
18 

129.再航詩集 井上円了 哲学館 非売品  

明治36年9月14日 39,900円 

 「昨年歐米再航の途に上り行路の所感頗る

多ければ筆して以て後日の記憶を助けんと欲

し數十年間廢絶せる詩を想起し所感の儘之を

四句八句に綴りたり･･･」として知友に配っ

た16頁の薄冊の紀行漢詩集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.監獄則・監獄則圖式 大判 題箋付 美本  

1冊１帖 84,000円 

 著者は囚獄権正・小原重哉。英国領香港・シンガポール視

察をもとに編まれ、明治5年12月に各府藩県へ頒布されまし

た。ここでは香港のヴィクトリア・ゼール監獄を模した、十

字型の石造煉瓦塀の堂々とした獄舎建造を想定し、当時とし

ては画期的な法典でしたが、財政面から大蔵省の猛反対にあ

い、全面的な施工はかないませんでした。 

 

131.大疑獄教科書事件 岡田利助 特報社  

 初版 背傷 補修有  

明治36年1月25日 15,750円 

 明治35年に発覚した学校の教科書採用をめ

ぐる、教科書会社と採用担当との大規模な贈

収賄事件を扱ったもの。この事件のためにそ

れまで道府県単位で行っていた検定制度が廃

止され、第二次大戦が終わるまで教科書はす

べて「国定」となります。 

 

132.無政府主義 久津見蕨村  

 平民書房 初版 発禁本 線引有  

明治39年11月16日 63,000円 

 「無政府主義と云ふと、頗る恐ろし

いものとしてをるのが、目下世界各國

の形勢である。果して無政府主義はそ

んなに恐ろしいものであらう乎。之が

數年前に余の脳裏に浮んだ一つの疑問

であつた･･･」 

として編まれたものです。我が国の本

格的アナキズム文献の嚆矢。 

 

133.頭を抱へて 鵜崎鷺城 

 興成館書店 初版 函付  

大正４年9月20日 12,600円 

ジョン・ラスキンの女性関

係 を 描 い た「ラ ス キ ン 情

話」、貧しい劇作家チャール

ス・リードと女優のローラ・

シーモアとの恋の顛末「文豪

と女優」、ベルギーのアント

ワープでおきた痴情事件「神秘的の罪」など、前半部分はこ

の著者には珍しい欧米に取材した人物評やノンフィクション

で埋められ、後半は本領であるわが国の政界人物評や、時事

随筆を収録しています。 

 

 

134.傷魂録 一高生住吉善高追悼録  

 勝田成二編 非売品 孔版刷 

 昭和5年2月11日 4,725円 

 昭和４年、一高卒業の年に夭折した住吉善

高のために友人らが編んだ追悼録。題字は当

時一高の教授だった菅虎雄の筆です。 

 

 

 

135.千里眼問題の眞相－千里眼受難史－  

 高橋宮二 人文書院  

初版 函付 昭和8年5月5日 12,600円 

 著者は、福来友吉博士のもとで透視や念写

の実験を行った超能力者・高橋貞子の夫。い

わゆる千里眼事件の受難者側からの反論で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136.梅 梅の會（日比谷公園事務局内）編並刊  

11冊 47,250円 

創刊号（昭和8年2月11日）～10号（昭和17年2月17日）、

「梅と櫻」（梅11号・櫻23号合併）１号（昭和18年6月1日）

を収録。年に一回、梅花節の日に日比谷公園が刊行していた

「梅」の専門誌です。 

 

137.政黨と首領 無名氏  

 實業之日本社 初版  

大正４年2月28日 6,300円 

歯に衣着せぬ政治論、政治家

批判のために慮ったのでしょう

か、作者は無名氏。序にも「無

名氏は誰ぞ。無名氏也。到底無

名氏也。徹上徹下無名氏也」と

匿名を標榜するのですが、これ

は徳富蘇峰の著。今では著作一覧にもしっかり収められてい

ます。 

138.日本植民策一班 後藤新平述  

 拓殖新報社 初版 函付  

大正10年10月30日 12,600円 

 大正3年、幸倶楽部（麹町内幸町に

あった政治会派の事務所）で催された

講演会の速記録。巻末に附録として

「大亞細亞主義」、「總督就任の初に

於て施政方針を聲明せざりしこと」、

さらに自作漢詩「大國民唱歌」収録。 

 

