
巻 発行年月 ページ 著者名 論文名
44 2013年2月 1 大日方純夫 東京専門学校開校当時の国際交流　―大隈重信とE・S・モース―

7 湯川次義 戦後の旧学制下のおける女性の大学教育の制度的確立に関する一考察　―早稲田大学の対応を中心に―
37 真辺将之 大隈重信の文明運動と人生一二五歳説
71 岡本真希子 東アジア地域における早稲田大学校友会　―帝国日本のなかの<校友共同体>―

147 紀旭峰 戦前期早稲田大学の台湾人留学生
185 望月雅士 風見章の原点
217 弓野正武 二つの大隈胸像とその製作者ペッチ
233 伊東久智 「写真データベース・戦後編」の概要と進捗状況
239 大日方純夫 「大隈祭」における講演活動　大隈重信政府追放の真相を探る―「明治十四年の政変」再考―
271 望月雅士 2012年度春季企画展「戦地に逝ったワセダのヒーロー―松井栄造の24年―」
293 伊東久智 2012年度秋季企画展「早稲田大学創立130周年記念　大隈重信と小野梓―建学の礎展―」
321 中川和明 〔早稲田大学百五十年史〕編纂事業の進捗状況
333 2011年度下半期・2012年度上半期　大学史資料センター彙報
339 伊東久智 浅沼稲次郎直筆原稿「早稲田の野党精神」
424 望月雅士 「志冨靭負関係文書」目録

43 2012年3月 1 大日方純夫 「百五十年史」と早稲田大学の創立期
15 浅古弘 文書管理とアーカイブズ―早稲田大学の現状と未来
29 御子柴善之 批評主義と世界市民的倫理学―大西祝研究のために
53 伊東久智 明治・大正期における早稲田大学雄弁会
89 大日方純夫（司会） （座談会）「百年史」から「百五十年史」へ

113 檜皮瑞樹 新写真データベースの公開について
119 データベース作成委員会 「保守と革新の近現代データベース」の一部公開と進捗状況
123 檜皮瑞樹 「早稲田学」の試みと今後の展望
129 檜皮瑞樹 「大隈祭」における講演活動
149 望月雅士 2010年度春季企画展「―没後50年―浅沼稲次郎とその時代」
167 真辺将之 2010年度秋季企画展「早稲田四尊生誕150周年記念　高田早苗展」
191 木下恵太 2011年度秋季企画展「早稲田四尊生誕150周年記念　天野為之と早稲田大学展」
209 中川和明 〔早稲田大学百五十年史〕編纂事業の進捗状況
223 2010年度・2011年度（10月末日現在）大学史資料センター彙報
304 伊東久智 資料紹介　中島半次郎関係資料目録

42 2011年3月 1 大日方純夫 発足50年―<センター>としての大学史資料センター
17 島善高 早稲田大学「教旨」について
45 吉田順一 早稲田大学百五十年史編纂への取り組み
57 木下恵太 続・新制早稲田大学学科編成年譜（下）

103 データベース作成委員会 『保守と革新の近現代データベース』について
111 檜皮瑞樹 大学史資料センターの資料公開への取り組み
117 望月雅士 2009年度春季企画展「最後の早慶戦―3番レフト近藤清24年の生涯」
135 檜皮瑞樹 2009年度秋季企画展「西村眞次と早稲田史学」
149 2009年度大学史資料センター彙報
216 檜皮瑞樹 資料紹介　浮田和民文庫目録（下）

41 2010年3月 1 吉田順一 早稲田大学百五十年史編纂の開始

37 井上琢智
小野梓の修行時代
―小野梓宛伊賀陽太郎書翰下書きから―

59 荒船俊太郎
寺内正毅内閣期の大隈重信
―「元老待遇」の出発―

97 坂野潤治
大隈重信生誕170周年記念講演会―新しい大隈重信像をめざして―
『日本憲政史』の中の大隈重信

109 荒船俊太郎
大隈重信生誕170周年記念講演会―新しい大隈重信像をめざして―
『大隈重信関係文書』編纂の経過と課題

127 由井晶子・大城将保・重田辰弥 秋季企画展関連講演会　オキナワからワセダへ―大濱総長時代の「沖縄留学生」

165 横山千晶
第10回私立大学研究フォーラム　慶應義塾大学教養研究センターの活動と展開
―「異端」と「妄想」から何かが生まれる？―

245
記録　終戦当時における第一早稲田高等学院
出席者；1945年4月第一早稲田高等学院理科入学者9名（代表；外岡明）
（司会；木下恵太）



293 木下恵太 続・新制早稲田大学学科編成年譜（中）
319 望月雅士 2008年度春季展「没後33年　ルポライター児玉隆也38年の軌跡」
331 檜皮瑞樹 2008年度秋季企画展「ワセダとオキナワ―第七代総長大濱信泉とその時代」
353 2008年度大学史資料センター彙報
432 檜皮瑞樹 資料紹介　浮田和民文庫目録（上）

40 2009年3月 1 小室正紀 慶應義塾創立150年と福澤研究センター
19 吉田順一 大学史資料センターの移転
23 荒船俊太郎 原敬内閣期の「元老待遇」大隈重信

69 真辺将之
明治期高等卒業者の就職と初期キャリア
―初期東京専門学校卒業生を中心に―

117 川島啓二 第9回私立大学研究フォーラム報告　大学における教育改善のためのセンター組織の役割と機能
149 木下恵太 続・新制早稲田大学学科編成年譜（上）
189 望月雅士 2007年度春季展「荒ぶる魂―大西鐵之祐と早稲田ラグビー―」
205 望月雅士 2007年度秋季展「校歌誕生―早稲田大学校歌制定100周年記念―」
217 浅野隆 「デジタル歴史館」―早稲田大学創立125周年記念企画―
239 2007年度大学史資料センター彙報

