学教科明治文典）

芳賀∴失一（中等教科中古文典）

芳賀∴矢　（帝国新文典）

萩野　巾之（新編御伽草子）
萩野　巾之（中等教育作文法）
萩野　由之（標記枕草子）

萩野　贋道（てにをは係辞耕）

萩原　魔道（源氏物語語釈）・
萩原　魔道（源氏物語評釈）・

萩原　廉道（源氏物語余釈）
パーキンソン（弾道数理）‥

自　　店易（楽天）伯氏文集）・
博　愛　祁（大日本帝国勅語全集）

博　文　館（新携帯国法典）

橋本　光秋（校訂土佐日記読本）

長谷用言次郎（最近幾何学詳解）
薬　政次郎（皇国文典）
副11　健（御伽草子）

畠山　　健（普通国文訂正再版）
初瀬IiI健増（漆樹栽培評）

服部字之吉（漢文新読本）
服部字之吉（儒教と現代思潮）

服部字之吉（治国適者）
服部　蘇門

羽田　安政

早II1万弥

林　　鶴栗

林　　春斎

林　　羅山

林　　羅山

林　　羅111

林　　羅山

林　　羅山
林　　羅iii

林　　門碑

林　　晒何

杯　曽登書

林　　鶴一一

林　　鶴一

杯　　鶴一

林　　梁合
早見　純一

原　慶次郎

（大藩）（燃犀録）

（中等教育漢文軌範）

（初等平面三角教科書）

（長礪）（鶴梁文紗）

（怒）（標記本朝通鑑）
（道春　希逸）（織田信長譜）

（道春，希逸）（鎌倉将軍家譜）

（道春，希逸）（京都将軍家譜）

（道春，希逸）（荘了膚斎口義）

（道春　希逸）（豊臣秀吉譜）
（道春，希逸）（老子鷹蔚口義）

（楚辞燈）

（標記　補強荘子閃）

（カ国地瑞指要）

（中等教育算術教科書）
仲等教育算術教科書教授資料）
（中等教育代数子教科書）

（化学教科書）
（中等地理教科書∵本邦之部）

（輩級雪枝）

原　　　著（念斉）（先哲護談）



者　者　名薬　引

I l1－Ll，（中等教組ナじ－氏宮子Ii新一角法）

原∴i兜六（中等教科向洋吏）

滝∴∴∴畔（後漠雷）
件　「醸（閤出　発）の（図円耕へ的

伴∴∴嵩膜（園田）（関田次等）

件　。一路（関田川村同文回

付　　同醸（近世崎人lの

ひ

樋口　真彦（聖勅奉読私記）

久田　　督（化≠教科曽）

ヴィヴィア／（代数幾何教科宮平曲）

鴻　埼原（i放水史紀事本末論正）
鳩∴∴李描（左細「春秋経伝集解）

干井善太郎（普通教育中学幾何）

平沢金之助（中等生理学）

平711金之助（博物学教科書）

臼稲作五郎（中等教育用器画法解説幾何師の
臼頼作五郎（中等教育用器画法幾何画法之部）

†減作五郎（中等教育用譜面法投影画法之部）

平瀬作五郎（用器画法図式）

平田　　久（宮中儀式略）
広島高等師範附属小学校（十一両幾何復習問題集）

／lヽ

富　犬用（新編古今事文類衆）　　　　　　587
7イソシャ∴アーゲイング（初等幾何学教科詐）184

フイl）ソブス、アントリュー（初等幾何学教科拝）184

