
日本の新聞
黎明～明治期

No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

1 江戸大地震記事[複製パネル] ー ー ー
早稲田大学
図書館

2 幕末諷刺一枚刷:鳥羽伏見の戦
[複製パネル]

ー ー ー
早稲田大学
図書館

3 官板バタヒヤ新聞[複製パネル] 蕃書調所∥編訳 ー
1862

(文久2)
早稲田大学
図書館

4 官板海外新聞別集[複製パネル] 洋書調所∥訳 老皀舘
1862

(文久2)
早稲田大学
図書館

5 ジョセフ彦海外新聞
ジョセフ彦記念会/
早稲田大学∥編

早稲田大学出版部 1977 071/ｼﾞ2/1

6 太政官日誌[複製パネル] ー 井上治兵衛
1868

(慶応4)
早稲田大学
図書館

7 中外新聞[複製パネル] 柳河 春三 開物社
1868

(慶応4)
早稲田大学
図書館

8 横浜毎日新聞[複製パネル] ー 横浜活版社 1871
早稲田大学
図書館

9 東京日日新聞[複製パネル] ー 日報社 1872
早稲田大学
図書館

10
読売新聞[電子資料複製パネル]

明治7年11月2日1号
ー 読売新聞社 1874.11 ー

11
東京日々新聞(錦絵版)656号 (元記事
明治7年4月9日)[複製パネル]

蕙斎芳幾∥画
転々堂主人∥筆記

具足屋 ー 国立国会図書館

12 朝野新聞[複製パネル] ー 朝野新聞社 1879
早稲田大学
図書館

13
東京名所銀座通朝野新聞社盛大之真
図[複製パネル]

歌川 広重 林吉蔵 1880
早稲田大学
図書館

14 自由新聞 第1巻 復刻
信夫 清三郎∥監修
林 茂∥監修

三一書房 1972 071/ｼﾞ1/1

15
自由燈 第1巻第1号～第65号 明治17
年5月～7月 復刻版

ー 丌二出版 2006.6 071/ｼﾞｭ1/1 ○

16
読売新聞[電子資料複製パネル]

明治26年6月1日付録
ー 読売新聞社 1893.6 ー

17
読売新聞[電子資料複製パネル]

明治38年1月3日「旅順開城と昨日の市
内」

ー 読売新聞社 1905.1 ー

18
国民新聞[原紙複製パネル]

明治37年8月17日
ー 国民新聞社 1904.8 ー

19
萬朝報[原紙複製パネル]

明治41年11月30日
ー 萬朝報社 1908.11 ー

20 週刊　平民新聞 １ ー 創元社 1953 071/ﾍ1/1

大正～昭和初期
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

21
東京朝日新聞（マイクロフィルム複製）

大正2年2月11日「大正維新の声」
ー 東京朝日新聞社 1913.2 ー

22
東京毎夕新聞
大正3年11月8日「青島陥落す」

ー 東京毎夕新聞社 1914.11 ー

23 新聞になるまで ー 東京朝日新聞社 1922.7 070/ﾄ1/2

24
東京朝日新聞 昭和6年9月20日号外
「日支両軍衝突画報」

ー 東京朝日新聞社 1931.9 ー

25
東京朝日新聞 昭和11年2月28日夕刊
「今暁帝都に戒厳令」

ー 東京朝日新聞社 1936.2 ー

26 日本新聞会の解説 宮居　康太郎∥著 情報新聞社 1942.4 070.6/ﾐ1/1

27
朝日新聞 昭和16年12月11日「英極東艦
隊主力全滅す」

ー 朝日新聞東京本社 1941.12 ー

28
日本産業経済 昭和19年6月21日「サイ
パン島激闘続く」

ー
日本産業経済新聞
社

1944.6 ー

29
朝日新聞 昭和20年8月15日「戦争終結
の大詔渙発さる」

ー 朝日新聞東京本社 1945.8 ー

1 新聞のあゆみ 
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岩手の新聞
草創期の新聞

No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

30 岩手新聞誌 1号[複製] 川越 勘兵衛 日進社 1876.7 K/071.22/ｲﾜ

31 岩手新聞誌 1号 川越 勘兵衛 日進社 1876 新/07/1

32
日進新聞[マイクロフィルム複製パネル]

