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畠山文庫目録．

中　林　隆　明

は　じ　め．に

　ここに紹介する畠山文庫は，明治8年

3月から翌9年10月まで，東京書籍館（帝

国図書館の前身）館長の職にあった畠山

義成の旧蔵本である。明治10年1鳳実

兄二階堂平氏の「従前所蔵七洋籍若干有

之候目付，貴館乱撃心事ク稠人二縦覧，

融博之一助ニモ相成候ハハ，本人邪念モ

相之シ，霊魂モ満足可致」との意を受け

「て，東京書籍館に「献納」1帝国図書館を

経て今日の当館に至った。年に，西南戦

争の余波で廃館決定（明治10年2月4日）「

の一月前のことであった。

　「献納」時の「別紙目録⊥は散逸のた

め，詳細は不明であるが，「東京書籍館明

治十年報」で見ると，「英吉利書」888冊，

「仏蘭西書士19冊，「独乙書」11：冊，「伊

太利書」1冊の計919冊となっている（こ

の時単価3円の計算で，代価計2，757円を

支払った模様である）。但し現在確認でき

た図書は273部380冊に過ぎない。この差

は調査漏れの外，．合冊製本や，重複本の

中，教科書的なものは中学，専門学校（旧

制）等へ恵贈したり，図書区分の甲乙設

定の際，乙部資料として一部廃棄処分に

，なったこと，などによるもりか。残存図

書はいずれも標題紙に，「明治十年納付」

の朱印と，「故東京書籍館長畠山義成遺

書」の押印がある。彼自身の署名本も相

当数ある。ロンドン留学時は一般にKZ．

SoogiwQolaの次に日付（no．45の例
July　20th　1867）。米国留学時はK．Z．

Soegiwoora／Rutgefs　College／New

Brunswick／N．Jl，「それに日付と縦書き

で「杉浦弘蔵」のサイシがある。もっと

も中には再製本の際，署名部分がカット

された形跡の図書もある。

　ところで畠山義成は日向の名族畠山氏

の出で，1842年10月鹿児島に生まれた。

65年4月々藩留学生の一人として，「杉浦

弘蔵」の変名（英米留学時はこの名が一

殺的）で，森有礼，鮫島尚信らと共に千

国に留学（University・College，・

London），更に67年夏米国に転じ，翌年

春ニュージャージー州ニュー・ブルンズ

ウィックのラトガース・カレッジに入学，

4年後の71年（明治4年）卒業する。翌

年3月「岩倉使節団」に書記官どして米

国で合流，『米欧回覧実記』の編者久米邦

武と共に重要な役割壷果した。73年帰国

後文部省に出仕，併せて開成学校長や東

京書籍館長の職にあり，76年米国フィラ

デルフィア万国博覧会へ出張，帰途病没

した。一．

　次に畠山文庫本を出版地，・主題で1分類

したのが次ページの表である。’
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畠山文庫一出版国・主題別統計

＼＼出版地 英　国 米・国 その他 合　計
、＼ ノ

主題 ．（t）（％）、（v） （t！（％）（v） （t）　（％）（v） （t）（％）（v）

一　　　　般 ’3　（3）21 、3　（2）．・3 3　（12）　3 9　・（3）27

宗　　　　教 10　（12）23 40（25）54 1　（4）　噛1 51　（19）78

歴史地理 23（27）29 4i（25）81 7　（28）　7 71（26）117

社会科学 16（19）’ P6 16（10）．18 7　（28），7 39　（14）41

科学技術 20（23）23 15　（9）19 2　（8）　2 37　（14）44

語学文学 14（16）ユ5 47（29）50 5　（20）　8 　　1U6　（24）73

（100） （100） （100）
ノ

’

