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奈良⼥⼦⾼等師範学校報国会図書 
奈  良̶̶⽂学部図書室残存分の⽬録と紹介 
 
磯部 敦1・⽚島 空・古⽯ 春佳・河野 真⾢・坂本 真莉⼦・
佐藤 さくら・中村 栄理⼦・⻄⾕ 明⽇花・宮永 莉帆・ 
室⼭ 知空・⼭崎 紫野・涌嶋 美⽉2 

 
 
１ はじめに 
 

 戦時、奈良⼥⼦⾼等師範学校（現在の奈良⼥⼦⼤学、以下「奈良⼥⾼師」と略記）

で報国会が結成されているが、その報国会が排架していた図書（以下「報国会

図書」と略記）が、本学⽂学部図書室（⽂学系Ｎ棟３階）に未登録のまま⻑年放

置されていた3。2019 年度後期「近代国⽂学演習Ⅱ」では、奈良⼥⾼師報国会

図書の⽬録作成、校史関係資料における報国会関連記事の調査、およびそれ

らの分析をおこなった。学校報国会／報国団については教育史等で⾔及が⾒

られるが、報国会（団）図書をめぐる検討分析の蓄積はこれからの課題であ

るようだ4。翼賛体制を反映した組織が結成され、その活動の⼀環として「報

                                                        
1 奈良⼥⼦⼤学研究院⼈⽂科学系・准教授。2019 年度後期「近代国⽂学演習Ⅱ」担当。 
2 ⽚島より涌嶋まで奈良⼥⼦⼤学⽂学部⽇本アジア⾔語⽂化学コース３回⽣。2019 年

度後期「近代国⽂学演習Ⅱ」受講⽣。 
3 2020 年２⽉現在、登録作業中。 
4 筧⽥知義『旧制⾼等学校教育の展開』（ミネルヴァ書房、1982 年）、⼭本哲⽣「戦時下

の学校報国団設置に関する考察」（『教育学雑誌』17、⽇本⼤学教育学会、1983 年 11 ⽉）
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国」の名を冠した図書群が通常図書とは別に排架され、確実に⽣徒たちの前

にあった。その⾵景に対して、⽣徒の側からどこまで、どのように迫ること

ができるだろうか。そのとき、図書は⼀つの視座になりうるだろうか。本学

⽂学部図書室排架分に限ったものではあるが、戦時教育史のみならず、学校

図書史、そして読書史の⼀動向事例として紹介しておきたい。 

 先にも記したように、本稿は「近代国⽂学演習Ⅱ」の授業内容に基づいて

いる。⽬録作成および諸史料調査は教員と受講⽣全員でおこなったうえで、

本稿第２節は古⽯・坂本・⻄⾕・宮永・⼭崎・涌嶋が、第４節は⽚島・河野・

佐藤・中村・室⼭が、それ以外は磯部が執筆した。受講者全員の討議を経て

いることから、いちいち執筆者名は明記しなかった。 

 

 

２ 奈良⼥⼦⾼等師範学校報国会とその周辺 
 

1941（昭和 16）年１⽉８⽇、奈良⼥⾼師校友会の解散式と報国会の発会式

がおこなわれた5。これは、1940（昭和 15）年 9 ⽉ 17⽇の⾼等学校⻑会議に

おいて⽰された⽂部⼤⾂指⽰事項「修練組織強化ニ関スル件」6にもとづくも

ので、これを受け、奈良⼥⾼師では同年 10 ⽉８⽇の評議会で校友会改組が協

議された。奈良⼥⾼師校⻑の⽇⽥権⼀は、⽂部省の⽅針について次のように

述べている。 

従来ノ校友会、学友会等ガ⽣徒相互ノ修養機関ニシテ学校ハ常ニ之ヲ指

導スルニ⽌マリ、⽽モ事実ハ指導モ充分ナラズ。殊ニ同窓会ト結合セル

                                                        
等を参照。 
5 『奈良⼥⼦⼤学六⼗年史』（奈良⼥⼦⼤学、1970 年）pp.102-103。 
6 『近代⽇本教育制度史料』第七巻（⼤⽇本雄弁会講談社、1956年）pp.191-193。 
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場合ニ於テ動モスレバ学校ガ却テリードセラルヽコトナキニシモアラ

ズ。故ニ此ノ際之レ等機関ノ名称、組織等ハ勿論教育ノ精神ヲ根本的ニ

改変セラレタシ。其レガタメニハ従来ノ会ヲ解消シ何々奉公団若クハ

何々報国団トイフ如クシ。役員モ推薦⼜ハ選挙ノ制ヲ取ラズ、校⻑ノ任

命トシ、全体ヲ少数ノ部ニ分ケ部ノ下ニ更ニ班ヲ設ケ各部班割拠ノ弊ヲ

除キ全職員全⽣徒⼀団トナツテ修練ノ実ヲ挙グルヤウニセラレタシ。7 

 そして、⽣徒の会合への参加は校⻑の許可がいること、学校の教育機関と

して実施すること、親睦を図るようなことはやめることなどが述べられたの

であった8。 

 こうした要請は校⻑から⽣徒へも伝えられた。同年９⽉ 11 ⽇の第⼆学期

始業式では「⾼等学校デハ校友会ヲ改メ従来ノ⾃由ナ点ヲ改メテ奉国団9トシ

テ新体制ニ添フヤウニスルコトニナツタ由デアル」、同年 10 ⽉７⽇「⽇独伊

三国条約ニ関スル詔書軍⼈援護ニ関スル勅語奉読式」では「公ニ奉ジ国ニ報

ヒル精神ヲ以テセヨトノコトデ「報国会」10トイフヤウニ名実共ニ表シタモノ

トシテ⽴直シテホシイトノコトデアル」、同年 12 ⽉ 19 ⽇の第⼆学期終業式

では「従来⽣徒ノ⾃治ニ任セテ居ル所ガ多カツタガ今後ハ職員⽣徒⼀体トナ
                                                        
7 奈良⼥⼦⼤学校史関係資料（以下「校史関係資料」と略記）『評議会記録』（⼀・17）。 
8 校⻑の発⾔中に「⽣徒ガ他ノ会合ニ参加セントスルトキハ必ズ校⻑ノ許可ヲ受クベ

シ」、校⻑への質問において「学校ノ教育機関トシテ実施スル以上ハ経費ノ点モ考慮

サレタシ」、真⽥教官の発⾔中に「⽂部省ノ⽅針ハ親睦ヲ図ル等ノコトハ⽌メヨトイ

ハルヽニヤ（真意ハ其ノ如キヤウナリト校⻑ノ答ヘラル）」とある。引⽤は『評議会記

録』（同前）による。 
9「報国団」も「奉国団」もおなじ「ほうこくだん」という⾳ではあるが、「国」に対し

て我が⾝を「奉」るのか、それとも「報」いるのかは、団員の「ほうこく」態度に関

わってくる興味深い「書き間違い」である。 
10 もとは「奉公会」。「奉公」抹消のうえ「報国」に改めている。 
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ツテ11修養シテ⾏クヤウソシテ名モ報国会トシ趣旨名義⼀致スルヤウニトノ

コトデアツタ」のごとくである12。かくして 1941 年１⽉、報国会は「教学ノ

本旨ニ則リ、全校⼀致⼼⾝ヲ錬磨シ、婦徳ノ修飭ニ努メ、教育報国ノ精神ヲ

修練スルヲ以テ⽬的」とするもので、奈良⼥⾼師の「教官及⽣徒ヲ以テ組織」

されるにいたるのであった13。同年２⽉ 25⽇の評議会議題「学年末⽣徒開催

ノ諸会ニ関スル件」において、「学年末ニ到レバ毎年⽣徒ハ幾重ニモ送別会等

ヲ催ウス慣例アレドモ、此ノ際スベテ報国会ニ統⼀スルヲ可トス。⽣徒側ニ

於テモ進ンデ廃⽌ノ意アルモノアリ。依テ送別会、歓迎会ナド各科別ニ⾏フ

コトヲ⽌メ報国会トシテ⾏フコトニ決ス」14として、送別会や歓迎会を各科別

に催すのではなく報国会として催すことが決定されている。おなじ⾏事でも、

報国会主催となることで意味合いが⼤きく変わることになったのである。 

なお、⽂部省の⽅針に従い、同年９⽉ 17⽇には報国会とは別に報国隊が結

                                                        
11 ⽂部省としては「全職員全⽣徒ヲ以テ組織」（前出「修練組織強化ニ関スル件」）であ

ることを考えており、校⻑訓話のこの発⾔はそれに基づいていると思われるが、実際

の運営は「本会ハ本校教官及⽣徒ヲ以テ組織ス」と「職員」は⼊っていなかった。「奈

良⼥⼦⾼等師範学校報国会規則」第三条（『昭和⼗六年九⽉ 奈良⼥⼦⾼等師範学校要覧』、

奈良⼥⾼師、1941 年 11 ⽉）参照。 
12 校⻑訓話については、いずれも校史関係資料『学校⻑訓話概要綴 その１』（⼆・30）

を参照。なお、⽂部省からの報国会結成の要請は「修練組織強化ニ関スル件」（1940 年

9 ⽉ 17⽇）より以前からあり、同年８⽉ 29 ⽇の⾼等学校⻑会議及び、８⽉ 30 ⽇の専

⾨学務局⻑から⾼等学校⻑宛の通牒でも⽰されていた。前掲⼭本哲⽣「戦時下の学校

報国団設置に関する考察」を参照。 
13 「奈良⼥⼦⾼等師範学校報国会規則」、1941 年『奈良⼥⾼師要覧』、p.46。 
14 注６におなじ。 
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成されている15。「奈良⼥⼦⾼等師範学校報国隊規程」16によれば、「奈良⼥⼦

