
36．法然上人行状絵図（土佐邦隆等）

37．一遍上人絵詞伝（土佐吉光等）

38．番目明神験記絵巻（高階隆兼等）

39．督賢菩薩及十羅刹女図

40．文殊師利菩薩図

41．破来頓等絵巻（飛騨守惟久筆）

42．石山寺縁起絵巻（栗田口軽光筆）

43．融通念仏縁起絵巻（春日行秀等）

44．聖一国師像（明兆等）

45．臨済像（曽我蛇足筆）

46．割絵図（如拙等）

47．秋江落雁図（周文等）

倣．春景山水圏（小栗宗丹葦）

49．愛蓮図（狩野五倍等）

50．夏景山水図（雪舟等）

51．山水図（秋月等）

52．山水図（中尾真相等）

53．達磨像（祥啓葦）

54．天満宮縁起絵巻（土佐光信等）

55．寒山拾得図（狩野元信等）

56．冬景山水図（雪村筆）

57．田家秋収図（狩野之雷撃）

58．水亭博棋図（狩野永徳筆）

59．松林図（長谷川等伯葦）

60．文王呂尚図（海北友松等）

61．鷲烏図（狩野山楽等）

62．柳堤屋榊図（狩野興以筆）

63．（欠）

64．源氏物語関屋図（俵屋宗達等）

65．（欠）

66．泊舟雨鷺図（狩野尚信筆）

67．楠本人丸像（岩佐勝以軍）

68．水禽図（狩野山雪筆）

69．宇治椿姫物語絵巻（住吉広通等）

70．榛亭雅会図（狩野探幽筆）

71．般若守護十六善祇園（久隅守景軍）

72．菊花斐鶉図（土佐光起及光成筆）

73．演劇角田Iil図（菱川師宣等）

74．浴申浴外図巻（住吉広澄筆）

75．老桧白鷺図（狩野常信筆）

76．波浪図（尾形光琳筆）

77．活達風流図巻（英一蝶輩）

78．風俗図巻（宮Ii慢春等）

79．楓林停車図（池野無名筆）

80．柳渓帰牧図（異動蕪村等）

81．賛石公張良図（曽我諮自筆）

82．七美人図（勝川香華等）

83．埋魚図（円山応挙筆）

84．塁竹図（長沢塵雪筆）

85．（欠）

術

86．美人画（喜多lIi歌麻呂等）

87．山水図（呉春筆）

88、群棲図（森狙山筆）

89．養老構図（田中諌言等）

90．四季花鳥図（酒井抱一軍）

91．初夏山水図（田能村竹田筆）

92．孔雀図（岸的筆）

93．月下鴨機図（渡辺華山室）

94．楼閣山水図（谷文晃軍）

95．早春山家図（松村景文筆）

96．餅掴図（葛飾北斎筆）

97．菊花舘製図（椿樺山筆）

98．四季百花図（山本梅逸筆）

99．江畔月夜図（安藤広重筆）

100．今昔物語大江定基図

225　海嶺国籍　山・花・水・島・皆・

知・巳　幸野梅旗国　鈴木良之

助　明治36

7冊　22cm

226　既香線画膀1－4　滴和事著

大倉孫兵衛　明治24

4冊　29cm

227　親友ピカソ　ジェーム・サハル

テ著　益田義信訳　美術出版社

昭和25

315P　22cm

228　大東画馨説明　前編　石井畿水

着　石井源三郎　明治29

65丁　23cm

229　丹青秋鋳　金　加藤竹斎著　有

隣堂　明治17

24丁　23m

230　洋画手引革　森林太郎選　画報

社　明治31

58丁　23cm

231五体墨楊必勝　巻2　林久次郎

天保12（1841）

50T19cm

232　三体千文字　完　玉木元三郎著

大暖　久栄堂　大正4

85丁　24cm

ー21一

④722－B

⑭722－K

④723－S

⑲724－D

⑭724－T

⑲724－Y

⑭728－G

⑭728－S



芸術・語学

233　書道の芸術学的究明　饗場一雄

著　平凡社　明治24

577P　22cm

234　真書千手文　完　良三調合　青

木恒三郎　明治31

65丁　26cm

235　舞楽図　左，右　北島青郷著

吉川弘文館　明治38

2冊　26孤

236　神楽歌人文　上，下　稲　守部

署

椎本唸社　［］

2冊　23cm

237　催馬楽譜人文　上，中，下　橘

守部署　椎本喰社　天保12（1841）

3冊　23cm

238（増補）謡曲通解　大和田建樹編

博文館　明治40

1，770P　23調

239　せ界体育史　工ミット・A．ラ

イス原著　ジョン・し．ハッチ

ンスン改訂　今村嘉雄，石井ト

ミ共訳　不味堂書店　昭和28

304P　22cm

240　体育総論　広場英雄著　岩崎曹

店1953

137P　22cm

241中学校ダンス教本　日本体育指

導者連盟編　金子書房　昭和27

114P　22cm

242（小学適用）遊戯全書　全　三井

秀雄著　民友社　明治40

558P　23cm

243　大相撲50年史　吉江　浩縞

青森県相撲連盟　昭和30

17P　図版50　28触

⑭728－S

①728－S

⑭768－B

⑪768－K

④768－S

④768－Y

④780－S

⑲780－T

④781－C

⑭781－Y

⑲788－0

800　語

244　言語発達論　ポイトニー著　保

科孝一抄訳　冨山房　明治36

212P　23cm

245　現代の国語　日下部重太郎著

大日本図書株式会社　大正10

366P　23cm

246　現代の国語学　時枝識語蕃　有

満堂　昭和32

234P　22cm

247　伊呂波字類抄　第2巻　正宗敦

夫編　風間書房　昭和30

460T16cm

248　国語学原論　時枝識語著　岩波

書店　昭和27

550P　22cm

249　日本語の発想　白石大二着　東

京堂　昭和36

239P　19cm

250　文芸類纂1－8　榊原芳野編

大日本図書株式会社　明治11

8冊　25cm

251学者正誤　森廣道校訂　民友社

明治45

44丁　23cm

252　漢字三吉考　本居宣長撰　柏屋

兵助ほか　天明5（1785）

57丁　26cm

253　増続大鹿益会玉薦大全　子・丑・

寅・卯・辰・巳・午・末・申・

百・戌・亥　毛利貞斎著　松村
九兵衛　嘉永8（1631）

12冊　23cm

254　故事大事典　上　中，下　近藤

ー22－

④801－G

④810－G

⑲810－G

⑲810－1

⑭810－K

⑪810－N

④811－B

④811－J

④811－K

⑭811－Z

④813－K

学



語　　　学

元粋著　青木萬山笠　明治34

3冊18m

255　難訓事典　井上頼困・高山昇・

菟田茂丸全編　啓成社　明治41

424P　23cm

256（増稀）佐吉集買　上・中“下

井上頼囲増補　宝典構究所

明治32－33

3冊　23cm

257　東独　目録，1－4　新井若美

薯　吉川半七　明治36

5冊　23cm

258（増補語林）倭別業　上，中，下

井上頼囲，小杉裡郵増補　近藤

出版部　明治38

3冊　23m

259　群書索引　第1－3冊　物集高

見蓄　蔵文庫刊行会　大正14

3冊　27cm

260（官服）諸表1－13　文部省縞

輯局　明治17

13冊　26関

261陽春厘雑考　小中村清矩著　書

Iii半七　明治30

924P　23cm

262　文章探格　上　下　橘　守部署

橘　遵守　明治19

2冊　26cm

263　現代日本語の表現と語法　佐久

間鼎著　厚生閣　昭和28

311P　22cm

264　現代日本語法の研究　佐久間鼎

著　厚生閣　昭和27

345P　22cm

265　五十音小説　橘　守部撰

［コ天保13（1842）

1冊　20cm

⑲813－N

⑱813－R

④813－T

⑱813－W

⑲814－G

④814－G

⑭814－Y

⑱815－B

④815－G

⑭815－G

④815－G

266　国文法要義　永井一事著　大日

本図書株式会社　明和37

428P　25cm

267　詞道路　上．中，下　本居春慶

著　［］［］

3冊　26cm

268　言葉のやちまた　上．下　本居

春慶著　大阪　岡島莫七　明治17

2冊18cm

269　日本文法講座1－6（5欠）

明治書院縞　昭和32・－33

5冊19m

内容

1．総論

2．文法論と文法教育

3．文法史

4．解釈文法

6．日本文法事典

270　初学日本文典　上　下　物集高

見著　出雲寺万次郎　明治23

2冊　23m

271山口葉　上，中．下　妙玄天徳

著　北畠茂衛ほか　文政3（1820）

3冊　26cm

272　続日本文法講座　2－4　明治

書院縞　昭和33

3冊19調

内容
2．表言己縞

3．文章縞

4．指導編

273　文章添削方針1－4編　阿保

友一部署　冨山房　明治30

4冊　23m

274　冠辞考1－10　賀茂真渕着

相原屋与左衝門ほか　寛政7（1795）

10冊　26cm

275　書簡文添削方針　巻の1　阿保

友一部署　河出静一郎　明治31

1冊　23cm

ー23－

⑲815－K

⑪815－K

⑲815－K

④815－N



語　　　学

壬、
276　蚕靖考　藤原稚澄著

〔〕文政6（1823）

7丁　26cm

277　稜戯言別　1・－10　橘　守部署

橘　遵守　明治27

10冊　26孤

278　稜成遠別　1－5　橘　守部署

椎本唸社　天保14（1843）

5冊　26cm

279　神皇正統記講義　上．下　今泉

定介著　伊藤岩次郎　大正7

2冊　22cm

280　国文学十二種仏語解釈　仝

織田得能著　光融舘　明治34

533P　23cm

281歴朝語調解1－6　本居宣長

著　永楽塵東四郎　享和13年

須受能耶蔵板

6冊　26cm

282　操細字訣　2－10　伊東東涯署

北畠茂兵衛　明治11

9冊　23cm

283　操細字訣鮪遺1，2　伊東東

涯著　北畠茂兵衛　明治11

2冊　23cm

284　度照字典1－40　石川鴻斎縞

博文鰭　明治25

6冊19cm

2鎚　文体明輝　明　徐師曹操　須原

屋茂兵衛ほか　嘉永5年

47冊　23cm

内容

①　目録　巻1－6

②　巻1一一61

③　附録目録上・下
④　附録1－14

286（評定箋註）古文辞類纂1－3

論勝頼上　浦　桃姫伝摂　南木

棺荘　明治17

3冊　27Ⅷ

⑭817－G

④817－1

⑱817－1

④817－J

⑱817－K

⑲817－R

④821－S

⑭821－S

⑭823－K

④826－B

⑲826－K

287（箋註）襲求校本　上，中．下

田　白的箋注　目累十朗　明治

21

3冊　26cm

288　英語音韻論　サピア・マテシク

ス著　木坂千秋，郡司利男訳

研究社　昭和32

77P　22cm（英語学ライブラリー10）

289　英語教授論考　黒田　観着　金

子宮房　昭和23

266P lgcm

290　英語構造論　ヴェーベル著　市

川三富訳　研究社　昭和32