明治10年1月21日
ー 日進社 1877.1 ー

33
日進新聞[マイクロフィルム複製パネル]

明治11年8月16日「論説」
ー 日進社 1878.8 ー

34 雛鳴雑誌 1～11号 合冊 ー 雛鳴雑誌社 1880 05/4

35
明治初期の進取的商人小野組破産モ
破綻モセズ

西川 広∥著 西川広 1997 K/336/ﾆｼ ○

日進新聞から岩手新聞へ
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

36
日進新聞[マイクロフィルム複製パネル]

明治13年3月7日「筆を詰る」
ー 日進社 1880.3 ー

37 盛岡新誌　1～33号 ー
求我社
盛岡新誌社

ー 05/1

38
日進新聞[マイクロフィルム複製パネル]

明治12年2月14日「盛岡新誌ノ大記者ニ
質ス」

ー 日進社 1879.2 ー

39 谷河尚忠遺稿 ー ー ー 07/2

40 垂涎奇聞 12号 ー 快々社 1880 新/05/3

41 明星 午歳第12号 復製版 ー 臨川書店 1979
911.05/ﾐ1/
ｳﾏﾄﾞｼ-12

○

岩手日報の誕生
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

42
岩手日日新聞[マイクロフィルム複製パネ

ル]明治22年6月4日「明治二十二年六月
四日以後の岩手日々新聞」

ー 岩手日日新聞社 1889.6 ー

43
岩手公報[マイクロフィルム複製パネル]明
治29年12月8日「盛岡日報 発刊広告」

ー 岩手公報社 1896.12 ー

44
岩手公報[マイクロフィルム複製パネル]明
治30年3月16日「緊急広告」

ー 岩手公報社 1897.3 ー

45
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]明
治30年4月1日「岩手日報の発刊につい
て」

ー 岩手日報社 1897.4 ー

県内新聞の隆盛
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

46 岩手県下之町村 高橋 嘉太郎∥著
岩手毎日新聞社出
版部

1925.9 K/290/ﾀ1/1ｳ

47 岡山丌衣句集
岡山 丌衣∥著
森　荘已池∥編

寺の下通信社 1965.5 K/911.3/ｵ2/1ｲ ○

48
岩手毎日新聞[マイクロフィルム複製パネ

ル]明治32年2月22日「岩手毎日新聞発刊
の辞」

ー 岩手毎日新聞社 1899.2 ー

49
岩手毎日新聞[マイクロフィルム複製パネ

ル]大正12年4月8日「心象スケッチ外輪
山」「やまなし」(宮澤賢治)

ー 岩手毎日新聞社 1923.4 ー

50 岩手県新聞一覧表 岩手日報社∥編 岩手日報社 1935.2 K/070/ｲ2/2

51 岩手日報 明治35年1月31日付号外 ー 岩手日報社 1902.1 K/398/ｲ5/1

52
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

明治42年10月5日「百回通信(一)」(石 ー 岩手日報社 1909.10 ー

53
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]大
正5年5月30日「社告」

ー 岩手日報社 1916.5 ー

54 原敬日記 第10巻 影印版 原 敬∥［著］ 北泉社 1998.10 K/289.1/ﾊﾗ/10 ○
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No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

55
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]大
正12年9月16日「社告 愈よ近日夕刊発
行」

ー 岩手日報社 1923.9 ー

56 夕刊いちのせき 昭和12年12月27日 ー いちのせき新聞社 1937.12 ー

57 宮古新聞 昭和15年7月3日 ー 宮古新聞社 1940.7 ー

58
和賀新聞[マイクロフィルム複製パネル]明

治39年1月15日
ー 和賀新聞社 1906.1 ー

59
岩手民友新聞[マイクロフィルム複製パネ

ル]大正3年11月21日
ー 岩手民友新聞社 1914.11 ー

銀行パニックとその影響
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

60
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和12年12月21日「社告」
ー 岩手日報社 1937.12 ー

