
個人・項目名 史料情報 巻・頁 

＜あ行＞ 
アーモンド Almond、極東軍参謀長、個人文書(アメリカ軍史研究所？) 2・395 

相沢家 土屋氏収集資料(東京大学経済学部文書室) 1・186 

愛知揆一 関係文書(大蔵省財政史室) 1・391 

文書、目録あり、公開(大蔵省財政史室保存書庫) 3・400,404,405,411 

終戦直後の文書課長、資料、目録あり、公開(大蔵省財政史 3・400～402 

「金融緊急措置」(大蔵省財政史室) 3・411 

文書(財務省) 4・133,142,143,144 

文書 4・413,421 

青木一男 関係文書(大蔵省財政史室) 1・391 

青木周蔵 マイクロ（一部）(國學院の藤井氏、安部氏) 1・129 

(青木周蔵記念館・那須) 1・129 

赤尾彦作 関係資料(横浜開港資料館) 1・384 

関係文書、史料翻刻・解題は横浜開港資料館紀要に有り(横 
浜開港資料館) 

2・270 

明石元二郎 文書、法学研究（慶應義塾大学）に一部掲載 3・377 

文書(憲政資料室) 3・389 

赤松克麿 社会運動、蔵書・史料(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

秋丸家 書籍(東京大学経済学部図書館) 1・198 

秋本家 喜連川藩公議人関係文書(栃木県立文書館) 1・328 

秋元順朝 文書、目録あり、公開(大蔵省財政史室保存書庫) 3・400 

アゴン、セオドア 史料(セオドア・アゴンの夫人所有) 3・76 

浅井一太郎 関科学技術振興財団・虎ノ門病院、オーラルヒストリー 1・450 

朝河貫一 関係文書(福島県立図書館、イエール大学東洋図書館で所 
蔵。コピーを早稲田大学アジア太平洋研究所) 

2・242 

浅田家 (東京大学経済学部文書室) 1・186 

文書、目録あり、『近世・近代の南山城』に解説あり(東京 
大学経済学部図書館文書室/一部散逸して国立史料館に/浅 

3・241,244 

安里積千代 (東大法学部近代立法過程研究会) 2・196 

浅沼稲次郎 (法政大学大原社会問題研究所) 3・445 

芦田均 日記 3・374 

文書 3・374 

『芦田日記』、既刊 4・48,52,56,67 

文書(憲政史料室) 4・188 

関係史料(芦田均記念館) 4・188 

関係史料(福知山市城下町資料館) 4・188,189 

麻生家 書簡など(九州大学石炭研究資料センター) 2・172 

安達峰一郎 帝大生、「法学」ノート(慶応大学) 4・98,107 

アダムズ、Ｆ・Ｏ 関係文書(横浜開港資料館) 2・267 

厚沢留次郎 文書、目録有(国立教育研究所教育図書館) 2・332 

アッティス (オーストラリア国立戦争記念館) 3・74 

阿南惟幾 日記公刊を軍事史学会に提案中(防衛庁図書館（非公開、戦 
史叢書）) 

1・428,437 

メモ(外交史料館？) 2・154 

日記(コピーを伊藤隆氏が拝借、将来刊行の予定) 2・478 

安部磯雄 (早稲田大学史編纂室) 1・129 

関係史料・日記等(早稲田大学大学史資料センター) 2・308 

安部井磐根 関係文書、目録あり（新目録を憲政資料室で作成中）(国立 
国会図書館憲政資料室) 

1・448 

阿部勝雄 海軍軍務局長、日記（大正１２年から昭和２３年）(阿部氏 
遺族) 

1・365 

「近現代日本の政策史料収集と情報公開調査を踏まえた政策史研究の再構築」（平成15・16年 

度、課題番号：15330024）別冊「近代日本史料研究会・戦後史料研究会速記録集史料等索引」 
より



日記(政策研究院（阿部信彦氏より　横山氏の所にも日記あ 
り）) 

4・305 

安倍能成 寄贈史料（「戦後教育資料」の一部）(国立教育研究所教育 
図書館) 

2・329 

文書の３１冊目が目録(東京大学社会科学研究所) 2・99 

阿部信行 回想録（聞書）（瀧川政次郎関係資料内）(國學院大學法学 1・414 

阿部充家 3・476 

天池清二 オーラル 4・296 

天城勲 文部次官、目録作成中(天城家から政策研で預かる) 3・489 

天野貞祐 寄贈史料（「戦後教育資料」の一部）(国立教育研究所教育 
図書館) 

2・329 

天羽英二 文書(憲政資料室) 4・186 

『天羽英二日記』 4・198 

綾部健太郎 辞令類、文書はなし(大分県きつき城下町資料館) 4・190 

鮎川義介 (横浜市史編纂室・原氏（コピー）) 1・179 

回顧談 4・362 

新井達夫 毎日新聞(遺族・有山輝男) 1・98 

荒木貞夫 イーストエーシャンコレクションリストあり（伊藤隆氏所 
有）(スタンフォード大学フーバー研究所) 

1・124,270 

日記(スタンフォード大学フーヴァー研究所) 1・308 

荒木大将素案 3・283 

日記、伊藤隆氏と加藤陽子氏による紹介が『中央公論』に 
あり(フーバー研究所？/もとは荒木家にあったもの、現在 
は国会図書館憲政資料室) 

3・83 

荒木寅三郎 文書(京都大学（近々大学内に文書館が出来る予定)） 2・108 

有賀三二 文書(国立教育研究所教育図書館) 2・334 

有沢広巳 戦後傾斜生産時の石炭小委員会資料、既刊『戦後初期経済 
政策構想』東大出版会(東京大学経済学部) 

1・183 

陸軍省主計課別班秋丸機関の英米合作抗戦力調査 1・198 

有栖川宮 有栖川宮家実録(宮内庁書陵部編修課が作成) 2・453 

有田八郎 文書(憲政資料室) 4・185 

有馬頼寧 日記、既刊(尚友倶楽部) 1・436 

日記 3・484 

有馬元治 内務省・労働省・軍需省・衆議院議員、オーラルヒスト 
リー、既刊（太平洋総合研究所） 

1・449 

(有馬家) 3・492 

有光次郎 文書(憲政資料室) 2・113 

文書(憲政資料室) 2・339 

有吉忠一 横浜市史 1・113 

関係文書（書簡など）(横浜開港資料館) 1・396 

有吉忠一・義弥関係資料(横浜開港資料館) 2・270 

(横浜開港史料館) 3・480 

安藤巌 インタビュー(塩崎氏) 1・255 

安藤家 安藤・今井東吾家文書、手書き目録有り(山口県立文書館) 2・380 

飯島宗一 広島大学学長、所蔵資料 2・107 

飯田晃三 文部省調査局調査課資料、マイクロ『文部省調査局調査課 
資料目録』(国立教育研究所教育図書館) 

2・333 

飯田助知 文書(神奈川県立公文書館に寄託、日記の翻刻を準備中) 2・271 

飯沼一省 公開できていない(都市計画協会) 3・178,180,201 

イールズ 文書、マイクロフィルム『戦後日本教育改革在米資料集 
成』（丸善）に収載 

2・328 

井川忠雄 関係文書(山井浩) 1・253 

史料 4・234 

伊串 日記、重光家玄関番,重光家来訪者などが記されている簡単 
な日記(伊串) 

4・184 

井口省吾 (沼津市明治資料館) 1・113



関係文書（書簡・文書）、既刊『日露戦争と井口省吾』 
（斎藤聖二ほか編、原書房）(井口家（文書の多く）・自衛 
隊板妻駐屯地？) 

1・235 

日記（陸軍大学教頭時代の雑誌未公表部分も含む）、櫻井 
氏ホームページで公表 

1・241 

史料、『日露戦争と井口省吾』原書房刊(防衛研究所に寄 3・377,385 

池田勇人 文書(遺族) 4・311 

石井秋穂 史料、日記、回想録(防衛研究所戦史室) 2・141 

(防衛研究所) 3・383 

石射猪太郎 関係文書（バラバラにして編綴）(外務省外交史料館) 1・362 

史料、寄付の際にもらった目録あり(外交史料館) 4・93 

石井光次郎 日記(石井光次郎遺族) 1・441 

日記(伊藤隆氏が一部コピー所蔵。将来活字化を予定) 2・481 

日記 3・485 

日記、書き起こし中、戦後の部分は『This is　読売』に掲 4・295 

書簡(伊藤隆（石井公一郎氏から寄贈）) 4・295 

石川一郎 戦後初期経団連会長、化学工業連盟・化学工業統制会・経 
団連・日本産業協議会・防衛生産委員会関係資料、仮目録 
あり(東京大学経済学部図書館) 

1・187 

文書、目録あり（東京大学経済学部図書館のウェブサイト 
から画像情報で見られる）、マイクロフィルムは雄松堂か 
ら一般に頒布する予定(経済団体連合会) 

3・237～239,244 

文書(東大経済学部) 4・438,439 

石川準吉 国家総動員関係史料(国立教育研究所) 2・113 

旧蔵教育関係史料、マイクロ(国立教育研究所教育図書館) 2・331 

石川二郎 旧蔵資料、マイクロ『石川二郎旧蔵資料目録稿』(国立教育 
研究所教育図書館。一部は明星大学戦後教育史研究セン 
ターに所蔵) 

2・332 

コレクション(国立教育研究所、明星大学戦後教育史研究セ 
ンター) 

2・338 

石川信吾 コピー(防衛研究所戦史室) 2・145 

石川良平 史料(山口県立文書館蔵) 2・383 

石田正 資料 4・396 

石塚英蔵 石塚英蔵に送った文書（警務局長から総務長官へ充てたも 
の）の写し(韓国・政府記録保存所) 

3・465 

石橋湛山 関係文書(国立国会図書館・早稲田大学) 1・399 

文書（国会図書館所蔵分以外）(早稲田の各個人の先生が 
持っているという噂) 

2・295 

日記 3・374 

文書 3・374 

日記 3・485 

(憲政資料室) 4・87 

石原莞爾 史料、コピー(防衛研究所戦史室) 2・138 

文書(山形) 4・188 

石山賢吉 史料(石山家) 4・311 

伊集院彦吉 書簡目録櫻井氏ホームページで公表、既刊『伊集院彦吉関 
係文書』（芙蓉書房）(国立国会図書館憲政資料室) 

1・242 

泉山三六 関係資料（日満財経で既刊）、目録あり(東京大学総合文化 
研究所) 

1・197 

市島謙吉 自伝資料(早稲田大学中央図書館) 2・316 

資料日記等(早稲田大学中央図書館) 2・316 

井出三郎 文書蔵書(東京大学明治新聞雑誌文庫) 1・238 

伊藤梅子 伊藤文吉宛書簡(憲政記念館？) 1・224 

伊藤圭一 オーラルヒストリー、、報告書あり(政策研究院) 4・440 

執務参考用ノート(政策研究院) 4・440 

文書(防衛庁史室) 4・435,440 

伊藤仁太郎（痴遊） 伊藤仁太郎（痴遊）関係文書(横浜開港資料館) 1・215 

伊藤隆 個人として持っていたもの(大部分は国会図書館に寄附) 3・490,499



『昭和初期政治史研究』既刊 4・319 

伊東光次 2・174 

伊藤博文 関係文書（伝記作成以前に流出した書簡・外遊日誌）(国立 
国会図書館憲政資料室) 

1・366,450 

伊藤博文所有の秘書類纂(宮内庁書陵部) 1・410 

「秘書類纂」原本（の大部分？）(宮内庁書陵部（出納係） 
所蔵（非公開）) 

2・462 

関係文書（新発見）(憲政資料室が購入) 2・474 

巻物(憲政記念館で購入) 2・475 

関係文書 3・485 

伊藤房次郎 史料(山口県立文書館) 2・384 

伊東巳代治 文書 3・346 

史料(早稲田大学) 4・87 

稲生典太郎 旧蔵図書（パンフレット・ビラ・外交史料を含む）(横浜開 
港資料館) 

1・234 

文庫、目録作成中(横浜開港資料館) 2・274 

稲富稜人 新聞切り抜き(農民運動関係は福岡県史史料編に掲載) 2・174 

稲葉秀三 物資動員計画資料、既刊（現代資料出版）(原朗) 1・173～175 

経済復興計画、既刊『戦後初期経済政策構想』東大出版会 
(東京大学経済学部) 

1・183 

回想 4・283 

文書 4・285 

犬養毅 関係文書（犬養宛書簡を含む）(木堂記念館) 1・233 

井上馨 関係文書(東京大学経済学部図書館) 1・189 

井上毅 関係文書、既刊『井上毅伝史料篇』 1・404 

梧陰文庫（明治政府のお雇い外国人答議資料）、既刊全２ 
０巻完結(國學院大學) 

1・404 

文書(國學院大學に寄贈) 3・331,346 

新出史料も含めて『梧陰文庫総合目録』が出る予定 3・332 

書簡 3・345 

坂井雄吉先生の井上毅研究 4・99 

井上省三 史料(山口県立文書館) 2・383 

井上孝 史料が丸ごと残っている(弟子の教授の一人がもっている) 3・174 

井上縫三郎 (日本労働研究機構（JIL)に寄贈) 3・423 

井堀繁雄 (川口) 3・488 

今井武夫 史料(政策研究大学院大学が預かる) 3・493 

関係文書(政策研究院（今井俊子氏より）) 4・298 

関係文書 4・312～314 

今井武夫「汪兆銘脱出行」、『日本評論』昭和25年(今井武 
夫関係文書「原稿綴り」) 

4・312 

「夏友会（元六五旅団歩兵一四一連隊）戦史」冊子、昭和 
52年(今井武夫関係文書「原稿綴り」) 

4・312 

季刊『劇と新小説』、新小説社(今井武夫関係文書「原稿綴 
り」) 

4・312 

『秩父宮雍仁親王』秩父宮を偲ぶ会、昭和45年(今井武夫関 
係文書「原稿綴り」) 

4・312 

『揚子江は今も流れている』 4・313 

少将、ヒヤリング(松崎昭一氏より政策研) 4・234 

『支那事変の回想』みすず書房、昭和３９年 4・237 

今井東吾 手書き目録有り(山口県立文書館) 2・380 

井本熊男 日誌(防衛研究所戦史室) 2・144 

入江啓四郎 旧蔵書(早稲田大学中央図書館所) 2・312 

入江相政 『入江日記』、既刊 4・48 

岩切重雄 談話テープ(憲政資料室) 4・308 

史料(岩切龍雄（史料があるかは不明）) 4・309 

岩倉具視 関係資料、重要文化財会作成の目録あり（出版・北泉社に 
よるマイクロフィルム化がなされている）、田良島氏等作 
成の目録あり（内部用）(岩倉公旧蹟保存会) 

3・212,232～234



岩崎弥太郎 (静嘉堂文庫) 1・115 

岩田重蔵 2・174 

岩村通俊 関係文書、伊藤隆氏が『史学雑誌』に紹介(マイクロは憲政 
資料室に寄附) 

3・490 

岩村通世 目録なし（法務省図書館） 4・112 

ウイグモア 文書(ノースウエスタン大学大学史資料室) 4・106,107 

ウィリアムズ、ジャス 
ティン 

ＧＨＱ民政局国会課長、文書(アメリカ、メリーランド州立 
大学) 

1・94 

ウィリス 文書複製(オリジナルは黎明館、複製を横浜開港資料館) 2・268 

ウイロビー G2第二部長、個人資料(マッカサー記念館) 2・399 

植木枝盛 日記 3・334 

上杉家 文書、国宝(国立史料館？) 3・217 

上杉茂憲 2・196 

上杉慎吉 書簡を撮影したもの(フィルムを東大社研蔵か) 2・161 

上田仙太郎 文書(憲政資料室) 4・186 

伝記刊行、葦書房、８５年 4・186 

上塚司 関係文書(国会図書館に寄贈) 3・493 

上原勇作 手帳(孫から伊藤氏が預かった) 2・179 

日記(尚友倶楽部から刊行予定) 2・473 

日記 3・388,486 

文書 3・388,486 

文書(東京都立大学) 4・187 

植村甲午郎 (経済団体連合会が若干の資料を所蔵) 3・239 

植村正直 関係文書(京都府立総合資料館) 1・330 

ウォーカー、フランク 関係文書(ノートルダム大学（インディアナ州サウスベン 1・253 

宇垣一成 (横浜開港資料館) 1・132 

浮田和民 関係史料原稿・講義ノート等、『浮田文庫仮目録』(早稲田 
大学大学史資料センター) 

2・307 

宇佐美忠信 オーラル、宇佐美忠信『志に生きる　足は職場に、胸には 
祖国を、眼は世界へ』扶桑社　2003年 

4・296 

牛場信彦 関係文書（面会備忘録）(遺族) 1・356 

氏原正治郎 (日本労働研究機構（JIL)に寄贈/その他は中国に寄付) 3・422 

臼井荘一 (インタビューしてテープを起こした) 2・160 

内田康哉 伝記資料(外交史料館) 2・152 

内田祥三 文書(東京都公文書館) 1・121 

文書(東京大学か) 2・113 

目録あり(東京都公文書館内田文庫（子息が東京都に委 3・170,171,173 

(東大都市工学科・東大百年史の史料室) 3・171 

内田良平 関係文書、既刊『内田良平文書』（波多野、櫻井、黒澤、 
斎藤編・芙蓉書房）(常盤大学波多野研究室) 

1・234 

関係文書（葛生修亮文書）(亜細亜大学太田耕造文庫) 1・235 

関係文書、全１２巻（芙蓉書房出版刊）(常磐大学？) 3・377,391 

内山岩太郎 (横浜開港資料館) 1・384 

宇都宮太郎 関係史料(宇都宮家から日本女子大学が整理のため預かる) 3・476 

梅村明 文書(山口県立文書館) 2・382 

江木千之 千之・翼の史料(憲政資料室) 2・384 

枝吉神陽 『神陽先生遺稿』、「擬水戸浪人獄議」など(佐賀県立図書 
館郷土資料室) 

3・343 

エッセル オランダ人治水技術者、関係資料、既刊非売品（『オラン 
ダ技師関係史料』建設省淀川資料館刊）(建設省淀川資料 

1・319 

江藤新平 文書(江藤家/佐賀県立図書館) 3・346 

江藤隆明 東方会時代の写真(江藤氏蔵) 2・160 

江戸英雄 インタビュー（三井財閥関係／林彦三郎関係） 1・444 

榎本武揚 (福島県白河) 1・139 

榎本重治 史料(防衛研究所戦史室（海上幹部学校所蔵分のうち・重要 
なものを戦史室へ）) 

2・138 

閻錫山 文書、史料集(国史館) 4・76



オア ＣＩＥ課長、文書(マイクロフィルム『戦後日本教育改革在 
米資料集成』（丸善）に収載) 

2・328 

王育徳 台湾独立運動家、関係資料(東京外語大ＡＡ研究所) 1・298 

扇一登 仮目録あり（政策研究大学院大学） 3・487,488 

「扇一登氏関係文書仮目録付藤岡泰周氏所蔵扇一登伝記資 
料」(政策研究院（藤岡泰周氏より寄贈）) 

4・294,295 

日記(扇暢威氏) 4・295 

王克敏 「王克敏任偽華北政務委員会会長時存礼」(中国社会科学近 
代史研究所の図書室（特蔵室）) 

3・340 

「雑伴」(中国社会科学近代史研究所の図書室（特蔵室）) 3・340 

本庄繁の手紙(中国社会科学近代史研究所の図書室（特蔵 3・341 

汪兆銘 汪兆銘政府档案(南京第二档案館) 1・303 

汪兆銘政権関係、O.S.S史料(National Archivesにあるカ) 3・71 

和平建国全集 3・72 

史料、目録なし（第二档案館の指南書はあり）(中国・南京 
第二档案館) 

3・72 

著作(ハーバード大学Harvard-Yenching Library) 3・72 

著作集、全部はそろっていない(フーバー研究所) 3・72 

日記(上海档案館？) 3・79 

全集（言論集、和平建国関係）(フーバー研究所) 3・81 

汪精衛政権文書(第二档案館) 3・81 

大麻唯男 『大麻唯男伝』 4・190 

大井篤 資料(防衛研究所戦史室か？) 2・146 

(手書き文書類は防衛研究所？) 3・385 

大内兵衛 (法政大学大原社会問題研究所（それほど多くはない。まだ 
自宅に残っているか）) 

3・451,452 

大賀家 戸長役場文書、整理中 2・172 

大木喬任 日記 3・344 

大来佐武郎 既刊『戦後初期経済政策構想』東大出版会(東京大学経済学 1・183 

文書、目録有（どこにあるかは分からないが）(新潟国際大 
学（大部分を所蔵）。渡邉昭夫研究室（重要なものを所 
蔵）。山岡道男氏も所蔵) 

2・244 

『日本経済再建』 4・412 

資料(大来家) 4・504 

伝記 4・505 

日記(大来家) 4・505 

大木操 日記 4・199 

大久保利通 (歴史民俗博物館) 1・123 

大久保良雄 コレクション（明治・大正期）有名人の書跡(仙台市立博物 
館（寄託）) 

1・203 

大隈重信 文書の第一次原稿（活字化されたのはごく一部）(どこかの 
倉庫に入っている) 

2・293 

寄贈品（昭和３９年寄贈）、中西敬二郎編「大隈信幸氏寄 
贈品ニ就イテ」（『早稲田大学史紀要』創刊号）(早稲田大 
学中央図書館) 

2・299,310 

文書（伝記完成後に収集）、『大隈文書目録（補遺）』(早 
稲田大学中央図書館) 

2・299,310 

文書（伝記編纂時に収集）、『大隈文書目録』(早稲田大学 
中央図書館) 

2・299,310 

文書（昭和５１年寄贈）、『大隈信幸氏寄贈文書目録』(早 
稲田大学中央図書館に移管中？（インタビュー時は大学史 
資料センターか？）) 

2・300,310,321 

書簡、未公開(早稲田大学図書館/CD-ROMは島善高氏の研究 3・337 

大隈重信宛の書簡、「二里町峰家文書目録」(峰家（佐賀県 
伊万里市）→伊万里市の市史編纂室に寄託) 

3・337 

小野義種の手紙 3・339 

文書 3・339 

大蔵公望 戦後の封鎖機関関係資料(アメリカ・ＬＣ？) 1・388



大島浩 インタビューテープ(政策研究大学院) 4・266 

大島文義 文書、「ラフな形の目録」有(国立教育研究所教育図書館) 2・334 

太田薫 公開 3・419 

大竹 文書（民権資料）、未公表(仙台市立博物館) 1・207 

大竹啓介 本 4・277 

大竹貞雄 資料(外交史料館？) 2・154 

大田周夫 関係文書、マイクロ(国立教育研究所教育図書館) 2・333 

大田政作 (沖縄県公文書館？) 2・196 

大塚文郎 史料、備忘録(防衛研究所戦史室) 2・142 

大中睦夫 整理中 3・491 

新自由クラブ関係史料、「大中氏旧蔵新自由クラブ関係史 
料」目録 

4・306 

大野緑一郎 日記(伊藤隆氏所有) 1・124 

非公開(遺族) 3・326 

文書 3・471 

文書(日記は遺族) 3・476,480 

大橋忠一 外務次官、日記（昭和１４年）(外務省外交史料館) 1・364 

外務次官、日記（昭和７・１４年・戦中から戦後）、小池 
氏（コピー）／大橋氏遺族（原本）) 

1・364 

大平正芳 史料(大平正芳記念館) 2・385 

文書、目録作成中(大平記念館（香川県観音寺）) 3・405 

大牟田稔 史料(広島大学文書館) 4・311 

大村襄治 文書(東大法学部近代法制史料センター) 4・432,442 

大村益次郎 コピーを伊藤隆氏が所有（原本は山口県） 1・213 

文書(山口県立文書館) 2・380 

文書(山口市歴史民俗資料館) 2・386 

大室政右 オーラルヒストリー、報告書あり(政策研究院) 4・189 

史料(府中市郷土の森博物館) 4・189 

大森とく子 談話 4・421 

大山郁夫 関係資料、原本・マイクロとも部内用の目録有（黒川みど 
り作成）(早稲田大学現代政治経済研究所) 

2・296 

選挙ポスター(法政大学大原社会問題研究所) 3・445 

大山岩雄 関係文書(大山氏長男（慶大教授）) 1・259 

岡家 文書目録有り(山口県立文書館) 2・383 

岡敬純 開戦時の軍務局長、日記(防衛庁防衛研究所戦史部（封印を 
して預託）) 

1・433 

日記、コピー(防衛研究所戦史室（非公開）) 2・144 

尾形健一 大佐、業務日誌(防衛研究所戦史室) 2・144 

岡谷繁実 聞書(国文学研究資料館) 4・90,95 

岡田良平 関係文書(国会図書館) 4・308 

岡野鑑記 『調査室時報』（満州国政府資料）(東京大学社会科学研究 1・179 

小川平吉 文書 3・471 

関係文書 4・299 

沖守固 関係文書(国立国会図書館憲政資料室／鳥取県立博物館) 1・328 

小楠正雄 インタビュー記録テープ(国会図書館) 4・308 

文書(財団法人桜田会) 4・189,190 

奥田教朝 文庫、未整理(東大都市工学科奥田文庫) 3・174 

奥野誠亮 オーラル、奥野誠亮『派に頼らず、義を忘れず』PHP研究 
所、2002年 

4・298 

史料(政策研究院) 4・298 

奥宮慥斎 文庫、目録あり(高知県の市民図書館奥宮文庫/マイクロ 
フィルムは東大史料編纂所) 

