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1 絵ものがたり山県大弐
ｴﾓﾉｶﾞﾀﾘﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
ﾆ 竜王町文化協会文学部 山県神社奉讃会 1996 ○ ○

2 甲斐市ちいさな旅 ｶｲｼﾁｲｻﾅﾀﾋﾞ 4
特定非営利活動法人つなぐ「ま
ちコミュー友の会」

甲斐市商工会 2008 ○ ○ ○

3 甲斐市ちいさな旅 ｶｲｼﾁｲｻﾅﾀﾋﾞ 17
特定非営利活動法人つなぐ「ま
ちコミュー友の会」

甲斐市役所 2011 ○ ○ ○

4 甲斐史学 ｶｲｼｶﾞｸ
創刊
号

甲斐史学会 甲斐史学会 1957 ○

5 甲斐に於ける武士道の伝統と郷土精神
ｶｲﾆｵｹﾙﾌﾞｼﾄﾞｳﾉﾃﾞ
ﾝﾄｳﾄｷｮｳﾄﾞｾｲｼﾝ 糸賀国次郎 朗月堂書店 1940 ○

6 甲斐の勤皇家山県大弐
ｶｲﾉｷﾝﾉｳｶﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞ
ｲﾆ 土屋節堂 柳正堂書店 1943 ○

7 戯曲山県大弐 ｷﾞｷｮｸﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆ 林貞夫 文化人社 1948 ○

8 共同研究明治維新
ｷｮｳﾄﾞｳｹﾝｷｭｳﾒｲ
ｼﾞｲｼﾝ 思想の科学研究会 徳間書店 1967 ○

9 近世儒家人物誌 ｷﾝｾｲｼﾞｭｶｼﾞﾝﾌﾞﾂｼ 村松蘆洲 顕光閣 1914 ○

10 近世儒林年表 ｷﾝｾｲｼﾞｭﾘﾝﾈﾝﾋﾟｮｳ 内野皎亭 松雲堂 1926 ○
山県柳荘の名
前あり

11 勤皇家山県大弐 ｷﾝﾉｳｶﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆ 山梨県 山梨県 1944 ○
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12 勤皇史概説
ｷﾝﾉｳｼｿｳﾉﾊｯﾀﾂｶﾞ
ｲｾﾂ 今村文英 東京修文館 1944 ○

13 勤皇思想とその伝統
ｷﾝﾉｳｼｿｳﾄｿﾉﾃﾞﾝﾄ
ｳ 和辻哲郎 岩波書店 1943 ○

14 勤皇思想の発達 ｷﾝﾉｳｼｿｳﾉﾊｯﾀﾂ 本多辰次郎 日本学術普及会 1928 ○ 明和事件

15 勤皇思想の発達・国学の勃興
ｷﾝﾉｳｼｿｳﾉﾊｯﾀﾂｺｸ
ｶﾞｸﾉﾎﾞｯｺ 京都府師範学校史友会 政経書院 1934 ○

16 勤皇の首唱者加賀美桜塢より柳荘山県大弐へ
ｷﾝﾉｳﾉｼｭｼｮｳｼｬｶ
ｶﾞﾐｵｳｳﾖﾘﾘｭｳｿｳﾔ
ﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆﾍ

糸賀国次郎 成美堂書店 1936 ○

17 勤皇の先駆者山県大弐
ｷﾝﾉｳﾉｾﾝｸｼｬﾔﾏｶﾞ
ﾀﾀﾞｲﾆ 村松蘆洲 文昭社 1940 ○

18 勤皇文庫 ｷﾝﾉｳﾌﾞﾝｺ １編 有馬祐政 大日本明道会 1919 ○ 柳子新論

19 勤皇文庫 ｷﾝﾉｳﾌﾞﾝｺ ２編 有馬祐政 大日本明道会 1919 ○ 柳子新論

20 勤皇文庫 ｷﾝﾉｳﾌﾞﾝｺ ３編 有馬祐政 大日本明道会 1922 ○ 柳子新論

21 勤皇烈士伝 ｷﾝﾉｳﾚｯｼﾃﾞﾝ 萩原正太郎 頌功社 1912 ○

22 勤皇論之発達 ｷﾝﾉｳﾛﾝﾉﾊｯﾀﾂ 本多辰次郎 日本学術普及会 1916 ○ 明和事件

23 勤皇論発達史
ｷﾝﾉｳﾛﾝﾉﾊｯﾀﾂﾊｯﾀ
ﾂｼ 三上参次 富山房 1941 ○

24 国本に立てる大弐主義
ｺｸﾎﾝﾆﾀﾃﾙﾀﾞｲﾆｼｭ
ｷﾞ 尾澤渓州 朗月堂書店 1927 ○

25 芸の思想・道の思想 ｹﾞｲﾉｼｿｳﾐtﾉｼｿｳ ４巻 奈良本辰也 岩波書店 1995 ○



26 県社山県神社献詠集
ｹﾝｼｬﾔﾏｶﾞﾀｼﾞﾝｼﾞｬ
ｹﾝｴｲｼｭｳ 柳荘吟社献詠会 柳荘吟社献詠会 1933 ○

27 皇国二千六百年史
ｺｳｺｸﾆｾﾝﾛｯﾋﾟｬｸﾈ
ﾝｼ 藤谷みさを 大阪毎日新聞社 1940 ○

28 甲州郷土と人 ｺｳｼｭｳｷｮｳﾄﾞﾄﾋﾄ 佐藤森三 佼成出版社 1970 ○

29 甲州叢話 ｺｳｼｭｳｿｳﾜ 村松蘆洲 顕光閣 1936 ○

30 甲州と文学－雲は山脈を流れて－ ｺｳｼｭｳﾄﾌﾞﾝｶﾞｸ 河村秀明 東都山梨新聞社 1969 ○

31 酒折宮遺跡の研究
ｻｶｵﾘﾉﾐﾔｲｾｷﾉｹﾝ
ｷｭｳ 齋藤義三郎 酒折宮顕彰会 1938 ○

32 桜痴集 ｵｳﾁｼｭｳ ２巻 福池源一郎 春陽堂 1911 ○

33 小説山県大弐
ｼｮｳｾﾂﾔﾏｶﾞﾀﾀﾀﾞｲ
ﾆ 武川重太郎 サンリオ出版 1974 ○

34 新輯日本思想の系譜
ｼﾝｼｭｳﾆﾎﾝｼｿｳﾉｹ
ｲﾌ 上巻 小田村寅二郎 時事通信社 1971 ○

35 新註皇学叢書 ｼﾝﾁｭｳｺｳｶﾞｸｿｳｼｮ １２巻 物集高見／山県大弐 広文庫刊行会 1928 ○ 柳子新論

36 皇政復古の源流 ｵｳｾｲﾌｯｺﾉｹﾞﾝﾘｭｳ 梅田義彦 今日の問題社 1969 ○

37 竹内式部先生 ﾀｹｳﾁｼｷﾌﾞｾﾝｾｲ 藤田福太郎 新潟市教育会 1936 ○ 明和事件

38 中臣祓講義 ﾅｶﾄﾐﾊﾗｴｺｳｷﾞ 竹内式部 岩波書店 1944 ○

39 日本学叢書 ﾆﾎﾝｶﾞｸｿｳｼｮ 第６巻 山県大弐 雄山閣 1939 ○ 柳子新論



40 日本勤皇史伝
ﾆﾎﾝｶﾞｸｿｳｼｮｷﾝﾉｳ
ｼﾃﾞﾝ 上巻 谷口政徳 求光閣書店 1903 ○

41 日本思想史の基礎知識 ﾆﾎﾝｼｿｳｼﾉｷｿﾁｼｷ 田村円澄 有斐閣 1974 ○

42 日本思想大系 ﾆﾎﾝｼｿｳﾀｲｹｲ ３８巻 奈良本辰也 岩波書店 1976 ○ 柳子新論

43 日本儒医研究 ﾆﾎﾝｼﾞｭｲｹﾝｷｭｳ 安西安周 竜吟社 1943 ○

44 日本精神講座 ﾆﾎﾝｾｲｼﾝｺｳｻﾞ 第１巻 新潮社 1933 ○

45 日本精神発達史 ﾆﾎﾝｾｲｼﾝﾊｯﾀﾂｼ 河野省三 大岡山書店 1936 ○

46 日本の思想 ﾆﾎﾝﾉｼｿｳ １７巻 西田太一郎 筑摩書房 1970 ○ 柳子新論

47 人づくり風土記 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ １９巻 飯田文弥 農山漁村文化協会 1997 ○

