
ガラスケース内展示資料 

1.大槻家と文彦
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1
日本辞書言海 第1～4冊
複製

大槻　文彦∥著 大修館書店 1979.11
K/090/ｵ21/
5-1～4

2 磐水夜話 蘭説弁惑 2巻 大槻　玄沢∥口授 山形屋東助 1799 新/09/9

3
日本思想大系64
洋学 上

沼田　次郎∥
〔ほか〕校注

岩波書店 1976 081/ﾆ11/64 ○

4 磐水存響 乾坤 大槻　玄沢∥著 同朋舎 1991.3 K/090/ｵ37/6

5 環海異聞 大槻　玄沢∥共著 叢文社 1976.6 K/090/ｵ37/1

6 厚生新編 1-5
大槻　玄沢∥
〔ほか〕訳校

恒和出版 1978.7
K/090/ｵ37/
2-1～5

7 西遊紀程　2巻 大槻　磐渓∥著 ー 1831 95/13

8 孟子約解　3巻 合冊 大槻　磐渓∥著 寧静閣 1851 10/18

9 松島奇賞 大槻　磐渓∥著 伊勢屋半右衛門 1868 新/09/39

10 新製輿地全図 箕作　省吾∥著 ー 1844 09/71

11 東洋分国史　上下 大槻　如電∥著 内田芳兵衛 1896 K/090/ｵ10/1

12
故実叢書91
舞楽図説

大槻　如電∥編 吉川半七 1905 210.09/ｷｸ1/91

13 新撰洋学年表 大槻　如電∥著 大槻茂雄 1927 K/090/ｵ10/2

14
風俗画報
第78･90･100号 合冊

ー 東陽堂 1895 S/380/ﾌ1

15 風俗画報 第12号 復刻版 ー 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3/2

16 旛街紅譜 大槻　如電∥著 ー 1883 新/38/72

17 挿訳英吉利文典 阿部　友之進∥著 播磨屋喜右衛門 1867 37/38

18 養賢堂学制 (講堂小誌) 大槻　平泉∥著 ー 1892 37/3

19 仙台学府養賢堂図 ー ー ー 00/7

20
幕末明治新聞全集 2巻
（万国新聞紙）

明治文化研究会∥
[編]

大誠堂 1934 070.8/ﾊﾞ1/2

21 仙台戊辰物語 橋本　虎之介∥著 無一文館書林 1935.5 212.3/ﾊ1/1

22 琉球新誌 大槻　文彦∥著 国書刊行会 1973.4 K/090/ｵ21/7

23 官員録 明治8年5月改正 ー 西村組出版局 1875.5 281/ｶ4/1-3
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2.『言海』誕生
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