（1）264 檜皮瑞樹 資料紹介：早稲田大学越佐会資料
39 2008年2月 1 吉田順一 早稲田大学大学史資料センターにおける比較大学史研究について

11 荒船俊太郎 元勲と元老のはざまで～大隈重信「元老」となる
53 真辺将之 『大隈重信関係文書』の近代私文書論的研究
77 米澤彰純 私立大学研究フォーラム第7回報告　国際大学ランキングの実像

103 塚原修一
私立大学研究フォーラム第8回報告　大学の地域貢献
―政策動向のレビューを中心に―

129

牧野暢男
白川優治
小島佐恵子
高橋平徳

私立大学研究フォーラム第8回報告　地方自治体から見た大学への期待
全国地方自治体調査報告

165 荒船俊太郎 早稲田大学大学史資料センター所蔵「三田村勘三郎関係文書」
239 大学史資料センター編 戦争犠牲者名簿―訂正と追加（3）
249 2006年度展示会記録
259 2006年度大学史資料センター彙報
263 木下恵太 近年早稲田大学に寄贈された大隈家旧蔵資料

38 2007年3月 1 松本康正 東京専門学校の財政
31 荒船俊太郎 大隈重信・国葬問題をめぐる政治過程

65 荒船俊太郎編
〔インタビュー〕父・風見章を語る
―風見博太郎氏に聞く―（その2）

89 荒船俊太郎 高田早苗「半峯先生游支消息」　解題
105 大学史資料センター編 高田早苗「半峯先生游支消息」　翻刻
149 中嶋久人 大隈綾子宛長知内簡易教育所書翰
157 大学史資料センター編 森武雄「学徒出陣」

205 中嶋久人
土門拳撮影の早稲田大学政治経済学部経済科卒業アルバム
―『早稲田大学政治経済学部経済科卒業アルバム』（原題『Zur Erinnerung(思い出のために）1936』一九三六年二月）・『早稲田大学政治経済学部
経済科卒業アルバム』（原題『早稲田大学政治経済学部経済科卒業記念』一九三七年三月）より―

243 2005年度展示会記録
255 2005年度大学史資料センター彙報

37 2005年12月 1 大槻宏樹
学問の磁気と臨界
―福元多世の自由大学と早稲田大学―

29 中嶋久人
立憲改進党結成の歴史的前提
―『郵便報知新聞』を中心とした主義政党論の展開―

63 大日方純夫
『大隈重信関係文書』刊行記念講演会
大隈重信と日本近代史のあいだ
―大隈宛の手紙は何を語るか―

89
〔インタビュー「野人政治家　風見章の生涯」展開催企画〕
父・風見章を語る
―風見博太郎氏に聞く―

137 十日会（孫田良平編） 〔記録　戦後60周年記念〕戦時学生生活の思い出―書き残して置きたいさまざま―



173 2004年度展示会記録
185 2004年度大学史資料センター彙報

36 2004年12月 1 武田勝彦 芥川賞作家高井有一の系譜
35 木村時夫 回想の煙山専太郎先生
45 中原道子 私の国際部四十年

　 69 佐藤篤士 小野梓とローマ法

87 大日方純夫
原敬のなかの「大隈重信」
―二人の”政党政治家”の交錯―

133 西川昇一
鷗渡会会員　小川為次郎
―小野梓の遺志の継承者―

217 木下恵太
日露戦後における大隈重信と憲政本党
―一九〇七年一月の総理辞任とその周辺について―

259 菊池明 一九二〇年代の坪内逍遥の演劇活動とその影響
311 松山薫 坪内鋭雄と「戊辰日録」
341 大学史資料センター編 坪内孤景（鋭雄）と「戊辰日録」
385 内田満（司会） 緒方竹虎を語る　緒方研二氏、緒方四十郎
421 大学史資料センター編 戦争犠牲者名簿―訂正と追加（2）
435 2003年度展示会記録
449 2003年度大学史資料センター彙報

35 2003年10月 1 小口彦太 大学史資料センターの役割と今後の活動
5 内田満 草創期早稲田の評論雑誌

33 廣田稔 早稲田大学初代ドイツ語講師　藤山治一

71 真辺将之
明治一四年政変後の「イギリス学」と学問の専門化
―最初期東京専門学校の講義を題材として―

117 真辺美佐
坪内逍遥の小説論と明治20年代の政治小説
―末広鉄腸作品の評価を中心として―

151 木下恵太 政友会成立期における大隈重信と憲政本党

191 望月雅士
思い出の中野正剛　中野達彦氏インタビュー
中野正剛の自刃―戦時国家と早稲田の反骨精神―
　　長谷川峻氏・中野泰雄氏座談会

231 中山茂 <講演>東京専門学校創設当時の東京大学の世代
245 真辺将之 <史料紹介>広井一『東京専門学校騒動』
251 2002年度展示会記録
267 2002年度大学史資料センター彙報

(1)334 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（8）
34 2002年9月 1 白井克彦 21世紀にめざす早稲田大学像

13 菊池紘一
問題史としての新制大学史
―特集「新制大学史の研究」に寄せて―

23 大西健夫 日独比較にみる戦後大学の再開
39 大佐古紀雄 現場からの新制大学形成―早稲田大学調査部門の活動を通して―
67 杉谷裕美子 新制早稲田大学における教養教育の組織体制とその構想
91 大川一毅 新制私立大学における入学試験の意味と課題―早稲田大学における入学実施状況を中心的事例として―

127 太田愛之 新制私立大学の創立記念事業
179 喜多村和之 新制早稲田大学の規模拡大に関する歴史的・比較的考察　序説
197 天野郁夫 <講演>私立大学の日本的性格―歴史と展望―
219 木下恵太 最近の小野梓研究動向点描
255 鈴木健夫 独立不偏のロシヤ史家　増田冨壽
265 大学史資料センター 戦争犠牲者名簿―訂正と追加
271 2001年度展示会記録
283 2001年度大学史資料センター彙報