139.椿山集 山縣伊三郎編並刊   

 非売品 2版 題箋 元袋付  

大正13年4月7日 8,400円 

 風雲集（自安政四年至明治三

十九年）・風雲集拾遺・年々詠

草（自 明 治 四 十 年 至 大 正 十

年）・常磐會選歌を収録しま

す。著者は萩藩士で山縣有朋養

子（有朋の甥）。風雲集は維新

前後の歌ですが長い詞書があり、あたかも伝記のように読む

ことができます。 
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140.月の影 塚本さと子遺稿歌集  

 塚本家蔵版 二巻二冊  

帙付 昭和5年序刊 8,400円 

 河上謹一題字、下田歌子序歌、柴田寅序、

塚本源三郎（息）跋。三回忌記念出版。 

著者は近江商人の妻。豪商塚本家を守り、新

時代の嫁たちのために家政書『姑の餞別』を

刊行。さらに商家にも新しい女子教育が必要

と考え、晩年は私財を投じて淡海女子実務学

校を設立しました。 

 また下記二冊はさと子の息子源三郎の漢詩集と歌集です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.柹屋詩存 塚本源三郎漢詩集（写真左上） 

 塚本家蔵版 非売品 二巻二冊 帙付 

 長尾雨山・寺田省帰序、山口祐三郎跋 

古稀記念出版 昭和10年5月2日 4,725円  

  

142.蟲聲集 塚本源三郎歌集（写真右上）  

 塚本家蔵版 非売品 二巻二冊 帙付 井上八千代題字、 

 西川百子・渡邉直子序、塚本とも子（娘）跋。 

昭和11年9月5日 8,400円 

 

143.學海燈影 一名學生必讀 宮武南海編 

 東京學館獨修部刊 初版  

坪内逍遥序 明治26年9月26日 21,000円 

 編者は宮武外骨の兄。東京學館というのは

南海が経営していた学校です。本書は菅了

法、宮武南海、高橋基一らが執筆する学生向

けの啓蒙書。 

 

 

144.藝者論 矢野恒太 博文館  

 初版・三板（徳富蘇峰宛献呈） 

明治45年6月1日・同年6月23日 2冊 12,600円 

 著者は第一生命を設立した生保業界の先駆者。財界人なが

ら知識欲が旺盛で理屈好き。分野にこだわらない様々な著作

をものしています。そのなかでも変わり種がこの『藝者

論』。かなり読まれたようでずいぶん版を重ねていますが、

初版はあまり見かけません。 

また、この三版の見返しには、

徳富蘇峰が「明治四十五年六月二

十日後藤男送別会席上著者被贈 

蘇峰學人」と書し、扉には矢野の

筆で「蘇峰先生 正（著者贈呈の

朱印）」とあります。 

 

 

145.獨立自營 森村市左衛門 實業之日本社 12版  

大正6年7月25日 8,400円 

 ＴОＴО、日本碍子、ノリタケなどわが国のセ

ラミック産業の母体となった森村財閥の創始者

で、日米貿易に先鞭をつけた六代目市左衛門の著

作です。福澤諭吉の影響のもと、官に頼らない経

営を目指す姿勢が書題の「独立自営」ということ

です。 

146.いそのながれも 鈴木光清遺稿歌集  

 長島ゆき子編 鈴木くら刊 非売品  

カバー付 昭和18年11月30日 3,990円 

 光清翁は三河西浦の歌人。庄屋や郡会議員な

どを勤めた土地の名士。戦前、東京宝塚劇場や

有楽座で脚本や演出をしていた水木久美雄の祖

父にあたります。 

 

 

147.餅百珍 長谷川可同  

（伊勢國松阪町）餅舎藏版 非売品 和装本 

 傷湿有 昭和4年5月20日 12,600円 

 伊勢松阪の木綿商、丹波屋の長谷川家本家 

11代目、定矩こと長谷川可同は俳人、趣味人

として知られ、ことに餅に関する器物のコレ

クションでは日本一。餅舎（もちのや）とい

う博物館まで開設するほどでした。 

 本書は可同が古文献を選り、書き残してい

た餅の製法や考証を、その没後に三村竹清が百条に整理した

もの。むろん書題は江戸時代の『豆腐百珍』『芋百珍』にな

らっています。 

 

