
タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
田中千代松教授古稀記念論文集 田中　千代松 大東文化大学経済学会 GH041 ﾀ 5010223187
無天雑録 植木　枝盛／遺稿 高知：弘文堂書店 GH049 ｳ 5010202892
無天雑録　附録拾遺 植木　枝盛／遺稿 弘文堂書店 GH049 ｳ 5010223302
群馬文化　１０２ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211174
群馬文化　１２５ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211208
群馬文化　１３２ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211232
群馬文化　１２７ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211216
群馬文化　１２２ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211190
群馬文化　９９ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211166
群馬文化　１３４ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211224
群馬文化　１２０ 群馬文化の会 GH050 ｸﾞ 5010211182
春秋　ＮＯ．２７１ 東京：春秋社 GH050 ｼ 5010226545
東京経済　第５３号 東京経済大学葵友会／[編集] 東京経済大学葵友会 GH050 ﾄ 5010226537
社会科研究　第４集 新潟県高等学校教育研究会社会科部会／編 [新潟]：新潟県高等学校教育研究会社会科 GH051 ｼ 5010208428
７０年代と民族文化 わらび座 田沢湖町（仙北郡）：民族芸術研究所 GH060 ﾜ 5010220555
東洋自由新聞 西田　長寿／編 東京：東京大学出版会 GH071 ﾄ 5010207552
植木枝盛集　第１巻 植木　枝盛／著 東京：岩波書店 GH081 ｳ 5010219722
日本の名著　２７ 大塩　中斎／〔著〕 東京：中央公論社 GH081 ﾆ 5010218203
福沢選集　第４ 福沢　諭吉／著 東京：慶応出版社 GH081 ﾌ 5010218377
新編明治精神史 色川　大吉／〔著〕 東京：中央公論社 GH121 ｲ 5010218153
大塩平八郎 岡本　良一／著 大阪：創元社 GH121 ｵ 5010203742
大塩平八郎 幸田　成友／著 東京：東亜堂書房 GH121 ｵ 5010219953
大塩平八郎 国府　種徳／著 東京：裳華書房 GH121 ｵ 5010216926
大塩平八郎伝 石崎　東国／著 東京：大鐙閣 GH121 ｵ 5010219730
大塩平八郎と民衆 大阪人権歴史資料館／編集 大阪：大阪人権歴史資料館 GH121 ｵ 5010220068
洗心洞箚記 大塩　中斎／〔著〕 東京：岩波書店 GH121 ｵ 5010220019
洗心洞箚記 大塩　中斎／〔著〕 東京：岩波書店 GH121 ｵ 5010216595
大塩平八郎 宮城　公子／著 東京：朝日新聞社 GH121 ﾐ 5010215019
成田不動の歴史 村上　重良／著 東京：東通社出版部 GH188 ﾑ 5010204971
状況と歴史学 深谷　克己／著 東京：校倉書房 GH201 ﾌ 5010212776
武蔵打こわし史料　第１集 森田　雄一／編集 浦和：武蔵国百姓一揆史料調査会 GH205 ﾑ 5010226552
武蔵打こわし史料　第１集 森田　雄一／編集 浦和：武蔵国百姓一揆史料調査会 GH205 ﾑ 5010226560
歴史評論　Ｎｏ．２１５（１９６８年７月） 歴史科学協議会／編集 東京：歴史科学協議会 GH205 ﾚ 5010215118
歴史評論　２１号 民主主義科学者協会／編集 GH205 ﾚ 5010203387
歴史評論　４２号 民主主義科学者協会／編集 GH205 ﾚ 5010209509
歴史評論　Ｎｏ．２２８（１９６９年８月） 歴史科学協議会／編集 東京：歴史科学協議会 GH205 ﾚ 5010215126
歴史評論　８０号 民主主義科学者協会／編集 GH205 ﾚ 5010201548
会津民権史 小野　徳吉／著 福島民報社出版局 GH210 ｱ 5010211240
秋田県の自由民権運動 秋田近代史研究会／編集 みしま書房 GH210 ｱ 5010218179
秩父事件 新井　佐次郎／著 東京：新人物往来社 GH210 ｱ 5010202678
天保騒動記 青木　美智男／著 東京：三省堂 GH210 ｱ 5010208246
百姓一揆の時代 青木　美智男／著 東京：校倉書房 GH210 ｱ 5010212784
文化文政期の民衆と文化 青木　美智男／著 東京：文化書房博文社 GH210 ｱ 5010212800
幻の革命 浅見　好夫／著 浦和：埼玉新聞社 GH210 ｱ 5010202694
明治農民騒擾の年次的研究 青木　虹二／著 東京：新生社 GH210 ｱ 5010199379
生坂の三義人 三義人顕彰会 GH210 ｲ 5010201704
加波山事件関係資料集 稲葉　誠太郎／著 東京：三一書房 GH210 ｲ 5010209400
自由自治元年 井出　孫六／編著 東京：現代史出版会 GH210 ｲ 5010219763
自由民権 色川　大吉／著 東京：岩波書店 GH210 ｲ 5010216637
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自由民権の地下水 色川　大吉／著 東京：岩波書店 GH210 ｲ 5010216769
秩父困民党群像 井出　孫六／著 東京：新人物往来社 GH210 ｲ 5010219854
秩父事件 井上　幸治／〔著〕 東京：中央公論社 GH210 ｲ 5010203189
利根川民権紀行 石川　猶興／著 東京：新人物往来社 GH210 ｲ 5010219086
利根川民権紀行 石川　猶興／著 東京：新人物往来社 GH210 ｲ 5010219094
百姓申状と起請文の世界 入間田　宣夫／著 東京：東京大学出版会 GH210 ｲ 5010199353
明治精神史 色川　大吉／著 東京：黄河書房 GH210 ｲ 5010218229
明治の精神 色川　大吉／〔著〕 東京：筑摩書房 GH210 ｲ 5010202710
明治の文化 色川　大吉／著 東京：岩波書店 GH210 ｲ 5010202702
一揆　１ 青木　美智男／〔ほか〕編 東京：東京大学出版会 GH210 ｲ 1 5010218344
一揆　２ 青木　美智男／〔ほか〕編 東京：東京大学出版会 GH210 ｲ 2 5010218336
一揆　３ 青木　美智男／〔ほか〕編 東京：東京大学出版会 GH210 ｲ 4 5010218310
一揆　４ 青木　美智男／〔ほか〕編 東京：東京大学出版会 GH210 ｲ 4 5010218328
一揆　５ 青木　美智男／〔ほか〕編 東京：東京大学出版会 GH210 ｲ 5 5010218302
庄屋平兵衛獄門記 宇野　宗佑／著 東京：青蛙房 GH210 ｳ 5010199544
越後と佐渡の一揆 新潟県庶民史研究会／編著 新潟：新潟日報事業社出版部 GH210 ｴ 5010218393
加波山事件 遠藤　鎮雄／著 東京：三一書房 GH210 ｴ 5010219805
秩父騒動 江袋　文男／著 秩父：秩父新聞出版部 GH210 ｴ 5010219748
秩父騒動 江袋　文男／著 東京：大和学芸図書 GH210 ｴ 5010219870
維新農民一揆の相貌 小野　武夫／遺著 東京：学能協会 GH210 ｵ 5010203692
維新農民蜂起譚 小野　武夫／編著 東京：改造社 GH210 ｵ 5010211935
大塩研究　第３１号 大塩事件研究会／[編] 大阪：大塩事件研究会 GH210 ｵ 5010207651
大塩平八郎一件書留 国立史料館／編 東京：東京大学出版会 GH210 ｵ 5010203759
大塩平八郎建議書 仲田　正之／編校訂 東京：文献出版 GH210 ｵ 5010203734
日本近世社会史の研究 尾池　義雄／著 東京：中西書房 GH210 ｵ 5010199338
明治国家の成立 大江　志乃夫／著 京都：ミネルヴァ書房 GH210 ｵ 5010212297
乱・一揆・非人 岡本　良一／著 東京：柏書房 GH210 ｵ 5010200573
一揆 勝俣　鎮夫／著 東京：岩波書店 GH210 ｶ 5010215027
「加波山事件」研究 加波山事件研究会／編 GH210 ｶ 5010220522
