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「三人長者」（狂言）・「羽衣」・「猩々亂」。これは大正4

年12月7・8日の二日間催された大正天皇の即位大典記念祝賀

能に際し、参観者のために用意された特製謡本です。本品は

その第二日目のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.依仁親王同妃兩殿下 英皇戴冠式御參列日記  

宮内省 奥付無（明治44年） 8,400円 

 明治44年、東伏見宮依仁親王夫妻は、英国皇帝戴冠式に参

列するため、乃木・東郷両将軍らを随行して渡英。これは近

年評判になった映画「英国王のスピーチ」のジョージ6世の

父、ジョージ5世の戴冠式です。親王一行は4月12日に横浜を

出発し、様々な行事をすませて8月21日に神戸着、同24日に皇

居で陛下に帰国の拝謁をすませます。 

巻頭に一行全員の記念写真や戴冠式の様子の写真を挿入

し、本文ではすべての旅程とともに、戴冠式の席次や式次第

などを詳細に記録しています。 

 

89.家君退隠記念文集 史心抄 上原專祿 

私家版 非売品 昭和15年9月20日 8,400円 

 養父の上原宗兵衛が松山で営んでいた薬屋

二敬堂を引退する際に、記念として刊行され

た文集。ただし内容はすべて專祿の史学に関

する学問的な文章や随筆で、養父のことや家

業についての記述はありません。 

 

 

90.松平慶永公 松平茂昭公 經歴略 玉村美雄編並刊 非売品 

 和装  題箋付 昭和15年5月18日 8,400円 

 「松平慶永公經歴略」と「松平茂昭公經歴略」を合梓した

書。幕末四賢公の一人越前福井藩主松平春嶽

公と、春嶽が安政の大獄で謹慎になったため

家督を相続した茂昭公（父は糸魚川藩主松平

直春）の略伝です。 

 両者とも明治23年に没しており、昭和15

年は五十周忌になります。序によれば「其祭

事を祀社の福井佐佳廼舎に於て行はるヽは勿

論公爵家に於ても執行せらるヽに際し御履歴

中より御經歴の儘を御履歴的に抜粋したる者

なり」とのこと。 

 

91.御條目宗門請合掟 伊達邦宗 限25 私家版 孔版刷9丁 

 和装題箋付 大正11年8月31日跋 15,750円 

 文頭に「伊達家松洲書屋図書之印」角朱印押捺。大正期の

伊達伯爵家（仙台伊達家）当主、邦宗の編刊による古文書翻

刻本で、慶長18年に徳川幕府が全国の寺社に発給した「宗門

檀那請合掟」のこと。邦宗が千葉の長生郡一宮町で発見され

た文書を買い求め、謄写したのが本書です。 

 ちなみに現在

では、この文書

は寺社が幕府の

威をかりて勝手

に 作 成 し た

「偽」公文書と

みなされていま

す。 

 

92.早川彌五左衛門武英 斎藤秀介編 同伝刊行会 非売品 

 初版 昭和28年3月30日 4,725円 

 彌五左衛門は幕末の越前大野藩士。当時財

政危機にあった大野藩は殖産興業に励み、安

政年間には幕府の許可を得て海産資源の豊か

な奥蝦夷（樺太）の開拓に着手します。その

際に中心人物となったのがこの人物。北海道

や樺太の探検記録、洋式帆船大野丸造船のこ

と、ロシアとの国境問題や土人奪掠問題（ト

コンペ事件）などを収録します。 

 

93.葛原勾当日記 葛原しげる編 葛原重倫刊 非売品  

大正４年11月25日 26,250円 

 葛原勾当は幕末明治期に岡山・広島を中心として活躍した

生田流の琴の名手。本書は孫で童話作家の葛原しげるの編

集、また刊行者はしげるの父です。 

 日記は葛原勾当が残した56年に亘る記録の

翻刻ですが、勾当は盲目ながら、自ら工夫し

た木活字を使って自分の手で日記をつけてい

ました。発声通りに記しているために、当時

の方言や俗語が交じり、また和歌の記載も多

くあって、音楽史のみならず国語史にとって

も好資料とされています。 

 巻末に年譜と「勾当の逸話」、「八雲琴の

起源について」などを収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.東北偉人 雲井龍雄全集 完 麻積斐・櫻井美成 東陽堂  