148.山本忠興傳 山本忠興博士傳記刊行會 

 初版 カバー付  

昭和28年4月21日 2,100円 

早大理工科教授。川原田政太郎教授らと

共に早大式テレビジョンを完成。これは当

時世界最大の受像機でした。また山本は、

アマチュアスポーツ界にも貢献し、アムス

テルダムオリンピックの際には総監督をつ

とめています。 

 

149.英船高陞號之撃沈 国際法外交論纂第一 

 高橋作衛 清水書店 再版  

明治36年6月5日 8,400円 

 日清戦争開戦の直前に起きた、東郷平八郎

艦長の巡洋艦浪花による、清国兵一千人を輸

送中の英国商船「高陞号」を撃沈するという

事件の顛末を記した書。 

 これは当初、英国はもとより、英国の報復

を恐れた日本国内でさえ艦長の東郷を非難す

る声が高かったのですが、やがて東郷の行為は戦時国際法に

照らして一点の不備もないことが証され、事態は一気に沈静

化しました。 

 

150.上村大将追悼集 （鹿児島） 

 日蓮宗開教本部編並刊 非売品 初版  

大正6年9月25日 12,600円 

日露戦の第二艦隊司令長官・上村彦之丞の

追悼集です。追悼詩歌、言行録（野間口兼

雄・東郷吉太郎・佐藤鐵太郎ほか）、官暦、

詩歌、葬儀概略、病床日記（山田與總平筆）

などを収録します。 

 

151.航空の技術と精神 藤田雄藏中佐遺稿 朝日新聞社  

初版 函付 昭和15年1月30日 4,725円 

 著者は海軍の名テスト・パイロット。昭和

13年5月、木更津海軍飛行場を起点とした周

回長距離飛行と平均時速で当時の世界記録を

樹立。のち昭和14年、日支事変にて戦死し

てしまいます。 

 ちなみに東京・ロンドン間の世界記録をつ

くった飯沼飛行士も彼の教え子です。 
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152.零戦 その誕生と栄光の記録 堀越二郎 

 光文社 カッパブックス 初版 カバー付  

昭和45年3月20日 3,150円 

著者単独としては唯一の著作でしょう、復刊

されていますがこのカッパブックスが初版

本。むろん堀越は宮崎駿監督のアニメーショ

ン映画、『風立ちぬ』のモデルとなった零戦

の設計主任です。 

ただし写真版ではなく、すべて精巧な木版刷りによるもの。

この時期における木版技術の最高水準というべき美しい書物

となっています。 

さらに表紙や帙には京都から龍村平蔵の染織布を取寄せ、

木版の見返し模様は菅楯彦が描き、帖と帙は池上浩山人が手

がけるという凝りに凝った豪華な図録。こののち巻子本を中

心とした続編も予定されていたらしいのですが、それは実現

しませんでした。 

ちなみに加賀の蔵書は戦時下に「特別買上げ文庫」として

戦火を逃れ、現在は日比谷図書館に収められています。 

 

157.名家秘蔵書目集 岡桃里編輯 古典社 限300 非売品 

 和装題箋付 本文54頁索引4頁 昭和14年2月15日 8,400円 

「うまの春」「玉の盃」「玉くしげ（第三編）」の、いずれ

も好色本、艶本の類を蒐めた目録三冊を合梓

したもの。 

「うまの春」は「すきものども各々秘めも

てるおそくづの繪たはれの文もちよりて」編

集された目録です。林若樹編、明治39年刊。

また「玉の盃」は渡邉霞亭の発意で宮武外骨

が編纂した享保七年までの猥褻図書解題目

録。明治45年大阪にて刊行。そして「玉くし

げ」は大正6年信州上田にて刊行された故飯

島花月の蔵書目録です。 

 