89P　22cm（英語学ライブラリー1）

291英語の形態と機能　ホルン著

山本忠雄訳　研究社　昭和32

35P　22伽（英語学ライブラリー5）

292　現代英語の文法的変化　サック
i）ン著　久野朔邦訳　研究社　昭和32

38P　22cm（英語学ライブラリー3）

293　意味論研究　ウルマン著　山口

秀夫訳　研究社　昭和33

95P ZZcm（英語学ライプラi）－11）

294　韻律諭　イエスベルセン著

清水護訳　研究社　昭和32

32P　22cm（英語学ライブラリー4）

295　音調と強調　コールマン・ポリ

ンジャー著　岩崎民平訳　研究

社　昭和32

53P　22m（英語学ライブラリー2）

296　シェークスピアの英語　ブラッ

ドレ一着　大山敏子訳　研究社　昭和32

53P　22m（英語学ライブラリー7）

297　シンククスの短躇性　スミス著

高谷信一訳　研究社　昭和32

69P　22m（英語学ライブラリー6）

298　定冠詞諭　ピアール著　厨川文

夫訳　研究社　昭和32

73P　22cm（英語学ライブラリー8）

－24－

（㊦827－M

（①830－E

（㊦830－E

⑲830－E

⑭鮪0－E

①830－G

④830－I

⑭830－I

④∞0－0

⑭830－S

④830－S

⑲830－T



語学・文学

299　頭韻と英国文化　シュヴアルツ

著　前島儀一郎訳　研究社　昭和33

54P　22cm（英語学ライブラリー12）

300　五国語箋　乾．坤　松園梅彦輯

臼杵太郎蔵版　萬延元年（1860）

2冊18cm

301通排手引軍　上　青柳毅訳　京都

勝村治右衛門　明治5

32T18cm

302　ELEC英語詰座　オーラル・

アプローチ教本　財団法人英語

教育協議会縞　大修館1963

324P　22cm

303　ELEC英語講座　基本文型練

習（2）日本英語教育研究委員会

著　大修館1963

132P　22cm

304　Exampies of CoiioguiaiAn

gio－Japanese ConversatlorI

高橋盛雄　F．D．ペトレー共著

風間書房　昭和23

1，161P19cm

900　文　　　学

305　現代詩講座　第1－3巻　日夏

欧之介著　創元社　昭和27

3冊1800

内容

第1巻　詩とは何か

第2巻　詩の鑑賞

第3番　詩の技法

306　諸学問津　七絶下．六言絶，五

言律　長　構外著　浅井重光　明治15

26丁　23cm

307　文芸百科全書　早稲田文学杜若

隆文館　明治42

1，835P　27m

内容

⑪230－T

④833－G

⑪鎚3－T

④837－E

④837E

④約7－E

⑲901－G

第1部　文芸概観，文学

第2部　演劇，音楽，美術

第3部　解題

第4部　辞舞

308JapaneseJiterature m the

Me甲Era／Complled and Edlted

by Okazakl Yoshle，Translated

and Adapted by V．H．VlgllemO

旺文社1955

673P　22cm

309　日本文学史　下巻　三上参次，

高津鍬三郎共著　金港堂　明治35

540P　22cm

310　長歌撰格　上，下　橘　守部署

橘　遵守　文政2（1819）

2冊　26cm

311夫木和歌抄　市島譲吉縞　国書

刊行会　明治39

1I282P　23cm

312　夫木和歌抄索引　国書刊行会縞

明治40

404P　23cm

313　御詠集　会　吉川宗太郎輯

歌道奨励会　明治43

600P　23cm

314　芭葉集聴解　第1－6編　橘

千蔭著　図書出版株式会社　明治26

6冊19Ⅷ

315　古今和歌集　小西甚一校謹

大日本雄弁話談社　昭和24

397P　19cm

316　百薬集古義　藤原雅演者　吉川

半七　明治24

18冊　27cm

内容

1．2，3（上　天地，中　天地，下

317　高桑集音義∴総論1－4　藤原

雅澄著　書li伴七　明治24

4冊　27cm

ー25－

⑭910－J

⑲910－N

④911－C

④911－F

④911－F

⑪911－G

911－H

⑭911－K

⑲911－M

天地）

⑪911－M



文　　　学

318　苗棄集人物伝　1－3　藤原雅

澄著　吉川半七　明治24

3冊　27cm

319　菖薬集枕詞解1－5　藤原雅

澄善　吉用筆七　明治24

5冊　27Ⅷ

320　明論歌集　1－5　徳川斉昭著

徳川筋散　文久元年（1861）

5冊　23cm

321竹取物語佳言解　乾，坤　藤原

稚澄薯　藤田栄次郎　明治20

2冊　26cm

322　平家物語　長門本　市島譲吉編

国書刊行会　明治39

762P　23cm

④911－M

④911－M

④911－M

（①911－T

（⑨913－H

323　平家物語語義　今泉定介著　　　　　　⑭913－H

伊藤君治郎　明治41へ大正7

11冊　22cm

2－6（4欠）　3版　　4一一6　6版

1－3　7販　　　　　　1　9版

324　近古小説解題　平出鑑二郎著

大日本図書株式会社　明治42

473P　23cm

325　日本小説年表　全　朝倉無声着

金尾文渕堂　明治39

302P　23cm

326　日本書紀通釈　索引，第2－5

飯田水夫縞　林平次郎　明治42

5冊　2400

327　太平記　神田本会　市島譲吉縞

国書刊行会　明治40

664P　23cm

328　梧陰存稿　巻1，2　小中村義

家縞　渡辺兵書　明治28

2冊　23cm

329　百家説林　巻1－10（8欠）

今泉定介共編　青山清吉　明治30

9冊　22cm

⑪913－K

⑭913－N

①913－N

④913－T

④914－G

④914－H

330　百家説林　続編下巻2．索引

吉川弘文館縞　明治39．40

2冊　23cm

331枚華子奉唱砂　上，申．下

北村季吟著　青山清吉　明治26

3冊　23cm

332　枚草子通解　金子元臣編　明治

書院　昭和23

583P　19cm

333　五勝間　目録，1－14　本居宣

長著　片野東四郎　明治9

15冊　26cm

334（新版）鉄槌　上之本・末，下之

本・末　京都　西沢大兵勝重

賞文12

4冊　26cm

335　家忠日記　1－6　松平家忠著

吉川半七　明治30

6冊　23cm

336　土佐日記考証　上，下　岸本由

豆流著　須原屋茂兵衛　明治31

2冊　26cm

337　土佐日記創見　上之本・末，下

之本・末，附録　香）i憬樹著

須原屋茂兵衛ほか　天保3

5冊　27cm

338　土佐日記灯　上，中，下　富士

谷御杖著　国光社　明治31

3冊　23cm

339　扶桑拾葉栗　首巻，上　申，下

瀬光固着　大阪　石塚猛勇蔵

明治31

4冊　22cm

340　室町時代小説集　会　平出鍾二

郎編　精華書院　明治41

440冊　23cm

341要目穣文　1－4　佐藤一斉著

文政12（1829）

4冊　26cm
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文　　　学

342　重油吟社詩　月，星　梁川星巌

著　大阪　文楽堂　弘化2（1鉱5）
2冊　26m

343　基線詩史1－3　小栗憲一著

京都　小栗憲一　明治17

3冊　21cm

3挫　回天詩史　転　坤　藤田東湖著

安政3（1856）

2冊　26Ⅷ

345（標記刷修）近古史談　上，下

大槻磐渓著　大槻文彦　明治45

2冊　23m

346　近世先哲叢談　上　下　村松

環着　武田伝兵衛　明治31

2冊　23cm

347　近世叢話1－8　角田　簡着

京都　出雲寺文次郎　文政11（1828）

4冊　25cm

348（標記）弘道館記述義　上　下

藤田彪（東湖）著　青木常三郎

明治16

2冊　26cm

349　紅蘭小葉　辰　梁Ii憧厳暑

大阪文栄堂　文政3（1820）

1冊　26cm

350　山陽遺稿　文1－4　詩1，2

頼襲（山陽）著　出雲寺文次郎

天保12（1841）

6冊　26cm

351山陽詩紗1－4　頼袈（山陽）

著　須原屋茂兵衛ほか

天保4（1833）

4冊　25cm

352　星巌築　梁川星顕著　大阪　文

栄堂　天保12（1841）

9冊　26cm

内容

④919－G

⑲919－H

⑱919－K

⑭919－K

⑭919－K

⑲919－K

⑲919－K

④919－K

⑪919－S

⑲919－S

⑪919－S

353　息軒連語1－4　安井息軒著

安井干菊　明治11

4冊　2460

354　宕陰存桔　札　楽，射御言蕾，

数　塩谷世弘著　岡田屋嘉七ほ

か　明治3

6冊　26cm

355　続近世先哲叢淡　上　下　村松

撰者　武田伝兵衛　明治31

2冊　23cm

356　続近世叢話1－8　角田　簡着

京都　田芸事文次郎　弘化2（1845）

4冊　26m

357　漢籍国字解全書　第1－36巻

（22．23欠）　早稲田大学出版部

昭和2－8

34冊　23m

内容

第1巻　孝経，大学．中庸，論語

第2巻　孟子，帝範，臣軌　朱子家訓

第3巻　易経上　易学啓蒙，易学階梯附言

第4巻　易経下，本笈指南

第5巻　詩経，詩疎図解

第6巻　書経

第7巻　小学，童子通

第8巻　近思録．用字格

第9巻　老子，荘子，列子

第10巻　孫子．唐詩選

第11巻　古文真宝前菜

第12巻　古文真宝後集

第13巻　礼記上

第14巻　礼記下

第15巻　富子，上

第16巻　智子下．香子補正

第17巻　墨子上

第18巻　墨子下

第19巻　菊子上

第20巻　萄子下．菊子考異

第21巻　韓非子上
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文　　　学

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

巻　戦国策中

巻　戦国策下

巻　文章軌範

巻　続文章軌範

巻　論語証解　上

巻　論語註解　中

巻　論語註解

巻　伝習録講義　上

巻　伝習録講義

巻　春秋左氏伝国字解

巻　春秋左氏伝国字解

巻　春秋左氏伝国字解

巻　春秋左氏伝国字解

358（一覧博識）漢学速成　内藤恥夏

着　郁文社　明治43

834P　20cm

359　二大漢籍国字解　第1－12巻

早稲田大学出版部編　昭和3－4

12冊　23CⅢ

360　支那文学史　全　古城貞吉著

