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★：残部 1～2冊　　表示価格本体（税別）　　［人名＝被伝記者］〔解説執筆者〕 2022 年 6月1日現在
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★残部僅少が多数あります。
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★：残部 1～2冊　　表示価格本体（税別）　　［人名＝被伝記者］〔解説執筆者〕 2022 年 6月1日現在

　● 1 回［教育・福祉］22 巻（第 1-22 巻）［1987.9］4-283-00364-6　（183,500 円）

★ 1. 江木千之翁経歴談 上〈江木千之翁経歴談刊行会、昭和 8〉660 頁　4-87236-300-0……………………………… 13,000 円
★ 2. 江木千之翁経歴談 下〈江木千之翁経歴談刊行会、昭和 8〉〔伊藤敏行〕770 頁　4-87236-301-9 ……………… 14,000 円
★ 3. 吾父 沢柳政太郎〈沢柳礼次郎、昭和 12〉〔北村和夫〕310 頁　4-87236-302-7 ……………………………………7,000 円
★ 4. 教育生活五十年［篠原助市］〈篠原助市、昭和 31〉〔榑松かほる〕490 頁　4-87236-303-5 ………………………8,500 円
★ 5. 高嶺秀夫先生伝〈高嶺秀夫先生記念事業会、大正 10〉〔水原克敏〕290 頁　4-87236-304-3 ………………………7,000 円
★ 6. 外山正一先生小伝〈三上参次、明治 44〉〔寺﨑昌男〕90 頁　4-87236-305-1 ………………………………………3,000 円
★ 7. 自叙千字文［中村正直］／中村正直伝〈中村正直／石井民司、明治 20 ／ 40〉〔三好信浩〕180 頁　4-87236-306-X …

 …………………………………………………………………………………………………………………………………4,500 円
★ 8. 野口援太郎先生小伝〈野口先生建碑会、昭和 17〉〔清水康幸〕140 頁　4-87236-307-8 ……………………………3,000 円
★ 9. 森先生伝［森有礼］〈木村匡、明治 32〉〔木村力雄〕310 頁　4-87236-308-6 ………………………………………7,000 円
★ 10. 遍歴［鈴木治太郎］〈文学博士鈴木治太郎先生米寿祝賀記念行事実行委員会、昭和 37〉〔田中和一郎〕140 頁　

4-87236-309-4 ………………………………………………………………………………………………………………3,500 円
僅少  11. 本朝盲人伝〈文部省普通学務局（石川二三造）、大正 8〉〔津曲裕次〕240 頁　4-87236-310-8 …………………5,000 円
 12. 山路越えて［三田谷啓］〈三田谷啓、昭和 6,25,33〉〔津曲裕次〕200 頁　4-87236-311-6 ………………………3,500 円
★ 13. 日本点字の父石川倉次先生伝〈鈴木力二、昭和 36〉〔安藤房治〕240 頁　4-87236-312-4 ………………………5,000 円
★ 14. 井上明府遺稿［井上友一］〈近江匡男、大正 9〉〔右田紀久恵〕640 頁　4-87236-313-2 ……………………… 12,000 円
★ 15. 黎明に於ける東京都社会事業と安達憲忠翁〈光田健輔、昭和 31〉〔一番ヶ瀬康子〕240 頁　4-87236-314-0 …6,000 円
品切  16. 瓜生岩子〈奥寺龍渓、明治 44〉〔古林世士子〕290 頁　4-87236-315-9 ……………………………………………6,000 円
僅少  17. 石井十次伝〈石井記念協会、昭和 9〉〔柴田善守〕580 頁　4-87236-316-7 ……………………………………… 10,000 円
品切  18. 大江天也伝記〈雑賀博愛、大正 15〉〔小倉襄二〕870 頁　4-87236-317-5 ……………………………………… 20,000 円
★ 19. 子爵田中不二麿伝〈西尾豊作、昭和 9〉〔森川輝紀〕470 頁　4-87236-318-3 …………………………………… 10,000 円
僅少  20. 男爵辻新次翁〈安部季雄、昭和 15〉〔中野実〕360 頁　4-87236-319-1 ……………………………………………7,000 円
僅少  21. 留岡幸助君古稀記念集〈牧野虎次、昭和 8〉〔土井洋一〕850 頁　4-87236-320-5 ……………………………… 20,000 円
僅少  22. 山室軍平〈鑓田研一、昭和 11〉〔三吉明〕470 頁　4-87236-321-3 …………………………………………………8,500 円
　● 2 回［教育・福祉］16 巻（第 23-38 巻）［1988.3］4-283-00365-4　（142,500 円）
僅少  23. 楽石自伝 教界周遊前記［伊沢修二］／楽石 伊沢修二先生〈伊沢修二君還暦祝賀会／故伊沢先生記念事業会、明治 45

／大正 8〉〔上沼八郎〕820 頁　4-87236-322-1 ……………………………………………………………………… 18,000 円
品切  24. わが九十年の生涯［生江孝之］〈生江孝之先生自叙伝刊行委員会、昭和 33〉〔早川文野〕380 頁　4-87236-323-X ……

 …………………………………………………………………………………………………………………………………8,500 円
僅少  25. 岩下神父の生涯［岩下壮一］〈小林珍雄、昭和 36〉〔高倉節子〕430 頁　4-87236-324-8 …………………………8,500 円
僅少  26. 池上雪枝女史小伝／少年感化の母 池上雪枝／雪枝草紙［池上雪枝］〈大阪府立修徳学院／熊野隆治他／池上社、昭和

14 ／ 15 ／明治 18〉〔井上和子〕310 頁　4-87236-325-6 ………………………………………………………………6,500 円
★ 27. 富士川游先生〈富士川先生刊行会、昭和 29〉〔藤島岳〕250 頁　4-87236-326-4 …………………………………5,500 円
★ 28. 町田則文先生伝〈町田則文先生謝恩事業会、昭和 9〉〔下田知江〕390 頁　4-87236-327-2 ………………………8,000 円
★ 29. 三宅鉱一博士事績〈金子準二、昭和 38〉〔北沢清司〕110 頁　4-87236-328-0 ……………………………………3,000 円
僅少  30. 異常児教育三十年［脇田良吉］〈脇田良吉、昭和 7〉〔脇田豊〕310 頁　4-87236-329-9 …………………………7,000 円
★ 31. 矢嶋楫子伝〈久布白落実、昭和 10〉〔神田和子〕760 頁　4-87236-330-2 ……………………………………… 16,000 円
★ 32. 高島先生 教育報国六十年［高島平三郎］〈丸山鶴吉、昭和 15〉〔津曲裕次〕540 頁　4-87236-331-0 ……… 12,000 円
★ 33. 教育者の典型 滝沢菊太郎／滝沢菊太郎先生〈野口援太郎／滝沢先生祝賀会、昭和 9 ／大正 13〉〔山田昇〕650 頁

