
1.源流　～平民宰相を育んだ人々～

原家の歴史
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

1 参考諸家系図 巻五十五 星川 正甫∥編 ー 〔文久年間〕 28.8/26/

2
正保三丙戌歳山城守重直公御代
御支配帳

ー ー ー 31/20

3 岩手史叢 第１～5巻 岩手県立図書館∥編
岩手県文化財愛
護協会

1973～1975 K/080/ｲ3/1～5 ○

4 内史略 前十二
横川 良助（直胤）∥
編

ー 〔江戸後期〕 21.5/1

5
志和郡知行新田御検地名寄帳
寛保元年四月
原平兵衛知行所二日町新田

ー ー 1741(寛保元) 新/32/39

6
口上之覚（私宅普請用材木来春
杣取川下ケ願）

ー 原 直記 ー 65/40

7
絵葉書アルバム 盛岡編 2より
原宰相の御生家

ー ー ー K/290.7/ｴ1/2

8
雫石通御明神村より阿庭村迄之
内明間野形御蔵新田ニ披立差上
申度宗願上候ニ付諸用書

ー ー 1832(天保3) 新/61/3

9 南部利済内書 ー 〔南部利済〕 〔江戸末期〕 31/140

10
〔辞令（鹿児島大林区署在勤申
付）〕[原恭]

ー 農商務省 1886(明治19) 31/141

苦学の時代
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

11
耶蘇教諜者各地探索報告書 壬
申拾星緑（大隈関係文書）[パ
ネル]

ー ー
1871～1873
(明治4～6)

早稲田大学図書
館

12 日南集[パネル] 福本 日南∥著 東亜堂 1911(明治44) 国立国会図書館

13 紀事一則 原 敬∥著 ー 1875(明治8) 原敬記念館

14
影印 原敬日記 第1巻（明治8年
帰省日記）

原 敬∥[著] 北泉社 1998.3 K/289.1/ﾊﾗ/1 ○

15
新岩手人 第9巻第2号
原誠「原敬追想(六)」

― 新岩手人の会 1939(昭和14) KS05/ｼ1

16 学軌 那珂 梧楼∥著 ー 1867(慶応3） 37/6

17 思い出ずることども 八角 三郎∥著 [八角 三郎] 1957.12 K/289/ﾔ9/1 ○

18
影印 原敬日記 第14巻（大正8
年5月7日 師エブラル横浜にて
死去）

原 敬∥[著] 北泉社 1998.10 K/289.1/ﾊﾗ/14 ○

新聞人・官僚時代
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

19 埃及混合裁判 原 敬‖著 原亮三郎 1889(明治22) K/090/ﾊ2/1

20
影印 原敬日記 第3巻（明治30
年8月24日 陸奥伯薨去）

原 敬∥[著] 北泉社 1998.3 K/289.1/ﾊﾗ/3 ○

21 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 ○

22
郵便報知新聞 21 明治13年5月～
8月 第2172号～第2274号 復刻版

郵便報知新聞刊行会
∥編集

柏書房 1990.4 071/ﾕ1/22

23
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

24 でたらめ 復刻 原 敬∥著
盛岡市原敬記念
館

2004.3 K/385.9/ﾊﾗ ○
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No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

25 新条約実施準備補遺 原 敬∥著 大阪毎日新聞社 1899(明治32) K/090/ﾊ2/5

No 新聞名 館外貸出

26 大阪毎日新聞

27 大阪毎日新聞
（原紙複製）

28 大阪毎日新聞
（原紙複製）

2.平民宰相の誕生

政界に乗り出す
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

29 立憲政友会会則草案[パネル] ― ― 1900(明治33) 国立国会図書館

30 立憲政友会の規約[パネル] ― ― 1900(明治33) 国立国会図書館

31
辞令(逓信大臣)明治33年12月22
日

― ― 1900(明治33) 原敬記念館

32
清岡日誌 明治35年4月11日
(原敬宛書簡控え)