3・334,336 

日記(高知県の市民図書館奥宮文庫) 3・335 

日記(東大史料編纂所) 3・335 

『奥宮慥斎全集』（阿部恒久、１９８８年） 3・336 

奥村喜和男 写真以外の史料はなし(石川家（奥村紀喜和男氏遺族）) 3・374 

(石川和子氏より憲政資料室に寄贈予定) 4・305～306



尾崎三良 関係文書（田口卯吉書簡を含む） 1・435 

文書デュープ？(琉球大学・我部氏) 2・198 

資料、既刊 4・101 

小田切盛徳 文庫、小田切盛徳資料、民法仮法則(慶応大学) 4・101,108 

小田村四郎 オーラル(政策研究院) 4・391 

小野梓 関係資料、「小野梓関係資料目録（文献編）ならびに小野 
梓研究文献目録」（『早稲田大学史紀要』第１６号）、こ 
れを『小野梓の研究』巻末で補筆訂正(早稲田大学大学史資 
料センター（小野梓文庫）？) 

2・303 

小野加賀 文書 2・171 

小野義種 大隈文書 3・339 

親泊朝省 陸軍報道班員親泊大佐の遺書 3・270 

＜か行＞ 

カーゾン、ジョージ 文書（ブリティッシュ、ライブラリー（オリエンタル、ア 
ンド、インディア、オフィス、コレクション）) 

2・430 

甲斐募 資料(福岡県地域史研究所) 2・165 

飼手真吾 JILにより『戦後日本労働組合運動史への証言』として公開 
（1999年） 

3・417 

海原治 内閣国防会議事務局長、オーラルヒストリー報告書刊行 1・449 

整理中(政策研究大学院大学に預けられた) 3・490,491 

オーラルヒストリー、冊子有り 4・335 

文書(政策研究院) 4・431,433,435～ 

オーラルヒストリー、、報告書あり(政策研究院) 4・436～ 

書いた本 4・346～ 

談話速記録 3・127 

史料(政策研究院（海原瑞氏より）) 4・297,298 

風間泰男 文書(憲政記念館) 1・209 

香椎浩平 『2・26事件私記』、茶園義男著『図説/二・二六事件』 
（日本図書センター）にて復刻公表される予定 

3・277 

手記(福岡の香椎家) 3・277 

梶山鼎介 文書(山口県立文書館) 2・380 

柏原兵太郎 文書（物資動員計画関係資料）(国立国会図書館憲政資料 1・191 

春日庄次郎 社会運動、蔵書・史料(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

加瀬俊一 回想録 4・200 

片倉衷 史料、コピー(防衛研究所戦史室) 2・138 

(憲政資料室) 3・278 

堅山利忠 (拓殖大学に寄附) 3・491 

関係文書(政策研究院（拓殖大学にある以外のものを遺族よ 
り）) 

4・296,297 

勝野金政 (伊藤隆氏により憲政資料室に寄贈) 3・488 

桂皋 史料(政策研究院大学院大学、整理中) 2・476 

関係文書、目録刊行 3・484 

『桂皋談話速記録』 3・485 

「桂皋談話速記録」 4・309 

桂太郎 巻物(憲政記念館で購入) 2・475 

桂宮家 桂宮家実録(宮内庁書陵部編修課が作成) 2・453 

加藤一郎 史料(東京大学法制史料センター) 2・121 

史料(東京大学大学史史料室（総務部総務課広報室）) 2・121 

加藤寛治 日記、既刊 1・432 

加藤新次郎 関係資料、日記・書簡一部は目録化終了(福岡県地域史研究 
所？) 

2・171 

加藤高明 加藤高明の衆議院議員総選挙に関わる書簡、日本歴史に紹 
介(掛け軸の愛好家) 

3・379 

金杉秀信 文書(政策研究院) 4・303 

金子憲太郎 関係文書 2・482 

金子直吉 鈴木商店）、書簡、日本歴史に紹介(竹崎音吉（大蔵省の浜 
口の後輩）遺族) 

3・379



金森久雄 「私の履歴書」 4・502 

加納家 土木請負人・親方、文書(福井県三国町郷土資料館（みくに 
龍翔館）) 

1・319 

樺山愛輔 1・123 

関係文書（アメリカン、カウンシル、オン、ジャパン関 
連）(尚友倶楽部) 

1・213,447 

関係文書、仮目録あり(尚友倶楽部より政策研究大学院大学 
に寄託) 

3・484 

(尚友倶楽部) 4・319 

文書 4・364 

樺山資紀 ほぼ完成 1・123 

関係文書、マイクロ(国立国会図書館憲政資料室) 1・210,446 

教育関係資料(尚友倶楽部、将来公開予定) 2・112 

関係文書、目録ほぼ完成(尚友倶楽部？) 2・473 

(国会図書館憲政資料室/樺山家) 3・84,497 

(憲政資料室　尚友倶楽部) 4・319 

甲谷悦雄 史料、日記・回想録(防衛研究所戦史室) 2・141 

上山満之進 関係文書（三哲文庫）(山口県立文書館) 1・111 

亀井貫一郎 インタビュー(塩崎氏) 1・250 

賀屋興宣 関係文書(大蔵省財政史室) 1・391 

文書、目録あり？(大蔵省財政史室) 3・121,402,405,412 

文書(財務省) 4・142 

河上丈太郎 日記(河上民雄) 1・441 

河上肇 櫛田家から河上氏に一括して渡され、それにコメントをつ 
けて製本した形で残る（この原物は法政大学大原社会問題 

3・452 

河毛二郎 王子製紙社長、オーラルヒストリー 1・450 

川崎堅雄 目録作成中(川澄家) 3・491 

インタビュー 4・295 

関係文書、「川崎堅雄関係文書仮目録」(政策研究院（川崎 
氏からのものに、15年2月西村氏寄贈の史料を追加）) 

4・295 

川崎卓吉 関係文書(憲政資料室) 4・308 

川島浪速 関係文書(中国民政部) 1・282 

川島芳子 関係文書、１９９４年６月香港で出版(北京市档案館) 1・283 

河内卯平 関係文書、日記(福岡県立図書館) 2・182 

河野信一 コレクション（幕末維新史を含む１万８千点）（憲政記念 
館）(愛媛県今治市の河野信一（帝国法令図書社長）記念 

1・111 

川村茂久 外務省革新派、日記(塩崎氏がコピーを所有) 1・257,437 

外務省事務官、関係文書（文書群・執務記録・昭和７年の 
日記）(外務省外交史料館) 

1・361,454 

外務省事務官、日記（外交史料館所蔵以外）、塩崎弘明氏 
が『中央公論』で公開(塩崎弘明氏（コピー）・川村氏遺族 
（原本）) 

1・361,455 

河村只雄 文書、目録有り(国立教育研究所教育図書館) 2・335 

閑院宮家 閑院宮家実録(宮内庁書陵部編修課が作成) 2・453 

顔恵慶 日記 1・284 

木内信胤 関係文書(政策研究院大学院大学) 2・470 

関係文書、仮目録あり(政策研究大学院大学) 3・483 

関係文書、目録(政策研究大学院大学) 3・93,126 

関係文書(憲政資料室) 4・294,300 

関係文書、目録作成中（仮目録有り）(政策研究大学院大学 
政策情報研究センターに寄託　木内信胤記念館にも農村関 
係の史料を中心として有り) 

4・317 

文庫(韓国研究院) 4・336 

関係文書、、目録作成中（仮目録有り）(政策研究院) 4・345～368 

インタービュー、「ファイナンス」戦後財政史シリーズ 
（昭和46年11月号） 

4・358,359 

文書 4・369



木内信胤「終戦直後の渉外為替行政」、『ファイナンス』 
昭和４６年１１月号 

4・372,383,386 

文書(政策研究院) 4・395 

回想、「終戦直後の渉外為替行政」、『ファイナンス』、 
大蔵省大臣官房文書課 

4・407,408,413 

文書(政策研究院) 4・453 

『外国為替管理委員会時代の思い出』 4・453～ 

文書(政策研究院) 4・477 

「終戦直後の渉外為替行政」、『ファイナンス』昭和４６ 
年１１月号 

4・493 

『外国為替の話』昭和23年 4・497 

菊川忠雄 3・263 

菊池清明 インタビュー、、報告書あり 4・502 

菊池武夫 日記と書簡、不明（中央大学史史料集に記載か）(中央大 1・125,355 

木佐木勝 日記(遺族／伊藤光一氏がコピー所有) 1・226 

岸信介 文書、目録有り(田布施郷土資料館) 2・385 

オーラル 4・341 

貴島正道 インタビュー 4・281 

北垣国道 日記(京都府立総合資料館) 1・329 

喜多川周之 郷土史家・コレクション（東京関係資料）(江戸東京博物 1・203 

北白川宮能久親王 北白川宮能久親王実録(宮内庁書陵部編修課が作成) 2・453 

喜多誠一 (中国社会科学近代史研究所の図書室（特蔵室）) 3・341 

喜多村和之 資料 2・320 

木戸家 木戸家寄贈資料、目録(山口博物館) 2・386 

木戸幸一 関係文書（国立歴史博物館所蔵以外の一部）、マイクロ 
化？(国立国会図書館憲政資料室) 

1・366 

『戦争指導関係陳述書その3』、『木戸幸一日記』の中でも 
紹介されている(防衛研究所) 

3・381,382 

『木戸幸一日記』 3・381,382,384 

『木戸幸一日記』刊行 4・293 

『木戸日記』 4・158,160,166,168 

『中央公論』昭和４１年１月号、巻頭グラビア 4・166 

『木戸日記』 4・217 

『木戸日記』 4・264 

木戸孝允 日記(史籍協会／宮内庁書陵部) 1・421 

関係文書、刊行予定(宮内庁書陵部) 1・447 

関係文書(出版予定) 2・384 

『木戸孝允関係文書』 3・485 

『木戸孝允関係文書』刊行予定 4・293 

関係文書、寄贈目録あり(宮内庁書陵部（木戸孝彦氏が宮内 
庁に寄贈）) 

4・293 

城戸元亮 毎日新聞(熊本の新聞社の博物館) 1・106 

木下半治 『ファーブル昆虫記』翻訳 4・272 

『フランスの内乱』翻訳 4・272 

関係史料(木下春江親族) 4・289 

『私有財産および国家の起源』翻訳 4・272 

『何をなすべきか』翻訳 4・272 

木下広次 文書(京都大学（近々大学内に文書館が出来る予定）) 2・108 

木林善三郎 史料(田川市立図書館？) 2・174 

キム・ヨンス 寄贈図書(高麗大学中央図書館) 3・462 

木村鋭一 (フーバー研究所) 3・82 

キャッスル 米国駐華大使、日記(中華民国外交部档案庫？) 2・425 

金原節三 陸軍省医事課長、資料、目録有(防衛研究所戦史室) 2・141 

金原善明 治水家、関係文書、天竜川運輸会社関係資料(金原善明記念 1・318 

金毓黻 日記 1・284 

草野一郎平 (草野氏宅に史料があるという情報) 2・161 

櫛田民蔵 書簡(法政大学大原社会問題研究所) 3・432



書簡集(法政大学大原社会問題研究所) 3・452 

葛生修亮 文書(亜細亜大学太田耕造文庫) 1・235 

久原房之助 インタビュー、「社会科学討究」早稲田大学社会科学研究 4・88 

久保卓也 文書、仮目録あり(防衛庁史室) 4・433 

隈本繁吉 台湾教育関係資料(国立教育政策研究所) 1・111 

倉富角次郎 (現物は遺族蔵。コピーを有馬氏) 2・162 

蔵原惟郭 関係文書、マイクロあり（カード・マイクロ）(東京大学史 
料編纂所) 

1・232 

著作目録、櫻井氏ホームページで公表 1・241 

栗原正 (宮内庁書陵部) 4・279 

グリーン、マイケル ８０年代ＦＸ問題について 4・447 

グリフィス コレクション、文書目録稿(ラトガース大学、目録は日下部 
財団が制作) 

2・103 

クリントン 『マイライフ』 4・207 

グルー、ジョゼフ 文書(ハーバード大学) 2・252 

久留間鮫造 書簡(法政大学大原社会問題研究所) 3・452 

黒岩周六 大正３～４年日記・萬朝報社末期の資料、日記既掲載『紀 
尾井史学』４号、櫻井氏のホームページでも公表(不明（黒 
岩家？）) 

1・236 

黒岩万次郎 文書(久留米市文化財収蔵館) 2・174 

黒金泰美 『黒金泰美日記』 4・288 

史料(黒金遺族) 4・289 

日記(黒金泰美次男) 4・493 

黒木親慶 文書、目録有り(えびの市郷土資料館（借り出されたままの 
文書も有り）) 

2・176 

文書、マイクロフィルム、東大独自の目録が活字化（星野 
五郎の史料とともに）(東大法学部) 

2・176 

黒沢博道 関係文書、「黒沢博道関係文書目録」 4・306 

黒田清隆 文書(鹿児島県黎明館) 1・204 

黒田新一郎 諏訪農民団関係史料、日記・メモ類 2・161 

ケーディス ＧＨＱ民政局次長、文書(アメリカ、メリーランド州立大 1・94 

顧維鈞 文書(コロンビア大学のRare Book and Manuscript 2・426 

古池信三 「電力関係史料」48年(通商産業政策史研究所？) 3・359 

「電力行政史料」47年(通商産業政策史研究所？) 3・359,360 

目録あり(通商産業政策史研究所？) 3・359,361 

47年7月の商工省のデータ(通商産業政策史研究所？) 3・360 

「地区別民営会社案の長所と欠陥」、商工省の文書(通商産 
業政策史研究所？) 

3・360 

小磯国昭 回想録『葛山鴻爪』（ダイジェスト）(国立国会図書館憲政 
資料室（原本の写し／ガリ版）／原本は遺族？) 

1・422 

郷古潔 三菱重工社長、日記(郷古氏遺族) 1・452 

日記・関係文書 2・482 

日記 3・485 

孔子 Ｈ・Ｇ・クリール『孔子　その人とその伝記』、既刊 4・49 

幸徳秋水 手紙(高知県の市民図書館奥宮文庫) 3・337 

書(土佐) 3・337 

河野一之 主計局長(大蔵省財政史室) 3・401,402 

資料(政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』 
の出典) 

4・396 

香山健一 コレクション(明星大学戦後教育史研究センター（未整 2・337 

コールグローブ 関係資料(ノース、ウェスタン大学) 1・262 

古賀専 JILにより『戦後日本労働組合運動史への証言』として公開 
（2000年） 

3・417 

小金義照 文書（商工政策史編纂資料のうち）(通産省？) 3・259,260 

国分正二 関係資料(横浜開港資料館) 1・384 

古在由直 文書、書簡・草稿類(東京大学大学史史料室（総務部総務課 
広報室）に寄託) 

2・129



小島秀雄 軍令部課長、関係文書（勤務日誌・日記）（防共協定成立 
過程・日独軍事同盟）(小池氏（コピー）／原本は井上真氏 
(小島氏遺族）) 

1・356 

関係文書（戦後の日独協会関係の日記？）(井上真氏（小島 
氏遺族）) 

1・356 

蔵書（日独関係史）(不明) 1・356 

児玉伊織 日記(宮崎県立図書館) 2・178 

児玉源太郎 (徳山市図書館) 1・111 

文書（憲政資料室所蔵でないもの）(尚友倶楽部で刊行予 2・384 

児玉秀雄 関係文書（児玉源太郎関係文書・吉田書簡を含む）、仮目 
録あり(尚友倶楽部) 

1・111,431,448 

1・213 

関係文書（張作霖の手紙） 1・307 

関係文書(数年後に刊行予定（尚友倶楽部）) 2・472 

関係文書、刊行予定(児玉家（政策研究大学院大学に寄託の 
予定）) 

3・476,480,484 

『児玉秀雄関係文書』刊行予定 4・292 

五島慶太 コレクション(大東急記念文庫) 3・207 

後藤新平 関係文書原本／一部マイクロ目録あり(水沢市) 1・238 

文書 3・316 

後藤田正晴 オーラルヒストリー、既刊『情と理』 1・449 

小西秀隆 史料(田川市立図書館？) 2・174 

近衛篤麿 日記・写真(國學院大學？) 1・423 

近衛文麿 関係文書（書簡も含む）、全集の計画あり(陽明文庫／伊藤 
隆氏) 

1・437 

関係史料（南京政権関係、汪兆銘工作関係史料）(陽明文 3・72 

文書、伊藤氏作成目録あり(山本有三) 3・80 

手帳(陽明文庫) 3・80 

手帳の目録二冊(防衛研究所戦史部作成) 3・80 

小塙英太郎 神奈川県小作官（報告書には「塙」と誤記）、関係資料 
（大正期から戦前期）、マイクロ(横浜市史編纂室) 

1・385 

小林英夫 史料集 4・79 

小松行松 文書(東京大学か) 2・113 

小松原道太郎 『小松原師団長日記』(防衛庁) 4・302 

「小松原師団長日記」、完本ではない、『歴史と人物』最 
終巻、中央公論 

4・303 

師団長、日記(小松原家？) 4・224,225 

中央公論別冊『歴史と人物』昭和４８年１２月号 4・238 

『小松原日記』 4・265 

小宮賢一 文庫、整理して公開されている(日本建築センター) 3・178,201 

小山邦太郎 国会議員、関係文書(横浜開港資料館（マイクロ）／原本は 
小山氏遺族（長野県小諸）) 

1・383 

小山松寿 (早稲田大学史編纂室) 1・129 

名古屋新聞(山田公平) 1・88 

近藤信竹 日記(防衛研究所) 1・356 

＜さ行＞ 

西園寺公望 関係文書（パリ講和会議資料）、立命館大学図書館ホーム 
ページで公表 

1・242 

杉村虎一宛を含む書翰(石本恵吉男爵子孫（女性）／尚友倶 
楽部（坊城氏が持ち込む）) 

1・431 

『西園寺公と政局』 4・158 

斎藤隆夫 日記・関係文書(斎藤隆夫遺族) 1・438 

斎藤実 関係資料（蔵書・雑誌・書簡）、目録あり(斎藤実記念館) 1・237 

関係文書（斎藤静氏寄贈）(国立国会図書館憲政資料室) 1・448 

文書 3・480 

崔南善 コレクション(高麗大学中央図書館亜細亜問題研究所) 3・462



サイモン、ジョン 文書(オックスフォードのボードリアン、ライブラリー 
（ニューライブラリー）) 

2・430 

酒井三郎 日記(伊藤隆氏がワープロ化し配布) 1・256,442 

堺利彦 図書史料（大逆文庫）(法政大学大原社会問題研究所向坂文 3・443 

坂元彦太郎 文書(国立教育研究所教育図書館) 2・334 

坂本龍馬 関係資料、重要文化財 3・212 

目録(京都国立博物館) 3・233 

相良惟一 関係文書(遺族との交渉が難航中) 2・338 

向坂逸郎 文庫、目録５冊あり(法政大学大原社会問題研究所) 3・442～444 

匂坂春平 「陸軍大臣ヨリ」匂坂検察官が持っていたもの、茶園義男 
氏作成のレプリカあり(国立国会図書館) 

3・275 

文書 3・277 

佐久間亮一 文書(横浜開港資料館、日記の翻刻を準備中) 2・272 

桜田武 史料(桜田鉄之助) 4・304 

日記(桜田鉄之助) 4・304 

史料 4・261 

笹川良一 日記、既刊『巣鴨日記』 1・448 

『獄中日記』、刊行 4・306 

史料(笹川陽平) 4・306 

佐々木行忠 日記（明治３０年代）、文庫あり(國學院) 1・129 

佐々木清 関係文書、書簡・回想録史料紹介（有馬氏・平井一臣氏） 2・175 

佐々木正蔵 治水家、関係文書(福岡県小郡市史編纂室) 1・318 

関係資料、備忘録(小郡市史で活字化) 2・175 

佐々木高行 日記（写本）（早稲田大学中央図書館（渡辺幾治郎収集謄 
写明治史資料）) 

2・316 

佐々木到一 史料、コピー(防衛研究所戦史室) 2・138 

左宗棠 関係文書（函稿、電稿）、既刊（全集） 1・287 

サトウ、アーネスト 関係資料、目録作成中(横浜開港資料館) 2・267 

手紙(峰家（佐賀県伊万里市）→伊万里市の市史編纂室に寄 3・338,339 

佐道明広 『戦後日本の防衛と政治』 4・437 

佐藤栄作 日記、既刊（朝日新聞社） 1・443 

文書、目録有り(田布施郷土資料館) 2・385 

日記、既刊（朝日新聞社） 3・222 

日記 3・365,368 

『佐藤栄作日記』 4・194 

『佐藤栄作日記』全六巻、既刊、伊藤隆監修・朝日新聞社 4・318 

佐藤達夫 文書(国会図書館) 4・491 

佐藤虎次郎 関係資料(横浜開港資料館) 2・272 

佐藤尚武 回想録、刊行 4・186 

佐藤昌 公開準備中(日本公園緑地協会佐藤昌文庫) 3・178,201 

真田穣一郎 史料(防衛研究所戦史室) 2・144 

(防衛研究所) 3・383 

佐野学 史料、目録有り(先哲記念資料館に入る予定) 4・191,196 

佐野利器 文書、紛失 3・171 

澤田節蔵 インタビュー(塩崎氏) 1・253 

世界経済調査会、関係資料 1・454 

回想録 4・365 

回想録 4・473 

沢本頼雄 海軍次官、日記公刊を軍事史学会に提案中(防衛庁図書館 
（非公開、戦史叢書）) 

1・428,436 

日記(防衛研究所戦史部、翻刻予定) 2・478 

日記 3・486 

日記、書き起こし中 4・293 

三条実美 文書 3・346 

家政史料(国文学研究資料館) 4・91,95 

三条天皇 文庫(神宮文庫) 1・113 

三宮義胤 書翰（伊藤博文発信含む）(尚友倶楽部) 1・431



塩路一郎 (日本労働研究機構（JIL)？) 3・426 

塩見俊二 文庫(高知) 1・133 

四竈孝輔 日記(東京女学館資料室) 1・225 

志賀義雄 社会運動、蔵書・史料(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

ヒアリング記録、テープの一部は起こしたが公開はしてい 
ない(法政大学大原社会問題研究所) 

3・455 

重光葵 関係文書（追加分）(憲政記念館) 2・482 

『重光葵手記』、中央公論新社から出版予定 3・487 

「小磯・米内聯立内閣」と題するノート、中央公論新社か 
ら出版予定 

3・487 

文書、目録は完備していない(憲政記念館に寄託) 3・83,487 

中央公論、伊藤隆論文 4・292 

『重光葵　最高戦争指導会議記録・手記』中央公論新社、 
2004年7月 

4・291 

史料(重光葵記念館) 4・309,312 

文書、憲政の目録有り(憲政記念館) 4・176 

『巣鴨日記』 4・183,185 

『重光家家史』、昭和６１年作成重光家代々の歴史史料(重 
光家) 

4・183 

重光胖『随想・技術の心』、非売品 4・184 

伊串家文書、日記、重光家玄関番,重光家来訪者などが記さ 
れている簡単な日記(伊串) 

4・184 

竹内夏積宛書簡(武田知己) 4・184 

昭和史の動乱 4・185 

『重光葵手記』 4・176,177 

小冊子(牧野伸顕文書、都立大松本文庫) 4・199 

文書(ケンブリッジ大学　Far East Collection AOI 4・177～178 

文書(大分県東国東郡安岐町　山渓偉人館) 4・178～179,197 

蔵書(大分県杵築市重光家) 4・179,180 

関係史料復刻(大分県杵築市　きつき城下町資料館) 4・180,196 

『重光葵　最高戦争指導会議記録・手記』 4・180,196 

文書、最高戦争会議の議事録(重光葵記念館) 4・180,197～200 

時事通信 (木内文書、為替管理委員会について) 4・480 

志田延義 文書、マイクロ、目録なし(国立教育研究所教育図書館) 2・332,335 

実相院 文書(原利和（原敬遺族）) 1・208 

品川弥二郎 関係文書、既刊、目録あり（尚友倶楽部作成）(国立国会図 
書館憲政資料室) 

1・433 

文書(出版予定（憲政資料室）) 2・384 

巻物(憲政記念館で購入) 2・475 

関係文書 3・484 

『品川弥二郎関係文書』第六巻刊行、第七巻校正中、第八 
巻書簡・補遺 

4・291 

『品川弥二郎関係文書』 4・110 

篠田治策 関係文書（シベリア出兵関係資料）(スタンフォード大学 
フーヴァー研究所イーストエーシャンコレクション) 

1・303 

(フーバー研究所) 3・82 

柴田善三郎 史料(鎌倉の遺族が所有、大西氏が一部利用) 2・271 

渋沢敬三 「元大蔵大臣渋沢敬三氏口述」、『戦後財政史口述資料』 
第一冊 

4・405 

嶋田繁太郎 瀧川政次郎関係資料（嶋田繁太郎東京裁判の弁護人）(國學 
院大學法学部) 

1・413 

開戦時の海軍大臣、日記(嶋田繁太郎遺族（非公開）) 1・433 

史料、コピー(防衛研究所戦史室) 2・138 

日誌(防衛研究所戦史室（非公開）) 2・144 

(防衛研究所戦史部) 3・389 

島田俊彦 史料(東京大学社会科学研究所) 3・72 

島津家 鹿児島島津家の財産(尚古集成館（島津興業）) 3・208 

文書(東大史料編纂所) 3・224



清水慎三 文書目録1冊はあり、近くすべての目録完成予定(遺族が日 
本労働研究機構（JIL）に寄贈) 