61
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和12年12月21日「重ねて御挨拶申上
げます」

ー 岩手日報社 1937.12 ー

62
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和12年12月22日「愛読者各位へ御願
ひ」

ー 岩手日報社 1937.12 ー

63 岩手年鑑 昭和3年版
岩手日報社出版部∥
編

岩手日報社出版部 1927.12 K/059/ｲ1/28ｲ

64 岩手年鑑 昭和4年版
岩手日報社出版部∥
編

岩手日報社出版部 1928.9 K/059/ｲ1/29

65 岩手県大鑑 新岩手日報社∥編 新岩手社 1940.8 K/030/ｼ1/1ｳ

66 岩手に於ける鋳銭 自筆稿本
新渡戸 仙岳
(蓬雨 非仏)∥著

ー ー 新/33/10

67
岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和12年9月13日「本紙、小笠原特派員
戦雲の支那に従軍」

ー 岩手日報社 1937.9 ー

68
新岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和20年3月14日「移入中央新聞を地方
新聞に合同 新聞の決戦措置決る」

ー 新岩手社 1945.3 ー

69
新岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和20年4月21日 題字
ー 新岩手社 1945.4 ー

70
東海日報 昭和12年12月24日「新岩手日
報発刊の言葉」

ー
岩手日報従業員組
合事務所

1937.12 ー

71
新岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和13年1月1日「我れらの宣言」「新
岩手日報綱領」

ー 新岩手日報社 1938.1 ー

戦後の新聞
No 資料名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

72
新岩手日報[マイクロフィルム複製パネル]

昭和26年9月1日「本紙題号を改称」
ー 新岩手社 1951.9 ー

73 岩手を作る人々 上・中・下 森 嘉兵衛∥著 岩手日報社 1952.5
K/201/ﾓ1/
1-1-1～3

74 岩手を作る人々 新聞切抜き 森 嘉兵衛∥〔著〕 ー ー 28/81

75 岩手日報百十年史
岩手日報社百十年史
刊行委員会∥編

岩手日報社 1988.3 K/070/ｲ6

76 岩手日日八十年史
「岩手日日八十年史」
編さん委員会∥編集

岩手日日新聞社 2003.10 K/070/ｲﾜ

77 胆江日日新聞五十年史 胆江日日新聞社∥編 胆江日日新聞社 1996.6 K/070/ﾀ2/3ｲ ○

78 東北文庨 第1巻第1-10号 昭和21年 ー 新岩手社 1946 KS/05/ﾄ3

79 こどもしんぶん 昭和21年6月10日 ー 新岩手社 1946.6 ー
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新聞記者でもあった岩手の先人
原 敬

No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

80
峡中新報 第126号(明治12年8月25日)～
第776号(明治14年10月26日)

原 敬∥著 原敬記念館 ー K/289/ﾊ1/152

81
郵便報知新聞 22 明治13年9月～12月
第2275号～第2374号 復刻版

郵便報知新聞刊行会
∥編集

柏書房 1990.4 071/ﾕ1/22

82
大阪毎日新聞[原紙複製パネル]

明治31年3月6日「家庩の栞」
ー 大阪毎日新聞社 1898.3 ー

83
大阪毎日新聞[原紙複製パネル]

明治31年11月25日「でたらめ」
ー 大阪毎日新聞社 1898.11 ー

84
大阪毎日新聞[原紙複製パネル]

明治30年9月16日「読者諸君に告ぐ」
ー 大阪毎日新聞社 1897.9 ー

85 でたらめ（複製）
原 敬∥原作
大慈会∥編

大慈会 1992.7 K/090/ﾊ2/7

86 新条約実施準備補遺 原 敬∥著 大阪毎日新聞社 1899.5 K/090/ﾊ2/5

野村 胡堂
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

87 人類館 野村　胡堂∥著 春陽堂 1914.8 K/090/ﾉ1/11

88 二万年前 野村　胡堂∥著 大明堂書店 1922.10 K/913/ﾉ1/3

89
報知新聞[複製パネル]