7－カー（植物学初歩）　　　　　　　　　182

深井鑑一郎（標記漢文教科曽）　　　　　・868

深井鑑一郎（中等教育標記漢文入門）　　　　836

深井鑑一郎（果菜†新発）　　　　　　　　　・・9

深田　正純（文中了中説）・　　　　　　　654

福島　柄二（小学樹こ於ける体育上の実際的施設
と運動会）

福徳生命保険株式会fl（教育家の目に映じたる

朝鮮支那南洋事情）
冨iii　房（了′13巻10号郷土偉人号）

冨　山　房（拙走小芋）

山　房（植物了新書）

田　山　虜（初等算術新語）

出iii　房（生理ギ新宮）

嶺　山　房（日本新又典）

嫌井煙次部

藤井健次郎

藤井健次耶

藤井，喜i尚

藤「剛作太郎
藤沢　南島

藤沢　基一

（新編鴻物教科書）
（中等教育植物教科評）

（普通教育植物学教科書）

（三のしるべ）

（新体　日本文学史教科書）

（評釈韓非子仝許）

（両津襲面史隠れたる事実）

藤沢利喜太郎（算術教科蔀）
藤沢利喜太郎（算術小教科譜）

藤沢利喜太郎（算術條目及教授法）

繭沢利喜太郎（初等代数学教科評）
藤田　聖人（中等教科東洋史）

191

188

192

594

889

645

59

180

181

132

186

841

藤田　経信（新撰博物示教）
富士谷孝雄（中等鉱物学教科評）
富士谷威華（あゆひ抄）

出土谷成華（かざし抄）　　　　　　　　　　　942

藤山　　豊（小学校に於げろ体育上の実際的施設
と運動会）　　　　　　　　　　　　　　　　116

藤原　賢了（狭衣）　　　　　　　　　　　　1010

藤原　時平（延書式）　　　　　　　　　　　　807

藤原　時平（三代実録）　　　　　　　　　　　711

藤原　冬嗣（日本後記残映本）　　　　　　　705

藤原　基経（文徳実録）　　　　　　　　　　　700

藤原∴良房（続日本後紀）　　　　　　　　　706

古谷　知新（中等教育作文教科書）　　　　　　834

文　夫　祥（文文山文妙）　　　　　　　　　1048

文雅堂王大蔵梓（古学道統図）　　　　　　　　603

又　武　会（文武会誌）　　　　　　　　　　　477

へ

へ，ト　ミュイアー（倫理学）　　　　　　　　　15

親　　機（大唐西域記）　　　　　　　　　796

逸見仲三郎（国文中子読本）　　　　　　　　　883

逸見仲三郎（中等国文）　　　　　　　　　　　845
へ／リン　オラウス（平面幾何学合同図形論）　212

へ／リノン一　〇（へんりつし－氏初等平面幾何子）

214

ほ

茅　　坤（再刻改正准南鴻烈婦）
北條　　鍍（天満三朝軍略）
喰代　豹蔵（名家日用文範）

宝文飾（法制経済大資料）
法馬路文瞳館（湯平裟逆図記）
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若　者　名　索　引