合　．計 86（32）127 162（59）225．25 （9）28 273（100）380

　これでみると，歴史・地理が最も多く，

語学・文学がこれに次ぐこと，米書中に

占める宗教関係書の比重の高さが注目さ・

れる。前者は，英米留学時代の古，典語学

習と，政治史を含めた歴史研究を反映す

るものと言えよう。後者は，渡米の契機

となつ、た新生社運動の実践者トーマ系・

バリ冬’（Thom母s　Lake　Harris，1823－

1906）との関わりと，キりスト教徒とし

てのその後の畠山の関心と交遊関係を示

すものとして興味深レ㌔なお英書，’．昨今

とも，留学期を中心とじ，これに岩倉使

・節団時代ρ収書手加えたものとなってお

．阪特に後者は『米欧回覧実記』の記事

とも当然のことながら符合する。久米が

拶・擦鯉4・

英国留学時代の署名（No．　64参照）

岩倉大使の記録係とすれば，畠山は大使

の通訳として得意の英語力を駆使したよ

うで，欧州訪問に際しての英文の各国案

内書など猛勉ぶりが良く窺える。

　なお本気録は西村正守氏（現専門調査

員）の調査を基に．それ以後の調査結果

を追加しまとめたものである。今後新た’

なる発見があれば，．追加分として本誌に

掲載する予定である。

　　　　　躍／

捗
f’S一

議
　／

米国留学時代の署名（No．190参照）

三
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　層　凡　　例

　本目録は著者、書名、出版地、刊年、巻数の表示にとどめた。但し1冊本の場合はページ数を省略
　　した。

　　＊は畠山の署名入り、＊＊は畠山以外の署名入りを示す。

　末尾の（　）は当館請求記号。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　莫　　国

　　　　　　　、　　　　　　　　　　　『一　　般

1．　Appleton’s　illustrated　European　guide　book．　5th　ed．　London／New　York，　1872．　（60－13）

2，　Chambers’s　encyclopaedia　；　a　dictionary　of　universal　knowledge　fbr　the　people．　London，

　　1868．　lev．　（70－3）
3．　Chambers’s　miscellany　of　instructive　＆　entertaining　tracts．　New　and　rev．　ed．　．　London／

Edinburgh，1872．　10　v．　．，　．　．　（81－180）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗　　教　　　　　　　　　　　’

4．　Bible．　！1t1g一11gl￥一1｝i！21ge　H　oly　Bible，　containing　the　Old　and　N　ew　Testamen，ts　：　transl　ated　out　of　the

　　original　tongues…by　His　Majesty’s　special　command．　London，　1870．　．　（81－2）

5““．　Bible．　N．　T．　’
@The　New　Testament　of　Lord　and　Saviour　Jesus　Christ．　Tr．　out　of　the

　　original　Greek．　Qxford，　1861．　4　v．　（unpaged）　一　（70－49）

6’．　The’　book　of　common　prayer，　and　administration　of　the　sacraments，　and　other　rites　and

　　　ggt1glpg！ggs－glLlremomes　of　the　church．’London，［n．　d．］　（82－129），

7．　Christ　is　coming，　pts．　1－5．　London，　1871．　’　（80－180）

8”．　Gold　and　’ 狽??f　Gospel．　The　Ulster　Prize　essays　on　the　scriptural　duty　of　giving　in

　　　proporation　to　means　and　income．　London，　1869．　．　g68－89）

9．Milman，　Henry　H．　！11t1g一11is1g1＞Lgt一12！｝1is！2apl！〉！，e　histor・y　of　Christianity，　from’the　birth　of　Christ　to　the　abolition

　　　of　paganism　in　the　Roman　Erhpire．　New　＆　rev．　ed．　London，　1867．　，3　v．　・　（65－13）

10．一・　！11／g1gl＞tLglLlkajllgpmtiE1aa！！Lxstory’of　Latin　Christianity；including　that　of　the　Popes　to　the　pontificate　bf

　　　Nicolas　V・14th＆「ev・ed・Loゆn・1867・gv・　、　　　　．（65－12）

11”．Mundi，　Salvator．　pttience　and　the　Gospel，　or　the　Church　and　the　nationg；aseries　of

　　　essays　on　great　Catholic　questions．　London，　1870．　’　’　（81－313）

12．　Taylor）　lsaac．　Loyola；and　Jesuitism　in　itS　rudiments．　London，　1849．　（28－143）

13．　Thomas，　David．　Supplement　to　the　Augustine　hymn　book．　Original　hymns，　composed　to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－33一



’

　　　suit　certain　tunes　used　at　Stockwell　Congressional　Church．　London［n．　d．］　　　　（82－18）

　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．歴史・地理・伝記

14．　Ali・・n，　A．’Epit・m・・f　Ali・。n・，　hi，t。，y。f　E。，。P。，　f，。m『the　c。mm，ncem，nt。f　th，　F，en、h

　　　revolution　in　1789　to　the　restoration　of　the　Bourbons　i111815．16th　ed。　Edinburgh／London，