冨山房　明治35

585P　23cm

361尺憤隻魚∴巻1－8　寅　幾熊

著　竹内禎十郎　明治12

4冊　23m

362　靖献遺言1－8　京都　風月

荘左衝門　元治3（1865）

3冊　26m

363　文章軌範　正（巻1－7），続

（巻1－7）　宗　謝妨得撰

森立之増註　目黒十郎　明治22

6冊　23cm

364　八代詩選1－12　滴　王聞達撰

光緒19（1893）

11冊　24cm

365（訂正）訓点謝選拾遺　上，申．

下　頼山陽原選　長島為一郎

明治23

3冊　23脚

366　高音部全集　七言古詩巻1－4．

五言古詩巻1－5　青木恒三郎

⑭920－K

④920－N

⑭920－S

⑪920－S

④920－S

⑭921－B

⑭921－H

⑲921－K

⑪921－K

ー28

明治30

9冊　20cm

367　古文真宝新釈　前葉　宋　黄堅編

久保天随釈義　大橋新太郎　明治42

544P　23cm

368　明清人大家文読本1－12　近

藤元粋選評　同日昼茂兵衛　明治19

12冊　23cm

369（重莱）毛詩伝疎　陳　奥撰

〔〕光緒9（1883）

9冊　2400

内容

巻1・2．11－17．20－30，（藻類　鄭氏愛敬徴，

音1－4）

370　唐賢三味築箋註　上，中，下　　　　　⑲921－T

滞　王士禎漢∴騎浩泉署著　光緒9（1883）

3冊　28cm

371（纂評精註）唐宗八大家文読本

1－16（4．6，12欠）　清　沈

徳潜評点　石Iii鴻斎校註　原

案三郎　明治18

13冊　23cm

372　随固三十六種1－21滴∴裏

技縞　［］　先箱9（1893）

21冊　20cm

373（校訂）困学紀聞築∴巻1－20

宋　王応麟撰　嘉慶18（1813）

12冊　24cm

374　アメリカ文学　高垣松雄薯

研究社　昭和27

449P　19cm

375　アメリカ文学史　斎藤　勇著

研究社　昭和16

368P lgcm

376　リシャル　第11時　ポール・リ

シャル著　大用周明訳　大鑑閣　大正10

277P lgcm

⑲921－T

④921－Z

⑪924－K

⑪930－A

④930－A

④954－R



洋　　　書

洋　　　書

377　GeneraiHISt°ry Of CiV用ZatiOn　　⑪209－G

In Europe by M．GulZOt

New York，D．Appleton And Company1892

316p19m

378　A Short Survey of UmVerSai

HiStOry by Dr．L．RleSS

Fusamb0　1900

541p　20cm

379　Europeen HiStOrY V01ume

④209－S

④230－E

I～Ⅳ　by A．R．Hope Moncrlef

The Gresham PubllShmg Co．〔〕

238p　26cm

380　Commerclai Geography of　　　　④672－C

the World by Dr．Carl Zehden，Translated

by Flndlay Malrhead m．a．

Blackle＆Son，Ltd．1893

592p19cm

381Webster’s DICtIOnarY　　　　　　④833－D

Of SYnOnYmS

SprlngIleld，Mass．U．S．A．G．＆C．Merrlam

Co，PubllShers1951

907p　26cm

382　HYpatia byCharlesKlngSley　　⑭930－H

London，Cassell And Company Ltd．

〔　〕

442p lgm

383　Mr．MidshlPman Easy　　　　　　④930－M

by Captaln Marryat

London，CassellAnd Company　〔〕

360p19cm

384　The OpIum Eater And Other　　　⑲930－0

WrltingS by Thomas De QulnCey

London，Cassell And Company

Ltd．〔　〕

415p19的

385　Sartor Resartus by Thomas　　　⑪930－S

Carlyle

Carsselland Company　〔〕

340p19cm

386　Siias Marner the Weaver of　　　　⑭930－S

Ravioe by George EllOt

London，CassellAnd Company Lは．〔〕

367p19cm

387　The Life．Phiiosophy．And　　　⑭930－T

Thoughts by Marcus AurelluS

London，Cassell And Company Ltd．〔〕

317p l9cm

388　The PoetiCai Works of M‖ton　　　④931－P

byJohn Mllton

New York，George Routledge And Sons，

Ltd．〔　〕

596p　21cm

－29－
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凡　　　　　例

1．本文に収録した図書名を五十割頂に配列する。

2．記述は書名の次に（）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0

3．配列は原則として読みの五十音順とし，細部については，当館整理基準による○





蕾　名　索　引

あ

要目棲文1－4（佐藤一斎著）……………………………341

青森県凶作救済誌（大正2年）（青森県編）・……………‥26

青森県治要覧（青森県）・・…………………………………27

青森県に於ける明治天皇の御遺跡（青森県）…………・・・28

安土桃山時代史（渡辺世相著）……………………………78

吾妻鏡　校訂増補1－10巻（高桑的吉ほか）……………75

吾妻鏡築解1－2（高桑的吉共編）……………………77

吾妻鏡備考1－3（高桑約言縞）………………………76

新しい天と新しい地（ウオッチタワー・バイブル・

アンド・トラクト・ソサイテー）……………………‥70

あづまめぐり　上，下（燕石十種第2）…………………11

後はむかし物語（燕石十種初輯），（てがらのをかも

後見草　上・申・下（薬石十種2輯），（亀山宗山等）…11

アメリカ経済史綜説（児玉洋一著）……………………‥169

アメリカ構造言語学と英語教育（C・C・フリーズ

アメリカ文学（高垣松雄著）………………………………374

アメリカ文学史（斎藤勇著）………………………………375

新井白石全集　第1・3－6（今泉定介編）………………9

い

家忠日記1－6（松平家忠著）……………………………335

イギリス風物誌（横川信義著）……………………………162

ELEC英語講座（オーラル・アプローチ教本

財団法人英語教育協議会繍）……………………………302

ELEC英語講座・基本文型練習〈2〉（日本美語教育

研究委員全署）……………………………………………303

維新史（本多辰次郎著）……………………………………鈎

（一覧博識）漢学速成（内藤恥要著）………………………358
一蝶流講考（続燕石十種2輯）．（涼仙老樵輯録）………22

稜戯言別1－10（橘守部署）……………………………277

稜威通則1－5（橘守部著）……………………………278

箱庭雑録　上・申（続薬石十種3輯），（喜多村信節）…22

韻律論（イエスベルセン著）………………………………294

異聞雑高　上下冊（続薬石十種3輯）．（滝沢馬琴）……22

意味と言語分析（C・Cフリーズ著）…………………‥184

意味論研究（ウルマン著）…・・　　　　　　　　　…ゼ93

伊日渡芋類抄　第2巻（正宗敦夫縞）……………………247

え

英語音韻論（サピア・マテシクス普）……………………288

英語教授法事典（語学教育研究所編）……………………181

英語教授法事典（小Iii芳男編）……………………………182

英語教授論考（黒田　観着）・・……………………………・289

英語構造論（ヴェーベル著）…‥　　　　　　　　・…290

英語シンククスの概要（E・Aナイダ薯）………………183

英語の形態と機能（ホルン著）…………………………‥291

栄養生理（柳金太郎著）……………………………………196

栄養料理事典（小田静枝著）………………………………204

絵そらごと（薬石十種第六輯）．（石野広通）・…………‥11

江戸往古図説　上下巻（薬石十種第六輯）．（大橋方長）…11

江戸塵絵　巻1－5（薬石十種　第3）…………………11

江戸箱根元由来記（燕石十種　第2）……………………11

江戸百化物（続燕石十種　第2）…………………………22

江戸真砂六十帖（薬石十種　第1）・　　　　　・・11

江戸真砂六十幅広本（燕石十種　第2）…………………11

薬石十種　第1－3（国書刊行会縞）…………………‥11

薬石十種　続　第1－2（国書刊行会縞）……………‥・22

お

老のたのしみ抄（燕石十種5輯），（二代目市川団十郎）…11

欧風料理の基礎（中村勝三ばか共著）……………………205

大相撲50年史（吉江　浩編）…　　　　　　　　　…243

大館常興日記（大館常興著）……………………………‥112

織物原料（大住吾八苦）…・・　　　　　　　　　…・201

音声構造の型　音楽の心理的実在（E・サピア著）……186

音調と強調（コールマン・ポリンジャー著）…………‥295

か

改過筆記（続燕石十稲4輯），（曲亭馬琴）……………‥22

回顧六十年（烏谷幡山番）………………………………‥159

回天詩史　乾，坤（藤田東湖著）…………………………344

化学訓蒙（石黒忠原綿）…i　　　　　　　　　　　…189

加賀藩史豪1－8（永山近影編）・……………………‥155

過眼鏡（続薬石十種　初揖），（越智為久）………………22

学嚢小我　巻1－14………………………………………‥56

各時代の希望　第1・3巻（2次），（ェレン・G・

ホワイト著）………………………………………………71

学習心理学（小口忠彦著）・

ー33－

173



書　名　索　引

神楽歌人文　上・下（橘　守部署）・・……………………・236

室証録（続燕石十種　初輯）．（喜多村信輔）・・…………22

家政学原論（松平友子暫）………………………………ii．・202