24 崇文叢書　篆隷万象名義 [空海∥著] 崇文院 1926.7 081/ｽ1/1-5

25 新撰字鏡
京都大学文学部国語学
国文学研究室∥編

臨川書店 1982.8 R/813.2/ｼﾝ

26
古典複製叢書[63]
倭名類聚抄

ー 古典保存会 1926.2 918/ｷｸ2/63

27 類聚名義抄 第1巻
正宗　敦夫∥編纂
校訂

風間書房 1978 R/813.2/ﾏｻ/1

28
古典複製叢書[11]
色葉字類抄 上

ー 古典保存会 1926.9 918/ｷｸ2/11

29 易林本小山板 節用集
B　H　日本語研究
ぐるうぷ∥編

文化書房博文社 1971 813/ｴｷ ○

30 日葡辞書 ー 岩波書店 1960 R/869.3/ﾆﾂ

31 和英語林集成
美国平文先生∥編
訳

北辰 1966 833.2/ﾍﾎﾞ ○

32 倭漢三才図会 寺嶋 良安∥著 吉川弘文館 1906 031/ﾃ1/2

33 雅言集覧 上中下 石川 雅望∥集 広益図書
1903～
1904

813/ｷｸ1/1･2･3

34 俚言集覧 上中下
[太田 全斎∥原編]
村田 了阿∥編輯

近藤出版部 1909 813/ｷｸ2/1･2･3

35 倭訓栞 上中下
谷川　士清∥著
井上　頼圀∥増補
小杉　榲邨∥増補

近藤出版部 1905.3 813/ｷｸ6/1･2･3

36
学芸志林 第81・83冊
「外来語源考」

東京大学∥編 東京大学 1884.4
370.736/ﾄ6/
1-81･83

37
稿本日本辞書言海
第1～3巻

大槻　文彦∥著 大修館書店 1979.11
K/090/ｵ21/
4-1～3

38 日本辞書言海 第1～4冊 大槻　文彦∥著 ー
1889～
1891

813/ｵ2/4-1～4

39 広日本文典 大槻　文彦∥著 ー 1927.5 K/090/ｵ21/6-1

40 広日本文典 別記 大槻　文彦∥著 ー 1926.10 K/090/ｵ21/6-2

41 中等教育日本文典 大槻　文彦∥著 ー 1902.2 K/090/ｵ21/9

42 言海 大槻　文彦∥著 吉川弘文館 1907.3 K/090/ｵ21/8

43 言海 大槻　文彦∥著 ー ー K/090/ｵ21/3

44 新言海
大槻　文彦∥著
大槻　茂雄∥補

日本書院 1959 813/ｵ2/1 ○

No 出版者 館外貸出

45 東京朝日新聞社

新聞名
東京朝日新聞　（マイクロフィルム複製）

明治24年6月26日1面「言海完成の功績彰表」
1891

出版年
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3.文彦と「故郷」 ／ 4.『大言海』へ
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

46 復軒雑纂 大槻 文彦∥著 広文堂書店 1902 041/ｵ1/1

47 平泉名勝誌
志羅山　頼順∥共編
菅野　教純∥共編

志羅山頼順 1905.1 K/294.13/ｼ1/1

48 復軒旅日記
大槻 文彦∥著
大槻　茂雄∥校訂

富山房 1938.8 K/915/ｵ1/1

49
岩手学事彙報
第480-497号 合冊

ー 九皐堂 1898 KS/37/ｲ1

50 一関案内 水山　檉渥∥編纂 文港堂書店 1908.9 K/294.11/ﾐ1/1

51 奥州高館沿革志 寺崎　清賢∥著 英華堂 1908.9 K/241.3/ﾃ1/1

52 贈位八譜 小原　保固∥編 ー 1925.3 K/280/ｵ2/1

53 岩手県史蹟名勝誌 菅川　九二∥著 渡辺印刷所 1929.5 K/290/ｽ1/1

54 伊達行朝勤王事歴 巻1～3 大槻　文彦∥著 作並清亮 1900
289.1/ﾀﾞ2/
1-1～3

55 伊達政宗南蛮通信事略 大槻　文彦∥著 図南講 1908.9 212.3/ｵ1/1

56 伊達騒動実録 乾坤 大槻　文彦∥著 吉川弘文館 1909 212.3/ｵ1/2

57 大言海 第1～5巻 大槻　文彦∥著 富山房
1932～
1937

R/813/ｵ2/
3-1～5

No 出版者 館外貸出

58 東京朝日新聞社

5.さまざまな辞書
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

59
和漢雅俗いろは辞典
増訂6版

高橋 五郎∥著 いろは字典発行所 1903 813/ﾀ5/1

60 日本大辞書 山田　武太郎∥編 明法堂 1896.5 K/090/ﾔ9/6

61
ことばの泉（ことはのいつみ）

日本大辞典 大増訂版
落合　直文∥著 大倉書店 1914.2 813.1/ｵ1/1-1

62
ことばの泉（ことはのいつみ）

日本大辞典 大増訂版 補遺
落合　直文∥著 大倉書店 1914.2 813.1/ｵ1/1-2

63 辞林　増補再版 金沢　庄三郎∥編 三省堂 1909.10 R/813.1/ｼﾞﾘ

64 広辞林　新訂版 金沢 庄三郎∥編纂 三省堂 1955 813/ｶ3/1

65 大日本国語辞典 第1～4巻
上田 万年∥共著
松井 簡治∥共著

富山房
1915～
1919

813.1/ｷｸ1/
1～4

66
大辞典
第1～4、25～26巻

ー 平凡社
1934～
1936

031/ﾉﾑ3/
1～4･25･26

67 辞苑 新村 出∥編纂 博文館 1935 813/ｼ4/2

68 明解国語辞典　復刻版 金田一 京助∥編 三省堂 1997.11 K/813.1/ｷﾝ

新聞名 出版年
東京朝日新聞　（マイクロフィルム複製）

大正8年2月9日5面「著述病」
1919
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

69 辞海 金田一 京助∥編 三省堂 1952 813/ｷ1/1

70 広辞苑 新村　出∥編 岩波書店 1966 813/ｼ4/1

71
日本国語大辞典
第1～4、20巻

日本大辞典刊行会∥
編

小学館 1976
R/813/ﾆ1/
1～4･20

72 大辞林 松村　明∥編 三省堂 1988.11 813.1/ﾏ1/1 ○
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ガラスケース外展示資料