大正13年7月6・7日「日本で聴かれる九
ツの交響曲(上・下)」

ー 報知新聞社 1924.7
野村胡堂・あらえ
びす記念館

90
報知新聞[複製パネル]

大正9年6月22日「時事川柳」
ー 報知新聞社 1920.6

野村胡堂・あらえ
びす記念館

91
報知新聞[複製パネル]

昭和元年12月28日「大行天皇還幸」
ー 報知新聞社 1926.12

野村胡堂・あらえ
びす記念館

92 オール読物 第1巻第1号 ー 文芸春秋 1931.4 S/910/ｵ1/1-1

93 長篇銭形平次捕物控 野村　胡堂∥著 春陽堂 1950.1 k/913/ﾉ1/2

石川 木
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

94
東京朝日新聞［マイクロフィルム複製パ

ネル］明治43年8月4日「手帳の中より」
ー 東京朝日新聞社 1910.8 ー

95 一握の砂 東雲道書店 1910 ﾀｸ/11/42ｲ

96 工藤 不志男∥著 こころざし出版社 1987 ﾀｸ/910.268/ｸﾄﾞ ○

97 釧路新聞 明治41年3月11日 複製 ー 釧路新聞社 1908.3
ﾀｸ/071/ｸｼ
/1908-3-11

○

98
東京朝日新聞［マイクロフィルム複製パ

ネル］明治43年9月8日「朝日歌壇投稿募
集」

ー 東京朝日新聞社 1910.9 ー

99
東京朝日新聞［マイクロフィルム複
製パネル］明治43年9月15日「朝日歌壇 ー 東京朝日新聞社 1910.9 ー

100 平野 英雄∥著 平原社 2008.2 ﾀｸ/911.162/ﾋﾗ ○

101 太田 愛人∥著 恒文社 1996.7 ﾀｸ/289.1/ｵｵ ○

岩手ゆかりの新聞人
佐藤 北江

No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

102 佐藤北江 木川 修∥編 東京朝日新聞社 1914.12 K/289/ｻ6/1ｶ

103
岩手新聞［マイクロフィルム複製パネル］

明治18年10月25日「論説 日本鉄道會社
ノ鉄道線路」

ー 岩手新聞社 1885.10 ー

2 岩手の新聞人たち 

4 



No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

104
東京朝日新聞［マイクロフィルム複製パ

ネル］明治43年7月31日「世界一周會」
ー 東京朝日新聞社 1910.7 ー

105
東京朝日新聞［マイクロフィルム複製パ

ネル］明治43年8月9日「哈爾濱の夕照
（志士の遺跡 上）」

ー 東京朝日新聞社 1910.8 ー

106
東京朝日新聞［マイクロフィルム複製パ

ネル］ 明治43年8月10日「哈爾濱から長
春」

ー 東京朝日新聞社 1910.8 ー

鈴木 東民
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

107 ディミトロフ法廷斗争 鈴木 東民∥著 五月書房 1949.7 K/090/ｽ7/5

108
改造 第16巻第7号「ナチスの牢獄を観
る」

ー 改造社 1934.6 S/051/ｶ1/16-7

109
改造 第16巻第9号「ナチス内訌の爆発
-第三国家の幻滅」

ー 改造社 1934.8 S/051/ｶ1/16-9

110
改造 第17巻第4号「怪文書時代ナチス
の怪文書事件」

ー 改造社 1935.4 S/051/ｶ1/17-4

111
改造 第17巻第6号「国境線上に躍るナ
チ・スパイ-自動車OH九五一二号」

ー 改造社 1935.6 S/051/ｶ1/17-6

その他の新聞人たち
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

112 水滸伝 弓館 小鰐∥訳
大日本雄弁会講談
社

1949.5 K/090/ﾕ1/4ｲ

113 楽天帖 小樽新聞社∥編 小樽新聞社 1915.6 K/289/ｳ2/1

その他の新聞人たち
No 資料名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

1 東日七十年史
[東京日日新聞社∥
編]