葛飾記　上下巻（熊石十種　第2）・・　　　　　・・・11

歌舞音楽略史　乾，坤（小中村清矩著）………………‥214

金杉日記（続燕石十種3輯），（山崎よししげ記）……‥22

鎌倉時代史（三浦周行著）…………………………………85

紙屑篭（続燕十種3曙），（三升屋二三冶）………………22

賀茂真渕全集　首巻，第1－5（国学院編揖部編）……14

漢学速成（一覧博識），（内藤恥真書）……………………358

冠辞考1－10（賀茂真渕著）……………………………274

漢字三富考（本居宣長撰）…・・　　　　　　　　　…252

湊書評林　第1－50本（凌稚隠語枝）…………………‥・130

漢籍国字解全書　第1－36巻（早稲田大学出版部）…‥・357
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己亥叢説　上，下（井上頼固着）………………………・72

菊池容斎国語　乾，坤（松本楓湖編）……………………222

兵曹談（続薬石十種4揖）．（三木隆盛）・・　　　　…・22
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玉輔考（藤原雅澄署）…・・　　　　　　　　　　…・276

玉池吟社詩　月，星（梁IiI星厳暑）・……………………‥342
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近世江部署間集　巻1－11（燕石十種4輯），（馬場文
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（続々）群書類従　第1－16（市島譲吉編）……………‥23

訓点謝選沿道（訂正）上　申，下（頼山陽原選）……・365
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大塚久雄編）…・

孔子研究（蟹江義丸著）・…

皇朝史略1－5（青山延学者）
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国字小説通（続燕石十種初輯），（木村黙翁）…………‥・22
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古風今様歌曲扇林乾坤（続燕石十種4輯），（河原崎権

之助）………………………………………………………22

古文辞類纂（評定纂謹）1－3論親類上（滴桃姫伝

古文真宝新釈　前葉（宋　黄堅編）………………………367

困学紀聞集（校訂）巻1－20（釆　王応麟撰）・i・．・……‥373

近藤五斎全集　第1－3（国書刊行会縞）………………16

さ

最近支那史　一之上・下．二之上・下（石村貞一，

河野通之編）………………………………………………134

催馬楽譜人文　上，申．下（橘　守部署）………………237

サボテン図説（伊藤芳夫著）………………………………195

猿楽沿革考（薬石十種2輯），（Iil崎重恭）………………11

猿楽伝記（燕石十種　第1）………………………………11

三国仏教略史　上　中，下（島地黙雷．生田得能著）…68

三座家狂言並由緒曹（燕石十稲第2）…………………‥11

三升屋二三治戯場書留（燕石十澄2輯）．（三升屋二三

三体千手文　完（玉木元三郎書）…………………………232

制定小学　内，外縞（冨山房縞）…・　　　　　i・i・45

山東京伝一代記（続燕石十種　第2）　　　　　　…・22

山陽遺稿　文1－4　詩1，2（頼裏（山陽）著）…350

山陽詩紗1－4　頼裏（山陽著）………………………351

し

シェークスピアの英語（ブラッドレ一着）・・……………296

詩学関澤（長　構外著）……………………………………306

鹿の巻筆　第1－5（薬石十種第六輯），（鹿野武左衝

式亭雑記（続燕石十種初囁），（式亭三馬）……………‥22

色道大鏡（続燕石十謡4輯），（畠山築山）………………22

史記評林　巻首（乾・坤）（凌稚隆輯校）………………135

史記辞林　巻首坤（湊稚陸揚校）…………………………136

詩経（欽定詩経伝説葉菜）…………………………………46

詩経集注1－8（須原屋茂兵衛ほか）…………………52

学者正誤（森　廣道校訂）………………………………‥251

賢治通鑑　第1－70冊（司馬光ほか縞）・…・　　　…137

四書陸参　大学．論語，孟子，中庸………………………47

四書索引（森本角蔵縞）…………………………………‥48

四書索引　本文の部（森本角蔵薯）………………………49

（四書新釈）孟子　上・下（久保天随著）…………………39

市制町村制正義（清水　澄はか共著）…………………‥168

事競合考（燕石十種2輯），（泊騎兵元）…………………11

史籍年表　完（伴　信友縞）………………………………113

支那通史　1－4（那珂通世編）…………………………138

支那哲学史（高瀬武次郎著）………………………………37

支那哲学史講話（宇野哲人著）・…

支那文学史　全（古城貞吉著）…・・

芝居町江御飯蕾（薬石十種　第3）

社会と思想（高木斐川編）…
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社会保健の原理（石川光昭著）・・　　　　　　　・197

尺臆隻魚　巻1－8（寅　幾熊著）………………………361

集古十種（松平定信編）……………………………………218
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共著）……………………………………………………・・127
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書道の芸術学的究明（饗場一雄著）………………………233
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新辞書類従　第1－10（市島譲吉編）……………………20

相星正統記（標記）全（准右源親房撰）………………‥82
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真書千字文　完（良　三洲蕾）…………………………‥234

神代余波　上・申・下巻（燕石十種3輯），（斎藤信磨）…11
シンタクスの短路性（スミス著）…………………………297

人文地理学（飯塚浩二晋）………………………………‥163

幸野暮談（続燕石十種初輔），（平秩東作）………………22

親友ピカソ（ジェーム・サバルテ著）……………………227
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春秋集注　序・目録．巻1－38（須原屋茂兵衛）………55

小学句読集疏　1・－10（貝原益軒馨定）…………………50

小学紗　全（金港堂）…・　　　　　　　　　　　…・60

小学正本　上．下（久保吉人様註）………………………51

所論　上，下（会沢恒蔵著）・……………………………‥34

装束甲胃図解（関根正直縞）………………………………114

初学日本文典　上，下（物集高見著）……………………270

書簡文添削方針　巻の1（阿保友一郎著）………………275

す

髄園三十六種　1－21（貴　校縞）・∴・．………………‥i372

菅政友全集　全（市島譲吉編）・．ii・　　　　　　　i…21

杉浦堅剛先生（大町極月，猪狩史山共著）………………149

須須英軍（読燕石十種4瞞），（建部纏足記）……………22

相撲伝書（熊石十種4輯），（木村守直）…………………11

駿河台志（燕石十瑳　第2）・　　　　　　　　　・・・11
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晴右記（勧修寺晴右著）……………………………………150

星漬菜（梁川昼顔著）………………………………………352

靖献過言　1－8（風月荘左衛門）………………………362

政治思想史概説（増訂）（I）（Ⅱ）（原田　鋼著）………167

満更掌要1－6（増田　責苦）………………………‥139

滴神秘録（統燕石十種3揖），（北流山人）………………22

時登記1－3（勘修寺晴聾者）…………………………151

舎密閉宗　2－7（3欠）（宇田川裕琶訳）…………‥192

舎密局必携　前編1－3（上野彦馬抄訳）………………193

西洋史辞典（京都大学文学部西洋史研究室編）…………141

西洋史辞典（原　随園，井上智勇編）……………………142

西洋史要　全（坪井九馬三着）……………………………74

西洋美術辞典（今泉篤男，山田智三郎編）………………215

世界体育史（エミット・A・ライス原著）………………239

世界大思想全集　哲学・文芸2（アi）ストテレス）（高

田三郎訳）…………………………………………………29

世界大戦史　前，後篇（実作元八編）……………………143

瀬田問答（薬石十種初揖），（大田　軍，瀬名貞雄）…‥11

前賢故実　1－10（菊池武保著）・・iiii……………………‥152

千種之花　1ノー2（幸野楳横国）………………………・209

（襲註）蒙求校本　上，申，下（岡　白的箋託）…………287

先哲叢談（原薔公道著）……………………………………35

賊のをた巻（薬石十種　第1）　　　　　　　　　　…11

そ
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郎増捕）…………………………………………………1－．・258

続蕪石十種　第1－2（園舎刊行会縞）…・　　・…22

続近世先哲叢談　上，下（松村　操薯）…………………355

続近世叢話1－8（角田　簡着）・・……………………・356

続皇朝史曜　1－〉3（青山延宇著）………………………89

俗耳鼓吹（飛石十種3輯），（偏慶子），……………………11

（涜）十八史略読本1－5（宮脇通読編）……………128

続々辞書類従　第1－16（市島譲吉編）………………‥23

増続大廣益会玉編大全（毛利貞斎著）…・・　　　　…・253

続日本外史　1～10（馬杉螺著）…………………………120

続日本高僧伝　巻1－11（竺　道契著）…………………153

続日本文法講座　2－4（明治書院編）…………………272
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尊卑分脈1－12（7欠）（藤公定撰）…・　　　…157