48 広重殺人事件 ﾋﾛｼｹﾞｻﾂｼﾞﾝｼﾞｹﾝ 高橋克彦 講談社 1992 ○

49 まちミューガイドブック ﾏﾁﾐｭｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

甲斐
市竜
王編

つなぐＮＰＯまちミュー友の会 つなぐＮＰＯ 2008 ○

50 明治維新と甲斐の勤皇
ﾒｲｼﾞｲｼﾝﾄｶｲﾉｷﾝﾉ
ｳ 松尾馨 山梨県神社庁 1971 ○

51 明治維新の源流 ﾒｲｼﾞｲｼﾝﾉｹﾞﾝﾘｭｳ 安藤英男 紀伊国屋書店 1969 ○ 明和事件

52 「明治維新」の哲学 ﾒｲｼﾞｲｼﾝﾉﾃﾂｶﾞｸ 市井三郎 講談社 1967 ○

53 明治時代思想史 ﾒｲｼﾞｼﾞﾀﾞｲｼｿｳｼ 清原貞雄 大鐙閣 1921 ○



54 柳子新論 ﾘｭｳｼｼﾝﾛﾝ 文庫 山県大弐 岩波書店 1943 ○

55 柳子新論 ﾘｭｳｼｼﾝﾛﾝ 和綴じ 山県大弐 内藤伝右衛門 1884 ○

56 柳子新論 ﾘｭｳｼｼﾝﾛﾝ 和綴じ 山県大弐 洪文社 1928 ○

57 山県神社誌 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞﾝｼﾞｬｼ 河野幸孝 山県神社奉讃会 1972 ○ ○ ○

58 山県大弐 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆ 町田源太郎 顕光閣 1910 ○

59 山県大弐 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆ 林貞夫 国民社 1942 ○

60 山県大弐遺著 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｲﾁｮ 山県大弐 甲陽国書刊行会 1914 ○

61 山県大弐研究 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｹﾝｷｭｳ 三井甲之 原理日本社 1935 ○

62 山県大弐顕彰録
ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｹﾝｼｮｳ
ﾛｸ 山県神社奉讃会 山県神社奉讃会 1985 ○

63 山県大弐正伝 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｾｲﾃﾞﾝ 飯塚重威 三井出版商会 1943 ○

64 山県大弐先生事蹟考
ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｾﾝｾｲｼﾞ
ｾｷｺｳ 広瀬和育 山梨県教育会 1931 ○

65 山県大弐先生事蹟考資料
ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｾﾝｾｲｼﾞ
ｾｷｺｳｼﾘｮｳ 広瀬広一

山県大弐先生事蹟
研究会

1933 ○

66 山県大弐先生伝
ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｾﾝｾｲﾃﾞ
ﾝ 砂田久政 維新先覚顕彰会 1940 ○

67 山県大弐先生銅像建立記念作品集
ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｾﾝｲｿﾞｳ
ﾄﾞｳｿﾞｳｺﾝﾘｭｳｷﾈﾝ
ｻｸﾋﾝｼｭｳ

河野芳水　他 山県神社奉讃会 1988 ○



68 山県大弐先生を偲ぶ
ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｾﾝｾｲｦ
ｼﾉﾌﾞ 河野幸孝 山県神社奉讃会 1967 ○

69 山梨「人物」博物館
ﾔﾏﾅｼｼﾞﾝﾌﾞﾂﾊｸﾌﾞﾂ
ｶﾝ 江宮隆之 丸山学芸図書 1992 ○

70 吉田松陰と僧黙霖
ﾖｼﾀﾞｼｮｳｲﾝﾄｿｳﾓｸ
ﾘﾝ 村岡繁 松陰遺墨展示館 1968 ○ 明和事件

71 吉田松陰と月性と黙霖
ﾖｼﾀﾞｼｮｳｲﾝﾄｹﾞｯｼｮ
ｳﾄﾓｸﾘﾝ 布目唯信 興教書院 1942 ○ 柳子新論

72 竜王町史 ﾘｭｳｵｳﾁｮｳｼ 竜王町 竜王町役場 1976 ○ ○ ○

73 竜王村誌 ﾘｭｳｵｳｿﾝｼ 竜王村 竜王村役場 1955 ○

74 黎明以前 ﾚｲﾒｲｲｾﾞﾝ 石井計記 緑地社 1979 ○

75 黎明以前 ﾚｲﾒｲｲｾﾞﾝ
私家
版

石井計記 中部文学社 1977 ○

76 歴史読本 ﾚｷｼﾄﾞｸﾎﾝ
昭和51
年12月 新人物往来社 1976 ○

宇都宮黙林の
項目に名前あり