清岡 等∥著 ― 1902(明治35) K/289/ｷ9/12-12

33
清岡日誌 明治35年8月
(議員選挙ニ敗ル)

清岡 等∥著 ― 1902(明治35) K/289/ｷ9/12-12

34
原敬日記(複製) 明治35年2月12
日～9月13日（明治35年8月11日
選挙結果）

原 敬∥著 ― 1902(明治35) 原敬記念館

35
明治参拾五年夏総撰挙盛岡市撰
出初立候補者原敬当撰記念

鷹嘴写真師∥〔写
真〕

― ― K/289.1/ﾊﾗ

36
衆議院議員名簿　第17回帝国議
会衆議院公報第1号附録

― ― 1902(明治35) 314.4/ｼ1/1

37
衆議院要覧
(原敬文庫)

衆議院事務局∥編 衆議院事務局 1909(明治42) 314.41/ﾊﾗ1

38 衆議院議員バッチ ― ― ― 原敬記念館

39
日本全国鉄道線路図 明治44年
度
(原敬文庫)

鉄道院∥編 鉄道院 1912(大正元) 686.5/ﾊﾗ1/11

40
原敬日記(複製) 明治37年9月5
日～38年5月15日（明治37年12
月8日 桂首相と会談）

原 敬∥著 ― 1904(明治37) 原敬記念館

41 原内務大臣訓示演説要旨 原 敬∥著 ― 1907(明治40) 原敬記念館

42
松田正久氏と原敬氏
太陽 第19巻第4号

博文館∥編 博文館 1913(大正2) K/289/ﾊ1/50

43
原敬肖像 写真
エコノミー 第1巻第1号

エコノミー社∥編 エコノミー社 1914(大正3) K/289/ﾊ1/32

44
太陽 第20巻第9号
(原敬文庫)

ー 博文館 1914(大正3) S051/原1

45
原敬書簡　井上馨宛
大正3年6月18日[パネル]

原 敬∥著 ― 1914(大正3) 国立国会図書館

46
原敬書簡（中村氏貴族院議員当
選について）

原 敬∥著 ― 1911(明治44) 31.7/14

No 新聞名 館外貸出

47 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

48 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

首相として
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

49
政友 復刻版 19
199号

文献資料刊行会∥編 柏書房 1980 315.1/ｾ3/19 ○

明治30年(1897)9月16日「読者諸君に告ぐ」

明治31年(1898)3月6日「家庭の栞」

内容

明治35年(1902)6月12日「政談演説会見聞」2面

明治35年(1902)8月10日「投票前日の光景」2面

内容

明治31年(1898)11月25日「でたらめ」
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No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

50
原敬日記(複製) 大正7年9月12
日～10月17日（大正7年9月27日
内閣組織の大命降下）

原 敬∥著 ― 1918(大正7) 原敬記念館

51
政友  復刻版 21
229号

文献資料刊行会∥編 柏書房 1980 315.1/ｾ3/21 ○

52
鉄道院所管綜路図
(原敬文庫)

ー ー 1919(大正8) 686.5/ﾊﾗ2

53
人種差別撤廃案並通商上機会均
等待遇ニ関スル石井大使宛訓電
案　秘添書

ー ー 1919(大正8) 原敬記念館

54
原敬日記(複製) 大正7年10月17
日～12月24日（大正7年10月18
日 シベリア出兵費用)

原 敬∥著 ― 1918(大正7) 原敬記念館

55
平民宰相の処女演説
雄弁 第12巻第8号

冬湖 学人∥著 大日本雄弁会 1921(大正10) K/289/ﾊ1/36

56
衆議院議事摘要 第43囘帝国議
会
(原敬文庫)

衆議院∥[編] 衆議院事務局 1920(大正9) 314.45/ﾊﾗ1

57
衆議院報告 第44回帝国議会
(原敬文庫)