た

体育総論（広場英雑著）……………………………………240

（増続）大廣益会玉篇大全（毛利貞斎著）………………‥・253

大尽舞考証（燕石十種　第3）・　　　　　　　　・・11

大東画馨説明　前編（石井畿水着）……………………‥228

大日本教育沿革史（小出　廣編）………………………‥175

大日本教育史　後編（小出　廣縞）………………………176

大日本史　第1－173（徳II恍囲縞）………………………81

大日本人名辞書……………………………………………145

大日本地誌　巻1－7（山崎直方，佐藤伝蔵共編）……161

大日本美術史1（小杉檻郵編）・i………………………・212

太平記　神田本会（市島譲吉編）………………………‥327

大名道中（秋好善太郎編）…………………………………221

高尾考（薬石十種初輯）．（原　盤和）……………………11

竹取物語健吉鮮　乾．坤（藤原雅澄著）…………………321

竹本豊竹浄瑠璃譜　上・下（燕石十種　第2）　　…11

只今御実車（続熊石十種4輯），（瀬Iii如皐（二代））…22

玉勝間　日録，1－14（本居宣長苦）…………………1－．・333

玉菊考（燕石十種　第2）…………………………………11

丹青秋録　仝（加藤竹薫香）……………………………‥229

ち

中学校ダンス教本（日本体育指導者連盟編）…………‥・241

中古戯場説　巻上下（燕石十種　第2）　　　　　…11

中国上代思想の研究（栗田直娼著）………………………36

中世社会（豊田武編）・・…………………………………‥i・80

長歌撰格　上　下（橘　守部署）・i‥i………………………310

朝鮮史1－5（3欠）（林　泰輔著）i………………‥123

塵塚談（薬石十種初輯）．（小Iii顕道）……………………11

つ

通籍手引書　上（青柳毅訳）………………………………301

壷董（続薬石十種4輯），（黒川蕃村）・…………………・22

釣客伝　上下（続報石十種初詣），（黒田五柳）・・・・・22

て

定冠詞論（ヒアール暫）……………………………………298

哲学通史　第1－2巻（速水敬二著）・．・…………………31

鉄槌（新版）上之本・末下之本・末（西沢太兵勝垂）…334

と

岩陰存稿（塩谷世弘著）……………………………………354

頭韻と英国文化（シュヴアルツ著）………………………299

東雅　目録1－4（新井富美（白石）著）…………‥257

唐賢三味集愛護　上　中．下（雅浩泉署著）……………370

道成寺考（熊石十種第6輯），（屋代弘賛）・・　　　…11

当世武野談俗談（薬石十種3輯），（馬場文耕）………‥11

唐宗八大家文読本（纂評精霊）（沈　徳満）……………371

東邦近世史　上，下（田中翠一郎著）……………………121

滴房諸国　巻之上下（薬石十種5輯），（庄司勝富）…‥11

滴房語国後集（続燕石十種初輯），（庄司道悪）………‥22

東洋中世史（和田浦はか共著）……………………………122

徳川幕府時代史（池田晃渕著）……………………………115

読史余論1－12（新井若美著）・………………………・・116

徳永種久紀行（続薬石十種　第1）……………………‥22

土佐日記考証　上下（岸本由豆流普）…・・　　　…336

土佐日記創見（香Ii憬樹蕃）……………………………‥337

土佐日記灯　上．中，下（富士谷御杖著）・・・　　…・338

な

浪華五侠伝（熊石十種　第2）……………………………11

浪速人傑談　巻之上下（続燕石十種2輯），（政田義彦）22

なら柴（薬石十種第六輯），（原　盤和）・　　　・”11

奈良朝史（久米邦武著）……………………………………103

難訓辞典（井上頼囲ほか全編）…・・　　　　　　…255

高向茶話（薬石十踵2輯），（酒井忠昌）…………………11

南米（伊達源一郎縞）……………………………………・工65

南北朝時代史（久米邦武著）………………………………104
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に

廿二史観記1－36（越　翼按）………………………・133

二大漢籍国字解　第1－12巻（早稲田大学出版部編）・359

日本開化小史　巻1－6（田口卯吉著）・・・・……………‥105

日本外史（校刻）1－22（頼久太郎著）……………………87

日本外史（続）1－10（馬杉繋著）……………………‥120

日本教育史資料1－9（5欠）（文部省蔵版）………177

日本教育資料旧幕府聖堂釈尊図　5折…………………178

日本教育史資料附録学校図12折………………………179

日本教育文庫（同文飽線描局編）…………………………19

日本近世教育思想の研究（中泉哲俊著）…‥　　　・・174

日本古代史（久米邦武著）…………………………………106

日本語の発想（白石六二着）……………………………‥・249

日本産業文化変遷史（デーリー東北新聞社縞）………‥・206

日本宗教史（土屋詮教著）………………………………‥・64

日本小説年表　全（朝倉無声著）………………………・325

日本書紀通釈　索引，第2－5（飯田永夫縞）………‥326

日本敬語（増補）1－8（頼久太郎著）………………‥107

日本制度通2，3（萩野由之共著）・……………………‥108

日本堂相百年史（金森徳次郎監修）……………………‥109

日本帝国第23統計年彊（内閣統計局繍）…………………171

日本の資源問題（安芸政一著）・…………………………‥207

日本之儒教（日本儒教宣揚会）…………………………・i・33

日本の農業（酉水孜郎著）…………………………………208

日本の文化財I・Ⅱ（文化財保護委員会監修）……‥219

日本文学史　下巻（三上参次．高津鍬三郎共著）………309

日本文化史　平安朝　初期，中期，末期（太田　亮著）…110

日本文化史　第1巻（古代）（安藤正次著）‥・…………111

日本文法講座1－6（5欠）（明治書院編）…………269

日本文法講座（続）2－4（明治書院縞）………………272

日本名画官選……………………………………………‥・224

日本澤学年表　全（大槻修二郎編）………………………73

は

排楷古文庫　乾坤之巻（続燕石十種2輯），（亭々亭馬

琴撰）………………………………………………………22

梅横国鑑（宰野梼旗国）…・・　　　　　　　　　　…・225

博戯犀照（続燕石十種初輯），（山崎美成）……………‥22

秦進　人間機関車ヌマさんの記録（浅沼追悼出版編集

委員全編）…………………………………………………144

幕末史（小林庄次郎著）……………………………………79

八代詩選1－12（王聞達撰）…………………………‥3触

原敬全伝　天，地（鈴木利貞編）…………………………158

藩輪講1－4（新井白石署）…………………………‥146

伴信友全集　第1－5（市島譲吉編）……………………10

ひ

美術年実　売（福地復一着）………………………………211

ビックス経済学研究（佐藤重三郎著）……………………170

ひとり寝（燕石十種3輯），（柳沢里奈）………………‥11

被服概論（小Iii安朋著）……………………………………203

（榛註剛修）近古史談　上．下（大槻磐漂着）i………‥345

（標記）弘道館記述義　上，下（藤田彪（東湖）著）・・348

百家説林　巻1－10（8欠）（今泉定介共編）………329

百家説林　続編下巻2，索引（吉川弘文館編）………‥330

標注相室正統記　全（堆石　源親房撰）………………‥82

（標注箋謹）古文辞類纂1－3（清　桃姫伝撰）……286

平賀実記　巻1－5（燕石十種　第2）・　　　　・・11

ふ

深川珍者録（統薬石十種　第1）…………………………22

舞楽図　左，右（北島有郷著）……………………………235

舞楽図説　全（大槻如電着）…………………………………4

武家名目抄　巻2－40（塙保己一著）………………………3

武江年表補正略（続燕石十種初輯），（喜多村信節）…‥22

扶桑拾薬袋　首巻，上　中，下（源　光困苦）………‥・339

物理階梯　中．下（片山薄青纂輯）……………………‥187

夫木和歌抄（市島譲吉編）………………………………・．・311

矢木和歌妙索引（国電刊行会縞）………………………‥312

文芸百科全書（早稲田文学社箸）………………………‥307

文芸類纂1－8（榊原芳野編）………………………‥250

文章軌範　正（宗　謝妨海藻）…・i　　　　　　　・・・363

文章擬格　上，下（橘　宇部著）…………………………262

文章添削方針1－4編（向原友一部署）………………273

文体明解　巻1－61（徐師曹操）…………………………285

へ

平安朝史（池田晃渕著）……………………………………鮪

平家物語　長門本（市島譲吉編）…………………………322

平家物語講義（今泉定介著）……………………………‥323
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ほ

豊絵詩史　1－3（小栗憲一著）…………………………343

万里渓全集　正葉巻1－18（方　琶撰）…………………24

豊海毎談（熊石十種　第3）　　　　　　　　　　…11

墨水消夏鏡（薬石十種2輯），（蘭相乗秋罵風）…………11

反古範（続熊石十種2輯），（万象亭）……………………22

反古染（続燕石十種初詣），（越智為久）…………………22

細Iii幽斎（池辺義家者）…………………………………‥154

本化聖典大辞林　上・申・下（師子王文庫編集部縞）…67

梵漠対訳仏教事典（荻原雲来着）………………………‥66

本朝国史（狩野永納撰）…………………………………‥213

ま

枕草子春曙抄　上　申．下（北村季吟著）…・　　…・331

枕草子通解（金子元臣繍）…………………………………332

松屋筆記　第1－3（市島譲吉縞）………………………17

萬葉栗古義（藤原雑澄著）…………………………………316

萬葉菜古義　総論1－4（藤原雅盛暑）・・i………………317

薗葉菜人物伝1－3（藤原雅澄著）……………………318

語彙集枕詞解1－5（藤原雑澄著）……………………319

薗薬袋略解　第1－6縞（橘　千種着）………………‥・314

み

ミレーとコロー（内田　厳暑）…………………………・220

明清人大家文読本1－12（近藤元粋撰評）…………‥368

む

無垢衣考（続燕石十種4輯），（山東庵）…………………22

無名翁随筆（燕石十種　第2）……………………………11

室町時代史（渡辺世祐著）…………………………………100

室町時代小説集　会（平出鰹二郎編）・i－i…………………340

室蘭製鉄所50年史（植村寿雄編集）…‥　　　　　・・・198

め

明鑑易知録1－7（呉　楚材ほか輯）…………………132

明治維新史研究（東京帝国大学文学部史学会編）………101

明治国民亀鑑（内務大臣官房編）…………………………63

明治文明史（／小林鴛里著）…………………………………102

名人忌辰録　上．下巻（関根只誠著）……………………148

明倫歌集1－5（徳川斎昭著）…………………………320

も

蒙求校本（箋註）上．中，下（岡　自駒箋託）…………287

孟子（四書新釈）上・下（久保天随著）………………・∴・39

孟子紗　全（金港堂）…　　　　　　　　　　　　…58

毛詩伝疎（重栗），（陳　奥撰）…‥　　　　　　　・…369

藻屑物語（燕石十種　第2）………………………………11

本居宣長全集　首巻，1－5（本居宣長著）…………18

や

野史1－100（飯田忠彦修）・・　　　　　　　・工17

奴師労之（燕石十種初輯），（太田　軍）…………………11

山口葉　上　申．下（妙玄大徳著）………………………271

山田金次郎小伝（東奥日報社縞）………………………‥・160

ゆ

遊戯全書（小学適用）全（三井秀雄著）……………‥ゼ42

遊女考（熊石十種初輯）．（相場表昭）……………………22

有職故実　全（森　太郎著）…・　　　　　　・・・118

有職故実図譜（河鰭実美著）………………………………119

有用植物図説（田中芳男撰）……………………………‥i194

夢浮橋　巻上下（薬石十種4輯），（太田　畢）………‥11

夢の浮橋附録（燕石十穏5時），（豊島屋十右衝門）……11
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雷　名　索　引