（1）370 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（7）
33 2001年7月 1 佐藤篤士 21世紀を拓く早稲田人のために

5 真辺将之 東京専門学校における私擬憲法草案の作成―新発見史料「憲法私擬」とその意義―
39 金子宏二 東京専門学校講師時代の市島謙吉について
67 佐藤能丸 日本近代史学史における早稲田大学日本史学―明治期を中心に―
99 菊池紘一 英語版『早稲田大学史』を考える



124 <大学史資料センター研究部会報告>早稲田大学の学術研究史部会
126 <大学史資料センター研究部会報告>高田早苗研究部会
129 <大学史資料センター研究部会報告>新制大学史研究部会
132 <大学史資料センター研究部会報告>「自由民権と早稲田」研究部会
136 大学史資料センター講演会・座談会・展覧会報告
159 <座談会記録>「昭和初期より終戦までの留学生について」（時子山常三郎・實藤恵秀）
187 2000年度大学史資料センター彙報
199 佐藤能丸編 早稲田大学大学史資料センター所蔵「原版写真」目録（3）

（57）310 大学史資料センター編 早稲田大学大学史資料センター蒐集　高田早苗著作目録
（1）366 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（6）

32 2000年7月 1 安在邦夫 大隈祭・相馬御風没後五〇年記念祭に出席して
7 阿部恒久 高田早苗の女性論―明治国家体制成立期における―

33 佐藤能丸 日本近代史研究の先駆―憲法発布記念、明治文化発祥記念会、明治昭和戊辰記念会などの事業を中心に―
65 寺崎晶男 占領初期における私学問題―米側文書による研究ノート―

103 土持法一 新制大学と一般教育
133 菊池紘一 草創期東京専門学校と信州の政治青年―青木家資料から・青木濱之助を中心に―
153 金子宏二 市島謙吉書簡（原澄治宛四通）寺尾元彦留学一件資料
168 <大学史資料センター研究部会報告>早稲田大学の学術研究史部会
170 <大学史資料センター研究部会報告>高田早苗研究部会
173 <大学史資料センター研究部会報告>「自由民権と早稲田」研究部会
174 <大学史資料センター研究部会報告>新制大学史研究部会
176 大学史資料センター講演会・座談会・展覧会報告
186 1999年度大学史資料センター彙報
201 佐藤能丸編 大学史資料センター所蔵「原版写真」目録（2）

（43）308 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（5）
（1）350 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「3号館旧蔵資料」目録（2）

31 1999年7月 1 安在邦夫 大学史資料センターの業務と課題
7 菊池紘一 早稲田大学における大学・高等教育（史）研究の軌跡

35 真辺将之 議会開設前夜における地方政治と中央政治―山田一郎の政治的実践
65 木下恵太 第二次大隈内閣の財政構想―「絶対的非募債」政策を中心に―
91 内海孝 角田柳作のハワイ時代再論―1909～17年の滞在期間を中心にして―

125 金子宏二 『大隈老侯記念名流精華集』―大隈講堂建設記念事業基金募集美術展覧会図録について―
151 泉正人 大学の史料の整理と分類
170 大学史資料センター研究部会報告
177 大学史資料センター講演会・座談会・展覧会報告
190 1998年度大学史資料センター彙報
203 佐藤能丸編 大学史資料センター所蔵「原版写真」目録（1）

(69)340 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（4）
(1)408 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「3号館旧蔵資料」目録（1）

30 1998年7月 1 牛山積 大学史資料センターの発足
12 奥島孝康 <『早稲田大学百年史』完結記念講演会>建学の理想と実相―何が歴史をつくるか―
21 鳥居泰彦 <『早稲田大学百年史』完結記念講演会>『早稲田大学百年史』の完結を祝う
25 潮木守一 <『早稲田大学百年史』完結記念講演会>近代大学の形成―二十世紀初頭を中心として―
41 <『早稲田大学百年史』完結記念講演会>「『早稲田大学百年史』全巻完結記念展　久遠の理想」出品目録
48 福井淳 <第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」>早稲田と自由民権
68 阿部恒久 <第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」>青年と地域社会
77 金井隆典・木下恵太 <第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」>第一次大隈内閣成立の意義―人々は彼らに何を期待したか―
88 <第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」>「大隈内閣成立百周年記念展　早稲田と自由民権」出陳目録
92 <第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」>「第一次大隈内閣成立百周年記念展　大隈重信と早稲田大学史」出
94 <第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」>「第一次大隈内閣成立百周年記念展　学祖大隈重信の生涯」出陳目
97 正田健一郎 高田早苗論―早稲田大学「教旨」をめぐって

121 内海孝 角田柳作のハワイ時代―一九〇九の渡布前後をめぐって―
175 金井隆典 「朗読法」にみる近代の一断面―東京専門学校朗読会をめぐる論争を手がかりに―
203 金子宏二 早稲田大学越佐会（続）―一九三二年以降の活動を中心として・付　資料目録（仮）追加
241 菊池紘一 歴史家の機能―煙山専太郎の「戦争責任」論から
251 今井修 津田左右吉博士記念室と展示資料について



256 解題　木下恵太 資料紹介「憲政党有志者建議書」
259 泉正人編 早稲田大学ラグビー部資料目録
318 金子宏二編 早稲田大学弓道部寄託資料
320 1997年度大学史資料センター彙報
327 執筆者紹介・編集後記

（1）398 大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（3）
29 1997年9月 1 牛山積 『早稲田大学百年史』完結記念特集にあたって