4-87236-332-99 …………………………………………………………………………………………………………… 15,000 円
★ 34. 岸清一伝〈岸同門会、昭和 14〉〔大場一義〕490 頁　4-87236-333-7 …………………………………………… 12,000 円
僅少  35. 盲啞人物伝〈村上久吉、昭和 18〉〔津曲裕次〕290 頁　4-87236-334-5 ……………………………………………6,500 円
★ 36. 遺稿 永井道明自叙伝〈永井道明先生後援会、昭和 26〉〔大場一義〕100 頁　4-87236-335-3 ……………………3,000 円
★ 37. 高野佐三郎〈埼玉県立文化会館、昭和 37〉〔小沢丘〕320 頁　4-87236-336-1 ……………………………………7,500 円
僅少  38. 長谷川りつ子記念集〈マハヤナ学園出版部、昭和 11〉〔一番ヶ瀬康子〕240 頁　4-87236-337-X ………………5,500 円
　● 3 回［憲政］8 巻（第 39-46 巻）［1988.6］4-283-00366-2　　揃 101,000 円
僅少  39. 風雲回顧録［岡本柳之助］〈平井駒次郎、大正 1〉〔遠藤芳信〕310 頁　4-87236-338-8 …………………………8,000 円
僅少  40. 元帥寺内伯爵伝［寺内正毅］〈黒田甲子郎、大正 9〉〔山田朗〕1280 頁　4-87236-339-6 ……………………… 25,000 円
僅少  41. 過去六十年事蹟［雨宮敬次郎］〈桜内幸雄、明治 40〉〔斎藤康彦〕430 頁　4-87236-340-X …………………… 10,000 円
僅少  42. 曽我祐準翁自叙伝〈曽我祐準、昭和 5〉〔山田朗〕590 頁　4-87236-341-8 ……………………………………… 13,000 円
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僅少  43. 井上角五郎先生伝〈近藤吉雄、昭和 18〉〔村瀬信一〕580 頁　4-87236-342-6 ………………………………… 13,000 円
僅少  44. 父、樺山資紀〈樺山愛輔、昭和 29〉〔広瀬順晧〕450 頁　4-87236-343-4 …………………………………………9,500 円
僅少  45. 謝海言行録［神鞭知常］〈橋本五雄、明治 42〉〔酒田正敏〕420 頁　4-87236-344-2 ………………………………9,500 円
僅少  46. 観樹将軍回顧録［三浦梧楼］〈小谷保太郎、大正 14〉〔遠藤芳信〕580 頁　4-87236-345-0 …………………… 13,000 円
　● 4 回［憲政］9 巻（第 47-55 巻）［1988.10］4-283-00367-0　　揃 128,500 円
僅少  47. 田健治郎伝〈田健治郎伝記編纂会、昭和 7〉〔伊藤之雄〕700 頁　4-87236-346-9 ……………………………… 17,000 円
僅少  48. 男爵 郷誠之助君伝〈財団法人郷男爵記念会、昭和 18〉〔三和良一〕870 頁　4-87236-347-7 ………………… 20,000 円
僅少  49. 陸軍大将川上操六〈徳富猪一郎、昭和 17〉〔山田朗〕270 頁　4-87236-348-5 ……………………………………6,000 円
僅少  50. 克堂佐々先生遺稿［佐々友房］〈佐々克堂先生遺稿刊行会、昭和 11〉〔有馬学〕630 頁　4-87236-349-3 …… 15,000 円
僅少  51. 明石元二郎 上〈小森徳治、昭和 3〉620 頁　4-87236-350-7 ……………………………………………………… 14,000 円
僅少  52. 明石元二郎 下〈小森徳治、昭和 3〉〔山田朗〕600 頁　4-87236-351-5 ………………………………………… 14,000 円
僅少  53. 江木翼伝〈江木翼君伝記編纂会、昭和 14〉〔楠精一郎〕670 頁　4-87236-352-3 ……………………………… 17,000 円
僅少  54. 江木翼論叢〈江木翼、昭和 13〉〔楠精一郎〕710 頁　4-87236-353-1 …………………………………………… 17,000 円
僅少  55. 小松原英太郎君事略〈小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正 13〉〔山田朗〕310 頁　4-87236-354-X ……8,500 円
　● 5 回［婦人］11 巻（第 56-66 巻）［1989.1］4-283-00368-9　（99,000 円）
僅少  56. 成瀬先生伝［成瀬仁蔵］〈仁科節、昭和 3〉〔中嶌邦〕640 頁　4-87236-355-8 ………………………………… 12,000 円
★ 57. 吉岡弥生伝〈神崎清、昭和 16〉〔三神美和・川野辺静〕570 頁　4-87236-356-6 ……………………………… 11,000 円
僅少  58. 跡見花蹊女史伝〈高橋勝介、昭和 7〉〔千住克己〕250 頁　4-87236-357-4 …………………………………………7,000 円
僅少  59. 松尾多勢子〈市村咸人、昭和 15〉〔高木俊輔〕400 頁　4-87236-358-2 ……………………………………………7,500 円
僅少  60. 拓きゆく道／紫式部学会と私［栗山津禰］〈栗山津禰、昭和 15 ／ 34〉〔水野真知子〕480 頁　4-87236-359-0 ………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10,000 円
僅少  61. 赤十字愛に輝く 萩原タケ子の生涯〈斎藤弔花、昭和 11〉〔吉川龍子〕290 頁　4-87236-360-4 …………………7,000 円
僅少  62. 伝記棚橋絢子刀自〈中村武羅夫、昭和 13〉〔真橋美智子〕220 頁　4-87236-361-2 ………………………………5,000 円
僅少  63. 岡村悦子伝〈岡村会、昭和 17〉〔亀山美知子〕340 頁　4-87236-362-0 ……………………………………………7,500 円
僅少  64. 貴女は誰れ ?［林歌子］〈久布白落実、昭和 7〉〔高橋喜久江〕300 頁　4-87236-363-9 …………………………7,000 円
★ 65. 教育一路／汎太平洋婦人会議に列して［木内キヤウ］〈木内キヤウ、昭和 4 ／ 28〉〔淡島富久〕290 頁
  4-87236-364-7 ………………………………………………………………………………………………………………7,000 円
僅少  66.下田歌子先生伝〈故下田校長先生伝記編纂所、昭和 18〉〔上沼八郎〕790 頁　4-87236-365-5 ……………… 18,000 円
　● 6 回［福祉］7 巻（第 67-73 巻）［1989.7］4-283-00369-7　（64,800 円）

★ 67. 追想集 糸賀一雄〈糸賀記念会、昭和 45〉〔野上芳彦〕270 頁　4-87236-366-3 ……………………………………6,500 円
★ 68. 七十七年の想ひ出［ガントレット恒子］〈ガントレット恒子、昭和 24〉〔高橋喜久江〕180 頁　4-87236-367-1 4,600 円
僅少  69.ドクトル・ヘボン〈高谷道男、昭和 29〉〔遠藤興一〕470 頁　4-87236-368-X ………………………………… 10,000 円
★ 70. 山室機恵子〈山室軍平、大正 5〉〔三吉明〕250 頁　4-87236-369-8 …………………………………………………6,200 円
★ 71. おばあちやんの一生―岡上菊栄伝／三十余年の懐古［岡上菊栄］〈宮地仁／岡上菊栄、昭和 25 ／ 17〉〔丹野喜久子〕

200 頁　4-87236-370-1 ……………………………………………………………………………………………………3,500 円
品切  72. 社会事業功労者事蹟〈厚生省社会局、昭和 4〉〔一番ヶ瀬康子〕620 頁　4-87236-371-X ……………………… 14,500 円
★ 73. 法学博士 桑田熊蔵遺稿集〈桑田一夫、昭和 9〉〔社本修〕860 頁　4-87236-372-8 …………………………… 19,500 円
　● 7 回［婦人］8 巻（第 74-81 巻）［1990.2］4-283-00370-0　（73,107 円）
僅少  74. かの子の記［岡本かの子］〈岡本一平、昭和 17〉〔熊坂敦子〕320 頁　4-87236-373-6 ……………………………8,058 円
★ 75. 女優生活廿年［森律子］〈森律子、昭和 5〉〔大笹吉雄〕330 頁　4-87236-374-4 …………………………………8,350 円
★ 76. 竹崎順子〈徳富健次郎、大正 12〉〔高野静子〕910 頁　4-87236-375-2 ………………………………………… 22,330 円
★ 77. 奥村五百子詳伝〈大久保高明、明治 41〉〔永原和子〕610 頁　4-87236-376-0 ………………………………… 12,039 円
★ 78. 自叙伝［鳩山春子］〈鳩山春子、昭和 5〉〔真橋美智子〕270 頁　4-87236-377-9 …………………………………6,505 円
★ 79. 小伝［星野あい］〈星野あい、昭和 35〉〔中村ミチコ〕180 頁　4-87236-378-7 ……………………………………4,272 円
僅少  80. 女囚とともに［三田庸子］〈三田庸子、昭和 30〉〔太田由加里〕210 頁　4-87236-379-5 …………………………5,049 円
★ 81. 安井てつ伝〈青山なを、昭和 24〉〔永原和子〕430 頁　4-87236-380-9 ……………………………………………6,505 円
　● 8 回［思想］8 巻（第 82-89 巻）［1991.11］4-283-00371-9　（105,826 円）
僅少  82. 新井奥邃先生〈永島忠重、昭和 8〉〔工藤正三〕350 頁　4-87236-381-7 ……………………………………………6,796 円
品切  83. 田中正造之生涯〈木下尚江、昭和 3〉〔浪川七五朗〕770 頁　4-87236-382-5 …………………………………… 18,932 円
★ 84. 懺悔［木下尚江］〈木下尚江、明治 39〉〔後神俊文〕230 頁　4-87236-383-3 ………………………………………7,282 円
僅少  85. 徳富蘇峰〈早川喜代次、昭和 43〉〔安達史人〕710 頁　4-87236-384-1 ………………………………………… 17,476 円
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★ 86. 安部磯雄伝〈片山哲、昭和 33〉〔浪川七五朗〕260 頁　4-87236-385-X ……………………………………………7,282 円
★ 87. ある心の自叙伝［長谷川如是閑］〈長谷川如是閑、昭和 25〉〔山領健二〕400 頁　4-87236-386-8 …………… 10,680 円
品切  88. 加藤弘之自叙伝〈加藤弘之、大正 4〉〔吉田曠二〕220 頁　4-87236-387-6 …………………………………………5,825 円
品切  89. 鈴木真年伝〈鈴木防人、昭和 18〉〔宝賀寿男〕1326 頁　4-87236-388-4 ………………………………………… 31,553 円
　● 9 回［婦人］10 巻（第 90-99 巻）［1992.7］4-283-00372-7　（83,979 円）
僅少  90. 越えて来た道［都河竜］〈都河竜、昭和 5〉〔茅野礼子〕620 頁　4-87236-389-2 ……………………………… 15,534 円
僅少  91. 一葉と時雨［樋口一葉／長谷川時雨］〈生田花世、昭和 18〉〔尾形明子〕300 頁　4-87236-390-6 ………………7,767 円
僅少  92. 日露戦争秘史中の河原操子〈福島貞子、昭和 10〉〔茅野礼子〕350 頁　4-87236-391-4 …………………………8,738 円
★ 93. 私の半生記［神近市子］〈神近市子、昭和 31〉〔江刺昭子〕280 頁　4-87236-392-2 ………………………………6,796 円
★ 94. 婦人記者廃業記［北村兼子］〈北村兼子、昭和 3〉〔中村幸〕270 頁　4-87236-393-0 ……………………………6,796 円
★ 95. 教壇［河内いね］〈河内いね、昭和 16〉〔新井淑子〕310 頁　4-87236-394-9 ………………………………………8,252 円
★ 96. 大西絹子先生余芳〈村田富、昭和 9〉〔西川宏〕190 頁　4-87236-395-7 ……………………………………………5,825 円
★ 97. 私の人生［河口愛子］〈河口愛子、昭和 36〉〔草刈拓〕210 頁　4-87236-396-5 ……………………………………5,825 円
品切  98. 感激の思ひ出［高橋鏡子］〈高橋鏡子、昭和 17〉〔板垣邦子〕520 頁　4-87236-397-3 ………………………… 13,592 円
★ 99. 石川ふさ先生と女教員会二十年史〈石川ふさ先生教壇五十年記念祝賀会、昭和 16〉〔新井淑子〕190 頁
  4-87236-398-1 ………………………………………………………………………………………………………………4,854 円
　● 10 回［宗教］10 巻（第 100-109 巻）［1992.10］4-283-00373-5　（133,980 円）

