
　日清・日露戦争以後、日本の各種教育雑誌には
中国・韓国・台湾等の教育文化に関する論説・記事
が盛んに掲載されるようになる。これ等を通し
てアジア諸国の教育文化の具体的状況を把握し、
近代日本におけるアジア教育認識の形成過程を
知ることができる。既刊の「明治後期教育雑誌
にみられる中国・韓国教育文化関係記事目録」
（1989年）を一層充実し、新たに「台湾の部」
を加え、「資料篇」の姉妹篇として発展的に内容
を一新。� （ʼ95・７ 刊）

　日清戦争以後日本の教育はアジア諸国、ことに
中国や韓国への関心を深め、これら近隣諸国へ
の教育・文化面からの働きかけを積極化してい
く。こうしたなか、各種教育雑誌や、アジア関係
団体機関誌、さらには一般雑誌にも、中国や韓国、

台湾の教育文化に関する論説や記事が盛んに掲載されるようになる。そこには各国の具体的な教育文化
状況を示す貴重な資料が数多く含まれている。我々は、これらの記事や論説をとおして、明治日本のアジ
ア教育に対する蔑視＝停滞史観や、それと対応する形でアジア教育の停滞打開の方途は「先進」日本の
指導の下での革新以外にないとする優越意識、さらにはアジア諸国の教育に対する日本の積極関与や教
育主権収奪の構想が、漸次形成されていく経緯を窺うこともできるようである。本資料篇編纂の目的は、
こうした問題関心から、明治期日本のアジア教育認識に関する基礎的資料を可能な限り広範に収集すると
ともに、これを系統的に整理するところにある。そのため、既刊の姉妹篇『近代日本のアジア教育認識・
目録編』（1955年）に収録された約6,000点に及ぶ資料の中から主要なものを精選し、その後新たに発掘し
た資料類を付け加えて、それらを〈中国の部〉、〈韓国の部〉、〈台湾の部〉の ３ つに分類・整理した。

近代アジア教育史研究会（代表 阿部洋） 編

編集
復刻近代日本のアジア教育認識
―明治後期教育雑誌所収・中国・韓国・台湾関係記事―

韓 国 の 部第 １期 第 1 巻～第 8 巻・附巻Ⅰ（所収記事目録・解題）
全 8 巻・総 9 冊

〔収録誌62誌・所収記事及論説1,62３点〕

解　題
〔韓国班〕

阿部　　洋
稲葉　継雄〔班長〕
久保田優子

すいせん　石付　　実
　　　　　佐藤　秀夫
　　　　　芳賀　　徹

ISBN 978-4-8447-3481-9
B5判・総３,400頁� 本体価280,000円� （ʼ99・ 2 刊）

４ ．教　育

近代日本のアジア教育認識・資料篇
（全 ３期）

平野健一郎
馬越　　徹

佐藤　由美
金　　泰勲

残僅少

近代日本のアジア教育認識・目録篇
─明治後期教育雑誌所収中国・韓国・台湾関係記事─
ISBN 978-4-8447-8383-1
B5判・200頁� 本体価9,000円
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台 湾 の 部第 ３期 第３0巻～第4３巻・附巻Ⅲ（所収記事目録・解題）
全14巻・総15冊

配本 内容 冊数 分冊本体価 ISBN

（上） 第３0巻（台湾の部①）～第３７巻（台湾の部⑧） 8 260,000円 9７8-4-844７-6３95-6

（下）
第３8巻（台湾の部⑨）～第4３巻（台湾の部⑭） 6

220,000円 9７8-4-844７-6３96-３
附巻Ⅲ 1

解　題
〔台湾班〕

阿部　　洋
弘谷多喜夫〔班長〕
近藤　純子

B5判・総5,３00頁� 揃本体価４80,000円� （ʼ04・5 刊）

すいせん　上沼　八郎　　駒込　　武
　　　　　呉　　文星　　松田　吉郎
　　　　　村田　翼夫

残僅少

配本 内容 冊数 分冊本体価 ISBN

（上） 第 9 巻（中国の部①）～第19巻（中国の部⑪） 11 ３50,000円 9７8-4-844７-5３52-0

（下）
第20巻（中国の部⑫）～第29巻（中国の部㉑） 10

３50,000円 9７8-4-844７-5３5３-７
附巻Ⅱ 1

中 国 の 部第 2期 第 9 巻～第29巻・附巻Ⅱ（所収記事目録・解題）
全21巻・総22冊

〔収録誌60誌・所収記事及論説３,42３点〕

解　題
〔中国班〕

阿部　　洋
蔭山　雅博〔班長〕
佐藤　尚子
一見真理子

すいせん　小林　文男　　権藤與志夫
　　　　　寺崎　昌男　　並木　頼寿
　　　　　田　　正平

B5判・総７,800頁� 揃本体価700,000円� （ʼ02・2 刊）
残僅少

〔収録誌46誌・所収記事及論説1,886点〕
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編集
復刻日本近代教育史料大系

　明治維新以後の日本近代教育史は「遅れたアジア社会」の一員だった日本を「欧米並み」に近づける
という明治国家の基本路線に沿って、国家権力側の強力なリーダーシップの下に形成の歩みを続けて来た。
　国立教育政策研究所の日本教育史研究部門では「日本近代教育百年史」編纂当初より、国家の教育政策・
行政に関する公文書史料の体系的・包括的な調査・収集・整理とその公開を基本業務として来た。本企画は
この過去四半世紀に及ぶ蓄積の集大成である。単に実定法令の羅列ではなく、法令の起草・起案・整文の
過程を開示しており、近代日本における権力主体の教育理念の選択のプロセスを科学的に知る道を開く。
詳細な収録文書目録付。日本教育史、日本近代史必備の文献。

日本近代教育史料研究会（代表 佐藤秀夫、米田俊彦） 編

第 １期　公文記録〔Ⅰ〕
第 １回配本　太政類典（第１～5�編・外編）より
学制（慶応 ３ 年～明治14年）　vol.�1～5・附巻（一）　全 6 巻
A4判・総1,900頁� 本体価１50,000円

巻号 原典
編

原典
巻 原典事項 原典刊行期間（明治） 本体価 ISBN

1 1

116

学
制

教員及属員･学制（一）

慶應 ３ 年～ 4 年 ７ 月

１50,000円 9７8-4-844７-4３３5-4

11７ 学制（二）･学校（一）

118 学制（二）

119 生徒（一）

120 生徒（二）

2

2

24３ ［一］教員制置及属員、学制（一）

4 年 8 月～10年12月

244 ［二］学制（二）止

245 ［三］学校

３

246 ［四］生徒（一）

24７ ［五］生徒（二）

248 ［六］生徒（三）止

4

249 ［七］雑

３ 55 教員制置及属員、学制、学校、
生徒 11年～12年

4 ３７ 学制、学校、生徒 1３年

5 29 教員制置及属員、学制、学校、
生徒 14年

5
外編

14 5４号、55号

4年～11年
３9 １ 号

40 １ 号～３6号

48 22号、４8号、１１４号、１29号、１３7号、
１56号

附 附巻（一）　解題･総目録
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巻号 原典編 原典事項 原典刊行期間（明治） 分冊本体価 ISBN

（上）

6 1 ～ ７

皇漢両学所伺 戊申 ３ 月～己巳 9 月

１75,000円 9７8-4-844７-5154-0

昌平開成両学校伺 戊申10月～己巳 5 月

大学校伺 己巳 6 月～同12月

大学伺 己巳12月～庚午 4 月

京都学校伺 己巳 9 月～庚午 9 月

大学伺 庚午 5 月～閏10月

７ 8～12

大学伺 庚午11月～同12月

　〃 辛未正月～同 ７ 月

文部省伺 辛未 ７ 月～同12月

8 1３～1７ 文部省伺 壬申正月～同11月

9 18～22
文部省布達 壬申

文部省伺 明治 6 年1月～同5月

10 2３～28 文部省伺 6 年 5 月～同 9 月

11 29～３３ 文部省伺 6 年10月～ ７ 年 2 月

12 ３4～41 文部省伺 ７ 年 ３ 月～同10月

（下）

1３ 42～4７ 文部省伺 ７ 年11月～ 8 年 ３ 月

200,000円 9７8-4-844７-5155-７

14 48～54 文部省伺
文部省之部･附録

8 年 4 月～同10月
8 年 9 月

15 55～58 文部省伺
文部省･附録［一］［二］

8 年11月～ 9 年 6 月
9 年 5 月

16 59～6３
文部省･附録［三］［四］
文部省伺
文部省布達兼雑誌等副書

9 年 5 月
9 年 ７ 月～10年 ３ 月
9 年

1７ 64～７３

文部省伺
文部省達副書
文部省
文部省布達副書
（達第 １号～第１0号、
布達第 １号～第 5号）

10年 4 月～同12月
10年
11年11月～12年 9 月
11年

18 ７4～80 文部省
文部省布達兼達書副書全

12年10月～14年 6 月
12年

19 81～86 文部省 14年 ７ 月～16年 2 月

20 8７～90 文部省 1７年 1 月～18年12月

附 附巻（二）　解題･総目録 25,000円 9７8-4-844７-54７8-７

第 2回配本　公文録（慶応 ４年～明治１8年）より　国の重要指定文化財
皇漢両学所・昌平開成両学校・大学校・京都学校・大学・文部省…各伺
vol.�6～20・附巻（二）　全16巻
A4判・総７,500頁� 揃本体価４00,000円
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４．教　育

第 ３～１0回配本　公文類聚（第 6編～第69編）より
学政門および学事門（明治15年～昭和20年）vol.�21～41・附巻（三）　全22巻
A4判・総8,400頁� 揃本体価660,000円

配本 巻号 原典編 原典事項 原典刊行期間 分冊本体価 ISBN

３
21
22
2３

6～ 9
10・11
12・1３

学政門
　〃
　〃

明治15年～同　18年
明治19年
明治21年～同　22年

90,000円 9７8-4-844７-0208-5

4
24
25
26

14・15（1）
15（2）～18
19～2３

学政門･学事門
学事門
　〃

明治2３年～同　24年
明治24年～同　2７年
明治28年～同　３2年

90,000円 9７8-4-844７-0209-2

5
2７
28
29

24～28
29～３5
３6～42

　〃
　〃
　〃

明治３３年～同　３７年
明治３8年～同　44年
明治45年～大正 ７ 年

90,000円 9７8-4-844７-0210-8

6
３0
３1
３2

4３・44
45・46
4７～50

　〃
　〃
　〃

大正 8 年～同　 9 年
大正10年～同　11年
大正12年～同　15年

90,000円 9７8-4-844７-0211-5

７
３３
３4
３5

51～55
56～60
61・62

　〃
　〃
　〃

昭和 2 年～同　 6 月
昭和 ７ 年～同　11月
昭和12年～同　1３年

90,000円 9７8-4-844７-0212-2

8
３6
３７
３8

6３
64・65（1）
65（2）・65（３）

　〃
　〃
　〃

昭和14年
昭和15年～同　16年
昭和16年

90,000円 9７8-4-844７-021３-9

9
３9
40
41

66・6７（1）
6７（2）・6７（３）
68・69

　〃
　〃
　〃

昭和1７年～同　18年
昭和18年
昭和19年～同　20年

90,000円 9７8-4-844７-0214-6

10 附 附巻（三）　解題･総目録 ３0,000円 9７8-4-844７-0215-３
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第 １集 教育要覧類　全 ６ 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