3 小松芳喬 <歴代所長の回顧>茫々二十七星霜
20 村井資長 <歴代所長の回顧>『早稲田大学百年史』の完結と記要
24 清水司 <歴代所長の回顧>大隈老侯の「男女複本位論」
29 西原春夫 <歴代所長の回顧>『早稲田大学百年史』の完成によせて
35 柏崎利之輔 <歴代所長の回顧>『早稲田大学百年史』の活用に向けて
41 正田健一郎 <歴代所長の回顧>『早稲田大学百年史』編纂を回顧して
49 佐藤篤士 大学史編集所の運営委員の一人として
53 中村尚美 大学史編集所と私―「小野梓研究」のころ―
66 坂井達朗 『早稲田大学百年史』の完結を喜ぶ
69 今井修 『早稲田大学百年史』と日本近代史研究
83 喜多村和之 現代大学の運命と早稲田大学―『早稲田大学百年史』の完成
92 寺崎晶男 日本の大学史研究と『早稲田大学百年史』の完成

101 佐藤能丸 「大学文化史学」序説―『早稲田大学百年史』編纂の経験から―
127 菊池紘一 『早稲田大学百年史』の資料づくりから
133 正田健一郎 <大学史編集所連続講演会>大山郁夫―多彩な生涯をつらぬいた不変なもの＝理想主義―
163 鹿野政直 <大学史編集所連続講演会>角田柳作　その歩みと想い
199 小山宙丸 <大学史編集所連続講演会>筑水金子馬治の哲学
223 金子宏二 日清印刷株式会社の創業について―早稲田大学関係者の起業―
269 松田義男 木下尚江の政治思想（二）―非軍事的社会発展と積極的平和の理念―
321 <大学史編集所展示会>「絵画に描かれた早稲田の人と風景　続」展出品目録
322 <大学史編集所展示会>「大正・昭和前期の早稲田大学」展出品目録
327 1996年大学史編集所彙報
335 『早稲田大学百年史』総目次

28 1996年9月 1 牛山積 1995年度大学史編集所主催連続講演会開催にあたって
5 正田健一郎 ジャーナリズムとマス・コミュニケーション―高田早苗と早稲田の人々―

31 中村尚美 日米の架け橋をめざして―朝河貫一の人と思想―
53 姜克實 湛山思想と現代社会主義中国
77 武田勝彦 東京専門学校海外留学生の航跡

109 松田義男 木下尚江の政治思想（一）―非軍事的社会発展と積極的平和の理念―
165 佐藤能丸 角田柳作と早稲田大学
201 金子宏二 早稲田大学越佐会―新潟県出身学生の会の活動―
229 勝田政治 小野梓研究の現状と課題
257 「絵画に描かれた早稲田の人と風景」展出品目録
259 大学史編集所彙報

(1)328 大学史編集所編 早稲田大学史年表（稿）―昭和42―平成6年―
27 1995年7月 1 正田健一郎 政治家・政党・ジャーナリズム

33 松本康正 議会開設100年間における早稲田で学んだ議員
67 菊池紘一 ”早稲田人”物故者寸描―昭和25～57年―

117 関田かおる なぜ大隈重信の「陞爵申牒書」は破棄されたか―大隈と元老たち―
141 「明治・大正・昭和の政治と早稲田大学」展出品目録
149 大学史編集所彙報
200 大学史編集所編 早稲田大学年表（稿）―昭和21―41年―
244 大学史編集所編 大学史編集所所蔵「早稲田大学文書」細目（2）
292 大学史編集所編 早稲田大学所蔵　早稲田大学関係アルバム類目録
314 佐藤能丸 大隈重信研究の過去・現在・未来

26 1994年7月 1 正田健一郎 多色刷りとしての大正デモクラシー―その時代と早稲田大学―
29 （高田早苗記念研究図書館開館記念座談会）高田早苗先生の人と学問
59 栗田直躬 津田先生の学問に関する二三の覚書
79 木村時夫 文学部史学科回顧（下）



97 菊池紘一 早稲田大学建物の変遷（七）―昭和四十五年度から五十七年度まで―
139 泉正人 大隈重信と農牧地経営
169 太田愛之 日本経済史研究の源流―内田銀蔵による日本経済史の開拓
193 「東京専門学校のころ―揺籃期の早稲田大学」展出品目録
196 「大正デモクラシー期の早稲田大学」展出品目録
202 大学史編集所彙報
268 大学史編集所編 早稲田大学史年表（稿）―大正10年―昭和20年―
310 大学史編集所編 大学史編集所所蔵「早稲田大学文書」細目（1）

25 1993年3月 1 正田健一郎 文学の世界における「早稲田」の登場―地名としての早稲田から文化の標識としての早稲田へ―
29 泉正人 一九二〇―四〇年の留日学生受入れ―早稲田大学の場合―
63 松本康正 早稲田大学大学問題研究会―昭和四十年代の大学改革論議―
91 今井修 津田左右吉と「東洋史会」

121 菊池紘一編 （資料紹介）早稲田大学校友受賞受勲記録（2）
146 「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録
183 大学史編集所彙報
222 大学史編集所編 早稲田大学史年表（稿）―明治36年―大正9年―
292 大学史編集所編 早稲田大学所蔵　各大学史関係図書目録

24 1992年3月 1 木村時夫 文学部史学科回顧（中）
29 瀧澤武雄 近世における大隈氏（承前）
37 松田義男 浮田和民の政治思想（三）―『太陽』主幹期を中心に―
73 大日方純夫 社会民衆党党首阿部磯雄の活動

107 大西比呂志 普選期の阿部磯雄―選挙組織と資金―
133 今井修 久米邦武研究の課題―研究文献と展望―
171 大学史編集所編 （資料紹介）早稲田大学史年表（稿）―明治15年―35年―
185 菊池紘一編 早稲田大学校友受賞受勲記録
373 福井淳 最近の小野梓研究―大日方純夫『自由民権運動と立憲改進党』・姜範錫『明治14年の政変―大隈重信一派が挑んだもの―』の刊行に寄せて
379 大学史編集所彙報
400 藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（4）