加波山事件百年 加波山事件百周年記念集会実行委員会 GH210 ｶ 5010223260
近世国家の解体と近代 津田　秀夫／編 東京：塙書房 GH210 ｷ 5010212305
近世国家の展開 津田　秀夫／編 東京：塙書房 GH210 ｷ 5010212917
近代日本の形成 歴史学研究会／編 東京：岩波書店 GH210 ｷ 5010207347
農民一揆 北村　清士／著 竹田（大分県）：北村清士 GH210 ｷ 5010203205
明和の大一揆 北沢　文武／著 東京：鳩の森書房 GH210 ｷ 5010202975
歴史物語自由をもとめて 北小路　健／著 東京：日本児童文庫刊行会 GH210 ｷ 5010202686
境界の中世象徴の中世 黒田　日出男／著 東京：東京大学出版会 GH210 ｸ 5010212032
群馬事件の実像を追って 群馬事件を学ぶ集い実行委員会／編集 高崎：あさを社 GH210 ｸﾞ 5010213006
現代の眼　第１５巻第４号 東京：現代評論社 GH210 ｹﾞ 5010199452
鎖塚 小池　喜孝／著 東京：現代史資料センター出版会 GH210 ｺ 5010219078
秩父颪 小池　喜孝／著 東京：現代史出版会 GH210 ｺ 5010202652
伝蔵と森蔵 小池　喜孝／〔著〕 東京：現代史出版会 GH210 ｺ 5010218351
天保騒動 小林　利久／著 GH210 ｺ 5010200672
百姓一揆の研究 黒正　巌／著 東京：岩波書店 GH210 ｺ 5010203874
五万石騒動 群馬県立高崎女子高等学校歴史研究部 GH210 ｺﾞ 5010199510
士族反乱の研究 後藤　靖／著 東京：青木書店 GH210 ｺﾞ 5010205036
自由民権 後藤　靖／〔著〕 東京：中央公論社 GH210 ｺﾞ 5010216629
自由民権運動 後藤　靖／著 大阪：創元社 GH210 ｺﾞ 5010216819
天皇制形成期の民衆闘争 後藤　靖／著 東京：青木書店 GH210 ｺﾞ 5010204922
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国民の歴史　１０ 中村　吉治／著 東京：文英堂 GH210 ｺ 10 5010212743
近世民衆史の再構成 佐々木　潤之介／著 東京：校倉書房 GH210 ｻ 5010201696
中世民衆史の方法 佐藤　和彦／著 東京：校倉書房 GH210 ｻ 5010203320
日本歴史研究 佐野　学／著 東京：希望閣 GH210 ｻ 5010199361
幕藩権力の基礎構造 佐々木　潤之介／著 東京：御茶の水書房 GH210 ｻ 5010206505
幕末社会論 佐々木　潤之介／著 東京：塙書房 GH210 ｻ 5010204880
世直し 佐々木　潤之介／著 東京：岩波書店 GH210 ｻ 5010201670
荘内藩轉封事件の穎末　後編 角田　貫次／著 金鶏学院 GH210 ｼ 5010211125
荘内藩轉封事件の穎末 角田　貫次／著 金鶏学院 GH210 ｼ 5010211117
四郎乱物語 亀井　勇／編 [本渡]：本渡市立天草切支丹館振興会 GH210 ｼ 5010209459
世直し一揆の研究 庄司　吉之助／著 東京：校倉書房 GH210 ｼ 5010208352
世直し一揆の研究 庄司　吉之助／著 福島：庄司吉之助 GH210 ｼ 5010209517
自由民権運動史 鈴木　安蔵／編 東京：光文社 GH210 ｼﾞ 5010207461
自由民権百年の記録 自由民権百年全国集会実行委員会／編 東京：三省堂 GH210 ｼﾞ 5010220100
自由民権期の研究　第１巻 堀江　英一／編 東京：有斐閣 GH210 ｼﾞ 1 5010211984
自由民権期の研究　第２巻 堀江　英一／編 東京：有斐閣 GH210 ｼﾞ 2 5010211968
自由民権期の研究　第３巻 堀江　英一／編 東京：有斐閣 GH210 ｼﾞ 3 5010211976
自由民権期の研究　第４巻 堀江　英一／編 東京：有斐閣 GH210 ｼﾞ 4 5010212859
自由民権 鈴木　安蔵／著 東京：白揚社 GH210 ｽ 5010207586
真忠組浪士騒動実録 杉谷　直道／記述 東京：高梨輝憲 GH210 ｽ 5010209525
鈍訳濃北宝暦義民録 杉田　理一郎／著 八幡町(岐阜県)：杉田チヨ子 GH210 ｽ 5010206562
幕藩制社会解体期の研究 須田　茂／著 東京：国書刊行会 GH210 ｽ 5010218260
一揆・雲助・博徒 田村　栄太郎 東京：大畑書店 GH210 ﾀ 5010200524
加波山事件と青年群像 高橋　哲夫／著 東京：国書刊行会 GH210 ﾀ 5010219672
近世民衆運動の展開 谷山　正道／著 東京：高科書店 GH210 ﾀ 5010205069
自由民権家とその系譜 田中　惣五郎／著 東京：国土社 GH210 ﾀ 5010207479
田中千弥日記 田中　千弥／著 〔吉田町（埼玉県）〕：吉田町教育委員会 GH210 ﾀ 5010220035
田中千弥日記 田中　千弥／著 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾀ 5010206596
秩父事件 高野　寿夫／著 東京：木馬書館 GH210 ﾀ 5010202801
日本開化小史 田口　卯吉／著 東京：岩波書店 GH210 ﾀ 5010216736
日本の自由民権 田中　惣五郎／著 東京：雄山閣 GH210 ﾀ 5010207594
福島事件 高橋　哲夫／著 東京：三一書房 GH210 ﾀ 5010202645
福島自由民権運動史 高橋　哲夫／著 東京：理論社 GH210 ﾀ 5010206554
福島民権家列伝 高橋　哲夫／著 福島：福島民報社 GH210 ﾀ 5010202785
世直し 田村　栄太郎／著 東京：雄山閣 GH210 ﾀ 5010200565
歴史の真実を衝く 田村　栄太郎／著 東京：学芸社 GH210 ﾀ 5010203262
秩父困民党に生きた人びと 中沢　市朗／編 東京：現代史出版会 GH210 ﾁ 5010202819
秩父事件研究顕彰　ｎｏ．９ 秩父事件研究顕彰協議会 GH210 ﾁ 5010216959
秩父事件史料　補巻 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾁ 5010202769
秩父事件百年 吉田町（埼玉県）：秩父事件百周年吉田町記 GH210 ﾁ 5010205184
秩父事件史料　第１巻 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾁ 1 5010202744
秩父事件史料　第２巻 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾁ 2 5010202751
秩父事件史料　第３巻 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾁ 3 5010202736
秩父事件史料　第４巻 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾁ 4 5010206489
秩父事件史料　第５巻 浦和：埼玉新聞社出版局 GH210 ﾁ 5 5010206588
近世国家と明治維新 津田　秀夫／編 東京：三省堂 GH210 ﾂ 5010205044
近世国家の成立過程 津田　秀夫／編 東京：塙書房 GH210 ﾂ 5010218054
近世民衆運動の研究 津田　秀夫／著 東京：三省堂 GH210 ﾂ 5010212909
幕末社会の研究 津田　秀夫／著 東京：柏書房 GH210 ﾂ 5010218104
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伏見義民録 津田　儀三郎／著 東京：博文堂 GH210 ﾂ 5010209418
封建社会解体過程研究序説 津田　秀夫／著 東京：塙書房 GH210 ﾂ 5010205077
明治国家成立の経済基盤 津田　秀夫／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾂ 5010209343
明治初年農民騒擾録 土屋　喬雄／編著 東京：南北書院 GH210 ﾂ 5010203866
伝統と現代　２月号　第２巻第２号 東京：伝統と現代社 GH210 ﾃﾞ 5010223195
天保期の人民闘争と社会変革　上 百姓一揆研究会／著 東京：校倉書房 GH210 ﾃ 1 5010205002
天保期の人民闘争と社会変革　下 百姓一揆研究会／著 東京：校倉書房 GH210 ﾃ 2 5010218138