i　　　擢1日上白

保科∴容却十川雷涌諸点，紺

聴硝　八束（国民教育轟法大逆）

細）i i洲（徳民）（腰i鳴飴毒草臣

北海仙友会（師友）

弓　′ス　アン工（中等教習代教組

ホフキ／ス　マーク（麻克lI什禁断）告氏倫理写

。i釈）

出守，評語（国lU乍法要訴）

据∴∴秀I光（語棒金し刈）

据　　秀l皮∴白1本語fii削剃

据∴止大柄（新撲博物′J教）

堀　拾次部（京葉博識校，，千席計）

1－ルヘル（幾Ii時効少）

本多光大部　〈新式物瑚I教科。高

ま

剛Ii同語衛（義経記）

i肌11信成（太一先／l造茜i）

i刷羅　孝義　〈日本歴史）

槙高∴雄武（増縮　合類大節用集）

fti川　木次（敦子i教授の新潮）

マクトナート（鮎垂教子」近間幾何）

il諒多∴∴紫（！，1，部外吏）

竜l上し清郎（化f教科膏）

松I蛮習、郎（新撰中等用器画教科書解説）

松柁語太郎（新撰中等用器画教科書図式）

松短　　軸（近世地文学）

松島　　剛（近世地理学　日本之部）

松田　　東（論語類編）

松1　家忠（家忠日記）

松l　預貸（論語徴集覧）

荏村九兵衛（普通国文論纂）

松村　任三

松本i軌Ii

松本　豊多
松本∴豊多

真野　　韓

真野　　肇

（植物分科撃要）

（訳文須知虚字之部）

（漢文中学読本）

（標語左Ii蒙求）

（理論応用　中等幾何学）
（理論応用　中等算術）

丸井＿畠鮎i；（青年漢文教科辞）

み

三上　参次（教科適用日本文学小史）　　　　…236

三上　参次（白河楽翁公と徳）旧事代）　　　　　　74

三木　清二（解析幾何学捷径）
三島　中州（初学文章軌範）

水野∴広徳（此一戦）・

発作　住吉（普通教育動物学教科宮）
発作∴九八（新編　西洋史綱）

策作　ブじ八（新編　聴洋史綱附図）

箕作　元入（西洋史綱）

質作　元八（酋洋略史附図）
三上　忠造（中等国文典）
一三栂i　正売（新撰硬化示教）

三夫　重松（普通文法教科曹）

皆lii　泥団（虚実解）

臨削ii鉄道株式会社（満蒙紹介）

前親ii鉄道株式会社（満潮読本）

蜂　起三郎（中等教育新編地文学）

陸岸　米造（新編西洋要綱）
略帯∴来遊（新編「西洋史綱附凶）
蜂樟　米造（西洋史綱）・

峰帯　米造（西洋賂史附図）

267

1069

51

304

281

282

280

283

846

138

857

925

87

86

299

281

282

280

283

峰岸　栄進（中等歴史附図　日本之部）　　　　　301

蜂I京平一一郎（普通文典）　　　　　　　　　　　‥307

美渡部伴郎（立国根本之精神）　　　　　　　　…47

三宅　楯岡（助藷審象〉　　　　　　　　　　　‥940

宮崎　宣政（師瀾焚詩）　　　　　　　　　　　　　569

富田耀之助（チャーレス・スミス氏初等代数学）380

宮田護之助（チャーレス・スミス氏代数学）　　381

宮本久太郎（新式代数学）・
宮本久太郎（新編理化示教）

宮本　正賞　仲等教科漢文読本）・
宮本　正貨　〈東洋歴史）
三好　　学（欧州植物学親近之進歩）
三好　　学（中等教育植物学教科亜）

三好　　学（普通植物学教科醤）
三輪桓一郎（新編代数学）

三輪桓一郎　仲等教育新撰算術教科書）

む

向井嘉一郎（軸式円錐曲線法例題解式）
六人郎定番（瀧田考）

村岡　良弼（如蘭祀話）
村川　野固（中等西洋歴史）・

村瀬　諒輔（方正学文粋）
村田紗三郎（国語文典）

村田紗三郎（増訂国語文典）
村田　春海（おちくぼ物語註釈）

村山　　絶（大滝三朝事略）‥

室　　鳩巣（赤穂義人録補正）・
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506

297

305

295

298

495

793

593

300

1053

278

279
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725

676



著者名索引

窒　　鳩巣（酸基雅語）
窒　　鳩巣（援護雑話註釈）
室　　鳩巣（酸基雑話読本）
窒　　鳩巣（駿整雑誌）

も

毛利　貞蕗
毛利　貞粛

物集　高見

物兼　高見
物集　高見
物集　高世
本居　春庭

本居　春庭

本居　宣長

886

604

（校正増続大広益会玉篇大全）
（増続大広益会五歳大全〉
（かなつかひ教科書）

（てにをは教科書）

（日本文明史略）

（節格考抄本）

（詞通路）

（詞八街）

（漢字三音考）

本居　宣長（頭書古今和歌集遼鏡）・・
本居　宣長（古事記伝）…

本居　宣長（言葉の都かね緒）

本居　宣長（詞の玉緒）

本居　宣長（玉あられ）

本居　宣長（玉勝間）
本居　宣長（重くし気）・

本居　宣長（美濃乃家襲（電））

本居　宣長（美濃家襲（電））
元良男次郎（倫理及宗教現今将来）‥

森田　無道（皇民列伝吾等之祖先）

森田　節斎（益）（節蔚遺稿）・
守田　利達（満洲地誌附図）・

文　部　省（学校と戦争）

文　部　省（高等小学普キ方手本）
文　部　省（話等小学算術書）・
文　部　省（高等小学修身普）

文　部　省（高等小学読本）‥

文　部　省（高等小学読本）・
文　部　省（高等小学毛筆画手本女性用）
文　部　省（高等小学毛筆画手本男性用）
文　部　省（最新公民科資料締説）
文　部　省（時局に関する教育資料）