23 1991年3月 1 正田健一郎 大学史編集所設立二十周年にあたって
7 木村時夫 文学部史学科回顧（上）

19 瀧澤武雄 近世における大隈氏―老侯の祖先についての一考察―
45 市川孝正 天野為之の明治後期の経済教育論
77 安在邦夫 左近允孝之進研究ノート―視覚障害者教育に尽力した隠れた「校友」
97 藤井信幸 両大戦間日本における高等教育卒業者の就職機会―大学・専門学校卒業者を中心に―

117 松本康正 （資料紹介）昭和二一年度の早稲田大学学科配当表
191 阿部恒久編 『小野梓全集』補遺（その五）
195 大学史編集所彙報
234 松本康正編 『早稲田大学史記要』総目次（第１巻―第23巻）
272 藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（3）
302 佐藤能丸編 早稲田大学大学史編集所所蔵安部磯雄文庫目録

22 1990年3月 1 榎本隆司 文壇と早稲田―大正九年～昭和二十四年―
71 松田義男 浮田和民の政治思想（二）―『太陽』主幹期を中心に
99 松本康正 自称「大学」期の早稲田大学学科編成年譜

131 藤井信幸 大学令下早稲田大学の統計的分析―学生・生徒数及び卒業生数を中心に―
165 関田かおる 小泉八雲と早稲田大学関係文書―小泉時氏所蔵資料を中心に―
199 塩澤弘雄 父塩沢昌貞の学問と思想に対する評価に関する私見
209 松本康正 （資料紹介）敗戦直前の早稲田大学附属五小学校の学科配当表
257 座談会「阿部賢一先生を偲ぶ」
283 阿部恒久 市島謙吉が語る小野梓『東洋遺稿』の編纂事情
285 泉正人 英版『開国五十年史』の出版交渉に関する史料
345 大学史編集所彙報

21 1989年3月 1 柏崎利之輔 生誕150年記念「大隈重信研究論集」の刊行にあたって
3 中村尚美 大隈研究の回顧と状況

27 大日方純夫 初期議会をめぐる大隈重信と立憲改進党―第二議会前後を中心として



51 阿部恒久 松隈内閣下における進歩党の非盲従運動―市島謙吉を中心に―
87 藤井信幸 第一次大隈内閣と日清「戦後経営」―外資導入問題を中心に

115 勝田政治 第二次大隈内閣と憲政会の成立
141 泉正人 英版『開国五十年史』出版の経緯
177 佐藤能丸 大日本文明協会史試論
213 間宮國夫 大隈重信と人種差別撤廃問題―1919年パリ講和会議との関連において
239 松本康正 大隈重信関係記事目録
253 内海孝 大隈重信とＷ・Ｅ・グリフィス―知られざる”事件”を軸にして
289 小山松寿談「老侯追懐」
303 関田かおる 大隈重信生誕150年記念行事に関する記録
327 小松芳喬 追慕　塩沢昌貞先生
343 松田義男 浮田和民の政治思想（一）―『太陽』主幹期を中心に
371 松本康正 （資料紹介）敗戦直前の早稲田大学学部学科配当表
411 大学史編集所彙報

（逆開き）1 藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（2）
20 1988年2月 1 高橋正明 木下尚江における”超越”の思想（下）

141 藤井信幸 新制早稲田大学学科編成年譜（下）
177 大山郁夫と早稲田大学―「大山事件」他
193 松本康正 （資料紹介）戦中・戦後の第一・第二早稲田高等学院学科配当表

（逆開き）1 藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（1）
19 1987年3月 1 高橋正明 木下尚江における”超越”の思想（中）

85 藤井信幸 新制早稲田大学学科編成年譜（上）
131 藤原洋二 天野為之の貨幣経済論
161 続・米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現沖縄在住者編）
185 第二回小野梓小特集にあたって
187 遠山茂樹 自由民権運動と小野梓―馬場辰猪の思想との比較
201 大日方純夫 大隈重信脱党後の立憲改進党―党大会（1884～87年）の分析を通じて
231 勝田政治 共存同衆と菊池大麓
251 『小野梓全集』補遺（その四）
261 小野梓先生没後百年記念行事

18 1986年3月 1 小林正之 煙山専太郎先生（1877－1954）を語る―昭和初年の早大文学部史学教室を中心として―
37 堀江忠男 第二次紛争の回顧と評価
83 河野昭昌 東京専門学校「第一期生」のある肖像―「学問の独立」としの体現のあり様―

113 高橋正明 木下尚江における”超越”の思想（上）
173 藤原洋二 小野梓・高田早苗における『貨幣理論』の不在
193 （座談会）戦中戦後の学生生活
211 （座談会）時子山常三郎先生を偲ぶ
225 （座談会）米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現本土在住者編）
273 『小野梓全集』補遺（その三）
280 川口浩 早稲田大学戦争犠牲者調査について

（逆開き）1 松田義男編 安部磯雄著作目録（Ⅱ）―1916（大正8）年～1949（昭和24）年―
17 1985年1月 1 大日方純夫 立憲改進党の関連組織をめぐる点描―小野梓を中心として―

35 勝田政治 小野梓の啓蒙活動―共存同衆を中心に―
71 高橋正明 早稲田大学講師・森林太郎

127 松本康正 旧制早稲田大学学科編成年譜
178 滝川政次郎 朝河貫一氏と私
180 （座談会）早稲田工手学校―勤労と向学と
199 阿部恒久 （資料紹介）一八八三年徴兵令改正と東京専門学校の動向に関する広井一書翰

（逆開き）1 松田義男編 （資料）安部磯雄著作目録（1）―1887（明治20）年～1918（大正7）年―
37 松田義男編 （資料）浮田和民著作目録補遺（1）
41 木村毅蒐集　ホセ・リサール文庫

16 1983年10月 1 清水望 中野登美雄（1891年ー1948年）―その生涯と業績―
23 増田冨壽 浮田、煙山両先生の大正はじめの処遇
31 阿部恒久 小野梓と地方自治