⾼等師範学校報国隊」とは「奈良⼥⼦⾼等師範学校報国会及同附属⾼等⼥学

校ノ報国会ヲ隊組織ニ編成」（第⼀条）したもので、「国家的要請ニ応ジ、特ニ

出動ヲ要スル各種ノ要務ニ服スルヲ以テ⽬的」（第⼆条）とする組織であった。

隊は第⼀⼤隊と第⼆⼤隊に分けられており、第⼀⼤隊は奈良⼥⾼師の「関係

教職員及⽣徒」が、第⼆⼤隊には附属校当⼥学校の「関係教職員及⽣徒」ら

が編成された。報国会と報国隊の違いについては、同年９⽉ 11 ⽇教官会議に

おける「報国会ハ内ノ訓練ヲ主トシ報国隊ハ外ニ出テ国家ノ要務ニ当ル」と

いう指摘に明らかである17。校友会の延⻑線上にあって内部での活動を主と

する報国会にくらべて、報国隊は対外的な活動が多く、国に尽くすという⾯

が強く押し出された組織であった。それゆえ、⽣徒主体の校友会を改組した

報国会と異なり、報国隊には「職員」も含まれることになるのだった。 

 報国会に戻ろう。同会は全教官及び⽣徒から組織され、役員はこのうち、

会⻑、副会⻑、部⻑、それぞれその下につく若⼲名の理事、班⻑、幹事で構

成されている。会⻑は校⻑で、副会⻑以下の役職は会⻑が任命した18。「奈良

⼥⼦⾼等師範学校報国会規則」第五条によると、次のような編成であった。 

総務部ハ企画、指導、経理ニ当リ、且他ノ部ニ属セザル事務ヲ掌ル。 

鍛錬部ニ薙⼑、⼸道、旅⾏、庭球、競技、⾏進遊戯ノ七班ヲ置ク。 

                                                        
15 『奈良⼥⼦⼤学六⼗年史』、p.104。 
16 「奈良⼥⼦⾼等師範学校報国隊規程」、1941 年『奈良⼥⾼師要覧』、pp.52-53。のち

に同隊は、奈良⼥⾼師および附属⾼⼥のほか「奈良⼥⾼師臨時教員養成所、奈良特設

幼稚園保姆養成所ノ職員及⽣徒」も含むことになる。1943（昭和 18）年度版『奈良⼥

⼦⾼等師範学校⼀覧』（奈良⼥⾼師、1944 年３⽉、p.244）参照。 
17 校史関係資料『会議事項録』（⼀・26）。 
18 1943 年度版『奈良⼥⾼師⼀覧』、p.238。 
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奉公部ニ奉仕、防護ノ⼆班ヲ置ク。 

⽂化部ニ学芸、図書、⾳楽、芸道ノ四班ヲ置ク。19 

その後、昭和 19 年には勤労挺⾝部（のち勤労動員部と改称）・⾃給増産部

などが設けられるにいたった20。本稿は、このうち⽂化部図書班の活動として

の報国会図書を紹介するものである。 

他校における報国会に⽬を向けておこう。先に述べたように、各校の報国

会は校友会や学友会などが再編されたものであった。各報国会規約に「報国

精神」「修練」21「国家に奉仕」22とある⼀⽅で、「校⾵ノ発揚ヲ図ル」23こと

や「会員相互ノ親睦ヲ図」24ることなどを報国会の⽬的として挙げているとこ

ろもあり、⽣徒や教員のつながりを強化しようとする⾃治会組織的性質が名

残として⾒られることもある。 

多くの報国会は、いくつかの部局から構成されている。例を挙げると、名

                                                        
19 1941 年『奈良⼥⾼師要覧』p.47。1943 年度版『奈良⼥⾼師⼀覧』掲載の報国会規則

では、第五条は「陸上運動、⽔泳、薙⼑、⼸道、球技、⾳楽運動、⾃轉⾞、農耕、旅

⾏ノ九班ヲ置ク」となっている。 
20 『奈良⼥⼦⼤学六⼗年史』、p.104。 
21 「⼀意報国精神ニ基ク⼼⾝⼀体ノ修練施設トシテ（中略）国家ノ進展ニ貢献スル」。

「名古屋帝国⼤学臨時附属医学専⾨部報国会会則」第⼆条、『名古屋⼤学五⼗年史 通

史⼀』（名古屋⼤学、1989 年）p.516。 
22 「会員相互ニ協⼒シ各⾃カ有スル研究能⼒ヲ挙ケテ国家ニ奉仕シ速ニ聖戦完遂ニ寄

与スルヲ以テ⽬的トス」。「⼤阪帝国⼤学戦時科学報国会規約」第⼀条、『⼤阪帝国⼤学

⼀覧 昭和⼗⼋年度』（⼤阪帝国⼤学、1943 年）p.227。 
23 「東京盲学校報国会規則」第⼆条、『東京盲学校⼀覧 昭和⼗六年四⽉〜⼗七年三⽉』

（東京盲学校、1941 年）p.90。 
24 「天理外国語学校⼼光報国会規則」第⼆条、『天理外国語学校⼀覧 昭和⼗五年度』

（天理外国語学校、1940 年）p.125。 
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古屋帝国⼤学の報国会では、審議会と総務部が主として置かれ、総務部の下

部組織には教養部・体錬部・厚⽣部などが置かれた25。東京⼥⼦⼤学の報国会

では、総務部・修練部・警備部・⽂化部・宗教部・⽣活部などが置かれてい

た26。特に多く⾒られたのは、修練・鍛錬・訓練に関する部、救急・防⽕・国

防に関する部である。これらは、戦時下で必要な技術、能⼒、体⼒などを養

うためのものであると考えられ、まさに「報国」的気質のあらわれであろう。

また、これらの各報国会と奈良⼥⼦⾼等師範学校報国会の部局を⽐較してみ

てみると、「⽂芸班」27などは⾒られるものの、奈良⼥⾼師報国会⽂化部に置

かれているような図書班は他の報国会には⾒られない。ただ、『京都府⽴京都

第三中学校報国団図書館書籍⽬録』（1941 年９⽉）のような例もあり、班編成

として図書班がないだけなのかどうかは各校の事例にもとづいて検討する必

要がある。 

 

 

３ 報国会図書とは 
 

 既述のように、報国会図書は同会⽂化部図書班の管轄であった。班構成は、

教官から選出の班⻑が⼀名、「⽂科・理科・家事科第四・三学年各⼀名」の幹

                                                        
25 「本会ニ審議会及総務部ヲ置キ総務部直轄ノ下ニ教養、体錬及厚⽣ノ三部ヲ設ク」。

「名古屋帝国⼤学報国会会則」第四条、『名古屋帝国⼤学⼀覧 昭和⼗七年』（名古屋帝

国⼤学、1942 年）p.301。 
26 『東京⼥⼦⼤学五⼗年史』（東京⼥⼦⼤学、1968 年）p.140。 
27 「⼤塚学園報国会会則」第⼗条、『東京⽂理科⼤学・東京⾼等師範学校・東京第⼀臨

時教員養成所⼀覧 昭和⼗六年度』（東京⽂理科⼤学、1941 年）p.23。 
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事六名の計七名から成る28。1942（昭和 17）年