１

台湾学事要覧　（大正5年） 台湾総督府学務部 大正4年5月

台湾学事要覧　（大正8年） 台湾総督府内務部学務課 大正8年7月

台湾教育一斑　（大正10年） 台湾総督府内務局 大正10年11月

A Review of Educational Work in Formosa, 191６
Department of 
Educational Affairs of 
the Government General of 
Formosa

大正5年4月

２

台湾の教育　（昭和2年） 台湾教育会 昭和2年8月

台湾の教育　（昭和6年度） 台湾総督府文教局 昭和6年10月

台湾の教育　（昭和10年度） 台湾総督府文教局 昭和10年9月

台湾の教育　（昭和12年度） 台湾総督府文教局 昭和12年12月

施政四十年の台湾（部分） 台湾時報社 昭和10年8月初版
昭和12年3月修訂再版

３ 台湾教育事情　（昭和12年度） 台北時代社教育部 昭和12年6月

４・5 台湾学事年鑑　（昭和15年度） 台北時代社教育部 昭和12年6月

６

台湾の学校教育　（昭和14年度） 台湾総督府文教局 昭和15年1月

台湾の学校教育　（昭和16年度） 台湾総督府文教局 昭和17年3月

台湾ニ於ケル学校教育ノ現況（昭和18年度） 台湾総督府 昭和18年

台湾統治概要（部分） 台湾総督府 昭和20年

◆第 １巻～第 ６巻 分冊本体価150,000円 ISBN 978-4-8447-0129-3

　かつて小舎が刊行した『日本植民地教育政策史料集成』朝鮮篇（全74巻・1986-91年）は、学界に大き
な反響を与えつつ無事完結したが、戦前日本のもうひとつの重要な植民地たる台湾については、資料の
整備が進まないまま、その公刊が宿題として残されていた。このたび数年にわたる関係者の収集努力の
結果ようやく刊行の準備が整い、本企画をスタートさせることとなった。
　本「台湾篇」の内容は、かつての「朝鮮篇」を上回る12部門で構成した。そこには教育施策関係報告
書や統計類、地方教育誌、学校要覧類、教育関係著書のほか、「公文類聚」や「枢密院会議記録」「茗荷
谷文書」「隈本繁吉文書」など、各種の貴重な関係文書類が多数含まれており、これら諸資料をとおして、
台湾における植民地教育政策の展開過程を制度・政策レベルにおいては勿論のこと、地方における教育
施策の展開や学校経営のレベルにおいてもその具体的状況を詳細にうかがうことができるはずである。
その意味で本史料集成は、今日望み得る最高の資料群を学界に提出出来るものと自負している。関係各
位のご検討を切望するものである。

編集復刻版

日本植民地教育政策史料集成（台湾篇）

編集代表 阿部 洋
編集委員 上沼八郎、近藤純子、佐藤由美、佐野通夫、弘谷多喜夫

全10集・別 2 集　全119巻 A5判・総57,000頁　揃本体価3,100,000円
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4 ．教　育

第 ２集 学事法規　全10巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

７ 台湾総督府学事法規（明治29～35年度） 台湾総督府民政部総務局学
務課編 明治35年8月

８・９ 台湾学事法規（大正2年6月1日現在） 台湾総督府民政部総務局学
務課編・台湾教育会 大正2年8月

１0・１１ 台湾学事法規　完（大正11年1月初版） 台湾教育会・
帝国地方行政学会 大正11年1月

１２・１３ 台湾学事法規　完　（昭和4年12月加除） 台湾教育会・
帝国地方行政学会

昭和4年4月
改訂4版

１４～１６ 台湾学事法規　完（昭和18年9月加除） 台湾教育会・
帝国地方行政学会 ――

◆第 ７巻～第１６巻	 　分冊本体価250,000円　ISBN 978-4-8447-0130-9

第 ３集 教育施策関係資料　全 ６ 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

１７・１８ 詔勅、令旨、諭告、訓達類纂 台湾総督府警務局 昭和16年

１９

学務部創設以降事業ノ概略
　〈付〉本島ノ実業教育振興ニ関スル卑見（某氏）

――――― 明治31年？

児玉源太郎総督宛上申
　〈付〉台湾教育施設之順序・書房義塾ニ関スル規程

伊沢修二 明治31年

台湾総督府公学模範学校規則案 伊沢修二 明治30年

楽石自傳　教界周遊前記（部分） 伊沢修二君還暦祝賀会 明治45年

伊沢修二先生と台湾教育 台湾教育会 昭和19年

２0

県治管見（部分） 持地六三郎 明治35年？

台湾ニ於ケル教育施設ノ要領覚書 持地六三郎 明治36年？

台湾殖民政策（部分） 持地六三郎 明治45年

教育勅語ニ関スル調査概要 台北師範学校 大正14年

第壱回台湾総督府評議会会議録（部分） 台湾総督府 大正10年

第参回台湾総督府評議会会議録（部分） 台湾総督府 大正11年

２１

義務教育ニ関スル調査 台湾総督府 大正10年

台湾大学設立論 久保島天麗
台湾大学期成会 大正9年

文化の建設―幣原坦六〇年回想記（部分） 幣原 坦 昭和28年

２２

（台湾大学設立関係資料） 『伊沢多喜男文書』 大正14年

懊悩せる台湾大学 安藤 盛 大正15年

苦難の台湾大学 宮川次郎 昭和3年

裏切られつつある文教政策 宮川次郎 昭和3年

日本々国民に與ふ 蔡 培火 昭和3年

帝国主義下の台湾（部分） 矢内原忠雄 昭和4年

霧社事件ノ顚末 台湾総督府 昭和5年

◆第１７巻～第22巻 　分冊本体価150,000円 ISBN 978-4-8447-0131-6
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第 ４集 学校経営関係資料　全 5 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

２３
改訂　公学校管理法概要（全） 久住栄一 昭和10年4月

随筆　公学校教育二十年 伊集院一秀 昭和15年6月

２４

台湾公学校新入学児童観念調査成績 台湾総督府学務課 明治44年5月

台湾ニ於ケル学校児童ニ関スル研究 台湾総督府内務局学務課 大正12年1月

台湾人児童の長所及短所に就て 台湾総督府内務局 大正10年12月

台湾中等学校学力調査成績 台湾教育会 昭和7年2月

２5 公一の教育 台北第一師範学校附属
公学校研究部 昭和8年4月

２６
台湾に於ける国民学校の経営 木原義行、佐藤源治 昭和18年10月

実践行事解説 台北第二師範学校附属
国民学校 昭和18年4月

２７
公学校教師論 西巻南平 昭和4年1月

㊙台湾ニ於ケル私立学校概況 台湾総督府学務部 大正7年

㊙私立学校概況 台湾総督府内務局 大正10年12月

◆第23巻～第2７巻 　分冊本体価125,000円　ISBN 978-4-8447-0132-3

第 ５集 台湾教育関係著書　全 ８ 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

２８～３0 台湾教育沿革誌 台湾教育会 昭和14年2月

３１ 台湾教育史 吉野秀公 昭和2年10月

３２ 台湾教育の進展 佐藤源治 昭和18年7月

３３
台湾教育志稿 台湾総督府民政部総務局学

務課 明治35年1月

明治国民教育史（部分） 町田則文 昭和3年3月

３４ 芝山巖誌 台湾教育会 昭和8年2月

３5

御賜之餘香 石坂荘作 大正15年3月

Education in Formosa
J.H.Arnold U.S.・bureau of 
Education Bulletin, 1908, No. 
5, Whole No. 388

1908年

Public Education in Formosa under the 
Japanese Administration

Mosei Lin 大正10年12月

◆第28巻～第35巻 　分冊本体価200,000円　ISBN 978-4-8447-0133-0

第 ６集 教科書編纂･各科教育関係資料
（含：国語教育） 全14巻

巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

３６

台湾適用　作法教授書　全 台湾総督府民政局学務部 明治29年11月

教育勅諭述義 台湾総督府民政部学務課 明治32年3月

祝祭日略義 台湾総督府民政部学務課 明治32年12月

日本語教授書 台湾総督府民政局学務部 明治28年11月

国語教授参考書 1 　初学生徒教案 台湾総督府民政局学務部 明治29年12月

ゴアン氏言語教授方案 台湾総督府民政部学務課 明治33年7月

台湾公学校国語教授要旨 台湾総督府民政部学務課 明治33年12月
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３７

台湾公学校教科書使用上ノ注意
　（第1篇・第2篇）

台 湾総督府民政部内務局
学務課

明治44年4月・
大正2年5月

台湾公学校教科書編纂趣意書　
　 第1篇（公学校修身書　自巻1至巻4・公学校用国民読本　

自巻1至巻8・公学校用国民習字帖　自第1学年用至第4学年
用）

台湾総督府 大正2年7月

台湾公学校教科書編纂趣意書　
　第2篇（公学校用国民読本・公学校用国語習字帖）

台湾総督府 大正3年9月

蕃人読本編纂趣意書 台湾総督府 大正5年11月

台湾における現行教科用図書に就て 台湾総督府内務局 大正10年12月

公学校修身書 巻 5 巻 ６ 編纂趣意書 台湾総督府 大正8年12月

公学校用漢文読本編纂趣意書 台湾総督府 大正8年9月

公学校教授要目　第1篇：算術科、理科、手工及図画科、
商業科

台湾総督府 大正2年3月

公学校教授要目　第2篇（代騰寫）：農業科、裁縫及家事
科

台湾総督府 大正2年3月

公学校修身書　巻 1 巻 2 修正趣意書 台湾総督府 昭和3年？

師範学校修身科教授要目 台湾総督府 大正11年3月

公学校地理書編纂趣意書竝挿絵の解説 台湾総督府 大正11年2月

３８

公学校地理書改訂趣意書 台湾総督府 大正12年？

国語普及の状況 台湾総督府内務局 大正10年12月

公学校用国語読本第 1 種編纂趣意書・公学校用国語
書き方手本第 1 種編纂趣意書

台湾総督府 大正12年

公学校用国語読本第 1 種自巻 5 至巻 ８ 編纂趣意書・
公学校用国語書き方手本第 1 種自第 ３ 学年用上至
第 4 学年用下編纂趣意書

台湾総督府 大正13年

公学校高等科教授要目（修身・日本歴史・地理・理科・農
業・商業・手工・裁縫及家事）

台湾総督府 大正11年3月

公学校算術書　教師用自第1学年用至第4学年用・
　児童用自第3学年用至第4学年用編纂趣意書

台湾総督府 ――

公学校理科書編纂趣意書 台湾総督府 大正12年？

台湾小学校理科教授要目 台湾総督府 大正9年3月

３９ 公学校各科教授法　全 久住栄一、藤本元次郎 大正13年10月

４0・４１ 公学校教授の新研究 台南師範学校附属公学校 昭和2年9月

４２ 修身科教育の革新 台北第三高等女学校
附属公学校 昭和2年11月

４３
訓育に関する研究 高雄第三公学校 昭和3年6月

公民教育カード 大甲公学校 昭和8年1月

４４

公学校地理書　巻一巻二改定趣意書 台湾総督府 昭和6年10月

公学校高等科地理書編纂趣意書 台湾総督府 昭和11年3月

教科実践授業案例 台南師範学校附属
第一国民学校 昭和18年7月

初等科算数　取扱上の注意　第三四学年用 台湾総督府 昭和18年3月

４5 台湾に於ける国語教育の展開 国府種武 昭和6年6月

４６・４７ 台湾に於ける国語教育の過去及現在 国府種武 昭和11年9月

４８ 日本語教授の実際 国府種武 昭和14年11月
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４９
言葉の指導 台北第一師範学校