　　　1866，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　　　　（30－45）

15＊．Bacon’s　map　of　London，　with　the　railways　in　operation　and　constfucting．　Corrected　to

　　　1865．London［1865？］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　（82－12）

16．Carlyle，　Thomas．　French’　revolution．・　London，1869－70．3v．　　　　　　　　　　（31－28）

17．Ch・mbers，．（0・b・・n・W．　S．），　G・・ib・ldi，・nd　lt・li・n　。hity．　L。nd。n，1864．　（30－114）

18．Ch・mbers，　R・b・・t，・d。　Th・b・・k・f　d・y・，・miscellany。f　p。P。1。，　antiq。itib，，　i。。。nnec．

　　　tion　with　the　calendar．　Lond6n／Edinburgh［1869］2v．　　　　　　　　　　　　　　　（29－58）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
19．　　　。　Domestic　annals　of　Scotland，　from　the　reformatioh　to　the　rebelhon．’2d　ed．

　　　Edi・b・・gh／L・nd・n・　！861・3・・　　　　　　　　　　　（28－189）

20．　　　　．　Traditions　of　Edinburgh．　New　ed。　London／Edinburgh，1869．　　　　　　（30－58）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ
21．Daily　News　correspondence　of　the　war　between　Germany　and　France，1870T1．　London／New

　　　York，1871．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29－22）

22．Demsey，　J．　M．＆William　Hughes．　Our　ocean　highways．　A　condensed　universal　land

　　　gazetteer　and　international　route　bgok，　by　ocean，　road，　or　rail．　London，1871．　　　（46－95）

23．Ewald，　A．　C．　　Reference　book　of　English　history．2d　ed．　London，1867．　　　　　（30－68）

24＊．　　　　　．　　Last　century　of　universal　history，1767－1867；areference　book．　London，1868．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30－67）

25・G・i・・t，M・Lif・・f　Oli…C・・mw・IL　N・w・d・L・nd・n・1868・　「　　（28－94）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．Handbook　for　travellers　in　Russia，　Poland　and　Finland，　London，1868。　　　　　く60－127）

27．H・ndb・・k・f　R・m・a・d　it・envi・・n・．11th・d。　L・nd。n，1872，　　　　（60－i29）

28．Handbook・to　London，　as　it　is。　New　ed．　rev．　London，1871．　　　　　・　　　　　　　．

　　　“Hand－book　of　modern　London．”　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　1　　　　（60－54）

29．Hardwicke’s　sh量Iling　handy　book　of　London．　New　ed．，　illustrated．　London　1［n，　d。］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「（60－52）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け

30．Liv圭us，　Titus．　History　of　Rome．　Literally　translation　with　notes　and　illustrations　by　D．

　　　Spill・n・nd　Cy・u・Edm・nd・・エ・nd・n・1868－7・・2・・（B・h・’s　classi・al　li・5・a・y！（3・一・・8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一34一　　　　　　　　　　　．
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33

　　　　　v．　1．　Literally　translation　with　notes　and　illustrations　by　D．　Spillan．　London，　1868．

（Bohn’s　classical　librpry）　（30－109）
Milner，　Thomas．　History　of　England，　from　一the　invasions　of　Julius　Caesar　to　the　year

1852．・London　［n．　d．］　（31－20）
！i11tl11ipsl－ggg｝p！enajsiisilips　comprehensive．．．q．．tlaS　of　ancient　and　mod．ern　geography，　ed．　by　William　Hughes．

　　　London，　1872．　．　（29－56）
34．　Ramsay，　William．　Manual　of　Roman　antiquities．　8th　ed．，　rev．　and　enl．　London，　1870．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31－21）

35＊．　Sheldrake，　W．　．G－u．id”．e　to　AlderShot　and　its　neighbourhood．　Aldershot，　Eng．，　1859．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60－83）

36．　Sitlaugg！｛lls－g1anford’s　ma．p．．p．．f　the　Empires　of　China　and　Japan，　with　the　adjacent　Parts　of　British　lndia，