158.瓦の響 しのぶくさ 法齋五一遺稿 岩本米太郎編並刊 

 非売品 限100 和装本 元袋付 大正6年7月18日 84,000円 

袋に「だるまや五十季忌」とあり、著名な幕末の古書肆達

磨屋・岩本五一の五十周忌に刊行された遺稿集。一冊の和装

活字本ですが、元来は養子の活東

子が書き残した写本、甲乙二冊と

して岩本家に伝わったようです。 

甲集には安政風聞集・安政見聞誌

の序、鈍亭改號披露口状（仮名垣

魯文に改名）等など、乙集には

「四季雜躰詠歌」百首あまりと

「御殿山の花見」「覺悟禪譯言」

「鼻くらべ」「つぶやき」などの

短文を収録します。 

 

159.好古堂一家言 中村作次郎 私家版 和装活字本 初版  

 松方正義他題字 清野長太郎序 劍西居士評伝 正木直彦跋 

大正8年12月28日 15,750円 

 著者は明治から大正にかけて活躍した骨董商。前半は日本

と支那の美術史の概略と品物の取り扱い方を記しています。 

そして後半の附録「好古菴夜話」には、当時の花客や名

品、同業についてのエピソード。益田鈍翁の上杉謙信愛蔵

「牧谿の腹つつみの布袋の幅」の話。原三渓所蔵の「信実の

稚児文殊」が巴里で林忠正に譲られ、後にふたたび原のもと

へ里帰りした話。山本竹渓の「一休旧蔵大燈国師墨跡」のこ

と。安田善次郎が割り捨てた偽物の「染付張子牛の香合」の

話などを収録。 

さらに松平不昧公の恩顧をうけた白酔庵観阿と本屋了我の

鑑定眼。若州酒井公のお出入り道具商・大阪の道勝が収めた

茶道具。富山の薬売りから古筆了仲の家僕となり、やがて一

流の骨董商となった田沢静雲。勤皇家で維新

後は三十八銀行の頭取でいながら、家では終

生道具商をしていた永田伴正。ウィーンの世

界博覧会をきっかけに政府肝入りで美術品輸

出のために設立された起立工商会社や、そこ

の副社長で後に骨董商となった若井兼三郎、

私たち古書業者にも馴染みのある林忠正の立

志談など、新旧の同業者について記されてい

ます。 

153.寿々－Joujou 山内神斧木版画集 芸艸堂 山内吾八編 

 水落露石、淡島寒月序 彩色木版世界玩具図絵 和装本 

限100 彩色木版刷 2冊揃 262,500円 

南洋の影絵人形、ビルマの操り玩具、支那の張り子、バル

ビゾンの鳥笛、パリ謝肉祭の仮面、ロシアや東欧の人形など

世界中の玩具を集め、原寸大で描いた版画集。「Joujou

（ジュジュ）」は仏語でおもちゃのことです。 

 

154.巴里セレナード 佐藤美子 第一書房  

初版 昭和9年7月10日 12,600円 

 カルメンお美ことオペラ歌手・佐藤美子の

パリ留学時の想い出を記した随筆集。イタリ

アで早世した歌手仲間の松平里子はじめ、藤

原義江や藤田嗣治、松尾邦之助、直接には

会っていないそうですが、林芙美子も登場し

ます。 

 

155.十牛頌 松村介石編 和田垣謙三英訳 齋藤松洲画  

 淡色木版挿絵13図入 小本 大正3年8月10日 8,400円 

 禅の教えを十枚の牛にちなんだ絵で表す、いわゆる十牛図

を題材にした小型の

絵本です。齋藤松洲

が描くそれぞれの絵

に松村介石が漢詩と

和歌を付し、その大

意を和田垣謙三が英

文に翻訳。巻末に三

図が附録として加え

られています。 

 

156.洗雲亭清賞 加賀豊三郎編 洗雲亭蔵版 市島春城題簽、 

清浦奎吾題字、徳富蘇峯序、竹越与三郎跋、尾上柴舟歌  

別冊解説付 限200 帙付 大判 昭和12年12月 126,000円 

 事業家で黄表紙や洒落本の収集としても著名な加賀豊三郎

が、自ら蔵する江戸時代の名家自筆本36種から、それぞれの

品の見どころ一、二箇所を選んで複製した古典籍図録です。