附属公学校研究部 昭和5年12月

国語保育園保育細案 台北州 昭和17年6月

◆第3６巻～第49巻 　分冊本体価３50,000円　ISBN 978-4-8447-0134-7

第 ７集 地方教育誌（含：原住民教育･
　対岸教育･内地留学） 全 ６ 巻

巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

50

台北州学事一覧　大正15年度
〈附〉社会社寺宗教一覧　

台北州 ――

台北州学事一覧　昭和10年版 台北州内務部教育課 昭和10年10月

基隆市教育要覧　昭和10年 基隆市役所 昭和10年

新竹州教育統計要覧　昭和10年 新竹州教育課 昭和12年3月

（竹南郡）教育要覧　昭和14年 竹南郡教育会 昭和15年2月

宜蘭郡教育概況　昭和5年度 宜蘭郡 昭和5年9月

（花蓮港庁）管内学事概況　昭和8年度 花蓮港庁 ――

台中庁学事状況一斑　大正5年2月調査 台中庁 大正5年3月

5１ 台中州教育年鑑　二五九四年版 台中州教育会 昭和9年

5２

（台中州）教育状況　昭和2年度
〈附〉社寺及宗教概覧　

台中州 ――

台中州教育展望　全 台中州教育課 昭和10年11月

嘉義郡教育概況　昭和10年版 嘉義郡教育会 昭和10年

台南州管内学事一覧　大正10年5月末現在 台南州内務部教育課 ――

台南州学事一覧 台南州内務部教育課 ――

5３ 台南州教育誌 柯萬栄（昭和新報記者）
昭和新報台南支局 昭和8年8月

5４

台南州学事一覧　昭和15年版 台南州内務部教育課 昭和16年1月

台南市教育要覧　昭和16年度 台南市 昭和17年2月

高雄州学事一覧　大正14年10月 〈附〉 社寺概覧 高雄州 ――

高雄州学事一覧　 昭和15年度
〈附〉 社会教育・社寺宗教一覧

高雄州 ――

高雄市教育要覧　昭和13年度 高雄市 昭和13年12月

（台東庁）教育要覧　昭和 4 年度
〈附〉 社会事業及社寺、 宗教一覧

台東庁 昭和5年1月

蕃人教育概況　昭和10年度 台湾総督府 ――

55

高砂族の教育　昭和16年 台湾総督府警務局 昭和17年2月

高砂族教育教化の概況　昭和15年 台中州警務部 昭和15年

ア ミ族教化指導ニ関スル基礎調査　昭和5年調査 花蓮港庁庶務課 昭和5年

対岸ニ於ケル教育概況 台湾総督府学務部 大正7年

（秘）対岸籍民学校情況　大正6年11月〈附〉日本人小学校 台湾総督府学務部 大正6年11月

在福州我文化施設改善論 林久治郎
（在福州総領事） 大正11年1月

南支那ニ於ケル台湾総督府ノ教育施設概況
（支那事変以前）

台湾総督府文教局
学務課 ――

内地ニ於ケル台湾留学生概況 台湾総督府学務部 大正7年
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55

本島人内地留学者調　大正10年9月
　〈附〉内地留学生ニ対スル将来ノ方針

台湾総督府内務局 大正10年9月

台湾学生東京在学者数一覧　昭和14年度 台湾総督府
東京学生事務所 昭和14年

高砂寮問題　台湾・南支・南洋パンフレット81 宮川次郎 昭和3年4月

◆第50巻～第55巻 　分冊本体価150,000円　ISBN 978-4-8447-0135-4

第 ８集（１）学校要覧類（上）　全12巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

5６
（士林公学校）開校40周年記念誌 台北州七星郡士林同窓会 昭和12年3月

台北市太平公学校創立３5周年記念誌 台北市太平公学校 昭和8年3月

（台北市大橋公学校）創立10周年記念誌 台北市大橋公学校 昭和11年3月

5７

（台北市松山公学校）開校40周年記念誌 台北市松山公学校 昭和14年4月

（台北市龍山公学校）創立満15周年記念誌 台北市龍山公学校 昭和10年11月

（基隆宝公学校）本校概覧　昭和10年度 基隆市宝公学校 昭和10年

淡水公学校創立３0周年季記念誌 淡水公学校同窓会 大正15年11月

（和尚州公学校）創立40周年記念誌 和尚州公学校 昭和15年6月

（竹南公学校創立40周年）記念会誌 竹南公学校創立四十周年
記念事業委員会 昭和14年9月

5８

宜蘭公学校沿革概況
（宜蘭公学校）学校要覧　昭和9年度

宜蘭公学校 大正4年？

台北州宜蘭公学校創立40周年記念誌 台北州宜蘭公学校 昭和14年10月

（宜蘭市旭国民学校）学校要覧　民国35年3月 宜蘭市旭国民学校 民国35年3月

（宜蘭女子公学校）創立20周年記念誌 宜蘭女子公学校 昭和14年3月

（大竹公学校）創立20週年記念誌 松村逸雄 昭和13年6月

（彰化女子公学校）創立20周年記念誌 彰化女子公学校 昭和12年2月

5９

（白川公学校）開校20周年記念誌 白川公学校開校二十周年
紀念祝賀会 昭和13年7月

（新営東国民学校）学校概覧　昭和17年度 新営東国民学校 昭和17年7月

（台南女子公学校）学報　創刊号 台南女子公学校 昭和2年3月

鳳山公学校現今ノ情況概要
　〈付〉鳳山公学校沿革概略 明治32年9月調

手書き文書 明治32年

大湖公学校創立40周年祝賀記念誌 高雄州岡山郡大湖公学校 昭和16年4月

（宜蘭尋常高等小学校）創立40周年紀念誌 古荘廣幸 昭和16年3月

（花園小学校）創立40周年記念誌 花園小学校 昭和13年

６0

台湾総督府台北中学校一覧　大正4年4月調 台湾総督府台北中学校 大正4年5月

台北州立第二中学校一覧　昭和12年4月末調 台北州立第二中学校 昭和12年4月

台北州立基隆中学校一覧表 （昭和5年8月1日現在） 台北州立基隆中学校 昭和5年9月

台湾公立台中中学校要覧  （大正6年10月末日調）
  〈付〉 台湾公立台中中学校一覧表

台湾公立台中中学校 大正6年

台湾公立台中高等普通学校規則 公立台中高等普通学校 大正10年4月

台中州立台中第一中学校要覧 台中州立台中第一中学校 昭和4年7月

台中州立台中第一中学校一覧　昭和17年度版 台中州立第一中学校 昭和17年

台中州立台中第二中学校要覧　昭和15年度 台中州立台中第二中学校 ――
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６１
台南州立嘉義中学校一覧表　昭和13年4月30日現在 台南州立嘉義中学校 ――

（嘉義中学校）校友会雑誌
　（創立10周年記念号）

嘉義中学校校友会 昭和9年10月

６２

台南州立台南第一中学校要覧　昭和14年度 台南州立台南第一中学校 昭和14年

台南州立台南第二中学校一覧表　昭和13年4月末調 台南州立台南第二中学校 ――

高雄州立屏東中学校一覧表　昭和16年7月1日現在 升友 保 昭和16年7月

私立台北中学校一覧　昭和14年4月 私立台北中学校 昭和14年4月

（私立淡水中学校・高等女学校）学則及諸規程 私立淡水中学校・高等女学校 昭和14年11月

私立台南長老教中学校校友会会報　第1号 私立台南長老教中学校
校友会 昭和6年8月

（台南長老教中学学友会）輔仁　第13号 私立台南長老教中学 昭和12年3月

６３

台北州立台北第一高等女学校一覧　昭和9年度 ――――― ――

（台北第一高等女学校）創立25周年記念 台北第一高等女学校
校友会・同窓会 昭和4年

（台南第一高等女学校）校友会雑誌
　第 7 号 （創立10周年記念）

台南第一高等女学校　
馬場栄吉 昭和2年12月

６４・６5

（台北第三高等女学校）創立満３0年記念誌 台北第三高等女学校同窓会・学友会 昭和8年10月

花蓮港高等女学校一覧　昭和9年4月30日現在 花蓮港高等女学校 昭和9年

台南州立嘉義高等女学校一覧表　昭和13年度 台南州立嘉義高等女学校 ――

台南州立虎尾高等女学校一覧　昭和15年度 台南州立虎尾高等女学校 ――

高雄州立屏東高等女学校一覧　昭和13年6月現在 高雄州立屏東高等女学校 ――

６６

台北州立台北商業学校一覧　昭和15年8月調 ――――― 昭和15年8月

台北州立台北第二商業学校一覧　昭和13年度 ――――― 昭和13年

台中州立台中商業学校要覧（創立20周年） 台中商業学校 昭和14年10月

財団法人私立台湾商工学校一覧 ――――― ――

台北州立台北工業学校一覧　大正15年10月調 台北州立台北工業学校 大正15年11月

台中州立台中工業学校一覧表　昭和14年6月1日現在 ――――― ――

台湾総督府農事講習生一覧 台湾総督府農事試験場 大正4年3月

台北州立宜蘭農林学校一覧表　昭和9年4月 台北州立宜蘭農林学校編 ――

台南州立嘉義農林学校一覧表
  （昭和13年4月末日現在）

――――― ――

高雄州屏東農業学校一覧表
  （昭和13年4月末日現在）

――――― 昭和13年

台湾総督府水産講習所案内 台湾総督府水産講習所 昭和14年

６７

台北州立台北盲唖学校一覧　昭和8年3月現在 台北州立台北盲唖学校 昭和8年

台南州立台南盲唖学校一覧 台南盲唖学校 昭和5年

（台湾総督府）成徳学院要覧 成徳学院 昭和10年

在支那福州東瀛学校概要　大正6年5月 ――――― ――

福州東瀛学校規則 福州東瀛学校 大正6年

東瀛学校調査 福州東瀛学校 昭和2年

厦門旭瀛書院要覧 厦門旭瀛書院 大正7年

（厦門）旭瀛書院　昭和2年4月10日調 旭瀛書院 昭和2年

支那事変と旭瀛書院 廈門旭瀛書院　 昭和15年

汕頭東瀛学校概況 汕頭東瀛学校 昭和5年

汕頭日本小学校及東瀛学校ニ関スル件 汕頭日本居留民会長
貴志政亮 昭和4年

◆第5６巻～第６７巻 　分冊本体価３00,000円　ISBN 978-4-8447-0136-1
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第 ８集（２）学校要覧類（下）　全10巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