衆議院事務局∥編 衆議院事務局 1921(大正10) 314.4/ﾊﾗ6

58 軸「無私」 原 敬∥著 ー 1918(大正7) 原敬記念館

59
扇子、立憲政友会創立20年記念
（複製）

原 敬∥著 ー 1920(大正9) 原敬記念館

60
原敬日記(複製) 大正9年1月23
日～4月10日（大正9年2月20日
閣議衆議院解散に内決）

原 敬∥著 ― 1920(大正9) 原敬記念館

61
原内閣の労働政策を笑ふ
雄弁 第10巻第13号

堀江 帰一∥著 大日本雄弁会 1919(大正8) K/289/ﾊ1/37

62
太陽 第27巻第12号
(原敬文庫)

ー 博文館 1921(大正10) S051/原1

63 原敬関係 時事新報 ー 時事新報社 1921(大正10) K/289/ﾊ1/98-1

64
兇刃に殪れし原敬氏
太陽 第27巻第14号

博文館∥編 博文館 1921(大正10) K/289/ﾊ1/48

65
原敬記念号
主張 第1巻第5号

主張社∥編 主張社 1922(大正11) K/289/ﾊ1/63

No 新聞名 館外貸出

66 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

67 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

68 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

69 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

70 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

71 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

72 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

原敬の愛用品
No 資料名 所蔵者

73 原敬記念館

74 原敬記念館

75 原敬記念館

76 原敬記念館

77 原敬記念館

帽子　中折帽

金銀製キセル

硯箱

大正9年(1920)8月28日2面
「来会者諸君に苦言を呈す」

大正10年(1921)11月6日5面
「原首相凶変の報に岩手全県民震駭す」

大正9年(1920)8月30日1面
「原首相の演説」

大正8年(1919)7月3日2面
「懐かしい敀郷へ 帰れる原首相」

大正7年(1918)10月5日3面
「無爵宰相を出せる 盛岡市民の歓び」
大正8年(1919)5月19日1面
「講和大勢　総理大臣原敬氏談」

内容
大正7年(1918)9月28日3面
「御召参内の朝」

帽子　パナマ帽

原敬着用ネクタイ
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3.故郷へのまなざし

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

78
絵葉書アルバム 盛岡編 2より
敀原宰相及夫人之墓、福聚山大
慈寺勅使門

ー ー ー K/290.7/ｴ1/2

79 原首相記念帖 田口 忠太郎∥編 田口忠太郎 1921(大正10) K/289/ﾊ1/5

80 大慈寺始末 原 敬∥著 ー ― 原敬記念館

81 原敬関係 東京朝日新聞 ー 東京朝日新聞 1921(大正10) K/289/ﾊ1/98-2

82 ふだん着の原敬 原 奎一郎∥[著] 毎日新聞社 1971 K/289/ﾊ1/80 ○

83 原敬遺書[パネル] 原 敬∥著 ー 1921(大正10) 原敬記念館

No 新聞名 館外貸出

84 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

85 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

故郷を想う
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

86
影印 原敬日記 第12巻（大正6
年9月8日 戊辰戦争殉難者五十
年祭）

原 敬∥[著] 北泉社 1998.10 K/289.1/ﾊﾗ/12

87
原敬・研究ノート １
原敬の花押と印形

田口 生∥編 〔田口生〕 2008.3 K/289.1/ﾊﾗ/1 ○

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