★ 100. 新島襄先生伝〈ゼー・デー・デビス、大正 6〉〔杉井六郎〕420 頁　4-87236-399-X ………………………… 11,650 円
★ 101. 信仰五十年史［田村直臣］〈田村直臣、大正 13〉〔秋山繁雄〕360 頁　4-87236-400-7 …………………………8,738 円
僅少  102. 七十年の回顧［小崎弘道］〈小崎弘道、昭和 2〉〔岩村信二〕470 頁　4-87236-401-5 ………………………… 12,621 円
品切  103. 湯浅治郎〈湯浅三郎、昭和 7〉〔太田愛人〕200 頁　4-87236-402-3 ………………………………………………5,825 円
品切  104. 新渡戸稲造伝〈石井満、昭和 9〉〔佐藤全弘〕740 頁　4-87236-403-1 ………………………………………… 17,476 円
品切  105. 植村正久伝〈青芳勝久、昭和 10〉〔大内三郎〕530 頁　4-87236-404-X ……………………………………… 13,592 円
品切  106. 日本近世基督教人物史〈比屋根安定、昭和 10〉〔太田愛人〕640 頁　4-87236-405-8 ………………………… 15,534 円
品切  107. 平岩愃保伝〈倉長巍、昭和 13〉〔沢田泰紳〕270 頁　4-87236-406-6 ………………………………………………7,767 円
★ 108. 海老名弾正先生〈渡瀬常吉、昭和 13〉〔関岡一成〕520 頁　4-87236-407-4 …………………………………… 17,476 円
品切  109. ブゼル先生伝〈栗原基、昭和 15〉〔佐々木敏郎〕900 頁　4-87236-408-2 ……………………………………… 23,301 円
　● 11 回［ジャーナリスト］13 巻（第 110-122 巻）［1993.6］4-283-00374-3　（141,745 円）

★ 110. 懐往事談［福地源一郎］〈福地源一郎、明治 28〉〔山本武利〕260 頁　4-87236-409-0 …………………………7,767 円
品切  111. 沼間守一〈石川安次郎、明治 34〉〔遠山正文〕220 頁　4-87236-410-4 ……………………………………………6,796 円
★ 112. 新聞記者之十年間［平田久］〈平田久、明治 35〉〔和田守〕490 頁　4-87236-411-2 ………………………… 13,592 円
★ 113. 天下之記者一名山田一郎君言行録〈薄田斬雲、明治 39〉〔有山輝雄〕400 頁　4-87236-412-0 ……………… 11,650 円
品切  114. 鼎軒田口先生伝［田口卯吉］〈塩島仁吉、明治 45〉〔有山輝雄〕440 頁　4-87236-413-9 …………………… 12,621 円
品切  115. 先駆者岸田吟香〈杉山栄、昭和 27〉〔山本武利〕260 頁　4-87236-414-7 …………………………………………7,767 円
★ 116. 明治大正昭和 記者生活二十年の記録［小野賢一郎］〈小野賢一郎、昭和 4〉〔土屋礼子〕690 頁　4-87236-415-5 …

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17,476 円
品切  117. 四十五年記者生活［松井柏軒］〈松井柏軒、昭和 4〉〔山本武利〕400 頁　4-87236-416-3 …………………… 12,621 円
品切  118. 龍渓矢野文雄君伝〈小栗又一、昭和 5〉〔佐藤能丸〕390 頁　4-87236-417-1 ………………………………… 12,621 円
品切  119. 桐原捨三翁追懐録〈福良虎雄、昭和 5〉〔井川充雄〕270 頁　4-87236-418-X ……………………………………7,767 円
品切  120. 鬼城自叙伝［西河通徹］〈西河謙吉、昭和 6〉〔有山輝雄〕100 頁　4-87236-419-8 ………………………………5,825 円
★ 121. 七十七年の回顧［関直彦］〈関直彦、昭和 6〉〔佐々木隆〕352 頁　4-87236-420-1 …………………………… 11,650 円
品切  122. 野梓伝〈西村真次、昭和 10〉〔梶田明宏〕420 頁　4-87236-421-X …………………………………………… 13,592 円
　● 12 回［宗教］12 巻（第 123-134 巻）［1993.9］4-283-00375-1　（148,544 円）

★ 123. 六十一年 一名赤裸裸［村上専精］〈村上専精、大正 3〉〔塩崎幸雄〕470 頁　4-87236-422-8 ……………… 13,592 円
★ 124. 大道長安仁者全集稿本〈大道長安、大正 5〉〔高橋秀栄〕1580 頁　4-87236-423-6 …………………………… 40,777 円
★ 125. 井上円了先生〈三輪政一、大正 8〉〔菅沼晃〕370 頁　4-87236-424-4 ………………………………………… 10,680 円
品切  126. 宗演禅師と其周囲［釈宗演］〈長尾宗軾、大正 12〉〔塩崎幸雄〕360 頁　4-87236-425-2 …………………… 10,680 円
★ 127. 南条文雄自叙伝〈南条文雄、大正 13〉〔安藤嘉則〕130 頁　4-87236-426-0 ………………………………………3,883 円
★ 128. 本多日生上人〈礒部満事、昭和 6〉〔稲垣真美〕340 頁　4-87236-427-9 ……………………………………… 10,680 円
品切  129. 島地大等和上行実〈白井成允、昭和 8〉〔山内舜雄〕160 頁　4-87236-428-7 ……………………………………5,825 円
品切  130. 独有雲来師余影［荻原雲来］〈荻原博士記念会、昭和 13〉〔石上善応〕230 頁　4-87236-429-5 ………………6,796 円
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品切  131. 宇都宮黙霖〈知切光歳、昭和 17〉〔芳賀登〕400 頁　4-87236-430-9 …………………………………………… 11,650 円
品切  132. 高嶋米峰自叙伝／米峰回顧談 続高嶋米峰自叙伝〈高嶋米峰、昭和 25 ／ 26〉〔塩崎幸雄〕650 頁　4-87236-431-7 …

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15,534 円
品切  133. 高楠順次郎先生伝〈鷹谷俊之、昭和 32〉〔水野弘元〕300 頁　4-87236-432-5 ……………………………………8,738 円
品切  134. 新版 わが生涯［姉崎正治］／姉崎正治先生の業績〈姉崎正治／姉崎正治先生生誕百年記念会、昭和 49〉〔渡辺宝陽〕

350 頁　4-87236-433-3 ……………………………………………………………………………………………………9,709 円
　● 13 回［医学］7 巻（第 135-141 巻）［1994.2］4-283-00376-X　（100,970 円）

★ 135. 華岡青洲先生及其外科〈呉秀三、大正 12〉〔片桐一男〕630 頁　4-87236-434-1 ……………………………… 16,505 円
★ 136. 堀内素堂〈堀内亮一、昭和 7〉〔片桐一男〕196 頁　4-87236-435-X ………………………………………………7,767 円
品切  137. 蘭学全盛時代と蘭畴の生涯［松本順］〈鈴木要吾、昭和 8〉〔大島貞夫・太田安雄〕300 頁　4-87236-436-8 12,621 円
★ 138. 高良斎〈高於菟三・高壮吉、昭和 14〉〔片桐一男〕440 頁　4-87236-437-6 …………………………………… 12,621 円
★ 139. 蘭医佐藤泰然 その生涯とその一族門流〈村上一郎、昭和 16〉〔片桐一男〕350 頁　4-87236-438-4 ……… 13,592 円
★ 140. 中川淳庵先生〈和田信二郎、昭和 16〉〔片桐一男〕330 頁　4-87236-439-2 …………………………………… 12,621 円
品切  141. 青木周弼〈岡原義二、昭和 16〉〔田中助一〕780 頁　4-87236-440-6 …………………………………………… 25,243 円
　● 14 回［宗教］11 巻（第 142-152 巻）［1994.5］4-283-00377-8　（137,864 円）