3・422 

志水義暲 文書(国立教育研究所) 2・113 

文書(国立教育研究所教育図書館) 2・331 

下坂正英 社会運動、蔵書・史料(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

下村宏 本 4・232 

周仏海 日記 1・299 

日記(劉傑) 3・79 

粛公権 文書(フーバー研究所) 3・81 

蒋介石 史料、『蒋中正総統档案目録』（国史館刊行）(中華民国外 
交部档案庫？) 

2・426 

文書(国史館) 3・323 

文書（大渓档案）、目録有り　史料集刊行(国史館) 4・76 

蒋作賓 日記 1・284 

勝田主計 諸家文書、「昭和財政史」1号～8号、(大蔵省財政史室/マ 
イクロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・397,400,404,411 

城山三郎 『官僚たちの夏』 4・397 

新庄健吉 関係文書（日記の一部あり）(塩崎氏の研究室（遺族から貸 
与）) 

1・250 

末永節 史料、目録有り(福岡市博物館が史料を預かっているが、買 
い取り交渉難航中) 

2・173 

スガハラ、Ｋ 既刊『ジャパニーズ・コネクション　海運王Ｋ・スガハラ 
外伝』 

4・320 

既刊『ジャパニーズ・コネクション　海運王Ｋ・スガハラ 
外伝』 

4・454,474 

杉原荒太 中央公論から防衛庁長官時代に短い日記のようなものを出 
している 

4・186 

杉孫七郎 巻物(憲政記念館で購入) 2・475 

杉山茂丸 文庫蔵書(福岡県立図書館) 1・238 

杉山元治郎 社会運動、蔵書・史料(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

助川啓四郎 関係資料、書籍(塩崎氏（遺族から寄贈）) 1・255 

鈴木喜三郎 書簡（鈴木の遺族宅から発見された）(『日本歴史』2001年 
１月号で史料紹介) 

2・471 

史料 3・492,497 

鈴木荘六 史料、仮目録作成中(国文学研究資料館) 4・91,95 

『鈴木荘六伝』 4・91～92 

鈴木隆夫 関係文書（憲法改正小委員会のメモ・日記）(遺族／憲政記 
念館) 

1・211,228 

鈴木茂三郎 文庫(鈴木徹三氏（茂三郎子息）より法政大学大原社会問題 
研究所に寄贈) 

3・443 

社会文庫生前に近代文学館に寄贈) 3・443 

スタイン (コーネル大学のアーカイブ) 3・172 

ストッダート 文書、マイクロフィルム『戦後日本教育改革在米資料集 
成』（丸善）に収載 

2・328 

ストロース、ルイス 関係文書(フーバー大統領記念図書館（アイオワ州ウエスト 
ブランチ）) 

1・252 

須永廉造 文庫（対外硬関係資料）、蔵書、目録あり(佐野市立図書 1・238 

須磨弥吉郎 史料、コピー(コピーを防衛研究所戦史室で所蔵か？遺族宅 
に原本) 

2・153 

隅谷三喜男 目録あり(日本労働研究機構（JIL)に寄贈/その他は中国に 
寄付) 

3・422 

スメドレー、アグネス 『女一人大地を行く』 4・277 

関口隆吉 史料(関口泰氏が昭和１５年に「出した」) 2・192 

関之 (関家) 3・492 

関係文書、目録作成中(政策研究院（6月に藤原明子氏より 
追加史料あり）) 

4・296,300 

史料（日記を含む）、目録作成中(政策研) 4・321 

文書(政策研究院) 4・441 

宗家 (国史編纂委員会) 3・467



宋子文 文書 2・426 

曽国藩 関係文書（函稿、電稿）、既刊（全集） 1・287 

十河信二 興中公司（華北）関係資料(東京大学社会科学研究所) 1・177 

有賀宗吉著『十河信二』既刊、十河信二傳刊行会　1988年 4・329 

曽禰荒助 諸家文書、「昭和財政史」1号～8号、(大蔵省財政史室/マ 
イクロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・397,400,404,411 

曾禰益 「曾禰益関係文書」(政策研究院（曾禰韶夫氏より）) 4・298 

孫文 関係文書『愛知大学国際問題研究所紀要』第97号？(愛知大 1・239 

＜た行＞ 

高井俊夫 3・474 

高岡熊雄 他にまったくない史料(北海道大学高岡文庫) 3・172 

高木惣吉 関係資料、公刊予定あり（『高木惣吉－日記と情報』みす 
ず書房）(国立国会図書館／防衛庁図書館) 

1・428,432 

高木八尺 関係文書（ＩＰＲ関係）(東大アメリカ研究資料センター) 1・258 

文書、仮目録有(東京大学大学史史料室（総務部総務課広報 
室）（再整理中）) 

2・122 

高嶋辰彦 日誌(防衛研究所戦史室) 2・144 

(防衛研究所) 3・383 

高瀬清 (法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

社会運動、蔵書・史料(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

高田早苗 関係資料(早稲田大学大学史資料センター高田早苗研究部会 
で資料収集中) 

2・304 

高津仲次郎 日記（群馬県・政友系）、『群馬県史』に記載 1・239 

高野実 目録の中間報告あり(信州大学経済学部、日本労働研究機構 
に移管の予定) 

3・417,423 

高橋亀吉 目録あり（憲政資料室）(証券図書館／コピーを国立国会図 
書館憲政資料室) 

1・124,439 

関係文書（書簡も含む）(国立国会図書館憲政資料室) 1・439 

文書(証券図書館/証券図書館以外の史料は憲政資料室) 3・83,374 

全著作(高橋家) 3・83～84 

文書(証券図書館、憲政資料室、残部は政策研究院に整理し 
て憲政資料室に寄贈) 

4・294 

全著作(政策研究院) 4・294 

高橋是清 文書(東京都立大学) 4・187 

資料(不明) 1・169 

高橋清七 スピノザ文庫（高橋清七遺品）、目録あり（群馬大学図書 
館発行）(群馬大学図書館本館（所蔵図書に関して8つの目 
録発行）) 

3・143 

髙橋甫 海軍兵備局主計少佐・資料(東京大学経済学部図書館) 1・191 

高原謙次郎 日記(原文書は高原家蔵) 2・171 

鷹見久太郎 『コドモノクニ』創刊・編集長、調査はしたが目録には載 
らず(鷹見家（茨城県古河市）) 

3・214 

鷹見泉石 蘭学関係史料、平成5年に報告書が出ている(鷹見家（茨城 
県古河市）) 

3・214 

高山英華 史料、未整理(東大都市工学科高山文庫) 3・173,174 

宝樹文彦 オーラル 4・296,297 

宝珠山昇 オーラル 4・303 

文書(政策研究院（宝珠山昇氏より）) 4・304 

オーラルヒストリー(政策研究院) 4・444 

財部彪 日記(国立国会図書館憲政資料室) 1・355 

田川誠一 日記(憲政記念館？) 1・217 

自治相・オーラルヒストリー報告書刊行 1・449 

日記 1・449 

自治大臣、日記(刊行予定) 2・480 

関係文書(遺族宅へ訪問する予定) 2・481 

日記 3・485 

史料(田川誠一氏) 4・295



瀧川政次郎 嶋田繁太郎東京裁判弁護関係(國學院大學法学部) 1・413 

阿部信行回想録（聞書）(國學院大學法学部) 1・414 

滝口明城 書簡類・印刷物(山口県立文書館) 2・383 

滝田実 (遺族) 3・426 

田口卯吉 関係文書(田口卯吉遺族／早稲田大学図書館？) 1・435 

文書(早稲田大学の図書館の特別資料室（未整理）) 2・319 

竹内夏積 重光葵書簡(武田知己) 4・184 

竹下勇 関係文書（回顧録・日記・会議メモを含む）、既刊『海軍 
の外交官竹下勇日記』（芙蓉書房・１９９８年）(国立国会 
図書館憲政資料室／常盤大学波多野研究室／竹下家にもま 

1・235 

関係文書（未公刊資料も含む）、櫻井氏ホームページで公 1・242 

『海軍の外交官　竹下勇日記』芙蓉書房出版刊 3・378,385 

竹添進一郎 (静嘉堂文庫) 1・115 

武田範之 文書(新潟県顕聖寺/薬師院/副本は東大総合図書館の森鴎外 
文庫) 

3・471 

竹葉秀雄 3・475 

武部六蔵 史料(外交史料館？) 2・155 

竹光秀正 『私の履歴書』 4・184 

『竹光秀正伝』 4・196 

竹本孫一 史料(政策研究院大学院大学所蔵、整理中) 2・480 

民社党代議士、仮目録あり(政策研究大学院大学に寄託の予 3・487 

史料、「竹本孫一関係文書仮目録」(政策研究院から憲政資 
料室に寄贈切り替え予定（竹本哲子氏より寄贈）) 

4・305 

田島道治 評伝 4・454,474 

関係資料(田島家) 4・45,47～ 

日記(田島家) 4・45～ 

関係文書 4・309,312 

日記 4・309,312 

田尻愛義 『田尻愛義回想録』 4・186 

佐薙毅 (防衛研究所戦史室) 2・145 

立花親信 日記(柳川古文書館？) 2・171 

立花家 文書、目録あり（要修正） 3・234 

立花正一郎 (遺族（夏目漱石の手紙はそのまま遺族へ）) 3・477 

辰巳一 文書、複製(原本は東大、複製を開港資料館) 2・273 

田中義一 文書(山口県立文書館) 2・381 

田中光顕 青山文庫（正倉院関係）(高知) 1・139 

田中耕太郎 寄贈史料（「戦後教育資料」の一部）、『田中耕太郎旧蔵 
教育関係文書目録、中田俊造文庫目録』(国立教育研究所教 
育図書館) 

2・329 

聞き取りテープ（「戦後教育資料」の一部）(国立教育研究 
所教育図書館) 

2・330 

旧蔵教育関係文書、『田中耕太郎旧蔵教育関係文書目録、 
中田俊造文庫目録』(国立教育研究所教育図書館) 

2・331 

田中二郎 旧蔵教育関係文書、『田中二郎旧蔵教育関係文書目録』(国 
立教育研究所教育図書館) 

2・333 

文書目録を古野博明氏が作成(国立教育研究所) 2・343 

田中新一 史料、業務日誌・回想録・手記、コピー(防衛研究所戦史 2・142 

田中治昌 岩倉の娘、コレクション(京都ノートルダム女子大、田中治 
昌家文書、斎藤コレクション) 

1・119 

田中松月 史料(田川市立図書館？) 2・174 

田中光顕 (高知、青山文庫) 1・139 

棚橋小虎 日記 2・179 

日記(伊藤隆氏が借りて部分的な活字化を検討中) 2・472 

日記(遺族が法政大学大原社会問題研究所に寄贈/コピーは 
伊藤隆氏) 

3・427,451,486 

ヒアリング記録、テープの一部は起こしたが公開はしてい 
ない(法政大学大原社会問題研究所) 

3・455



田辺収 関係資料『九州文化史研究所紀要』に「田辺収関係文書」 
の資料紹介有り 

2・160 

田辺元 京都大学名誉教授、文庫、目録あり（群馬大学図書館発 
行）(群馬大学図書館本館) 

3・143 

田辺朔郎 琵琶湖疎水設計者、関係文書(琵琶湖疎水記念館) 1・321 

谷干城 画像データ(広瀬順皓氏からもらう) 1・118 

谷村裕 オーラル 4・427 

玉置豊次郎 (大阪工業大学玉置文庫) 3・173 

田村民安 インタビュー(塩崎氏) 1・255 

田村怡与造 関係文書（近世史料）(田村家（山梨県）) 1・239 

ダレス 文書(アメリカ公文書館で公開？) 2・244 

(プリンストン大学) 2・252 

チェンバレン Chamberlin、AFAPC参謀第３部長、文書(アメリカ軍史研究 
所？) 

2・395 

チェンバレン、オース 
ティン 

イギリス政治家、文書(バーミンガム大学所蔵。主要なもの 
はマイクロフィルム化) 

2・429 

秩父宮雍仁親王 『秩父宮雍仁親王』秩父宮を偲ぶ会、昭和45年(今井武夫関 
係文書「原稿綴り」) 

4・312 

千葉雄次郎 朝日新聞・中京新聞(東洋大学朝霞校舎書庫) 1・95 

チフビンスキー ロシア外交官、回想録（日本編）未刊行 1・293 

趙爾巽 東三省総督、関係文書（福島安正との会見録を含む）(中国 
第一档案館) 

1・284 

次田大三郎 書記官長日記 4・402 

辻田力 文書、目録なし(国立教育研究所教育図書館) 2・334 

津島寿一 文書(大蔵省財政史室地下倉庫/大平記念館（大蔵大臣期以 
外の資料）) 

3・405 

日記（大平正芳文書のうち）(大平記念館（香川県観音 3・405,412 

書(大平記念館坂出分館) 3・407 

関係文書(大平記念館) 4・309 

日記(大蔵省、坂出郷土史料館（コピーが広島大学文書館に 
もあり）) 

4・310 

文書(大蔵省財政史室) 4・310 

文書(財務省財政史料室) 4・338 

津田栄 (遺族) 3・473 

津田左右吉 旧蔵書(欧文のものを除き早稲田大学中央図書館所蔵。欧文 
の文献は早稲田大学史資料センター) 

2・311 

津田真道 文書、蔵書(慶応大学) 4・108 

土屋家 「土屋家旧蔵文書目録」(土屋喬雄所蔵→東京大学経済学部 
図書館文書室) 

3・241 

常陸国土浦、家文書(国文学研究資料館) 4・90～91 

土屋喬雄 土屋喬雄収集相沢家文書(東京大学経済学部文書室（土屋家 
旧蔵文書）) 

1・186 

堤康次郎 資料、整理中(早稲田大学大学史資料センター) 2・309 

『堤康次郎伝』 4・84 

史料、目録あり(早稲田大学　大学史史料センター) 4・83～84 

文書、目録有り 4・180,196 

坪内逍遙 旧蔵書(早稲田大学中央図書館、但し演劇関係のものは演劇 
博物館、地誌関係のものは熱海市の図書館) 

2・311 

鶴久二郎 文書(久留米市文化財収蔵館) 2・174 

鶴田皓 ボアソナードの編纂委員鶴田皓の対話録(早稲田大学図書館 
貴重室) 

4・98,110 

鶴見祐輔 関係文書、日記(国立国会図書館憲政資料室／関係文書のコ 
ピーを伊藤氏が所有) 

1・439 

文書 4・189 

鄭孝胥 日記(中国歴史博物館) 1・284 

手島精一 文書、日記、マイクロも有り(東京工業大学史料室) 2・112 

寺内正毅 文庫（蔵書）(山口女子大図書館) 1・111



関係資料（平成９／１０年度史料目録リストに記載あ 
り）、東大出版会に刊行用の原稿あり（藤井貞史、山本四 
郎編纂）(国立国会図書館憲政資料室) 

1・420 

桜園寺内文庫(山口県立大学) 2・388 

(国会図書館/山口/自衛隊の山口の駐屯地) 3・477 

寺崎太郎 インタビュー(塩崎氏) 1・253 

デレーケ オランダ人治水技術者関係資料、既刊、非売品（『オラン 
ダ技師関係史料』建設省淀川資料館刊）(建設省淀川資料 

1・319 

田健治郎 日記 3・326 

土井美二 (防衛研究所戦史室) 2・145 

董康 「菫康残稿」(中国社会科学近代史研究所の図書室) 3・340 

「秘書志」(中国社会科学近代史研究所の図書室) 3・340 

『書舶庸譚』（来日時の日記）(中国社会科学近代史研究所 
の図書室) 

3・340 

東郷茂徳 関係文書（回想録・手記・日記など）、萩原延寿『外相東 
郷茂徳』(東郷家遺族から萩原延寿へ提供) 

1・405 

東郷茂彦『祖父　東郷茂徳の生涯』 4・185 

『時代と外交』 4・185 

史料、目録あり、非公開、蔵書が主か？(東郷茂徳記念館) 4・185 

董綬金 手札(中国社会科学近代史研究所の図書室) 3・340 

東条英機 松岡洋右書翰、『松岡洋右伝記』・藤井貞史『近代日本内 
閣史論』（吉川弘文館）・柴田紳一「〔史料紹介〕東条英 
機宛松岡洋右書翰について」(国立国会図書館憲政資料室) 

1・411 

党場肇 文書(平和、安全保障研究所) 2・156 

文書(平和安保研) 4・159 

文書、仮目録あり(平和安全保障研究所) 4・431,432～ 

堂本為広 2・174 

遠山郁三 日記 2・113 

遠山嘉又 判事、補履歴書(山口地方裁判所　岩谷氏筆写或いは写真撮 
影したものを所有) 

4・103 

徳川義親 日記(目白の徳川尾張家) 1・129 

徳川義寛 『終戦日記』 4・64 

徳大寺家 山城国徳大寺家文書、目録あり 3・153 

家文書（徳大寺実則日記、徳大寺公弘日記、実厚日記、家 
政史料、宮内省関係史料）(国文学研究資料館) 

4・91,95 

徳大寺実則 日記（写本）(早稲田大学中央図書館（渡辺幾治郎収集謄写 
明治史資料）) 

2・312 

徳富蘇峰 書簡集(徳富家／徳富蘇峰記念館／国立国会図書館憲政資料 1・438 

日記(徳富家／徳富蘇峰記念館) 1・438 

書簡集(伊藤隆氏がコピーを入手) 2・482 

書簡集 3・485 

『近世日本国民史』 4・220 

苫米地義三 文書(東大法制史料センター) 4・190 

富安保太郎 (柳川古文書館？) 2・171 

外山正一 史料(東京大学附属図書館) 2・129 

豊田副武 回顧録（インタビュー録？）(防衛研究所) 3・381 

陳述録(大井篤蔵) 3・382 

豊福保次 豊福保次ほか革農協関係者インタビューインタビュー(塩崎 1・255 

史料(政策研究院（宮崎まゆ子氏より）) 4・305 

ドラウト 米国人修道士、関係文書(アメリカ、メリノール会本部（ア 
メリカカトリック外国宣教会）) 

1・252 

トレーナー CIE課長補佐、文書、マイクロフィルム『戦後日本教育改革 
在米資料集成』（丸善）に収載 

2・328 

＜な行＞ 

内藤民次 史料(新潟在住の遺族が史料を所蔵か) 2・260 

内藤正司 日経連(日本労働研究機構（JIL)に寄贈) 3・423



中井弘 外交官・工部省官僚、関係文書(鹿児島県歴史史料センター 
黎明館) 

1・327 

永江純一 福岡日々新聞関係資料(福岡県史) 1・105 

関係文書、一部はカード目録作成済、『九州石炭鉱業史資 
料目録』（西日本文化協会発行）にも一部活字化(福岡県地 
域史研究所) 

2・164 

長岡外史 関係文書、書簡の一部がマイクロ、既刊『長岡外史関係文 
書』（吉川弘文館）、目録あり（櫻井氏ホームページ）(国 
立国会図書館憲政資料室（書簡の一部のマイクロ）／長岡 
外史顕彰会（山口県下松、岡田憲佳）) 

1・235 

関係文書(長岡外史顕彰会印刷、吉川弘文館発売) 3・377,392 

中川幸次 日本銀行関係資料、既刊『戦後初期経済政策構想』東大出 
版会(東京大学経済学部) 

1・184 

中家 大阪の熊取町、文書 3・214 

長崎祐三 (遺族) 3・473 

中沢佑 関係文書、東中野多聞氏が東京大学日本史学研究室紀要に 3・494 

関係文書(政策研究院) 4・294 

中島親孝 史料(昭和館) 2・209 

(昭和館) 4・432 

長島隆二 著作目録、櫻井氏ホームページで公表 1・241 

中島彌団次 インタビュー、「社会科学討究」早稲田大学社会科学研究 4・88 

中瑞雲斎 文書、調査報告書あり(中家（大阪の熊取町）) 3・214 

中曽根康弘 オーラルヒストリー、既刊『天地有情、五十年の戦後政治 
を語る』（文藝春秋社） 

1・445 

日記 1・445 

中田俊造 文庫、『田中耕太郎旧蔵教育関係文書目録、中田俊造文庫 
目録』(国立教育研究所教育図書館) 

2・331 

永田荘作 書簡（改進党系・足尾鉱毒関係）、『大宮市史別巻２』 
（大宮市・１９９５年）に記載 

1・239 

中辰之助 文書、文書調査報告書あり(中家（大阪の熊取町）) 3・214 

永田秀次郎 史料(政策研究院（永田秀一氏より）) 4・300 

中野正剛 東方会関係史料(玄洋社記念館) 2・159 

中村栄孝 『李朝実録』から日韓関係記事を抜粋し原稿用紙に書き写 
させていたもの(釜山大学古典籍室) 

3・463,464 

中村房次郎 関係資料(横浜開港資料館) 1・384 

関係資料、『横浜市史料所在目録補遺編２』に目録(横浜開 
港資料館所蔵。書簡翻刻予定) 

2・273 

半井清 (横浜市史) 1・113 

夏目晴雄 オーラルヒストリー(政策研究院) 4・437,444 

オーラルヒストリー 4・444 

鍋島家（鹿島） 文書（大隈重信の書簡を含む）(福岡市博物館) 1・123 

資料書簡(福岡市博物館) 2・172 

鍋島直彬 2・196 

奈良武次 日記（柏書房は一部を出版）(防衛研究所戦史室) 2・144 

日記、中央公論に日記抄を掲載（平成二年）、『侍従武官 
長奈良武次日記・回顧録』として柏書房より出版（2000 
年）(奈良家蔵/回顧録の原本はなし、原本に最も近いコ 
ピーは防衛研究所) 

3・379,380 

史料(奈良家) 3・380,381,384,386 

西浦進 コレクション(防衛研究所戦史室) 2・136 

西垣武一 風俗資料、目録有り(早稲田大学中央図書館) 2・311 

西田亀久夫 インタビュー 4・444 

西村熊雄 業務日誌(外交史料館？（外務省記録の中にあるといわれて 
いる）) 

2・150 

西村捨三 大阪府知事、関係文書(国立公文書館内閣文庫) 1・318 

西村博 森戸辰男秘書、関係文書（戦後社会労働関係資料）(広島大 1・376 

西師意 治水家、関係文書(富山県公文書館／富山県立図書館) 1・318 

乳井昌史 取材記録の概要目録一部、追加目録あり(政策研究院) 4・296



野田卯一 文書、目録あり、戦前分は公開(大蔵省財政史室保存書庫) 3・400～402 

資料(政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』 
の出典) 

4・396 

野田卯太郎 関係文書、目録有り(福岡県地域史研究所。マイクロは憲政 
資料室にも有) 

2・164 

野田六郎 日記(防衛研究所戦史室) 2・144 

能村次郎 『慟哭の海』 4・213 

＜は行＞ 

芳賀四郎 文書(憲政資料室) 2・409 

橋井真 インタビュー、『ESP』、経済企画庁 4・428 

長谷川如是閑 書簡（古島一雄のものを含む）(中央大学大学史編纂室) 1・125 

書簡以外あり(中央大学大学史編纂室) 1・126,355 

長谷部忠 朝日新聞、日記(遺族／有山輝男（コピー）) 1・96 

秦郁彦 3・389 

馬袋鶴之助 文書、既刊『明治・大正・町の法曹』法政大学出版会、(法 
政大学ボアソナード記念現代法研究所) 

4・104,116 

波多江興輔 戦後引揚者の日本人世話会関係の文書(福岡市総合図書館) 3・472 

畑俊六 日記（新発見）(防衛研究所戦史部、史料翻刻予定) 2・477 

『畑俊六日記』刊行予定、書き起こし中、みすず書房から 
刊行されている以外の自叙伝・獄中日記 

4・292～293 

畑勇三郎 回想録(防衛庁) 4・170,171 

ハック メモ 1・356 

ハッシイ 文書（憲法に関する文書）(アメリカ、メリーランド州立大 1・94 

八田嘉明 文書、『八田嘉明文書目録』(早稲田大学現代政治経済研究 2・296 

服部卓四郎 史料(防衛庁本庁六本木資料室に移管か) 2・155 

鳩山一郎 日記(遺族) 3・222 

「鳩山小伝」・刊行予定、『鳩山一郎・薫日記』伊藤隆解 
説原稿 

4・292～293 

鳩山一郎・薫 日記(鳩山一郎遺族) 1・441 

『鳩山一郎・薫日記』 3・483 

『鳩山一郎・薫日記』下巻「鳩山薫篇」、刊行予定 4・292 

花井卓蔵 関係文書(中央大学大学史編纂室) 1・355 

文書、目録 3・95 

文書(中央大学（蔵書、遺物）) 4・111 

文書、目録あり(慶応大学) 4・102,108 

花房直三郎 旧蔵書、統計関係、史料目録有り(早稲田大学中央図書館) 2・311 

花房義質 文書(東京都立大学) 4・188 

文書(宮内庁書陵部) 4・188 

文書(北海道大学　スラブ研究所) 4・188 

羽生三七 インタビュー記録テープ(国会図書館) 4・308 

(政策研究院) 4・294,308 

浜尾新 文書(浜尾家所蔵か。かつて慶応の学生が修士論文作成した 
際、浜尾家で閲覧。それを利用したのが宿南保『浜尾新』) 