文　部　省（昭憲皇太后御集）・・・

文　部　省（小学校教師用手工教科番）…

文　部　省（小学地理）…

文　部　省（小学日本歴史）

文　部　省（尋常小学国語読本）
文　部　省（尋常小学算術書児童用教師用）・

文　部　省（尋常小学算術普）
文　部　省（尋常小学修身書）
文　部　省（尋常小学地理番）

文　部　省（尋常小字読本）

文　部　省（尋嵩中予理科曹）

文　部　省（明治天草御集）

文部省総局（技芸教育二係ル英国調査委員胱宮

や

八尾堰四郎（新刻校正増補閲楼蘭嘉招仝勘

安井　自軒（衡）俺了露語）

安井　白軒（衡）〈左伝輯釈）

安井　畠軒（衡）伯軒遺稿）
安井　官許（読蜜余適　睡余漫稿）
安田　文一（実験普通化学教科華）

谷田部梅吉（新編幾何学教科書）
谷田部梅吉（中等教育†面幾何学）

矢澤　富永（中学万国地謡）

矢津　島永（中学日本地誌）

弥富硬度雄（謹白報国歌集）
山井　静六（補記小学句謡巻1－6

山井　幹六（補記小学句読巻1－4

山鹿　素行

山賭　正雄

山上万次郎

山上万次郎

山上万次郎

山上万次郎

山上万次郎

山上万次郎

（中朝事実）

（中等生理学教科書）・1、・

（訂正新撰地理　日本之部）

（最近　中学地理教科辞）
（最近統合帝国地理）・
（新撰小地文学）…

（新撰地図　日本之部）

（新撰普通地理　日本・外国之部）

山上万次郎（新撰普通地理附図日本之部）

山上万次郎（中学教科用地図　日本之部）

山上万次郎（中等教科用地図外国部）
山上万次郎（日本帝国政治地理）・・

山崎　忠興（中等博物示教）
山崎　直方（岩石学教科書）・
山崎　直方（普通教育外国地理教科書）…

山崎　直方（普通教育地文学教科書）・
山崎　直方（普通教育地理学教科書）・・
山崎　直方（普通教育日本地図）・

山崎　直方（普通教育　日本地理教科書）

山路　一遊（中学修身）…

山下　谷次（普通教育算術教科書）
山下安太郎（新編理化学示教）
山城屋佐兵衛（雲上明覚大全）・
山田　邦彦　停学鉱物界教科書）

山田　孝雄（御即位大嘗祭大礼通儀）

山田　直温（詞乃直路）…

山田萬太郎（中等代数教科書解式）‥

山辺　知者（中学修身教科曹）
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著　者∵名索引

lii本　信実（代数幾何学）

山本　頼軸（中等教育新体支那吏）

川本　良雷（再訂大正中細修身）

Ii1本　良書（中部研究）

川本　良子，（発動上兼の教育〉

lii本　　廉（米語史記伝砂）

ゆ

愈∴∴退之（纂高日詰宋人家文読本）

楊没，一向（jt禎）（湘li紀談）

楊本式比十i（改訂中細参身詐）

よ

欄狛質海兵i†i（関等水兵修業記念）

棚田「世孝（戦国策正解）

樹ii又次郎（化石学教科評）

榔iii帖tJ（即位継／短篇　旧異類雛）

横川i陣1，（終曲御系図）
i岡祥太郎（化了教科畠　レムセ／氏）

出目∴∴潔（New EngllShreaders）

吉日†兼好（教科適用　従妹卑）

491

753

449

782

784

361

548

吉田　兼好（徒然草諸抄大成）　　　　　　　　1025

吉田　兼好（徒然草読本）　　　　　　　　　　　906

台田柄九郎（中学校数学教科書針術之部）　　　417

吉田好九郎（中学校数学教科宮　代敏之部）　・418

［守田好九郎（中字教科平面幾何）　　　　　　…414

吉田姉九郎（中学教科平面三角法）　　　　　…415

幸田好九郎（中学教科立体幾何）

喜田　解放（中学修身教科書）

。l千田彦六郎（中等化学教科。11）

吉田　　豊（中等帝国文典）

芳野∴金陵（世育）（金陵文秒）
芳野　長殿（招宴堂）（復賞遺稿）

ら

間場（襲）（出陽遺稿）

山陽（襲）（山陽詩妙）

山陽（裏）（新策正本）

山陽（裏）（通説校正）

416

824

463

852

768

1047

1024

1038

頼　　山陽（薮）（日本外史妙）

頼　　山陽（荻）（日本政記）
ラムセ一，A S（近世平面幾何ギ）

ラムセン　アイラ（小化学書）

887

709

497

502

り

李　　（翰（箋註蒙求校本）

李　　百薬（北脅曹）

陸軍上菅学校（数学教程ll体幾何了∠部）

障JfiF中学校（体力養成十分間体操）

リチャートノ／G（近世l‾師幾何字）

割　　　安（再刻改正満面鴻列解）

劉　　iriJ（劉同説苑懇話）

劉　　iilj（劉同新帝纂計）
（　　刑謙（東栄）（東兼博識校訂椋，I）

凌　　稚隆（漢蒋評林）

凌　　稚隆（明治三刻　史記詐称八履版）

凌∴∴通知（古今璃姓統謹）
遼東新報社（規満洲）