品切  142. 鉄禅的快男子 釈元恭／釈元恭〈山本孝則・音川文之／上島長久、明治 28 ／ 29〉〔加藤正俊〕340 頁
  4-87236-441-4 ………………………………………………………………………………………………………………8,738 円
★ 143. 木母堂全集［土宜法龍］〈宮崎忍海、大正 13〉〔金岡秀友〕1030 頁　4-87236-442-2 ………………………… 25,243 円
★ 144. 清沢満之〈観照社、昭和 3〉〔脇本平也〕310 頁　4-87236-443-0 …………………………………………………8,738 円
★ 145. 新居日薩〈薩和上遺稿事蹟編纂会、昭和 12〉〔石川教張〕1147 頁　4-87236-444-9 ………………………… 32,039 円
★ 146. 大田垣蓮月〈成瀬慶子、昭和 18〉〔津田直子〕300 頁　4-87236-445-7 ……………………………………………8,738 円
僅少  147. 麗人九条武子〈佐佐木信綱、昭和 9〉〔佐佐木幸綱〕490 頁　4-87236-446-5 ………………………………… 12,621 円
品切  148. 豪僧北畠道龍〈北畠道龍顕彰会、昭和 31〉〔木場明志〕210 頁　4-87236-447-3 …………………………………6,796 円
★ 149. 大谷光瑞師の生涯〈大谷光瑞猊下記念会、昭和 31〉〔信楽峻麿〕160 頁　4-87236-448-1 ………………………4,854 円
品切  150. 野村望東尼伝〈小野則秋・磯辺実、昭和 18〉〔芳賀登〕890 頁　4-87236-449-X …………………………… 10,680 円
品切  151. 興亜風雲譚［武田範之］〈井上右、昭和 17〉〔石川力山〕420 頁　4-87236-450-3 …………………………… 11,650 円
品切  152. 河瀬秀治先生伝〈斎藤一暁、昭和 16〉〔松本晧一〕260 頁　4-87236-451-1 ………………………………………7,767 円
　● 15 回［スポーツ・医学・保健］10 巻（第 153-162 巻）［1994.12］4-283-00378-6　（101,942 円）

★ 153. 航空とスキーの先駆者 人間 長岡外史〈戸田大八郎、昭和 51〉〔矢富厳夫〕370 頁　4-87236-452-X ……… 10,680 円
僅少  154. スパイクの跡／ゴールに入る［人見絹枝］〈人見絹枝、昭和 4 ／ 6〉〔萩原美代子〕670 頁　4-87236-453-8 17,476 円
★ 155. スポーツ生活六十年／聖火をかかげて スポーツ市長 平沼亮三伝〈平沼亮三／松本興、昭和 18 ／ 38〉〔高津勝〕
  560 頁　4-87236-454-6 ………………………………………………………………………………………………… 15,534 円
品切  156. 長谷川泰先生小伝〈山口梧郎、昭和 10〉〔滝沢利行〕190 頁　4-87236-455-4 ……………………………………5,825 円
品切  157. 星野鉄男〈村上賢三・木村与一、昭和 8〉〔滝沢利行〕340 頁　4-87236-456-2 …………………………………9,709 円
★ 158. 石塚左玄〈桜沢如一、昭和 3〉〔滝沢利行〕150 頁　4-87236-457-0 ………………………………………………4,854 円
品切  159. 桜井郁二郎先生伝〈柳井貴三、昭和 16〉〔吉川龍子〕180 頁　4-87236-458-9 ……………………………………5,825 円
★ 160. 橋本綱常先生〈日本赤十字社病院、昭和 11〉〔滝沢利行〕500 頁　4-87236-459-7 …………………………… 13,592 円
★ 161. 石黒忠悳 懐旧九十年〈石黒忠悳、昭和 11〉〔吉川龍子〕510 頁　4-87236-460-0 …………………………… 13,592 円
★ 162. 秦佐八郎小伝／秦佐八郎の生涯と業績〈秦八千代／秦藤樹、昭和 27 ／ 62〉〔吉川龍子〕170 頁　4-87236-461-9 …

 …………………………………………………………………………………………………………………………………4,854 円
　● 16 回［婦人］8 巻（第 163-170 巻）［1995.3］4-283-00379-4　　（112,621 円）

★ 163. 大津事件の烈女 畠山勇子〈沼波武夫、大正 15〉〔鳥居千代香〕200 頁　4-87236-462-7 ………………………6,796 円
僅少  164. お鯉物語［安藤照］〈安藤照、昭和 2〉〔塩崎幸雄〕560 頁　4-87236-463-5 …………………………………… 16,505 円
★ 165. 続お鯉物語［安藤照］〈安藤照、昭和 2〉470 頁　4-87236-464-3 ……………………………………………… 14,563 円
僅少  166. 奥原晴湖〈稲村量平、昭和 4〉〔田川のり子〕220 頁　4-87236-465-1 ……………………………………………8,738 円
★ 167. 永井ゑい子詩文〈永井元、昭和 4〉〔江刺昭子〕1380 頁　4-87236-466-X …………………………………… 36,893 円
★ 168. 穂積歌子〈蘆谷重常、昭和 9〉〔草刈拓〕360 頁　4-87236-467-8 ……………………………………………… 11,650 円
★ 169. 湯浅初子〈久布白落実、昭和 12〉〔茅野礼子〕240 頁　4-87236-468-6 ……………………………………………8,738 円
僅少  170. 私の歩んだ道［竹内寿恵］〈竹内寿恵、昭和 29〉〔茅野礼子〕260 頁　4-87236-469-4 …………………………8,738 円
　● 17 回［憲政］10 巻（第 171 ～ 180 巻）［1995.6］4-283-00380-8　（205,826 円）

★ 171. 伯爵後藤象二郎〈大町桂月、大正 3〉〔鳥海靖〕820 頁　4-87236-470-8 ……………………………………… 21,359 円



[ 6 ]伝記叢書 発行・大空社 /販売・大空社出版

★：残部 1～2冊　　表示価格本体（税別）　　［人名＝被伝記者］〔解説執筆者〕 2022 年 6月1日現在

★ 172. 自然の人小村寿太郎〈桝本卯平、大正 3〉〔藤村道生〕750 頁 4-87236-471-6 ………………………………… 21,359 円
僅少  173. 大鳥圭介伝〈山崎有信、大正 4〉〔古賀志郎〕650 頁　4-87236-472-4 ………………………………………… 18,447 円
★ 174. 中牟田倉之助伝〈中村孝也、大正 8〉〔野村実〕930 頁　4-87236-473-2 ……………………………………… 23,301 円
品切  175. 加藤高明 上巻〈伊藤正徳、昭和 4〉〔山本四郎〕830 頁　4-87236-474-0 ……………………………………… 22,330 円
品切  176. 加藤高明 下巻〈伊藤正徳、昭和 4〉820 頁　4-87236-475-9 …………………………………………………… 22,330 円
品切  177. 野田大塊伝［野田卯太郎］〈坂口二郎、昭和 4〉〔季武嘉也〕900 頁　4-87236-476-7 ………………………… 25,243 円
★ 178. 浜口雄幸伝〈小柳津五郎、昭和 6〉〔波多野勝〕680 頁　4-87236-477-5 ……………………………………… 18,447 円
品切  179. 中橋徳五郎 上巻〈牧野良三、昭和 19〉〔宇野俊一〕650 頁　4-87236-478-3 ………………………………… 17,476 円
品切  180. 中橋徳五郎 下巻〈牧野良三、昭和 19〉590 頁　4-87236-479-1 ………………………………………………… 15,534 円
　● 18 回［日本で活躍した外国人］12 巻（第 181-192 巻）［1995.10］4-283-00381-6　（121,358 円）

★ 181. ブース大将伝〈山室軍平、明治 39〉〔三吉明〕570 頁　4-87236-480-5 ………………………………………… 14,563 円
★ 182. はりす夫人［フローラ・ベスト・ハリス］〈山鹿旗之進、明治 44〉〔内藤知美〕390 頁　4-87236-481-3 … 11,650 円
★ 183. ジョン・バチラー自叙伝 我が記憶をたどりて〈ジョン・バチラー、昭和 3〉〔藤本英夫〕360 頁 4-87236-482-1 ……

 …………………………………………………………………………………………………………………………………9,709 円
僅少  184. ドクトル・ホイトニーの思ひ出〈ホイトニー夫人・梶夫人、昭和 5〉〔酒井シヅ〕180 頁 4-87236-483-X ……5,825 円
品切  185. 日本人モラエス〈花野富蔵、昭和 15〉〔岡村多希子〕320 頁　4-87236-484-8 ……………………………………8,738 円
★ 186. 完訳 闘へる印度　S・チャンドラ・ボース自伝〈綜合インド研究室訳、昭和 18〉〔塩崎幸雄〕490 頁
 　4-87236-485-6 ……………………………………………………………………………………………………………… 12,621 円
★ 187. 周作人先生のこと〈方紀生、昭和 19〉〔塩崎幸雄〕270 頁　4-87236-486-4 ………………………………………6,796 円
★ 188. ホセ・リサール伝〈花野富蔵、昭和 17〉〔塩崎幸雄〕340 頁　4-87236-487-2 ………………………………… 10,680 円
品切  189. アジアのめざめ 印度志士ビバリ・ボースと日本／ボースとリカルテ〈相馬黒光・相馬安雄／中山忠直、昭和 28 ／