６８

台湾総督府国語学校一覧　明治39年3月 台湾総督府国語学校 明治39年6月

台湾総督府国語学校一覧　自大正6年至大正7年 台湾総督府国語学校 大正6年

（国語学校）生徒募集 台湾総督府国語学校 明治39年7月

台湾総督府国語学校第三附属学校規程 ――――― ――

台湾総督府国語学校第四附属学校規程
明治30年 6 月制定 （明治31年 3 月 4 日改正） ――――― ――

町田則文先生伝 （部分） 町田則文先生謝恩事業会 昭和9年

６９・７0
台湾総督府台北師範学校一覧　大正9年 台湾総督府師範学校 大正9年

台北師範学校創立三十周年　記念誌 台北師範学校
創立三十周年記念祝賀会 大正15年

７１

台湾総督府台北第二師範学校一覧　昭和3年 台湾総督府
台北第二師範学校

昭和3年

（台北第二師範学校）創立10周年　昭和12年10月 台湾総督府
台北第二師範学校

昭和12年

芳蘭　第11号　10周年記念号 台北第二師範学校校友会 昭和13年

７２

（台湾総督府台中師範学校）創立10周年紀念誌 台湾総督府台中師範学校 昭和8年

台湾総督府台中師範学校一覧  昭和13年10月1日調 ――――― 昭和13年

台湾総督府台中師範学校要覧　昭和17年10月 ――――― ――

（台南師範学校）創立10周年記念誌 台南師範学校 昭和3年

台湾総督府台南師範学校一覧　
　（昭和13年10月 1 日現在）

台南師範学校 ――

台南師範学校附属公学校内規 台南師範学校附属公学校 昭和4年7月

台湾総督府屏東師範学校一覧表　（昭和15年度） ――――― 昭和15年

７３

台湾総督府台北高等学校一覧
  （自昭和3年至昭和 4 年） 台湾総督府台北高等学校 昭和4年

台湾総督府台北高等学校一覧　昭和19年度 台北高等学校 ――

台北高等学校生徒便覧 台北高等学校 昭和12年

７４

台湾総督府医学校一覧　明治38年9月 ――――― ――

台湾総督府台北医学専門学校一覧　（昭和2年） 台湾総督府台北医学専門学校 昭和2年

台湾総督府商業専門学校一覧　大正8年9月調 ――――― ――

台湾総督府高等商業学校一覧 （大正12年2月現在） 台湾総督府高等商業学校 大正12年

台北高等商業学校一覧　昭和12年度 台北高等商業学校 昭和12年

７5

台湾総督府台南高等工業学校一覧　昭和15年度 台湾総督府台南高等工業学校 昭和15年

台 湾総督府高等農林学校 （自大正11年至大正12年） 台湾総督府高等農林学校 大正11年

台北帝国大学附属農林専門部一覧
  （自昭和13年至昭和14年） 台北帝国大学附属農林専門部 昭和13年

７６
台北帝国大学一覧　昭和3年 台北帝国大学 昭和3年

開学記念　台北帝国大学概況 台北帝国大学 昭和11年5月

台北帝国大学一覧　昭和12年 台北帝国大学 昭和12年

７７
台北帝国大学一覧　昭和18年 台北帝国大学 昭和19年

台北帝国大学学生生徒生活調査　昭和13年11月調査 台北帝国大学学生課 昭和14年

◆第６8巻～第７７巻 　分冊本体価250,000円　ISBN 978-4-8447-0137-8
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第 ９集 学事統計　全 9 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

７８

台湾学事統計一覧　大正10年度 台湾総督府 大正10年6月

台湾学事統計一覧　大正13年 台湾総督府内務部学務課 大正13年9月

台湾学事一覧　昭和2年 台湾総督府文教局 ――

台湾学事一覧　昭和5年版 台湾総督府文教局 ――

台湾学事一覧　昭和7年度版 台湾総督府 ――

台湾教育ノ現況諸表 （昭和7年4月末現在） 台湾総督府 昭和8年

台湾学事一覧　昭和10年度版 台湾総督府文教局 ――

台湾学事一覧　昭和12年度版 台湾総督府文教局 ――

台湾学事一覧　昭和14年度版 台湾総督府文教局 ――

（台湾ノ教育状況）　昭和15年 台湾総督府文教局 昭和16年

台湾学事一覧　昭和16年度 台湾総督府文教局 昭和17年3月

台湾総督府学事第 1 年報　（明治35年度） 台湾総督府
民政部総務局学務課 明治37年8月

７９
台湾総督府学事第 ３ 年報　（明治37年度） 台湾総督府

民政部総務局学務課 明治39年3月

台湾総督府学事第 ７ 年報　（明治41年度） 台湾総督府
民政部総務局学務課 明治44年5月

８0
Sixth Annual Report on Education in 
Formosa, 190７

Section of Educational 
Affairs, Taiwan Sotokufu 1909年

台湾総督府学事第11年報　（明治45年・大正元年度） 台湾総督府民政部学務部 大正4年11月

８１ 台湾総督府学事第14年報　（大正 4 年度） 台湾総督府民政部学務部 大正6年7月

８２
台湾総督府学事第1８年報　（大正 8 年度） 台湾総督府内務局学務課 大正10年7月

台湾総督府学事第21年報　（大正11年度） 台湾総督府内務局学務課 大正14年3月

８３ 台湾総督府学事第24年報　（大正14年度） 台湾総督府文教局 昭和2年10月

８４ 台湾総督府学事第３0年報　（昭和 6 年度） 台湾総督府文教局 昭和8年9月

８5 台湾総督府学事第３３年報　（昭和 9 年度） 台湾総督府文教局 昭和11年3月

８６
台湾総督府学事第３６年報　（昭和12年度） 台湾総督府文教局 昭和15年3月

台湾省五十一年来統計提要　（部分） 台湾省行政長官公署 中華民国 35年
（1946）12月

◆第７8巻～第8６巻 　分冊本体価225,000円　ISBN 978-4-8447-0138-5

第１0集 社会教育関係資料　全10巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月

８７
台湾社会教育概要　昭和7年3月 台湾総督府文教局社会課 昭和8年

台湾社会教育概要　昭和12年2月 台湾総督府 昭和17年

台湾の社会教育　昭和16年度 台湾総督府 昭和12年

８８
台湾の社会教育 中越栄二 昭和11年

台北市社会教育概況　昭和14年度 台北市役所 昭和15年

８９
台中州社会教育概況　昭和7年12月 台中州教育課 昭和8年

台中州社会教育要覧　昭和15年 台中州 昭和16年

９0
台南州社会教育要覧　昭和5年2月 台南州芸学会 ――

（台南州）社会教育要覧　昭和12年度 台南州 昭和12年
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９１ （高雄州）社会教育概要　昭和13年 高雄州 昭和14年

９２

風俗改良及国語普及ニ関スル最近ノ施設及成績 台湾総督府学務部 大正7年

（台南州新営郡）国語講習所に於ける教授訓練の研究 新営郡共栄支会 昭和10年

総督府台北州指定都市教化研究発表要項　
　台北市・基隆市

台湾総督府社会課 昭和15年

優良男女青年団実績概況　昭和12年1月 台湾総督府文教局社会課 昭和11年

９３ 台湾保甲皇民化読本 台湾警察協会 昭和16年

９４

台湾総督府図書館一覧表　大正8年7月31日調 台湾総督府図書館 大正 8 年

台湾総督府図書館一覧
  （自昭和3年4月1日至昭和4年3月31日）

台湾総督府図書館 昭和 4 年

台湾総督府図書館概覧 （昭和12年度）
　〈付〉島内図書館表

台湾総督府図書館 昭和13年

基隆市立基隆図書館要覧　昭和11年1月 基隆市立基隆図書館 昭和11年

新竹州立新竹図書館一覧
  （自昭和4年4月1日至昭和5年3月31日）

新竹州立新竹図書館 昭和 5 年

台中州立図書館一覧　昭和4年9月編 台中州立図書館 昭和 4 年

台南市立台南図書館一覧　大正13年 台南市立台南図書館 ――

台南市立台南図書館一覧 台南市立台南図書館 昭和12年

石坂文庫第一年報 石坂文庫 明治43年

基隆石坂文庫第十年報
  （自大正7年10月1日至大正8年9月30日）

石坂文庫 大正 8 年

台湾総督府博物館案内　（第三版） 台湾総督府博物館協会 昭和12年

◆第8７巻～第94巻 　分冊本体価200,000円　ISBN 978-4-8447-0139-2

別集〔１〕「台湾教育関係公文書」　全12巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

第 1 部　「台湾教育令」関係文書

９5 〔1〕 台湾教育令 （大正８年1月4日公布）
　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・枢密院会議
文書・御署名原本 大正7年

９６ 〔2〕 改正台湾教育令 （大正11年2月６日公布）
　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・枢密院会議
文書・御署名原本 大正11年

９７・９８

〔３〕（ 昭和 ８ 年）台湾教育令中改正（昭和8年3月11日
公布）（師範学校の修業年限延長）

　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・枢密院会議
文書・御署名原本・
その他

昭和8年

〔4〕  （昭和10年） 台湾教育令中改正（昭和10年4月1日
公布）（実業補習学校の存置）

　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係

公文類聚・拓務省・
枢密院会議文書 昭和10年

９９
〔5〕 （ 昭和1６年） 台湾教育令中改正（昭和16年3月26日

公布）（国民学校令の適用）
　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・枢密院会議
文書・拓務省・
御署名原本

昭和16年

１00

〔６〕 （ 昭和1８年） 台湾教育令中改正（昭和18年3月9日
公布）（中等学校令・師範教育令の適用）

　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・枢密院会議文
書・御署名原本・
その他

昭和3年

〔補編〕 台湾教育令沿革調書 〃 昭和6年
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第 2 部　台北帝国大学関係文書

１0１
〔1〕 台北帝国大学の創設（文政・理農学部の開設）
　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・枢密院会議文書・
台湾総督府・御署名原本 昭和3年