大日方純夫 立憲改進党鷗渡会派における施政批判の論理―新聞『内外政党事情』を素材として―
高橋正明 大山郁夫の政治思想―デモクラシー論を中心として―



131 『小野梓全集』補遺（その二）
137 藤原洋二 『都の西北　建学百年』の編集作業について
149 時子山常三郎 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>めぐり合い、めぐり合わせ―人生コースにおける―
165 小松芳喬 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>淡交粗描
176 小林正之 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>兄事五十二年―中西先輩と旧約聖書
181 内山美樹子 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>文楽・三和会と中西先生
189 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>中西Ｋ二郎自叙伝―木村先生の前例に倣い　いささか自讃を加え乍ら―
199 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>中西敬二郎先生年譜
201 <中西敬二郎先生御退任記念小特集>中西敬二郎先生著作目録

（逆開き）1 阿部恒久、大日方純夫編 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
（逆開き）25 松田義男編 浮田和民著作目録

15 1982年9月 1 小松芳喬 逍遥の授業負担と処遇
29 福島正夫 華士族論と小野梓
65 大日方純夫 立憲改進党における鷗渡会の活動

102 阿部恒久 小野梓と仏教
127 高橋正明 戦後民主主義と早大学生運動史（下）
154 和田穣 早稲田大学建物の変遷（六）―昭和三十五年から四十五年三月十五日（本庄校舎開校）まで―
209 顧問会 （座談会）新制早稲田大学の発足
234 池田美代二 終戦前後の中野登美雄総長
253 中西敬二郎 浮田・煙山・野々村・定金四先生と私
267 （口絵写真説明）高田早苗書翰（大隈重信宛）と『早稲田大学紛擾秘史』
269 （彙報）『小野梓全集』全五巻完結と二つの記念行事

（逆開き）1 松田義男編 （資料紹介）浮田文庫假目録
14 1981年7月 1 福島正夫 明治十年の小野梓―広瀬進一関係の文書を通じて―

18 大日方純夫 一八八一年の政変をめぐる小野梓と軌跡
54 高橋正明 戦後民主主義と早大学生運動史（上）
91 和田穣 早稲田大学建物の変遷（五）―書ワ二十四年四月から三十六年（高等学院講堂新築）まで―

150 昭和五十五年六月顧問会 （座談会）石油工学科の新設と早稲田奉仕園
160 昭和五十五年十月座談会 （座談会）早稲田国際学院ならびに経営工学部設立計画
173 昭和五十四年六月座談会 （座談会）学徒勤労動員
191 坂井秀春 木村毅先生一周忌追悼行事記
197 中西敬二郎 中桐教授逸聞
201 （口絵写真説明）応援歌「競技の使命」・「紺碧の空」

（資料）1 松本康正編 （資料）文部大臣ノ主管ニ属スル法人ノ設立及監督ニ関スル規定第七条二依ル事業報告其他―昭和十七年度より昭和二十四年度まで
50 佐藤能丸編 年表　15年戦争と早稲田大学

13 1980年5月 1 木村毅 大学評判浮沈録
21 小松芳喬ほか 木村毅先生追悼特集

111 木村毅自記略伝
116 谷沢永一編 木村毅著書目録
145 大槻宏樹 専門学校令下の早稲田大学―近代化過程にもつ構図と宿命―
180 細野浩二 「万国公法」認識から東洋盟主論まで（下）―小野梓の対外論とその展開―
204 小峰寛 早稲田大学職員史研究ノート（承前）―大正期の職員―
224 川口浩 早稲田大学の優等賞制度
247 川岸みち子 早稲田時代の国木田独歩（二）
269 和田穣 早稲田大学建物の変遷（四）―昭和十四年から二十四年三月まで―
311 （口絵写真説明）早慶戦野球開始に際しての往復書翰

（資料）1 松本康正編 （資料）文部大臣ノ主管ニ属スル法人ノ設立及監督ニ関スル規定第七条二依ル事業報告其他―昭和十一年度より昭和十七年度まで
12 1979年3月 1 木村毅 ホーマア漫読

28 和田穣 早稲田大学建物の変遷（三）―昭和七年から十三年まで・本部キャンパスの近代化を中心として―
59 （小野梓小特集）小野梓小特集にあたって
60 中西敬二郎 （小野梓小特集）小野梓と芸能
81 細野浩二 （小野梓小特集）「万国公法」認識から東洋盟主論まで（上）―小野梓の対外論とその展開―

112 大日方純夫 （小野梓小特集）少壮官吏小野梓の理念と活動―第二次太政官少書記官期を中心として―
141 阿部恒久 （小野梓小特集）小野梓と『読売新聞』―「読売雑譚」欄所載の著作について―
179 佐藤能丸編 （小野梓小特集）小野梓著作年表
213 村松喬 （小野梓小特集）門閥再生のからくり



215 （小野梓小特集）口絵写真説明
217 佐藤能丸編 （資料紹介）「大隈信幸氏寄贈文書」目録
240 渡部輝子編 （資料紹介）理工学部史関係資料目録

（資料）1 河野昭昌解説・校訂 （資料）早稲田騒動における恩賜館組関係資料
11 1978年3月 1 高木純一 市島謙吉の「背水録」を読んで

33 木村毅 『愉快な乞食』解説―ルンペンプロレタリヤの発見まで―
59 岡田俊平 「大隈文書」解題（七）―明治期貨幣制度改革関係資料―
77 中西敬二郎 先生と学生
98 川岸みち子 早稲田時代の国木田独歩（一）

123 小峰寛 早稲田大学職員史研究ノート―明治期における職員―
141 昭和五十一年十二月顧問会 学徒錬成部
159 和田穣 早稲田大学建物の変遷（二）
197 大槻いずみ　編 （資料紹介）第一早稲田高等学院関係資料目録
208 中西敬二郎 浮田和民博士著述目録補遺
212 彙報