17〉〔田中正明〕530 頁　4-87236-488-0 ……………………………………………………………………………… 13,592 円
★ 190. コンウォール・リー女史の生涯と偉業〈貫民之介、昭和 29〉〔高見沢潤子〕180 頁　4-87236-489-9 …………4,854 円
★ 191. エルウィン・フォン・ベルツ 日本に於ける一ドイツ人医師の生涯と業績〈ショットレンダー著・石橋長英訳、昭和

46〉〔梅渓昇〕320 頁　4-87236-490-2 ……………………………………………………………………………………8,738 円
★ 192. クラーク先生詳伝〈逢坂信忢、昭和 31〉〔福島恒雄〕500 頁　4-87236-491-0 ………………………………… 13,592 円
　● 19 回［婦人］8 巻（第 193-200 巻）［1995.12］4-283-00382-4　（94,174 円）

品切  193. 竹越竹代の生涯／一葉草子［下山京子］〈竹越熊三郎／下山京子、昭和 40 ／大正 3〉〔江刺昭子〕520 頁
 　4-87236-492-9 ……………………………………………………………………………………………………………… 14,563 円
★ 194. 小さき命 林てる子遺稿集〈林要、大正 14〉〔江刺昭子〕560 頁　4-87236-493-7 …………………………… 14,563 円
★ 195. 霊肉の闘ひ［小杉イ子］〈小杉イ子、大正 15〉〔鳥海昭子〕420 頁 4-87236-494-5 …………………………… 12,621 円
★ 196. 浅野翁夫人正伝 女の一心［浅野サク子］〈北林惣吉、昭和 6〉〔鳥海昭子〕190 頁　4-87236-495-3 …………5,825 円
★ 197. わが母／家庭に活く徳富蘇峰夫人［徳富久子／徳富静子］〈徳富猪一郎／斎藤弔花、昭和 6 ／ 18〉〔高野静子〕
  660 頁　4-87236-496-1 ………………………………………………………………………………………………… 17,476 円
★ 198. 栗原母子伝［栗原イネ］〈渡利亭一、昭和 7〉〔茅野礼子〕340 頁　4-87236-497-X ………………………… 14,563 円
★ 199. 大隈熊子夫人言行録〈堀部久太郎、昭和 8〉〔茅野礼子〕310 頁　4-87236-498-8 …………………………… 10,680 円
★ 200. 鎮魂　生田花世の生涯〈和田艶子、昭和 46〉〔田川のり子〕110 頁　4-87236-499-6 ……………………………3,883 円
　● 20 回［音楽］9 巻（第 201-209 巻）［1996.4］4-283-00383-2　　揃 94,174 円
僅少  201. 音楽生活二十年［大田黒元雄］〈大田黒元雄、昭和 10〉〔増井敬二〕390 頁　4-87236-500-3 ……………… 11,650 円
僅少  202. 啞蝉坊流生記［添田啞蝉坊］〈添田啞蝉坊、昭和 16〉〔堀切利高〕400 頁　4-87236-501-1 ………………… 12,621 円
僅少  203. おもかげ［小山作之助］〈村上市郎、昭和 16〉〔上笙一郎〕170 頁　4-87236-502-X ……………………………5,825 円
僅少  204. お蝶夫人［三浦環］〈吉本明光、昭和 22〉〔増井敬二〕360 頁　4-87236-503-8 ……………………………… 10,680 円
 205. 未完の独奏［兼常清佐］〈兼常清佐、昭和 25〉〔仲万美子〕210 頁　4-87236-504-6 ……………………………8,738 円
 206. 滝廉太郎伝〈宮瀬睦夫、昭和 30〉〔小長久子〕330 頁　4-87236-505-4 ………………………………………… 10,680 円
僅少  207. ペチカは燃える 若き作曲家 今川節君のこと／ペチカよ永久に 今川節追悼顕彰誌〈江守賢治／平井英治、昭和 38 ／