89
旧南部藩戊辰殉難者五十年祭報
告書

― ― 1918(大正7) 新/21.6/45

90
影印 原敬日記 第4巻(明治37年
1月18日 盛岡城址を公園に借用
の件）

原 敬∥[著] 北泉社 1998.10 K/289.1/ﾊﾗ/4 ○

91 人間原敬 沢藤 幸治∥編 〔沢藤幸治〕 1951.2 K/289/ﾊ1/62

92 南部史要 菊池 悟郎∥編 菊池悟郎 1911(明治44) K/201/ｷ1/1

93
菊池悟郎宛原敬書簡 明治42年
10月31日

原 敬∥著 ― 1909(明治42) 原敬記念館

No 新聞名 館外貸出

94 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

95 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

岩手県立図書館と原敬
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

96
原敬首相より北田親氏盛岡市長
宛書簡

〔原 敬∥著〕 〔原敬〕 1920(大正9) K/289.1/ﾊﾗ/

97
原敬日記(複製) 大正10年5月14
日～7月10日（大正10年6月23日
盛岡に図書館設立の事）

原 敬∥著 ― 1921(大正10) 原敬記念館

98 館報 第１号 岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1923(大正12)
K/016.1/ｲ1/1-
1-10

99 岩手県立図書館絵葉書 ― 岩手県立図書館 〔出版年月丌明〕 K/693.8/ｲﾜ

100 原敬 歿後五十年その生涯
原敬遺徳顕彰会∥編
集

原敬遺徳顕彰会 1970 K/289.1/ﾊﾗ/ ○

101 岩手県政物語
東京朝日新聞社通信
部∥編

世界社 1928(昭和3) K/312/ﾄ1/1

102
新聞総覧 大正5年版
(原敬文庫)

― 日本電報通信社 1916(大正5) 070.5/ﾊﾗ1/16

内容

内容

大正10年(1921)11月6日2面
「遺言状発表さる」
大正10年(1921)11月7日5面
原敬 死亡広告

大正6年(1917)9月10日3面
「伯と総裁　八日の五十年忌に於て」
昭和8年(1933)11月1日2面
「自転車に乗った原さん」（高橋康文）

4 



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

103
ビスマルク演説集 上・中・下
(原敬文庫)

ビスマルク∥[述]
森 孝三∥編
後藤 新平∥監修

ビスマルク演説
集刊行会

1929(昭和4) 312.8/ﾊﾗ1/1～3

104
英国議院政治論 上・下
(原敬文庫)

アルファース トッド
∥著
尾崎 行雄∥訳

自由出版会社
1882・1883

(明治15・16)
312.33/ﾊﾗ1/1・
2

105
発音考
(原敬文庫)

田中舘 愛橘∥述 〔出版者丌明〕 〔出版年丌明〕 801.1/ﾊﾗ1

106
目時中島勤王始末
(原敬文庫)

七戸 吉三∥著 七戸吉三 1917(大正6) 289.1/ﾊﾗ4

107
ルーズヴェルト氏の日本観
(原敬文庫)

セオドル　ルーズ
ヴェルト∥著
渋沢 栄一∥訳

渋沢栄一 1920(大正9) 392.1/ﾊﾗ1

No 新聞名 館外貸出

108 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

109 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

110 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

111 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

112 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

昭和54年(1979)8月11日11面「原家別邸の所蔵庫　盛岡市に寄贈　原敬記
念館に移転へ　図書類は県立図書館に」

大正9年(1920)10月30日5面
「原さんのお声掛りで通過の図書舘費」
大正10年(1921)11月20日2面
「原家の寄付　図書館に一万円」
大正11年(1922)4月21日3面
「図書館の蓋開き　昨日午後九時迄引切りなしの閲覧者」
大正11年(1922)5月2日2面
「県立図書館開館式」