初版 和装 題箋付 明治27年8月14日 15,750円 

 詩歌・書讀・文・雲井龍雄伝に章立てした全集です。凡例の

最後に「雲井龍雄の作なりとて棄児嘆の詩を載せたる者を見

たり此棄児嘆の詩は龍雄の作に非すして原正弘氏の作な

り･･･」とあります。これは龍雄の作としてとみに著名な「棄

児行」の詩のことでしょう。 

 詩吟としてもよく歌われ、龍雄の名を高からしめた詩です

が、実際には別人の作だったようです。 

 

95.佛國インフレ時代 伴野文三郎 森山書店 初版  

カバー付 昭和8年7月5日 21,000円 

 著者は小型の映写機、パテーベビーの輸入で知られる実業

家。本書も巻末広告は伴野文三郎商会が輸入する映写機や剃

刀、化粧品の宣伝が掲載されています。 

日本ではあまり有名ではありませんが、自序によると「筆

者は歐洲戰争時代の佛國では相當知られて居つた、戰争亂世

時代に日本の大新聞を代表した為、今日は故人の大政治家軍

人（クレマンソー、ブリヤン、ホッシュ等々）と時々會談

し、巴里の新聞雜誌に執筆し、佛國政府より非常に好遇され 
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た為である、今話せばウソだと言はれ相な事

だが、開戰當時、佛國に於て、日本出兵論旺

盛の頃、此の問題の可否で、クレマンソー

（其當時オンムアンセネ新聞主筆）と半日議

論した事がある･･･」と語るように、第一次

大戦当時のフランスでは、日本の世論を代表

するかのごとき存在でした。 

 ここでは欧洲大戦後にインフレを迎えた、

フランス経済のことを記しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.寳塚渡米記 澁澤秀雄 春陽堂書店 初版 函付  

昭和14年10月24日 8,400円 

昭和14年のサンフランシスコ万国博覧会開催に際し、政府

は宝塚少女歌劇団を派遣。小夜福子、春日野八千代以下40名

の選抜団員が渡米し、四月から七月にかけて、ホノルル、ロ

サンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨークなど9都市で公

演しました。本書は米公演の総監督・渋沢秀雄の日記。巻

頭、巻中に多くのスナップ写真が挿入されています。 

 

97.支那は動く・支那を見よ 長野朗  

 ジャパン・タイムス社 初版 函付  

昭和2年2月5日 6,300円 

 中国に視線を置いた時局論ですが、巻末

に「排外新劇 上海騒動」（何一公作 三

幕）という戯曲も収録。著者は陸軍士官学

校出身で、辛亥革命後の中国へ派遣され、

五・四運動以降の国民革命のありさまを実

見。やがて軍をやめ、支那通のジャーナリ

ストとして活躍します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.聿修録 岡谷繁実編 稲田佐兵衛刊 初版 クロス装 

 明治19年12月1日 15,750円 

上野館林藩秋元家家譜。ただし「廢藩置縣の際に悉皆散逸シ

今ハ一葉片紙ノ存スルモノナシ」との情況で、江月公（初代

景朝）、照尊公（二代長朝）、済川公（五代喬房）、化城公

（八代凉朝）の四君のみを収録。 

 

99.玉藻略史 三土幸太郎著 增田新七編 

 讃岐郷土研究社・更生閣書店  

少湿有 初版 昭和14年9月 4,725円 

政治家として活躍した三土忠造の養父。主に

愛媛、香川の教育者として奉職。本書は愛媛

県庁勤務時代、明治12年に刊行された幼童向

け讃岐史の復刻版です。 

100.かねさわ物語 關靖  

 横濱毎日新聞社 初版 函付  

 宮尾先生宛毛筆署名入  

昭和14年8月15日 4,725円 

 北陸ではなく武州金沢八景

の「かねさわ」です。著者は

神奈川県立金沢文庫の初代文

庫長。金沢八景の名所にまつ

わる歴史や伝説などを収録。 

 