東京日日新聞社 1941 070.21/ﾄ1/1

2 ニヤニヤ交友帖 弓館 小鰐∥著 六興出版者 1954.1 K/090/ﾕ1/1

3 上田常隆追想録
上田常隆追想録刊行
会∥編

上田常隆追想録刊
行会

1985.2 K/289/ｳ7/1

4 天狗倶楽部怪傑伝 横田 順弥∥著 朝日ソノラマ 1993.8 K/289/ﾕ1/1
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新聞の歴史に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

5 新聞検閲制度運用論 中園 裕∥著 清文堂出版 2006.6 070.12/ﾅｶ ○

6 世紀を超えて 社史刊行委員会∥編集 報知新聞社 1993 070.19/ﾎ1/1 ○

7 明治のジャーナリズム精神 秋山 勇造∥著 五月書房 2002.5 070.21/ｱｷ ○

8 「中立」新聞の形成 有山 輝雄∥著 世界思想社 2008.5 070.21/ｱﾘ ○

9 毎日新聞の源流 今吉　賢一郎∥著 毎日新聞社 1988.7 070.21/ｲ4/1 ○

10 新聞雑誌発生事情 興津　要∥著 角川書店 1983.9 070.21/ｵ4/1 ○

11 明治新聞事始め 興津 要∥著 大修館書店 1997.3 070.21/ｵ4/2 ○

12 日本新聞発展史 明治・大正編
大西 林五郎∥原著
宍戸 啓一∥編集

樽書房 1995 070.21/ｵｵ ○

13 大衆新聞と国民国家 奥 武則∥著 平凡社 2000.7 070.21/ｵｸ ○

14 戦争と新聞 鈴木 健二∥著 毎日新聞社 1995.8 070.21/ｽ2/1 ○

15 日本新聞通史 1861年-2000年 春原 昭彦∥著 新泉社 2003.5 070.21/ﾊﾙ ○

16 新聞経営の先人 春原 昭彦∥著 日本新聞協会 2004.3 070.21/ﾊﾙ ○

17 大衆新聞がつくる明治の<日本> 山田 俊治∥著
日本放送出版協
会

2002.10 070.21/ﾔﾏ ○

18 朝日新聞社史 明治編
朝日新聞百年史編修委
員会∥編

朝日新聞社 1990
070.67/ｱ1/
1-1

○

19 朝日新聞社史 大正・昭和戦前編
朝日新聞百年史編修委
員会∥編

朝日新聞社 1991
070.67/ｱ1/
1-2

○

20 日本経済新聞社120年史
日本経済新聞社120年史
編集委員会∥編集

日本経済新聞社 1996 070.67/ﾆ1/1 ○

21 読売新聞140年史
読売新聞グループ本社
∥編集

読売新聞グルー
プ本社

2015.3 070.67/ﾖﾐ ○

22 河北新報に見る百年
河北新報創刊百周年記
念事業委員会∥編集

河北新報社 1997 071.2/ｶ1/1 ○

23
物語・万朝報 黒岩涙香と明治の
メディア人たち

高橋 康雄∥著 日本経済新聞社 1989.5 071.21/ﾀ4/1 ○

24 号外でわかる日本近代史 羽島 知之∥監修 ベストブック 2008.9 210.6/ｺﾞｳ ○

25 日本の近代14
伊藤 隆∥[ほか]編集委
員

中央公論新社 1999.10 210.6/ﾆﾎ/14 ○

26 文明開化の錦絵新聞 千葉市美術館∥編 国書刊行会 2008.1 721.9/ﾌﾞﾝ ○

27 新聞小説の誕生 本田 康雄∥著 平凡社 1998.11 910.261/ﾎﾝ ○

28
目でみるマスコミとくらし百科
2

羽島 知之∥監修
日本図書セン
ター

2002.4 J/361/ﾒﾃﾞ/2 ○

29 明治・大正のジャーナリズム 桂 敬一∥[著] 岩波書店 1992.3
Y/081.6/
ｲ4/3-15

○

岩手の新聞に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

30
岩手日報百年表
創刊百周年記念

岩手日報社∥編 岩手日報社 1976.7 K/070/ｲ2/4ｲ ○

31 岩手日日弐万号史
岩手日日二万号史編さ
ん委員会∥編

岩手日日新聞社 1988.4 K/070/ｲ7 ○

32 岩手県の郷土紙物語 昆 憲治∥著
江刺プリント社
(製本)