内容
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原敬に関する資料

生　涯
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1
歴代総理大臣伝記叢書10・11
原敬　上下

御厨 貴∥監修 ゆまに書房 2006.2
312.1/ﾚｷ
/10・11

○

2 盛岡の先人　副読本
盛岡市中学校長会∥編集
郷土の先人学習資料作成
委員会∥編集

盛岡市中学校長会 2000.11 K/281.22/ﾓﾘ ○

3 原敬物語 鈴木 定次∥著
主婦の友出版サー
ビスセンター

1983.9 K/289/ﾊ1/108 ○

4 原敬 前田 蓮山∥著 時事通信社 1985.12 K/289/ﾊ1/125 ○

5
原敬
まんが岩手人物シリーズ1

泉 秀樹∥著
下田 信夫∥画

岩手日報社 1988.6 K/289/ﾊ1/136 ○

6 原敬　歿後50年その生涯 原敬遺徳顕彰会∥編 原敬遺徳顕彰会 1970.11 K/289.1/ﾊﾗ ○

7 原敬 原 奎一郎∥著 原敬遺徳顕彰会 1976.11 K/289.1/ﾊﾗ ○

8 <最強宰相>原敬 上田 泰輔∥著 徳間書店 1992.11 K/289.1/ﾊﾗ ○

9 評伝原敬 上下 山本 四郎∥著 東京創元社 1997.11
K/289.1/ﾊﾗ
/1・2

○

10 人間宰相・原敬と教育改革 小野寺 永幸∥著 北の杜編集工房 2003.7 K/289.1/ﾊﾗ ○

11 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 ○

12 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 ○

13 大宰相・原敬 福田 和也∥著 PHP研究所 2013.12 K/289.1/ﾊﾗ ○

14 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
/1・2

○

15
原敬日記を繙く 企画展 第56回
ハラケイ入門 いちから分かる原
敬

― 原敬記念館 [2016]
K/289.1/ﾊﾗ
/60

○

16
ハラケイ! 平民宰相原敬の生き
方

― 盛岡タイムス社 [2016] K/289.1/ﾊﾗ ○

17
原敬 政党政治のあけぼの  新訂
版

山本 四郎∥著 清水書院 2017.8 K/321.1/ﾔﾏ ○

著　書
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

18 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

○

19 海内周遊日記
原 敬∥著
大慈会原敬遺徳顕彰会
∥編

大慈会原敬遺徳
顕彰会

2000.4 K/289.1/ﾊﾗ ○

20 原敬日記　1～6
原 敬∥[著]
原 奎一郎∥編

福村出版 2000.6
K/312.1/ﾊﾗ/1
～6

○

21 でたらめ　復刻 原 敬∥著 盛岡市原敬記念館 2004.3 K/385.9/ﾊﾗ ○

政治家・首相として
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

22
大正期の政党と国民
原敬内閣下の政治過程

金原 左門∥著 塙書房 1975 312.1/ｷ3/1 ○

23
原敬
政治技術の巨匠

テツオ ナジタ∥著
安田 志郎∥訳

読売新聞社 1974 K/289/ﾊ1/85 ○

24 原敬大正八年 田屋 清∥著 日本評論社 1987.5 K/289/ﾊ1/130 ○

25 原敬 転換期の構想 川田 稔∥著 未来社 1995.2 K/289/ﾊ1/159 ○

26 政治家原敬の戦略 平田 真一郎∥著 原書房 1995.10 K/289/ﾊ1/160 ○

27
主張　第1巻第5号 復刻版
原敬 一周忌記念号

― 新渡戸基金 1995.11
K/289/ﾊ
1/161-1-5

○

* 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

28 一山・政党人・原敬 菊池 武利∥著 岩手日報社 1992.4 K/289.1/ﾊﾗ ○