よ

洋手引草（森林太郎撰）……………………………………230

謡曲通解（増補）（大和田建樹編）……………………‥238

陽春塵雑考（小中村清矩著）………………………………261

吉野伝（薬石十種第六輯），（住経邦）……………………11

吉原涼氏五十四君（続薬石十種3輯）．（榎本其角）・・・ii．・22

吉原難語（燕石十種　第3）・　　　　　　　　　・・11

ら

礼記集註（集説）序，目録，1－30（陳　浩撰）……‥・42

り

理化学試験法（簡易器械）巻1（後藤牧太，三宅米吉

理学提要　2，3，後編1（鹿瀬元蒸着）・・・・　…‥1鎚

但言葉覧（増捕）上・中・下（井上頼圏増補）……‥256
i）シャル　第11時（ポール・リンセル著）……………‥376

柳漠園先生一筆（続薬石十種2輯），（柳沢里恭）……‥・22

柳亭遺稿（続薬石十種4輯），（柳字種彦）………………22

れ

歴世服飾考1－5（田中尚房編）…・∴……………………‥7

盛期詔詞解1・－6（本居宣長著）……………………‥281

ろ

麓の花　上下（薬石十種第六輯），（好間堂主人）………11

論語集解義疏1－5（貌　何畳集解）

論語砂　上，下（山本信孝輯）…

論語紗　全（金港堂）…・

論語類縞　全（松田東編）・・

41

43

44

わ

倭訓粟（増補語林）上，申，下（井上頼囲．小杉

棍郵増補）・・．・i・　　　　　　　　　　　　　　・・258

わすれのこり（続報石十種2輯），（四壁庵茂蔦）………22

我衣（薬石十種初輯），（曳尾庵）………………………‥11

洋書

Commerclal Geography of the World（DrCarl

Zehden）・………………………………………………・380

European HIS‘Ory Volume1－Ⅳ（ARHope

Moncrlef）………………………………………………379

Examples of Colloqulal Anglo－Japanese

ConversatlOn（高橋盛雄，FDペトレー）………・304

General HIStOry Of ClVlllZatlOnln Europe

（MGulZOt）　　　　　　　　　　　　　　　　…377

Hypatla（Charles KlngSley）……………………‥382

Japanese Llteratureln the MelJI Era

（Ozakl Yoshle）………………………………………308

The Llfe，Phllosophy．and Thoughts

（Harcus AurelluS）……………………………………387

Mr Mldshlpman Easy（Captaln Marryaが・…・383

The Oplum Eater and Other WrltlngS

（Thomas De QulnCey）………………………………384

The PoetlCal Works of Mllton（John Mllton）388

Sar‘or Resartus（Thomas Carlyle）　　　…385

A Short Survey of UnlVerSalHIStory（DrL

RleSS）……………………………………………………378

Sllas Marnerthe Weaverof Ravloe（George

EllOt）　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・386

Webs‘er’s DICtlOnary Of Synonyms（G＆CCo，

PubllShers）……………………………………………381
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著者名索引

あ

会沢　恒蔵（所論）・
相場　長昭（遊女考）…・

饗場　一雄（書道の芸術学的究明）…・

青木垣三郎（育苗郵全集）・・・・

青森県編（青森県凶作救済誌）（大玉2年）…・

青森県（青森県治要覧）・…

青森県（青森県に於ける明治天皇の御遭跡）・

青柳　毅（通弊手引草）・・・・

青山　延子（続皇朝史略）…

青山　延宇（続豊朝史略）…・

青山　延光（国史紀事本末）・・・・

安芸　政一（日本の資源問題）・∴・．・・

秋好善太郎（大名道中）・…・

朝倉　無声（日本小説年表）・・…

浅沼追悼出版編集委員会（鶏進）…・

阿保友一郎（書簡文添削方針）…

阿保友一郎（文章添削方針）・∴i・i・

新井　若美（東雅）…・・

新井　若美（読史余論）…・

新井　白石（藩翰譜）…

安藤　五次（日本文化史）…

い

飯田　忠彦（野史）・…・

飯田　永夫（日本書紀通釈）・

飯塚　浩二（人文地理学）・・…

イエスベルセン（韻律論）・…

猪狩　史山（杉浦重剛先生）…・

池田　晃渕（徳Iii幕府時代史）・・…

池田　晃渕（平安朝史）…

池辺　義象（細川幽斎）…・

石井　畿水（大束面壁説明）…

石Iil　鴻斎（康媒字典）…

石川　光昭（社会保健の原理）・…

石黒　忠恵（化学訓蒙）…・

石野　広通（絵そらこと）・・・

石村　貞一（国史略）・・

石村　貞一（最近支那史）・・…

市島　譲吉（高麗史）・…

市島　譲吉（新辞書類従）・・・
市島　譲吉（管政友全集）…

市島　譲吉（続々群書類従）‥

34

11

233

366

26

27

28

301

88

89

90

207

221

325

144

275

273

257

116

146

111

117

326

163

294

149

115

83

154

228

284

197

189

11

93

134

124

20

21

23

市島　譲吉（太平記）…

市島　譲吉（伴信友全集）・・・・

市島　譲吉（平家物語）・・…

市島　譲吉（矢木和歌抄）…・

市島　譲吉（松屋籠己）・・

伊東　東涯（操孤字訳）・…・

伊東　東涯（操細字訣補適）…・・

伊藤　芳夫（サボテン図説）・…

井上　頼囲（己亥叢説）…

井上　頼囲（難訓辞典）…・・

井上　頼囲（増補）（僅言葉覧）・…

井上　頼囲（増構語林）（倭訓莱）・・
今泉　篤男（西洋美術辞典）・・…

今泉　定介（新井白石全集）・…

今泉　定介（相室正統記講義）…・・

今泉　定介（百家説林）・…・

今泉　定介（平家物語講義）…

今村八兵衛（蕾経集注）…

岩垣　松苗（国史略）…

岩崎　武雄（カントとドイツ観念論）

岩本　佐七（戯作者六家撰）…

327

10

322

311

17

282

283

195

72

：粥

256

258

215

9

279

329

323

53

94

61

11

つ

上野彦馬（舎密局必携）　　　　　　　　　　　193

ウオッチタワー・ハイフル・アント・トラクト・ソサイ

テー（新しい天と新しい地）　　　　　　　　　70

宇田IIi椿竃（舎密閉宗）　　　　　　　　　　192

内田　巌（ミレーとコロー）　　　　　　　　　220

宇野　哲人（支那哲学史講和）　　　　　　　　　38

馬杉　繋（親日本外史）　　　　　　　　　120

焉有　山人（京摂戯作者考）　　　　　　　　　　22

ウルマン（意味論研究）…・・

え

英語教育協議会（ELEC英語講座）　　　　　　302

榎本　其角（吉原源氏五十四君）　　　　　　　　22

妻　　板（隋図三十六穏）　　　　　　　　　372
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王　　応麟（校訂）（困学紀聞集）　　　　　　　　373

