113.心理學

西周訳 文部省 和装本 二巻二冊
題箋元袋付 明治8年4月 126,000円
わが国心理学書の嚆矢。原書は亜墨利加聯邦神教学士約瑟
奚般著、つまり米国Joseph Haven著『Mental Philosophy』
（1857）の 訳 書 で、後
に幾度も改訂版が刊行
されますが、明治8年に
刊行されたこの和装二
冊 本 が 最 初 の 版。欧 米
の学術用語を数多く邦
訳、造 語 し て い る こ と
で 知 ら れ、「心 理 学」
という言葉自体も彼の
造語です。

ところどころ担任の朱筆が入っています。七、八月が欠けて
いるのは夏季休暇のためでしょうか。授業や課外活動など学
校生活についての感想が大半ですが、時折、下記のような記
述も含まれます。
五月廿一日「今日は久居へスミス氏の宙返り飛行観覧のた
め七時半出発せり･･･」（このころ日本各地で催された米飛行
士・鳥人スミス氏の飛行機曲乗り興業）
六月二十五日「朝鮮李王殿下には本月八日随員約五十名と
共に京城御発東、十一日名古屋にて世嗣垠殿下の御出迎を受
け十二日御入京･･･」（「李王」は日韓併合後の二代大韓帝国
皇帝李坧のことで李垠の異母兄です。）
（大正七年）二月二十五日「･･･先生、もう早くしておかな
ければいつ出征しなければならぬか解らないからといつてい
られるのでした。広島の師団や呉の艦隊はもう出発したと
か。あまり新聞も見ないのでこんなにまで露西亜との関係が
進んでいるとは少しも知らずにいたのでした」（ロシア革命
後の日本派兵のこと）

114.奚般氏著 心理學 西周訳 文部省
革装 活字本 明治11年2月／明治12年2月
2冊 63,000円
上記を大幅に増補改訂したもの。和装本が
上下 あわせて本文 128丁（256頁）なのに対
し、本書は上巻728頁、下巻147頁とかなり分
厚くなっていて、個々の訳語にもしばしば変
更を加えています。
115.心理全書 （英）亞歴山倍因著
松島剛・田中登作・佐藤龜世・橋本
武合訳 普及舎 初版 赤クロス装
明治19年4月～12月
4冊揃 63,000円
Alexander Bain『Mental and Moral
Science』（1868）の心理学部分だけ
を邦訳。
116.心理摘要 井上圓了 哲学書院 初版
クロス装 明治20年9月 8,400円
成立学舎女子部の開校に際し、教科書とし
て編まれたもの。巻末に「心理學試驗問題」
を収録します。

120.女子大學講義
26冊 31,500円
女子大學通信教育會（日本女子大學校内） 精美堂
第壹學年第壹號（明治42年4月8日）～第廿四號（43年3月
20日）迄一年分揃。及び第貳學年貳號、参號を付します。本
誌は女子通信教育の嚆矢となります。また、興味深いところ
では「千里眼」事件に関わる前の福來友吉博士の「心理学」
講義も収録されています。

117.垤氏心理学 藤代禎輔訳
金港堂書籍株式會社 初版 クロス装
明治28年6月29日 18,900円
独フリードリヒ・ヂッテスの心理学書。
訳者は独文学者、京大教授。漱石の友人で
同じ船で留学しました。
118.まいらせ候文範

佐藤寛

121.明治の女傑慈善の泰斗 瓜生岩
藤井秀五郎 日本赤十字發行所 初版
明治31年3月15日 26,250円
昨年のＮＨＫ大河ドラマは会津のジャンヌ
ダルクこと新島八重でしたが、これは会津の
ナイチンゲール瓜生岩の評伝です。八重より
少し上の世代ですが社会事業家として女性初
の藍授褒賞を受賞。
戊辰戦争時に敵味方の区別なく傷病兵の介
護にあたり、戦災孤児のため私財で幼児院を開設。さらに維
新後は東京に出て社会事業の手を広げ、日清戦争の看護活動
や台湾での貧民救済事業、三陸大津波の際にも活躍しまし
た。

庚寅新誌社（手塚猛昌）刊
上下2冊 明治26年9月5日
15,750円
文書の略した綴りの通りに、
題名として印刷されている女性
向けの書簡例文集。著者は佐藤
六石の名で知られる森槐南門下
の漢詩人で、のちには韓国の李
王家の顧問を勤めました。

122.美文良材

嘯凬生編 中村書店 初版
明治32年6月12日 12,600円
この本、色々と問題があるのです。
まず出版社。奥付（活字）と扉の書き文字は「中村書
房」、しかし表紙は「中村書店」となっています。普通なら
奥付を優先させたいところですが、住所が「浅草區馬町通一
丁目五號十四番地」、出版人が中村惣次郎。これは、大正時

119.女子学生修養日誌
3冊 21,000円
大正6年4月～7年3月迄。伊勢、津の高等女学校四年ろ組、
橋本輝子嬢の一年分の日誌です。学校の課題だったようで、
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126.文明時代之道徳