37．

38．

　　　A　new　ed．，　with　life　and　notes，　by　John　Macgregor．　London，　1853．

39．G・．　B・it．　Adj・・a…G・n・・aP・0缶r・，　Th・i・f・n・・y　m・nuaL　L・nd・n，1854，

40’．一．　14gtgy1g！lgus一！g！Lggugyg！Ilg一！1｝g－g｝ys1Eg1ry－ln1pa2glLg1一111g－g1コ口￥，gulations　for　conducting　the　musketry　intruction　of　the　army．

　　　London．

41．　Gt．　Brit．　Admiralty．　’
@Navy　list，　January　1867．　London．

42．Gt．　Brit．　War　O伍ce．　Army　list，　for　May　l867．　London．

43．　一一L．．　Army　list，　for　November　1871．’

kondon．　’
44“．　Grifliths，　F．　A．　Artillerist’s　manual，　and　British　soldier’s　compendium．

45．

46．

47＊

48．

Asiatic　Russia，　Burma＆c．　London，　1870．　Scale　1：7，500，000．　（30－1）

　　　　　　　　　　　　　f　　　　　　　　社会科学

Bell，　John．’　Examination　questions　in　book－keeping，　by　double　entry，　with　answers．

London／Edinburgh　［n．　d．］　（27－107）
De　Lolme，　J．　L．　一：1）1t1｛e一／｛．．Q．　p．．＄titution　of．England　；　or，　An　account’　of　the　English　government．

　　　　（80－128）

　　　　（60－226）

lst　Feb．，　1867．

1862．

1（a！lamr　H．gnry：A　！！t！g，ggl｝s11！1｝！！lgl｝ajlgs1g1＞Lg！L！ilug！gns！，e　go￥stitytio4gli　Pistory　of　Englan9，　from　the　accession　of　Hepry　vll，

to　the　death　of　George　II．　London，　1872．

Inglis，　William．　Book－keeping　by　single　and　double　entry，　with　an・appendix，

Edinburgh　［n．　d．］　，
．　London．　University　College．　Calendar．　Session　1866－67．　Londori．

Macdougall，　P．　L．　Theory　of　war．　lllustrated　by　numerous　examples　from　military

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－35一

　　　　　　　（27－93）

　　　　　　（60－179）

　　　　　　（60－177）

　　　　　　（60－178）

9th　ed．　London，

　　　　　　（60－181）

　　　　　　’（80－118）

　　　　　　Londo’n／

　　　　　　（27－lo6）

　　　（281．5－L846）
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55

　　　history．　3d　ed．　London，　1862．　’　’　’　（27－112）

49．　！！t｝g－g｝gle　moral　class－book．　New　ed．　London／Edinburgh，　1872．　（Chambers’s　educational　course）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　，　（80－165）

50““．　Philadelphia　lnternational　Exhibition，　1876．　Othcial　catalogue　of　the　British　section，

　　　pt．　1．　London，　Pinblighed　bY　Authority　of　the　Lord　President　of　the　Council，　1876．　（70－38）

51．’　2gt11111gaj－egg1｝gg｝y｛litical　economy；’for　use　in　schools，　and　for　private　instruction．　London／Edinburgh，　1870．

　　　　（ChaMbeirs’s　educational’course）　’　’　（60－240）

52．　Thorold，　James’　E．　Social　economy：a　series　of　lessons　for　the　upper　classes　of　primary

　　　sghools．　London／Paris／NeW　York　［1871］　，’　（81－go）

　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　科学技術　　　　　　　　　・

　　　Donald，　James．　li11／gg｝epiements　o！一lmathematical　and　physical　ge6graphy．　London／Edinburgh，
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1872．　“Chambers’s　elementarY　physical　geograPhy．”　一　（60－104）

Ferguson，　Robert　M．　Electricity．　London／Edinburgh，　1871．　（Chambers’s　educational

course）　，　．　（60－98）
Ganot，　A．　Elementary　treatise，　on．physicS，　experimental　and　applied，　for　the　use　of

colleges　and　schools，　Tr．　and　ed．　from　Elements　d6　physique，　by　E．　Atkinsori．　2d　ed．　rev．　and

enL@London，　1866．　’@，　・　，，　，　，　（68－34）
Haughton，．Samuel．　一T－h／ILeg　kingdoms　of　nature．　Lohdon　［1868？］　（46－87）

Heather，　J．　F．　IY！a」t111glpg11gil！一112sl11yg｝gg！thematical　instruments；their　coristruction　adjustment，　testing，　and　use．