自由民権と現代 遠山　茂樹／著 東京：筑摩書房 GH210 ﾄ 5010219110
東洋民権百家伝 小室　信介／編 東京：岩波書店 GH210 ﾄ 5010203197
特集明治時代研究 東京経済大学人文自然科学論集編集委員会／ GH210 ﾄ 5010202835
加波山事件の一考察 生田目　靖志／著 高萩：生田目靖志 GH210 ﾅ 5010206661
自由民権運動の研究 内藤　正中／著 東京：青木書店 GH210 ﾅ 5010204955
自由民権の民衆像 中沢　市朗／著 東京：新日本出版社 GH210 ﾅ 5010204989
史料が語る大塩事件と天保改革 中瀬　寿一／編著 京都：晃洋書房 GH210 ﾅ 5010203726
中世の農民一揆 中村　吉治／著 東京：中央公論社 GH210 ﾅ 5010212750
中世の農民一揆 中村　吉治／著 東京：中央公論社 GH210 ﾅ 5010212768
中世の民衆と文化 永島　福太郎／著 大阪：創元社 GH210 ﾅ 5010199577
日本近代国家と民衆運動 藤井　松一／〔ほか〕編 東京：有斐閣 GH210 ﾆ 5010204948
日本民衆の歴史　２ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 5010201464
日本歴史 コンラード／著 東京：白揚社 GH210 ﾆ 5010208410
日本民衆の歴史　３ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 3 5010201472
日本民衆の歴史　４ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 4 5010201712
日本民衆の歴史　５ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 5 5010201720
日本民衆の歴史　５ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 5 5010201506
日本民衆の歴史　６ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 6 5010201480
日本民衆の歴史　７ 東京：三省堂 GH210 ﾆ 7 5010201498
加波山事件 野島　幾太郎／編著 栃木：宮川書店 GH210 ﾉ 5010219961
加波山事件 野島　幾太郎／著 東京：平凡社 GH210 ﾉ 5010214889
加波山事件 野島　幾太郎／著 東京：平凡社 GH210 ﾉ 5010207438
因伯民乱太平記 原田　久美子／校訂・編 大阪：関西地方史研究協議会 GH210 ﾊ 5010203411
天保七年三州加茂一揆と古橋暉兒 長谷川　伸三／著 GH210 ﾊ 5010203775
日本封建制下の都市と社会 原田　伴彦／著 京都：三一書房 GH210 ﾊ 5010218112
日本封建都市研究 原田　伴彦／著 東京：東京大学出版会 GH210 ﾊ 5010219938
畠山太助顕彰碑建立記念誌 畠山太助顕彰会／編 GH210 ﾊ 5010220514
原田伴彦著作集　別巻 原田　伴彦／著 京都：思文閣出版 GH210 ﾊ 5010199395
藩政改革の研究 堀江　英一／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾊ 5010207362
百姓一揆 芳賀　登／著 東京：潮出版社 GH210 ﾊ 5010200623
民衆史の創造 芳賀　登／〔著〕 東京：日本放送出版協会 GH210 ﾊ 5010200631
明治維新の精神構造 芳賀　登／著 東京：雄山閣 GH210 ﾊ 5010218146
世直しの思想 芳賀　登／〔著〕 東京：雄山閣 GH210 ﾊ 5010208204
幕末の農民一揆 大町　雅美／編著 東京：雄山閣 GH210 ﾊﾞ 5010214921
自由民権の系譜 平尾　道雄／著 高知：高知市民図書館 GH210 ﾋ 5010206463
百姓一揆研究文献総目録 保坂　智／編 東京：三一書房 GH210 ﾋ 5010201746
備前備中美作百姓一揆史料　第１巻 長光　徳和／編 東京：国書刊行会 GH210 ﾋﾞ 1 5010212727
備前備中美作百姓一揆史料　第２巻 長光　徳和／編 東京：国書刊行会 GH210 ﾋﾞ 2 5010214962
備前備中美作百姓一揆史料　第３巻 長光　徳和／編 東京：国書刊行会 GH210 ﾋﾞ 3 5010208337
備前備中美作百姓一揆史料　第４巻 長光　徳和／編 東京：国書刊行会 GH210 ﾋﾞ 4 5010208345
備前備中美作百姓一揆史料　第５巻 長光　徳和／編 東京：国書刊行会 GH210 ﾋﾞ 5 5010214954
蚕民騒擾録 福田　薫／著 東京：青雲書房 GH210 ﾌ 5010219771



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
ドキュメント　群馬事件 藤林　伸治／編 東京：現代史出版会 GH210 ﾌ 5010212842
日本近世の文化革命 福本　和夫／著 東京：潮流社 GH210 ﾌ 5010212180
百姓一揆の歴史的構造 深谷　克己／著 東京：校倉書房 GH210 ﾌ 5010214848
百姓一揆の歴史的構造 深谷　克己／著 東京：校倉書房 GH210 ﾌ 5010214830
文芸秩父　６号（１９７４年冬季号） 秩父文化の会／[編] 秩父：秩父文化の会 GH210 ﾌﾞ 5010202884
文芸秩父　２２号（１９７８年冬季号） 秩父文化の会／[編] 秩父：秩父文化の会 GH210 ﾌﾞ 5010206638
文芸秩父　９号（１９７４年秋季号） 秩父文化の会／[編] 秩父：秩父文化の会 GH210 ﾌﾞ 5010206604
文芸秩父　１２号（１９７５年夏季号） 秩父文化の会／[編] 秩父：秩父文化の会 GH210 ﾌﾞ 5010206620
文芸秩父　１７号（１９７６年秋季号） 秩父文化の会／[編] 秩父：秩父文化の会 GH210 ﾌﾞ 5010206612
豊後国百姓騒動覚書 後藤　秀国／記 別府：麻生書店 GH210 ﾌﾞ 5010216942
編年百姓一揆史料集成　第１６巻 青木　虹二／編 東京：三一書房 GH210 ﾍ 16 5010212693
編年百姓一揆史料集成　第１７巻 青木　虹二／編 東京：三一書房 GH210 ﾍ 17 5010212719
編年百姓一揆史料集成　第１９巻 青木　虹二／編 東京：三一書房 GH210 ﾍ 19 5010212701
百姓一揆とその作法 保坂　智／著 東京：吉川弘文館 GH210 ﾎ 5010203288
明治維新の社会構造 堀江　英一／著 東京：有斐閣 GH210 ﾎ 5010204930
調査編集月報　第３巻第１０号 農業発達史調査会 GH210 ﾎﾞ 3-10 5010199478
調査編集月報　第３巻第１２号 農業発達史調査会 GH210 ﾎﾞ 3-12 5010199486
調査編集月報　第４巻第２号 農業発達史調査会 GH210 ﾎﾞ 4-2 5010199494
調査編集月報　第４巻第３号 農業発達史調査会 GH210 ﾎﾞ 4-3 5010199502
孤島コンミューン論 松本　健一／著 東京：現代評論社 GH210 ﾏ 5010208238
加波山事件研究 三浦　進／著 東京：同時代社 GH210 ﾐ 5010219755
国史上の社会問題 三浦　周行／著 大阪：創元社 GH210 ﾐ 5010199569
西南戦争期における農民一揆 水野　公寿／編著 福岡：葦書房 GH210 ﾐ 5010218088
南山御蔵入騒動資料 田島町郷土資料研究会／編集 田島町郷土資料研究会 GH210 ﾐ 5010220530
日本民衆の歴史　１ 東京：三省堂 GH210 ﾐ 5010219797
民権運動の展開 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾐ 5010205168
静岡事件の全貌 村本　喜代作／著 [静岡]：政教社 GH210 ﾑ 5010206547
村方騒動と世直し　上 佐々木　潤之介／編 東京：青木書店 GH210 ﾑ 1 5010205093
村方騒動と世直し　下 佐々木　潤之介／編 東京：青木書店 GH210 ﾑ 2 5010214913
明治維新の理論的諸問題 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾒ 5010212966
明治国家成立の政治過程 稲田　正次／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾒ 5010219821