６⽉ 30 ⽇の評議会記録に「報国会備品タル

図書ニツイテモ」29云々とあること、また⽂学

部図書室排架の報国会図書が奈良⼥⾼師『図

書原簿』に登録されていないことから、奈良

⼥⾼師図書とは別管理であっようだ。図書の

選出も幹事⽣徒によっておこなわれていたも

のと思われるのだが、肝⼼の、班⻑となった

教員や各科選出幹事の⽣徒名については分か

らない。また、いつ、どこから、いくらで、

どのような書物を購⼊したのかについても、

報国会の図書管理簿が備わらないため明らか

にしえず、さらにいえば排架場所も不明であ

る。⽂学部図書室の報国会図書が⽂科排架図

書であるならば、家事科・理科排架の報国会

図書もあったことになるが、今回はそこまで

調査をおこなっていない。 

 報国会図書蔵書印には⼆種、⼀つは⽅形の

枠内に「奈良⼥⼦／⾼等師範／学校報国会／

図書之印」と刻されたもの（甲印）、もう⼀つ

は桜をかたどったもの（⼄印）である。その

ほか、分類部⾨と記号を記したラベル印がある【図１】。⼄印中央の⽇付は登

録⽇だろうか。同印下段には、おそらくは登録番号であろう、万年筆で数字

                                                        
28 「奈良⼥⼦⾼等師範学校報国会規則」、1941 年『奈良⼥⾼師要覧』pp.48-51。 
29 前掲注７『評議会記録』。 

【図１】奈良⼥⼦⼤学学術情報セ

ンター所蔵『能楽全書』五巻（⽬

録番号 64）扉。甲印・ラベル・⼄

印。 
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が記⼊されることになるのだが、【図

１】のように記されていないものも

多い。 

 甲⼄印が捺されていない図書に注

⽬してみよう。後掲⽬録の「登録⽇」

は⼄印に⾒られる⽇付を採録したも

のであるが、⽬録から⾒てとれるよ

うに、同印が捺されていない図書の

ほとんどに奈良⼥⾼師校友会図書印

が捺されている【図２】。⽇本戯曲全

集第三巻『⽯川五右衛⾨狂⾔集』（⽬

録番号 85）などは校友会図書印に消印

を捺し、そのうえに報国会蔵書印甲

印を捺した紙⽚を貼付しているので

ある【図３】。また、ラベルシールの

形状も特徴的で、【図３】に⾒られる

ラベルシールは楕円形にカットされ

ているのだが、たとえば校友会旧蔵

書である後藤朝太郎『⽀那⽣活案内』

（⻩河書院、1940 年）貼付のラベルと

同⼀の形状なのである【図４】。『⽇本⽂学全史』巻⼗⼆（⽬録番号７）のよう

に背ラベルにも楕円形状のものが確認できる。つまり、報国会が校友会の延

⻑線上にあったように、報国会図書もまた校友会図書とのつながりが指摘で

きるのである。 

【図２】奈良⼥⼦⼤学学術情報センター所

蔵『泡鳴全集』六巻（⽬録番号 41）扉。校

友会図書印、在庫印、校友会印。 
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 この報国会図書の登録状況を⽰す原簿のような史料は、ない。たまたま報

国会図書にはさまっていた借⽤証によって、貸出期限は七⽇間だったことが

分かるのみだ【図５】。残念ながら貸出記録簿なども残っておらず、利⽤状況

についても分からない。また、⾒返しや扉で確認できるラベル記号と背ラベ

ルの記号が異なっているものも多いのだが、どちらが報国会でどちらが校友

会の登録記号なのか判断がつかない。報国会図書として排架されていたこと

からすれば、背ラベル記号が報国会の登録記号だろうか。 

 さて、この後、報国会図書はどうなっただろうか。後掲⽬録に記してある

ように、現存図書中、⼄印記⼊番号のうちもっとも⼤きい数値は「269」（⽬

録番号９）である。これが報国会図書の登録連続番号であるとすれば、同書群

は現存以上にあったことになる。実は、学術情報センター所蔵の奈良⼥⾼師

旧蔵図書にも報国会図書が確認でき、たとえば平尾道雄『海援隊始末記』（⼤

道書房、1941 年 11 ⽉第三版）は「台帳 28920／部⾨ 67／記号 420」で登録さ

【図３】奈良⼥⼦⼤学学術情

報センター所蔵『⽯川五右衛

⾨狂⾔集』（⽬録番号 85）扉。 

【図４】奈良⼥⼦⼤学学術情報センター所蔵『⽀那

⽣活案内』⾒返しより。ラベル右に奈良⼥⾼師校友

会図書印。 
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れている。これを『図書原簿』で確認してみると、同書は 1949 年（昭和 24）

3 ⽉ 31 ⽇に登録されていることがわかるのだが、同⽇は、校友会より寄贈さ

れた 1652 冊もの図書が登録された⽇でもあり、同書はそのうちの⼀書とし

て登録されているのである。ただし、報国会図書である旨を採録していない

ため本学学術情報センターOPAC から報国会図書のみを抽出することはで

きず、この 1652 冊のうちにどれくらいの報国会図書があるのかは今後の調

査課題としておきたい。また戦後、奈良⼥⾼師では 1946（昭和 21）年３⽉ 19

⽇付「教第 310号」によって 500点をこえる「軍国主義的図書」が廃棄され

ている30。対象図書は『図書原簿』から確認できるが、別管理であった報国会

図書も廃棄されていたのかどうかについては明らかにしえない。残存図書か

ら確認できる番号の⾶び⽅は、報国会図書もその対象となっていたのではな

いかと想像させはするものの、史料が備わらないために明らかにしえない。 

 分からないついでにもう⼀点。【図６】は、『資本論』第三巻上（改造社、1928

年）に捺されていた報国会図書印（⼄印）と校友会図書印である。これまでの

流れから⾒て同書は校友会図書から報国会図書になったものと考えられるの

                                                        
30 奈良⼥⼦⼤学学術情報センター所蔵（奈良⼥⼦⾼等師範学校旧蔵）『図書原簿』第三・

四冊。 

【図５】奈良⼥⼦⼤学学術情報センター所蔵『藤村書誌』（⽬録番号９）挟み込み史料「報

国会図書借⽤証」。 
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だが、問題は⼄印押捺の⽇付

「22.10」（昭和 22 年 10 ⽉）で

ある。1945年９⽉ 26⽇の教

官会議で「報国会改組ニ関ス

ル件」が議題となり31、1947

年 10 ⽉時点において、奈良

⼥⾼師ではすでに⽣徒主体

の校友会が再結成され活動

しているように32、この時点

で奈良⼥⾼師報国会は存在

しないのである。では、この

報国会図書印はどのように考えるべきだろうか。校史関係資料をはじめとし

て報国会関係史料がほとんど備わらないため推測の域を出るものではないが、

授業時の意⾒交換時に出た、「報国会図書として未登録のままあったため帰属

先として報国会図書印を捺した」というのが妥当な⾒解だろう。同書はこの

のち、先の『海援隊始末記』とおなじく、1949 年 3 ⽉ 31 ⽇付の校友会寄贈

図書として奈良⼥⾼師図書となる。 

 

 

４ 報国会図書から⾒えてくること 
 

 ⽂学部図書室排架残存分という条件つきではあるが、この図書群について

                                                        
31 校史関係資料『会議事項録』（⼀・27）。 
32 1946 年８⽉「学校活動の実態調査に関する件」、校史関係資料『⽂部省その他報告

書』（⼆⼗五・21）。 

【図６】奈良⼥⼦⼤学学術情報センター所蔵『資本

論』（マルクス著・⾼畠素之訳）第三巻上の扉より。 
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若⼲の説明と紹介をしておこう。 

アジアへのまなざし 

 本⽬録において着⽬すべき点の⼀つに、「中国」やインド、フィリピンとい

ったアジア諸国に関する書籍の存在がある。ここでは特に、当時⽇本と戦争

状態にあった「中国」に焦点を当ててみたい。 

 まず、本⽬録中の「中国」に関連する書籍は以下のとおりである。 

55． 『江南春』（1943/昭和 18 年５⽉ 20 ⽇登録） 

56． 『梁啓超 先秦政治思想』（1943/昭和 18 年 12 ⽉４⽇登録） 

65． 『⽀那周辺史上巻』（1944/昭和 19 年２⽉９⽇登録）  

69． 『中国国⺠党史』（1942/昭和 17年２⽉１⽇登録） 

73． 『グラネ ⽀那⼈の宗教』（1944/昭和 19 年２⽉９⽇登録） 

74． 『⽀那周辺史下巻』（1944/昭和 19 年２⽉ 9 ⽇登録） 

76. 『河南洛陽 ⿓⾨⽯窟の研究』（1944/昭和 19 年２⽉９⽇登録） 

82． 『儒教講話』（1941/昭和 16年 12 ⽉４⽇登録） 

109． 『静座と⽼荘』（1941/昭和 16年 12 ⽉２⽇登録） 

 ここからもわかるように下線をひいた 65、73、74、76の四冊に関しては、

出版年⽉⽇が異なっているにも関わらず、おなじ⽇に報国会図書への登録が

なされている。この三冊が登録された 1944 年初頭、⽇本の戦局はすでに悪

化していた。後にも紹介する当時の学⽣の回想録に、「昭和⼀九年に⼊ると、

⽇本にとって戦況不利の情報が伝えられるようになった」という記述もある

ように、その情報は奈良⼥⾼師において共有されるものでもあった。このよ

うな時期に、当時の「中国」の⽂化や歴史にまつわる書籍を購⼊しているの

はどういうことだろうか。 

 たとえば、『諸会合遠⾜等ニ関スル届綴』（校史関係資料、九・15）によると、

1944 年 5 ⽉中の四⽇にわたって東⽅⽂化研究所（現在の京都⼤学⼈⽂科学研究
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所）で開催された「⽀那」に関する講演会の受講希望⽤紙が残っている33。そ