London秩@1871．3v．　．　，　．　（6Q－1．66）
HolroY，d，　Abraham．　一　Sat！1gi1g，一gp1L11s一1ig！！ng！ltaire，　and　its　founder，　Sir　Titus　Salt，　Bart．　Saltaire，　1871．

　，　　　　　　・　・　（82－79）
1ggty一1g－pllg1g1iga！一lpg！heg｝ajli｛s，y　to　practical　mathematics．　London，1870．　（Chairibers’s　educational　course）　（60－135）

Key　to　the　elem’ertts　of　plane　geometry．　London／Edinburgh，　1871．　（Chambers’s　educational
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225’．　Homer．　11／lad，iad，　The　first　six　books　of．　With　English　notes，　critical　and　explanatory…by

　　　　Charles　Anthon．　New　York，　1869．　’　’　（24－74）

226’．　一．　1！／ia！Lg1一11gmg！，iad　of　Homer．　Literally　tr．，　with　explanatory　notes，　by　Theodore　A．　Buckley．

　　　　New　York，　1870．　（Harper’s　new　classical　library）．　’　（24－118）

227“．　Horatius．　［Y11gt！lss－g1一！1g1ggg，rks　of　Horace，　with　English　notes　for　the　use　of　schools　and　colleges，　by

　　　　JL．　LincolnJ　7th　ed．　New　York，　1867．　’　’　（24－68）

228；　Hughes，　T．　dwtm　Brown　at．．Qxford，　a　sequel　to　School　days　at　Rugby．　Boston，　1871　2　v．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，　・　（28－180）

229’．Ktihner，　Raphael．　1i11／gg｝gg！gly－g！ag｝lpa！Lgt－lbementary　grammar　of　the．　Greek　language，・from　the　Gerinan　by

　　　　Samugl　H．　Taylor．　20th　ed．　New　York，　1870．　’，　（20－136）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

230’．　Levizac，　M．　de．　l11t！gg！e！igaj－ag｛leoretical　and．p．　ractical　grammar　of　the　French・tongue．　15th　Anier－

　　　　ican　ed．　Philadelphia，　1858．　．　・”’　’（28－88）
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231．Lindsley，　David．．P．　El／glpgp！s－g1m1ggbxg！apb＞L，ements　of　tachygraphy，　illustrating　the　first　principles　of　the　art．

　　　　Boston，　1869．　・　・　，　一　．　（28－57）
232＊：　Livius，　Titus．　Selections　from　the　first　five　books，　together　with　the’Twenty－first　and

　　　　twenty－second　books　entire．　Chiefly　from　the　text　of　Aleschefski．　With　English　notes　by　J．

　　　　L．　Lincoln：　21st　ed．　New　York，　1870．　（30－102）

233＊．　Magill，　Edward　H．　An　introductory　French　reader　：　containing　grhmmatica’1　exercises．

　　　　Boston，　1867．　，　’　（83－87）
234．，　Milton，　John．　Poetical　works，　with　a　memoir　and　critical　remarks　on　his　genius　and

　　　　writings．　New　York　［n．　d．］　2　v．　in　1．　’．　（24－31）

235．’Milton，　J　ohn．　！ltlgg｛iyllgs－irplp一！1｝g．R！gseJyti11pgs，easures　from　the　prose　writings．　Boston，1866．　（75T5）

236’．　Mitchell，　M．　S．　lty1gtnyaj－g1一etgg1111gp，nual　of　elocution，　founded　upon　the　philosophy　of　the　human　voices．

　　　　Philadelphia，　1870．　．　（24－117）
237．　Montgomery，　James．　Poetical　works．　Boston，　1866．　2　v．　in　1．　（24－30）

　　　　　　　　　　　ノ

238．　Moore，　Thomas．　Poetical　works．　New　York　［n．　d．］　（24－29）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

239，Putnam，　Worthy．　pmtience　and　art　of　elocution　and　oratory．　New　York，1867．　（24－58），

240’．　Sawyer，　Henry　E．　Latin　primer　；　guide　to　the　study　of　Latin　grammar．　Boston，　1868．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　　（28－50）

241．　Scott，　Sir　Walter．　Poetical　works．　With　all　his　introductions　and　notes　also　various

　　　　readings　and　the　editor’s　notes．　New　York　［n．　d．］　（24－28）

242．　Shaw，　Thomas．　B．　Complete　manaal　of　English　literature，　ed．　by　William　Smith．　New