55〉〔上笙一郎〕280 頁　4-87236-506-2 …………………………………………………………………………………8,738 円
僅少  208. 作曲家 藤井清水〈呉市昭和地区郷土史研究会、昭和 56〉〔横田若水〕410 頁　4-87236-507-0 …………… 13,592 円
僅少  209. 大きな紅ばら 関鑑子追想集〈関鑑子追想集編集委員会、昭和 56〉〔矢沢寛〕370 頁　4-87236-508-9 …… 11,650 円
　● 21 回［宗教］13 巻（第 210-222 巻）［1996.7］4-283-00384-0　　揃 195,145 円
僅少  210. 沢山保羅伝〈武本喜代蔵・古木虎三郎、明治 43〉〔茂義樹〕230 頁　4-87236-509-7 ……………………………6,796 円
僅少  211. 信仰三十年基督者列伝〈警醒社、大正 10〉〔太田愛人〕360 頁　4-87236-510-0 ……………………………… 11,650 円
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僅少  212. 江原素六先生伝〈江原先生伝編纂委員会、大正 12〉〔太田愛人〕910 頁　4-87236-511-9 …………………… 26,214 円
僅少  213. 信仰五十年［松村介石］〈松村介石、大正 15〉〔本井康博〕290 頁　4-87236-512-7 ……………………………8,738 円
僅少  214.Memorials of Naibu Kanda 神田乃武先生追憶及遺稿〈神田記念事業委員会、昭和 2〉〔平川祐弘〕540 頁
 　4-87236-513-5 ……………………………………………………………………………………………………………… 10,680 円
僅少  215. 高畠素之先生の思想と人物〈茂木実臣、昭和 5〉〔田中真人〕180 頁　4-87236-514-3 …………………………5,825 円
僅少  216. 聖雄押川方義〈大塚栄三、昭和 7〉〔塩崎幸雄〕250 頁　4-87236-515-1 …………………………………………7,767 円
僅少  217. 本多庸一伝〈岡田哲蔵、昭和 10〉〔気賀健生〕470 頁　4-87236-516-X ……………………………………… 15,534 円
僅少  218. 奥野昌綱先生略伝並歌集 全〈黒田惟信、昭和 11〉〔鈴木範久〕470 頁　4-87236-517-8 …………………… 14,563 円
僅少  219. 浮田和民先生追懐録〈故浮田和民先生追懐録編纂委員会、昭和 23〉〔尾崎ムゲン〕420 頁　4-87236-518-6 14,563 円
僅少  220. 宮川経輝〈高橋虔、昭和 32〉〔杉井六郎〕570 頁　4-87236-519-4 ……………………………………………… 18,447 円
僅少  221. 佐伯好郎遺稿並伝 上〈法本義弘、昭和 45〉〔佐伯史郎〕870 頁　4-87236-520-8 …………………………… 27,184 円
僅少  222. 佐伯好郎遺稿並伝 下〈法本義弘、昭和 45〉〔佐伯史郎〕930 頁　4-87236-521-6 …………………………… 27,184 円
　● 22 回［宗教］16 巻（第 223-238 巻）［1996.10］4-283-00385-9　　揃 177,666 円
僅少  223. 山本覚馬〈青山霞村、昭和 3〉〔本井康博〕310 頁　4-87236-522-4 ………………………………………………9,709 円
 224. 真人 横川省三伝〈利岡中和、昭和 10〉〔塩崎幸雄〕450 頁　4-87236-523-2 ………………………………… 15,534 円
 225. 小諸義塾と木村熊二先生〈小山周次、昭和 11〉〔塩崎幸雄〕160 頁　4-87236-524-0 ……………………………5,825 円
僅少  226. 平田平三伝〈田中亀之助、昭和 13〉〔沢田泰紳〕630 頁　4-87236-626-9 ……………………………………… 20,388 円
僅少  227. ビリヨン神父の生涯［アマトゥス・ビリオン］〈狩谷平司、昭和 13〉〔池田敏雄〕360 頁　4-87236-526-7 11,650 円
僅少  228. 朝陽門外［清水安三］〈清水安三、昭和 14〉〔衛藤藩吉〕380 頁　4-87236-527-5 …………………………… 11,650 円
僅少  229. 偉人 日疋信亮〈石井伝一、昭和 16〉〔塩崎幸雄〕220 頁　4-87236-528-3 ………………………………………7,767 円
僅少  230. 独立伝道者 畔上賢造〈藤本正高、昭和 17〉〔佐藤全弘〕370 頁　4-87236-529-1 …………………………… 11,650 円
僅少  231. 更正保護の父 原胤昭〈若木雅夫、昭和 26〉〔船越麻子〕190 頁　4-87236-530-5 ………………………………6,796 円
僅少  232. 宮部金吾〈宮部金吾博士記念出版刊行会、昭和 28〉〔佐藤全弘〕380 頁　4-87236-531-3 …………………… 11,650 円
僅少  233. 中田重治伝〈米田勇、昭和 34〉〔宮沢正典〕590 頁　4-87236-532-1 …………………………………………… 19,417 円
僅少  234. 片岡健吉先生の生涯〈片岡健吉先生銅像再建期成会、昭和 38〉〔太田愛人〕360 頁　4-87236-533-X …… 11,650 円
僅少  235. 松山高吉〈溝口靖夫、昭和 44〉〔高道基〕350 頁　4-87236-534-8 ……………………………………………… 11,650 円
僅少  236. 柏木義円伝〈管井吉郎、昭和 47〉〔田村紀雄〕260 頁　4-87236-535-X …………………………………………8,738 円
僅少  237. 堀貞一先生〈管井吉郎、昭和 19〉〔本井康博〕280 頁　4-87236-536-4 ……………………………………………8,738 円
僅少  238. 新島八重子回想録〈永沢嘉巳男、昭和 48〉〔本井康博〕150 頁　4-87236-537-2 …………………………………4,854 円
　● 23 回［志士・開拓者・探検家］14 巻（第 239-252 巻）［1997.2］4-283-00386-7　　揃 220,000 円
僅少  239. 泥舟遺稿［高橋泥舟］〈安部正人、明治 36〉〔松浦玲〕220 頁　4-7568-0450-0 …………………………………8,000 円
 240. 巨人荒尾精〈井上雅二、明治 43〉〔田中正明〕370 頁 4-7568-0451-9 ………………………………………… 12,000 円
 241. 浦敬一〈塙薫蔵、大正 13〉〔横田順彌〕550 頁　4-7568-0452-7 ………………………………………………… 16,000 円
 242. 高士 山岡鉄舟〈葛生能久、昭和 4〉〔古川哲史〕610 頁　4-7568-0453-5 ……………………………………… 19,000 円
 243. 山洲根津先生伝［根津一］〈東亜同文書院滬友同窓会、昭和 5〉〔田中正明〕500 頁　4-7568-0454-3 ……… 17,000 円
 244. 大豪 清水次郎長［山本長五郎］〈小笠原長生、昭和 11〉〔礫川全次〕421 頁　4-7568-0455-1 ……………… 14,000 円
 245. 東宮鉄男伝〈東宮大佐記念事業委員会、昭和 15〉〔櫻本富雄〕960 頁　4-7568-0456-X …………………… 32,000 円
 246. 福島将軍遺績［福島安正］〈太田阿山、昭和 16〉〔横田順彌〕380 頁　4-7568-0457-8 ……………………… 12,000 円
 247. 中央亜細亜より亜拉比亜へ 福島将軍遺績続［福島安正］〈太田阿山、昭和 18〉〔横田順彌〕390 頁　4-7568-0458-6 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13,000 円
 248. 開拓者　郡司大尉［郡司成忠］〈寺島柾史、昭和 17〉〔横田順彌〕320 頁　4-7568-0459-4 ………………… 10,000 円
 249. 白瀬中尉探検記［白瀬矗］〈木村義昌・谷口義也、昭和 17〉〔村山雅美〕420 頁　4-7568-0460-8 ………… 13,000 円
 250. 太平洋探検家　鈴木経勲〈竹下源之助、昭和 18〉〔山口洋児〕290 頁　4-7568-0461-6 …………………………9,000 円
 251. 興亜一路　井上雅二〈永見七郎、昭和 17〉〔太田弘毅〕1193 頁　4-7568-0462-4 …………………………… 40,000 円
 252. 踏海志士　金子重之助〈福本義亮、昭和 33〉〔奈良本辰也〕150 頁　4-7568-0463-2 ……………………………5,000 円
　● 24 回［志士・開拓者・探検家］10 巻（第 253-262 巻）［1997.5］4-283-00387-5　　揃 182,000 円
 253. 問題の人 甘粕正彦〈山根倬三、大正 13〉〔長山靖生〕410 頁　4-7568-0464-0 ……………………………… 13,000 円
僅少  254. 東亜先覚 志士記伝 上〈葛生能久、昭和 8〉〔田中正明〕900 頁　4-7568-0465-9 ……………………………… 29,000 円
僅少  255. 東亜先覚 志士記伝 中〈葛生能久、昭和 10〉〔田中正明〕910 頁　4-7568-0466-7 …………………………… 29,000 円
僅少  256. 東亜先覚 志士記伝 下〈葛生能久、昭和 11〉〔田中正明〕960 頁　4-7568-0467-5 …………………………… 31,000 円
僅少  257. 川島浪速翁〈会田勉、昭和 11〉〔田中正明〕540 頁　4-7568-0468-3 …………………………………………… 18,000 円
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僅少  258. 近衛篤麿公〈工藤武重、昭和 13〉〔栗田尚弥〕400 頁　4-7568-0469-1 ………………………………………… 14,000 円
 259. 動乱の蔭に 私の半生記［川島芳子］／川島芳子獄中記〈川島芳子／林杢兵衛、昭和 15 ／ 24〉〔横田順彌〕470 頁　

4-7568-0470-5 …………………………………………………………………………………………………………… 15,000 円
僅少  260. 松浦武四郎〈横山健堂、昭和 19〉〔長山靖生〕480 頁　4-7568-0471-3 ………………………………………… 15,000 円
僅少  261. 渥美勝伝〈田尻隼人、昭和 19〉〔太田弘毅〕270 頁　4-7568-0472-1 ………………………………………………9,000 円
僅少  262. 努力と信念の世界人 星一評伝〈大山恵佐、昭和 24〉〔横田順彌〕280 頁　4-7568-0473- ………………………9,000 円
　● 25 回［法曹界］9 巻（第 263-271 巻）［1997.9］4-283-00388-3　　揃 154,000 円
僅少  263. 平出修遺稿〈平出修、大正 6〉〔平出洸〕540 頁　4-7568-0474-8 ……………………………………………… 15,000 円
僅少  264. 昆田文次郎君の生涯〈薄田貞敬、昭和 4〉〔横田順彌〕990 頁　4-7568-0475-6 ……………………………… 29,000 円
僅少  265. 鳩山の一生［鳩山和夫］〈鳩山春子、昭和 4〉〔金子宏二〕510 頁　4-7568-0476-4 …………………………… 15,000 円
僅少  266. 弁護士生活の回顧［原嘉道］〈黒沢松次郎、昭和 10〉〔金子宏二〕730 頁　4-7568-0477-2 ………………… 24,000 円
僅少  267. 菊池先生伝［菊池武夫］〈新井要太郎、昭和 13〉〔中川寿之〕710 頁　4-7568-0478-0 ……………………… 22,000 円
僅少  268. 平沼騏一郎伝〈岩崎栄、昭和 14〉〔山泉進〕300 頁　4-7568-0479-9 ………………………………………………9,000 円
僅少  269. 生きて来た道［田中耕太郎］〈柳沢健、昭和 25〉〔半沢孝麿〕290 頁　4-7568-0480-2 …………………………9,000 円
僅少  270. 鵜沢総明 その生涯とたたかい〈石川正俊、昭和 31〉〔長尾龍一〕560 頁 4-7568-0481-0 …………………… 14,000 円
僅少  271. 竹内賀久治伝〈竹内賀久治伝刊行会、昭和 35〉〔伊藤孝夫〕530 頁　4-7568-0482-9 ………………………… 17,000 円
　● 26 回［法曹界］9 巻（第 272-280 巻）［1997.11］4-283-00389-1　　揃 138,000 円
僅少  272. 梧堂言行録［岡山兼吉］〈岡山同窓会、明治 28〉〔中川壽之〕580 頁　4-7568-0483-7 ……………………… 18,000 円
僅少  273. 時代思想の権化 星亨と社会／怪傑　星亨〈正岡芸陽／川越重治、明治 34〉〔山泉進〕320 頁　4-7568-0484-5 ……

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11,000 円
僅少  274. 博士 梅謙次郎〈東川徳治、大正 6〉〔安岡昭男〕300 頁　4-7568-0485-3 ……………………………………… 10,000 円
 275. 花井卓蔵全伝 上〈大木源二、昭和 10〉〔小田中聡樹〕680 頁　4-7568-0486-1 ……………………………… 22,000 円
 276. 花井卓蔵全伝 下〈大木源二、昭和 10〉〔小田中聡樹〕490 頁　4-7568-0487-X ……………………………… 16,000 円
僅少  277. 全民衆の味方 吾等の弁護士　布施辰治／涙を憤りと共に 布施辰治の生涯〈本多久泰／小生夢坊・本多定喜、昭和 5