の講演の演題は、「⽀那芸術」（⽔野清⼀郎）「⽀那科学」（能⽥忠亮）「⽀那経済」

（宮崎市定）「⽀那社会」（那波利貞）「⽀那仏教」（塚本善隆）といったものであ

った。講演趣意は、 

緊迫セル現状ニ鑑ミ学術報国ノ⼀端トシテ、⽀那ノ⽂化、歴史、古典ニ

関スル講座ヲ開設シ、対⽀政策ノ樹⽴ニ寄与シ、併セテ⼤東亜⽂化昂揚

ニ微⼒ヲ致サンコトヲ期ス。 

というものであった。「⽀那ノ⽂化、歴史、古典」の検討をとおして「対⽀政

策ノ樹⽴ニ寄与シ、併セテ⼤東亜⽂化昂揚ニ微⼒ヲ致」すこと。それこそが

「学術」的な「報国」のあり⽅であるというのだ34。報国会図書にインドやフ

ィリピンといったアジア諸国に関する書籍があったことについても、こうし

た「学術報国」といった⾒⽅が適⽤できるように思う。インドについて⾒て

みれば、『ファーニヴアル 蘭印経済史』『印度海運史』『ハンター 印度史』『印

度乃建築』の四冊が残存図書のなかに確認できている。『印度乃建築』以外は

翻訳書で、いずれもインドの歴史に関わってくる書物である。とりわけ『ハ

ンター 印度史』序⽂によれば、同書「権威ありまた好評ある良著」で「ヤン

ガージエネレーシヨン向きの適当な印度史」であるなど、インド史を俯瞰し

うる書物が求められたようである35。 

                                                        
33 1944 年５⽉７・14・21・28 ⽇。東⽅⽂化研究所主催、⼤東亜省・京都府・京都市後

援。 
34 当時の諸学の動向については、駒込武・川村肇・奈須恵⼦編『戦時下学問の統制と

動員̶̶⽇本諸学振興委員会の研究』（東京⼤学出版会、2011 年）も参照。 
35 当時のインドの関係については、森中達雄『インド独⽴史』（中公新書 298、1972

年）、中島岳志『中村屋のボース̶̶インド独⽴運動と近代⽇本のアジア主義』（⽩

⽔社、2005年）などを参照。 
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 話を戻そう。1944 年頃における奈良⼥⾼師および報国会の対中姿勢を考え

るにあたって、当時在籍していた留学⽣に触れておく必要があるだろう。『寮

史 寮⽣の声を集めて』には、留学⽣について語った以下のような回想が残さ

れている。 

⼀級上の理科植物専攻の中国留学⽣⾦さんとは⼀年から⾦さんの卒業

までの三年間、ずっと同室であった。（中略）昭和⼀九年に⼊ると、⽇本

にとって戦況不利の情報が伝えられるようになった。そんな時⾦さんは

よく⼀舎や⼆舎の⽞関の間で⼆舎の⾼さんと夜遅くまで議論するよう

になった。⽇本は遠からず戦争に負ける。そうなったら中国は何処と⼿

を結ぶべきか。それが⼆⼈の議論のテーマだったようだ。⾦さんはアメ

リカに頼るべきだと⾔い、⾼さんはソ連に頼るべきだと考え、そのこと

について連⽇議論して夜中になってそっと部屋に帰って来る⾦さんに、

流⽯に不快な気分を禁じ得ない私だった。36 

 「⼀舎や⼆舎の⽞関の間」という場所をから考えて、おそらくは他の⽣徒

にもこの議論の内容は聞こえていたはずである。戦時体制は確実に留学⽣を

取り囲んでいったと同時に、密かな抗⽇運動も起こっていた37。学術にせよな

んにせよ、「報国」における「国」へのおもわくが⼀律ではありえなかった状

況があった。 

「⽂学全集」について 

報国会図書のなかに、少々異質に感じられる⼀群がある。『花袋全集』『泡

                                                        
36 『寮史 寮⽣の声を集めて』（佐保会⼤阪⽀部、1990 年）p.126。引⽤にあたって原⽂

内括弧書きの補⾜部分は省略してある。 
37 奈良⼥⾼師在の留学⽣については、奈良⼥⼦⼤学⽇本アジア・ジェンダー⽂化学研

究センター編『奈良⼥⼦⾼等師範学校とアジアの留学⽣』（敬⽂舎、2016年）を参照

した。 



 16 

鳴全集』といった⽂学全集である。戦時⾊が⽇に⽇に濃くなっていく時勢に

おいて、これら全集がなぜ報国会図書として登録されているのだろうか。 

残存しているのは、『花袋全集』４・７・10〜12・15 巻、『泡鳴全集』１・

４〜６・９・10〜12巻、『有島武郎全集』１〜３・６・７〜12巻、『⽇本戯曲

全集』２〜５・７〜29・32巻、『能楽全書』２〜５巻である。出版年は、『泡

鳴全集』のように⼤正年間刊⾏のものから報国会と同時期刊⾏の『能楽全書』

まであって、出版年は分析対象とはならないようだ。それよりも興味深いの

は、『泡鳴全集』や『有島武郎全集』、『⽇本戯曲全集』に奈良⼥⾼師校友会図

書印が捺してあることだ。つまり、これらは報国会結成以前に校友会が購⼊

したものであり、それがそのまま報国会図書として登録されているのである。

では、なぜこれら全集なのだろうか。『能楽全書』や『⽇本戯曲全集』がどの

ように「報国」と結びつくのだろうか。 

同時代の状況を⾒渡してみれば、たとえば「皇国ノ伝統ト理想トヲ顕現ス

ル⽇本⽂学ヲ確⽴シ皇道⽂化ノ宣揚ニ翼賛スル」ことを⽬的とした⽇本⽂学

報国会の結成がある。同会事業のなかには、「⽂学ニ依ル国⺠精神ノ昂揚」「⽂

学ニ依ル国⺠的教養ノ向上」「我国古典ノ尊重普及ト古典作家ノ顕彰」「優秀

ナル作品ノ推奨」「必要ナル調査研究及翻訳ノ斡旋助成」などが挙げられてお

り38、⽂学全集と「報国」の結びつきをひとまずは説明できそうである。けれ

どもその⼀⽅で忘れてならないのは、『有島武郎全集』や『⽇本戯曲全集』が、

「会員相互ノ智徳ヲ研磨シ健康ヲ増進シ交誼ヲ厚ウシ校⾵ヲ善美ナラシムル」

ことを⽬的とした校友会の図書であったことだ。時勢によって作品なり書籍

なりの受け取られ⽅は異なろうが、以前のおもわくまで漂⽩されてしまうの

かどうか、⼥⾼師⽣徒の声はもちろん、他校の事例もあわせて検討してみる

必要がある。 
                                                        
38 「⽇本⽂学報国会定款」、『会員名簿』（⽇本⽂学報国会、1943 年）pp.310-311。 
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登録年⽉⽇について 

 登録年⽉⽇が判明しているものは 67 冊ある。その登録年⽉⽇と登録冊数

（括弧内）は以下のとおりである。 

l 1941 年 11 ⽉８⽇（1）、25⽇（3）、12 ⽉２⽇（2）、4 ⽇（1） 

l 1942 年２⽉１⽇（10）、15⽇（1）、４⽉ 12 ⽇（8）、10 ⽉ 14 ⽇

（6） 

l 1943 年２⽉３⽇（1）、４⽉ 30 ⽇（1）、５⽉ 20 ⽇（2）、12 ⽉４⽇

（9）、19 ⽇（9） 

l 1944 年 2 ⽉３⽇（1）、９⽇（4）、12 ⽇（1）、４⽉ 30 ⽇（3）、６

⽉ 10 ⽇（1）、25⽇（1）、８⽉４⽇（1）、９⽉ 14 ⽇（1） 

 1941 年と 1943 年で 12 ⽉４⽇が、1943 年と 1944 年で２⽉３⽇と４⽉ 30

⽇がそれぞれ共通しているが、規則性が指摘できるほどの確率ではない。 

 冊数から⾒てみると、1942 年２⽉１⽇の 10冊が⽬につく。いずれも⽇本

⽂学関連書で、⽂科の報国会図書という性格の反映だろうか。同年 4 ⽉ 12 ⽇

にも幸⽥露伴や松尾芭蕉、万葉集など作家・作品を中⼼に扱う研究書が７冊

登録されているが、先ほどの『蘭印経済史』のほか前掲『海援隊始末記』も

同⽇に登録されており、こちらにも規則性といえるほどのことは指摘できな

いようだ。それよりもむしろ登録冊数が１冊という⽇の多さに鑑みるならば、

到着順に登録していったと考えたほうが妥当だろう。ただ、関連する書籍は

まとめて注⽂していたことは⾒てとれそうだ。 

＊     ＊     ＊ 

 1943 年８⽉ 26 ⽇の教官会議において、「報国会図書監理委員ハアレニテ

ヨキヤ否ヤ考慮スルコト」と校⻑から意⾒が出たという39。「報国会図書監理

委員」の構成員が「アレ」でよいかどうか考慮せよということなのか、それ
                                                        
39 校史関係資料『会議事項録』（⼀・27）。 
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とも「報国会図書」が「アレ」でよいかどうか同会「監理委員」に対して考