明治政権の確立過程 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾒ 1 5010212982
地租改正と地方自治制 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH210 ﾒ 2 5010212990
裁判　自由民権時代 森長　英三郎／著 東京：日本評論社 GH210 ﾓ 5010219680
民衆蜂起と祭り 森山　軍治郎／著 東京：筑摩書房 GH210 ﾓ 5010207487
明治六年政変 毛利　敏彦／著 東京：中央公論社 GH210 ﾓ 5010212321
明治六年政変の研究 毛利　敏彦／著 東京：有斐閣 GH210 ﾓ 5010209327
一揆打毀しの運動構造 山田　忠雄／著 東京：校倉書房 GH210 ﾔ 5010212248
国訴と百姓一揆の研究 藪田　貫／著 東京：校倉書房 GH210 ﾔ 5010214970
黎明以前の群衆 山根　真治郎／著 東京：民友社 GH210 ﾔ 5010200649
義民 横山　十四男／著 東京：三省堂 GH210 ﾖ 5010203718
日本近代国家の成立と革命情勢 依田　憙家／著 東京：八木書店 GH210 ﾖ 5010207321
歴史科学大系　第２３巻 歴史科学協議会／編 東京：校倉書房 GH210 ﾚ 5010212263
歴史科学大系　第２２巻 歴史科学協議会／編 東京：校倉書房 GH210 ﾚ 22 5010212255
論集きんせい　創刊号 東京大学近世史研究会論集編集局／編集 東京大学近世史研究会 GH210 ﾛ 5010223278
岩手史学研究　Ｎｏ．１３ 新岩手社 GH212 ｲ 5010211265
岩手史学研究　Ｎｏ．１５ 岩手史学会／編集 岩手史学会 GH212 ｲ 5010211133
荘内風土記 石川　正俊／著 東京：翼賛出版協会 GH212 ｲ 5010208329
岩手の民衆史　第１号 岩手民衆史研究会／編集 盛岡：岩手民衆史研究会 GH212 ｲ 1 5010208493



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
岩手の民衆史　第２号 岩手民衆史研究会／編集 盛岡：岩手民衆史研究会 GH212 ｲ 2 5010208501
岩手の民衆史　第３号 岩手民衆史研究会／編集 盛岡：岩手民衆史研究会 GH212 ｲ 3 5010205150
岩手の民衆史　第３号 岩手民衆史研究会／編集 盛岡：岩手民衆史研究会 GH212 ｲ 3 5010209483
岩手の民衆史　第４号 岩手民衆史研究会／編集 盛岡：岩手民衆史研究会 GH212 ｲ 4 5010209491
岩手の民衆史　第５号 岩手民衆史研究会／編集 盛岡：岩手民衆史研究会 GH212 ｲ 5 5010205143
近代秋田の歴史と民衆 秋田近代史研究会／編集 秋田：秋田近代史研究会 GH212 ｷ 5010213451
五義民 佐藤　貞夫／著 よねしろ書房 GH212 ｻ 5010211810
岩手の百姓一揆集 司東　真雄／編 北上市史刊行会 GH212 ｼ 5010206513
史料集成会津農民一揆　下巻 田代　重雄／編 会津若松：歴史春秋社 GH212 ｼ 5010212057
荘内天保義民　前篇 清野　鉄臣／編纂 鶴岡：アサヒ印刷所 GH212 ｼ 1 5010216876
史料集成会津農民一揆　上巻 田代　重雄／編 会津若松：歴史春秋社 GH212 ｼ 1 5010218047
荘内天保義民　後篇、続編 清野　鉄臣／編纂 鶴岡：アサヒ印刷所 GH212 ｼ 2 5010216868
百姓一揆 平　重道／著 仙台：宝文堂 GH212 ﾀ 5010200540
安家村俊作 茶谷　十六／著 東京：民衆社 GH212 ﾁ 5010203213
寺西代官治績集 金澤　春友／編 常豊村（福島県）：常豊郷土史刊行会 GH212 ﾃ 5010200599
出羽百姓一揆録 山形県経済部／編 [山形]：山形県経済部 GH212 ﾃﾞ 5010205192
東北民衆の闘いと文化 民族芸術研究所／編集 民族芸術研究所 GH212 ﾄ 5010207644
東北民衆の闘いと文化　続 民族芸術研究所／編集 民族芸術研究所 GH212 ﾄ 2 5010208477
幻の老人切牛の万六 早坂　基／著 札幌：福本工業 GH212 ﾊ 5010214822
物語　宮城県民のたたかい 浜田　隼雄／〔著〕 仙台：ひかり書房 GH212 ﾊ 5010212073
荘内百姓天保義挙鳥海颪 日高　輝忠／著 青年塾 GH212 ﾋ 5010212172
森嘉兵衛著作集　第７巻 森　嘉兵衛／著 東京：法政大学出版局 GH212 ﾓ 5010214814
日本僻地の史的研究　上巻 森　嘉兵衛／著 東京：法政大学出版局 GH212 ﾓ 1 5010209384
日本僻地の史的研究　下巻 森　嘉兵衛／著 東京：法政大学出版局 GH212 ﾓ 2 5010209376
置賜民衆生活史 吉田　義信／著 東京：国書刊行会 GH212 ﾖ 5010218039
ふくしまの農民一揆 吉田　勇／著 郡山：ＦＣＴ企業 GH212 ﾖ 5010201688
小山田物語 町田：町田ジャーナル社 GH213 5010204898
安房三義民 千葉県安房郡教育会／編纂 千葉県安房郡教育会 GH213 ｱ 5010203429
茨城百姓一揆 植田　敏雄／編 東京：風濤社 GH213 ｳ 5010199346
牛久市史料　近世１ 牛久市編さん委員会／編 牛久：牛久市 GH213 ｳ 5010201753
激派と民衆 江川　文展／著 土浦：筑波書林 GH213 ｴ 5010212081
大井町史料　第６集 大井町史編さん委員会／編集 大井町（埼玉県）：大井町教育委員会 GH213 ｵ 5010203247
小瀬義民の顛末 高井　良水 白河町：秀錦堂印刷所 GH213 ｵ 5010200698
季刊武蔵野　第２１号（１９９３年冬の号） 武蔵野市／企画 武蔵野：武蔵野市 GH213 ｷ 5010226503
郷土よこはま　Ｎｏ．１０・１２・１５～２３ 横浜市図書館 GH213 ｷ 5010223229
近世武州名栗村の構造 山中　清孝／著 名栗村（埼玉県）：埼玉県入間郡名栗村教育 GH213 ｷ 5010206521
群馬評論　第４０号１９８９年秋 群馬評論社 GH213 ｸﾞ 5010215100
激論／困民党と自由民権 武相困民党９５周年記念集会実行委員会／編 町田：武相困民党９５周年記念集会実行委員 GH213 ｹﾞ 5010207578
激論／困民党と自由民権 武相困民党９５周年記念集会実行委員会／編 町田：武相困民党９５周年記念集会実行委員 GH213 ｹﾞ 5010202843
越谷市史研究報告 越谷市史編さん室／編 越谷市史編さん室 GH213 ｺ 5010208451
困民党のたたかい 武相困民党９５周年記念集会実行委員会／編 町田：武相困民党９５周年記念集会実行委員 GH213 ｺ 5010202876
困民党のたたかい 武相困民党９５周年記念集会実行委員会／編 町田：武相困民党９５周年記念集会実行委員 GH213 ｺ 5010202868
磔茂左衛門 後閑　祐次／著 東京：人物往来社 GH213 ｺﾞ 5010212016
佐倉地方文化（抄） 佐倉：佐倉市教育委員会 GH213 ｻ 5010203379
史誌　第３５号 大田区史編さん室／編集 東京都大田区 GH213 ｼ 5010209475
口訳常久肝胆夢物語 鈴木　久／著 GH213 ｽ 5010203221
八丈島物語　第１輯 菅野　八郎／著 郷土文献刊行会 GH213 ｽ 5010223310
小瀬一揆録 高井　良水／著 緒川村郷土文化研究会 GH213 ﾀ 5010207545
多摩のあゆみ　第２６号 多摩文化資料／編集 多摩中央信用金庫 GH213 ﾀ 5010223153



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
多摩文化　第９号 多摩文化研究会 GH213 ﾀ 5010211257
田安領宝暦箱訴事件 青梅市郷土博物館／編集 青梅市教育委員会 GH213 ﾀ 5010205101
多摩の百年　上 朝日新聞東京本社社会部／著 東京：朝日新聞社 GH213 ﾀ 1 5010202777
那珂郡農民一揆　上 高橋　裕文／著 土浦：筑波書林 GH213 ﾀ 1 5010215092
多摩の百年　下 朝日新聞東京本社社会部／著 東京：朝日新聞社 GH213 ﾀ 2 5010202660
那珂郡農民一揆　下 高橋　裕文／著 土浦：筑波書林 GH213 ﾀ 2 5010215084
秩父郷土史報　第１巻 秩父図書館 GH213 ﾁ 5010202850