（付）学位授与に関する件 〃 昭和6年

１0２

〔2〕 台北帝国大学の整備（医学部の開設）
　　　 閣議決定関係・枢密院審議関係・勅令

公文類聚・拓務省・御署名原
本・公文別録

昭和9年～
　12年

（付） 台北帝国大学初代総長幣原坦の件 〃 昭和12年・
　17年

１0３

〔３〕台北帝国大学の拡充
　　　　　‒①大学予科の新設 公文類聚・御署名原本 昭和16年

　　　　　‒②工学部の開設 〃 昭和16年・
　18年

　　　　　‒③理農学部の分離拡充 〃 昭和18年
　　　　　‒④付置研究所の設置
　　　　　　　　　　（1）熱帯医学研究所

〃
昭和14年

　　　　　　　　　　（2）南方人文研究所 昭和18年
　　　　　　　　　　（3）南方資源科学研究所 昭和18年

第 3 部　戦時期台湾の教育政策関係文書

１0４

〔1〕義務教育制度の施行 拓務省・内務省 昭和17年～
　19年

〔2〕志願兵制・徴兵制の施行と青年錬成（上）
　　　‒① 陸軍兵志願者訓練所及び海軍兵志願者訓練所の設

置
公文類聚・御署名原本 昭和17年～

　18年

　　　‒②青年学校の拡充整備 公文類聚・内務省・拓務省・ 
御署名原本 昭和18年

１05

〔2〕志願兵制・徴兵制の施行と青年錬成（下）

　　　‒③青年特別錬成所の設置 公文類聚・御署名原本 昭和19年～
　20年

　　　‒④補充資料
　　　　　 青年錬成関係法規集 台湾総督府
　　　　　 昭和19年10月15日現在

１0６

〔３〕戦時下の教育非常措置

　　　‒① 大学学部等の在学年限・修業年限の臨時短縮 枢密院会議文書・外務省記録・
御署名原本・その他

　　　‒② 台湾における教育に関する戦時非常措置 拓務省 昭和16年～
　20年

　　　‒③台湾に対する「戦時教育令」の適用 枢密院会議文書・御署名原本・
その他

◆第95巻～第１0６巻 　分冊本体価３６0,000円　ISBN 978-4-8447-0140-8
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4 ．教　育

別集〔２〕「隈本繁吉文書（台湾篇）」　全1３巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

第Ⅰ部　教育行政全般

１0７

1． （秘）台湾ニ於ケル教育ニ関スル卑見ノ一二並ニ
疑問

隈本繁吉 明治44年3月

2．（秘）処務上急要ト認ムル件 　 〃 明治44年5月

3．教育行政概要覚書 持地六三郎 明治44年

4．広島ニ於ル樺山総督ニ上申セシ教育方針 伊沢修二 明治28年5月

5． 明治３６年学事会議席上ニ於ケル後藤民政長官ノ
演述

後藤新平 明治36年

6．（秘）書房義塾教科書ノ内容ニ関スル件
―明治44年渡台当初内査―

隈本繁吉 明治44年春

7．書房及ヒ在来ノ通俗教育ニ就イテ 　 〃 明治44年

8．学務材料 　 〃 大正2年11月？

１0８

9．（秘）台湾人教育ノ根本方針及施設ニ就テ 隈本繁吉 大正4年9月

10．（秘）学務部将来ノ施設 　 〃 大正4年6月？

11．（秘）学務部ノ組織及定員改正ニ関スル卑見 　 〃 大正6年8月

12．台湾之教育 　 〃 大正5年？

1３．台湾教育ノ概況 　 〃 大正6年4月

１0９ 14．対人政策 松村鶴吉郎 大正5年？

◆第１0７巻～第１09巻　計3巻� 分冊本体価90,000円　ISBN 978-4-8447-0142-2

第Ⅱ部　学務部日誌

１１0
1．（秘）明治45年 部務ニ関スル日誌 隈本繁吉 明治45年1月～

　　大正2年4月

2．（秘）大正2年5月以降 日誌 　 〃 大正2年5月～
　　3年1月

１１１
3．（秘）大正３年 日誌 隈本繁吉 大正3年1月～10月

4．（秘）大正３年11月起 日誌 　 〃 大正3年11月～
　　5年12月

１１２
5．（秘）大正６年1月 日誌 隈本繁吉 大正6年1月～

　　7年1月

6．（秘）大正元年10月 直轄学校ニ関スル件 　 〃 大正元年10月～
　　3年5月

◆第１１0巻～第１１2巻　計3巻� 分冊本体価90,000円　ISBN 978-4-8447-0146-0

第Ⅲ部　台湾公立中学校設置問題

１１３
1．台湾公立中学校設置問題 隈本繁吉 大正6年？

2． （秘）本島人内地人共学問題･本島人中等教育問
題各打合員意見　（1月28日以降）

　 〃 大正2年

１１４

3．（極秘）本島人紳士学務部長訪問談話要領 隈本繁吉 大正2年4月

4．（秘）対本島人紳士学務部長訪問談話要領 陪席者 吉田治彦 大正2年4月

5．（秘）対本島人中等教育問題 隈本繁吉 大正2年5月

6．（秘）学務部長本島人紳士会談要領 　 〃 大正2年5月

7．  （秘）5月３1日午後３時  
学務部長紫雲輪番会談要領

隈本繁吉 大正2年5月
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１１４

8．本願寺関係中学書類 本願寺派台北別院輪番
紫雲玄範 大正2年

9．田川辰一より隈本繁吉宛書信 田川辰一 大正11年2月

10．補充資料⑴　台湾公立中学校関係公文書 ――――― 大正4年

11．補充資料⑵　 （秘）台湾公立中学校創設ニ関スル
上申

台湾総督府官房文書課長
鈴木三郎 大正3年6日

12．補充資料⑶　 台中第一中学校創立及紀念碑建設
経過報告書

創立委員林烈堂外5名 昭和8年6月

第Ⅳ部 「台湾教育令」制定関係

１１5

1．台湾教育令制定由来（前篇・後篇） 隈本繁吉 大正11年1月

2． 勅令案 台湾教育令（第一桉／内務省提出桉／
修正）

　 〃 大正5年

3．台湾人教育制度改正案系統表 　 〃 ――

4．（秘）台湾教育令（勅令案） ――――― ――

5． 内地及台湾学制系統調　臨時教育調査委員会資
料（1）

――――― 大正4年4月

6．教育令修正案ニ対スル意見 隈本繁吉 ――

7．自大正五年六月一日
至 同 六日 内務省ト交渉概要 　 〃 大正5年6月

8．次田拓殖課長意見抄及之ニ対スル批評 　 〃 大正5年6月

１１６

9．（秘）勅令案　台湾教育令 ――――― ――

10．勅令案　台湾教育令説明 ――――― ――

11．教育令ニ関スル調 藤井内務属 大正6年4月

12． 諸外国殖民地教育学制大要　 
〈付〉比律賓学校制度大要

隈本繁吉 ――

1３．（諸外国殖民地教育調査要項） 　 〃 ――

14．印度統治に就て（視察復命書第一） 大野恭平 ――

15．台湾新聞掲載 印度人教育ノ弊 ロンドンタイムズ外報部長
チロール ――

1６．極東に於ける英国の事業（香港大学） 香港デーリプレス（抄訳） 大正6年1月

1７．印度支那殖民政策 ――――― 大正2年2月

1８．台湾教育令ノ反響 台湾総督府内務局学務課 大正8年3月

◆第１１3巻～第１１６巻　計4巻� 分冊本体価120,000円　ISBN 978-4-8447-0150-7

第Ⅴ部　対岸教育問題

１１７

1．（秘）対岸教育解決方ニ就テ 隈本繁吉 大正元年9月

2．対岸視察報告書 　 〃 大正2年？

3． 対岸視察事項摘要　 
（大正元年12月乃至同2年1月6日）

　 〃 大正4年2月

4．民国教育施設概観 ――――― 民国5年?

5．福州東文学社 ――――― 明治31年?

6．（小竹徳吉氏記念胸像揮毫ノ由来） 隈本繁吉 大正8年11月

7．（秘）在支那福州 福州東瀛学校排斥事情 ――――― 大正6年5月

8．（秘）南支那ニ於ケル活動ヲ主要ノ目的トスル
      支那人並内地人台湾人ノ教育機関ニ就テ

隈本繁吉 大正5年12月
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4 ．教　育

１１７

9．台華実業学校設立意見
〈付〉中山秀之より隈本学務部長宛添状（大正5年10月25
日付）

中山秀之 大正5年8月

10．対岸視察録 善隣協会理事 高田雄種 大正8年4月

11．南洋発展唱歌 　
〈付〉宇井英より隈本学務部長宛添状

宇井 英 大正4年8月

12．南洋発展の歌 根津金吾 大正4年

1３．三屋静より隈本学務部長宛書信 三屋 静 大正4年9月？

第Ⅵ部　教育勅語関係

１１８

1． 勅語宣講会施行上ニ関シ在京民政長官ニ内報案 高田民政長官代理より
内田民政長官宛 明治45年1月

2．勅語宣講会ニ関シ在京民政長官ニ内報案
〈付〉1月24日付高田長官代理意見

亀山警視総長より
内田民政長官宛 明治45年1月

3． 勅語宣講会設立ニ関スル建白　 
〈付〉隈本メモ（石部名刺）

石部 定 明治44年12月

4．勅語宣講会設立稟請（漢文）　
〈付〉同訳文

黄玉階ほか一三名より
佐久間総督宛 明治44年12月

5．宣講ノ起源沿革及実行状況ノ一斑 石部 定 明治44年12月

6．（黄玉階外十三名に関する人物評） 東京朝日新聞記者 隈 渓生 明治44年12月

7．勅語謄本ニ関スル件 隈本繁吉 明治45年？

8． （秘）帝国新領土ノ民衆ニ下賜セラル丶場合ニ於
ケル教育勅語内容事項私桉

――――― 明治45年？

9．（極秘）敬擬教育勅諭草桉（漢文） ――――― 明治45年？

10．（極秘）敬擬教育勅諭草桉（日文） ――――― 明治45年？

11．教育勅旨草案ニ擬ス（日文） ――――― 明治45年？

12．敬擬教育勅諭草案（日文） ――――― 明治45年？

1３．敬擬教育勅諭草案（漢文） ――――― 明治45年？

14． （秘）本島教育ニ関スル御沙汰書御下賜方内申ノ
件

隈本繁吉 大正元年8月

15．内申（書） ――――― 大正元年8月

1６．（教育ニ関スル）内申 ――――― 大正元年8月

1７．内申 ――――― 大正元年8月

1８．（内申ニ関スル鄙見） 学務部嘱託館 森 万平 大正元年8月

19．伊藤賢道より隈本学務部長宛書信 伊藤賢道 大正5年3月

第Ⅶ部　欧米教育視察

１１８

1．欧米視察談（1）～（5） 隈本繁吉 大正8年7月～
　11月

2．（ハワイの教育事情） 　 〃 大正7年1月

2-（付）． 「サイベリア」丸船中並布ニ於ケル見聞及
雑感ノ一二

　 〃 大正7年1月

3．（ カリフォルニア州沿岸に於ける社会･教育状況） 　 〃 大正7年1月～
　2月

4．（ニューヨーク滞在期間中の各地見聞メモ） 　 〃 大正7年3月～
　6月
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１１８