慮することを求めたのか、会議の⽂脈が分からず判断つきかねるところでは

あるが、たとえば『京都府⽴京都第三中学校報国団図書館書籍⽬録』例⾔の、

「⽣徒諸君は本図書館を⼤いに利⽤し、之を通して積極的に⾃⼰修練に努め、

次代の国家を担ひ、奉公の誠を致し得る⼗分なる資格を養はれんことを切望

して已まない」40といった⽂⾔にもあるように、程度の差こそあれ、報国会図

書に対する教員のおもわくは反映されてはいるようだ。そのおもわくを検証

するには、まとまりとしての蔵書⽬録よりも、今回のように図書館内部史料

を利⽤しつつ蔵書形成の過程からアプローチすることが必要だろう。むろん、

利⽤状況が分かる史料があればより⽣徒の視点に近づくことが可能であるの

だが、それは各校における史料残存状況次第である。 

 

 

５ 奈良⼥⾼師報国会図書⽬録 
 

凡例 

1. 本⽬録は、奈良⼥⼦⼤学⽂学部図書室に排架された奈良⼥⾼師報国会図

書の⽬録である。 

2. 「図書番号」列は、奈良⼥⾼師報国会図書⼄印記載の番号を記した。無

記のばあいは空欄にしてある。 

3. 「背ラベル」列は、各書の背に貼付されたラベル記号を記した。剥離や

⽋損等で読めないものについては空欄にしてある。 

4. 「内ラベル（記号）」列は、⾒返しや扉に⾒られるラベル記号を記した。

                                                        
40 京都府律京都第三中学校報国団発⾏、1941 年９⽉。国⽴国会図書館デジタルライ

ブラリー公開のものを参照した。 
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「№」列は、この内ラベル記号でソートをかけた連続番号である。 

5. 「内ラベル（シール）」列は、ラベル形状における校友会図書とのつな

がりをふまえ、内ラベルが印鑑ではなくシールであるばあい●印を付し

てある。 

6. 「校友会図書印」列は、同印押捺が確認できる図書に●印を付してある。 

7. 「登録⽇」列は、報国会図書⼄印における年⽉⽇を記した。 

8. 「書名」「著編者」「出版社」「出版年」列は、扉・奥付より採録した。 

9. 「備考」列には蔵書印が捺されていないなどの特記事項を記した。 



№ 図書番号 背ラベル
内ラベル
（記号）

内ラベル
（シール）

校友会
図書印

登録⽇ 書名 著編者 出版社 出版年 備考

1 182 22_38 1_92 ● 昭和17年2月1日 国文学の諸相 岩城準太郎（著） 目黒書店（東京） 昭和3年6月

2 95 22_85 1_93 ● 昭和16年11月25日 日本文学考 井本農一（著） 修文館（東京） 昭和16年10月
3 106 1_94 1_94 ● 昭和16年11月8日 国文学の新考察 島津久基（著） 至文堂（東京） 昭和16年9月
4 211 1_95 1_95 昭和17年2月1日 神々と人間 風巻景次郎（著） 八雲書店（東京） 昭和16年12月
5 198 22_84 1_97 昭和17年2月1日 神楽歌研究 西角井正慶（著） 畝傍書房（東京） 昭和16年5月
6 178 1_100 1_100 ● 昭和17年2月1日 現代と文学精神 秋山六郎兵衛（著） 三笠書房（東京） 昭和16年9月
7 218 153_8 1_103 昭和17年2月1日 日本文学全史 巻十二 吉澤義則・高野辰之・本間久雄

（編）

東京堂（東京） 昭和16年6月 背ラベル形状が校友会図書に見られる楕円形。

8 190 1_105_3 1_105_3 昭和17年2月1日 新文学論全集 第三巻 河出書房（東京） 昭和16年6月（再版） 昭和16年1月初版。
9 269 1_107 1_107 昭和17年2月15日 藤村書誌 石川巌（編） 大観堂書店（東京） 昭和15年2月 「報国会図書借用証」一紙あり。

10 1_110 昭和17年4月12日 幸田露伴 柳田泉（著） 中央公論社（東京） 昭和17年2月 背ラベル形状が校友会図書に見られる楕円形（経年劣化により記号読めず）。

その上に方形ラベルシール貼付。

11 1_112 1_112 昭和17年4月12日 萬葉集の芸術性 森本治吉（著） 修文館（東京） 昭和16年7月（再版） 昭和16年4月初版。
12 22_93 1_113 昭和17年4月12日 北村透谷 舟橋聖一（著） 中央公論社（東京） 昭和17年1月
13 1_146 1_146 昭和18年2月3日 子規の文学精神 結城健三（著） 葦牙書房（東京） 昭和17年11月
14 1_162 1_162 昭和18年12月4日 日本紀行文芸史 鳴神克己（著） 佃書房（東京） 昭和18年8月
15 1_163 1_163 昭和18年12月4日 近代文学の精神 伊藤信吉（著） 有光社（東京） 昭和18年9月
16 21_27 1_164 昭和18年12月4日 文藝年鑑 二六〇三年版 日本文学報国会（編） 桃蹊書房（東京） 昭和18年8月
17 1_170 1_170 昭和18年12月4日 萬葉精神 上巻 武田祐吉（著） 湯川弘文社（大阪） 昭和18年7月
18 1_171 1_171 昭和18年12月4日 戦記物語研究

皇国文学　第四輯

皇国文学会（編） 六芸社（東京） 昭和17年1月

19 1_176 1_176 昭和18年12月19日 続夏目漱石 森田草平（著） 甲鳥書林（京都） 昭和18年11月
20 1_183 1_183 人麿の世界

その皇室観・世界観の新研究

森本治吉（著） 昭森社（東京） 昭和19年3月（再版） 昭和18年9月初版。
報国会図書印（乙印）なし。

21 22_6 1_184 昭和19年6月10日 古典文学 宮田和一郎（著） 天理時報社（奈良） 昭和19年2月
22 60_280_5 2_70 昭和17年4月12日 柿本人麿 雑簒編 斎藤茂吉（著） 岩波書店（東京） 昭和16年11月（第三刷） 昭和15年12月初刷り。
23 2_79 2_79 昭和18年5月20日 伊藤左千夫 齊藤茂吉（著） 中央公論社 昭和18年6月（第二刷） 昭和17年6月初刷。

アララギ叢書第百五編。

24 2_82 2_82 昭和18年12月4日 戦国時代和歌集 川田順（著） 甲鳥書林（京都） 昭和18年9月
25 3_31 3_31 昭和17年4月12日 芭蕉全伝 第一編 山崎藤吉（著） 建設社出版部（東京） 昭和16年12月
26 3_32 3_32 昭和17年4月12日 評釈おらが春 勝峯晋風（著） 十字屋書店（東京） 昭和16年11月
27 60_403_2 3_39 昭和19年2月3日 芭蕉研究 芭蕉研究会（編） 靖文社（大阪） 昭和18年12月
28 22_52 4_35 昭和18年12月19日 アイヌ叙事詩 ユーカラ概説 金田一京助（著） 青磁社（東京） 昭和18年7月（再版） 昭和18年6月初版。

見返しに朱印「日亜言文」押捺。

29 79 21_20 5_82 昭和16年11月25日 戲曲論 高沖陽造（著） 中央公論社（東京） 昭和16年8月
30 5_209_1 有島武郎全集 第一巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年4月 報国会図書印（乙印）なし。

31 5_209_3 有島武郎全集 第三巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年6月 報国会図書印（乙印）なし。

32 5_209_7 有島武郎全集 第七巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正14年2月 報国会図書印（乙印）なし。

33 5_209_8 5_209_8 有島武郎全集 第八巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年10月 報国会図書印（乙印）なし。

34 5_209_9 有島武郎全集 第九巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年11月 報国会図書印（乙印）なし。

35 5_209_10 有島武郎全集 第十巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正12年12月 報国会図書印（乙印）なし。

36 5_209_11 有島武郎全集 第十一巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正14年1月 報国会図書印（乙印）なし。

37 5_209_12 有島武郎全集 第十二巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正14年3月 報国会図書印（乙印）なし。

38 23_ 5_227_1 ● 泡鳴全集 第一巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年１月 報国会図書印（乙印）なし。

39 23_7_1 5_227_4 ● 泡鳴全集 第四巻 岩野美衞（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年11月 報国会図書印（乙印）なし。

40 23_7_2 5_227_5 ● 泡鳴全集 第五巻 岩野美衞（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年３月 報国会図書印（乙印）なし。

41 23_7_3 5_227_6 ● 泡鳴全集 第六巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年8月 報国会図書印（乙印）なし。

42 23_7_8 5_227_9 ● 泡鳴全集 第九巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年５月 報国会図書印（乙印）なし。

43 5_227_10 5_227_10 ● 泡鳴全集 第十巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年7月 報国会図書印（乙印）なし。



№ 図書番号 背ラベル
内ラベル
（記号）

内ラベル
（シール）

校友会
図書印

登録⽇ 書名 著編者 出版社 出版年 備考

44 5_227_11 5_227_11 ● 泡鳴全集 第十一巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年9月 報国会図書印（乙印）なし。

45 5_227_12 5_227_12 ● 泡鳴全集 第十二巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年12月 報国会図書印（乙印）なし。