2・112 

浜口雄幸 日記、『浜口雄幸日記・随感録』みすず書房刊 3・378,383,385 

書簡、日本歴史に紹介(高知市の職員蔵) 3・379 

3・389 

浜田徳海 資料、目録刊行(東京大学経済学部図書館資料室) 3・244 

林田春次郎 (田川市立図書館) 2・174 

林出賢次郎 関係資料（在ウルムチ時の資料・世界紅卍字会）(林出氏遺 
族（和歌山）) 

1・298 

マイクロフィルムで出版の予定 2・152 

林利治 文書、手書き目録有り(山口県立文書館) 2・381 

文書(山口県公文書館) 3・472 

原覚天 『アジア研究史』 4・336 

原家 文書(横浜開港資料館（マイクロ）／原本は長野県飯田) 1・383 

原四郎 コレクション(防衛研究所戦史室) 2・136



原敬 文書(原敬記念館) 1・208 

文書(大慈会（原敬顕彰会・原利和）) 1・208 

文書(京都大学) 1・208 

バルガス Vargas、Gorge　 B.Vargasが個人で収集したもの、目録な 
し(アテネオ大学Rizal Library) 

3・69 

Vargas、個人文書(アテネオ大学リサール図書館) 3・76 

バルフォア 文書(ブリティッシュ、ライブラリー) 2・430 

東久迩宮 日記(防衛研究所戦史室) 2・143 

樋口家 文書、書簡など(久留米市文化財収蔵館) 2・174 

日高第四郎 史料（「戦後教育資料」の一部）(国立教育研究所教育図書 2・329 

日野宗春 文書(山口県立文書館) 2・381 

平尾卯一郎 インタビュー(塩崎氏) 1・255 

広岡敬 オーラル 4・311 

史料(広島大学文書館) 4・311 

平賀譲 文書、目録ができる予定(東京大学大学史史料室（総務部総 
務課広報室）) 

2・107 

文書、目録完成予定(東大史料室) 2・208 

平田敬一郎 文書(東大法学部　近代日本法制史料センター) 4・146 

平沼驥一郎 イーストエーシャンコレクションリストあり（伊藤隆氏所 
有）(スタンフォード大学フーバー研究所) 

1・124,270 

文書(国会図書館) 3・91 

文書(国会図書館) 4・110～111 

平松家 史料（平松時厚関係史料が中心）(国文学研究資料館) 4・91 

広池千英 旧蔵社会労働関係資料（協調会関係資料）、原本・マイク 
ロ目録あり（『麗澤学際ジャーナル』に記載、麗澤大学図 
書館ホームページで公開）(麗澤大学) 

1・237 

広岡知男 朝日新聞、インタビュー(有山輝男（テープ起こし）) 1・98 

広瀬健一 インタビュー(塩崎氏) 1・255 

馮玉祥 日記(中国第二歴史档案庫で所蔵していたもを刊行) 2・425 

深谷博治 (早稲田大学) 1・114 

収集資料(早稲田大学) 1・239 

福井静夫 文書(海事博物館（呉市）) 2・107 

旧蔵史料、アウトライン目録有(海事博物館) 2・209 

福沢諭吉 『福沢全集』全十冊、時事新報社編纂、國民圖書、1925年 
～1926年(慶応大学福沢研究センター) 

4・109 

『福沢諭吉の法思想』、『福澤諭吉の法思想  視座・実 
践・影響』、安西敏三・岩谷十郎・森征一編著、慶應義塾 
大学出版会、2002年 

4・110 

福島正夫 文庫（早稲田大学中央図書館） 2・312 

福島安正 
趙 
チョウ

爾 
ミツル

巽 
タツミ 

（東 
ヒガシ

三省 
サンセイ 

総督 
ソウトク 

）関係 
カンケイ 

文書 
ブンショ 

(中国第一档案館) 
1・284 

福原芳山 文書(宇部市立図書館) 2・382 

福間敏矩 文書、目録有り(国立教育研究所教育図書館) 2・332 

藤井茂 (防衛研究所戦史室) 2・145 

藤田伝三郎 関係資料、目録もあるが対応する資料は一次資料ではない 
(同和鉱業本社総務部) 

3・256 

藤波家 関係文書（明治以降）、既刊・柴田紳一『藤波言忠伝』 
（平成５年）(藤波家（門外不出）) 

1・406 

藤波孝生 関係文書(政策研究院) 4・297 

オーラル 4・297 

藤牧新平 インタビュー 4・281 

伏見宮家 伏見宮家実録(宮内庁書陵部編修課が作成) 2・453 

二上兵治 文書（山県有朋談話録追加資料／二上氏遺族所有・入江氏 
旧蔵）(国立国会図書館憲政資料室？) 

1・451,458 

ブラウン、ドン 文庫目録作成中(横浜開港資料館) 2・268 

プランゲ プコレクションのうち神奈川県・横浜市関係資料マイクロ 
(横浜市史編纂室) 

1・389,398



コレクション（アメリカ、メリーランド州立大学マッケル 
ディン図書館）、マイクロ(国立国会図書館／早稲田大学 
（一部？）) 

1・399 

プランゲコレクション（戦後占領期パンフレット）(アメリ 
カ、メリーランド州立大学マッケルディン図書館プランゲ 
コレクション) 

1・86,90～93 

コレクション（戦後占領期の新聞、雑誌（ＣＣＤ検閲資 
料））、データベースあり(アメリカ、メリーランド州立大 
学マッケルディン図書館プランゲコレクション) 

1・90～93 

プランゲコレクション（戦後占領期の本（ＣＣＤ検閲資 
料））(アメリカ、メリーランド州立大学マッケルディン図 
書館プランゲコレクション) 

1・93 

ブラントン 灯台建設を指導したときの本人の自筆入りの図面、明治初 
期、修復の報告書あり(海上保安庁から出てきた) 

3・215 

古市公威 関係文書（日記なし・メモ・書簡の写し）(東大工学部土木 
課図書室（古市公威文庫）) 

1・320,339 

ブルーム コレクション（欧米人の旅行記・滞在記・旅行案内・日本 
研究書・ビゴー画集・欧州版古地図）(横浜開港資料館) 

1・382 

文庫、目録有り(横浜開港資料館) 2・268 

古川市兵衛 (古河家？) 3・257 

関係文書(古河家？) 3・257 

市兵衛が出した手紙（古川市兵衛関係資料）(古河家？/古 
河機械金属（第一勧銀の本店の金庫）) 

3・257 

初代翁文書(古河家？) 3・257 

古沢磯次郎 関係文書(国立国会図書館憲政資料室) 1・443 

古野伊之介 国際通信社・新聞連合・同盟通信社(新聞通信調査会) 1・99 

ベネカー 駐日ドイツ海軍武官・日記 1・356 

ベネット、スタンレー 伝記 4・46 

ベラルデ コレクション、目録あり（池端氏作成）(東洋文庫) 3・79 

ボアソナード 日本人編纂委員鶴田皓との対話録(早稲田大学図書館貴重 4・98,110 

岩谷氏研究「旧刑法編纂過程におけるボアソナード主宰の 
端緒」 

4・99 

坊城家 （尚友倶楽部） 1・123 

ポーレイ ポーレイ・ミッション関係資料（報告書・海軍管理工場の 
リスト・工場の簿冊・研究者の日記など）、目録あり(アメ 
リカ・ナショナルアーカイブス) 

1・389 

朴慶植 朴文庫（個人コレクション）、目録はないがOPACでの検索 
はできる(滋賀県立大学図書館) 

3・470 

星子俊雄 史料(外交史料館？) 2・155 

保科善四郎 史料、近々目録完成予定(昭和館) 2・207 

(昭和館) 4・432,439 

細川家 東京府、家政史料(国文学研究資料館) 4・91 

細川護貞 「細川日記」原本の筆写（近衛文書）(山本有三) 3・80 

ホレー、フランク コレクション(ハワイ大学、コピーは一部法政大学・琉球大 2・202 

本庄繁 王克敏宛書簡(中国社会科学近代史研究所の図書室（特蔵 3・341 

『本庄繁日記』、刊行 4・309 

史料、アルバム(靖国神社遊就館) 4・309 

本田弘人 旧蔵資料、『本田弘人旧蔵資料』(国立教育研究所教育図書 2・332 

本間久雄 文庫(早稲田大学中央図書館) 2・312 

本間雅晴 角田房子『いっさい夢にござ候　本間中将伝』中央公論 
社、昭和４７年 

4・238 

＜ま行＞ 

前田多門 聞き取りテープ（「戦後教育資料」の一部）(国立教育研究 
所教育図書館) 

2・330 

牧野英一 昭和51年法務図書館より刊行(早稲田大学図書館など各大学 
へ頒布されている) 

3・87～88



文書、『故牧野英一博士寄贈図書目録』（昭和51年法務図 
書館より刊行、五部立）、完全に整理は終わっておらず再 
整理・目録の新版を編纂する作業を実施(もとは牧野英一 
蔵、昭和50年法務図書館に寄贈される) 

3・87～89,91,99 

目録なし（法務省図書館） 4・112 

牧野伸顕 関係文書（戦後の部分／憲政資料室所蔵以外）(牧野家？) 1・417 

関係文書、新目録の作成中(国立国会図書館憲政資料室) 1・447 

文書(憲政資料室（戦後占領期のものは牧野家か）) 4・320 

牧原出 『内閣政治と「大蔵省支配」』中公叢書、2003年 4・397 

牧原出氏の研究 4・495 

正木千冬 文書(田邊宏太郎氏が「戦間期の東アジア国際政治研究会」 
で報告) 

2・432 

日記 4・271～285 

資料、企画院事件の資料は林茂氏が正木家から借用したま 
ま行方不明 

4・271,277～280 

『随筆　鎌倉市長』 4・283,287 

任用証書 4・273 

正木春江ヒヤリング 4・277,281 

『日本における統計学の発展』 4・275,282 

日記、報告書あり 4・498 

文書 4・505 

増田繁雄 (防衛研究所戦史室) 2・143 

町田忠治 関係資料、既刊『町田忠治－伝記編、史料編』 1・432 

『町田忠治伝』 4・194 

松浦龍雄 回想録（稿本）(昭和館) 2・209 

松岡梅太郎 (光市立図書館) 1・111 

松岡洋右 東条英機宛書簡、『松岡洋右伝記』・藤井貞史『近代日本 
内閣史論』（吉川弘文館）・柴田紳一「〔史料紹介〕東条 
英機宛松岡洋右書翰について」(国立国会図書館憲政資料 

1・411 

松尾臣善 諸家文書、「昭和財政史」1号～8号、(大蔵省財政史室/マ 
イクロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・397,400,404,411 

マッカーサー 書簡（1950年11月22日付）、占領期文書のなかにある(米・ 
ナショナル・アーカイブス→メリーランド大学へ移管カ) 

3・350,354,364 

松方正義 諸家文書、「昭和財政史」1号～8号、(大蔵省財政史室/マ 
イクロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・397,400,404,411 

松嶋鹿夫 日記(松島遺族) 4・279 

史料(松嶋親族) 4・289 

(松嶋遺族) 4・493 

松平康昌 内大臣秘書官、関係文書（近衛泰子速記）(宮内庁？（書陵 
部以外）) 

1・423 

インタビュー（宇治田直義作成）（内外法制研究会関係資 
料）(防衛庁戦史部／國學院大學・外務省図書館か旧文書 

1・423 

松永安左エ門 日記、非公開(松永家本家/抄本（小島直記が抜書きしたも 
ののコピー）は橘川武郎氏蔵) 

3・365,366,368 

蔵書(慶應義塾大学松永安左エ門文庫) 3・367 

個人文書(電力中央研究所？) 3・373 

松野鶴平 文書(松野頼三) 4・303 

文書 4・190 

松野頼三 インタビュー 4・303 

オーラルヒストリー(政策研究院) 4・190 

松村謙三 関係文書(松村謙三記念館（富山県福光町）／松村家) 1・440 

文書 4・175,190～199 

史料、科研費報告書に記載あり(富山県福光町松村記念館) 4・191～195 

『松村謙三伝』 4・191～195 

史料(富山県福光町立図書館に依託してあったものを財団法 
人桜田会へ移し、整理中) 

4・191～195 

松本学 史料（岩倉の娘の資料も含む）（広瀬順皓氏所有）(岡山) 1・119 

松本剛吉 日誌原本・草稿・手紙(松本剛吉遺族) 1・201,213,450



関係文書(憲政記念館所蔵？刊行する予定) 2・474 

関係文書、デジタル化終了 3・485 

関係文書(憲政資料室) 4・309 

『松本剛吉日誌』刊行 4・309 

松本重治 目録作成中 3・490 

松本忠雄 外務省財務次官、関係文書（昭和１０年代の外務省執務記 
録を含む）(東京都立大学) 

1・357,454 

外務省財務次官、関係文書（昭和１０年代の外務省執務記 
録を含む）(外務省外交史料館) 

1・357,455 

文書、目録有り(東京都立大学図書館) 4・187 

丸尾漸 文書(国立教育研究所教育図書館) 2・334 

三木武夫 関係文書(三木会館から明治大学へ) 4・309,310 

三島弥太郎 史料集、目録あり 3・265 

水野直 日記、尚友倶楽部からの刊行計画あり 1・444 

水野錬太郎 関係文書、既刊『水野錬太郎回顧録、関係文書』（尚友倶 
楽部） 

1・446 

関係文書、目録作成中(政策研究院) 4・297 

水町袈裟六 諸家文書、「昭和財政史」1号～8号、(大蔵省財政史室/マ 
イクロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・397,400,404,411 

三田家 黒羽藩公議人、関係文書(栃木県立文書館) 1・328 

三戸信人 JILにより『戦後日本労働組合運動史への証言』として公開 
（1998年） 

3・417 

皆川重雄 新聞号外コレクション新聞(東京都荒川区（寄託）) 1・204 

南次郎 関係文書 2・482 

南大曹 収集資料（明治文人の書簡）、目録あり（早稲田大学図書 
館紀要・第１号記載）(早稲田大学) 

1・238 

峰源次郎 日記、、(峰家（佐賀県伊万里市）→伊万里市の市史編纂室 
に寄託) 

3・338 

美濃部洋次 国策研究所矢次一夫文書、データベース化(東京大学総合図 
書館（国策研究会文書）) 

1・179 

(通産省政策史編纂室) 1・180 

満州関係文書(一橋大学) 1・180 

関係資料(東京大学経済学部図書館) 1・258 

文書（商工政策史編纂資料のうち）(通産省？) 3・259,260 

三宅雪嶺 (三宅家／佐藤能丸（早大）がマイクロ化) 1・126 

宮崎周一 史料(防衛研究所戦史室) 2・138 

『大本営陸軍作戦部長宮崎周一中将日誌』 3・485 

『大本営陸軍部作戦部長　宮崎周一中将日記』錦正社、刊 4・309 

宮崎太郎 日本石炭坑夫組合、文庫(九州大学石炭研究資料センター) 2・172 

宮崎弘道 目録作成中(遺族) 3・489 

宮沢喜一 オーラル 4・299 

文書(政策研究院) 4・190 

文書(政策研究院) 4・299～300 

文書(政策研究院) 4・441 

宮島誠一郎 文書、『宮島誠一郎文書目録』（早稲田大学図書館文書目 
録第５集）(早稲田大学中央図書館) 

2・318 

宮田義二 3・418 

宮本武之輔 日記 1・339 

宮本吉夫 情報局関係(日本新聞協会) 1・99 

御代弦 明治期秋田市長、日記、刊行 3・489 

三輪寿壮 遺族が軽井沢図書館に寄贈、その後行方不明、東大社研か 3・263 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・447,448 

宗方小太郎 関係文書(中国) 1・239 

村尾次郎 関係文書(明星大学戦後教育史研究センター（未整理）) 2・337 

村上義一 関係文書(慶応大学) 1・355 

満鉄関係史料、７０年代の『法学研究』に目録掲載(慶応義 
塾大学中央図書館（三田）) 

2・131 

文書、マイクロで市販(慶応大学) 4・108



村川一郎 文書、目録有り(憲政記念館) 4・189 

村田省蔵 『村田省三追想録』、重光葵 4・183,205 

村田保 文書(慶応大学) 4・101～102 

目賀田種太郎 諸家文書、「昭和財政史」1号～8号、(大蔵省財政史室/マ 
イクロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・397,400,404,411 

毛受家 越前藩公議人、関係文書(福井県立図書館郷土資料室（コ 
ピー）／毛受家（原本）) 

1・329 

毛利家 徳山毛利家、文庫（山口県立文書館の「藩政文書」(山口県 
立文書館) 

2・356 

文庫（山口県立文書館の「藩政文書」）(山口県立文書館) 2・356 

毛利空桑 関係文書（大分県の非政友会系国家主義運動関係者）(毛利 
空桑記念館（大分市管理）) 

1・236 

関係文書（大分県の非政友会系国家主義運動関係者）、マ 
イクロ(国立国会図書館憲政資料室) 

1・236 

森川家 千葉生実藩主、関係文書 1・329 

森恭三 朝日新聞、日記(東大社会情報研究所／有山輝男（コ 1・98 

森省三 『旧憲法の下における人事関係の制度と実例に関する資 1・149 

モリソン、ジョージ・ 
アーネスト 

文書(オーストラリア) 1・274 

モリソン二世 コレクション、目録が出る予定（整理済み）(東洋文庫) 3・79 

森田一 日記(大平記念館) 4・309 

森田芳夫 『朝鮮終戦の記録』著者の資料(九州大学森田文庫) 3・470 

森田文庫（蔵書）、整理中(九州大学) 3・470,474 

森戸辰男 関係文書（書籍）(広島大学／広島修道大学／日本女子大学 
／獨協大学／国立国会図書館／労働科学研究所／富士政治 
大学校付属図書館／横浜市) 

1・367 

関係文書（森戸事件関係中心）(法政大学大原社会問題研究 1・367 

関係文書（森戸辰男のいとこからの寄贈／書簡の一部・日 
本社会党・中央教育審議会・講演録）(横浜市) 

1・368 

関係文書（森戸夫人からの寄贈／労働運動関係の書簡・写 
真など／教育刷新委員会・文相時の閣議関係資料・中央教 
育審議会・講演録）(広島大学) 

1・368 

文書（新たな寄贈分、書簡・講演原稿・昭和３０・４０年 
代の日記・家永裁判国側弁護人としてのノート・ＩＬＯ、 
ユネスコ関係・国際大学協議会）(広島大学) 

1・370 

文書（講演録）(広島大学／労働科学研究所／広島大学森戸 
文書研究) 

1・370 

文書（貸し金庫保存分、クロポトキンの署名入り本・書 
簡）(広島大学) 

1・370,373 

西村博（秘書）関係文書（戦後社会労働関係資料）(広島大 1・376 

聞き取りテープ（「戦後教育資料」の一部）(国立教育研究 
所教育図書館) 

2・330 

関係文書（一部）、マイクロ(広島大学所蔵分（？）の一部 
をマイクロ化したものを国立教育研究所教育図書館で所蔵) 

2・333 

文書(広島大学) 3・216 

商工省電力局起案文書(広島大学) 3・374 

文書(広島大学) 3・374,375 

旧蔵書(森戸辰男氏から日本女子大学に寄贈) 3・451 

旧蔵書(広島大学) 3・451,452 

関係文書、目録あり(広島大学文書館) 4・311 

森永英三郎 (大原社研) 4・112 

森永貞一郎 文書、目録あり(大蔵省財政史室) 3・401,402 

回想 4・399 

守谷精爾 １９３６年当時のスペイン駐在武官、関係文書、電文(外務 
省史料館) 

1・249 

関係資料（メモ類・７㎜フィルム）(守谷氏遺族) 1・249 

＜や行＞ 

安井藤治 安井参謀長（東京警備司令部）の送達通牒(茶園義男所蔵) 3・273



安岡正篤 『現代』、「寂しかった黒幕・安岡正篤の女と憂国」 4・269 

安川敬一郎 史料、日記(北九州の資料館（預託・非公開）) 2・182 

安高団兵衛 文書(福岡県地域史研究所) 2・170 

矢次一夫 美濃部洋次（国策研究所）、データベース化(東京大学総合 
図書館（国策研究会文書）) 

1・179 

インタビュー(塩崎氏) 1・250 

箭内亘 (福島県白河) 1・139 

柳田泉 文庫、目録有り(早稲田大学中央図書館) 2・312 

柳瀬正夢 (法政大学大原社会問題研究所) 3・445 

藪本正義 覚書など 2・175 

矢部貞治 関係文書、目録あり(政策研究大学院大学（憲政記念館から 
移送）) 

1・446 

関係文書(政策研究院大学院大学への寄贈手続き中) 2・476 

関係文書、目録1～3まで刊行(政策研究大学院大学) 3・93～95,483 

関係文書(鳥取県立博物館、憲政記念館) 4・294 

目録作成中(政策研) 4・321 

『矢部貞治日記』既刊、 全4巻、読売新聞社、1974年～ 4・366 

文書、目録あり(政策研究院) 4・442 

山岡万之助 目録なし（法務省図書館） 4・112 

山県有朋 関係文書、既刊(尚友倶楽部) 1・434 

書簡集(尚友倶楽部) 1・434 

関係文書(刊行予定) 2・384 

巻物(憲政記念館で購入) 2・475 

書簡集 3・389 

『山県有朋関係文書』 3・484 

談話筆記、デジタル化終了 3・485 

『山県有朋関係文書』第一巻刊行(山県睦子氏より) 4・292 

関係文書(山県睦子) 4・295 

山際七司 （新潟県黒崎町史編纂委員会）(山際昇) 1・113 

山崎貞一 ＴＤＫ社長・オーラルヒストリー 1・450 

山崎元幹 関係文書(小田原市立図書館) 1・355 

(小田原、憲政資料室、アジア経済研究所、早稲田大学) 4・86 

山田顕義 (日大？／宮内庁書陵部) 1・114 

文書(日大？) 2・385 

山田純三郎 関係文書、目録あり(愛知大学) 1・239 

山田博愛 文庫、公開できていない(都市計画協会山田博愛文庫) 3・173 

山田正男 (夫人→東京都の財団法人に行く予定) 3・174,175 

山本秋 インタビュー(塩崎氏) 1・255 

山本勝市 関係文書（平成９年度報告書に記載あり）、目録あり（国 
民文化研究会作成）(国立国会図書館) 

1・442 

日記(遺族が伊藤氏に貸出（亜細亜大学日本文化研究所紀要 
に連載）) 

1・442 

日記(憲政資料室) 2・481 

山本親雄 関係文書、軍令部作戦部長時代の日誌の一部を2005年3月 
『東京大学日本史学研究室紀要』に掲載予定、(寄託予定 
（山本九三氏より）) 

4・298 

山本作馬 史料(田川市立図書館？) 2・174 

湯浅倉平 関係文書(山口県公文書館) 3・472 

関係文書(宮内庁？（書陵部以外）) 1・424 

伝記史料(山口県立文書館) 2・382 

湯浅四郎 コレクション（選挙関係資料）(湯浅四郎) 1・203 

兪鎮午 玄民文庫、目録あり(高麗大学中央図書館) 3・462 

柚原久 史料(防衛研究所戦史室) 2・138 

湯本義憲 治水家・大成会系代議士、関係文書、目録なし（整理中） 
(埼玉県立文書館（寄託）) 

1・316 

忍同志会（湯本義憲後援会）関係文書(埼玉県行田市郷土博 
物館) 

1・317



横井忠雄 駐独武官、日記（昭和１４年から１６年まで）(横井氏遺 1・365 

横尾輝吉 関係文書（下野タイムズ社長・改進党）、目録あり（栃木 
県立文書館）(栃木県立文書館) 

1・236 

横山一郎 日記ほか書類(遺族) 4・311 

吉川英治 『宮本武蔵』 4・152 

吉川末次郎 蔵書(専修大学に寄贈) 2・160 

吉川安平 史料(山口県立文書館) 2・382 

吉田家 柏町長、文書、マイクロ(柏市史編纂室（マイクロ）／原本 
は吉田家に返還) 

1・327,335 

吉田茂 書簡、既刊『吉田茂書翰』 1・405 

関係文書(吉田家？) 1・417 

『吉田茂書簡』 4・177 

河野康子、吉田首相対外経済政策に関する論文 4・380 

吉田松陰 日記 3・342 

吉塚謙吉 史料(田川市立図書館？) 2・174 

吉冨簡一 史料(山口県立文書館) 2・383 

吉野信次 吉野文庫（吉野信次が購入した洋書）(通産省の図書館) 3・246 

商工政策史編纂資料(通産省？) 3・259～261 

吉村正 関係文書(政策研究大学院大学) 1・446 

吉村屋幸兵衛 生糸商、関係文書(横浜開港資料館（マイクロ）／原本は群 
馬県大間々) 

1・383 

＜ら・わ行＞ 

ランプソン イギリス駐華大使、日記(中華民国外交部档案庫？) 2・425 

李鴻章 関係文書（函稿、電稿）、既刊（全集） 1・287 

劉翰怡 手札(中国社会科学近代史研究所の図書室) 3・340 

リンドウ オランダ人治水技術者関係資料、既刊、非売品（『オラン 
ダ技師関係史料』建設省淀川資料館刊）(建設省淀川資料 

1・319 

レイ、ハリー オーラルヒストリーコレクション(明星大学戦後教育史研究 
センター) 