　　　　York，　1868．　．　・　．　（23－85）
243．　Shaw，　T．　B．　＆　W．　Smith．　Choice　specimenS　of　English　literature．　New　York，　1870．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23－86）

244．　Swift，　Jonathan．’　Works，　embracing　Gulliver’s　travel’s，　tale　of，a　tub，’ b≠狽狽撃?@of　the　books，，

　　　　etc．，　with　a　life　of　the　author　by　John　Mitford．　New　York　［n．　d．］　（27－117）・

245；　Tennyson，　Alfred．　Poems．　Boston，　1869．　2　v．　in　L　，　，　（24－40）

246．　一．　Poems．　Boston，　1870．　’　（24－27）

247’．　Trench，　R．　C．　On　the　study　of　words，　lectures．　Addresses　（originally）　to　the　pupils　of

　　　　the　Diocesan　Training　School，　Winchester．　New　York，　1851．　（27－36）

248．　Whiton，　James　Harris．　First　less6ns　in　Greek　：　beginner’s　companion－book　to　Hadley’s

　　　　grammar．　New　York，’186Z　・　，　一　，　（28－1045
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’

249．

250
　　1’

251

　　Block，　Maurice．

　　1871－1872．

　Eitel，　Ernest　J．

　　1873．’

　Fdfster．　Fr．
一　一　v－wvv－r

　France．

　Paris　［1873］

　　　　　　　　　　　　　そ　の　他

Alt｝gy｛ggg一［lg一11ecggnuaire　de　l　econp．mie　politique　et　de　la’statistique．28e　et　29e　ann6es

N

Paris，　1872．

　　　　　　Feng－Shui　：　or，　the　rudiments　of　natural　science　in　China．

［1）！t｝g－1！lgstrge　illustra．1．．e．．d　English　guide　through　Vienna　and　its　environs．　Vienna，　1873

　　　　（81－31）

Hong　Kong，

　　　　（32－21）

　　　　　，　　　　　　　呵

　　　　（60－49）

252．France．　Bureau　des　longitudes．　A！tu｝yaj1g－pgg！一11｛gL！8ZS，nuaire　pour　1’an　1875．　Av6c　des　no’tices　scientifiques，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－50）

253．S［｝gt1igpagils－ng｝lignani’s　new　Paris　guide，　for　1870．，Paris．．　．　，　（60－84）

？54．　Genbve　（Canton）．　Dept．　d6　1’iristruction　publique．　S2！tlg12sLgg－oix　de．．po6sies，　a　1’usage　des

　　　　maisons　d’education．　3．　6d．　Genbve，　1866．　’　’　（79－3）

255．9yti！1！g－111ys111e－dg－Saiu1z11e！g1s1｝g！｛gg，ide　illustr6　de　Saint－P6tersbourg．　Traduit　de　la　8eme　6d．　allemande．　Ber’lin［n．　d．］

　　　　（Grieben．　Bibliotheque　des　voyageurs，　no．　33）　’　（81－115）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

256．Holtzendorff，　Franz．　von．　l12gts－E！gy1gg！｝g－Yg4assypgs！gg1｝！，s　deutsche　Verfassungsrecht．．Berlin［n．　d．］

　　　　Extracted　from　the　’aut・hor’s　“Encyclopadie　der　Rechtswissenschaft，　IVi　Das　6ffentliche

　　　　Recht，．5．　p．　785－837．1’　／　一　’　（61－131）

257“．　Janzen，　J．　1．　＆　A．　Vin．aty．　G1t！ifl！g－gg！a－gggyglide　de　la　conversation　a　1’usag．e．　des　etrangers　en　Russe．

258t

259．

260．

261．

Avec　la　prononciation　et　un　abr696　de　la　grammaire　russe．　St．　Petersbourg，　18’ U1－t．

．　Joanne，　Adolphe．　！1h1g－glalpgpdggi｛lge　diamond　guide．．　for　the　stranger　in　Paris．　Paris，　1872．

　　　　Lever，　Charles．　1gtg！s一11ip！gp，ck　Hinton，一the　guardman．　Leipzig，　1849．　2　v．

　　　　Librairie　de　F．　Richard．　Catalogue　g6neral．　Geneve，　1872．

　　　　Lever，　Charles．　1Slt1igl！g1L11｝lb｛＞lpgg，ight　of　Gwynne，　a　tqle　of　the　time　of　the　uni6n．