46 5_228_4 5_228_4 昭和17年10月14日 花袋全集 第四巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年12月
47 5_228_7 5_228_7 昭和17年10月14日 花袋全集 第七巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年8月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
48 5_228_10 昭和17年10月14日 花袋全集 第十巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年9月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
49 5_228_11 5_228_11 昭和17年10月14日 花袋全集 第十一巻 田山録彌（著） 花袋全集刊行会 昭和11年11月
50 5_228_12 5_228_12 昭和17年10月14日 花袋全集 第十二巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年7月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
51 5_228_15 5_228_15 昭和17年10月14日 花袋全集 第十五巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和12年1月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
52 107 6_106 6_106 昭和16年12月2日 ふらんす人 辰野隆（著） 青木書店（東京） 昭和16年9月
53 181 23_152 6_116 昭和17年2月1日 奈良業記 仲川明・森川辰蔵（編著） 駸々堂書店 昭和17年1月
54 6_170 6_170 昭和18年4月30日 小説の世界 伊藤整（著） 報国社（東京） 昭和17年1月
55 24_12 6_172 昭和18年5月20日 江南春 青木正児（著） 弘文堂書房（東京） 昭和17年4月（第3版） 昭和16年11月初版。
56 11_32 6_184 昭和18年12月4日 梁啓超 先秦政治思想史 重澤俊郎（訳） 創元社（大阪） 昭和16年1月 見返しに朱印「比較歴史」。

57 6-194 6_194 昭和18年12月19日 奈良百題 高田十郎（著） 青山出版社（東京） 昭和18年7月
58 6_207 昭和19年4月30日 隨縁小記 佐藤春夫（著） 文林堂双魚房（東京） 昭和18年12月
59 6_213 昭和19年8月4日 飛鳥誌 佐藤小吉（編） 天理時報社（奈良） 昭和19年5月
60 9_108 9_108 昭和18年12月19日 能楽全書 第一巻 野上豊（編） 創元社（東京） 昭和18年5月（再版） 昭和18年5月初版。
61 9_108 9_108_⼆ 昭和18年12月19日 能楽全書 第二巻 野上豊一郎（編） 創元社（東京） 昭和17年7月
62 9_108 9_108_三 昭和19年4月30日 能楽全書 第三巻 野上豊一郎（編） 創元社 昭和17年11月
63 9_108 9_108_四 昭和19年4月30日 能楽全書 第四巻 野上豊一郎（編） 創元社（東京） 昭和18年11月
64 9_108_五 昭和19年6月25日 能楽全書 第五巻 野上豊一郎（編） 創元社（東京） 昭和19年5月 背ラベル経年により読めず。箱背貼付ラベルに「22_222_3」、その下に

「1_108_5」ラベル貼付。

65 25_157_1 14_45上 昭和19年2月9日 支那周辺史 上巻 『支那地理歴史大系』刊行会

（編）

白楊社（東京） 昭和18年4月 見返しに朱印「比較歴史」。

支那歴史地理大系第6巻。

66 25_105 16_87 昭和18年12月19日 日本文庫史 小野則秋（著） 教育図書（京都） 昭和17年10月 見返しに朱印「比較歴史」。

扉に蔵書印「田代／文庫」（方形陽刻朱印）。

67 215_116 16_88 昭和18年12月19日 近世日本文庫史 竹林熊彦（著） 大雅堂（東京） 昭和18年6月 見返しに朱印「比較歴史」。

見返しに蔵書印「田代／文庫」（方形陽刻朱印）。

68 16_106 16_106 昭和18年12月4日 民族と染色文化 上村六郎（著） 靖文社（大阪） 昭和18年11月 扉に蔵書印「田川／文庫」（方形陽刻朱印）

69 254 17_14 昭和17年2月1日 中国国民党史 山内喜代美（著） 巌松堂書店（東京） 昭和16年9月 見返しに朱印「比較歴史／N1204」。
70 17_103 17_103 昭和18年12月4日 印度海運史 R･ムーケルヂ（著）

松葉栄重（訳）

帝国書院（東京） 昭和18年10月 見返しに朱印「比較歴史」。

見返しに蔵書印「田代／文庫」（方形陽刻朱印）。

71 25-51 17_108 昭和19年2月12日 ハンター 印度史 W.W. ハンター（著）
茂垣長作（訳）

室戸書房（東京） 昭和18年9月

72 56 25_43 18_32 ● 昭和16年11月25日 フイリッピン史 D･P･バロウス（著）
法貴三郎（訳）

生活社（東京） 昭和16年9月 見返し登録番号、「西史_45」を抹消のうえ「18_32」。
見返しに朱印「比較歴史」押捺。

73 12_27 18_42 昭和19年2月9日 グラネ 支那人の宗教 津田逸夫（訳） 河出書房（東京） 昭和18年11月 報国会図書印（乙印）なし。

見返しに朱印「比較歴史」。

74 25_157_2 18_45下 昭和19年2月9日 支那周辺史 下巻 『支那地理歴史大系』刊行会

（編）

白楊社（東京） 昭和18年12月 見返しに朱印「比較歴史」。

支那歴史地理大系第12巻。

75 47_78 19_54 昭和18年12月19日 歴代画論 唐宗元篇 青木正児・奥村伊九良（評註） 弘文堂書房（東京） 昭和18年10月（再版） 昭和17年9月初版。
見返しに朱印「比較歴史」。

76 19_59 昭和19年2月9日 河南洛陽 龍門石窟の研究 水野清一・長廣敏雄（著） 座右宝刊行会（東京） 昭和18年12月（再版） 昭和16年9月初版。
見返しに朱印「比較歴史／N1204」。背に楕円形シール剥離跡。
東方文化研究所研究報告第16冊。

77 192 1-102 22_106 昭和17年2月1日 国文学群像 岩城準太郎（著） 修文館（大阪） 昭和16年11月
78 3-29 22_204 昭和17年4月12日 はせを 菊山当年男（著） 宝雲舎（東京） 昭和16年2月
79 23_26_１ ● 有島武郎全集 第二巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年5月 報国会図書印、甲乙印ともになし。

80 23_26_3 ● ● 有島武郎全集 第六巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年9月 報国会図書印（乙印）なし。内ラベル方形紙片貼付。
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登録⽇ 書名 著編者 出版社 出版年 備考

81 14-33 25_28 昭和17年4月12日 ファーニヴアル 蘭印経済史 南太平洋研究会（訳） 実業之日本社（東京） 昭和17年2月
82 124 11_23 36_79 ● 昭和16年12月4日 儒教講話 諸橋轍次（著） 目黒書店（東京） 昭和16年7月 内ラベル方形紙片貼付。

83 19-61 47_5 昭和19年9月14日 印度乃建築 天沼俊一（著） 大雅堂（京都） 昭和19年3月
84 22_201_2 全叢_42_二 ● ●

（消印）

日本戯曲全集 第二巻
不破名古屋狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年9月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

85 22_201_3 全叢_42_三 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第三巻
石川五右衛門狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年5月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

86 22_201_4 叢全_42_四 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第四巻
並木正三集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年8月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

87 22_201_５ 全叢_42_五 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第五巻
並木五瓶時代狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年4月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

88 22_201_7 全叢_42_七 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第七巻
寛政期京阪時代狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年9月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

89 22_201_8 全叢_42_八 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第八巻
寛政期京阪仇討狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年2月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

90 22_201_9 全叢_42_九 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第九巻
寛政期京阪世話狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年12月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

91 22_201_10 全叢_42_十 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十巻
初代桜田治助集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年2月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

表紙に「禁」シール剥離跡。

92 22_201_11 全叢_42_十一 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十一巻
鶴屋南北怪談狂言集

渥美淸太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年8月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

93 22_201_12 叢全_42_十二 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十二巻
鶴屋南北世話狂言集

渥美淸太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年9月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

94 22_201_13 全叢_42_十三 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十三巻
顔見世狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年12月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

後ろ表紙に「禁」シール剥離跡。

95 22_201_14 全叢_42_十四 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十四巻
曽我狂言合併集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年7月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

後ろ表紙に「禁」シール剥離跡。

96 22_201_15 全叢_42_十五 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十五巻
赤穂義士劇集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年11月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

97 22_201_16 全叢_42_十六 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十六巻
伊達騒動狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年5月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

98 22_201_17 全叢_42_十七 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十七巻
寛政江戸世話狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年3月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

99 22_201_18 全叢_42_十八 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十八巻
化政度江戸世話狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年6月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

100 2_201_19 全叢_42_十九 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十九巻
化政度京阪仇討狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年6月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

内ラベルは方形シール貼付。

101 22_201_20 全叢_42_二十 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十巻
化政度江戸仇討狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年4月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

102 22_201_21 全叢_42_二十
一

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十一巻
滑稽狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂 昭和4年2月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

103 22_201_22 全叢_42_二十
二

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十二巻
幕末狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂 昭和5年12月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

104 22_201_23 全叢_42_二十
三

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十三巻
天保嘉永度狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年8月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

105 22_201_24 全叢_42_廿四 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十四巻
お家狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年4月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

106 22_201_25 全叢_42_二十
五

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十五巻
小説脚色狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年10月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。
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107 22_201_27 全叢_42_二十
七

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十七巻
舞踊劇集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年10月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

内ラベル方形シール。

108 22_201_29 全叢_42_二十
九

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十九巻
義太夫狂言世話物集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年7月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