林　　糞婆（音詩全文春秋括例始末左伝句読し自

解）

る

ルース　アーネスト　ハルンー（New EngllSh

readers）

636

548

ルピエール　アルフォ／ス（三角法教科。男　　　　362

れ

レムセ／（化学教科評）　　　　　　　　　　　　　361

わ

脇永鉄五郎（新式小銃物学）
和碩醇親王（航海吟草）

和田　英松（増銑詳解）

計謹小警醤諾畿教科言

土語蓑浩三謹言蒜芸…紺∴引治夢二諾驚喜録，
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疲辺　私人（新撲国文典）

lI別号∴∴男（文i、，朝雄抄本）

外国人名

FerrLSiGT（Grcatleaders）

lIanlertOn，PG（lIunlan LnterCOurSe）

時lCdonaldE・＼（TheStOr）0上しailLe）小ehm0

0［＼高ca）

者　者　名寮引

日照

123　－



青森県立図書館蔵書目録刊行一覧

土　資　料　目　録　I　　　昭和34年1月未現在　　昭和34年8月1日発行

土　資　料　目　録　Ⅱ　　　昭利39年8月来現在∴∴昭和40年3月31日発行

語

学

史

然　　科　　学

学

業

術

学

田　　文　　庫

内　山　文　庫

藤　　文　　庫

取　囲　書　目　録
昭和46年版

15．新　収　図　書　目　録
昭和47年版

16．青　森　県　労　働　文　庫

17．新　収　図　書　目　録
昭和48・49年版

18．新　収　図　書　日　銭
昭和50年版

19．新　収　図　書　目　録
昭和51年版

20．新　版　図　書　目　録
昭和52年版

21．新　収　図　書　目　録
昭和53年版

22．青　森　県　労　働　文　庫　Ⅱ

23．新　収　図　書　目　録
昭和54年版

24．新　収　図　書　目　録
昭利55年版

25．郷　土　資　料　目　録
（総記・哲学・歴史・社会科学）

26．郷　土　賞　料　目　録
（自然科学・工業・産業・芸術・語学）

昭和34年12月末現在

昭和36年5月釆現有

昭和38年12月末現在

昭和41年3月末現在

昭和44年11月末現在

昭和40年3月末現在

昭和42年3月末現在

昭利44年1月末現在

昭和45年4月末現在

昭和46年4月末現在

昭和46年4月末現在

昭和46年1月一12月
受入図番

昭和47年1月－12月
受入図詑

昭和49年7月末現在

昭和48年1月－49年
12月　　　受入図書

昭和50年1月一12月
受入図番

昭和51年1月一12月
受入図膏

昭和52年1月－12月
受入国華

昭和53年1月－12月
受入凶聾

昭和49年8月－54年
5月　　　受入図書

昭利54年1月－12月
受入図薯

昭和55年1月－12月
受入図書

昭和56年12月来現在

昭和56年12月末現在

昭和36年3月31日発行

昭利38年2月10日発行

昭利39年3月31日発行

昭和41年12月25日発行

昭和45年2月15日発行

昭利40年12月25日発行

昭和43年3月30日発行

昭和44年3月1日発行

昭和46年2月12日発行

昭和47年3月15日発行

昭和47年3月25日発行

昭和47年11月15日発行

昭和49年2月11日発行

昭和49年12月1日発行

昭利51年2月2日発行

昭和51年12月12日発行

昭和52年11月26日発行

昭和54年1月27日発行

昭和54年12月7日発行

昭和54年12月7和発行

昭和56年1月25日発行

昭利57年2月25日発行

昭和58年3月20日発行

昭和59年9月20日発行

27．青　森　県　労　働　文　庫　Ⅲ　　昭和54年6月－60年　　昭利60年8月30日発行
3月　　　受入図書

28．郷　土　資　料　目　録
（文学）・郷土大著作文庫

29．郷　土　資　料　目　録
索引（書名・著者名）

30．（笹沢・加藤東寵・和田山繭・石
村・加藤寿綿・池田・青森県学
生寮）文庫

31．蔵書目録弘高文庫篇

昭和56年12月末現在∴∴昭和61年3月31日発行

昭和56年12月末現在i∴財璃162年3月31日発行

昭利63年3月31日発行

平成元年3月25日発行
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A　　蔵書目録　弘高文庫篇
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平成元年3月20日印刷 平成元年3月25日発行 
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