2・338 

レディング、ロード 文書 2・430 

蝋山政道 (蝋山道雄) 1・123,263,439 

関係文書(寄託予定（蝋山道雄氏より）) 4・298 

脇村義太郎 持株会社整理委員会・海運関係・石油関係資料、書籍(東京 
大学経済学部図書館) 

1・184,193 

陸軍省主計課別班秋丸機関のドイツ抗戦力調査(東京大学経 
済学部図書館) 

1・198 

陸軍省主計課別班についての講演（日本学士院報に記載） 1・199 

渡辺昭 『渡辺昭談話録』、刊行、尚友倶楽部 4・308 

渡辺幾治郎 (早稲田大学) 1・114 

収集資料(早稲田大学) 1・239 

文庫（旧蔵書籍）(早稲田大学戸山図書館) 2・292 

収集、明治史資料写本（徳大寺実則日記等）、目録なし 
（カードは有る）(早稲田大学中央図書館) 

2・312 

渡辺国武 関係文書、一部マイクロ化（東大社研）(渡辺武氏（遺族） 
／国立国会図書館憲政資料室) 

1・444 

(尚友倶楽部/財政史関係のものは大蔵省に寄贈) 3・407 

関係文書(渡辺家、一部は政策研) 4・319 

渡辺国武・千冬 (渡辺家) 3・493 

渡辺洪基 文書(東京大学史料編纂所、東京大学史料室) 2・129 

渡辺武 日記(大蔵省財政史室) 3・401 

目録作成中 3・493 

『渡辺武日記』(大蔵省財政史室編纂、東洋経済から) 3・493 

オーラル 4・308 

関係文書、目録、追加目録あり(政策研究院) 4・296 

オーラル、冊子作成中 4・342 

渡辺武とＡＣＪ、尚友倶楽部における伊藤先生の報告 4・319



大蔵省財政史室編『対占領軍交渉秘録　渡辺武日記』東洋 
経済新報社、昭和58年 

4・370～376,384,393 

大蔵省財政史室編『対占領軍交渉秘録　渡辺武日記』既 
刊、東洋経済新報社、昭和58年 

4・345 

大蔵省財政史室編『対占領軍交渉秘録　渡辺武日記』東洋 
経済新報社、昭和58年 

4・319,335,342 

『占領下の日本財政覚書』1966年 4・373,383 

関係文書、仮目録(政策研究院) 4・395 

資料(政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』 
の出典) 

4・396 

回想録、『戦後財政史口述資料』 4・396～ 

『渡辺武日記』 4・396,405,421 

日記 4・498 

渡辺千秋 関係文書、既刊(尚友倶楽部／国立国会図書館憲政資料室) 1・434 

(渡辺千秋蔵？) 3・389 

渡辺千冬 関係文書(渡辺家、一部は政策研) 4・319 

渡辺恒雄 読売新聞社長、オーラルヒストリー、既刊 1・449 

渡辺誠 財政史刊行だより 4・496 

渡辺勝 旧蔵書(昭和館) 2・207 

渡辺廉吉 文書、『渡辺廉吉伝』（渡辺廉吉伝記刊行会、昭和９年） 
に目録あり、写真集や私信・来翰など出版予定、(長岡の郷 
土資料館/国会図書館憲政資料室で写真をとった) 

3・332,345 

文書、『渡辺廉吉伝』（渡辺廉吉伝記刊行会、昭和10年） 
に目録あり(平塚の博物館（孫が寄贈）) 

3・333 

伊藤博文の手紙(長岡の郷土資料館/国会図書館憲政資料室 
で写真をとった) 

3・345 

渡部渡 史料、コピー(防衛研究所戦史室。明石陽至らの『マレーに 
おける日本軍政』に収録？) 

2・138,144 

機関・団体・その他



＜皇室・宮中＞ 

恩賞関係史料 (国立公文書館) 3・169 

現行宮内庁年中行事調査 
報告書 

宮内庁書陵部公文書係で公開 2・454 

皇室会議招集状 (宮内庁) 3・101 

謝罪詔書草稿 『文春』８月号、座談会 4・52 

終戦詔勅原案 3・270 

賞勲関係 古いもの(国立公文書館) 1・150 

昭和天皇お手元文庫 (宮内庁？（書陵部以外）) 1・424 

昭和天皇侍従の政変日誌 牧野伸顕内大臣時代（昭和７・８年）(宮内庁？) 1・424 

昭和天皇実録 宮内庁書陵部編修課が編修中 2・450 

昭和天皇の侍従日録・医 
者拝診録 

(宮内庁？) 1・425,426 

書陵部史料目録 目録『和漢図書分類目録』 2・448 

書陵部新公開史料目録 書陵部新公開の史料目録は各年度『書陵部紀要』で紹介 2・448 

大正天皇侍従日録 (宮内庁？) 1・426 

大正天皇実録 (宮内庁書陵部) 1・427 

宮内庁書陵部編修課が作成 2・453 

千代田史料 明治天皇伝記史料(防衛研究所戦史室) 2・138 

千代田文庫 明治憲政史関係史料のうち旧陸海軍関係のもの(防衛研究所 
図書館に移管) 

2・458 

帝室例規類纂 (宮内庁書陵部公文書係) 2・455,456 

図書寮記録 (宮内庁書陵部) 2・455,456 

封印された天皇の「お詫 
び」 

橋本明『封印された天皇の「お詫び」』 4・50 

密室の終戦詔勅 4・237 

宮家実録 (宮内庁書陵部) 1・428 

明治天皇お手元文庫 宮内庁図書館『明治憲政資料』（宮内庁作成／昭和２５・ 
６年頃流出）(宮内庁書陵部) 

1・424 

明治天皇紀 臨時帝室編修局本・三条公行実編輯掛本・御所本・鷹司 
本、作成中(宮内庁書陵部) 

1・135 

4・255 

明治天皇紀作成時の談話 
速記録 

『明治天皇紀』作成時のオーラルの記録(宮内庁書陵部) 3・384 

明治天皇紀編修録 (宮内庁書陵部) 2・460 

明治天皇御紀資料稿本 (宮内庁書陵部) 2・460 

明治天皇侍従日録 (宮内庁書陵部（一部、非公開）) 1・426 

明治天皇内大臣府記録 (宮内庁？（内大臣府旧蔵）) 1・426 

歴代侍従長の日記 1・426 

歴代天皇皇族実録 宮内庁書陵部編修課が作成 2・453 

＜議会・政治団体＞ 

関東地方県会選挙データ 新聞・選挙録から収集、櫻井氏ホームページで公開 1・246 

貴族院資料 虎門会議録を含む(参議院別館資料課) 1・209 

貴族院特別委員会小委員 
会筆記要旨 

パンフレット作成(参議院事務局) 1・445 

共産党関係資料 (スタンフォード大学フーヴァー研究所) 1・308 

協同党関係資料 (共栄火災) 1・254 

雑誌『協同民主主義』(小田太熊) 1・254 

憲政史編纂委員会 インタビュー 4・255 

玄洋社資料 内田良平宛書簡・孫文関係を含む(玄洋社記念館) 1・233 

(玄洋社記念館) 2・159 

公職適格審査委員会記録 (内閣官房人事課調査係？) 1・150 

黒龍会関係史料集 全１０巻(柏書房刊) 3・377 

最高戦争指導会議の関係 
の記録 

中央公論新社から出版予定(重光家) 3・83,487



社会党・民社党事務局史 
料 

黒沢博道（社会党・民社党の事務局）氏より委託、目録化 
進行中 

3・485 

社会党関係資料 (国立国会図書館憲政資料室？) 1・458 

衆議院資料 会議録・議員提出法案原本・辞職願・雑事の記録など(衆議 
院各部課) 

1・208 

衆議院資料課（衆議院内４階倉庫）) 1・209 

衆議院秘密会議速記録 昭和11年5月6日の第69回帝国議会衆議院秘密会議(国立国会 
図書館) 

3・269 

新自由クラブ関係資料 大中氏旧蔵、「大中氏旧蔵新自由クラブ関係史料」目録 4・306 

(憲政記念館／国立国会図書館憲政資料室) 1・458 

政府大本営連絡会議／最 
高戦争指導会議関係 

(不明（国立公文書館にない・宮内庁に持っていった？）) 1・152 

選挙関係資料 古書店から購入か（館所蔵目録にも入っていない）(横浜開 
港資料館) 

2・274 

ポスター（第一回普通選挙時）(法政大学大原社会問題研究 3・439 

戦前期 4・289 

帝国議会説明資料 3・479 

帝国議会秘密会議議事録 (憲政記念館) 1・445 

丁未倶楽部会員名簿 (鈴木省吾氏のから有馬氏がもらった？) 2・178 

日本共産党関係資料 (フーバー研究所) 3・82 

日本政治文庫 (早稲田大学図書館) 4・87～88 

民社協会所蔵旧民社党史 
料 

(民社協会) 3・488 

無産政党本部史料（とく 
に中間派） 

戦前期原資料インデックス（大原デジタルライブラ 
リー）、(法政大学大原社会問題研究所) 

3・439～441,447 

明治憲政史関係史料 『宮内庁図書館収書目録』改訂第一号（昭和26年）に目録 
有り(宮内庁書陵部、非公開) 

2・456 

又新会会議録 櫻井氏ホームページで公表 1・241 

＜外交＞ 

安政条約書 重要文化財(外交史料館) 3・212,216,217 

お役所シリーズ・外務省 『お役所シリーズ』『外務省』 4・199 

外交官履歴 昭和期(外務省外交史料館) 1・361 

明治期・大正期、ＧＨＱがマイクロ化、目録なし、既刊 
（佐藤元英編『職員録』クレス出版）(外務省外交史料館) 

1・361 

外務省極秘電報 (木内文書) 4・502 

外務省執務報告 (クレス出版で刊行) 2・146 

外務省文書 公文別録、江華島事件以降(国立公文書館（未公開）) 1・150 

日中戦争以降（『支那事変関係一件』Ａ、１、１、０、３ 
０）(外務省外交史料館) 

1・357 

大正９・１０年の通商情報(大阪市立大学付属図書館（大阪 
市史編纂文書）) 

1・358 

明治以来の外交文書、外務省監修『新生日本外交百年史』 
（写真版・昭和２７年）(外務省記録課書庫) 

1・407 

日ソ外交交渉記録ノ部 2・146 

日仏印関係ノ部、コピー(外交史料館（原本は波多野氏所 2・147 

戦後外交記録、簡単なインデックス有り(外交史料館) 2・148 

CLO経済部農林課資料等(外交史料館) 4・411 

樺太・千島交換条約 (外交史料館) 3・217 

支那事変関係史料 (外務省外交史料館) 3・71 

終戦史録 (外務省) 4・188 

日英同盟関係資料 明治天皇御記編纂資料として宮内庁書陵部が外務省記録を 
筆写(宮内庁書陵部) 

1・427 

日独伊三国同盟の研究 三宅正樹『日独伊三国同盟の研究』既刊 4・243 

日米和親条約 重要文化財(外交史料館) 3・212 

日蘭条約書 安政二年(長崎) 3・211 

日本外交協会関係資料 (外務省外交史料館) 1・374



北平総領事館文書（元北 
京大使館文書） 

不明 82 

茗荷谷研修所旧蔵記録 目録有り(茗荷谷研修所) 4・83 

矢野記録 (外務省外交史料館) 3・71 

＜軍事・防衛＞ 

市ヶ谷史料 戦史部に所蔵される予定？（溝部氏によれば）) 2・153 

沖縄決戦 八原博通、読売新聞社、昭和４７年 4・216,237 

偕行社図書室目録 （偕行社） 2・140 

海軍関係資料 第一次世界大戦期資料(防衛研究所) 1・355 

海軍経理学校史料 (東大駒場) 2・215 

海軍省等如何南方軍政関 
係資料？ 

目録有り（非公開）(外務省外交史料館) 1・359 

海軍省日誌 明治9～15年、『貴重書目録』(法務図書館) 3・98～99 

海軍史料 大東文化大学所蔵(出版継続中。コピーを戦史室でも所有) 2・138 

海軍大学校旧蔵書（技術 
関係） 

(防衛大学校) 2・207 

海軍大学校旧蔵書（技術 
関係以外） 

(昭和館) 2・207 

海軍歴史史料保存委員会 
旧蔵史料 

(昭和館) 2・207 

偕行文庫 靖国神社、目録あり 3・383 

海上自衛隊幹部学校所蔵 
資料 

(海上自衛隊幹部学校) 2・140 

夏友会（元六五旅団歩兵 
一四一連隊） 

「夏友会（元六五旅団歩兵一四一連隊）戦史」冊子、昭和 
52年(今井武夫関係文書「原稿綴り」) 

4・312 

機密戦争日誌 軍事史学会編(防衛研究所) 3・383 

旧軍人の文書史料 『自衛隊の駐屯地に置かれている史料館等』（総合目録） 
(自衛隊駐屯地の各史料館) 

2・140 

再軍備への軌跡テープ 『再軍備への軌跡』(一部乳井昌史氏より預かる) 3・486 

佐賀の乱 『貴重書目録』(法務図書館) 3・98 

匂坂資料 『検察秘録/2･26事件（Ⅳ）匂坂資料』（平成３年、角川書 3・275,279 

作戦日誌で綴る支那事変 井本熊男『作戦日誌で綴る支那事変』 4・171 

支那事変の回想 今井武夫、刊行 4・299 

史料調査会海軍文庫 (昭和館に移管) 2・140 

史料調査会旧蔵海軍軍令 
部史料 

(昭和館) 2・206 

史料調査会収集資料 戦史関係の質疑応答文書(昭和館) 3・390 

水交社図書室所蔵資料 図書・談話テープ、目録有り(水交社) 2・140 

末次機関 関係資料（上海、末次海軍調査機関）(廈門大学) 1・279 

征西史料 (国文学研究資料館) 4・90 

戦艦武蔵 吉村昭 4・170 

戦史室収集の私文書 カード・戦史叢書索引を参照(防衛研究所戦史室) 2・135 

戦史室所蔵教範・典範類 (防衛研究所戦史室) 2・137 

戦史室所蔵個人研究によ 
る研究資料 

部内配布の研究資料(防衛研究所戦史室) 2・137 

戦史叢書 ＣＤ－ＲＯＭ(昭和館（データベースも作成）) 2・157 

デジタル化済(昭和館作成) 2・214 

戦史叢書基礎案 叢書の草稿(防衛研究所戦史室) 2・136 

戦史叢書作成の際のヒア 
リング記録 

防衛研究所に少数テープが存在、編纂官個人が所有してい 
る場合もある 

2・136 

戦史部収集資料 (防衛研究所戦史室) 2・133 

戦史部史料 (防衛研究所戦史部) 3・388,389 

朝鮮軍史料 防衛研究所に少し 3・477 

東海鎮守大日記目録 神奈川県立公文書館所蔵東海鎮守大日記目録複製(横浜開港 
資料館) 

2・274 

中支那派遣軍降伏文書 引継文書(スタンフォード大学フーヴァー研究所イースト 
エーシャンコレクション) 

1・303



(フーバー研究所) 3・82 

中野学校 本 4・234 

二・二六関係書類 (東京地検) 3・274 

二・二六事件奉勅命令 陸海軍16通 3・270 

日本海軍史料 既刊（全１１巻）(海軍歴史保存会（財団法人、解散）) 1・433 

日本軍人の手紙 (中国科学院図書館) 1・285 

日本陸海軍総合事典 既刊 4・265 

日本陸海軍の制度・組 
織・人事 

秦郁彦 4・213 

敗戦の記録 (原書房) 3・83 

部隊史、沿革史等の寄贈 
図書類 

インデックス有り、『軍事史学』私家版情報コーナーでも 
紹介(防衛研究所戦史室) 

2・138 

防衛生産委員会１０年史 4・439 

防衛庁１０年史 4・444 

防衛庁５０年史 4・435 

防衛庁戦史室資料 物資動員計画資料、既刊（現代資料出版）(原朗) 1・173～175 

防衛年鑑 (海原文書の中にあり) 4・435 

命令書（軍隊に対する告 
示） 

(手塚五郎（横須賀の郷土史家）蔵、コピーは茶園義男) 3・273 

陸軍軍医学校資料 (衛生学校の図書室) 2・141 

陸軍経理学校図書 2・138 

陸軍省関係文書 (アメリカ・ＬＣ) 1・387 

陸軍省主計課別班・脇村 
義太郎講演 

（日本学士院報に記載） 1・199 

陸軍省主計課別班秋丸機 
関・英米合作抗戦力調査 

（有沢氏） 1・198 

陸軍省主計課別班秋丸機 
関・ドイツ抗戦力調査 

脇村義太郎所蔵資料(東京大学経済学部図書館) 1・198 

陸軍省日誌 明治5～15年、『貴重書目録』(法務図書館) 3・98 

陸軍大臣告示 第一師団の改竄文書(東京地検) 3・270,272～274, 
276,279,280,281, 

295,297 
陸軍大臣ヨリ 東京湾要塞司令部に送られたもの(平成昭和研究所) 3・273,274,278,280, 

281,295,296 
陸満密下日記 昭和７年(防衛庁戦史部／国立公文書館) 1・362 

＜司法・裁判＞ 

ＢＣ級戦争裁判記録 (防衛研究所戦史室) 2・137 

マイクロフィルム(原本は外務省本省。フィルムは外交史料 
館で購入可) 

2・149 

外地法制史 (外務省) 3・124 

極東軍事裁判条例の第5 3・285 

極東国際軍事裁判速記録 雄松堂書店、英文速記録は未公刊（法務省) 3・269 

近代日本研究 (慶応大学福沢研究センター) 4・109 

近代日本法制資料集 既刊、『近代日本法制史料集　井上毅傳　史料篇外篇 』、 
國學院大學日本文化研究所編 

4・99 

刑法ならびに監獄法改正 
調査委員会総会決議およ 
び留保条項 

(法務図書館蔵牧野英一文書) 3・89 

裁判記録 (国立公文書館) 3・290 

二村一夫「大原社会問題研究所の裁判記録について」(日弁 
連機関紙『自由と正義』)(法政大学大原社会問題研究所) 

3・439,440,449 

司法官による植民地法制 
と土着の人々の旧慣調査 

2・258 

司法省日誌 4・114 

司法保護関係雑誌 (矯正協会の図書館) 3・471 

手稿仏文刑法草案 4・100 

少年法案関係資料 『貴重書目録』(法務図書館) 3・89



申明類纂 (最高裁図書館) 4・104 

西南戦争関係裁判の判決 
記録 

(国立公文書館？) 3・130 

戦争犯罪処刑者一千 1993年8月(新人物往来社刊) 3・288 

戦争犯罪被告人裁判規定 「戦争犯罪被告人裁判規定」 3・285,289 

戦犯関係史料 日本の戦犯の史料(National Archives) 3・71 

戦犯裁判原本 3・270 

戦犯資料 原本(法務省戦犯資料室（非公開）) 2・137 

コピー(法務省戦犯資料室所蔵分の一部を戦史室で所蔵) 2・137 

帝国法曹大鑑 4・105,113 

東京裁判条例 （ダワー博士引用） 3・285,286,290,292 

東京裁判資料 (清瀬一郎蔵→法務省資料係→国立公文書館) 3・99 

東京裁判判決書 未公刊(法務省) 3・286 

徳川裁判例 東大出版会 4・106 

内外法制研究会関係資料 東京裁判対策としての関係者インタビューなど(防衛庁防衛 
研究室／東京大学) 

1・413 

(防衛庁・國學院大學・東大社研等が所有（不揃い）) 2・154 

日本国籍法立案に関する 
資料 

通達一件のみ(法務省) 3・124 

日本法曹界人物事典 既刊 4・105,112 

日本立法資料全集 (法務省図書館他) 4・111,112 

ニュルンベルグ裁判条例 
第6条 

3・284,285,286,290 

陪審法案関係資料 『貴重書目録』(法務図書館) 3・89 

仏書篇 (内閣文庫の洋書分類の中) 4・100 

仏文刑法草案 (内閣文庫) 4・100 

仏蘭西法律書 箕作麟祥『仏蘭西法律書』 4・101,113 

法務図書館貴重書目録 『貴重書目録』（手塚豊作成・昭和48年法務図書館出版、 
地域別・時代順）、明治初年代が中心、マイクロ(法務図書 

3・86,89,93,97～99 

法務図書館和漢図書目録 著者名のアルファベット順（年代順ではない）(法務図書 3・85～86,89,91 

法務図書館和漢図書目録 
追録 

追録1～3、著者名のアルファベット順（年代順ではない） 
(法務図書館) 

3・85～88 

松川裁判記録 松川運動の資料(法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

民事慣例類集 東大出版会 4・106 

横浜裁判規定 3・288～291 

立法資料 明治初年、『吾園叢書目録』（法務図書館『図書月報』の 
付録として昭和44年に出ている）(もとは細川潤次郎蔵、昭 
和18年ごろに遺族から法務図書館に寄贈ｶ) 

3・86～87 

臨時法制審議会主査委員 
会議事速記録 

諮問第4号刑法改正(法務図書館蔵牧野英一文書) 3・89 

＜財政・経済＞ 

1930年代の日本経済 安藤良雄、論文 4・260 

1950年外資法　ナチュラ 
ルヒストリー 

ラビノビッツ『１９５０年外資法　ナチュラルヒスト 
リー』刊行 

4・471 

American 
Multinationals and 
Japan : The Political 
Economy of Japanese 
Capital Control 1899- 

Mark Mason『American Multinationals and Japan : The 
Political Economy of Japanese Capital Control 1899- 
1990』 

4・379 

Financial Missionaries 
to the World 

Emily S .Rosenberg『Financial Missionaries to the 
World』 

4・373 

ウラジヴォストークの横 
浜正金銀行等日本関係文 
書 

(ウラジヴォストークの文書館) 1・292 

営業報告書 (神戸大学経営文献センター) 1・188 

工業倶楽部寄贈、目録有り(東京大学経済学部図書館) 1・188



戦前期、武田晴人氏等作成「営業報告書目録」あり、雄松 
堂によりマイクロフィルム化され一般に頒布されている、 
(日本工業倶楽部が収集→東大経済学部図書館へ1万2000冊) 

3・237,239,244 

(神戸大学経営資料センター) 3・240 

エコノミスト 4・241 

4・272 

塩業関係資料 (東京大学経済学部図書館) 1・188 

王子製紙・樺太鉱業など 
の会社文書 

目録あり(ロシア国立サハリン州公文書館) 4・78 

大蔵省 4・491 

大蔵省各局資料 (大蔵省地下倉庫) 1・181 

大蔵省史　明治・大正・ 
昭和 

『大蔵省百年史』増補・改訂 4・136 

大倉商事アメリカ支店書 
類 

米ナショナルアーカイブス所蔵マイクロ(横浜市史編纂室) 1・386 

大蔵省史談会速記録 第1号～第5号、一部「大蔵大臣回顧録」の形で市販された 
(大蔵省財政史室書庫) 

3・399,413,414 

大蔵省資料 財政史室とは別(大蔵省の文庫（国会図書館分室）) 1・166 

大蔵省百年史 4・135～ 

大蔵省部局長会議記録 (政策研究院渡辺武関係文書) 4・396 

大蔵省文庫蔵書目録旧蔵 
和書 

1982年、1982年(大蔵省文庫) 3・403 

大蔵大臣回顧録 4・145 

オーラルの記録 (産業政策史研究所) 3・362 

小野田セメント関係資料 『小野田セメント百年史』、『小野田セメント百年史』(小 
野田セメント？) 

3・256 

外国為替 (木内文書に有り、国会図書館) 4・332 

定期刊行物 4・481,484 

外国為替管理委員会の思 
い出 

昭和財政史編集の際の口述史料 4・477～ 

外資委員会関係史料 (国立公文書館、カレッジパーク、レコードグループ３３ 
１、ボックス番号１０４０) 

4・375 

外資法の起源 『外資法の起源』 4・454 

外為管理委員会議事録 4・500 

外為法の起源 4・368 

花王石鹸五十年史 3・258 

花王石鹸関係資料 公開(亀戸にある東京工場の資料室) 3・258 

カネニ小松史料 (東京大学経済学部図書館文書室) 3・241,244 

過燐酸関係資料 過燐酸同業会・人造肥料連合会関係資料(東京大学経済学部 
図書館) 

1・188 

過燐酸石灰工業組合資料 (東京大学経済学部図書館) 3・240,244 

カレント (木内文書に有り、国会図書館) 4・332 

官報 (政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』の出 4・396 

企画院機密文書 写し、『国家総動員Ⅰ経済』（現代史資料第４３巻）(泉山 
三六) 

1・170 

企業博物館事典 (日外アソシエーツ) 3・255 

共同調査会記録 日経連の関連組織、コピー(伊藤隆) 4・304 

銀行学伝習人規則 (東京大学経済学部図書館) 1・189 

軍需省関係資料 既刊（現代資料出版）(原朗) 1・173 

(通産省政策史編纂室) 1・177 

経済安定本部　戦後経済 
政策資料 

日本経済評論社 4・478 

経済安定本部関係資料 目録有り、既刊（『戦後経済政策資料』） 1・184 

(東京大学経済学部) 3・370 

複写印刷(大蔵省財政史室) 3・401 

経済安定本部に関する説 
明資料 

(憲政資料室（佐藤達夫文書）) 4・403



経済安定本部の刊行した 
資料集 

4・488 

経済関係の雑誌、資料群 (一橋大学) 3・469 

経済白書 4・505 

経済復興 (木内文書に有り、国会図書館) 4・332 

経済復興計画 稲葉秀三所蔵資料、既刊『戦後初期経済政策構想』東大出 
版会(東京大学経済学部) 