1994.3 K/070/ｺ2/1ｲ ○

33 岩手・新聞物語 多田 代三∥著 岩手日報社 1987.1 K/070/ﾀ3/2 ○

34
熱血記者に転身した元少年兵の
奮戦記

高橋 孝雄∥著 ツーワンライフ 2015.8 K/070.16/ﾀｶ ○

35
地方記者の半生記
酒と麻雀とペン

宮澤 徳雄∥著 ［宮沢徳雄］ 2012.6 K/070.16/ﾐﾔ ○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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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

36 後藤清郎選集 後藤 清郎∥著 岩手日報社 1966.4 K/090/ｺﾞ4/1 ○

37 岩手の先人とカナダ 菊池 孝育∥著
岩手カナダ移民
史研究所

2007.1 K/281.22/ｷｸ ○

38
仙岳随談
附 論考・著作年譜

新渡戸 仙岳∥著 熊谷印刷 1991.11 K/289/ﾆ5/2Bｵ ○

39 岡山丌衣句集
岡山 丌衣∥著
森　荘已池∥編

寺の下通信社 1965.5 K/911.3/ｵ2/1 ○

40 巷説城下町 鈴木 彦次郎∥著 IBC開発センター 1975.9 K/913.6/ｽｽﾞ ○

41
丌来方の泉
ばん茶せん茶選集

岩手日報社∥編 岩手日報社 1972.12 K/914/ｲ3/1ｴ ○

42 花時計 1～3 随想集 岩手日報社∥編 熊谷印刷出版部 1981.7～9
K/914/ｲ3/
2-1～3ｲ

○

43 閉塞裡庪語録 鈴木 正雄∥著 東海新報社 1999.7 K/914.6/ｽｽﾞ ○

44 閉塞裡庪語録 続 鈴木 正雄∥著 〔東海新報社〕 〔2006〕
K/914.6/ｽｽﾞ
/2

○

岩手の新聞人に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

45 原敬全集 上・下
原 敬∥著
原敬全集刊行会∥編

原書房 1978
210.6/ﾒ
5/93・94

○

46
「文芸春秋」にみる昭和史
第1巻

文芸春秋∥編 文芸春秋 1988.1
210.7/ﾌﾞ1/
1-1

○

47 読売争議 1945-1946 増山 太助∥著 亜紀書房 1976 366.66/ﾏ1/1 ○

48 まぶたの人 鈴木 彦次郎∥著 岩手日報社 1987.7 K/280/ｽ1/1ｲ ○

49
反骨のジャーナリスト市長鈴木
東民の闘争

鈴木 慧∥著 七つ森書館 2012.4 K/289.1/ｽｽﾞ ○

50 原敬 外交と政治の理想 上・下 伊藤 之雄∥著 講談社 2014.12 K/289.1/ﾊﾗ ○

51 原敬 日本政党政治の原点 季武 嘉也∥著 山川出版社 2010.5 K/289.1/ﾊﾗ ○

52 本懐・宰相原敬
木村 幸治∥著
岩谷 千寿子∥監修

熊谷印刷出版部 2008.9 K/289.1/ﾊﾗ ○

53 原敬の大正 松本 健一∥著 毎日新聞社 2013.9 K/289.1/ﾊﾗ ○

54
原敬日記を繙く 原敬新聞界で活
躍 第30回企画展

原敬記念館∥編 原敬記念館 2003 K/289.1/ﾊﾗ ○

55 海内周遊日記
原 敬∥著/大慈会原敬
遺徳顕彰会∥編集

大慈会原敬遺徳
顕彰会

2000.4 K/289.1/ﾊﾗ/ｲ ○

56
横川省三 日露戦争の英雄の真実