4-（付）．下村民政長官宛報告 隈本繁吉 大正7年5月

5．再ヒ大西洋ヲ渡ル 　 〃 大正7年11月～12月

6．（フィラデルフィアの教育事情） 　 〃 大正8年1月

7．（カナダ･トロントの社会･教育状況） 　 〃 大正8年1月

8．（シアトルの社会･教育状況） 　 〃 大正8年1月～2月

9．（バンクーバーの教育事情） 　 〃 大正8年2月

１１９

10．見聞概要 隈本繁吉 大正7年5月

11．戦時ノ北米合衆国（国家ヲ中心トセルコト） 　 〃 大正7年5月

11-（付）．北米合衆国官報（抄訳） ――――― 1919年3月

12．米国ニ於ケルデモクラシィ 隈本繁吉 大正7年5月～6月

1３． 米国教育週間に関する大統領クーリッヂ氏の布
告大要

――――― ――

14． 北米合衆国ニ於ケル戦争及経済動員ノ戦後ニ及
ボス影響

隈本繁吉 大正7年5月

14-（付）．（北米合衆国史概観） 　 〃 大正7年5月

15． U.S力今回ノ大戦ニ依リ得タル無形ノ利益ト教
育上ニ及ボセル影響

〈付〉．League of Nations
　 〃 大正7年5月

1６． Further Plans for Study of Americanization 　 〃 大正7年5月

1７．英国教育 　 〃 大正7年10月

1７-（付）． I.L.カンデル『英国の教育』の要旨及び目
次

　 〃 大正7年10月

1８．大なる日本と同化問題 　 〃 大正9年1月

19．世界ニ於ケル帝国 　 〃 大正8年

20． Notes on Japan as the Centre of Discussion 　 〃 大正8年

◆第１１７巻～第１１9巻　計3巻� 分冊本体価90,000円　ISBN 978-4-8447-0155-2

　日本植民地教育政策史料集成（台湾篇）全12
集の収録資料について利用者の便を図るべく、
「総目録」「解題」「書名索引」をまとめたもの。
 （ʼ17・12刊）

阿部�洋�編

『日本植民地教育政策史料集成（台湾篇）』
総目録・解題・索引 全 2 巻
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４ ．教　育

第 １集 教育要覧類　全 ４ 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

１
朝鮮教育要覧　大正 ４ 年度

　　 〃　　　 大正 ８ 年度

朝鮮総督府学務局

朝鮮総督府

大正 ４ 年

大正 ８ 年

２ Manual of Education in Chosen GovernmentGeneralof
Chosen

大正 ９ 年

３

朝鮮教育要覧　大正15年度

　　 〃　　　 昭和 ４ 年度

朝鮮の教育　　大正12年度

　　 〃　　　 昭和 ３ 年度

　　 〃　　　 昭和 ７ 年度

朝鮮総督府学務局

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

大正15年

昭和 5 年

大正1３年

昭和 ４ 年

昭和 ８ 年

４

朝鮮における教育革新の全貌
朝鮮の教育　昭和1３年度

朝鮮教育の概観 
　〈付〉・歴代総督の教育方針とその実施（『施政二十五年

史』・『施政三十年史』所収教育関係事項）

朝鮮総督府学務局

　　　〃

朝鮮総督府

昭和1３年

昭和1４年

昭和1４年

◆第 １巻～第 ４巻 　分冊本体価80,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-5516-6

第 ２集 学事例規類　全 ５ 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

５ 朝鮮学事例規　昭和 ７ 年度 朝鮮総督府学務局 昭和 ７ 年

６ 朝鮮学事例規　昭和1３年度（上） 朝鮮総督府学務局 昭和1３年

７ 朝鮮学事例規　昭和1３年度（中） 朝鮮総督府学務局 昭和1３年

８
朝鮮学事例規　昭和1３年度（下）

例規集（学事関係）　昭和1４年 ４ 月現在

朝鮮総督府学務局

釜山府

昭和1３年

昭和1４年

９ 関東庁・文部省・朝鮮総督府・台湾総督府　現行学事法規 関東庁内務局学務課 昭和 ７ 年

◆第 ５巻～第 ９巻 　分冊本体価100,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-551７-３

渡部 学、阿部 洋 共編

編集復刻版

日本植民地教育政策史料集成（朝鮮篇）
全 ８ 集・別 1 集　全6９巻・総７４冊

　従来我国の教育問題を論議するに当って、朝鮮・台湾などいわゆる「外地」、すなわち植民地の教育がな
おざりにされて来た。しかも今日迄この分野の資料は極めて断片的にしか見ることができず、且つ如何なる
文献が存在するのかも、あまり知られていなかった。本史料集成は、そのための史料的手がかりを提供す
るものであり我国では入手困難な史料を多く収集したが、特に朝鮮総督府教育要覧、教科書編纂趣意書、
諸学校一覧や隈本繁吉文書中の旧韓末教育史料等は貴重なものである。 （ʼ８７・2 刊）

残僅少

A5判・総1９,３00頁　揃本体価１,５５0,000円
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１0

各道長官ニ対スル総督訓示要領
朝鮮統治三年間成績
朝鮮に於ける新施政

朝鮮総督官房

朝鮮総督府

　　〃

明治４３年

大正 ３ 年

大正12年

朝鮮に於ける施設の一斑　大正1４年版

　　　　　〃　　　　　　昭和 ３ 年版

　　　　　〃　　　　　　昭和 6 年版

　　〃

　　〃

　　〃

大正1４年

昭和 ３ 年

昭和 6 年

１１・１２
朝鮮統治の諸問題
朝鮮施政に関する諭告・訓示並に演述集 
　昭和 2 年 ４ 月～12年 ３ 月

渡辺豊日子

朝鮮総督府

昭和 ８ 年

昭和12年

１３・１４ 諭告・訓示・演述総攬 
　朝鮮総督官房文書課編纂

朝鮮行政学会 昭和16年

１５ 諭告・訓示・演述総攬 
　第 2 集　朝鮮総督官房文書課編纂

朝鮮行政学会 昭和1８年

１６

教育ニ関スル勅語ノ奉釈上特ニ注意スヘキ諸点
朝鮮訳・漢訳教育勅語
教育勅語渙発満四十年記念要項
公立普通学校予算表　大正 ４ 年度

騒擾と学校
新施政と教育
朝鮮の統治と基督教
公立学校長会諮問事項答申書
朝鮮学制改正案要領
朝鮮教育令改正案
朝鮮教育制度改正要項
朝鮮教育令案・朝鮮教育令案参照条文 
Revised Educational Regulations for Chosen, 
Promulgated under date of February ４,1922
臨時教育調査委員会決議要項
教育制度施行に関する沢柳博士の意見書

朝鮮総督府

　　〃

朝鮮総督府学務局

朝鮮総督府内務部学務局

朝鮮総督府学務局

　　　〃

半井 清

慶尚北道

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

Educationalbureauof
GovernmentGeneralof
Chosen

　　〃

　　〃

大正 ７ 年

大正 5 年

昭和 5 年

大正 5 年

大正 ９ 年

大正10年

大正10年

大正 ９ 年

大正 ８ 年

大正 ９ 年

　〃

大正15年

大正10年

　〃

１７

内地人教育の現状
国語普及の状況
釜山中等教育機関設置ニ関スル陳情書

江陵高等普通学校設置ニ関スル陳情書

朝鮮総督府ニ於ケル一般国民ノ教育普及 
振興ニ関スル第一次計画
朝鮮人学齢児童就学ノ状況　―併合年より昭和 ９ 年迄

書堂改善ニ関スル具体的意見
学校教練実施決定案

朝鮮総督府学務局

　　　〃
釜山府学校費評議員
及学務委員

江原道江陵高等学校
普通学校期成同盟会

朝鮮総督府

朝鮮総督府学務局

　　　〃

―――――

大正 ９ 年

大正10年

大正11年

大正12年

昭和 ３ 年

昭和 ９ 年

昭和 ８ 年

昭和 ４ 年

朝鮮教育令改正関係書類（枢密院審査関係書類） ――――― 　〃

第 ３集 教育施策関係資料　全 8 巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年月
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１７

朝鮮教育令改正参考資料
朝鮮に於ける同盟休校の考察
光州学生事件以後ニ於ケル学生運動取締方針
学生事件裏面系統図
在満朝鮮人と教育問題

―――――

朝鮮総督府警務局

　　　〃

　　　〃

桑畑 忍

昭和 ４ 年

　〃

昭和 5 年

　〃

昭和 ４ 年

国民精神総動員指導者必携　改訂版 国民精神総動員
全羅南道聯盟

昭和15年

◆第１0巻～第１7巻 　分冊本体価160,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-551８-0

第 ４集 教育書編纂関係資料　全 ７ 巻（総 ９ 冊）
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

１８

旧 学部編纂普通学校用教科書並ニ旧学部検定及
認可ノ教科用図書ニ関スル教授上ノ注意
並ニ字句訂正表
教科用図書一覧　改訂第 6 版

　　　〃　　　　改訂第 ９ 版

朝鮮総督府編纂教科書概要
現行教科書編纂の方針
普通学校教科書編纂趣意書　第 1 編

普通学校用仮名遣法
普通学校用送仮名法
国語の発音及語法に関する調査

国語教授上参考すべき事項

国語教授法

朝鮮総督府内務部学務局

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

朝鮮総督府学務局

朝鮮総督府

　　〃

　　〃
官立漢城外国語学校
金沢庄三郎

朝鮮総督府内務部学務局

鹿子生儀三郎
朝鮮総督府

明治４３年

明治４5年

大正 ４ 年

大正 6 年

大正10年

大正 5 年

大正 2 年

　〃

明治４４年

明治４5年

大正元年

１９
（上）

朝鮮総督府編纂教科用図書概要
普通学校修身書編纂趣意書 
・普通学校朝鮮語読本編纂ノ要旨
既認可教科用図書一覧　大正1４年 ４月～昭和2 年 ７月

本府編纂教科用図書一覧　昭和12年 ７ 月現在

普通学校修身書 巻一・巻二　編纂趣意書
普通学校国語読本 巻二　編纂趣意書
普通学校朝鮮語読本 巻一　編纂趣意書
　　　　〃　　　　 巻二　編纂趣意書
普 通学校国語読本 巻五・普通学校朝鮮語読本 巻三・
普通学校国史 巻一・初等地理書 巻一・
初等理科書 巻二　編纂趣意書

朝鮮総督府

　　〃

朝鮮総督府学務局

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

朝鮮総督府

大正1４年

大正1３年

昭和 2 年

昭和 5 年

　〃

　〃

昭和 6 年

昭和 ７ 年

1９
（中）

普 通学校国語読本 巻六・普通学校国語読本 巻七・
普通学校朝鮮語読本 巻四・普通学校国史 巻二・
初等地理書 巻二・初等理科書 巻三　編纂趣意書

普 通学校国語読本 （四年制） 巻五・
普通学校朝鮮語読本 （四年制） 巻三　編纂趣意書

朝鮮総督府

　　〃

昭和 ８ 年

　〃
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第 ５集 朝鮮教育関係著書　全10巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