表紙に「禁」シール貼付（一部剥離）。

109 11_58 文雑_197 昭和16年12月2日 静座と老荘 甲藤大器（著） 集虚堂（東京） 昭和14年7月（第6版） 大正3年5月初版、大正4年12月増補三版、昭和14年7月訂正六版。
寄贈印「[昭和16]年[11]月[15]日」押捺（見返し、括弧内万年筆）。
見返しに朱印「日亜言文」押捺。

110 19-157 昭和18年12月19日 聖徳太子絵伝と尊像の研究 田中重久（著） 山本湖州写真工芸部（京都） 昭和18年8月
111 22_201_32 ● ●

（消印）

日本戯曲全集 第三十二巻
河竹新七及竹柴其水集

竹柴金作（著） 春陽堂（東京） 昭和4年7月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

112 221 60_528 昭和17年2月1日 文芸論 九鬼周造（著） 岩波書店（東京） 昭和16年9月 報国会図書印（甲印）なし。
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1 182 22_38 1_92 ● 昭和17年2月1日 国文学の諸相 岩城準太郎（著） 目黒書店（東京） 昭和3年6月

2 95 22_85 1_93 ● 昭和16年11月25日 日本文学考 井本農一（著） 修文館（東京） 昭和16年10月
3 106 1_94 1_94 ● 昭和16年11月8日 国文学の新考察 島津久基（著） 至文堂（東京） 昭和16年9月
4 211 1_95 1_95 昭和17年2月1日 神々と人間 風巻景次郎（著） 八雲書店（東京） 昭和16年12月
5 198 22_84 1_97 昭和17年2月1日 神楽歌研究 西角井正慶（著） 畝傍書房（東京） 昭和16年5月
6 178 1_100 1_100 ● 昭和17年2月1日 現代と文学精神 秋山六郎兵衛（著） 三笠書房（東京） 昭和16年9月
7 218 153_8 1_103 昭和17年2月1日 日本文学全史 巻十二 吉澤義則・高野辰之・本間久雄

（編）

東京堂（東京） 昭和16年6月 背ラベル形状が校友会図書に見られる楕円形。

8 190 1_105_3 1_105_3 昭和17年2月1日 新文学論全集 第三巻 河出書房（東京） 昭和16年6月（再版） 昭和16年1月初版。
9 269 1_107 1_107 昭和17年2月15日 藤村書誌 石川巌（編） 大観堂書店（東京） 昭和15年2月 「報国会図書借用証」一紙あり。

10 1_110 昭和17年4月12日 幸田露伴 柳田泉（著） 中央公論社（東京） 昭和17年2月 背ラベル形状が校友会図書に見られる楕円形（経年劣化により記号読めず）。

その上に方形ラベルシール貼付。

11 1_112 1_112 昭和17年4月12日 萬葉集の芸術性 森本治吉（著） 修文館（東京） 昭和16年7月（再版） 昭和16年4月初版。
12 22_93 1_113 昭和17年4月12日 北村透谷 舟橋聖一（著） 中央公論社（東京） 昭和17年1月
13 1_146 1_146 昭和18年2月3日 子規の文学精神 結城健三（著） 葦牙書房（東京） 昭和17年11月
14 1_162 1_162 昭和18年12月4日 日本紀行文芸史 鳴神克己（著） 佃書房（東京） 昭和18年8月
15 1_163 1_163 昭和18年12月4日 近代文学の精神 伊藤信吉（著） 有光社（東京） 昭和18年9月
16 21_27 1_164 昭和18年12月4日 文藝年鑑 二六〇三年版 日本文学報国会（編） 桃蹊書房（東京） 昭和18年8月
17 1_170 1_170 昭和18年12月4日 萬葉精神 上巻 武田祐吉（著） 湯川弘文社（大阪） 昭和18年7月
18 1_171 1_171 昭和18年12月4日 戦記物語研究

皇国文学　第四輯

皇国文学会（編） 六芸社（東京） 昭和17年1月

19 1_176 1_176 昭和18年12月19日 続夏目漱石 森田草平（著） 甲鳥書林（京都） 昭和18年11月
20 1_183 1_183 人麿の世界

その皇室観・世界観の新研究

森本治吉（著） 昭森社（東京） 昭和19年3月（再版） 昭和18年9月初版。
報国会図書印（乙印）なし。

21 22_6 1_184 昭和19年6月10日 古典文学 宮田和一郎（著） 天理時報社（奈良） 昭和19年2月
22 60_280_5 2_70 昭和17年4月12日 柿本人麿 雑簒編 斎藤茂吉（著） 岩波書店（東京） 昭和16年11月（第三刷） 昭和15年12月初刷り。
23 2_79 2_79 昭和18年5月20日 伊藤左千夫 齊藤茂吉（著） 中央公論社 昭和18年6月（第二刷） 昭和17年6月初刷。

アララギ叢書第百五編。

24 2_82 2_82 昭和18年12月4日 戦国時代和歌集 川田順（著） 甲鳥書林（京都） 昭和18年9月
25 3_31 3_31 昭和17年4月12日 芭蕉全伝 第一編 山崎藤吉（著） 建設社出版部（東京） 昭和16年12月
26 3_32 3_32 昭和17年4月12日 評釈おらが春 勝峯晋風（著） 十字屋書店（東京） 昭和16年11月
27 60_403_2 3_39 昭和19年2月3日 芭蕉研究 芭蕉研究会（編） 靖文社（大阪） 昭和18年12月
28 22_52 4_35 昭和18年12月19日 アイヌ叙事詩 ユーカラ概説 金田一京助（著） 青磁社（東京） 昭和18年7月（再版） 昭和18年6月初版。

見返しに朱印「日亜言文」押捺。

29 79 21_20 5_82 昭和16年11月25日 戲曲論 高沖陽造（著） 中央公論社（東京） 昭和16年8月
30 5_209_1 有島武郎全集 第一巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年4月 報国会図書印（乙印）なし。

31 5_209_3 有島武郎全集 第三巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年6月 報国会図書印（乙印）なし。

32 5_209_7 有島武郎全集 第七巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正14年2月 報国会図書印（乙印）なし。

33 5_209_8 5_209_8 有島武郎全集 第八巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年10月 報国会図書印（乙印）なし。

34 5_209_9 有島武郎全集 第九巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年11月 報国会図書印（乙印）なし。

35 5_209_10 有島武郎全集 第十巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正12年12月 報国会図書印（乙印）なし。

36 5_209_11 有島武郎全集 第十一巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正14年1月 報国会図書印（乙印）なし。

37 5_209_12 有島武郎全集 第十二巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正14年3月 報国会図書印（乙印）なし。

38 23_ 5_227_1 ● 泡鳴全集 第一巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年１月 報国会図書印（乙印）なし。

39 23_7_1 5_227_4 ● 泡鳴全集 第四巻 岩野美衞（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年11月 報国会図書印（乙印）なし。

40 23_7_2 5_227_5 ● 泡鳴全集 第五巻 岩野美衞（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年３月 報国会図書印（乙印）なし。

41 23_7_3 5_227_6 ● 泡鳴全集 第六巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年8月 報国会図書印（乙印）なし。

42 23_7_8 5_227_9 ● 泡鳴全集 第九巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年５月 報国会図書印（乙印）なし。

43 5_227_10 5_227_10 ● 泡鳴全集 第十巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年7月 報国会図書印（乙印）なし。
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44 5_227_11 5_227_11 ● 泡鳴全集 第十一巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年9月 報国会図書印（乙印）なし。

45 5_227_12 5_227_12 ● 泡鳴全集 第十二巻 岩野美衛（著） 国民図書株式会社（東京） 大正10年12月 報国会図書印（乙印）なし。

46 5_228_4 5_228_4 昭和17年10月14日 花袋全集 第四巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年12月
47 5_228_7 5_228_7 昭和17年10月14日 花袋全集 第七巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年8月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
48 5_228_10 昭和17年10月14日 花袋全集 第十巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年9月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
49 5_228_11 5_228_11 昭和17年10月14日 花袋全集 第十一巻 田山録彌（著） 花袋全集刊行会 昭和11年11月
50 5_228_12 5_228_12 昭和17年10月14日 花袋全集 第十二巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和11年7月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
51 5_228_15 5_228_15 昭和17年10月14日 花袋全集 第十五巻 田山花袋（著） 花袋全集刊行会（東京） 昭和12年1月 見返し分類番号、「215」抹消して「228」。
52 107 6_106 6_106 昭和16年12月2日 ふらんす人 辰野隆（著） 青木書店（東京） 昭和16年9月
53 181 23_152 6_116 昭和17年2月1日 奈良業記 仲川明・森川辰蔵（編著） 駸々堂書店 昭和17年1月
54 6_170 6_170 昭和18年4月30日 小説の世界 伊藤整（著） 報国社（東京） 昭和17年1月
55 24_12 6_172 昭和18年5月20日 江南春 青木正児（著） 弘文堂書房（東京） 昭和17年4月（第3版） 昭和16年11月初版。
56 11_32 6_184 昭和18年12月4日 梁啓超 先秦政治思想史 重澤俊郎（訳） 創元社（大阪） 昭和16年1月 見返しに朱印「比較歴史」。