文彦・大槻家・仙台藩について
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

73 復軒雑纂
大槻 文彦∥著
鈴木 広光∥校注

平凡社 2002.11 B/041/ｵｵ/1 ○

74 考証 古代日本史 大槻　如電∥著 人間の科学社 1985.4 K/210.3/ｵｵ ○

75 仙台戊辰戦史 星 亮一∥著 三修社 2005.8 212.3/ﾎｼ ○

76 言葉の海へ 高田 宏∥著 岩波書店 1998.4 K/289.1/ｵｵ ○

77 大槻文彦言海と一関
「言海」刊行百年記念
事業実行委員会∥編

「言海」刊行百年記
念事業実行委員会

1992.3 K/289.1/ｵｵ ○

78 大槻磐渓の世界 大島 英介∥著 宝文堂 2004.3 K/289.1/ｵｵ ○

79
ＧＥＮＴＡＫＵ
近代科学の扉を開いた人

一関市博物館∥
編集

一関市博物館 2007.9 K/289.1/ｵｵ ○

80
大槻磐渓
東北を動かした右文左武の人

一関市博物館∥
編集

一関市博物館 2004 K/289.1/ｵｵ ○

81 大槻玄沢の研究 洋学史研究会∥編 思文閣出版 1991.1 K/289.2/ｵｵ ○

82 槻弓の春 大島　英介∥著 岩手日日新聞社 1999.5 K/289.3/ｵｵ ○

83 みちのく蘭学事始
七宮　涬三∥
〔著〕

新人物往来社 1977 K/289/ｵ4/2ｲ ○

84 大槻三賢人 阿曽沼  要∥著 高橋印刷 2005.6 K/281.22/ｱｿ ○

85 遂げずばやまじ 大島  英介∥著 岩手日報社 2008.10 K/288.3/ﾄｹﾞ ○

86
江戸服飾史談
大槻如電講義録

大槻 如電∥[述] 芙蓉書房出版 2001.4 383.1/ｵｵ ○

87 日本語学者列伝
明治書院企画編集
部∥編

明治書院 1997.12 810.12/ﾆﾎ ○

88 言海 大槻 文彦∥著 筑摩書房 2004.4 K/813.1/ｵｵ ○

89 おれたちの夢
香川 茂∥著
大古 尅己∥画

ポプラ社 1973 J/913/ｺｳ/183 ○

辞書について
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

90 私の辞書論 福本　和夫∥著 河出書房新社 1980 030/ﾌ1/1 ○

91 日本語と辞書 山田　俊雄∥著 中央公論社 1978
B/081.6/ﾁ
1/494

○

92 辞書風物誌 惣郷 正明∥著 朝日新聞社 1973.5 803/ｿ1/1 ○

93 目で見る明治の辞書 惣郷　正明∥編 辞典協会 1989.1 803/ｿ1/3 ○

94 辞書をつくる
見坊　豪紀∥
〔著〕

玉川大学出版部 1977 810.4/ｹ1/2 ○

95
岩波講座　日本語 9
語彙と意味

宮島　達夫∥
〔ほか執筆〕

岩波書店 1977 810.8/ｲ1/1-9 ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

96 図説日本の辞書 沖森 卓也∥編 おうふう 2008.10 813.02/ｽﾞｾ ○

97
日本古辞書を学ぶ人のため
に

西崎 亨∥編 世界思想社 1995.5 813.02/ﾆ1/1 ○

98 国語辞書事件簿 石山 茂利夫∥著 草思社 2004.11 813.1/ｲｼ ○

99
近代国語辞書編纂史の基礎
的研究

犬飼 守薫∥著 風間書房 1999.3 813.1/ｲﾇ ○

100 『広辞苑』は信頼できるか 金武 伸弥∥著 講談社 2000.7 813.1/ｶﾈ ○

101 日本語辞書学への序章 倉島 節尚∥著 大正大学出版会 2008.10 813.1/ｸﾗ ○

102 辞書と日本語 倉島 節尚∥著 光文社 2002.12 813.1/ｸﾗ ○

103 日本語一〇〇年の鼓動 倉島 長正∥著 小学館 2008.1 813.1/ｸﾗ ○

104
「国語」と「国語辞典」の
時代 上下

倉島 長正∥著 小学館 1997.11 813.1/ｸﾗ/1･2 ○

105 出逢った日本語・50万語 松井 栄一∥著 小学館 2002.12 813.1/ﾏﾂ ○

106 国語辞典はこうして作る 松井 栄一∥著 港の人 2005.12 813.1/ﾏﾂ ○

107 国語辞典の名語釈 武藤 康史∥著 三省堂 2002.12 813.1/ﾑﾄ ○

108 明解物語 柴田 武∥監修 三省堂 2001.4 813.1/ﾒｲ ○

109 辞書の政治学 安田 敏朗∥著 平凡社 2006.2 813.1/ﾔｽ ○

110 辞書漫歩 惣郷　正明∥著 東京堂出版 1987.9 813/ｿ1/1 ○
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