25 朝鮮教育論 幣原 坦 大正 ８ 年

26

朝鮮の教育　（付）外人学校長処分ニ関スル顛末書

朝鮮の教育制度略史

弓削幸太郎

高橋 亨

大正12年

大正 ９ 年

朝鮮教育ノ沿革
朝鮮教育制度史

朝鮮総督府学務局

小田省吾

大正10年

大正1３年

2７ 朝鮮教育史考 高橋濱吉 昭和 2 年

2８

朝鮮教育問題管見
朝鮮教育の側面観

大野謙一

渡辺豊日子

昭和11年

昭和 ９ 年

朝鮮教育の断片
帝国主義治下における朝鮮の教育状態

高尾甚造

李 北満

昭和11年

昭和 6 年

2９
体験五年 安山の卒業生指導
卒業生指導施設ノ実際　昭和 6 年調

卒業生指導 更生をめざして

林 虎蔵

慶尚南道

　 〃

昭和 ７ 年

昭和 6 年

昭和 ８ 年

1９
（中）

認可教科用図書一覧　昭和6 年10月～昭和７ 年 ９月

　　　　〃　　　　　昭和７ 年10月～昭和８ 年 ９月

各科教育の動向

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

西川末吉

昭和 ７ 年

昭和 ８ 年

昭和10年

1９
（下）

修身訓練の諸問題と其の実際
各科教授要綱
各科教授ノ方針並学習指導綱領

京城師範学校醇和会

京城第一公立高等普通学校

清州公立高等普通学校

昭和 ４ 年

昭和10年

昭和12年

20

本府発行教科用図書一覧　昭和1４年 5 月現在

教科書編輯彙報　第 1 集

　　　〃　　　　第 2 集

朝鮮総督府編纂国語読本教材要旨　自巻1～至巻 ８

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

京城女子師範学校国漢研究部

昭和1４年

昭和1３年

　〃

　〃

21
教科書編輯彙報　第 ３ 集

　　　〃　　　　第 ４ 集

初等朝鮮語読本　全（簡易学校用）編纂趣意書

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

昭和1４年

　〃

　〃

22

教科書編輯彙報　第 5 集

　　　〃　　　　第 6 集

　　　〃　　　　第 ７ 集

初等国史編纂趣意書　第 5 学年

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

　　〃

昭和15年

　〃

　〃

　〃

2３

教科書編輯彙報　第 ８ 集国民学校特輯

　　　〃　　　　第 ９ 集国民学校特輯

　　　〃　　　　第10集国民学校特輯

　　　〃　　　　第11集国民学校特輯

朝鮮総督府

　　〃

　　〃

　　〃

昭和16年

　〃

　〃

昭和1７年

2４
中学校教科教授及修練指導要目
師範学校教科教授及修練指導要目

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

昭和1８年

昭和1９年

◆第１8巻～第2４巻 　分冊本体価180,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-551９-７
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３0
朝鮮と簡易学校
簡易学校経営指針
簡易学校状況調

池田林儀

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

昭和10年

昭和 ９ 年

　〃

３1
教育学教科書
朝鮮学校管理法

朝鮮総督府

高橋濱吉

大正元年

昭和11年

３2

学制改革と義務教育の問題
志願兵制度の現状と将来への展望
朝鮮教育行政
鮮満の興亜教育

八木信雄

海田 要

岡 久雄

伊藤猷典

昭和1４年

　〃

昭和15年

昭和1７年

３３ 皇国臣民教育の原理と実践 朝鮮初等教育研究会 昭和1４年

３４ 朝鮮国民学校教則の実践 八束周吉 昭和16年

◆第2５巻～第3４巻 　分冊本体価200,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-5520-３

第 ６集 地方教育誌　全 ５ 巻（総 6 冊）
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

３5

京畿道教育及宗教一班　大正10年度

　　　　 〃 　　　　　大正1３年度

京畿道教育及宗教要覧
京畿道ノ教育ト宗教　昭和 5 年度

　　　　〃　　　　　昭和11年度

京畿道の教育と宗教　昭和11年度

京畿道学務課

　　 〃

　　 〃

―――――

―――――

―――――

大正10年

大正1３年

昭和 ３ 年

昭和 5 年

昭和12年

　〃

３6

京畿道 教育と宗教要覧　昭和1４年度

　　　　 〃 　　　　　昭和16年度

京城府学事一覧　大正1３年度

　　　〃　　　　昭和 2 年度

京城府教育概況　昭和1３年度？

教育及社寺宗教一覧　昭和10年度

―――――

―――――

―――――

―――――

京城府

忠清北道学務課

昭和1４年

昭和16年

大正1３年

昭和 2 年

――

昭和11年

３７

平安南道の教育と宗教　昭和 ７ 年度

　　　　 〃 　　　　　昭和12年度

教育及宗教一班　大正12年度

黄海道学事及宗教　昭和1３年度

平安南道教育会

　　　〃

平安北道

黄海道

――

昭和1３年

――

昭和1４年

３８
咸鏡南道教育一班　大正15年 6 月調 咸鏡南道教育会 大正15年

学事及宗教要覧　昭和 6 年度

江原道教育要綱

咸鏡北道

江原道教育会

昭和 6 年

昭和10年

３９
（上）

全羅南道教育及宗教一班　大正15年度

　　　　　〃　　　　　　昭和 2 年度

（全羅南道）学校分布図　昭和 2 年10月末現在

教育及宗教一班　昭和 6 年度

教育及宗教要覧　昭和 6 年度

―――――

―――――

全羅南道

　 〃

全羅北道

大正15年

昭和 2 年

　〃

昭和 6 年

　〃

３９
（下）

慶尚南道学事及社寺宗教一班　大正12年度 ――――― 大正12年
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第 ７集 学校要覧類（含：日本留学･ 
社会教育関係） 全 6 巻（総1４冊）

巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

４0～４2 朝鮮教育大観 西村緑也 昭和 ７ 年

４３
（上）

京城寿松公立普通学校一覧表
富民公立普通学校一覧表
蔚山公立普通学校一覧表
学校経営（新義州公立普通学校）
創立三十周年記念（京城渼洞公立普通学校）
釜山第六公立尋常小学校経営一覧表
創立五十周年記念誌

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

仁川公立尋常高等小学校

昭和 ７ 年

　〃

昭和 6 年

昭和 ７ 年

昭和11年

　〃

　〃

４３
（下）

（京城第一公立高等普通学校学友会）学友会誌　第 ３ 号

（高敝高等普通学校）規約書
（　　　 〃 　　　）役員名簿
実業教育要覧

（京城公立農業学校）本校教育施設概要
朝鮮人教育 私立各種学校状況

京城第一公立高等普通学校
学友会

高敝高等普通学校

　　　 〃

朝鮮総督府

京城公立農業学校

朝鮮総督府学務局

昭和11年

昭和 ７ 年

　〃

大正 ８ 年

昭和10年

大正 ９ 年

４４
京城師範学校総覧
官立京城師範学校一覧
京畿道公立師範学校一覧　創立第 2 年

京城師範学校

官立京城師範学校

京畿道公立師範学校

昭和 ４ 年

昭和 ８ 年

大正1３年

４5
京城帝国大学一覧　昭和 ８ 年

　　　 〃 　　　　昭和16年

京城帝国大学

　　〃

昭和 ８ 年

昭和16年

４6

京城帝国大学予科一覧　大正1３年

　　　　 〃 　　　　　昭和 ３ 年

（京城帝国大学法文学部）教務例規集　昭和11年

京城帝国大学予科

　　　 〃

京城帝国大学文学部

大正1３年

昭和 ３ 年

昭和11年

京城帝国大学予科教授要綱
京城帝国大学予科修練要綱
京城帝国大学建築概要

朝鮮総督府

　　〃

―――――

昭和1８年

　〃

大正1３年

４７
京城法学専門学校一覧　昭和 6 年度

　　　　 〃 　　　　　昭和11年

京城高等商業学校一覧　昭和1３年度

京城法学専門学校

　　　 〃

京城高等商業学校

昭和 6 年

昭和11年

昭和1３年

４８

京城高等工業学校一覧　昭和10年

　　　　 〃 　　　　　昭和11年

水原高等農林学校要覧　昭和 ７ 年

京城高等工業学校

　　　 〃

水原高等農林学校

昭和10年

昭和11年

昭和 ７ 年

水原農林専門学校校友会会報 水原農林専門学校校友会 大正 ７ 年

３９
（下）

慶尚北道教育及宗教一班　大正11年度

　　　　　 〃 　　　　　大正12年度

釜山教育五十年史

―――――

―――――

釜山教育会

大正11年

大正12年

昭和 2 年

◆第3５巻～第3９巻 　分冊本体価120,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-5521-0
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４９
京城医学専門学校一覧　昭和 5 年

朝鮮総督府京城医学専門学校一覧　昭和15年

大邱医学専門学校諸規程輯覧

京城医学専門学校

　　　 〃

大邱医学専門学校規定輯覧

昭和 5 年

昭和15年

――

50

京城薬学専門学校一覧　昭和10年 京城薬学専門学校 昭和10年

財団法人普成専門学校一覧
セブランス連合医学専門学校一覧　昭和15年 ４月現在

梨花女子専門梨花保育学校一覧　昭和12年

普成専門学校
セブランス連合医学専門学
校
梨花女子専門学校

大正1４年

昭和15年

昭和12年

51
（上）

学校を中心とする社会教育状況

朝鮮社会教化要覧

朝鮮総督府学務局

朝鮮総督府学務局
社会教育課

大正11年

昭和1３年

51
（下）

朝鮮社会教育要覧
留学生ニ関スル件
在京朝鮮人一般ノ現況ニ関スル件
在内地朝鮮学生状況
在京朝鮮人ニ関スル団体調
朝鮮人発行雑誌調
朝鮮人学生調
給費生成績報告ノ件
在内地朝鮮学生状況調
在内地朝鮮学生調　昭和元年12月現在

　　　〃　　　　　昭和 2 年11月現在

在内地朝鮮学生状況調　昭和 5 年末現在

東 京在留朝鮮人学生ノ夏期休暇中ノ講演会
ニ対スル対策
大阪府在住朝鮮人教育調査

朝鮮総督府学務局社会教育課

―――――

―――――

朝鮮総督府学務局

警務局

　〃

　〃

朝鮮教育会

―――――

朝鮮教育会奨学部

　　　〃

朝鮮教育会奨学部

京畿道第三部

大阪府庁内内鮮協和会

昭和16年

大正 ８ 年

　〃

大正 ９ 年

　〃

　〃

　〃

大正1４年

大正15年

昭和元年

昭和 2 年

昭和 5 年

大正10年

昭和 6 年

朝鮮奨学会設立趣意書及規程
内地在留学生指導に関する意見書

朝鮮奨学会事務所

高山秀雄

昭和16年

昭和16年

◆第４0巻～第５１巻 　分冊本体価280,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-5522-７

第 ８集 教育統計　全11巻
巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年

52
学事統計　明治４３年度

朝鮮人教育 私立学校統計要覧　明治４5年度

　　　　　　〃　　　　　　　 大正 ４ 年度

朝鮮総督府

朝鮮総督府内務部学務局

　　　　　〃

明治４４年

大正 2 年

大正 5 年

5３
朝鮮諸学校一覧　大正 ７ 年度

　　　〃　　　　大正 ８ 年度

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

大正 ８ 年

大正 ９ 年

5４
朝鮮諸学校一覧　大正11年度

　　　〃　　　　大正15年度

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

大正12年

昭和 2 年

55 朝鮮諸学校一覧　昭和 ４ 年度 朝鮮総督府学務局 昭和 5 年

56 朝鮮諸学校一覧　昭和 6 年度 朝鮮総督府学務局 昭和 ７ 年

5７ 朝鮮諸学校一覧　昭和 ７ 年度 朝鮮総督府学務局 昭和 ８ 年

5８ 朝鮮諸学校一覧　昭和 ８ 年度 朝鮮総督府学務局 昭和 ９ 年
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5９ 朝鮮諸学校一覧　昭和 ９ 年度 朝鮮総督府学務局 昭和10年