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

30 原敬と政党政治の確立 伊藤 之雄∥編著 千倉書房 2014.7 K/312.1/ｲﾄ ○

31 原敬と山県有朊 川田 稔∥著 中央公論社 1998.10 K/312.1/ｶﾜ ○

32 原敬日記を読む 栗田 直樹∥著 成文堂 2018.2 K/312.1/ｸﾘ ○

33 原敬と立憲政友会 玉井 清∥著
慶応義塾大学出版
会

1999.4 K/312.1/ﾀﾏ ○

34 小泉純一郎と原敬 永野 芳宣∥著 中央公論新社 2002.5 K/312.1/ﾅｶﾞ ○

35
明治・大正の宰相7 原敬の暗殺
と大衆運動勃興

豊田　穣∥著 講談社 1984.2 312.8/ﾒ2/7 ○

エピソード、原敬をめぐる人々
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

36 原敬をめぐる人びと
原 奎一郎∥編
山本 四郎∥編

日本放送出版協会 1981 K/289/ﾊ1/94 ○

37 原敬をめぐる人びと　続
原 奎一郎∥編
山本 四郎∥編

日本放送出版協会 1982.8
K/289/ﾊ1/94-
2

○

38 平民宰相原敬と黄檗 永田 泰嶺∥著
黄檗宗大本山
万福寺

1986.9 K/289/ﾊ1/134 ○

39
原敬内閣書記官長
高橋光威の生涯

高橋明雄∥著
大慈会原敬遺徳顕
彰会

2003 K/289.1/ﾀｶ ○

40 原首相暗殺 長 文連∥著 図書出版社 1980.3 K/289.1/ﾊﾗ ○

41 デモクラシー原敬と新渡戸稲造 内川 永一朗∥著 新渡戸基金 1998.9 K/289.1/ﾊﾗ ○

42
原敬・研究ノート１
俳句と和歌の墨跡に見る
原敬の花押と印形

田口 生∥編 〔田口生〕 2008.3 K/289.1/ﾊﾗ/1 ○

43
原敬・研究ノート 2
原敬の花押と印形 補填

田口 生∥編 〔田口生〕 2008.3 K/289.1/ﾊﾗ/2 ○

44
原敬が密書を託した男
「東洋のビール王」馬越恭平

田屋 清∥〔著〕 田屋清 2009.4 K/289.1/ﾊﾗ ○

45 ふだん着の原敬 原 奎一郎∥著 中央公論新社 2011.11 K/289.1/ﾊﾗ ○

46 平民宰相原敬伝説 佐高 信∥著 角川学芸出版 2010.3 K/289.1/ﾊﾗ ○

47
原敬、小山田佐七郎を想う
漆-北の生活美-

八幡平市博物館∥編集 八幡平市博物館 2014.3 K/289.1/ﾊﾗ ○

48 原敬の180日間世界一周 松田 十刻∥著
盛岡出版コミュニ
ティー

2014.8 K/289.1/ﾊﾗ ○

49 原敬と陸羯南 鈴木 啓孝∥著 東北大学出版会 2015.3 K/289.1/ﾊﾗ ○

50 原敬と新渡戸稲造 佐藤 竜一∥著 現代書館 2016.11 K/289.1/ﾊﾗ ○

51 華族たちの近代 浅見 雅男∥著 NTT出版 1999.10 K/361.81/ｱｻ ○

52 明治の俳人原抱琴 浦田 敬三∥[著] 岩手近代文庫 1987.2 K/911.362/ﾊﾗ ○

53 原敬と加藤高明 伝記小説 高村 三郎∥著 埼玉新聞社 2012.8 K/913.6/ﾀｶ ○

小　説
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

54 海は甦える 第1～5部 江藤 淳∥〔著〕 文芸春秋 1980～83
913.6/ｴ8/2-1
～5

○

55 幸運な志士 三好 徹∥著 徳間書店 1992.4 913.6/ﾐﾖ ○

56 颯爽と清廉に・原敬 上下 高橋 文彦∥著 原書房 1992.11
K/913/ﾀ11/1-
1･2

○

57 ダビデの星 松田 十刻∥著 徳間書店 2001.2 K/913.6/ﾏﾂ ○

58 武士 松田 十刻∥著 光人社 2004.8 K/913.6/ﾏﾂ ○
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明治大正期の政治史、歴代首相に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