（資料）1 佐藤能丸校訂 （資料）東京都公文書館所蔵早稲田大学関係書類（六）―明治四二年～大正八年―
10 1977年3月 1 木村毅 『ロブ・ローイ』を読む―スコットの小説と草創早稲田―

25 岡田俊平 「大隈文書」解題（六）―明治期貨幣制度改革関係資料―
42 向山泰子 旧制早稲田大学女子学生の記録
89 松本康正 東京専門学校で教えた一六人の外国講師たち

115 和田穣 早稲田大学建物の変遷
153 中西敬二郎 早稲田大学出版部小史（五）
190 大槻いずみ　解説・訳 外国誌に見る大隈重信像
206 昭和五十一年七月顧問会 昭和五年の早慶野球戦切符事件
218 坂井秀春 田中穂積先生生誕百年記念行事記

（資料）1 佐藤能丸　校訂 東京都公文書館所蔵早稲田大学関係書類（五）―明治三六年～四一年―
（資料）33 川口浩、松本康正　解説・校訂 早稲田大学関係書類（二）安部磯雄書翰、高田早苗書翰
（資料）40 河野昭昌　解説・校訂 「私立法律学校特別監督条規」関係資料―「明治十九年私立法律学校往復及雑書」
（資料）72 石山昭次郎　解題 明治末期・大正前期の早稲亜大学教員と担任科目―明治四十二年より大正八年まで―

（資料）153 川口浩　校訂 早稲田大学関係文書（三）明治三十一年十月　各課課目一覧
9 1976年3月 1 木村毅 早稲田学派と老子

30 谷本泰子 大正時代の早稲田学派とＨ・ジェイムズ
49 岡田俊平 「大隈文書」解題（五）―明治期金融制度形成関係資料
65 和田穣 創立時の東京専門学校校舎について
81 松本康正　解説・訳 日英関係と大隈重信―The Times Japanese Edition,1910―

101 石山昭次郎　 小野梓と東京専門学校開校時の校則
121 河野昭昌 早稲田騒動
145 新谷暢子　編 教務課より大学史編集所に移管された早稲田大学本部書類（続）

（資料）1 佐藤能丸　校訂 東京都公文書館所蔵早稲田大学関係書類（四）―明治三二年～三三年―
（資料）27 河野昭昌　校訂 坪内逍遥手稿「自分の観たる我校の紛擾顛末」
（資料）63 石山昭次郎　解題 明治後期における早稲田大学の教員および担任課目―明治三十五年九月より明治四十二年八月まで―

8 1975年3月 1 木村毅 明治四十年代早稲田のAttributes
27 谷本泰子 明治時代の早稲田学派とＨ・ジェイムズ
57 岡田俊平 「大隈文書」解題（四）―明治期金融制度形成関係資料
78 細野浩二 所謂「支那保全」論と清国留日学生教育の様態―同仁会・東京同仁医薬学校を例にして―
99 高橋次義 早稲田大学における女子入学許可の経緯―大正八年から昭和二十年に至るまで―

131 三木一郎 創立八十周年記念事業募金の概要
151 佐藤能丸 早稲田大学研究室蹂躙事件―第一次共産党事件・早稲田大学の場合―

（資料）1 佐藤能丸　校訂 東京都公文書館所蔵早稲田大学関係書類（三）―明治二七年―
（資料）22 河野昭昌　編 大隈重信論著目録（三）―大正三年～大正一二年―
（資料）53 石山昭次郎 資料点描　小野梓と東京専門学校
（資料）72 河岡潮風 資料点描　早稲田大学紀念祭の三日間

7 1974年3月 1 木村毅 「新曲」の地獄銘―早稲田がダンテを迎えるまで―
37 梁啓超、細野浩二　訳註 所謂大隈主義
59 岡田俊平 「大隈文書」解題（三）―明治期金融制度形成関係資料―
75 小西敬二郎 早稲田大学出版部小史（四）



119 （資料紹介）教務課より大学史編集所に移管された東京専門学校・早稲田大学本部書類
127 谷本泰子 Ｊ．Ｃ．リブラ著『大隈重信』
139 五十嵐久仁平 浮田和民講述『史学言論』

（資料）1 佐藤能丸　校訂 東京都公文書館所蔵早稲田大学関係書類（二）―明治二〇年から明治二一年―
（資料）37 河野昭昌　編 大隈重信論著目録（二）―明治四一年～大正二年―
（資料）91 早稲田大学関係文書（一）大隈重信書翰・小野梓原稿

第1巻第1号～第6巻　記要総目次
6 1973年3月 1 木村毅 わが比較文学遍歴―坪内小学読本と樗牛の『明治の小説』論―

25 岡田俊平 大隈文書解題（二）―大隈重信財政金融政策関係資料―
45 黒川九馬 早稲田の二十年
65 中西敬二郎 早稲田大学出版部小史（三）
91 坂井秀春 大隈重信没後五十年祭早稲田大学創立九十周年記念行事記

129 谷本泰子 早稲田大学百年史編集メモ
151 細野浩二 早稲田大学と中国をめぐる新資料について

（資料）1 東京都公文書館所蔵早稲田大学関係書類（一）
（資料）27 大隈重信論著目録（一）
（資料）51 東京専門学校とエール大学二百年祭

5 1972年3月 1 岡田俊平 「大隈文書」解題（一）―大隈重信財政金融政策関係資料―
17 細野浩二 大隈重信と蘭学者大庭雪斎
42 坂井秀春 長崎における大隈資料採訪記
78 谷本泰子 サニエル著『日本とフィリピン1868～1898』
95 佐藤能丸 天山　円城寺清略伝―『大隈伯昔日譚』復刻に寄せて

108 小松芳喬 崔斗善博士を訪ねて
113 塩沢昌貞博士を偲んで―生誕百年記念祭講演録
149 斎藤一寛 小野梓著『国憲汎論』の上表文について
167 第二高等学院に関する座談会