秩父事件ガイドブック 秩父事件研究顕彰協議会／編 東京：新日本出版社 GH213 ﾁ 5010219896
天明一揆史料 羽村町教育委員会／編集 羽村町教育委員会 GH213 ﾃ 5010200664
東村山市近世史資料　２～５，１８ 東村山市：東村山市史編纂委員会 GH213 ﾋ 5010223211
東村山市史史料集　４ 東村山市：東村山市史編纂委員会 GH213 ﾋ 5010215050
東村山市史史料集　２ 東村山市：東村山市史編纂委員会 GH213 ﾋ 2 5010215043
東村山市史史料集　５ 東村山市：東村山市史編纂委員会 GH213 ﾋ 5 5010215068
武州世直し一揆史料　１ 近世村落史研究会／編 東京：慶友社 GH213 ﾌﾞ 1 5010202959
武州世直し一揆史料　２ 近世村落史研究会／編 東京：慶友社 GH213 ﾌﾞ 2 5010203296
高崎五万石騒動 細野　格城／著 高崎：あさを社 GH213 ﾎ 5010206497
町田近代百年史 町田：町田ジャーナル社 GH213 ﾏ 5010219698
民衆憲法の創造 色川　大吉／〔ほか〕著 東京：評論社 GH213 ﾐ 5010219789
明治百年野州外史 宇都宮：下野新聞社 GH213 ﾒ 5010213410
廻り田村村明細帳 東村山市：東村山市史編纂委員会 GH213 ﾒ 5010226511
三多摩政戦史料 渡辺　欽城／著 東京：有峰書店 GH213 ﾜ 5010212958
打ちこわしと一揆 川　良雄 金沢：石川県図書館協会 GH214 ｶ 5010200615
一揆と飢饉と漂流と 小林　巌／著 福井：フェニックス出版 GH214 ｺ 5010218294
佐州百姓共騒立ニ付吟味落着一件留 新潟県立佐渡高等学校同窓会 GH214 ｻ 5010202983
佐渡叢書　第４巻 山本　修之助／編集 佐渡叢書刊行会 GH214 ｻ 5010218070
福井藩に於ける百姓一揆史の研究 島崎　圭一／著 福井：安田書店 GH214 ｼ 5010199585
那谷寺通夜物語 金沢：石川県図書館協会 GH214 ﾅ 5010220126
明治初年真宗門徒大決起の研究 三上　一夫／著 京都：思文閣出版 GH214 ﾐ 5010219995
刈谷藩における寛政一揆史料集 刈谷古文書研究会／編 西村書房 GH215 ｶ 5010215035
郡上　１９７５／１９７６第５・６冊合併特別号 八幡町（郡上郡）：「郡上」発行所 GH215 ｸﾞ 5010223146
郡内百姓一揆 谷村高等学校社会部／編集 谷村高等学校社会部 GH215 ｸﾞ 5010219177
破地士等〓 猪古斉主人／著 浜松：文京堂書店 GH215 ｻ 5010203403
江戸時代の百姓一揆 鈴木　謹一／著 遠江地方史研究会 GH215 ｽ 5010219169
高遠の古記録　第３巻 高遠町（長野県）：高遠文化財保護委員会 GH215 ﾀ 5010223179
自由民権・静岡事件 原口　清／著 東京：三一書房 GH215 ﾊ 5010206455
寛政期の藤堂藩 深谷　克己／著 津：三重県郷土資料刊行会 GH215 ﾌ 5010212156
濃北寳暦義民録 三島　栄太郎／著 北濃村（岐阜県）：三島栄太郎 GH215 ﾐ 5010200789
濃北寳暦義民録 三島　栄太郎／著 北濃村（岐阜県）：三島栄太郎 GH215 ﾐ 5010220050
夢物語 渡辺　政定／著 高山：斐太中央印刷 GH215 ﾕ 5010203155
天保義民録 河邨　吉三／著 東京：高知堂 GH216 ｶ 5010219979
園田の歴史 尼崎：尼崎市立園田中学校社会研究部 GH216 ｿ 5010226529
庶民からみた湖国の歴史 滋賀県歴史教育者協議会／編 京都：文理閣 GH216 ﾅ 5010218286
南紀文書　１ 中村　保良／著 地方史研究所 GH216 ﾅ 5010200656
京の人　大阪の人 原田　伴彦／著 東京：朝日新聞社 GH216 ﾊ 5010200532
播姫太平記　全 神戸：播磨書史会 GH216 ﾊﾞ 5010206646
倉敷浅尾騒動記 角田　直一 児島：瀬戸内海文化連盟 GH217 ｶ 5010203254
渋染一揆論 柴田　一／著 東京：八木書店 GH217 ｼ 5010200557
美作国鶴田藩農民騒動史料　上 長光　徳和 岡山県地方史研究連絡協議会 GH217 ﾐ 1 5010208444
美作国鶴田藩農民騒動史料　下 長光　徳和 岡山県地方史研究連絡協議会 GH217 ﾐ 2 5010208469



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
しわく騒動記 角田　直一／著 児島：瀬戸内海文化連盟 GH218 ｶ 5010212339
七人童子快挙録 佐々　栄三郎／著 東京：社会新聞社 GH218 ｻ 5010200771
七人童子快挙録 佐々　栄三郎／著 東京：社会新聞社 GH218 ｻ 5010201738
百姓一揆 谷本　清／著 谷本清 GH218 ﾀ 5010203395
近世土佐と民権思想 山本　大／〔著〕 高知：高知市民図書館 GH218 ﾔ 5010219888
四日市動乱随従記 加藤　忠二郎／著 東京：加藤忠二郎 GH219 ｶ 5010200722
基肄養父実記　磯野寿延記 鳥栖市史編纂委員会／編纂 鳥栖市役所 GH219 ｷ 5010203163
旧久留米藩百姓一揆ニ関スル調査 [福岡]：福岡県内務部 GH219 ｷ 5010200706
諫早義挙録 古賀　篤介／著 諫早町：北高来郡教育会 GH219 ｺ 5010219847
長崎県島原半島史　上巻 林　銑吉／編 〔島原〕：長崎県南高来郡市教育会 GH219 ｼ 1 5010201514
長崎県島原半島史　中巻 林　銑吉／編 〔島原〕：長崎県南高来郡市教育会 GH219 ｼ 2 5010201522
長崎県島原半島史　下巻 林　銑吉／編 〔島原〕：長崎県南高来郡市教育会 GH219 ｼ 3 5010201530
幕末田代領政争の研究 長　忠生／著 鳥栖市役所 GH219 ﾁ 5010200607
史話伝説の松浦潟 吉村　茂三郎／著 唐津：松浦郷土史刊行会 GH219 ﾖ 5010216918
土佐侠客義人伝 小島　徳治／著 高知：高知書院 GH281 ｺ 5010200508
佐渡義民伝 伊藤　治一／著 新穂村（新潟県）：佐渡農事協会 GH281 ｻ 5010199528
歴史の人物を抉ぐる 田村　栄太郎／著 東京：白揚社 GH281 ﾀ 5010212347
石川五右衛門　ほか 原田　伴彦／著 東京：時事通信社 GH281 ﾊ 5010212008
日本義民実伝 樋口　二葉／著 東京：晴光館書店 GH281 ﾋ 5010219185
岩手を作る人々　上巻 森　嘉兵衛／著 盛岡：岩手日報社 GH281 ﾓ 1 5010203171
足代弘訓書簡 〔津〕：津市教育委員会 GH289 ｱ 5010211109
新井章吾 大町　雅美／著 宇都宮：下野新聞社 GH289 ｱ 5010219102
岩崎弥太郎 入交　好脩／著 東京：吉川弘文館 GH289 ｲ 5010218385
植木枝盛研究 家永　三郎／著 東京：岩波書店 GH289 ｳ 5010206471
植木枝盛日記 植木　枝盛／〔著〕 高知：高知新聞社 GH289 ｳ 5010219714
革命思想の先駆者 家永　三郎／著 東京：岩波書店 GH289 ｳ 5010216785
春庵先生を偲ぶ 宇留野　勝弥／編集 上山：宇留野勝弥 GH289 ｳ 5010200730
義民関兵霊神事蹟　完 尾高　惇忠／原編 美里（埼玉）：美里町 GH289 ｴ 5010205176
天保の青雲 岩佐　富勝／著 徳島：教育出版センター GH289 ｵ 5010218369
民本主義の犠牲者大塩平八郎 相馬　由也／著 東京：開発社 GH289 ｵ 5010220027
金原田八郎伝 高橋　莞治／著 桑折町（福島）：伊達観光協会 GH289 ｶ 5010207628
眼雲小伝 榊原　展成／編 栃木：榊原展成 GH289 ｶﾞ 5010203361
義民木村勝右衛門 西村　英一／編 山東町（朝来郡）：朝来郡山東町越田部落 GH289 ｷ 5010220548
佐倉義民木内惣五郎実録 渡辺　修二郎／著 内外出版協會 GH289 ｷ 5010216900
日本革命の予言者木下尚江 柳田　泉／著 東京：春秋社 GH289 ｷ 5010207495
甲斐に於ける小島蕉園伝 水上　文淵／著 日川村（山梨県）：三井清 GH289 ｺ 5010200714
佐倉惣五郎 児玉　幸多／著 東京：吉川弘文館 GH289 ｺ 5010212206
佐倉惣五郎 児玉　幸多／〔著〕 東京：吉川弘文館 GH289 ｺ 5010212834
河野磐州伝　上巻 河野磐州伝編纂会／〔編〕 東京：河野磐州伝刊行会 GH289 ｺ 1 5010211943