王　　閏運（八代詩選）　　　　　　　　　　　　　364

大川　茂雄（国学者伝記集成）　　　　　　　　　147

大阪積善館（春秋左氏伝校本）・…

大住　喜八（織物原料）…・・

大田　　軍（奴師労之）・・・・

大田　　軍（夢浮橋）・・・

大田　南畝（瀬田問答）…・

大田　南畝（俗耳鼓吹）…

太田　　亮（日本文化史）・・…

大館　常興（大蛇再興日記）…

大塚　久雄（講座近代思想史）・…

大槻　修二（日本洋学年表）…

大槻　如電（舞楽図説）…・

大槻　磐渓（標註剛修）（近古史談）…

大橋　万兵（江戸往古図説）・・・

大町　桂月（杉浦重刷先生）‥・

大和田建樹（増補）（謡曲通解）…

岡　　白駒（箋註）（蒙求校本）…

小lIi　顕道（塵塚談）…

小川　安朗（被服概論）…

小IiI　芳男（英語教授法辞典）…・・

荻原　雲来（梵漠対訳仏教辞典）・…

小栗　憲一（豊絵詩史）・・

小田　静枝（栄養料理辞典）・…

織田　得能（国文学十二種仏語解釈）　　　　　　280

越智　為久（過眼鏡）　　　　　　　　　　　　　22

越智　為久（反古染）　　　　　　　　　　　　　　22

か

貝原　益軒（小学句読集疏）

春IIi　景樹（土佐日記創見）

角田　　簡（近世叢語）
角田　　簡（続　近世韻語）

柏崎　貝元（事蹟合考）

相村　寿雄（室蘭製鉄所50年史）

片山　落書（物理階梯）
加藤　竹斎（円青秘録）

金森徳次郎（日本世相百年史）

蟹江　義丸（孔子研究）

金子　武雄（講座近代思想史）

金子　元臣（枕草子通解）

50

337

347

356

11

198

187

229

109

57

30

332

狩野　永納（本朝国史）
亀山　宗山（後見革）

賀茂　真渕（冠話者）
川口貴之輔（金属材料辞典）

Iii崎　重泰（棲楽沿革考）

河鰭　実美（有職故実図譜）

河原崎権之助（古風今様舞曲扇林）

勘修寺晴右（晴右記）

動修寺時差（晴豊記）

き

貌　　何畳（論語集解義琉）

菊池　武保（前賢故実）

実作　元八（世界大戦史）

岸本由豆流（土佐日記考証）

北沢　伊八（旧典類纂）（皇位継承篇）

北島　有郷（舞楽図）

喜多村信節（箱庭雑録）

喜多村信節（査証銀）

曹多相伝節（武江年表補正略）

北村　季吟（枕草子番曙抄）

木村　妹翁（国字小説通）

木村　守直（相撲伝書）

京都大学文学部西洋史研究室（西洋史辞典）

東山入官樹（京山高尾考）

景山人言樹（蜘蛛の糸巻）

曲亭　馬琴（改過筆記）
金港堂（小学紗）

金港堂（孟子抄）

金港堂（論語抄）

213

11

274

200

11

119

22

150

151

40

152

143

336

156

235

22

22

22

331

22

11

141

22

11

22

60

く

日下鄭重太郎（現代の国語）　　　　　　　　　　245

久保　天随（四書新釈）（孟子）　　　　　　　　　39

久保　吾人（小学正本）　　　　　　　　　　　　51

久米　邦武（奈良朝史）　　　　　　　　　　　103

久米　邦武（南北朝時代史）　　　　　　　　　104

久米　邦武（日本古代史）…・・

栗田　直嫡（中国上代思想の研究）

黒板　勝美（訂更　国史能研究）・

黒川　春村（壷董）…

黒田　　観（英語教授論考）・…

黒田　五柳（釣客伝）…・
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け

経済雑誌社（国史大系）　　　　　　　　　　　　91

賓　　堅（古文真宝新釈）　　　　　　　　　　367

幸野　楳嶺（千種之花）　　　　　　　　　　　　209

幸野　棍嶺（梅横国鑑）　　　　　　　　　　　　　225

小口　忠彦（学習心理学）　　　　　　　　　　173

古城　貴書（支那文学史）　　　　　　　　　　　　360

小出　廣（大日本教育沿革史）　　　　　　　　175

小出　廣（大日本教育史）（後編）　　　　　　176

好間堂主人（麓の花）　　　　　　　　　　　　　11

語学教育研究所（英語教授法事典）　　　　　　181

国学院（賀茂真渕全集）…

国学院（国史論纂）…

国書刊行会（熊石十種）・・・
国書刊行会（続　燕石十種）・…

国書刊行会（源注余滴）・…

国書刊行会（国書刊行会出版目録）…・

国曹刊行会（古今要覧稿）…

国書刊行会（近藤正斎全集）・・・

国書刊行会（夫木和歌抄索引）・・・

呉　　建材（綱鑑易知録）・・．・i・

呉　　楚材（明鏡易知録）…・

小杉　櫨郵（大日本美術史）・…・

児玉　洋一（アメリカ経済史綜説）…・・

後藤　世釣（元明史略）…

後藤　牧太（箇易器械）（理化学試験法）

小中村清輝（歌舞音楽略史）・…

小中村清輝（陽春厘雑考）・…・

小中村義家（梧陰存稿）…・・

小西　甚一（古今和歌集）・i…

小林　鴬里（明治文明史）　　　　　　　　　　102

小林庄次郎（幕末史）・…

近藤　元粋（故事大辞典）…・・

近藤　元粋（明清人大家文読本）・…・

さ

斎藤　　勇（アメリカ文学史）・…

斎藤　信磨（神代余波）・・

麗郡　演成（古語拾遁）・…

酒井　忠昌（高向茶話）…

榊原　芳野（文芸類纂）・・…

佐久間　鼎（現代日本語の表現と語法）・…

佐久間　鼎（現代日本語法の研究）…・

375

11

96

11

250

263

264

サックリン（現代英語の文法的変化）……………………292

佐藤　一斉（愛目標文）・…

佐藤耕次郎（黒石地方誌）・・

佐藤豊三郎（ヒックス経済学研究）‥…

佐藤　範雄（皇国経典）…・
サパルテ・ジェーム（親友ピカソ）・・

サピア，E（音声構造の型）…

三升屋二三治（紙屑籠）・…

三升屋二三冶（三升屋二三治戯場書留）

山　東　庵（無垢衣考）i…

し

塩野新次郎（十八史略新釈）・・…

塩谷　世弘（岩陰在稿）…・・

鹿野武左衛門（鹿の巻等）・…

式亭　三馬（式亭雑記）・∴・

師子王文庫（本化聖典大辞林）・…

司馬　　光（賢治通鑑）・・…

四壁庸茂蔦（わすれのこり）・・

島地　猷雷（三国仏教略史）…

清水　　澄（市制町村制正義）・．・i・・

謝　防衛（文章軌範）・・・・

341

25

170

62

227

186

22

11

2：

127

354

11

22

67

137

22

68

168

363

ンユヴアルツ（頭韻と英国文化）　　　　　　　　　299

庄司　勝宮（洞房語園）　　　　　　　　　　　　11

庄司　道恕（洞房語国　後集）　　　　　　　　　　22

徐　　師曽（文体明賎）　　　　　　　　　　　　　2鎚

新化学辞典編纂委員会（新化学辞典）　　　　　　191

神宮司庁（古事類苑）　　　　　　　　　　　　　　　6

神社本庁調査部（神社名鑑）　　　　　　　　　　　65
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末松僧一郎（市剃町村制正義）　　　　　　　　　　168

鈴木　利貞（原敬全伝）…・・

須原屋茂兵衛（詩経集託）・…

須原居残兵衛（春秋集託）・・・

住　　経邦（吉野伝）・…
スミス（シソタクスの短路牲）・・

せ

義郎（漁村水産地理学研究）　　　　　　　　　210

如皐（只今御英軍）（続薬石十種4輯）　　　　22

只誠（名人忌辰録）　　　　　　　　　　　　148

正直（宮殿調度図解）　　　　　　　　　　　　86

正直（装束甲胃E

貞雄（瀬田問答）

た

高垣　松雄（アメリカ文学）‥…

高木　斐Iii（社会と思想）…

高桑　駒吉（吾妻鏡）…・

高桑　駒吉（吾妻鏡集解）・…

高桑　前言（吾妻鏡備考）・…

高瀬武次郎（支那哲学史）…・

高田　三郎（世界大思想全集）…・

・・li

374

32

75

77

76

37

29

高橋　盛雄（Examples ofC0110qulalAnglo－

Japanese ConversatlOn）　　　　　　　　　　304

滝　　和事（噺着飾画膀）　　　　　　　　　　　　226

滝沢　馬琴（異聞雑高）　　　　　　　　　　　　　　22

田口　卯吉（日本開化小史）　　　　　　　　　　　105

建部　駿足（須須美事）　　　　　　　　　　　　　　22

橘　　千蔭（萬葉集略解）　　　　　　　　　　　　314

橘　　守部（神楽歌人文）　　　　　　　　　　　　　236

稲　　守部（五十音小説）　　　　　　　　　　　　265

橘　　守部（催馬楽譜人文）　　　　　　　　　　　237

橘　　守郡（長歌撰格）　　　　　　　　　　　　　310

橘　　守部（文章撰格）　　　　　　　　　　　　　262

橘　　守郡（稜戯言別）　　　　　　　　　　　　　277

稲　　守部（積載遠別）　　　　　　　　　　　　　278

伊達源一郎（南米）　　　　　　　　　　　　　　　165

田中革一郎（東邦近世史）　　　　　　　　　　　　121

46

田中　芳男（有用植物図説）・

谷　　信一（国史肖像集成）・・

玉木元三郎（三体千字文）・・・

ち

三洲（奥書千手文）・…

構外（詩学田津）…・・

巽（廿二史観記）・・・

奥（垂粟）（毛詩伝疎）
滑（礼記集託）・…

徳治（秦評橋詰）（唐宗八大家文読本）…………371

つ

土屋　詮教（日本宗教史）　　　　　　　　　　　　　64

坪井九馬三（西洋史要）　　　　　　　　　　　　　　74

て

亭々亭馬琴（俳詣古文庫）　　　　　　　　　　　　　22

てからのをかもち（後はむかし物語）　　　　　　　11

デーリー東北新聞社（日本産業文化変遷史）　　　　206

と

洞院　公賓（拾芥抄）　　　　　　　　　　　　　　　　8

東奥日報社（山田金次郎小伝）　　　　　　　　　　160

桃　　姫伝（評定箋註）（古文辞類纂）　　　　　　　286

東京帝国大学（国語学書目解題）　　　　　　　　　　1

東京帝国大学文学部史学会（明治維新史研究）　　101

同文館（日本教育文庫）…・

時枝　識語（国語学原論）…

特技　識語（現代の国語学）・・
徳川　薫昭（明倫歌集）…・

徳川　光囲（大日本史）…

徳富猪一郎（現代欧洲）…

豊島屋十右衛門（夢の浮橋附録）

烏谷　幡山（回顧六十年）…

豊田　　武（中世社会）…・
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野
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横
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寅　幾能（尺願襲魚）　　　　　　　　　　　361