／ 29〉〔山泉進〕340 頁　4-7568-0488-8 ……………………………………………………………………………… 11,000 円
僅少  278. 藤沢幾之輔〈阿子島俊治、昭和 11〉〔逸見英夫〕490 頁　4-7568-0489-6 ……………………………………… 16,000 円
僅少  279. 護法の巨人 児島惟謙と其時代〈原田光三郎、昭和 15〉〔新井勉〕380 頁　4-7568-0490-X ………………… 13,000 円
僅少  280. 利光鶴松翁手記〈小田急電鉄株式会社、昭和 32〉〔北中誠・小林和幸〕670 頁　4-7568-0491-8 …………… 21,000 円
　● 27 回［芸能］12 巻（第 281-292 巻）［1998.2］4-283-00390-5　　揃 143,000 円
僅少  281. 夢声半代記［徳川夢声］〈徳川夢声、昭和 4〉〔末永昭二〕310 頁　4-7568-0492-6 …………………………… 10,000 円
 282. のんき哲学［石田一松］〈石田一松、昭和 21〉〔筏丸けいこ〕270 頁　4-7568-0493-4 …………………………8,000 円
僅少  283. 駄々ッ子人生［国井紫香］〈国井紫香、昭和 23〉〔滝口浩〕330 頁　4-7568-0494-2 ………………………… 10,000 円
僅少  284. エノケンの泣き笑い人生／喜劇こそわが命か［榎本健一］〈榎本健一、昭和 22 ／ 42〉〔滝口浩〕410 頁
 　4-7568-0495-0 ……………………………………………………………………………………………………………… 13,000 円
僅少  285. 喜劇三十年 あちゃらか人生／苦笑風呂［古川緑波］〈古川緑波、昭和 31 ／ 23〉〔山下武〕460 頁　4-7568-0496-9 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14,000 円
僅少  286. 冗談十年／続冗談十年／続々冗談十年［三木鶏郎］〈三木鶏郎、昭和 29〉〔筏丸けいこ〕1110 頁　4-7568-0497-7 …

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33,000 円
僅少  287. 高座五十年［春風亭柳橋］〈渡辺金太郎、昭和 33〉〔岡田則夫〕250 頁　4-7568-0498-5 ………………………8,000 円
僅少  288. 伴淳放浪記［伴淳三郎］〈伴淳三郎、昭和 42〉〔末永昭二〕460 頁　4-7568-0499-3 ………………………… 14,000 円
僅少  289. 泣き笑い五十年［柳家金語楼］〈山下敬太郎、昭和 42〉〔山下武〕240 頁　4-7568-0500-0 ……………………7,000 円
僅少  290. てんてん人生［橘家円蔵］〈橘家円蔵、昭和 42〉〔山下武〕210 頁　4-7568-0501-9 ……………………………7,000 円
僅少  291. わが喜劇［渋谷天外］〈渋谷天外、昭和 47〉〔原健太郎〕340 頁　4-7568-0502-7 …………………………… 11,000 円
僅少  292. 夢幻と狂死 三遊亭円朝を求めて［三遊亭円朝］〈新田直、昭和 47〉〔岡田則夫〕260 頁　4-7568-0503-5 ……8,000 円
　● 28 回［映画人］12 巻（第 293-304 巻）［1998.5］4-283-00391-3　　揃 110,000 円
 293. 小山内薫〈堀川寛一、昭和 17〉〔山下武〕410 頁　4-7568-0504-3 ……………………………………………… 13,000 円
僅少  294. 映画道まっしぐら［永田雅一］〈永田雅一、昭和 28〉〔筏丸けいこ〕350 頁　4-7568-0505-1 ……………… 11,000 円
僅少  295. マキノ光雄〈北川鉄夫、昭和 33〉〔滝口浩〕230 頁　4-7568-0506-X ……………………………………………7,000 円
僅少  296. わが芸と金と恋［大蔵貢］〈大蔵貢、昭和 34〉〔末永昭二〕270 頁　4-7568-0507-8 ……………………………8,000 円
僅少  297. 人情映画ばか［山野一郎］〈山野一郎、昭和 35〉〔山下武〕260 頁　4-7568-0508-6 ……………………………8,000 円
僅少  298. 映画監督五十年［内田吐夢］〈内田吐夢、昭和 43〉〔筏丸けいこ〕290 頁　4-7568-0509-4 ……………………9,000 円
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僅少  299. カツドウ屋一代［牧野省三］〈マキノ雅弘、昭和 43〉〔滝口浩〕240 頁　4-7568-0510-8 ………………………7,000 円
 300. 根岸寛一〈岩崎昶、昭和 44〉〔大宮信光〕310 頁　4-7568-0511-6 ……………………………………………… 10,000 円
僅少  301. カツドウヤ自他伝［山本嘉次郎］〈山本嘉次郎、昭和 47〉〔末永昭二〕390 頁　4-7568-0512-4 …………… 12,000 円
僅少  302. 映画に生きる［坂斎小一郎］〈坂斎小一郎、昭和 51〉〔大宮信光〕280 頁　4-7568-0513-2 ……………………9,000 円
僅少  303. 映画のいのち［吉村公三郎］〈吉村公三郎、昭和 51〉〔清水寛子〕200 頁　4-7568-0514-0 ……………………6,000 円
僅少  304. わが青春［五所平之助］〈五所平之助、昭和 53〉〔野田伸也〕320 頁　4-7568-0515-9 ……………………… 10,000 円
　● 29 回［医学］13 巻（第 305-317 巻）［1998.11］4-283-00392-1　　揃 153,000 円
 305. 高木兼寛伝〈高木喜寛、大正 11〉〔深瀬泰旦〕550 頁　4-7568-0870-0 ………………………………………… 17,000 円
僅少  306. 高峰博士［高峰譲吉］〈塩原又策、大正 15〉〔末廣雅也〕250 頁　4-7568-0871-9 ………………………………8,000 円
僅少  307. 青山胤通〈鵜崎熊吉、昭和 5〉〔酒井シズ〕340 頁　4-7568-0872-7 …………………………………………… 13,000 円
僅少  308. 多紀氏の事蹟［多紀一族］〈森潤三郎、昭和 8〉〔町泉寿郎〕390 頁　4-7568-0873-5 ………………………… 12,000 円
 309. 関寛齋〈鈴木要吾、昭和 11〉〔酒井シズ〕140 頁　4-7568-0874-3 …………………………………………………6,000 円
僅少  310. 岡田和一郎先生伝〈梅沢彦太郎、昭和 18〉〔飯田収〕590 頁　4-7568-0875-1 ………………………………… 19,000 円
僅少  311. 長与又郎伝〈長与博士記念会、昭和 19〉〔梶田昭〕470 頁　4-7568-0876-X ………………………………… 14,000 円
僅少  312. 真鍋嘉一郎〈真鍋先生伝記編纂会、昭和 25〉〔石原力〕260 頁　4-7568-0877-8 …………………………………8,000 円
僅少  313. 上條秀介〈吾妻俊夫、昭和 27〉〔蔵方宏昌〕370 頁　4-7568-0878-6 …………………………………………… 13,000 円
僅少  314. 大槻俊斎〈青木大輔、昭和 39〉〔深瀬泰旦〕150 頁　4-7568-0879-4 ………………………………………………5,000 円
僅少  315. 研究の回顧［鈴木梅太郎］〈鈴木梅太郎、昭和 18〉〔末廣雅也〕380 頁　4-7568-0880-8 …………………… 10,000 円
僅少  316. 藤波先生追悼録［藤波鑑］〈清野謙次、昭和 10〉〔杉立義一〕480 頁　4-7568-0881-6 ……………………… 14,000 円
僅少  317. 極到余音［金杉英五郎］〈西山信光、昭和 10〉〔日野原正〕600 頁　4-7568-0882-4 ………………………… 14,000 円
　● 30 回［婦人］10 巻（第 318-327 巻）［1999.2］4-283-00393-X　　揃 92,000 円
僅少  318. 恋の哀史 須磨子の一生［松井須磨子］〈秋田雨雀・仲木貞一、大正 8〉〔山下武〕380 頁　4-7568-0883-2 12,000 円
僅少  319. 素裸な自画像［伊沢蘭奢］〈鷹羽司、昭和 4〉〔山下武〕370 頁　4-7568-0884-0 ……………………………… 11,000 円
僅少  320. 妻吉自叙伝 堀江物語［大石順教］〈大石米子、昭和 5〉〔山下武〕330 頁　4-7568-0885-9 ………………… 10,000 円
僅少  321. 愛は牢獄をこえて［中本たか子］〈中本たか子、昭和 25〉〔大宮信光〕220 頁　4-7568-0886-7 ………………7,000 円
僅少  322. 私の歩んだ道 滞欧二十年［田中路子］〈田中路子、昭和 29〉〔小松史生子〕260 頁　4-7568-0887-5 …………8,000 円
僅少  323. 酔うて候［西崎緑］〈西崎緑、昭和 32〉〔村上裕徳〕270 頁　4-7568-0888-3 ……………………………………8,000 円
僅少  324. 多情菩薩 喜代三自叙伝［新橋喜代三］〈中山嘉子、昭和 33〉〔清水寛子〕340 頁　4-7568-0889-1 ………… 10,000 円
僅少  325. 新劇女優［東山千栄子］〈東山千栄子、昭和 33〉〔筏丸けいこ〕240 頁　4-7568-0890-5 ………………………7,000 円
僅少  326. 馬賊と女将軍 中島成子大陸戦記〈朽木寒三、昭和 42〉〔佐藤太平〕300 頁　4-7568-0891-3 …………………9,000 円
僅少  327. 松旭斎天勝［初代松旭斎天勝］〈石川雅章、昭和 43〉〔村上裕徳〕310 頁 4-7568-0892-1 …………………… 10,000 円
　● 31 回［経営者］10 巻（第 328-337 巻）［2000.9］4-283-00394-8　　揃 120,500 円
僅少  328. 若尾逸平〈内藤文治良、大正 3〉〔前坂俊之〕630 頁　4-7568-0893-X ………………………………………… 13,500 円
僅少  329. 宰平遺績［広瀬宰平］〈広瀬満正、大正 15〉〔前坂俊之〕540 頁　4-7568-0894-8 …………………………… 12,500 円
僅少  330. 馬越恭平翁伝〈大塚栄三、昭和 10〉〔前坂俊之〕540 頁　4-7568-0895-6 ……………………………………… 13,500 円
僅少  331. 朝吹英二君伝〈大西理平、昭和 3〉〔前坂俊之〕680 頁　4-7568-0896-4 ……………………………………… 13,500 円
僅少  332. 伊藤伝七翁〈絹川太一、昭和 11〉〔前坂俊之〕400 頁　4-7568-0897-2 ………………………………………… 13,500 円
僅少  333. 回顧七十五年［大沢善助］〈大沢善助、昭和 4〉〔前坂俊之〕350 頁　4-7568-0898-0 ……………………………8,500 円
僅少  334. 中上川彦次郎君〈菊地武徳、明治 36〉〔前坂俊之〕130 頁　4-7568-0899-9 ………………………………………5,000 円
僅少  335. 岩下清周伝〈故岩下清周君伝記編纂会、昭和 6〉〔前坂俊之〕1010 頁　4-7568-0916-2 ……………………… 19,500 円
僅少  336. 麻生太吉翁伝〈麻生太吉翁伝刊行会、昭和 10〉〔前坂俊之〕640 頁　4-7568-0917-0 ………………………… 12,500 円
僅少  337. 波多野鶴吉翁伝〈村島渚、昭和 15〉〔西田弘和〕300 頁　4-7568-0918-9 …………………………………………8,500 円
　● 32 回［農業］13 巻（第 338-350 巻）［2000.12］4-283-00395-6　　（131,100 円）