1・183 

経済論壇 (木内文書に有り、国会図書館) 4・332 

経団連30年史 3・237 

経団連公式活動記録 昭和40年代以降、目録あり(経済団体連合会が若干の資料を 
所蔵) 

3・239 

権限なきパワー　法律と 
日本のパラドクス 

Jon O.Haley『権限なきパワー　法律と日本のパラドクス』 
オックスフォード出版、９４年 

4・372,383 

建設保証会社社史 目録あり(西日本建設保証株式会社の図書館) 3・178,200 

公営電気復元運動史 宮崎の公営電気など 3・368 

交易営団資料 デジタル化の予定(谷津・四谷・霞ヶ関の大蔵省の地下倉庫 
→国立公文書館に移管) 

3・249 

国鉄分割民営化関係資料 目録2冊あり、閲覧可(日本労働研究機構（JIL)) 3・421,422 

国民所得倍増計画 4・499 

財政調査室資料 (政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』の出 4・396 

自治省地方財政史資料 (大蔵省財政史室) 3・401 

主要農産物経済調査 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

渉外週報 通産政策史研究所刊行(経済産業省の経産研究所？) 3・361 

商業文庫 (東京大学経済学部図書館) 3・240,241 

商工政策史編纂資料 吉野文書を中心とした編纂資料(通産省？) 3・259～261 

昭和大蔵省外史 有竹修二 4・136 

昭和財政史 4・135～ 

終戦から講和まで、全20巻、内叙述篇17巻・資料編3巻 4・135～ 

昭和27年～48年度、叙述編２巻・資料編１巻 4・135～ 

昭和49～63年度、全20巻編纂中、２巻を刊行 4・135～ 

4・361 

4・407～415 

477～488 

編集の際の資料 4・488 

昭和財政史資料 既刊（『大蔵省財政史』）(大蔵省財政史室) 1・180 

(大蔵省保存文書室（財政史室）) 3・264 

大蔵省により『昭和財政史』編纂(大蔵省財政史室/マイク 
ロは国立国会図書館憲政資料室) 

3・396～402,406, 
407,414 

昭和産業史 東洋経済 3・247 

昭和電工関係資料 (東京大学経済学部図書館) 3・240,241 

資料・金融緊急措置 大蔵省財政室編、霞出版、1987年 4・413 

白木屋文書 目録あり(東京大学経済学部図書館文書室) 3・241 

目録有り(東京大学経済学部文書室) 1・186 

新日鉄八幡製鉄所所蔵資 
料 

コピー、簿冊リスト有り(コピーを福岡県地域史研究、非公 
開) 

2・166 

住友関係資料 （部外者には非公開） 1・392 

生産日本 月刊誌 4・411 

生産力拡充計画資料 既刊（現代資料出版）(原朗) 1・173 

製糸業関係史料 (蚕糸博物館) 3・241 

世界銀行借款関係書類 (世界銀行) 3・371 

世界経済 世界経済調査会(木内信胤記念館にあり) 4・332 

世界経済特報 世界経済調査会(木内文書の中に昭和３３年から有り) 4・331,332 

世界週報 木内信胤、昭和21年7月初め 4・408 

(海原文書の中にあり) 4・435 

戦後経済史 経企庁 4・478,482 

戦後財政金融日誌 大蔵省大臣官房調査課作成(政策研究大学院渡辺武関係文 4・395,413 

戦後財政史口述資料 占領期(大蔵省財政史室) 3・414



4・146 

『戦後財政史資料　外2号　終戦時の渉外関係 　 木内 信 
胤 外國為替管理委員会委員長講述』大蔵省大臣官房調査 
部、金融財政事情研究会(金融財政事情研究会　官房調査 

4・340,341 

『戦後財政史資料　外2号　終戦時の渉外関係 　 木内 信 
胤 外國為替管理委員会委員長講述』大蔵省大臣官房調査 
部、金融財政事情研究会(東大　都立大（コピー有り）) 

4・345,348 

4・407 

戦後財政始末報告 日清戦争後、市販されていない資料(大蔵省文庫旧蔵書) 3・403 

日露戦争後、市販されていない資料(大蔵省文庫旧蔵書) 3・403 

戦後連絡委員会報告 (政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』の出 4・396 

戦時海運関係資料 1999年8月に目録刊行(東京大学経済学部図書館資料室) 3・243,244 

戦時海運造船に関する歴 
史編纂の基礎資料 

戦時海運史編纂室？がかつて所蔵(東京大学経済学部図書 
館) 

1・193 

戦時金融金庫 デジタル化の予定(谷津・四谷・霞ヶ関の大蔵省の地下倉庫 
→国立公文書館に移管) 

3・249 

戦争経済学 「エコノミスト」連載記事 4・273 

占領期為替問題史料 (米国国立公文書館) 4・371 

占領期財政関係口述資料 占領期の財政史編纂のため、目録あり、1951～56年頃(大蔵 
省財政史室) 

3・398 

占領期の財政史編纂のため、目録あり、1951～56年頃(大蔵 
省財政史室) 

3・398 

総合経済政策の提案 既刊、日本経済復興協会出版部(国会図書館) 4・350,351 

総務局長会議資料 (政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』の出 4・396 

速報 日本経済復興会機関誌、日本経済復興協会　(木内文書の中 
に昭和２９年から有り) 

4・331 

地方銀行関係資料 地方銀行頭取談話テープ(地方銀行協会) 1・168 

地方電気事業史 3・349 

通産省 4・491 

通産省官僚インタビュー 
記録 

(通商産業調査会) 3・259 

通産省図書館目録 商工行政史刊行時に作成、目録未掲載の資料も存在(通産省 
図書館) 

1・391 

通商産業政策史 4・136 

電力会社関史料 (基本的に残っていない) 3・372 

電力中央研究所関係史料 経営にかかわる史料（一部）(電力中央研究所大手町ビル) 3・366 

統計類 (滋賀大学経済学部図書館) 1・111 

東洋経済調査部資料室資 
料 

(東洋経済調査部→東京大学経済学部図書館資料室) 3・244,246 

東洋経済調査部資料 「APO500号指令に基づく鉱工業調査報告書」（昭和20 
年）、マイクロ化を進め一般公開の予定(東京大学経済学部 
図書館資料室/英文の一通は米ナショナル・アーカイブかど 
こかに眠っている可能性あり) 

3・246 

独占禁止資料 (大蔵省財政史室) 3・401 

日満財政経済研究会関係 
資料 

日満軍需産業開発５ヵ年計画立案時の資料(泉山三六) 1・170 

日本銀行・日本金融史資 
料 

(日本銀行調査局作成) 1・167 

日本銀行沿革史 第３輯以降非売品(日本銀行) 1・172 

日本銀行上海支店資料 (中国第一档案館（上海？）) 1・196 

日本銀行資料 昭和１２年９月臨時資金調整法など、非公開(日本銀行調査 1・171 

日本経済再建の基本問題 外務省特別調査委員会起草 4・357,358 

日本工業倶楽部関係資料 戦前期、公開(日本工業倶楽部) 3・239 

日本実業史博物館準備室 
旧蔵資料 

(国文学研究資料館) 4・90 

日本製鉄株式会社社史編 
纂資料 

(東京大学経済学部図書館) 1・187 

日本タイムス ２月２５日付 4・375



日本長期信用銀行調査部 
資料 

(埼玉県立大学？) 3・249 

日本通運・小運送関係資 
料 

(東京大学経済学部図書館) 1・189 

日本の外資法の起源 Richard W.Rabinowitz『日本の外資法の起源（The Genesis 
of the Japanese Foreign Investment Low of 1950)』 

4・371,380,383,384, 
387 

日本発送電関係史料 日発文庫(電力中央研究所→理科系の雑誌等は幾徳工業大 
学？へ寄贈、経営史料は電力中央研究所ヵ) 

3・366 

農会・金融組合関係等パ 
ンフレット 

(下関市立大学図書館) 3・470 

農業関係の調査書・雑 
誌・文献 

(岡山大学付属図書館資源生物科学研究所分館) 3・479 

農業総研所蔵資料 書籍・関係者の個人文書など、書籍に関しては目録完備・ 
現物資料の目録については不明(農業総研) 

1・390 

原田繊維文庫 紡績繊維関係史料(早稲田大学中央図書館) 2・311 

ファイナンス 財務省広報誌 4・136,141,145 

4・408 

4・463,476 

藤田組関係資料 (東京大学経済学部図書館/同和鉱業) 3・240 

復興叢書 ガリ版（市販されていない）、日本経済復興協会 4・350,351,354～357 

貿易外正貨収支一覧 市販されていない資料(大蔵省文庫旧蔵書) 3・403 

貿易局資料 (国会図書館) 4・478 

堀越商社アメリカ支店書 
類 

米ナショナルアーカイブス所蔵マイクロ(横浜市史編纂室) 1・386 

三井関係資料 (三井文庫) 1・392 

創業以来の記録(三井文庫) 3・222 

(東京大学経済学部図書館) 3・240 

三井物産、そのほか国策 
会社史料 

(吉林省档案館) 4・79 

三井物産アメリカ支店書 
類 

戦前期の書類、マイクロ（米ナショナルアーカイブス所 
蔵）(横浜市史編纂室) 

1・386 

三井文庫 (カリフォルニア大学バークレー校) 1・308 

公開(三井文庫) 3・254 

三菱関係資料 戦前・戦中期、三菱経済研究所寄贈(東京大学経済学部図書 1・188 

(三菱経済研究所) 1・392 

三菱経済研究所寄贈コレ 
クション 

(国立国会図書館) 3・240 

三菱経済研究所調査部図 
書室所蔵資料 

三菱経済研究所調査部の図書室が持っていた資料(東大経済 
学部に寄贈) 

3・245 

三菱商事アメリカ支店書 
類 

戦前期の書類、マイクロ（米ナショナルアーカイブス所 
蔵）(横浜市史編纂室) 

1・386 

三菱史料館所蔵史料 かなり大量(三菱史料館) 3・222 

幕末から1945年まで(三菱史料館) 3・255 

明治財政史 4・135～ 

明治前期財政経済資料集 
成 

意見書、調査書、決算報告、「興業意見」など収録（大蔵 
省文庫) 

3・402 

明治大正財政史 (大蔵省財政史室) 3・397,399,404 

4・136 

持株整理委員会関係資料 非公開(国立公文書館) 1・150 

焼残文書 157冊、この記録をもとに大蔵省が『明治財政史』を編纂 
(大蔵省財政史室) 

3・396～398 

八幡製鉄関係資料 (東京大学経済学部図書館) 3・240,241 

山一証券経営史料 整理済み(一次資料は東京大学経済学部/一部特別検察庁) 3・248,250 

山一証券社史編纂資料 (日本銀行管理) 1・185 

横浜市史関係企業資料 三井文庫・法務省・商工省図書館・農総研所蔵資料(横浜市 
史編纂室) 

1・385 

横浜市所在企業資料 日本鋼管・キリン・東芝・日産など、昭和期、マイクロ(横 
浜市史編纂室) 

1・385 

横浜正金銀行関係資料 東洋文化研究所寄贈(東京大学経済学部図書館) 1・189



(中国？) 1・196 

昭和初期中国・南方の支店調査報告(横浜市史編纂室) 1・393 

書類(横浜正金の博物館？地下の大金庫？) 1・393 

手書きのリストあり（誤字多い）(東京大学経済学部) 3・246,249,251 

横浜正金銀行在華活動資 
料 

既刊（中国） 1・294 

横浜正金銀行調査部図書 
室所蔵図書 

東銀本(アジア関係の資料は東洋文化研究所/それ以外は東 
京大学経済学部) 

3・245 

横浜正金銀行ニューヨー 
ク支店書類 

戦前期の書類、マイクロ(横浜市史編纂室) 1・386,393 

ライジング・サン社史料 (ロイヤルダッチシェルのロンドン本社のアーカイブス) 3・371 

理財部長会議配布資料 (政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』の出 4・396 

＜建築土木＞ 

岩手県土木史 土木史（土木行政史）、昭和50年代頃(岩手県) 3・182 

浮生緑記－佐藤昌先生米 
寿記念回想録 

協会で有償発行(日本公園緑地協会) 3・178179 

大阪市戦災復興記念事業 
誌 

地区別・ヒアリング記録つき(大阪市作成（地区別・ヒアリ 
ング記録つき）) 

3・182,201 

大阪府の都市計画 非売品、公開資料 3・188 

オランダ人治水技術者関 
係資料 

既刊、非売品（『オランダ技師関係史料』建設省淀川資料 
館刊）(建設省淀川資料館) 

1・319 

神奈川県都市政策史料 非売品 3・188 

関東大震災時の報告書 (群馬大学工学部図書館分館) 3・145 

関東大震災復興記念事業 
誌 

(内務省、東京市などで作成) 3・182,201 

区画整理 昭和初期 3・165 

建築関係史料 (江戸東京博物館（比較的史料収集をしている）) 3・170 

公園緑地 現存(公園緑地協会（現在の日本公園緑地協会）) 3・199 

公園緑地関係史料 (緑の図書館（廃止）→散逸（廃棄？）、公園の図面等は元 
の担当課へ) 

3・174 

工学部実習報告書 3・261 

神戸・京都審議会資料 (越沢明氏所蔵) 3・190 

相模原軍都計画 (越沢明氏所蔵) 3・170 

静岡県土木史 土木史（土木行政史）、昭和50年代頃(静岡県) 3・182 

住宅営団資料 8冊くらい(日本経済評論社？) 3・188～189 

住宅公団記念誌 (住宅公団) 3・182,201 

昭和初期都市計画史料 昭和初期から昭和10数年頃の日本の主要都市（ほぼ全部） 
(国立公文書館) 

3・176 

新都市 都市計画協会(不二出版が復刻) 3・184,188,201 

水利と土木 3・165 

水力工事契約書 個々の発電所で持っていること多い 3・372 

戦災復興記念事業誌 (建設省作成) 3・182,201 

第一次大阪都市計画史 (越沢明氏所蔵) 3・184 

大大阪 (大阪都市協会) 3・164165 

大都市再開発問題懇話会 第一部会基本問題部会速記録、都市計画協会（飯沼一省寄 
贈）) 

3・180 

宅地街指導要綱などの行 
政史料 

目録あり、無料で一般公開(都市開発協会) 3・178,200 

治水関係資料 愛知県(愛知県公文書館／国立史料館／徳川林政研究所) 1・315 

岐阜県(岐阜県歴史史料館／図書館／県議会図書館) 1・315 

富山県(富山県公文書館) 1・315 

岡山県(岡山県総合文化センター) 1・316 

福岡県(福岡県立図書館) 1・316 

淀川(建設省淀川資料館) 1・319 

帝都復興関係資料 (東京都立公文書館に移管) 2・128 

東京大学建築関係資料 (東京大学工学部建築学科) 2・128 

道路の改良 旧内務省系(日本道路協会の前身の団体) 3・165



都市基盤整備公団記念誌 (都市基盤整備公団) 3・182,201 

都市計画関係書籍 (名古屋都市センター) 3・177 

都市計画史みたいなもの (大阪、名古屋、神戸などあるが、非常に稀覯本でほとんど 
流布していない) 

3・184 

都市計画地方委員会議事 
録 

戦前、都道府県毎のもの(神奈川県のものは越沢明氏所蔵。 
各県により保存状況は異なる) 

3・168 

都市計画要覧 内務省、昭和初期(柏書房でリプリントが出ている) 3・183,201 

都市公論 全巻復刻済み(都市研究会/（文科系の大学の図書館もずい 
ぶん買ってもっている）) 

3・163,165,184 

都市政策関係図書 (大阪市立大学の図書館) 3・175 

都市創作 後に『都市公論』に合体(名古屋のグループ) 3・165 

都市問題 現存(市政図書館（東京市政調査会）) 3・163 

都市問題研究 『大大阪』の後身(大阪都市協会) 3・164 

土地住宅問題 3・185 

内務省事務概要 (越沢明氏所蔵) 3・180,201 

内務省文書 恩賞以外は全部都市計画決定の史料(国立公文書館) 3・169 

名古屋市戦災復興関係文 
書 

文書(名古屋都市センター) 3・177,200 

名古屋都市計画（史） (名古屋都市センター) 3・177,182 

日本の都市再開発史 (全国市街地再開発協会) 3・182,201 

福井県土木史 土木史（土木行政史）、昭和50年代頃(福井県) 3・182 

まちづくり準備協議会史 
料 

阪神淡路大震災後(神戸・まちづくりセンター) 3・177 

＜教育・学校＞ 

茨城大学所蔵教育関係史 
料 

(筑波大学) 3・469 

大阪大学史史料 (大阪大学図書館) 2・108 

九州大学史史料 目録有り(九州大学大学史料室) 2・108 

旧制高等学校史料 （旧制高等学校記念館） 2・108 

旧制高等学校文庫目録 コピー(大倉精神文化研究所) 2・114 

旧制第一高等学校史料 (駒場キャンパスで散在) 2・110 

旧制第五高等学校史料 (熊本に「建物がそのまま残る」) 2・112 

旧制第三高等学校史料 (三高資料室（京都大学総合人間学部・昔の教養学部図書 2・110 

旧制第二高等学校史料 (東北大学の記念資料室？) 2・111 

旧制第四高等学校関係史 
料 

公開を前提としない目録有(同窓会・金沢近代文学館・金沢 
大学本部・同法文学部) 

2・113 

旧制松本高校史料 目録有り(旧制高等学校記念館) 2・115 

教育関係者個人文書一覧 『かわら版』初期の頃に掲載(中野実氏代表『近代日本教育 
史料研究会』が『かわら版』を発行) 

2・105 

教育審議会史料 (国立公文書館（未整理のもの有り）) 2・119 

教育勅語 3・271,272,293,294 

教学刷新評議会資料 未復刻(東京大学・筑波大学に分散) 2・327 

教科書 明治５年以降の殆どすべて(国立教育研究所教育図書館) 2・328 

京都大学大学史史料 事務用（内部用）目録有り(京都大学（近々大学内に文書館 
が出来る予定）) 

2・107 

桐生高等工業学校同窓会 
関係史料 

同窓会関係史料（学生関係の公文書を含む）(桐生高等工 
業) 

3・145 

桐生高等工業関係史料 目録あり（カードはあるが備品台帳には載っておらず、一 
般には利用しにくい）(群馬大学図書館本館閉架書庫) 

3・143～145 

桐生高等工業関係図書 (群馬大学) 3・146 

群馬県女子師範学校収集 
史料 

「創立三十周年記念　郷土研究資料展覧会出品目録」（昭 
和7年）(群馬大学) 

3・143,144 

群馬大学所蔵史料 師範学校の公文書については目録あり(群馬大学) 3・142～143,147 

群馬大学図書館本館閉架 
書庫 

3・144 

昭和54年に桐生の工学部分館から前橋の本図書館へ移管 3・144,145 

慶応義塾百年史 4・106



校外教授案 (文京区立誠之小学校・長野県開智学校) 3・139 

高等教育関係史料 内閣制度発足前後期の史料(埼玉県立文書館) 2・101 

高等教育関係資料 整理中(早稲田大学大学史資料センター) 2・309 

語学教育に関する資料 明治初期に関する資料(イングランドにおける国教会史料) 2・102 

国語審議会関係資料 占領期・戦後期の資料(明星大学の戦後教育史研究センター 
（未整理）) 

2・337 

札幌農学校史料 (北海道大学図書館北方文化資料室) 2・103 

師範学校関係史料 目録なし(群馬大学) 3・143～144 

師範生物 (群馬大学) 3・144 

昌平坂学問所資料 橋本昭彦氏（国立教育研究所）が収集 2・117 

誠史小学校 『誠之が語る近現代教育史』（1988年） 3・138,142 

誠之小学校所蔵史料 文京区立、史料は同窓会と学校が協力して管理(文京区立誠 
之小学校/東京都公文書館/地元の旧家) 

3・137～139,141～ 
142 

誠之小学校百十年史 3・147 

戦後教育改革資料・調査 
研究報告書 

佐藤秀夫氏ら作成 2・336 

戦後教育資料 科研費「戦後教育資料の収集に関する研究」で収集した史 
料、マイクロ、目録有り(国立教育研究所教育図書館) 

2・329 

戦後教育の歩み 4・296 

戦後教育の歩みテープ テープ、『戦後教育の歩み』(一部乳井昌史氏より預かる) 3・486 

仙台医学専門学校資料目 
録 

(東北記念館（現・史料館）) 2・114 

奏楽堂 2・127 

テープ 『戦後教育の歩み』(一部乳井昌史氏より預かる) 3・486 

天理大学コレクション (天理大学) 3・207 

東京経済大学沿革資料 『紀要』有り 2・115 

東京大学史史料 『学問のアルケオロジー』に史料室所蔵資料の解説有り(東 
京大学大学史史料室（総務部総務課広報室）) 

2・104,106 

東京大学年報 既刊（東京大学史史料研究会） 1・435 

東京大学本部事務局関係 
史料 

(東京大学史史料室) 3・137 

東北大学史史料 (東北大学史料館) 2・104 

名古屋大学史史料 (名古屋大学資料室) 2・104 

日本近代教育百年史関係 
史料 

『日本近代教育百年史』作成時に収集した史料、目録有り 
(国立教育研究所教育図書館) 

2・328,335 

広島旧制高等学校史料 (広島大学総合科学部) 2・109 

府県レベルの教育史資料 データベース化(国立教育研究所) 2・117 

武蔵学園資料 『武蔵学園史年報』 2・115 

文部時報記事総目録 佐藤秀夫氏ら作成 2・336 

文部省規則集 (群馬大学) 3・144 

文部省調査局史料 (国文学研究資料館) 4・90 

文部省文書 (国立公文書館) 2・101 

文部省文書管理班所蔵行 
政文書資料 

目録有り（内部資料）(文部省) 2・336 

コピー、目録、『教育委員会法に関する行政文書資料Ⅰ～ 
Ⅲ』（貝塚氏） 

2・336,337 

コピー、目録、『地教行法制定経過に関する行政文書史料 
Ⅰ～Ⅳ』（貝塚氏） 

2・336,337 

コピー、目録、『地方教育行政法案に対する各新聞の社 
説、論評等（１）～（５）』(貝塚氏) 

2・336,337 

早稲田大学・運動部史料 (早稲田大学大学史資料センター) 2・306 

早稲田大学・校友会関係 
史料 

(早稲田大学大学史資料センター) 2・306 

早稲田大学・三号館旧蔵 
史料 

大学内部資料(早稲田大学大学史資料センター) 2・306 

早稲田大学貴金属、調度 
類、骨董的なもの 

寄贈されたもの(早稲田大学総務部で管理) 2・291 

早稲田大学教務関係書類 教務関係書類・履歴書等(早稲田大学大学史資料センター) 2・305



早稲田大学芸能演劇関係 
史料 

寄贈資料(早稲田大学坪内博士記念演劇博物館) 2・291,297 

早稲田大学コレクション (早稲田大学) 3・207 

早稲田大学写真史料 『早稲田大学史紀要』第２７巻(早稲田大学大学史資料セン 
ター) 

2・309 

早稲田大学大学史資料セ 
ンター所蔵「原板写真」 
目録 

紀要に掲載予定 2・310 

早稲田大学博物類 寄贈された博物類(早稲田大学会津八一記念博物館) 2・291,297 

＜社会・労働＞ 

ILO87号批准闘争 3冊、配布中(日本労働研究機構（JIL)？) 3・424 

ああ野麦峠 4・259 

アナーキズム関係コレク 
ション 

(アムステルダム・社会史国際研究所) 3・455 

因島老翁組合所蔵文書 (日本労働研究機構（JIL)) 3・422 

衛生調査書 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

大須事件 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

大原社会問題研究所雑誌 (法政大学大原社会問題研究所) 3・449,455,456 

大原社会問題研究所庶務 
日誌 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・439 

大原社会問題研究所資料 
室日誌 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・439 

おもかじとりかじ 安藤良雄、既刊 4・262 

協調会史料 協調会史料インデックス（大原デジタルライブラリー）(法 
政大学大原社会問題研究所) 

3・442,446,447 

協調会文庫 旧協調会史料(法政大学図書館) 3・442,444 

協調会文書 (法政大学大原社会問題研究所) 3・432,433 

協調会労働課収集文書 (法政大学大原社会問題研究所) 3・442 

建設者 (法政大学大原社会問題研究所) 3・445 

国勢調査関係図書 昭和5年(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

大正14年(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

国労関係資料 1999年10月に目録刊行(東京大学経済学部図書館資料室) 3・243,244 

国労本部旧蔵史料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

米騒動関係史料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・438 

細川文書（法政大学大原社会問題研究所) 3・438 

雇用審議会配布資料 (高梨昌氏より日本労働研究機構（JIL)に寄贈) 3・423 

産業別労使関係の展開 印刷済み 3・419,420 

産別会議証言集 (法政大学大原社会問題研究所) 3・454,455 

産別会議本部史料 産別j会議インデックス（大原デジタルライブラリー）(法 
政大学大原社会問題研究所) 

3・440,447 

資本論初版 クーゲルマンに献呈したマルクス署名入り(法政大学大原社 
会問題研究所) 