酉水　孜郎（日本の農業）　　　　　　　　　　　208

な

内閣印刷局（官報週報）（昭和11年）　　　　　　166

内閣統計局（日本帝国第23統計年鑑）　　　　　171

ナイタ，E A（英語シソタクスの概要）　　　　183

内藤　恥要（一覧博識）（漢学速成）　　　　　　358

内務大臣官房（明治国民亀鑑）　　　　　　　　　　63

那珂　遁世（支那通史）　　　　　　　　　　　138

中泉　哲倭（日本近世教育思想の研究）　　　　　174

永井　一孝（国文法要義）

中神　守節（慶長年間江戸図考）

永山　近影（加賀藩史豪）

中村　勝三（欧風料理の基礎）

中山久四郎（十八史略新釈）

並木　五瓶（戯財録）

に

西尾　実（国語教育学の構想）

西沢太兵勝重（新版）（鉄槌）
二代白市Ii団十郎（老のたのしみ抄）

日本美語教育研究委員会（ELEC英語講座）

日本儒教宣揚会（日本之儒教）

日本体育指導者連盟（中学校タンス教本）

は

萩野　由之（日本制度通）

橋本　宇一（機械工学必携）

畠山　箕山（色道大鏡）
璃　保巳一（群書類従）

璃　保巳一（武家名目抄）

馬場　文耕（近世江部署間集）

馬場　文耕（当世武野談俗談）

林　久次郎（五体墨場必携）

林　　葉蘭（朝鮮史）
速水　敬二（哲学通史）

原　隋園（西洋史辞典）
原書　公道（先哲叢談）
原　盛和（北里戯場隣の砧気）

原　　盤和（高尾考）

266

11

155

205

127

22

185

334

11

303

銘

241

108

199

22

12

3

11

11

231

123

31

142

35

11

11

原　　盛和（なら柴）…・

原田　　綱（増訂）（政治思想史慨説）
沌　　　嘩（後漠薔）…・・

万　　象亭（反古寵）…・

伴　　僧友（史籍年表）・…

ひ

どアール（定冠詞論）…

曳　尾　庵（我衣）…・

美術教育学会（現代の美術教育）・・∴・．・

日夏軟之介（現代詩講座）…・

平出鑑二郎（近古小説解題）…・

平出鍾二郎（室町時代小説集）…

平秩　束作（華野著談）・
広場　英雄（体育総論）・

廣瀬　元泰（理学提要）…

ふ

風月荘左衝門（靖献遺言）…

福地　復一（美術牢契）…

冨　山　房（制定小学）…

藤　　公定（尊卑分脈）・…・

藤田　　彪（標注）（弘道館記述毅）・

藤田　東湖（回天詩史）…・・

富士谷御杖（土佐日記灯）・・・

藤原　雅澄（玉蟻考）・・…

藤原　雅澄（竹取物語僅言鮮）…

藤原　雅澄（萬葉菜古義）…・・

11

167

126

22

113

298

11

216

305

324

340

22

240

188

362

211

45

157

348

344

338

276

321

316

藤原　雅澄（萬葉菜古義）（総論）・　　　　　・317

藤原　雑澄（萬葉菜人物伝）…　　　　　　　　・・318

藤原　雅澄（萬葉築枕詞解）……………………………‥319

ブラッドレー（シェークスピアの英語）………………・296

フリーズc c（アメリカ構造言語学と英語教育）……180

フリーズc c（意味と言語分析）………………………184

文化財保護委員会（日本の文化財）……………………‥219

へ

ヴェーヘル（英語構造論）・　　　　　　　　　　…290

ペトレーF D（Examples of CClloqulal Anglo－

JapaneseConveI・SatlOn）…………………………‥304
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著者名索引

ほ

ポイトニー（言語発達論） ・244

方　　　琶（万里渓全集）　　　　　　　　　　　　　24

北流　山人（清和秘録）　　　　　　　　　　　　　　22
ホワイト　エレン・G（各時代の希望）　　　　　　　71

ホワイト・E・G（祝福の山）　　　　　　　　　　　69

ポリンシャ一・コールマン（音調と強調）　　　　　295

ホルン（英語の形態と機能）　　　　　　　　　　　291

本多辰次郎（維新史）　　　　　　　　　　　　　　　84

ま

政田　義彦（浪速人傑談）　　　　　　　　　　　　　22

正宗　敦夫（伊日渡芋類抄）　　　　　　　　　　　247

増田　　貢（満更掌要）　　　　　　　　　　　　　139

松園　梅彦（五国語箋）　　　　　　　　　　　　　　300

松田　　東（論語類編）　　　　　　　　　　　　　　44

松平　家忠（家忠日記）　　　　　　　　　　　　　335

松平　定信

松平　友子

松村　　環

松村　　操（続近世先哲叢談）…・・

松本　楓湖（菊地容斎回漕）・・・

346

355

222

マテシクス．サピア（英語音韻論）………………………288

み

同行（鎌倉時代史）　　　　　　　　　　　　　85

隆盛（其苦談）　　　　　　　　　　　　　　　22

契（続日本高僧伝）　　　　　　　　　　　153

秀雄（小学適用）（遊戯全書）　　　　　　　　242

茂樹（国学者伝記集成）　　　　　　　　　　147

親房（標注相星正統記）・・

光囲（扶桑給費集）・・…

坂　哲文（集団主義教育の本質）・

脇　道赫（続）（十八史略読本）・

玄　大穂（山口栗）・・・・・

斎　閑人（十八大通）

－48

む

牟田　橘泉（禁秘抄考証）　　　　　　　　　　　　　　5

村上　正二（東洋中世史）　　　　　　　　　　　　122

め

明治書院（日本文法諮座）　　　　　　　　　　　　269

明治曹院（続日本文法講座）　　　　　　　　　　　272

も

毛利　貞斎（増続大旗益会玉篇大全）　　　　　　　253

物集　高見（辞書索引）　　　　　　　　　　　　　　259

物集　高見（初学日本文典）　　　　　　　　　　　　270

本居　宣長（漢字三音考）　　　　　　　　　　　　　252

本居　宣長（古事記伝）　　　　　　　　　　　　　　97

本居　宣長（古事記伝）・…

本居　宣長（玉勝間）…

本居　宣長（本居宣長全集）

本居　宣長（歴朝詔言司解）・・・

本居　蕃庭（詞通路）・・…

本居　春慶

森　　廣道

森　　太郎（有職故実全）…・・

森　林太郎（洋画手引革）…・

森末　義彰（国史肖像集成）・・…

森本　角蔵（四書索引）・・
森本　角蔵（四書索引）（本文の部）

文部省（宮腰）（語彙）

文部省（日本教育史資料）

や

屋代　弘賢（道成寺考）

安井　息軒（息軒遺稿）・

梁川　星厳（重砲吟社詩）

梁lii　星巌（紀聞小葉）・．・・

梁川　星巌（星巌集）・∴・．・・

柳　金太郎（栄養生理）…

342

349

352

三

三

三

道

三

高

瀬

源

宵

宮

妙

項

浦
上
木
　
　
井

次参



著者名索引

柳沢　里恭（ひとり寝）・…

柳沢　里恭（初演園先生一箪）・…

山崎　直方（大日本地謡）・・∴i・・・

山崎よししげ（金杉日記）・・

山崎　美成（疑問録）…・

山崎　美成（新吉原略説）…・

山崎　美成（博戯犀照）…

山中市兵衛（標記）（十八史略読本）

山本　信孝（論語抄）・・・

11

22

161

22

22

11

22

129

41

ゆ

有隣堂（求古図譜）　　　　　　　　　　　　　　223

よ

横Iii　信義（イギリス風物詩）　　　　　　　　　162

吉江　　浩（大相撲50年史）　　　　　　　　　　　243

吉Iii　弘文（故実叢書）　　　　　　　　　　　　　　99

吉川　弘文（百家説林）　　　　　　　　　　　　　330

吉川宗太郎（御詠集）　　　　　　　　　　　　　　313

ら

頼　久太郎（校刻日本外史）　　　　　　　　　　　87

頼　久太郎（増補）（日本政記）　　　　　　　　　107

頼　　山陽（訂正）（訓点謝選拾遁）　　　　　　　365

頼　義（山陽）（山陽遺稿）　　　　　　　　　　　350

頼　義（山陽）（山陽詩紗）　　　　　　　　　　　351

ライス・エミット・A（世界体育史）　　　　　　　239

駆∴∴潜泉（唐賢三昧集箋託）　　　　　　　　　　370

蘭洲哀歓薫風（垂水消夏鏡）　　　　　　　　　　　11

り

リンヤル・ポール（リンセル　第11時）　　　　　　376

柳掌　種彦（柳宰遺稿）

凍仙　老樵（一蝶流話者）

凌　　稚隆（漢書評林）…

凌　　稚隆（史記評林）…

わ

早稲田大学出版部（漢籍国字解全書）…………………‥・357

早稲田大学出版部（二大漢籍国字解）……………………359

早稲田文学社（文芸百科全書）・・…………………………・307

和田　　浦（東洋中世史）………………………………・122

渡辺　世祐（安土桃山時代史）…………………………‥78

渡辺　世祐（室町時代史）…………………………………100

綿貫　勇彦（衆落地理学）…………………………………164

洋書

AurelluS，Marcus（The Llfe，Phllosophy，and

Thoughts）………………………………………………387

0arlyle，Thomas（Sartor Resartus）　　　　…・385

EllOt，George（Sllas Mamer The Weaver

oI Ravloe）　　　　　　　　　　　　　　　　　…386

G＆C Memam Co，PubllShers（Webster’s

DICtlOnaI・y Of Synonyms）………………………381

cm20t，M（General HIStOry Of CIVlllZatlOnln

Europe）…………………………………………………377

KlngSley，Charles（Hypatla）………………………382

Marryat，Captaln（Mr．MldshlPmam Easy）・・383

Mllton，John（The PoetlCalWorks of Mllton）388

Moncrlef，A．RHope（European HIStOry）……・379

QulnCey，Thomas De（The Oplum Eater And

Other WrltlngS）……………………………………・384

RleSS，L（A Short Survey of UnlVerSal

HIStOry）　　　　　　　　　　　　　　　・・・・378

Zehden，Carl（Commerclal Geography ofthe

World）…………………………………………………380
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