59 その時歴史が動いた 23 NHK取材班∥編 KTC中央出版 2004.2 210.04/ｿﾉ/23 ○

60 大正デモクラシー 成田 龍一∥著 岩波書店 2007.4 B/210.69/ﾅﾘ ○

61
東京ブックレット 2
図解宰相列伝

東京新聞編集局編集企
画室∥編

東京新聞出版局 1995.8 K/280/ﾄ6/2 ○

62 政友会と民政党 井上 寿一∥著 中央公論新社 2012.11 312.1/ｲﾉ ○

63 歴代首相 小林 弘忠∥著 実業之日本社 2008.2 312.1/ｺﾊﾞ ○

64 宰相たちのデッサン 御厨 貴∥編 ゆまに書房 2007.6 312.1/ｻｲ ○

65
実録首相列伝
歴史群像シリーズ 70

― 学研 2003.7 312.1/ｼﾞﾂ ○

66 図説明治の宰相
伊藤 雅人∥編著
前坂 俊之∥編著

河出書房新社 2013.1 312.1/ｽﾞｾ ○

67
「家系図」と「お屋敷」で読み
解く歴代総理大臣 明治・大正篇

竹内 正浩∥著 実業之日本社 2017.6 312.1/ﾀｹ ○

68 松田正久と政党政治の発展 西山 由理花∥著 ミネルヴァ書房 2017.3 312.1/ﾆｼ ○

69 日記で読む近現代日本政治史
黒沢 文貴∥編著
季武 嘉也∥編著

ミネルヴァ書房 2017.4 312.1/ﾆﾂ ○

70 日本の内閣総理大臣事典 塩田 潮∥監修 辰巳出版 2011.11 312.1/ﾆﾎ ○

71 近代日本政治史 坂野 潤治∥著 岩波書店 2006.1 312.1/ﾊﾞﾝ ○

72
歴代宰相 明治・大正・昭和・平
成 上巻

― 毎日新聞社 2004.5 312.8/ﾚｷ/1 ○

73 日本宰相列伝 上下 三好 徹∥著 学陽書房 2005.1
913.6/ﾐﾖ/1・
2

○

岩手出身の政治家に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

74
歴代総理大臣伝記叢書 21
斎藤実

御厨 貴∥監修 ゆまに書房 2006.6 312.1/ﾚｷ/21 ○

75
昭和宰相列伝
権力の昭和史

現代の眼編集部∥編 現代評論社 1980.7 K/280/ｹﾞ1/1ｲ ○

76
後藤新平日本の羅針盤となった
男

山岡 淳一郎∥著 草思社 2014.12 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

77
後藤新平
大震災と帝都復興

越澤 明∥著 筑摩書房 2011.11 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

78
後藤新平
外交とヴィジョン

北岡 伸一∥著 中央公論社 1988.6 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

79
日本の近代をデザインした先駆
者

東京市政調査会∥編 東京市政調査会 2007.7 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

80
時代の先覚者・後藤新平
1857-1929

御厨 貴∥編 藤原書店 2004.10 K/289.1/ｺﾞﾄ ○

81
正伝・後藤新平 1～8、別巻
決定版

鶴見 祐輔∥著 藤原書店 2004～2007
K/289.1/ｺﾞﾄ
/1～9

○

82
日本宰相列伝 14
斎藤実

細川 隆元∥監修 時事通信社 1986.2 K/289.1/ｻｲ ○

83 斎藤実追想録
斎藤実元子爵銅像復元
会∥編

斎藤実元子爵銅像
復元会

1963.10 K/289.1/ｻｲ ○

84
田子一民
東北振興と社会福祉に尽くして

―
盛岡市文化振興事
業団盛岡市先人記
念館

［2013］ K/289.1/ﾀｺ ○

85 田子一民 田子 一民∥［著］
「田子一民」編纂
会

1970 K/289.1/ﾀｺ ○

86
岩手宰相論
日本を動かした岩手県人

七宮 涬三∥著 新人物往来社 1981.11 K/312.1/ｼﾁ ○

87
岩手の宰相“秘話”
原敬 斎藤実 米内光政

高橋 文彦∥著 岩手日報社 1997.11 K/312.1/ﾀｶ ○

88
惨殺
提督斎藤実「二・二六」に死す

高橋 文彦∥著 光人社 1999.2 K/913.6/ﾀｶ ○
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