河野磐州伝　下巻 河野磐州伝編纂会／〔編〕 東京：河野磐州伝刊行会 GH289 ｺ 2 5010211950
Ｌｉｆｅ　ｏｆ　Ｓｏｇｏｒｏ Ｇｅｏｒｇｅ　Ｂｒａｉｔｈｗａｉｔｅ／訳 ｔｈｅ　Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ｂｕｎｓｈａ GH289 ｻ 5010213428
義人佐倉宗吾 加藤　久太郎／編纂 多田屋支店 GH289 ｻ 5010223294
義人宗吾伝 植木　直一郎／著 宗吾霊堂 GH289 ｻ 5010220506
義民宗吾 横山　健堂／著 東京：日東堂 GH289 ｻ 5010205135
佐倉宗吾 白鳥　健／編 西巣鴨町（東京府）：日本書院義民叢書刊行 GH289 ｻ 5010206679
佐倉惣五郎 青柳　嘉忠／著 佐倉市文化財保護協会 GH289 ｻ 5010220118
佐倉惣五郎 児玉　幸多／著 東京：吉川弘文館 GH289 ｻ 5010206448
佐倉惣五郎と宗吾信仰 鏑木　行広／著 流山：崙書房出版 GH289 ｻ 5010212313
地蔵堂通夜物語 大野　政治／編 流山：崙書房 GH289 ｻ 5010215076



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
中江兆民 松永　昌三／著 東京：柏書房 GH289 ﾅ 5010207305
中江兆民の研究 桑原　武夫／編 東京：岩波書店 GH289 ﾅ 5010212164
中江兆民の生涯 小島　祐馬／著 東京：筑摩書房 GH289 ﾅ 5010211158
日本の名著　３６ 中江　兆民／〔著〕 東京：中央公論社 GH289 ﾅ 5010207511
普選・土地国有論の父中村太八郎伝 平野　義太郎／編 東京：日光書院 GH289 ﾅ 5010218211
雪月花 西潟　為蔵／著 三条：野島出版 GH289 ﾆ 5010218096
松波勘十郎捜索　上 林　基／著 東京：平凡社 GH289 ﾊ 1 5010201894
松波勘十郎捜索　下 林　基／著 東京：平凡社 GH289 ﾊ 2 5010201886
明治人 色川　大吉／著 東京：人物往来社 GH289 ﾋ 5010202793
南部百姓命助の生涯 深谷　克己／著 東京：朝日新聞社 GH289 ﾌ 5010212735
福沢手帖　第７７号 福沢諭吉協会／[編] 福沢諭吉協会 GH289 ﾌ 5010219136
福沢手帖　第７８号 福沢諭吉協会／[編] 福沢諭吉協会 GH289 ﾌ 5010219144
福沢手帖　第８４号 福沢諭吉協会／[編] 福沢諭吉協会 GH289 ﾌ 5010219151
保科正之 中村　彰彦／著 東京：中央公論社 GH289 ﾎ 5010212099
義民松木長操伝 上中町（福井）：松木神社奉賛会 GH289 ﾏ 5010220142
村野常右衛門伝 村野　廉一／共著 町田：村野廉一 GH289 ﾑ 5010207370
山内一豊 山本　大／著 東京：人物往来社 GH289 ﾔ 5010199536
多摩の民権と吉野泰三 三鷹市教育委員会／編 〔三鷹〕：三鷹市教育委員会 GH289 ﾖ 5010205010
天草の史跡文化遺産 鶴田　文史／編著 天草文化出版社 GH291 ﾂ 5010203346
一年有半・続一年有半 中江　兆民／著 東京：岩波書店 GH304 ﾅ 5010216793
兆民文集 中江　兆民／著 東京：日高有倫堂 GH304 ﾅ 5010220159
中江兆民集 中江　兆民／著 東京：改造社 GH304 ﾅ 5010216710
中江兆民評論集 中江　兆民／〔著〕 東京：岩波書店 GH304 ﾅ 5010216652
中江兆民評論集 中江　兆民／〔著〕 東京：岩波書店 GH304 ﾅ 5010216645
兆民選集 中江　篤介／著 東京：岩波書店 GH308 ﾅ 5010216751
秋田社会運動史研究　１ 秋田社会運動史研究／編集 みしま書房 GH309 ｱ 1 5010209533
秋田社会運動史研究　２ 秋田社会運動史研究／編集 みしま書房 GH309 ｱ 2 5010209541
民衆精神史の群像 森山　軍治郎／著 札幌：北海道大学図書刊行会 GH309 ﾓ 5010207453
自由東道 館野　芳之助／著 古河：古河市 GH311 ﾀ 5010218161
民権論からナショナリズムへ 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH311 ﾐ 5010209285
民権闘争七十年 尾崎　行雄／著 東京：読売新聞社 GH312 ｵ 5010219904
地域民衆史ノート 上条　宏之／著 銀河書房 GH312 ｶ 5010213436
自由民権運動の展開 後藤　靖／著 東京：有斐閣 GH312 ｺﾞ 5010207446
幕末・維新の政治構造 佐藤　誠朗／著 東京：校倉書房 GH312 ｻ 5010206539
自由の征矢 鈴木　彦次郎 盛岡：岩手日報社 GH312 ｽ 5010207420
民権運動の発展 平野　義太郎／著 東京：雄鶏社 GH312 ﾋ 5010219987
「自由民権」時代 前田　蓮山／著 東京：時事通信社 GH312 ﾏ 5010212891
明治建白書集成　第２巻 色川　大吉／監修 東京：筑摩書房 GH312 ﾒ 5010209392
帝国議会の歴史と本質 吉場　強／共著 東京：高山書院 GH314 ﾖ 5010207560
言論自由論　勃爾咢ヲ殺ス 植木　枝盛／〔著〕 東京：実業之日本社 GH316 ｳ 5010216801
埼玉県政と政党史 青木　平八／著 浦和町（埼玉県）：埼玉県政と政党史出版後 GH318 ｱ 5010220001
明治前期地方政治史研究　上 原口　清／著 東京：塙書房 GH318 ﾊ 1 5010209301
明治前期地方政治史研究　下 原口　清／著 東京：塙書房 GH318 ﾊ 2 5010205051
反戦運動の人々 平野　義太郎／著 東京：青木書店 GH319 ﾋ 5010216660
法の変革の理論 平野　義太郎／著 京都：法律文化社 GH321 ﾋ 5010203809
民法に於けるローマ思想とゲルマン思想 平野　義太郎／著 東京：有斐閣 GH324 ﾋ 5010203791
福島事件高等法院公判録 川島　幸信／筆記 〔東京〕：近代日本史料研究会 GH326 ﾌ 5010202827
近代産業の生成 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH332 ｷ 5010209558
経済史論考 黒正　巌／著 東京：岩波書店 GH332 ｺ 5010203858



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
近世社会経済史料集成　第３巻 高橋　梵仙／編著 東京：大東文化大学東洋研究所 GH332 ﾀ 5010209319
近世社会経済史料集成　第５巻 高橋　梵仙 東京：大東文化大学東洋研究所 GH332 ﾀ 5010206570
近世社会経済史料集成　第４巻 高橋　梵仙 東京：大東文化大学東洋研究所 GH332 ﾀ 5010218062
封建経済政策の展開と市場構造 津田　秀夫／著 東京：御茶の水書房 GH332 ﾂ 5010218195
日本資本主義論争史　下 小山　弘健／編 東京：青木書店 GH332 ﾆ 2 5010216702
日本資本主義社会の機構 平野　義太郎／著 東京：岩波書店 GH332 ﾋ 5010203833
平野義太郎日本資本主義研究　２ 平野　義太郎／著 東京：法政大学出版局 GH332 ﾋ 5010203825
ブルジョア民主主義革命 平野　義太郎／著 東京：法政大学出版局 GH332 ﾋ 5010203817
近世経済史の研究 藤田　五郎／著 東京：御茶の水書房 GH332 ﾌ 5010207404
近世封建社会の構造 藤田　五郎／著 東京：御茶の水書房 GH332 ﾌ 5010207354
封建社会の展開過程 藤田　五郎／著 東京：有斐閣 GH332 ﾌ 5010208311
経済史入門 堀江　英一／著 東京：有斐閣 GH332 ﾎ 5010212123
西洋経済史 堀江　英一／著 東京：三笠書房 GH332 ﾎ 5010207313
堀江英一著作集　第１巻 堀江　英一／著 東京：青木書店 GH332 ﾎ 1 5010212107
堀江英一著作集　第２巻 堀江　英一／著 東京：青木書店 GH332 ﾎ 2 5010212115
堀江英一著作集　第３巻 堀江　英一／著 東京：青木書店 GH332 ﾎ 3 5010207412
住友財閥形成史研究 中瀬　寿一／著 東京：大月書店 GH335 ﾅ 5010209269
地租改正の研究 近藤　哲生／著 東京：未来社 GH345 ｺ 5010212289