（資料）大隈重信年表（三）
伊東勲　訳 英文社会民主党宣言

4 1971年3月 1 久保田明光 恩師のノート―塩沢昌貞博士―
11 木村毅 思出の人となった柳田泉
39 村岡典嗣 早稲田大学改革運動史
53 高野善一 自由の学園・早稲田―はてしなき独立の闘い―
75 細野浩二 東京専門学校と邦語教授
81 佐藤能丸 大隈・福沢の初対面
89 坂井秀春 佐賀における大隈資料採訪記

131 石山昭次郎 大隈侯資料点描―改進党と工業倶楽部および大隈重信の小冊子―
141 大隈重信 （外国誌掲載大隈伯論文・他）（1）日本に於ける産業的革命
159 大隈重信 （外国誌掲載大隈伯論文・他）（2）朝鮮における日本の政策
172 フランシス・Ｅ・クラーク （外国誌掲載大隈伯論文・他）（3）著名な一日本人政治家
181 谷本泰子 トマス・ジェファソンとヴァジニア大学
203 中西敬二郎 早稲田大学出版部小史（二）
249 旧制早稲田高等学院に関する座談会
257 旧制高等学院創立担当先生訪問記

（資料）1 （資料）大隈重信年表（二）
（資料）25 大隈重信著作目録
（資料）31 アブドラ・ラシッド・イブラヒム 前外務大臣大隈伯との会見記

3 1970年3月 1 木村毅 早稲田大学百年記念前史序説
29 山下重一 小野梓と西洋政治思想―リーバー、ウルジーとの関連―
73 高野善一 日本社会主義の初心　安部磯雄の旗―人間上位の世紀へ―

151 安部磯雄 大学改造論
165 大隈重信 （外国誌掲載大隈伯論文・他）（1）日本とパナマ
175 アウト・ルック誌 （外国誌掲載大隈伯論文・他）（2）大隈伯爵ふたたび首相となる
179 インデペンデント誌 （外国誌掲載大隈伯論文・他）（3）日本首相からアメリカ国民諸氏へ―大隈伯からのメッセージ―
183 中西敬二郎 早稲田大学出版部小史（一）

（資料）1 （資料）大隈重信年表
2‐3 1969年3月 1 ハミルトン・Ｗ・メビー 大隈伯爵―日本、今日と明日―



6 日本に現われた一日本人政治家―ハミルトン・Ｗ・メビーによる大隈伯とのインタビュー―
19 斉藤一寛 小野梓先生の故郷を訪ねて
27 今田竹千代 杉森孝次郎の哲学
47 田中・西田哲学論争

105 高野善一 広西元信著「資本論の誤訳」の進歩性
113 中島正信 早稲田船上大学実施について
123 中西敬二郎 早稲田八景

（逆開き）1 外国誌にあらわれた大隈侯演説、談話その他関係文献目録
2‐2 1968年3月 1 大山郁夫 大学研究と方法学

9 サンドラＴ・Ｗ・デイビス 小野梓と共存同衆
31 中西敬二郎 『早稲田大学』と洋書
81 高野善一 石橋経済学の先駆性―「新農業政策の提唱」より

103 早稲田人・名著紹介
121 高野善一 大学以前（下）―バリケードの森に学生と語る「旧題」―
215 大山郁夫 大学生活と思想の自由

（逆開き）1 Sandra T.W.Daivis
2‐1 1967年4月 1 高野善一 バリケードの森に学生たちと語る（中）

107 長谷川章 昭和基地再開に参加して
137 中西敬二郎 浮田和民博士著述目録
157 内田繁隆 早稲田精神の反省
163 原田実　他 名著紹介（第1回）
177 　 キャプテンジェーンスが浮田博士に送った書簡
193 時子山常三郎 天賦人権説に基く「小野梓宇内合衆政府」論
201 木村毅 早稲田たんぼの美学
229 岡田俊平 大隈重信と松方正義
247 江藤健治 革命婆さん

1‐3 1966年9月 1 柳田泉 楊炎と大隈
33 中村尚美 大隈財政の成立

101 ジョージ・ケナン、Ｎ・Ｋ・ラッセル 日本におけるロシア兵士の啓蒙（一）・後期
133 木村毅 ニコライ・ラッセル博士
161 高野善一 バリケードの森に学生たちと語る（上）
255 中西敬二郎 大学創設と募金募集

1‐2 1966年3月 1 井上万寿蔵 大隈と鉄道開設
9 徳富蘇峰談 『十四年政変について』

19 磯部愉一郎 大隈精神三則
21 時子山常三郎 帳群国府秘書長の大隈侯との会見談
27 中西敬二郎 『明治十五年創立準備書類』
53 黒川九馬 早稲田の二十年
73 中村吉三郎 小野梓先生憲法論の一斑
83 木村毅 早稲田大学と夏目漱石

113 大津事件と早稲田大学余録
117 安部磯雄『青春書簡』
143 荒船淑子 バクダードの学生生活より
156 エス・デバボフ 『ソ連労働者は彼らの将来を確信している』と早稲田大学教授が語る

（逆開き）1 高野善一 ベンサムと小野梓
1‐1 1965年6月 1 大濱信泉 発刊之辞

3 時子山常三郎 大学史編纂研究の新発足に当って
15 Ｊ・Ｍ・サニエル 大隈重信と一八九八年のフィリピン問題　附訳文
65 岡田俊平 大隈重信の財政経済政策の基調
83 中村尚美 大隈財政と海運三菱の成立
95 尾形祐康 大隈重信とフルベッキ

119 木村毅 安部磯雄とトルストイ
141 中西敬二郎 大津事件と早稲田大学
175 入交好脩 平沼淑郎著「通信教授経済学」の学史的地位
189 高野善一 明治四十年ごろ―高田学長と安部講師
213 柳田泉 最終講義古賀茶渓の「度日閑言」（大要）



223 大隈信幸氏寄贈品目録