101.樺太漁制改革沿革史 杉本善之助  

 同刊行會（樺太眞岡町）初版 カバー付  

昭和10年9月15日 47,250円 

 日露戦争後に正式に日本領となった南樺太では、鮭、鱒、

鰊の漁が盛んにおこなわれるのですが、やがて旧来の建網漁

業者と新規参入者との確執や、漁業権の入札価格の高騰、密

猟などの問題がおきます。 

序によると、本書の目的は「当時の階級的無

自覚たる漁民が、支配階級と対立抗争に到る

『自覚せる漁民』への過程を語る」ことであ

り、「漁民の十年間に亘る闘争史であり、樺

太漁業今日の殷盛を招来した、現に在住漁業

者の先駆をなす苦闘史」とのこと。巻末に附

録として「私は何故下獄したか」を収録。樺

太における刊行という点でも珍書です。 

 

102.樅軒稿 伊佐早謙 読史堂  二巻二冊 題箋元袋付  

 大正 15年1月序  4,725円 

著者は米沢の教育

者・郷土史家。財団法

人を組織して米沢図書

館を創設、また上杉家

記録編纂所総裁として

古文書の蒐集に努めま

した。本書はその漢詩

文集。 

 

 

103.はがくれ 中村郁一 丁酉社 初版 少傷  

明治39年3月23日 4,725円 

 佐賀藩士・山本常朝が残した武士の心得

集。過激な箇所があるため禁書扱いをうけな

がら、鍋島論語と呼ばれるほど師弟教育に重

用されるという特異な本で、長いあいだ口伝

や写本でのみ伝えられ、また写しても覚えた

ら焼き捨てるのが習わしだったそうです。こ

れはその最初の活字本。 

 

 

104.自助論 スマイルス原著 畔上賢造訳 内外出版協會 

 初版 カバー付 明治39年4月5日～ 4揃 12,600円 

 中村敬宇訳『西国立志編』で知られる『SELF HELP』の改

訂版。敬宇の訳文を「謹言にして的確、荘重にして整齊、寔

に是れ堂々たる大家の筆致、世の俗流を抜く幾千仭の上にあ

り」 

と持ち上げて気を使いなが

ら、「但先生の文今に於て之を

讀む悄々漢文調に偏して、現代

青年の甚だ了解に苦む所、為め

に金玉の文字も往々にして興味

の索然たるものあり。且つ先生

の譯文は原文の意を略したる所

甚だ多きを以て」、新たに訳し

たそうです。 
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105.（英）忠臣蔵 竹田出雲・ 三好松洛・並木千柳合作  

 井上十吉英訳 丸善 訂正4版 折込挿絵多数入 帙付  

昭和12年11月20日 8,400円 

『仮名手本忠臣蔵』の英訳

書。訳者は神田乃武、斎藤

秀三郎と並び称される明治

の三大英学者の一人。辞書

や教科書などの仕事にとど

まらず海外への日本文化の

紹介にも努め、英文の東郷

元帥伝なども刊行している

そうです。 

 

106.理想之家庭 リギヨル 前田長太訳  

 石川音次郎刊 袖珍版 本文458頁  

 表紙墨付有 明治33年11月25日 12,600円 

明治期、わが国のカトリック界において

有数の著述家だった、仏人リギヨル司祭に

よる家族、家庭論。 

 

 

 