地租改正の研究　下巻 宇野　弘蔵／編 東京：東京大学出版会 GH345 ﾁ 2 5010212230
地租改正の研究 福島　正夫／著 東京：有斐閣 GH345 ﾌ 5010209368
被差別部落と一揆 東　義和／著 東京：明石書店 GH361 ｱ 5010214897
文明論之概略 福沢　諭吉／著 東京：岩波書店 GH361 ﾌ 5010216686
文明論之概略 福沢　諭吉／著 東京：岩波書店 GH361 ﾌ 5010216694
文明論之概略 福沢　諭吉／著 東京：岩波書店 GH361 ﾌ 5010216678
部落　４７号 京都：部落問題研究所 GH361 ﾌﾞ 5010223161
「文明論之概略」を読む　上 丸山　真男／著 東京：岩波書店 GH361 ﾏ 1 5010204906
「文明論之概略」を読む　中 丸山　真男／著 東京：岩波書店 GH361 ﾏ 2 5010216611
「文明論之概略」を読む　下 丸山　真男／著 東京：岩波書店 GH361 ﾏ 3 5010216603
社会史研究 佐野　学／著 希望閣 GH362 ｻ 5010203767
日本封建制の構造分析 山田　舜／著 東京：未来社 GH362 ﾔ 5010207388
社会主義者沿革　上巻 東京：近代日本史料研究会 GH363 ｼ 1 5010216934
獄窓の自由民権者たち 伴野　外吉／著 みやま書房 GH363 ﾄ 5010219128
特別要視察人状勢一斑 東京：近代日本史料研究会 GH363 ﾄ 5010220076
日本労働運動史料　第１巻 労働運動史料委員会／編集 東京：労働運動史料刊行委員会 GH366 ﾆ 5010219862
日本労働運動史料　第２巻 労働運動史料委員会／編集 東京：労働運動史料刊行委員会 GH366 ﾆ 5010212222
地方労働運動史研究序説 星島　一夫／著 松山：愛媛大学文理学部 GH366 ﾎ 5010207529
明治前期の労働問題 明治史料研究連絡会／編 東京：御茶の水書房 GH366 ﾒ 5010209293
家庭改革・婦人解放論 植木　枝盛／〔著〕 東京：法政大学出版局 GH367 ｳ 5010202728
近世民衆教育運動の展開 津田　秀夫／著 東京：御茶の水書房 GH372 ﾂ 5010205028
地域の歴史研究と歴史教育 市川　真一／著 東京：明治図書出版 GH375 ｲ 5010200581
祇園祭 民主主義科学者協会京都支部歴史部会／著 東京：東京大学出版会 GH386 ｷﾞ 5010212198
世直しの唄 青木　恵一郎／著 東京：三省堂 GH388 ｱ 5010212867
淀川 井上　俊夫／著 京都：三一書房 GH517 ｲ 5010212875
淀川　続 井上　俊夫／著 京都：三一書房 GH517 ｲ 2 5010212941
醤油沿革史 金　兆子／著 本銚子町（千葉県）：田中直太郎 GH588 ｷ 5010220043
村落産業の史的構造 岡　光夫／著 東京：新生社 GH602 ｵ 5010208394
日本近代産業の生成 藤田　五郎／著 東京：日本評論社 GH602 ﾌ 5010205119
民権嚆矢房陽奇聞 三尾　重定／執筆 川名真太 GH610 ﾐ 5010211299
歴史公論 東京：雄山閣 GH610 ﾚ 5010199460



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
歴史公論　第４巻 東京：雄山閣 GH610 ﾚ 5010215134
地租改正と農民闘争 有元　正雄／著 東京：新生社 GH611 ｱ 5010214871
日本農民運動史 青木　恵一郎／著 東京：民主評論社 GH611 ｱ 5010219920
日本農民運動史　第２巻 青木　恵一郎／著 東京：日本評論新社 GH611 ｱ 5010207602
日本近世饑饉志 小野　武夫／編 東京：学芸社 GH611 ｵ 5010203700
飢饉噺聞書類集 高梨　輝憲／翻刻・解説 東京：有峰書店 GH611 ｷ 5010214855
教育研究紀要　第３集 山形大学教育研究所／編集 山形：山形大学教育研究所 GH611 ｷ 5010211141
日本農民争闘史 木村　靖二／著 東京：白揚社 GH611 ｷ 5010199437
農民生活の研究 木村　靖二／著 東京：二松堂書店 GH611 ｷ 5010212826
荘内農民運動史 斎藤　寿夫／著 酒田：中村書店 GH611 ｻ 5010208220
近代日本農民運動史論 田村　栄太郎／著 東京：月曜書房 GH611 ﾀ 5010200516
山梨農民運動史 竹川　義徳 大和屋書店 GH611 ﾀ 5010206653
明和義民富田才治と其同志 富田　光夫／著 唐津：鉄膓社塾 GH611 ﾄ 5010200748
形成期の明治地主制 丹羽　邦男／著 東京：塙書房 GH611 ﾆ 5010212271
明治維新の土地変革 丹羽　邦男／著 東京：御茶の水書房 GH611 ﾆ 5010219839
農民運動の史的考察 長谷川　善雄／著 京都：日本農村振興会 GH611 ﾊ 5010218187
五万石騒動 細野　平格／編集 高崎：細野平格 GH611 ﾎ 5010205200
真壁郡暴動録　追記 常陽　迂生／著 （水戸）：茨城県文書課 GH611 ﾏ 5010223286
真壁郡暴動録 常陽　迂生／著 （水戸）：茨城県文書課 GH611 ﾏ 5010219193
物語日本の農民運動 大衆の読本刊行会／編 東京：理論社 GH611 ﾓ 5010199551
香川の農民運動 山本　繁／著 平和書房 GH611 ﾔ 5010209335
山形農民のたたかいの歴史 山形県歴史教育者協議会／編 山辺町（山形県）：山形県歴史教育者協議会 GH611 ﾔ 5010208485
歴史地理　第６５巻第４号 東京：日本歴史地理学会 GH612 5010213444
駈入り農民史 阿部　善雄／著 東京：至文堂 GH612 ｱ 5010207339
百姓一揆総合年表 青木　虹二／著 東京：三一書房 GH612 ｱ 5010199429
百姓一揆の年次的研究 青木　虹二／著 大原新生社 GH612 ｱ 5010199411
百姓一揆の年次的研究 青木　虹二／著 東京：新生社 GH612 ｱ 5010199387
越後佐渡農民騒動 〔新潟〕：新潟県内務部 GH612 ｴ 5010199601
近世農業経営の展開 岡　光夫／著 京都：ミネルヴァ書房 GH612 ｵ 5010208360
近世農民一揆の展開 岡　光夫／著 京都：ミネルヴァ書房 GH612 ｵ 5010214939
農村社会史論講 小野　武夫／著 東京：巌松堂書店 GH612 ｵ 5010219946
農村社会史論講 小野　武夫／著 東京：巌松堂書店 GH612 ｵ 5010202967
幕藩体制下の小農経済 岡　光夫／著 東京：法政大学出版局 GH612 ｵ 5010208279
封建村落の研究 岡　光夫／著 有斐閣 GH612 ｵ 5010204997
徳川時代百姓一揆叢談　上冊 小野　武夫／編 東京：刀江書院 GH612 ｵ 1 5010208378
徳川時代百姓一揆叢談　下冊 小野　武夫／編 東京：刀江書院 GH612 ｵ 2 5010208386
伊予農民騒動史話 景浦　勉／著 松山：愛媛文化双書刊行会 GH612 ｶ 5010215001
解放　５月号 東京：解放社 GH612 ｶ 5010223203
嘉永六年三閉伊一揆資料 宮古：宮古史料刊行会 GH612 ｶ 5010208436
若狭の義民 河村　仁右衛門／著 上中町（福井）：松木神社奉賛会 GH612 ｶ 5010220134
近世作南農村史料　第１巻 矢吹　修／編 柵原町：柵原町郷土文化研究会 GH612 ｷ 5010203239
農業共産制史論 黒正　巌／著 東京：岩波書店 GH612 ｺ 5010203841
百姓一揆の研究　続篇 黒正　巌／著 京都：ミネルヴァ書房 GH612 ｺ 5010203783
一揆の奔流 佐々木　京一／著 東京：民衆社 GH612 ｻ 5010203304
越前大野一揆 坂田　玉子／著 大野市教育委員会 GH612 ｻ 5010205127
日本中世の農民問題 鈴木　良一／著 東京：校倉書房 GH612 ｽ 5010203312
亡児の加多美 矢吹　貞夫／編集 東京：孝順会 GH612 ﾅ 5010199445
百姓一揆の伝統　〔正〕 林　基／著 東京：新評論 GH612 ﾊ 5010212933
百姓一揆の伝統　続 林　基／著 東京：新評論 GH612 ﾊ 2 5010212925



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
土佐農民一揆史考 平尾　道雄 高知市立市民図書館 GH612 ﾋ 5010200680