3・438 

社会運動、政治運動史関 
係資料 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・417 

社会運動関係諸史料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・438 

社会運動団体機関紙誌、 
大会資料（大会議案書） 
等 

『日本労働年鑑』を書くためにあつめられた資料(法政大学 
大原社会問題研究所) 

3・439,441 

社会思潮 (法政大学大原社会問題研究所) 3・445 

社会文庫 (鈴木茂三郎により生前に近代文学館に寄贈) 3・443 

社会労働関係文献目録 大原デジタルライブラリー(法政大学大原社会問題研究所) 3・443,444,456 

証言　戦後労働組合運動 
史 

1985年、東洋経済刊 3・418 

証言聞き取り記録集 諸労働組合歴代幹部の証言集、公開の予定 3・418 

証言資料シリーズ 労働省立法担当者の証言集 3・415 

女工哀史 4・259 

新産別資料 (日本労働研究機構（JIL)) 3・422



吹田事件関係資料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

青年運動 (法政大学大原社会問題研究所) 3・445 

戦後社会運動資料 日本社会運動史料索引（デジタルライブラリー）(法政大学 
大原社会問題研究所) 

3・445 

戦後日本の労働組合の分 
裂と統一 

3・420 

戦後日本の労働調査 労働調査論研究会編、東京大学出版会、1970年 3・416 

戦後労働行政史 (日本労働研究機構（JIL)？) 3・424 

全造船三菱労組本部旧蔵 
史料 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

全労資料 (日本労働研究機構（JIL)) 3・422 

総同盟関係資料 戦後の資料(友愛会館) 3・423 

14年全国大会議事速記録(法政大学大原社会問題研究所) 3・446 

総評関係資料 (日本労働研究機構（JIL)に寄贈/その他は中国に寄付) 3・422 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

総評本部旧蔵史料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

平事件関係資料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

太平洋戦争下の労働者状 
態 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・448 

辰野事件 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

男女雇用機会均等法関係 
証言記録 

(日本労働研究機構（JIL)？) 3・424 

地方青年団史料 (日本青年館の図書館) 3・471 

中央職業安定審議会配布 
資料 

(高梨昌氏より日本労働研究機構（JIL)に寄贈) 3・423 

中国電算本部資料 (日本労働研究機構（JIL)に一括寄贈) 3・422 

デモクラシイ 新人会の機関誌(法政大学大原社会問題研究所) 3・448 

電送四国支社関係史料 森戸文書(広島大学) 3・374 

東芝労連本部旧蔵史料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

同盟関係資料 (高木剛（ゼンセン同盟会長）蔵) 3・423 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

同盟本部旧蔵史料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

内務厚生時報 復刻されていない(東大に一部ある) 3・181,201 

二・一ゼネストに関する 
参考資料 

(コピーとプリントしたものは日本労働研究機構（JIL)) 3・421 

日本社会運動史料 日本社会運動史料索引（デジタルライブラリー）(法政大学 
大原社会問題研究所) 

3・437,445 

日本社会運動史料データ 
ベース 

大原デジタルライブラリ－(法政大学大原社会問題研究所) 3・444,448 

日本社会主義文献 (法政大学大原社会問題研究所) 3・437 

日本電気産業労働組合 
（電産）史料 

(電力中央研究所) 3・369 

日本労働運動史資料 一部刊行 3・243 

日本労働組合評議会関係 
史料 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・440 

日本労働組合評議会資料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

日本労働年鑑 (法政大学大原社会問題研究所) 3・438,448 

農民組合本部史料（とく 
に中間派） 

戦前期原資料インデックス（大原デジタルライブラ 
リー）、(法政大学大原社会問題研究所) 

3・439～441,447 

白鳥事件関係資料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・442 

法政大学大原社会問題研 
究所関係者の史料 

(法政大学大原社会問題研究所) 3・443 

松川事件記録 (法政大学大原社会問題研究所) 3・427 

メーデー事件関係資料 (法政大学大原社会問題研究所) 3・441 

労働関係原義書 雇用保険法、労働者派遣法、パート労働法等(高梨昌氏より 
日本労働研究機構（JIL)に寄贈) 

3・423



労働関係証言速記録 雇用保険法・労働者派遣法・パート労働法・構造不況地域 
雇用対策法・失業対策諸事業・高齢者対策・職業能力開発 
促進法関係等、冊子にまとめて印刷する予定(日本労働研究 
機構（JIL)？) 

3・424 

労働関係特殊コレクショ 
ン 

(日本労働研究機構（JIL)) 3・415,422 

労働組合関係資料 (日本労働研究機構（JIL)) 3・417 

労働組合機関紙誌、大会 
資料（大会議案書） 

『日本労働年鑑』を書くためにあつめられた資料、『日本 
労働年鑑』を書くためにあつめられた資料(法政大学大原社 
会問題研究所) 

3・439,441 

労働組合本部史料（とく 
に中間派） 

戦前期原資料インデックス（大原デジタルライブラ 
リー）、(法政大学大原社会問題研究所) 

3・439～441,447 

労働省図書館所蔵図書 (法政大学大原社会問題研究所) 3・450 

労働諸立法原義書 職業安定法、失業保険法、労働組合法(日本労働研究機構 
（JIL)) 

3・416 

労働調査 (労働科学研究所) 3・433 

六人委員会速記録 塩地・宇佐美・堅山各氏他労働戦線統一に関する委員会議 3・430 

＜ＧＨＱ・占領期＞ 

CAS資料 民事局資料、１９４７年以降(国立国会図書館にも所蔵) 2・397 

CCD資料 戦後占領期雑誌検閲資料、マイクロ、国会図書館逐次刊行 
物目録(国会図書館憲政資料室) 

1・92 

戦後占領期新聞雑誌検閲資料、一部マイクロ(雄松堂) 1・93 

CIA関係者のコレクショ 占領期政策に関する資料(横浜開港資料館) 1・382 

CIC資料 対敵諜報支隊資料(米国公文書館) 2・399 

CIE資料 民間情報教育局資料、マイクロフィルム『戦後日本教育改 
革在米資料集成』（丸善） 

2・328 

CIS資料 民間諜報局資料(極東軍資料の一部（米国公文書館）) 2・399 

G2資料 (アメリカ、メリーランド州立大学) 1・94 

GHQ/SCAP文書 資料カードあり(米ナショナルアーカイブ、スートランド分 
館（現在、日本の国立国会図書館で利用可能）) 

1・182～183 

(米国公文書館) 2・394 

インデックスなし、国会図書館憲政資料室がコピーをとっ 
てインデックスを作成(米・ナショナル・アーカイブス→メ 
リーランド大学へ移管カ) 

3・362,363,365,367 

GHQ関係 目録なし（法務省図書館） 4・112 

GHQ月報 全３５巻 2・393 

GHQ正史 全５５巻 2・392 

GHQトップ・シークレッ 
ト文書集成Ⅰ 

全２０巻 2・393 

GHQトップ・シークレッ 
ト文書集成Ⅱ 

全１５巻 2・393 

GHQ文書 4・417 

GHQ歴史課陳述録 防衛研究所のものと大井篤氏蔵のものとをあわせて『GHQ歴 
史課陳述録　終戦史資料』として原書房より刊行（日本語 
版）、『終戦工作の記録』にも使われている(大井篤蔵（一 
部英語版もあり）) 

3・381 

陳述録（綴りの6巻～9巻）、防衛研究所のものと大井篤氏 
蔵のものとをあわせて『GHQ歴史課陳述録　終戦史資料』と 
して原書房より刊行（日本語版）、『終戦工作の記録』に 
も使われている(防衛研究所/米・陸軍の軍事史センター) 

3・381,383,385,387 

GHQ歴史課文書 (防衛研究所/米・陸軍の軍事史センター) 3・391 

GS・CIE資料 民政局・ 民間情報教育局資料、立命館大学作成データベー 2・406 

GS資料 民政局資料、データベース(「学情」を通じて検索可能) 2・406 

MIS報告書 軍事情報諜報局の報告書(米国公文書館) 2・399 

Occupational Trends 報告書(SCAP資料の一部) 2・395 

OSS史料 (アメリカ、ナショナル、アーカイブズ) 1・262 

(アメリカ公文書館で公開？) 2・244 

(National Archives) 3・67



目録なし、カードあり（一部コンピューターの中に入っ 
た？）(National Archives) 

3・70～72,77～78 

中国関係のもの、1945～47年頃(National Archives) 3・71 

汪兆銘政権関係(National Archivesにあるカ) 3・71 

SCAP R.Neptune 覚書 4・381,383,384 

アメリカ海軍、海兵隊資 
料 

占領期の資料(米国公文書館？) 2・407 

いま明かす戦後秘史 4・304 

軍政部隊資料 １９４７年以前(米国公文書館) 2・398 

軍隊なき占領 ロバーツ・ジョン・Ｇ　デイビス・グレン『軍隊なき占領 
戦後日本を操った謎の男』既刊、講談社、平成15年 

4・320,335 

終戦処理関係史料 中山隆志が整理、中山『満州の日ソ戦』で利用(防衛研究所 
戦史室) 

2・137 

終戦連絡事務局（横浜） 
資料 

資料集(『横浜市史Ⅱ資料編Ⅰ連合軍の横浜占領』) 2・391 

終戦連絡事務局・地方事 
務局資料 

資料集(『日本占領　外交関係資料集Ⅱ　全１２巻』) 2・391 

終戦連絡事務局・中央政 
府レベル資料 

資料集(『日本占領　外交関係資料集　全１０巻』) 2・391 

終戦連絡事務局関係 (不明（国立公文書館にはない）) 1・151 

終戦連絡部内部資料 4・405 

スガモプリズン米軍管理 
文書 

3・270 

占領期日本に関する在米 
資料 

『海外学術研究、占領期日本に関する在米資料の調査研 
究』調査報告書(佐藤秀夫氏ら作成) 

2・336 

占領期文書 (米・ナショナル・アーカイブス→メリーランド大学へ移管 3・350 

第２５歩兵師団 Occupation of Japan(米国公文書館) 2・397 

第８軍"P.Box"資料群 (米国公文書館) 2・395 

第８軍関係資料 コピー（横浜市史編纂室）（米ナショナルアーカイブス） 1・385 

マッカーサー戦史用陳述 
録 

(防衛研究所戦史室（和文の一部を所蔵）。英文は米国議会 
図書館) 

2・145 

マッカサー戦史用聞取り 
記録 

マッカサー戦史作成の際の日本軍人からの聞き取り記録(米 
国公文書館蔵？国会図書館でも収集・公開) 

2・407 

連合国最高司令官総司令 
部民間情報教育局の人事 
と機構 

調査報告書(佐藤秀夫氏ら作成) 2・336 

＜旧植民地・占領地＞ 

鞍山、撫順など満鉄系列 
会社史料 

(各鉱山の档案館が所蔵) 4・82 

一進会史料 3・471 

一進会が出していた機関 
新聞 

(新潟県顕聖寺) 3・471 

内蒙古文史資料 四〇数冊、回顧録、目録有り(政治協商会議文史委員会) 1・288 

延吉・憲兵隊の紙灰文書 (延吉档案館) 3・469 

王公族実録 宮内庁書陵部編修課が作成 2・453 

拓務省関係資料 大東亜省からの流出資料(外務省外交史料館) 1・359 

樺太庁関係史料 井潤個人ＨＰ上で文書目録を公開（「アジア経済」投稿 
中）、全国樺太連盟作成目録(ロシア国立サハリン州公文書 

4・78 

樺太庁東京事務所文書 (北海道立文書館) 4・83 

樺太庁文書 3・312 

韓国・官庁往復文書 甲午改革以降の大韓帝国時期にかけて(ソウル大学中央図書 
館奎章閣) 

3・461 

韓国政府記録保存釜山支 
所 

すべて原本、ソウルや大田の本所の方はマイクロフィルム 
のみ 

3・466 

韓国統監府関係史料 目録あり(ソウル大学（奎章閣）) 4・74 

韓国に於ける日本語の図 
書 

目録なし(鉄道図書館にあったが、朝鮮戦争時に焼けてしま 
い不明) 

3・465 

漢城新報 1895年～1904年まで(延世大学の中央図書館) 3・463,464,471



関東軍・満州国に関する 
写真 

(ロシアの映像アルヒーフ) 1・292 

関東憲兵隊史料 (吉林省档案館) 4・79 

関東庁・南洋庁残務整理 
事務所関係史料 

(外務省外地整理室) 4・83 

関東庁史料 (明治大学) 3・475 

関東庁文書 (大連市档案館) 4・78 

北鮮日報 (大連市図書館) 3・469 

協和会関係パンフレット いろいろなパンフレット(延吉档案館) 3・469 

京城商高書籍 (ソウル大学中央図書館一般開架書庫) 3・461 

京城帝国大学『学報』 (ソウル大学中央図書館一般開架書庫) 3・461 

京城帝国大学学籍簿 学籍簿(ソウル大学) 2・108 

京城帝国大学図書館・法 
文学部経済研究所所蔵図 
書 

、(ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・460 

京城帝国大学図書館等所 
蔵新聞スクラップ 

京城帝国大学図書館・同法文学部経済研究所旧蔵新聞スク 
ラップ(ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 

3・460 

京城日報 (大連市図書館) 3・469 

1920年～昭和17年12月31日まで(ソウル大学中央図書館旧刊 
書庫) 

3・461 

京城日本人世話会々報 (福岡総合図書館) 3・472 

検察要報 朝鮮総督府の内部参考用か(財団法人韓国研究院) 3・468 

憲兵隊、満州国警察関係 
史料 

(遼寧省档案館) 4・81 

江華島事件で没収した品 
物リスト 

(国立公文書館、非公開) 2・193 

黒竜江省図書館所蔵経済 
関係定期刊行物 

カード目録(黒竜江図書館) 3・468 

斎藤実記念館所蔵朝鮮関 
係史料 

(斎藤実記念館) 3・471 

榊原農場 関係資料(遼寧省档案館の奉天省政府文書) 1・306 

雑書パンフレット類原簿 植民地関係図書類で未整理(群馬大学) 3・145 

紙灰档案 (大連市档案館) 4・78 

植民地関係史料 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

植民地関係図書目録 3・146 

植民地競馬場に関する外 
交資料 

(外務省外交資料館外務省記録「競馬」ファイル) 1・323 

植民地競馬場に関する資 
料 

(防衛庁防衛研究所) 1・324 

植民地別のインデックス (英･パブリックレコードオフィス) 3・81 

新民会史料 (中国社会科学近代史研究所の図書室/一部は国会図書館に 
もあり) 

3・340 

水原農林専門学校蔵書 (ソウル大学水原農科大学農学図書館) 3・461 

青丘文庫 目録あり(神戸市立図書館) 3・471 

政府記録保存所　解題集 (政府記録保存所) 4・73 

政府記録保存文書目録 総括目録、索引目録計10冊、文化センターアリラン梶村文 
庫に目録のコピーあり(政府記録保存所) 

4・72～74,78 

蔵書閣 「蔵書閣」の蔵書(韓国精神文化研究院) 3・463 

台北帝国大学史史料 (台湾大学) 2・108 

台北帝国大学理濃学部紀 
要 

(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

大連憲兵隊（警察）関係 
文書 

(大連市档案館) 1・303 

台湾塩田調査復命書 高田平三台湾総督府殖産課が作成(国立国文学研究資料館史 
料館) 

3・317 

台湾技術協会誌 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾現住人口統計 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾現勢要覧 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾工業統計 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144



台湾国勢調査関係図書 大正9年(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾産業年報 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾商工統計 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾省政府所蔵文書 日本資産接収関係文書など(国史館台湾文献館) 4・75 

台湾省政府資料 （台湾）省政府が持っていた資料、1945年以降(台湾文献委 
員会) 

3・308 

台湾人口動態統計 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾製糖株式会社研究所 
台湾支所報告 

(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾総督府公文類纂文書 
目録 

所澤氏も作成に加わる(中京大学社会科学研究所が中心に作 
成) 

3・137 

台湾総督府出張復命書 (台湾文献委員会) 3・315,316 

台湾総督府専売局文書 (台湾省文献委員会) 2・234 

(台湾文献委員会) 3・308 

台湾総督府台南高等工業 
学校学術報告 

(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾総督府中央研究所工 
業部彙報 

(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾総督府天然瓦斯研究 
所彙報 

(群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾総督府統計書 総督府から知事宛の送付状が入っているものあり(群馬大学 
図書館本館閉架書庫) 

3・144,146 

台湾総督府廃棄文書目録 台湾総督府文書の中にファイルしてある(台湾文献委員会) 3・319,320 

台湾総督府引継文書 (三田祐次（丸紅の部長、台湾文書収集家）) 1・303 

台湾総督府学事年報 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾総督府民政事務成績 
提要 

3・318 

台湾総督府文書 ＣＤ－ＲＯＭ化進行中、文書目録（ゆまに書房）、不完全 
ながらも全簿冊の目録有（台湾省文献委員会に？）(台湾省 
文献委員会) 

2・234 

13520冊くらい、台湾総督府文書目録（発刊）、檜山幸夫氏 
らによる目録作成中、かなりの文書破壊あり(台湾文献委員 
会/台湾文献委員会がCD化したもののコピーとそれ以降のも 
のは中央研究院) 

3・307～309,311～ 
314,317～319,321～ 

323,325 

戦後台湾から返還されたもの(外交史料館) 3・317,323 

公文類纂という形で目録あり、ＣＤＲＯＭ撮影時の目録あ 
り(国史館台湾文献館) 

4・74 

台湾総督府文書目録 中京大学 4・75 

台湾拓殖株式会社関係文 
書 

(国史館台湾文献館) 4・75 

台湾拓殖株式会社文書 (台湾文献委員会) 3・308 

台湾統計摘要 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾における台湾史研究 非売品(（台湾史関係の史料館所蔵の基本文書等を解説した 
もの）) 

2・246 

台湾犯罪統計書 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾貿易年表 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

台湾林業統計 (群馬大学図書館本館閉架書庫) 3・144 

拓務省内部文書 史料集、既刊　不二出版 4・94 

調査室時報 満州国政府資料、岡野鑑記文書(東京大学社会科学研究所) 1・179 

朝鮮・高等法院判例集 1930年代～1940年代(ソウル大学法学図書館) 3・461 

朝鮮・裁判所関係文書 整理中？(韓国・政府記録保存所) 3・467 

朝鮮・雑誌 戦前期の崔末期まで、経済関係が特に豊富(高麗大学の図書 3・462 

日本統治時代(国史編纂委員会) 3・467 

戦前期(韓国・国会図書館) 3・468 

朝鮮王公実録 (宮内庁書陵部では所蔵なし) 2・453 

朝鮮関係雑誌史料 朝鮮戦争の前後頃に買い入れたしるしあり(釜山大学) 3・463 

朝鮮時報 (釜山の市立図書館) 3・464,465



朝鮮事務書 韓国で影印本が出ている(釜山の図書館) 3・464 

朝鮮商工会議所雑誌 (高麗大学？) 3・479 

朝鮮新報 (ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・461 

朝鮮水利組合関係文書 (福岡県) 3・473 

朝鮮総督府関係者史料 フーバー研究所イーストエーシャンコレクション、リスト 
有り（伊藤隆氏所有）(スタンフォード大学フーバー研究 

1・124,270 

朝鮮総督府関係録音記録 (学習院大学に寄贈) 3・480 

朝鮮総督府警察局関係雑 
誌 

(財団法人韓国研究院) 3・468 

朝鮮総督府警務史料 (韓国・政府記録保存所) 3・465 

朝鮮総督府所蔵『朝鮮 
人・抗日運動調査記録 

思想犯の取締り関係の裁判の調書(雄松堂/各裁判所から政 
府記録保存所に移管された文書が流出？不明) 

3・467 

朝鮮総督府史料『文書解 
題』 

警務編と外事編は刊行済、警務編と外事編は刊行済(韓国・ 
政府記録保存所) 

3・466 

朝鮮総督府東京事務所・ 
残務整理事務所文書 

台湾総督府戦前史料若干あり(外務省外地整理室) 4・83 

朝鮮総督府東京事務所文 
書 

(外交史料館) 4・83,92～93 

朝鮮総督府図書館蔵書 (国立中央図書館) 3・464 

朝鮮総督府の施政三十年 
史 

(群馬大学工学部図書館分館) 3・145 

朝鮮総督府文書 (大田（テジョン）の文書館でマイクロ所蔵。原資料は政府 
記録保存所（釜山）) 

2・262 

目録あり(原文書は釜山) 3・324 

統監府時代の文書も含む(韓国・政府記録保存所) 3・460,474 

『政府記録保存文書目録』（但し史料番号にズレあり）、 
パソコン検索可(政府記録保存所、文化センターアリランに 
海野氏がコピーしてまとめた朝鮮総督府文書あり) 

4・72,78 

パソコン検索(国史編纂委員会) 4・73 

ソウル大学に所蔵されているといわれているが何処にある 
かは不明　(ソウル大学) 

4・74 

朝鮮統計類 (ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・460 

朝鮮日報 3・465 

天津日本租界の公共図書 
館所蔵目録 

既刊 1・290 

東亜同文書院史料 (愛知大学の東亜同文書院の資料センター) 2・181 

档案館指南 中国各省で刊行 4・81 

東洋拓殖株式会社関係資 
料 

デジタル化の予定(谷津・四谷・霞ヶ関の大蔵省の地下倉庫 
→国立公文書館に移管) 

3・249 

南方軍政関係資料 閉鎖機関整理委員会資料(大蔵省理財局管理の倉庫（かつて 
は王子の倉庫にあった）) 

1・181 

(外交史料館所蔵（非公開のもの多し）) 2・241 

(ハワイ大学に移管（未整理）) 2・263 

「南方共栄圏」(外交史料館) 3・409 

南方軍政関係司令官任免 
一覧表 

(秦郁彦氏作成で自費出版) 2・263 

南洋関係資料 華南銀行調査資料・ジャワ日本人会など、マイクロ（占領 
軍押収資料・ＬＣ所蔵）(横浜市史編纂室) 

1・387,393 

日刊新聞 (延世大学の中央図書館) 3・463 

日省録 (ソウル大学中央図書館奎章閣) 3・461 

日帝文書解題 (韓国・政府記録保存所) 3・466 

日本公使館記録のガラス 
原版 

(国史編纂委員会から刊行されている) 3・467 

農業経済関係の朝鮮・満 
州の雑誌 

(九州大学) 3・469 

林朝鮮総督警察資料 (山口県立文書館) 1・111 

ハルビン学院・満鉄北満 
経済調査所からの没収書 
籍 

(モスクワの極東研究所) 1・292



ハルビンからの接収文書 (ハバロフスクの文書館) 1・292 

備辺司謄録 (ソウル大学中央図書館奎章閣) 3・461 

釜山日報 一部分(ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・461 

1915年～1944年(釜山の市立図書館) 3・465 

毎日申（新）報 影印版が出ている(財団法人韓国研究院) 3・468 

毎日新聞 (ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・461 

満州、中国の統計類 なし(山口大学経済学部付属東亜経済研究所) 1・111 

満州・中国・南方に関す 
る書籍・文書 

占領軍押収資料(アメリカ・ＬＣ) 1・387 

満州国政府史料 (遼寧省、黒竜江省档案館) 4・80 

満州国政府文書 経済部や産業部の史料が若干あり(吉林省档案館) 4・79 

満州国地方機関の公署 吉林省公署など(吉林省档案館など) 4・79 

満州重工業（開発） デジタル化の予定(谷津・四谷・霞ヶ関の大蔵省の地下倉庫 
→国立公文書館に移管) 

3・249 

満州中央銀行档案 (吉林省档案館) 4・79,80 

満州帝国概覧 (群馬大学工学部図書館分館) 3・145 

満州日日新聞 (ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・461 

満州日本人引き揚げ者団 
体関係史料 

(国際善隣協会から法政大学大原社会問題研究所が預かる) 3・450,451 

満鉄関係資料 (アメリカナショナルアーカイブ・ライブラリーコングレス 
のアネックス) 

1・183 

『満鉄関係文献資料目録』（東方出版）(中国科学院図書 1・285 

目録有り、既刊(遼寧省档案館（漢陽）) 1・290 

目録有り、既刊(吉林省社会科学院満鉄資料館（長春）) 1・290 

大連本社からの没収資料(シベリアのどこかの町) 1・292 

満鉄図書室・研究室などの旧蔵資料(アメリカ・ＬＣ) 1・387 

米軍が占領下・日本の古本屋から収集した資料、目録”The 
Research Activities of the South Manchurian Railway 
Company” 

2・232 

デジタル化の予定(谷津・四谷・霞ヶ関の大蔵省の地下倉庫 
→国立公文書館に移管) 

3・249 

(アメリカの議会図書館) 3・73 

(国会図書館) 3・73 

史料目録あり　(吉林省社会科学院満鉄資料館) 4・81～82 

『日文資料目録』上下巻(遼寧省档案館) 4・80 

満鉄経済調査会資料 立案調査書類、目録(満鉄経済調査会作成・東洋文庫所蔵、 
資料は原朗氏所蔵) 

1・177 

満鉄経済調査会史料集 小林英夫 4・80 

満鉄大連図書館文書 現在日本人閲覧禁止(大連市図書館) 4・82 

満鉄調査部資料 戦後の封鎖機関関係資料(アメリカ・ＬＣ？) 1・388 

満鉄奉天図書館所蔵図書 目録あり(遼寧省档案館) 3・468 

満蒙年鑑 (群馬大学工学部図書館分館) 3・145 

友邦文庫 友邦協会の蔵書(学習院大学東洋文化研究所に寄贈) 3・470 

四方朝鮮文庫 目録あり(四方博氏の自宅) 3・471 

李王家 朝鮮総督府作成（学習院) 2・453 

李朝実録 (スタンフォード大学フーヴァー研究所) 1・308 

(ソウル大学中央図書館奎章閣) 3・461 

鼎足山本(ソウル大学中央図書館奎章閣) 3・461 

（五台山本(関東大震災で燃えてしまったが、焼け残りは東 
大蔵/その他は京城帝大？) 