262”．Iti／ylg－eletpgn！a11g－gg一1gg1yl　e－pg1gLla－gg1uivre　61ementaire　de　lecture　pour　la　famille　et　1’6cole．1’ere　ptie．

263
1　一 @一 @一

264
　　．

　　　　　Lausarine，　1872．

Luthgrr　Martig・1．12i／g－llil！2eLgdg1tdlg一11gi！iggSg！｝tili11，e　Bibel　oder　die　Heilige　Schrift，

　　　　　　　　　　　　（80－240）

　　　　　　　　　　　　（60－277）

　　　　　　　　　　　　（27－27）

　　　　　　　　　　　　（80－72）

　　　Leipzig，　1847．　3　v．

　　　　　　　　　　　　（27－28）

Lau’唐≠獅獅?C　Blanc，　1872．

　　　　　　　　　　　（80－200）

　　　　　　　　　　　（80－200）

als　alter　und　neuen　Testarrients．

265．

Frankfurt　am　Main，　1868．

Otto，　Emil．　german　coriversation－grammar．

　　　　　　　　　　t

12th　ed．　Heidelberg，　1872．

（67－132）

（28－87）
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266． PhiladelPhia　lnternational　Exhibition，　1876．

exhibition　of　1876　in　Philadelphia．　Rio　de　Janeiro，　1876．

　　　　　　　　Expositions　internationales，　Philadelphie　1876．　・　Franc－e．；

The　Empire　of　Brazil　at　the　universa1

267． oeuvres

268．

269．

produits　ipdustriels．　Pari’s，　1876．

R6nne，　L．　von．　Verfassung　des　Deutschen　Reiches．　Berlin，　1871，

A　sketch　of　the　6attle　of　Waterloo，　to　which　are　added　oflicial　despatches　of　field　marshal

the　Duke　of　Wellington，　field　marshal　Prince　Blucher，　and　reflections　on　the　battles　of　Ligny

and　Waterloo，　by　General　MuMing．　6th　ed．　’
vaterloo，　1870．　（82－25）

Spruner，，　K．　von．　mp／storisch－geographischer　Schul－Atlas．5．　Aufl．　Gotha，1869．（74－32）

Travellers　guide　in　Sweden　and　the　most　interesting　places　in　Norwa．y．．　Stockholm，　1871．

　（48－70）

d’arts　et

　（74－53）

　（81＝13）’

270．

271．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60－132）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　272．　Tripier，　Louis．　Constitutions　qui　ont　r6gi　la　France，　d．e．　一pyLis．　一！Z89，g　1789，　conf6rees　entre　elles　et

　　　　　annot6es．　Paris，　1872．　（62－13）
　273．　Shevelev，　A．　KapTa　eBpo”eficKoti　PocciH　H　CH6”pH．　Ha　4　”HcTaxb．　C．　neTep6yprb，

　　　　　1873．

　　　　S・al・1・3，000・000・gl・・e昼lith・9・aph・With　i・・et・f　Asiatic　Russia・　　（地図室）

　　　　　参　考　文　献

　後藤純郎：畠山義成の後半生　「日本大学人文科学研究所研究紀要」　29（1984．3）p．132－43

後藤純郎：東京書籍館の創立一人事とその特色　「現代の図書館」13（2）1975．6P．　68－82．
　西村正守：畠山義成洋行日記（杉浦弘蔵西洋遊学日誌）　「参考書誌研究」・15（1977．10）　p．←）’一

　　　　（一六）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　’
：－ ｼ村正守：東京書籍館の人々　「図書館学会年報」　20（1974．7）　P．44－52　　　　　　　　　　’

　犬塚孝明：薩摩藩英国留学生　東京　中央公論社　1974　182p（中公新書）　　　　　　　．　．　’

　林　竹二：幕末の海外留学生　1－5』「日米フォーラム」10（1－2，4，6－7）1964．1－7／8

　国立国会図書館：個人文庫三一西欧学術の追求一、三三会目録　東京，1982　67p　畠山文庫（p．14一
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「　　　　　　　　　　　　　　　（なかばやし・たかあき一アジア・アウリ々課）．
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