近世農政史論 藤田　五郎／著 東京：御茶の水書房 GH612 ﾌ 5010207396
八右衛門・兵助・伴助 深谷　克己／著 東京：朝日新聞社 GH612 ﾌ 5010204963
一揆論 松永　伍一／著 東京：大和書房 GH612 ﾏ 5010200490
美作国山中一揆史料 吉備地方史研究会／編 吉備地方史研究会 GH612 ﾐ 5010207537
美作国山中一揆史料 山中一揆義民顕彰会／編集 湯原町（岡山県）：山中一揆義民顕彰会 GH612 ﾐ 5010212024
三浦命助伝 森　嘉兵衛／著 東京：平凡社 GH612 ﾓ 5010214863
明治初年茨城県農政史料集成 西村　修一／編 東京：農学書房 GH613 ﾒ 5010220084
園田の歴史　その２ 市川　真一 GH614 ｿ 5010211273
土地改良論 新沢　嘉芽統／著 東京：東京大学出版会 GH614 ﾄ 5010212040
蚕糸業と農民一揆 吉田　勇／著 東京：名著出版 GH632 ﾖ 5010205085
定本・富岡日記 和田　英／著 東京：創樹社 GH639 ﾜ 5010211802
豆州内浦漁民史料の研究 祝　宮静／著 東京：隣人社 GH661 ﾊ 5010211992
日本経済論 田口　卯吉／著 東京：改造社 GH678 ﾀ 5010216728
日本貿易新聞・唐人往来 GH678 ﾆ 5010220233
道番所と送番所 西川　安穂／校注 池川町（高知県）：池川町文化財資料刊行会 GH682 ﾐ 5010207636
烏山町文化財資料　第２集 烏山町文化財専門委員会／編集 栃木県那須郡烏山町教育委員会 GH709 ｶ 5010211281
新聞錦絵の世界 高橋　克彦／著 東京：ＰＨＰ研究所 GH721 ﾀ 5010218237
近代文学の誕生 越智　治雄／著 東京：講談社 GH910 ｵ 5010220092
野にかかる虹 井上　俊夫／著 京都：三一書房 GH911 ｲ 5010208212
奥州浅川騒動 瀬谷　耕作／著 白河：黒詩社 GH911 ｾ 5010219706
国立劇場上演台本集　２ 芸能調査室／編集 東京：国立劇場 GH912 ｺ 2 5010214905
百姓一揆 高橋　季暉／著 昭文堂 GH912 ﾀ 5010203353
農民の父 中西　伊之助／著 藤沢：人民戦線社 GH912 ﾅ 5010212974
虹のゆくえ 早川　昭二／作 劇団銅鑼 GH912 ﾊ 5010211091
磔茂左衛門 藤森　成吉／著 東京：新潮社 GH912 ﾌ 5010213014
お百姓仁義 安倍　季雄／著 東京：北光書房 GH913 ｱ 5010208303
天明糸絹運上騒動 新井　佐次郎／著 東京：創樹社 GH913 ｱ 5010199593
江馬修作品集　３ 江馬　修／著 三鷹：北溟社 GH913 ｴ 5010209277
山の民　第１部 江馬　修／著 東京：理論社 GH913 ｴ 1 5010208261
山の民　第２部 江馬　修／著 東京：理論社 GH913 ｴ 2 5010208253
山の民　第３部 江馬　修／著 東京：理論社 GH913 ｴ 3 5010212131
山の民　第４部 江馬　修／著 東京：理論社 GH913 ｴ 4 5010212149
地蔵堂通夜物語の研究 大野　政治／著 成田：大野政治 GH913 ｵ 5010208402
天保義民物語 大場　芳朗／著 金沢：北国出版社 GH913 ｵ 5010203270
天保の人びと かつお　きんや／著 東京：牧書店 GH913 ｶ 5010218120
良人の自白　続篇 木下　尚江／作 東京：岩波書店 GH913 ｷ 5010216744
高崎五万石騒動 酒井　真右／著 東京：ＪＣＡ出版 GH913 ｻ 5010215274
ワッパ一揆 佐藤　治助／著 東京：三省堂 GH913 ｻ 5010214996
佐倉宗五郎　上 湯浅　粂策／編集 東京：春江堂 GH913 ｻ 1 5010216884
佐倉宗五郎　下 湯浅　粂策／編集 東京：春江堂 GH913 ｻ 2 5010216892
信達騒動実記 佐久間　遊鶴／編集 福島町：香味才助 GH913 ｼ 5010207610
筑紫野写生帳 中西　伊之助／著 京都：三一書房 GH913 ﾅ 5010208287
直訴 西口　克己／著 東京：東邦出版社 GH913 ﾆ 5010212818
文珠九助 西口　克己 京都：三一書房 GH913 ﾆ 5010208295
口語訳義民与茂七実伝 畠山　弄月子／著述 新潟：新潟日報事業社出版部 GH913 ﾊ 5010214988
磔茂左衛門 松本　幸輝久／著 東京：河出書房 GH913 ﾏ 5010212792
元三郎口説き 松浦　沢治／著 東京：東邦出版社 GH913 ﾏ 5010204914
反乱者の魂 溝口　敦／著 東京：三一書房 GH913 ﾐ 5010219813



タイトル 人名 出版者 請求記号 資料番号
大塩平八郎・堺事件 森　鴎外／作 東京：岩波書店 GH913 ﾓ 5010216777
義人群像 本山　荻舟／著 東京：四条書房 GH913 ﾓ 5010212065
貞享三年義民加助騒動記 上嶋　周一／著 南安曇郡梓川村：上嶋周一 N GH612 ｳ 5030026206
信濃　第２６巻第１号 信濃史学会／編 信濃史学会 N GH050 ｼ 5030026446
新編　信濃史料叢書　第１９巻 信濃史料刊行会／編集 長野：信濃史料刊行会 N GH208 ｼ 5030025166
峠の廃道 井出　孫六／著 東京：二月社 N GH209 ｲ 5030025455
佐久自由民権運動史 上原　邦一／著 三一書房 N GH209 ｳ 5030026412
地域民衆史ノート　２ 上條　宏之／著 長野：銀河書房 N GH209 ｶ 5030026479
信濃流人考 白石　喜一／著 長野：銀河書房 N GH209 ｼ 5030026248
戦争と民衆の現代史 長野県現代史研究会／編 東京：現代史料出版 N GH209 ｾ 5030025190
信濃における世直し一揆の研究 横地　穣治／著 横地穣治遺稿集刊行会 N GH209 ﾖ 5030025158
義民 横山　十四男／著 東京：三省堂 N GH210 ﾖ 5030025315
実説信州飯山騒動 西原　三郎／編著 飯山騒動刊行会 N GH211 ﾆ 5030026487
下伊那地方の中世末より近世への推移 平沢　清人／著 〔飯田〕：平沢清人君論文刊行会 N GH215 ﾋ 5030025372
上田縞崩格子 上小郷土研究会／編 N GH221 ｳ 5030026511
上田藩農民騒動史 横山　十四男／著 上田：平林堂書店 N GH221 ﾖ 5030025349
上田藩農民騒動史 横山　十四男／著 上田小県資料刊行会 N GH221 ﾖ 5030026081
もうひとつの『夜明け前』 上条　宏之／著 楢川村教育委員会 N GH234 ﾅ 3 5030026230
伊那史料叢書　１０ 伊那史料叢書刊行会／編纂 伊那史料叢書刊行会 N GH240 ｲ 10 5030026255
伊那史料叢書　１１ 伊那史料叢書刊行会／編纂 伊那史料叢書刊行会 N GH240 ｲ 11 5030026271
伊那史料叢書　１２ 伊那史料叢書刊行会／編纂 伊那史料叢書刊行会 N GH240 ｲ 12 5030026263
飯田町組頭日記　１ 飯田：近世文書館設立準備会 N GH243 ｲ 5030026289
文化文政の頃 下平　政一 山村書院 N GH243 ｼ 5030025984
信州の国会開設請願者　上条虫豈司の自由民権運動とその背景 有賀　義人／著 松本：信州大学教養部奨匡社研究会 N GH289 ｶ 5030025133
中萱加助 伊藤　政人／著 白水社 N GH289 ﾅ 5030026073
鋤鍬の民権 中島　博昭／著 長野：銀河書房 N GH289 ﾏ 5030026784
鋤鍬の民権 中島　博昭／著 長野：銀河書房 N GH289 ﾏ 5030026800
長野県政党史　上巻 丸山　福松／著 長野：信濃毎日新聞 N GH315 ﾏ 1 5030025992
義民 中萱部落史研究会／編集 長野県南安曇郡三郷村中萱義民社々務所 N GH612 ｷﾞ 5030025935
伊那の百姓一揆 平沢　清人／著 伊那史学会 N GH612 ﾋ 5030025356
百姓一揆の展開 平沢　清人／著 東京：校倉書房 N GH612 ﾋ 5030025331
南山一揆 平沢　清人／著 伊那史学会 N GH612 ﾋ 5030025364
義民伝承の研究 横山　十四男／著 東京：三一書房 N GH612 ﾖ 5030025307
信濃の百姓一揆と義民伝承 横山　十四男／著 松本：郷土出版社 N GH612 ﾖ 5030026099
百姓一揆と義民伝承 横山　十四男／著 東村山：教育社 N GH612 ﾖ 5030025323