有斐閣書房 初版 薄冊
明治34年7月12日 8,400円
バックル『英国文明史』、キッド『社会の進化』を参照し
ながら論じた、戸水寛人東大教授の社会道徳論。結論的には
「人道ヲ守ル可シト云ハヽ滿洲朝鮮如何ニ蹂躙セラルヽモ露
西亜征伐ナトヲ爲シテハ惡シト云フ人アルヤ
モ知ラス然レトモ此ノ如キ場合ニ際シテ露西
亜征伐ヲ爲スハ是他日大ニ人道ヲ保護スル所
以ナリ･･･」と、日露開戦を主張するもので
す。
「およそ天下のこと、一成一敗間髪を入れ
ずよく機に乗ずれば、禍を転じて福となし、
機を逸すれば幸い転じて禍となす･･･」の、い
わゆる七博士意見書はこの二年後です。

代には講談本、昭和に入ってからは大城のぼるや謝花凡太
郎、新関健之助らの漫画で名を馳せた中村書店のこと。惣次
郎は菅谷与吉の日吉堂から独立して中村日吉堂、さらに中村
書店と名乗るのですが、中村書房とは名乗らない。また明治
期に中村書房という版元はありません。あきらかに誤植で
しょう。
そして編著者。表紙に「嘯風」とあり奥付には「大住岳」
と記されています。つまり大住嘯風ですよね？ 萬朝報の記
者を経て大谷大学の教授となり、大正末に留学先のフランス
で客死した･･･。
でも大住嘯風の本名は「舜」。すると、ほぼ同時期に二人
の大住嘯風がいたことになるのですが、これ、原稿の「舜」
を「岳」と読み違えたんじゃないでしょうか？ 筆の文字な
らあり得る話です。そして、そうだとすると、本書が嘯風大
住舜の最初の著作、おそらく十代での執筆となるわけですけ
れど、果して真相や如何。
もっとも人の誤植を笑えた義理ではありませんが･･･。

戸水寛人

127.石本權四郎

石本鏆太郎編並刊 非売品 満州刊
昭和8年11月11日 84,000円
石本權四郎は明治13年、東京有楽町に生れます。日露戦で
は乃木将軍の配下として旅順戦に加わり、戦後は大連の兄・
鏆太郎のもとで諜報や工作活動に従事します。ちなみに兄の
鏆太郎は日清日露戦役に通訳として従軍、戦後も中国に残っ
て阿片の専売で巨利を得た実業家。のちに大連市長に任じら
れ、衆院にも出馬しています。
やがて大正五年に起きた第二次満蒙独立運動で、兄弟は清
朝復権を目論む宗社党を支援。權四郎は第一線で活躍するの
ですが、党の中心人物だった愛親覚羅良弼が暗殺され、やが
て張作霖らの勢力によって鎮圧されてしまいます。
さらに満州事変の勃発後には、阿片権益を握るキーパーソ
ンとして関東軍嘱託の身分をもって暗躍するのですが、昭和7
年12月、熱河に於いて支那軍の便衣隊に捕えられ、銃殺され
てしまいます。53歳でした。
本書は兄の鏆太郎によって編まれ、満州で刊行された追悼
録。写 真 14 頁、鏆 太 郎 著「亡 弟 權 四 郎 を 弔 ふ の 記」（伝
記）、餘栄録（弔問、祭文）、また附録として權四郎著「蒙
古概要」を収録します。

123.文士寳典 伊藤典籟編
大町桂月・伊藤銀月刪修 日高有倫堂
初版 明治39年10月3日 21,000円
叙景抒情、山嶽、海、･･･恋愛、男と女、動
物、史論人物評論などに章立てした美文標本
集。著 者 は銀 月 の弟 で大 阪毎 日 の記 者で す
が、著作はおそらくこの一冊だけでしょう。

124.新編 東亜三国地誌 辻武雄 普及舎 初版 和装活字本
題箋元袋付 虫損有 明治33年2月15日 12,600円
韓国、日本、亞細亞全図、清国の折込地図入、漢文による
日清韓三ヵ国の地誌。
著者は聴花、剣堂の号で知られる中国文学者です。慶應義
塾を卒業後、中国に渡って南京の師範学校などの教授をつと
め、さらに北京へ転じると好きな京劇に没頭。演劇論や俳優
論、さらに京劇の
脚本なども執筆し
ています。京劇に
入れあげた本格的
な「戯 迷」の お 一
人で、芥川龍之介
が中国に旅行した
際にも京劇に誘っ
ています。

128.資料 神皇命之道 安田銕之助謹述 寒川茂編
明徳會出版部 非売品 昭和11年5月15日 15,750円
著者は陸士卒、フランス留学中の東久邇稔彦お付武官とし
てエリートコースを歩むのですが、昭和5年に退役。昭和８年
には愛国勤労党の天野辰夫，前田虎雄らと大日本神兵隊を組
織、皇族首班の内閣を造ろうとクーデターを画策するも決行
前夜、全員が検挙されてしまいます（神兵隊事件）。その下
獄中に編述した手記が本書です。
別 に『神 皇 命 之
道 抜』（神皇命之
道刊行會 紀元二
千 六 百 年 序）付。
これは後に復刊さ
れたものですが、
あらたな自序を含
め、内 容 に 増 減 が
あります。

125.百園雜纂 敷田年治 百園塾（大阪） 和装活字本
大本 題箋付 5冊揃 明治32年7月30日 47,250円
長歌之部二冊・文章祝詞之部一冊・短歌之部二冊収録。著
者は帆足万里門下の国学者です。
創設時の伊勢皇學館で塾頭を勤
め、さらに大阪で百園塾を経営。
明治期関西国学のリーダー的な
存在として後進を育成しました。
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