3・462 

赤裳山本(蔵書閣→北朝鮮に持っていかれた？) 3・463 

太白山本 3・463 

中村栄孝が日韓関係記事を抜粋し原稿用紙に書き写させて 
いたもの(釜山大学古典籍室) 

3・463,464 

(韓国・政府記録保存所) 3・465 

遼寧省档案館史料集 4・80



緑旗連盟関係資料 緑旗連盟の資料、部分的に影印復刻されている、部分的に 
影印復刻されている(九州大学森田文庫/雑誌はアメリカの 
議会図書館も所蔵) 

3・470,478 

緑旗連盟関連雑誌 3・475 

＜他官庁・政府機関＞ 

革新官僚の戦後 4・275 

環境省大臣引継資料 (環境省) 3・101 

官房記録課に関する記録 内閣文庫（及び太政官文庫）・官房記録課に関する記録(国 
立公文書館内閣文庫) 

1・163 

旧行政管理庁文書類 4・491 

行政文書ファイル管理簿 財務省所有の行政文書総目録 4・120,123,124,128, 
141 

厚生省資料 恩給・軍歴調査の基礎データ、厚生省保管資料一覧(防衛研 
究所戦史室) 

2・133 

高等文官履歴 戦前の高等文官履歴(内閣官房人事課調査係) 1・150 

公文別録 石川準吉著？(国立公文書館) 1・192 

公文録 4000件、重要文化財(公文書館) 3・212,216,229 

再編成史（省庁） (米・ナショナル・アーカイブス→メリーランド大学へ移管 3・363 

自治省 自治省総務課文書、目録あり(自治省、戦前のものは国立公 
文書館に移管する予定) 

3・123 

諸委員会内部資料 大正終わりから昭和２０年まで(国立公文書館（未公開）) 1・149 

全省庁文書調査 戦前から昭和４４年末、国立公文書館関係資料(内閣官房総 
務課作成) 

1・152 

第二復員省史料 (昭和館) 2・410 

太政官文庫に関する記録 内閣文庫（及び太政官文庫）・官房記録課に関する記録(国 
立公文書館内閣文庫) 

1・163 

地方巡察使復命書 (国立公文書館) 2・192 

内閣官房総務課例規集・ 
庶務 

佐野小門太著、上・中・下巻 1・149 

内閣記録課庶務書類 (国立公文書館（未公開）) 1・149 

内閣書記官・参事官の日 
誌類 

戦後(総理府？) 1・151 

内閣書記官の日記・執務 
書類 

戦前(総理府？) 1・151 

内閣東北局関係資料 内閣官房総務課資料(国立公文書館（未公開）) 1・149 

内閣文庫に関する記録 内閣文庫（及び太政官文庫）・官房記録課に関する記録(国 
立公文書館内閣文庫) 

1・163 

内閣文庫目録 昭和戦前期（閲覧用図書のみ）の目録(国立公文書館) 1・163 

復員省関係 (防衛研究所) 3・381 

文書法令事務のてびき 総理府発行(中野目徹氏所有) 1・149 

閉鎖機関史料 膨大な文書（大蔵省）、都立大学の会報（「何とか便 
り」）のようなものに山崎教授の記述あり(都立大学と東京 
大学に移管された) 

3・121 

閉鎖機関整理委員会資料 (東京大学経済学部) 3・246,251,262 

(東大で整理中、国立公文書館へ移管する予定) 3・406,408,410 

閉鎖機関の特殊清算 3・409 

＜地方公共団体＞ 

愛知県庁文書 (国文学研究資料館) 4・90 

秋田県公文書館所蔵文書 相当の分量(秋田県公文書館) 3・193 

秋田県庁文書 (秋田県庁) 3・261 

秋田市議会議事録 (秋田市) 3・192 

(秋田市) 3・192 

秋田市文書 (秋田市) 3・192 

秋田市役所文書 (秋田市) 3・489 

秋田市有力者の土地関係 
史料 

(秋田市) 3・489



石川県庁文書 (石川県) 3・231 

愛媛県庁文書 (愛媛県庁) 3・261 

沖縄10枚組CD 筑波大学で報告書・目録を作成？ 2・199 

沖縄関係 我部氏作成マイクロ(我部氏・琉球大) 1・134 

沖縄県局長会議録 (我部氏) 2・198 

沖縄県近代史史料（我部 
氏収集） 

目録（３冊あり）、インターネット（琉球大）でも閲覧可 
(琉球大学) 

2・197,203 

沖縄コレクション (法政大学沖縄文化研究所) 2・202 

沖縄歴史情報研究 琉球処分まで(岩崎宏之（筑波大学）) 1・138 

関東一帯の警務記録 (大阪経法大学) 3・475 

京都府寺院重宝調査 昭和16年に京都府が実施した文化財調査(京都府立総合資料 
館にコピーをとって公開している) 

3・226 

京都府庁文書 (京都府立総合資料館) 1・329 

国と地方の文書追加調査 (国立公文書館・総理府官房総務課による調査) 1・153 

群馬県庁文書 (一部国立史料館) 3・152 

(国文学研究資料館) 4・90 

郡役所保管史料 各地の郡役所が保管していた史料(法政大学大原社会問題研 
究所) 

3・439 

県別古文書研究調査目録 文部省・文化庁による調査(県立図書館を中心に作成、一部 
報告書は国会図書館書庫に所蔵) 

1・117 

地方文書 (国文学研究資料館) 4・91 

東京市誌稿 (東京都公文書館) 3・176 

東京市政調査会 40年史、50年史(市政調査会) 3・194 

東京城日誌 『貴重書目録』(法務図書館) 3・98,99 

彦根藩文書 3・222 

肥後藩国事史料 1・329 

福岡県地域史研究所収集 
史料 

カード目録のみ有り 2・163 

三重県保存文書 戦前(三重県) 3・168 

宮崎県庁文書 2・176 

膨大な文書(宮崎県) 3・193 

(宮崎県) 3・230 

役場文書 (国文学研究資料館) 4・91 

柳川古文書館史料目録 (柳川古文書館) 2・171 

横浜開港資料館所蔵海外 
資料 

横浜市関係資料、アメリカ・イギリス・フランス・中国で 
の収集資料(横浜開港資料館) 

1・383 

ハモンド・ペーパーズ、複製、同館紀要（平成５年）に資 
料目録有り（中武香奈美） 

2・266 

横浜開港資料館所蔵新聞 
雑誌目録 

2・275 

横浜開港資料館所蔵和本 総合目録を作成中(横浜開港資料館) 2・275 

横浜関係新聞記事年表稿 新聞記事から作った詳細な年表(横浜開港資料館作成) 2・275 

横浜市関係政府資料 政府関係文書・国会図書館、憲政資料室などからの収集資 
料、マイクロ(横浜開港資料館) 

1・383 

横浜市行政資料 職員録・統計資料・市報(横浜開港資料館) 1・382 

戦後、マイクロ(横浜市文書課) 1・382 

琉球政庁関係 (沖縄公文書館) 1・138 

アメリカ流出分、マイクロ(沖縄公文書館) 1・138 

ハワイ大学に流出分、作成中(横山氏（ノートルダム女子 
大）作成中) 

1・138 

琉球政府・USCAR史料 コピー(アメリカアーカイブス所蔵のものを現在撮影中) 2・189 

琉球政府各部局所蔵史料 (沖縄県公文書館) 2・197 

琉球藩・評定所文書 (東大法学部が撮影したものを所蔵？。国立公文書館にも一 
部所蔵) 

2・188 

琉球立法院史料 (沖縄県議会) 2・197 

歴代法案 中国と沖縄の貿易史料(原本は北京第１档案館) 2・188 

＜マスコミ・出版＞



朝日新聞 (ソウル大学中央図書館旧刊書庫) 3・461 

朝日新聞戦前紙面データ 
ベース 

3・488 

アジア経済 3・159 

関東大震災関係新聞記事 (横浜開港資料館) 2・275 

創政 3・492 

キング 創刊から戦時期直前まで(中央公論社が昭和館に寄託) 2・221 

経世 3・492 

国本新聞 なし(平沼の文庫) 1・87 

国民新報 3・471 

心 『心』、雑誌 4・49 

金色夜叉 尾崎紅葉 4・152 

佐賀新聞 明治期の記事索引は既刊(佐賀新聞社) 1・105 

雑誌バックナンバー 雑誌バックナンバーのＣＤ－ＲＯＭ(昭和館) 2・157 

時事年鑑 デジタル化済(昭和館作成) 2・214 

写真週報ネガ (ＮＨＫ・国立公文書館) 1・127 

ベタ焼き有り(国立公文書館・ＪＲ？（部分）) 1・148 

集成 (大東文化大学) 1・192 

情報関係の史料 (国立公文書館) 3・73 

情報局関係資料 １９４０年代の新聞統合時の資料(新聞通信調査会) 1・99 

昭和史の天皇 取材資料(松崎昭一氏より) 4・301 

4・149,150,151,152, 
159,160～172 

辻本芳雄「昭和史の天皇三十巻を読む」、『諸君』昭和５ 
１年７月号 

4・161 

『新聞研究』１９７６年１月号、松崎昭一論文、オーラル 
ヒストリーの方法 

4・172 

4・188,191 

4・207 

「昭和史の天皇」への手紙、八原博通、新妻清一からの手 
紙等(松崎昭一) 

4・225 

4・239 

4・427 

昭和史の天皇関係談話資 
料 

『昭和史の天皇』（読売新聞社）の聞き取りテープ(政策研 
究大学院大学) 

1・450 

昭和史の天皇取材テープ 読売新聞(政策研究大学院大学) 3・385 

取材時の膨大なテープ(松崎昭一氏が政策研究大学院大学に 
寄託) 

3・486 

(読売新聞社から政策研究大学院大学に寄託) 3・486,499 

新経世 (内藤武宣氏より伊藤隆氏が拝借) 3・492 

新時代索引 蔵原惟郭発行、雑誌索引、櫻井氏ホームページで公表 1・241 

新聞号外コレクション 皆川重雄コレクション(東京都荒川区（寄託）) 1・204 

中央公論 デジタル化済(昭和館作成) 2・213 

東方時報、東方政経通信 (髙橋勝三氏) 2・160 

内務省検閲関係雑誌・書 
籍 

占領軍押収資料、マイクロ（ＬＣ所蔵）(横浜市史編纂室) 1・387 

内務省検閲雑誌リスト （国会図書館職員(アメリカ・ＬＣ) 1・387 

日経新聞 (政策研究大学院渡辺武関係文書『戦後財政金融日誌』の出 4・396 

日本の新聞に関する目録 地方版・学生新聞を含む簡単な目録（有山氏の院生が作 
成）(日本新聞協会／国会図書館) 

1・94 

羽島コレクション 羽島知之、新聞コレクション（日本新聞博物館） 1・204 

史 東方会時代の回想有り(髙橋勝三氏) 2・160 

文芸春秋 デジタル化済(昭和館作成) 2・213 

明星 (中央公論社が昭和館に寄託) 2・221 

明治初期翻訳本 (国立公文書館内閣文庫) 1・163 

明治文庫目録 (明治文庫) 3・97 

横浜・放送ライブラリー 正式名称不明、ＶＴＲ(ＮＨＫ愛宕山放送文化研究所が目録 
を所蔵) 

1・83



読売新聞 明治時代ＣＤーＲＯＭ 4・256 

読売新聞発達史 昭和６２年 4・207 

読売新聞百二十年史 平成６年 4・207 

レコード 戦前のレコード（３万枚）、デジタル化済(昭和館) 2・221 

＜海外史料＞ 

American Historical 
collection 

目録なし(アテネオ大学Rizal Library American 
Historical collection) 

3・67～69 

Asian Studies (アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Bulletin of the 
American Historical 
collection 

Cumulative Index（1973～98年）1998年出版、日本の軍政 
期に関係する史料・解説・論文等あり(サントトーマス大 
学) 

3・68 

East Asian Collection (フーバー研究所) 3・82 

Far Eastern University 
Journal 

(アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Filipiniana Collection 目録なし（American Historical collectionに一部重複し 
て入っている）(アテネオ大学Rizal Library) 

3・69 

Garcia Collection 日本占領期の史料等五千数百タイトル、六千数百点(上智大 
学図書館) 

3・70,76,78～79 

Gorge B.Vargas 目録なし（Gorge B.Vargasが個人で収集したもの）(アテネ 
オ大学Rizal Library) 

3・69,76 

Historical Bulletin (アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Internal Affairs of 
China 

国務省のファイル(米ナショナルアーカイブ/慶應義塾大 
学？) 

3・72 

Japan in East Asia (不明) 4・179,180 

Official Gazette アメリカ関係(アテネオ大学Rizal Library American 
Historical collection) 

3・68 

Official Journal of 
the Japanese Military 
Administration 

日本語・英文13巻(アテネオ大学Rizal Library　American 
Historical collection/防衛研究所図書館) 

3・68,75 

Philippine Executive 
Commission 

全巻(国会図書館) 3・68 

Philippine Executive 
Commission　Official 
Gazette（日本関係） 

Philippine Executive CommissionのOfficial Gazette（日 
本関係）(アテネオ大学Rizal Library American 
Historical collection) 

3・68 

Philippine Free Press (アテネオ大学Rizal Library　American Historical 
collection) 

3・68 

Philippine Historical 
Review 

(アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Philippine 
sociological Review 

(アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Philippine Studies (アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Solidarity（月刊誌） (アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

STAR AND ATRIPES 3・289 

SWNC文書 「戦争犯罪三種の概念」（SWNC文書） 3・284,289 

The Journal of History (アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

Tribune (アテネオ大学Rizal Library　American Historical 
collection) 

3・68 

UNITAS (アテネオ大学Rizal Library　Filipiniana Collection) 3・69 

アメリカ国務省史料 (National Archives) 3・71 

アメリカ国務省文書 (ナショナル・アーカイブス) 3・371 

アメリカ在日米国横浜領 
事館資料 

震災直後から閉鎖まで(アメリカ・ＬＣ) 1・388 

アメリカ商務省関係資料 日本経済についての１９２０年代から１９３０年代におけ 
る米の見解、マイクロ(横浜市史編纂室) 

1・386 

アメリカ政府の在外公館 
関係の史料 

(米ナショナルアーカイブ) 3・72 

アメリカ太平洋陸軍 
（AFPAC)関係資料 

(米国公文書館、アメリカ軍史研究所にも所蔵) 2・394,395



アメリカ統治時代の報告 
書類（フィリピン） 

Governor General(サントトーマス大学) 3・68 

アメリカ南西太平洋軍 
（SWPA)関係資料 

(米国公文書館) 2・394 

アメリカ聖公会地域別記 
録 

米国聖公会の地域別（中国・日本）記録（CHINA RECORDS, 
JAPAN RECORDS）(立教学院？) 

2・102 

イギリス公文書館日本関 
係資料 

目録(編集・解説楠家重敏「日本関係イギリス政府文書目 
録」（『横浜市立大学紀要』人文科学編、新シリーズ第２ 
号・１９８８年３月）) 

2・392 

汪兆銘政権の大使館の文 
書 

10ケースくらい、劉傑氏による簡単な紹介あり 3・80 

極東委員会文書 3・290 

極東軍（FECOM)資料 (米国公文書館) 2・394 

原爆投下計画資料（朝鮮 
戦争時） 

(米国公文書館、現代史料出版から刊行) 2・400 

国民政府経済部関係文書 
（档案） 

(中央研究院近代史研究所) 4・76 

国民政府国防部文書 (国防部史編訳室) 4・76 

国民党関係要人史料 (国史館) 4・76 

国民党文書 (中国国民党　党史館) 4・76 

清朝外務部文書 (中国第一歴史档案館・中央研究院近代史研究所（台北）・ 
故宮博物院（台北）) 

1・279 

台湾大学日本近代史関係 
文書 

(台湾大学法学院) 1・238 

中華民国外交部文書 (中国第二歴史档案館・中央研究院近代史研究所（台北）・ 
国立中央図書館（台湾）) 

1・279 

モンゴル・新彊問題(南開大学（天津）) 1・279 

(外交部) 4・76 

中華民国期の全図書 (中国北京図書館の分館) 1・285 

中華民国史事日誌 台湾中央研究院のホームページで公表 1・242 

中華民国政府文書 １９２８年以降(国史館) 4・76 

中国・道路図面 中国の地方の公文書館に多数あり 3・192 

中国水道配管図 中国の地方の公文書館に多数あり 3・192 

中国に於ける日本語の雑 
誌 

(西江大学) 3・464 

中国の法律の本 (法務省図書館) 3・339 

ドイツ外務省政務局文書 (ドイツ、ボンの外務省文書室) 1・295 

ドイツ在華大・公使館文 
書 

トラウトマン工作・ノモンハン事件など、目録あり、マイ 
クロ（中見氏所有）(ドイツ、ポツダムの連邦文書館) 

1・295 

ドイツ在中国大使館文書 (ポツダム・連邦アーカイブ) 3・80～81 

中国関係の目録は中見立夫氏がマイクロに（第一次大戦後 
の中国大使館文書）(中見立夫) 

3・81 

南京政権関係史料 (上海等枢要な都市の档案館？/台湾国民党党史会) 3・72～73 

南京政権官報 中見氏によると官報ではない(東洋文庫？（未調査）) 3・72,80 

パシフィック・アライア 
ンス 

ウィリアム・ボーデン『パシフィック・アライアンス』 4・389 

刊行 4・471 

比島軍政監部軍政調査部 
史料 

復刻？ 2・258 

フィリピン関係目録 アジア・アフリカ言語文化研究所作成（防衛庁） 3・75 

米国等における昭和戦前 
期日本関係史料について 

3・73 

北京政府、清朝政府文書 (中央研究院近代史研究所) 4・76 

マジック・ドキュメント (アメリカ公文書館で公開？) 2・244 

メソジスト宣教師資料 2・115 

ロシア外交史料館日本関 
連文書Ⅱ 

稲葉千晴編（ナウカ） 2・418 

ロシア外交文書 １９１０年代、ポクロフスキー『帝国主義の時代における 
国際関係』(日本各地の図書館) 

1・273



ロシア人東洋学者のノー 
ト手紙類 

(ロシア科学アカデミー東洋学研究所のサンクト、ペテルス 
ブルクのアルヒーフ（文書館）) 

1・292 

ロシア帝国閣僚会議関係 
文書 

(文書館（サンクト、ペテルスブルク）) 1・290 

ロシア帝国在日武官府関 
係文書 

(スタンフォード大学フーバー研究所) 1・291 

ロックフェラー日本関係 
資料 

(ロックフェラーのアーカイブス) 1・453 

＜その他＞ 

HMCホームページ Historical Manuscripts Commissionのホームページ 2・432 

House of Lords Recood 
Officeホームページ 

2・432 

Public Record 
Office/Catalogueホーム 
ページ 

2・431 

アメリカ接収の際の隠匿 
史料 

(防衛研究所戦史室) 2・134 

アメリカ接収文書 返還目録（国立公文書館部内資料）(国立公文書館) 1・152 

未返還の文書、『陸海軍記録文書目録』に解説有り 2・133 

１９５８年返還分(防衛研究所戦史室) 2・133 

戦史室所蔵分とは別？、マイクロフィルム(市販) 2・133 

田中宏巳（防衛大学校）が全容が分かる目録を作成 2・134 

１９５８年返還分(大蔵省所蔵分も存在) 2・134 

１９７４年返還分(「あちこちに分配」) 2・134 

返還文書中の技術関係のもの(防衛大学図書館技術研究本 2・139 

旧陸海軍の史料、総目録あり（田中宏巳作成）(アメリカ議 
会図書館) 

3・73 

Yoshiko Yoshimura氏のチェックリスト（進駐軍の接収した 
図書・文書類のリスト）、1992年に出てる(アメリカの議会 
図書館？) 

3・73～74 

法務省関係の資料・図書 3・98 

一億人の昭和史 4・164 

ウラン分離についての会 
議のレポート　分離器の 
設計図 

(松崎昭一) 4・229 

鬼平犯科帳 4・150 

街道をゆく 4・302 

気象台書類 (アメリカ・ＬＣ) 1・387 

近現代日本人物史料情報 
辞典 

4・419 

『本郷』、吉川弘文館9月号、伊藤隆「近現代史料の現 
在」、季武嘉也「この辞典の読み方」 

4・307 

既刊 4・317 

4・187 

4・306～308 

既刊 4・98 

4・444 

近世・近代史料目録総覧 『近世・近代史料目録総覧』、既刊、三省堂 4・92 

近世近代資料所在目録 資料所在目録（史料館編纂・三省堂）『近世と近代の資料 
の所在目録』（史料館編纂・三省堂） 

1・109 

近世資料 明治７・８年頃までの地方家文書(九州大学文学部文化史研 
究所) 

1・119 

競馬関係資料 戦前期、旧帝国馬事会からの引継資料(日本中央競馬会図書 1・324 

劇と新小説 季刊『劇と新小説』、新小説社(今井武夫関係文書「原稿綴 
り」) 

4・312 

現代史を語る３ 4・309 

現代史を語る４ 刊行予定 4・309



原爆製造に携わった人々 辻本芳雄「原爆製造に携わった人々」、『歴史と人物』昭 
和４８年１２月号 

4・161 

原爆ドーム 3・209,210 

国民更正金庫資料 デジタル化の予定(谷津・四谷・霞ヶ関の大蔵省の地下倉庫 
→国立公文書館に移管) 

3・249 

国民総力関係資料 国民総力連盟の機関雑誌(九州大学森田文庫) 3・470,478 

国立公文書館目録情報 
データベース 

1・155 

国立史料館所蔵目録類の 
目録 

1992年(国立史料館) 3・214,215 

写真史料所蔵目録 メディアコレクション（米国の写真史料所蔵目録） 2・189 

週刊読売 4・302 

宗教制度調査会史料 (国文学研究資料館) 4・90 

詳解情報公開法 (総務庁) 3・111 

情報公開法要綱 昭和54年発表(自由人権協会) 3・103 

昭和戦後期の日本 百瀬孝『事典　昭和戦後期の日本　占領と改革』既刊、吉 
川弘文館、平成7年 

4・360 

昭和戦後史 4・150 

史料館収蔵史料総覧 『史料館収蔵史料総覧』、既刊、名著出版 4・92 

随想・技術の心 重光胖、非売品 4・184 

征野千里 読売新聞連載記事、原四郎 4・164 

戦後日本形成の基礎的研 
究 

渡邊昭夫 4・433 

大漢和辞典 4・150 

大日本維新史料　編纂稿 
本 

(国文学研究資料館) 4・90 

大日本史料 (桐生高等工業→群馬大学) 3・145 

大日本帝国の研究 大日本帝国の研究、浅井清先生(慶応大学) 4・101 

太平洋戦争への道 4・221 

ついに太陽をとらえた 読売新聞昭和３３年原子力の連載記事 4・159,162,165 

読売新聞連載記事 4・227 

東寺百合文書 国宝(国立史料館？) 3・217 

東大寺文書 国宝(国立史料館？) 3・217 

冨重写真所関係資料 熊本県教育委員会から平成10年に報告書が出ている(冨重家 
（熊本県熊本市内）) 

3・214,215 

渚の唄 既刊、講談社 4・45 

日章丸事件 4・256 

新田文庫 元男爵新田義美氏寄贈古文書、未整理資料（昭和42年寄 
贈）(群馬大学) 

3・143 

文庫、目録あり（群馬大学図書館発行）(群馬大学図書館本 3・143 

文庫、未整理資料（昭和41年寄贈）(群馬大学) 3・143 

日本・中国・樺太の航空 
写真 

1944・45年の航空写真(アメリカ・ＬＣ（地図関係）) 1・388 

日本近代史関係文書 目録あり(東洋文化研究所) 1・238 

(東洋文庫) 1・238 

日本人の海外活動に関す 
る歴史的調査 

(在外財産調査会) 3・108 

日本人の海外における活 
動についての調査 

(ゆまに書房から復刻版が出た（小林英夫編集）) 3・132 

日本のいちばん長い日 半藤一利、『文春』 4・209 

ノンフィクションの書き 
方 

『ノンフィクションの書き方　上智大学コミュニティ・カ 
レッジの講義と実習』、既刊、１９９８年 

4・46 

ノンミリタリー・アク 
ティビティ 

橘川武郎氏翻訳(米・ナショナル・アーカイブス→メリーラ 
ンド大学へ移管カ) 

3・363 

文書館・史料館めぐりリ 
スト 

日本歴史「文書館、史料館めぐり」リスト(伊藤隆氏から預 
かる) 

1・118 

文政五年石高帳 (群馬大学) 3・144 

捕獲文書 捕虜となった日本兵より没収した史料、国立公文書館で公 
開(アメリカ/遺族のもとに戻ったものもあり) 

3・75



靖国論集 日本教文社刊 3・288 

読売新聞 昭和４４年１０月３０日、角田順、オーラルヒストリーに 
ついての記事 

4・220,221 

私の履歴書 日本経済新聞社 4・325,461