57 6-194 6_194 昭和18年12月19日 奈良百題 高田十郎（著） 青山出版社（東京） 昭和18年7月
58 6_207 昭和19年4月30日 隨縁小記 佐藤春夫（著） 文林堂双魚房（東京） 昭和18年12月
59 6_213 昭和19年8月4日 飛鳥誌 佐藤小吉（編） 天理時報社（奈良） 昭和19年5月
60 9_108 9_108 昭和18年12月19日 能楽全書 第一巻 野上豊（編） 創元社（東京） 昭和18年5月（再版） 昭和18年5月初版。
61 9_108 9_108_⼆ 昭和18年12月19日 能楽全書 第二巻 野上豊一郎（編） 創元社（東京） 昭和17年7月
62 9_108 9_108_三 昭和19年4月30日 能楽全書 第三巻 野上豊一郎（編） 創元社 昭和17年11月
63 9_108 9_108_四 昭和19年4月30日 能楽全書 第四巻 野上豊一郎（編） 創元社（東京） 昭和18年11月
64 9_108_五 昭和19年6月25日 能楽全書 第五巻 野上豊一郎（編） 創元社（東京） 昭和19年5月 背ラベル経年により読めず。箱背貼付ラベルに「22_222_3」、その下に

「1_108_5」ラベル貼付。

65 25_157_1 14_45上 昭和19年2月9日 支那周辺史 上巻 『支那地理歴史大系』刊行会

（編）

白楊社（東京） 昭和18年4月 見返しに朱印「比較歴史」。

支那歴史地理大系第6巻。

66 25_105 16_87 昭和18年12月19日 日本文庫史 小野則秋（著） 教育図書（京都） 昭和17年10月 見返しに朱印「比較歴史」。

扉に蔵書印「田代／文庫」（方形陽刻朱印）。

67 215_116 16_88 昭和18年12月19日 近世日本文庫史 竹林熊彦（著） 大雅堂（東京） 昭和18年6月 見返しに朱印「比較歴史」。

見返しに蔵書印「田代／文庫」（方形陽刻朱印）。

68 16_106 16_106 昭和18年12月4日 民族と染色文化 上村六郎（著） 靖文社（大阪） 昭和18年11月 扉に蔵書印「田川／文庫」（方形陽刻朱印）

69 254 17_14 昭和17年2月1日 中国国民党史 山内喜代美（著） 巌松堂書店（東京） 昭和16年9月 見返しに朱印「比較歴史／N1204」。
70 17_103 17_103 昭和18年12月4日 印度海運史 R･ムーケルヂ（著）

松葉栄重（訳）

帝国書院（東京） 昭和18年10月 見返しに朱印「比較歴史」。

見返しに蔵書印「田代／文庫」（方形陽刻朱印）。

71 25-51 17_108 昭和19年2月12日 ハンター 印度史 W.W. ハンター（著）
茂垣長作（訳）

室戸書房（東京） 昭和18年9月

72 56 25_43 18_32 ● 昭和16年11月25日 フイリッピン史 D･P･バロウス（著）
法貴三郎（訳）

生活社（東京） 昭和16年9月 見返し登録番号、「西史_45」を抹消のうえ「18_32」。
見返しに朱印「比較歴史」押捺。

73 12_27 18_42 昭和19年2月9日 グラネ 支那人の宗教 津田逸夫（訳） 河出書房（東京） 昭和18年11月 報国会図書印（乙印）なし。

見返しに朱印「比較歴史」。

74 25_157_2 18_45下 昭和19年2月9日 支那周辺史 下巻 『支那地理歴史大系』刊行会

（編）

白楊社（東京） 昭和18年12月 見返しに朱印「比較歴史」。

支那歴史地理大系第12巻。

75 47_78 19_54 昭和18年12月19日 歴代画論 唐宗元篇 青木正児・奥村伊九良（評註） 弘文堂書房（東京） 昭和18年10月（再版） 昭和17年9月初版。
見返しに朱印「比較歴史」。

76 19_59 昭和19年2月9日 河南洛陽 龍門石窟の研究 水野清一・長廣敏雄（著） 座右宝刊行会（東京） 昭和18年12月（再版） 昭和16年9月初版。
見返しに朱印「比較歴史／N1204」。背に楕円形シール剥離跡。
東方文化研究所研究報告第16冊。

77 192 1-102 22_106 昭和17年2月1日 国文学群像 岩城準太郎（著） 修文館（大阪） 昭和16年11月
78 3-29 22_204 昭和17年4月12日 はせを 菊山当年男（著） 宝雲舎（東京） 昭和16年2月
79 23_26_１ ● 有島武郎全集 第二巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年5月 報国会図書印、甲乙印ともになし。

80 23_26_3 ● ● 有島武郎全集 第六巻 有島武郎（著） 叢文閣（東京） 大正13年9月 報国会図書印（乙印）なし。内ラベル方形紙片貼付。
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81 14-33 25_28 昭和17年4月12日 ファーニヴアル 蘭印経済史 南太平洋研究会（訳） 実業之日本社（東京） 昭和17年2月
82 124 11_23 36_79 ● 昭和16年12月4日 儒教講話 諸橋轍次（著） 目黒書店（東京） 昭和16年7月 内ラベル方形紙片貼付。

83 19-61 47_5 昭和19年9月14日 印度乃建築 天沼俊一（著） 大雅堂（京都） 昭和19年3月
84 22_201_2 全叢_42_二 ● ●

（消印）

日本戯曲全集 第二巻
不破名古屋狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年9月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

85 22_201_3 全叢_42_三 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第三巻
石川五右衛門狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年5月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

86 22_201_4 叢全_42_四 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第四巻
並木正三集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年8月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

87 22_201_５ 全叢_42_五 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第五巻
並木五瓶時代狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年4月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

88 22_201_7 全叢_42_七 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第七巻
寛政期京阪時代狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年9月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

89 22_201_8 全叢_42_八 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第八巻
寛政期京阪仇討狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年2月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

90 22_201_9 全叢_42_九 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第九巻
寛政期京阪世話狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年12月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

91 22_201_10 全叢_42_十 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十巻
初代桜田治助集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年2月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

表紙に「禁」シール剥離跡。

92 22_201_11 全叢_42_十一 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十一巻
鶴屋南北怪談狂言集

渥美淸太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年8月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

93 22_201_12 叢全_42_十二 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十二巻
鶴屋南北世話狂言集

渥美淸太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年9月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

94 22_201_13 全叢_42_十三 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十三巻
顔見世狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年12月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

後ろ表紙に「禁」シール剥離跡。

95 22_201_14 全叢_42_十四 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十四巻
曽我狂言合併集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年7月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

後ろ表紙に「禁」シール剥離跡。

96 22_201_15 全叢_42_十五 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十五巻
赤穂義士劇集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年11月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

97 22_201_16 全叢_42_十六 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十六巻
伊達騒動狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年5月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

98 22_201_17 全叢_42_十七 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十七巻
寛政江戸世話狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年3月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

99 22_201_18 全叢_42_十八 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十八巻
化政度江戸世話狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年6月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

100 2_201_19 全叢_42_十九 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第十九巻
化政度京阪仇討狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年6月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

内ラベルは方形シール貼付。

101 22_201_20 全叢_42_二十 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十巻
化政度江戸仇討狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年4月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

102 22_201_21 全叢_42_二十
一

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十一巻
滑稽狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂 昭和4年2月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

103 22_201_22 全叢_42_二十
二

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十二巻
幕末狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂 昭和5年12月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

裏表紙に「禁」シール剥離跡あり。

104 22_201_23 全叢_42_二十
三

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十三巻
天保嘉永度狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年8月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

105 22_201_24 全叢_42_廿四 ● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十四巻
お家狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和6年4月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

106 22_201_25 全叢_42_二十
五

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十五巻
小説脚色狂言集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和4年10月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。
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107 22_201_27 全叢_42_二十
七

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十七巻
舞踊劇集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和3年10月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

内ラベル方形シール。

108 22_201_29 全叢_42_二十
九

● ●
（消印）

日本戯曲全集 第二十九巻
義太夫狂言世話物集

渥美清太郎（編） 春陽堂（東京） 昭和5年7月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

表紙に「禁」シール貼付（一部剥離）。

109 11_58 文雑_197 昭和16年12月2日 静座と老荘 甲藤大器（著） 集虚堂（東京） 昭和14年7月（第6版） 大正3年5月初版、大正4年12月増補三版、昭和14年7月訂正六版。
寄贈印「[昭和16]年[11]月[15]日」押捺（見返し、括弧内万年筆）。
見返しに朱印「日亜言文」押捺。

110 19-157 昭和18年12月19日 聖徳太子絵伝と尊像の研究 田中重久（著） 山本湖州写真工芸部（京都） 昭和18年8月
111 22_201_32 ● ●

（消印）

日本戯曲全集 第三十二巻
河竹新七及竹柴其水集

竹柴金作（著） 春陽堂（東京） 昭和4年7月 報国会図書印（乙印）なし。報国会図書印（甲印）押捺紙片貼付。

112 221 60_528 昭和17年2月1日 文芸論 九鬼周造（著） 岩波書店（東京） 昭和16年9月 報国会図書印（甲印）なし。