107.開天告解要訣  

 東京大司教伯多祿瑪利亜准（ル・マレシヤル） 

 明治26年 8,400円 

 仏和大辞典の編者としてしられる、仏人宣

教師マレシャルの著述。本書はルビ付の活字

本ですが、このルビが単なる漢字の読みでは

なく、話し言葉風にリライトして記述してい

ることが特徴。 

つまり本文「唯一事あり、即ち人をして現世

たると來世たるとの別なく、不幸たらしむる

もの是なり･･･」の一節のルビを辿って読む

と「ひとつのことがあります、すなはちひと

をしてこのよたるとのちのよたるとのわかちなく、ふさいは

いにさせるものこれです･･･」という具合。 

 

108.教之近道 加藤祐一 忠雅堂 和装 題箋付 初版  

明治6年9月 15,750円 

大阪商工会議所初代理事、関

西財界の指導者のひとり加藤

祐一の幼童向け教書。体裁は

往来物風の昔ながらの和装本

ですが、冒頭に倫敦のクオー

トルレイ・レウイユーの言葉

を引用、 

 「人民をして高きに進まし

めむと欲するには、宜しく通

俗の書籍を著し、懇ろに有用

の学術を教ふべし」と、いか

にも開化期の往来物。 

109.小學博物書 天野皎訳 龍章堂（大阪）  

 首巻・三巻三冊 題箋付 絵入  

明治10年2月2日 4冊 31,500円 

 天野は宮崎鉄幹や森琴石らとともに関西の近代初期の画

塾・浪華学画会の発足メンバーのひとり。もとは幕臣でした

が、東京師範を卒業ののち大阪や奈良、神戸の師範学校を歴

任し、さらに大阪府の御用掛となり大阪博物場長に任命。浪

華文化の振興に力を尽くしました。 

110.洋洋遺稿  

 梅謙次郎 彌圓書屋 

 辛亥（明治44） 

 26,250円 

 肖影、「嗚呼法學博

士梅謙次郎先生」（山

田三郎 明治43年8月31

日記）「梅博士履歴」

「不動産登記ノ制ヲ論

ズ」（梅謙次郎  雑誌

連 載 を 抜 粋 か）を 収

録。 

明治法曹会きっての秀才をうたわれた、「日本民法典の

父」こと梅謙次郎の遺稿集です。「洋洋」は梅の号で、蛇革

風のクロス装・背金文字入の大変に立派な装丁なのですが、

この題名の書籍にまったく見当がなく、彌圓書屋というのも

書肆名ではありません。ですので或いはプライベートに作ら

れたものかもしれません。 

111.香梁遺稿 小池靖一 河合辰太郎編  

 小池惠吉刊 非売品 送函付  

昭和4年4月25日 8,400円 

 小池は嘉永三年金沢生。上京ののち、尺振

八のもと大蔵省翻訳局に出仕します。さらに

銀行局、財務部、行政部など諸役を経て内務

省監獄局長を任じ、明治32年に退職。 

トマス・オルスキン・メイ『英國議院典例』

（明12）、ベイジホット『英國金融事情』

（明16）、カーネギー『實業の帝國』（明35）など、英国の

政経、法制関係書の訳業で知られます。本書はその遺稿で、

「英国議院典例序」以下の文章、他に漢詩、和歌、諸家の追

懐などを収録。 

112.銀行簿記例題・銀行簿記例題解式 6冊 47,250円 

『銀行簿記例題』銀行課編纂 佐久間貞一蔵版 二巻二冊  

題箋元袋付 初版 明治12年5月刊 

『銀行簿記例題解式』銀行局編纂 佐久間貞一蔵版  

 四巻四冊 二冊づつ「本店」「支店」に分冊 題箋付  

二版 明治22年6月 

簿記の習得を目的とした商業教育機関については、まず明

治7年、大蔵省のお雇い外国人シャンドの提案により大蔵省銀

行学局が設立されます。この組織は明治10年に銀行学伝習

所、明治12年には簿記学伝習所と変遷し、さらに明治15年に

は銀行事務講習所と姿を変えるのですが、簿記学伝習所時代

にまとめられたのが『銀行簿記例題』で、その演習結果が

『銀行簿記例題解式』。銀行事務講習所の教科書として使わ

れました。 