品切  338. 増補 老農中村直三〈荒川羽山、大正 6〉〔高木正喬〕200 頁　4-7568-0919-7 ……………………………………6,500 円
品切  339. 天下之老農 石川理紀之助〈石川老農事蹟調査会、大正 5〉〔勝部眞人〕610 頁　4-7568-0920-0 …………… 18,500 円
品切  340. 船津伝次平翁伝〈石井泰吉、昭和 40〉〔西村卓〕190 頁　4-7568-0921-9 …………………………………………6,700 円
品切  341. 津田仙 明治の基督者〈都田豊三郎、昭和 47〉〔西田弘和〕240 頁　4-7568-0922-7 ……………………………7,200 円
品切  342. 田中芳男伝〈みやじましげる、昭和 58〉〔平賀明彦〕450 頁　4-7568-0923-5 ………………………………… 13,500 円
品切  343. 志村源太郎 その人と業績〈志村源太郎伝刊行会、昭和 45〉〔平賀明彦〕470 頁　4-7568-0924-3 ………… 13,800 円
品切  344. 山崎延吉伝〈稲垣喜代志、昭和 41〉〔綱沢満昭〕240 頁　4-7568-0925-1 …………………………………………7,500 円
品切  345. 千石興太郎〈竹森一男、昭和 46〉〔高田知和〕370 頁　4-7568-0926-X ……………………………………… 11,400 円
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★ 346. 町村敬貴伝〈蝦名賢造、昭和 46〉〔井上昌保〕322 頁　4-7568-0927-8 ………………………………………… 10,500 円
品切  347. 石黒忠篤〈小平権一、昭和 37〉〔平賀明彦〕230 頁　4-7568-0928-6 ………………………………………………7,000 円
★ 348. 藻汐草 井野碩哉自叙伝〈井野碩哉、昭和 53〉〔平賀明彦〕300 頁　4-7568-0929-4 ……………………………9,300 円
★ 349. 幾山河を越えて［三宅正一］〈三宅正一、昭和 41〉〔横関至〕300 頁　4-7568-0949-9 …………………………9,000 円
★ 350. 榛の木のうた 無名農民運動者の自伝的回想［沼田政次］〈沼田政次、昭和 52〉〔大門正克〕340 頁　4-7568-0950-2 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10,200 円
　● 33 回［事業家］6 巻（第 351-356 巻）［2010.11］978-4-283-00832-8　　揃 99,800 円
 351. 浅野総一郎〈浅野総一郎（泰治郎）・浅野良三、昭和 12〉〔前坂俊之〕950 頁　978-4-283-00826-7 ……… 28,800 円
 352. 阿部房次郎伝〈熊川千代喜、昭和 15〉〔前坂俊之〕560 頁　978-4-283-00827-4 ……………………………… 17,800 円
 353. 幽 翁［伊庭貞剛］〈西川正治郎、昭和 8〉〔前坂俊之〕420 頁　978-4-283-00828-1 ………………………… 12,000 円
 354. 大谷嘉兵衛翁伝〈茂出木源太郎、昭和 6〉〔野口恒〕710 頁　978-4-283-00829-8 …………………………… 20,000 円
 355. 尊徳全伝［二宮尊徳］〈奥平祥一、昭和 15〉〔野口恒〕470 頁　978-4-283-00830-4 ………………………… 13,200 円
 356. 藤田翁言行録［藤田伝三郎］〈岩下清周、大正 2〉〔前坂俊之〕170 頁　978-4-283-00831-1 ……………………8,000 円
　● 34 回［実業家］5 巻（第 357-361 巻）［2011.6］978-4-283-00838-0　　揃 111,000 円
 357. 日本海運の建設者 岩崎弥太郎〈白柳秀湖、昭和 17〉320 頁　978-4-283-00833-5 …………………………… 12,000 円
 358. 青淵百話　縮刷［渋沢栄一］〈渋沢栄一、大正 2〉1020 頁　978-4-283-00834-2 ……………………………… 36,000 円
 359. 片岡直輝翁記念誌〈石川辰一郎、昭和 3〉620 頁　978-4-283-00835-9 ………………………………………… 21,000 円
 360. 藤山雷太伝〈星野小次郎、昭和 14〉330 頁　978-4-283-00836-6 ……………………………………………… 12,000 円
 361. 大林芳五郎伝〈白田喜八郎、昭和 15〉740 頁　978-4-283-00837-3 …………………………………………… 30,000 円
　● 35 回［学長・創学者］5 巻（第 362-366 巻）［2012.1］978-4-283-00844-1　　揃 108,500 円
僅少  362. 矢野二郎伝〈島田三郎、大正 2〉410 頁　978-4-283-00839-7 …………………………………………………… 18,000 円
僅少  363. 手島精一先生伝〈手島工業教育資金団、昭和 4〉360 頁　978-4-283-00840-3 ………………………………… 14,500 円
僅少  364. 男爵山川先生伝［山川健次郎］〈花見朔巳、昭和 14〉540 頁　978-4-283-00841-0 …………………………… 21,000 円
僅少  365. 男爵山川先生遺稿［山川健次郎］〈故山川男爵記念会、昭和 12〉780 頁　978-4-283-00842-7 ……………… 28,000 円
僅少  366. 鎌田栄吉全集 第一巻・伝記篇〈鎌田栄吉先生伝記及全集刊行会、昭和 10〉730 頁　978-4-283-00843-4 … 27,000 円

近代日本企業家伝叢書　全 9 巻　小野寺逸也・硲宗夫・前坂俊之監修［大空社 1998.11］A5 判　　揃 154,000 円

僅少  1. 本木昌造・平野富二詳伝〈三谷幸吉、昭和 8〉340 頁 4-7568-0930-8 ……………………………………………… 11,000 円
僅少  2. 呑象高嶋嘉右衛門翁伝〈植村澄三郎、大正 3〉290 頁 4-7568-0931-6 ……………………………………………… 9,000 円
僅少  3. 古河市兵衛翁伝〈五日会、大正 15〉430 頁 4-7568-0932-4 …………………………………………………………… 15,000 円
僅少  4. 岩崎弥太郎〈山路愛山、大正 3〉290 頁 4-7568-0933-2 ……………………………………………………………… 9,000 円
僅少  5. 五代友厚伝〈五代龍作、昭和 11〉660 頁 4-7568-0934-0 ……………………………………………………………… 20,000 円
僅少  6. 西村勝三翁伝〈西村翁伝記編纂会、大正 10〉320 頁 4-7568-0935-9 ………………………………………………… 10,000 円
僅少  7. 土居通夫君伝〈半井桃水、大正 13〉950 頁 4-7568-0936-7 …………………………………………………………… 29,000 円
僅少  8. 大倉鶴彦翁［大倉喜八郎］〈鶴友会、大正 13〉560 頁 4-7568-0937-5 ………………………………………………… 18,000 円
僅少  9. 渋沢栄一自叙伝〈渋沢栄一述、昭和 13〉1110 頁 4-7568-0938-3 …………………………………………………… 33,000 円

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

❖ご注文フォーム
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