第52回盛岡市先人記念館企画展

ー
盛岡市文化振興事
業団盛岡市先人記
念館

[2014] K/289.1/ﾖｺ ○

57 明治の青春横川省三 池野 藤兵衛∥編著 牧野出版 1980.11 K/289.1/ﾖｺ ○

58 獅子の夢 幕内 満雄∥著 叢文社 2001.9 K/289.1/ﾖｺ ○

59 真人横川省三伝 利岡 中和∥著 大空社 1996.10 K/289.1/ﾖｺ ○

60
日系人の夜明け 在米一世ジャー
ナリスト浅野七之助の証言

長江 好道∥著 岩手日報社 1987
K/334.453/
ﾅｶﾞ

○

61 音樂は愉し 野村 あらえびす∥著 音楽之友社 2014.2 K/760.9/ｱﾗ ○

62 名曲決定盤 上・下 改版 あらえびす∥著 中央公論新社 2015.6
K/760.9/ｱﾗ
/1・2

○

63 野村胡堂・あらえびす人と作品
野村胡堂 あらえびす調
査会∥編

野村胡堂・あら
えびず記念館

1995.6 K/906/ﾉ1/1ｲ ○

64 胡堂伝 外崎 菊敏∥著 岩手復興書店 2014.4 K/910.268/ﾉﾑ ○

65 野村胡堂・あらえびす
野村胡堂 あらえびす記
念館/道又 力∥共編

文藝春秋企画出版
部/文芸春秋（販
売）

2014.5 K/910.268/ﾉﾑ ○

66 野村胡堂伝奇幻想小説集成
野村 胡堂∥著
未國 善己∥編

作品社 2009.6 K/913.6/ﾉﾑ ○

67 胡堂百話 野村 胡堂∥著 角川書店 1959.11 K/914/ﾉﾑ ○

68 大逆事件と知識人 中村 文雄∥著 論創社 2009.4 ﾀｸ/210.68/ﾅｶ 〇

69 大逆事件の言説空間 新装版 山泉 進∥編著 論創社 2007.9 ﾀｸ/210.68/ﾔﾏ 〇
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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

70 太田 愛人∥著 恒文社 1996.7 ﾀｸ/289.1/ｵｵ ○

71 盛合 聡∥著 熊谷印刷出版部 1990 ﾀｸ/289.1/ｵｸﾞ ○

72 北辺の記者 盛合 聡∥著 熊谷印刷出版部 1989.3 ﾀｸ/289.1/ｵｸﾞ ○

73 小国露堂
〔小国露堂展実行委員
会∥編集〕

小国露堂展実行
委員会

2005.6 ﾀｸ/289.1/ｵｸﾞ ○

74 評伝小国露堂 鬼山 親芳∥著 熊谷印刷出版部 2007.5 ﾀｸ/289.1/ｵﾆ ○

75 工藤 不志郎∥著
こころざし出版
社

1987
ﾀｸ/910.268/
ｸﾄﾞ

○

76
鳥居 省三∥著
北畠 立朴∥補注

釧路市教育委員
会

2011.1
ﾀｸ/910.268/
ﾄﾘ

〇

77 吉田 弧羊∥著 明治書院 1967
ﾀｸ/910.268/
ﾖｼ

○

78 平野 英雄∥著 平原社 2008.2
ﾀｸ/911.162/
ﾋﾗ

○

79
復刻シリーズ 木記念館∥企画・編集

2003.2
ﾀｸ/911.168/
ｲｼ

○

80 ー 平凡社 2012.5
ﾀｸ/918.268/
ｲｼ

○

81 岩城 之徳∥著 吉川弘文館 1985.7
ﾀｸ/918.268/
ｲﾜ

○

82 筑摩書房 1980
ﾀｸ/918.68/ｲｼ
/4

○
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