60
朝鮮諸学校一覧　昭和11年度 朝鮮総督府学務局 昭和12年

朝鮮諸学校一覧　昭和12年度

学事参考資料　昭和12年

朝鮮総督府学務局

朝鮮総督府学務局学務課

昭和1３年

昭和12年

61
朝鮮諸学校一覧　昭和1３年度

　　　〃　　　　昭和15年度

　　　〃　　　　昭和16年度

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

　　　 〃

昭和1４年

昭和16年

昭和1７年

62
朝鮮諸学校一覧　昭和1７年度

　　　〃　　　　昭和1８年度

朝鮮総督府学務局

　　　 〃

昭和1８年

昭和1９年

◆第５2巻～第62巻 　分冊定価220,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-552３-４

6３

韓国ニ於テ学務顧問傭聘ノ件
韓国ニ傭聘セラレ居ル本邦人取リ調ベノ件
韓国教育改良案　（明治３８年 ４ 月）

教育改良ニ関スル報告書　（明治３８年 ８ 月）

　　　　　〃　　　　　　（明治３８年10月）

　　　　　〃　　　　　　（明治３８年11月）

日韓新協約ノ影響トシテノ学部々内ノ情況
光武九年韓国学政改善概況
韓国教育
韓国教育ノ既往及現在
韓国教育ノ現状
儒学ト科挙
各道観察使ニ対スル伊藤統監ノ諮問並訓示

林 権助ほか

林 権助

幣原 坦

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

韓国学部

　 〃

　 〃

―――――

統監官房

明治３８年

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

明治４2年

　〃

明治４３年

――

明治４1年

観察使会議要録　（明治４2年 ７ 月）

時弊矯正ニ関スル訓令及訓諭　（明治４３年 1 月）

韓国ニ於ケル日本ノ至難事　（1９0９年12月12日付）

The principal difficulty of the Japanese in 
Korea: a reply by J. Bolljahn.
東亜ロイドのボリアン氏への反論
Korean educational work 
　（TheJapanAdvertiser1９10年 ３ 月25日付）

韓国だより　（ケルン新聞1９10年 ３ 月26日付）

韓国学部

　 〃

―――――

東亜ロイド

―――――

―――――

―――――

明治４2年

明治４３年

――

隆煕 ３ 年

――

隆煕 ３ 年

――

6４

学部職員履歴書　（隆煕元年八月現在）

学部職員録　（隆煕三年七月十五日現在）

教育法規抄　（隆煕三年八月現在）

韓国学部

　〃

　〃

隆煕元年

隆煕 ３ 年

　〃

私立学校令
学会令

韓国学部

　〃

隆煕 2 年

　〃

別 集 旧韓末教育史資料
　―隈本繁吉文書　全 ７ 巻

巻号 資　料　名 刊　行　者 刊行年
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４ ．教　育

6４

私立学校補助規程 韓国学部 隆煕 2 年

公立私立学校認定ニ関スル規程
教科用図書検定規程
学部編纂教科用図書発売ニ関スル訓令
書堂ニ関スル訓令
私立学校学則記載例
私立学校設立認可請願書式
私立学校令解説
実業学校設立認可請願書式

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

――

隆煕 2 年

隆煕 ４ 年

65

第二回官公立普通学校教監会議要録　（隆煕 2 年 ７月）

普通学校教養ニ関スル施設綱要　（隆煕 ３ 年12月）

普通学校学徒訓練資料　（隆煕 ４ 年 ４ 月）

官公立学校職員服務須知　（隆煕 ３ 年11月）

学部の実業教育施設に関する俵学部次官の講話
官立漢城外国語学校一覧　（隆煕 ３ 年 ３ 月）

韓国学部

　〃

　〃

　〃

―――――

―――――

隆煕 2 年

隆煕 ３ 年

隆煕 ４ 年

隆煕 ３ 年

――

隆煕 ３ 年

66

韓国教育と警察行政　（隆煕 ３ 年 ９ 月）

明 治四十三年七月十三日韓国駐箚各道憲兵隊長
（警務部長）会議席上俵学部次官演説要領
報告書
巡幸ト地方教育　（明治４2年 5 月）

学事状況報告第六回要録　（隆煕 ４ 年）

普通学校実業学校学事状況報告要録 
　自明治４３年10月至同４４年 ９ 月

平安北道教育視察団視察経過及感想一班 
　（隆煕 ４ 年 ７ 月）

各種教育統計（隆煕 ４ 年）
朝鮮総督府統計年報　（明治４３年）第1９教育

韓国学部

―――――

隈本繁吉

俵 孫一

韓国学部学務局

朝鮮総督府内務部学務局

韓国学部

―――――

朝鮮総督府

隆煕 ３ 年

明治４３年

――

明治４2年

隆煕 ４ 年

――

隆煕 ４ 年

隆煕 ４ 年

明治４３年

6７

漢城府内私立学校
学会代表者招集席上学部次官演説筆記　（明治４1年10月）

京城府内私立学校現状一班　（明治４３年）

北韓地方ニ於ケル基督教学校視察復命　（明治４5年 ７月）

漢城府内基督教学校状況一班　（隆煕 ４ 年 6 月）

韓国現時に於ける教育制度と宗教との関係 
　（隆煕 ４ 年）

在韓宣教師ニ対スル意見
韓国国民的理想の必要　（明治４３年）

大会瞥見 
―伊川ニ於ケル南部メソジスト会議ト運動者 
　（明治４３年）

韓国学部

朝鮮総督府内務部
学務局学務課

隈本繁吉

学部次官 俵 孫一

―――――

俵 孫一

H.B.ハルバート

G.J.B.デヴィス

明治４1年

明治４３年

明治４5年

隆煕 ４ 年

　〃

――

明治４３年

　〃

教科用図書一覧　増補第 ４ 版（隆煕 ４ 年刊）

　　　〃　　　　増補第 5 版（隆煕 ４ 年刊）

韓国学部編集局

　　　〃

隆煕 ４ 年

　〃
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ISBN 978-4-8447-8341-1
A5判・200頁 本体価５,000円

6７ 教科用図書取締ニ関スル報告 筒井松太郎 ――

6８
普通教育学　（隆煕 ４ 年刊）
押収新聞記事摘要　自隆煕 ３ 年 ７月1日至同年12月末日

大韓興学報摘訳　自隆煕 ３ 年 ３ 月至同年12月

韓国学部

内部警務局

隆煕 ４ 年

――

6９

学科意見書
学政ニ関スル意見書
意見書（韓国行政ノ根本要義）
農業教育ニ関スル私見
朝鮮学制案ノ要旨
学制案修正要点
朝鮮公立普通学校及官立諸学校整理案
学制及其他ニ関スル意見
隈 本書記官ノ普通学校教科課程改正要項ニ
対スル修正意見

〈付〉 普通学校教科課程改正要項案
契 約（英国人フランプトン等） 
〈付〉 福井県立中学校の英語教師との雇用契約

朝鮮総督府ニ於ケル医事教育摘要

隈本繁吉？

隈本繁吉

隈本繁吉？

学部書記官沢誠太郎

寺内正毅？

隈本繁吉

隈本繁吉

隈本繁吉？

増戸鶴吉

隈本事務官

隈本繁吉

隈本繁吉

明治４2年

明治４３年

――

――

――

――

明治４３年？

――

――

――

明治４４年

明治４5年？

◆第63巻～第6９巻 　分冊本体価210,000円　ISBN ９７８-４-８４４７-552４-1

　日本植民地教育政策史料集成（朝鮮篇） 全 ９ 集
の収録資料について利用者の便を計るべく、「総
目録」「解題」「書名索引」をまとめたもの。
 （ʼ９1・７ 刊）『日本植民地教育政策史料集成（朝鮮篇）』

総目録・解題・索引

阿部 洋 編
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A5判 揃本体価９９４,000円

４ ．教　育

新教育関係史料シリーズ

配本 原本発行年月 原本巻号 冊数 分冊本体価 ISBN

1 大正 ９ 年 ４ 月～大正1３年 ９ 月 教育問題研究 1 号～同5４号 1４ 238,000円 ９７８-４-８４４７-８5８5-９

2 大正1３年10月～昭和 ３ 年 ３ 月 教育問題研究55号～同９6号 1４ 238,000円 ９７８-４-８４４７-８5８6-6

３ 大正15年 ８ 月～昭和 5 年 6 月 　　　　　　全人 1 号～同20号
教育問題研究全人21号～同４７号 15 2５５,000円 ９７８-４-８４４７-８5８７-３

４
昭和 5 年 ７ 月～昭和 ８ 年 ９ 月 教育問題研究全人４８号～同８７号

16 263,000円 ９７８-４-８４４７-８5８８-0
附巻　解題・総目次･執筆者索引

刊　行　内　容

　大正デモクラシーという土壌の中から起こっ
た多くの新教育運動は、それまでの学校教育の
枠にとらわれず、より自由な立場から教育の本
質を求め、その本来のありかたを情熱的に探究
しようとした。
　大正 6 年に柳澤政太郎によって創設された成
城学園はその新しい教育の実験学校であった。
「個性尊重の教育」、「自然に親しむ教育」、「心
情の教育」、「科学的研究を基とする教育」、を基
本理念とし、その実践結果は、大正 ９ 年に成城

学園から創刊された月刊誌「教育問題研究」に逐次発表され、当時の教育界に多大な影響を与えた。本
誌は大正から昭和初期の全国教育界をリードした新教育理論と実践の貴重な記録である。 （ʼ８９・９ 刊）

成城学園教育研究所 編／解題 北村和夫 

教　育　問　題　研　究
全5８巻・附 1 巻

復刻版
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A5判 揃本体価１,27５,000円

配本 原資料名 原本号数 刊行年月日（昭和） 巻号 本体価格 ISBNコード

1
『学園日記』

第 1 号～第16号 ４ ･ 6 ･20～ 5 ･11･ 1 vol.1～vol.４ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02８３-2

2 第1７号～第３1号 5 ･12･ ８ ～ ７ ･ 2 ･10 vol.5～vol.８ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02８４-９

３ 『学園日記　
労作教育研究』

第３2号～第４４号 ７ ･ ３ ･ 1 ～ ８ ･ ３ ･10 vol.９ ～vol.12 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02８5-6

４ 第４5号～第5３号 ８ ･ ４ ･25～ ８ ･12･20 vol.1３～vol.15 全 ３ 巻 7５,000円 ９７８-４-８４４７-02８6-３

5

『女性日本』

第 1 号～第1９号 ７ ･ 5 ･ 1 ～ ８ ･12･10 vol.16～vol.1９ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02８７-0

6 第22号～第３6号 ９ ･ 5 ･ 1 ～10･ ８ ･ 1 vol.20～vol.2３ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02８８-７

７ 第３７号～第55号 10･ ９ ･15～12･ 6 ･ 1 vol.2４～vol.2７ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02８９-４

８ 『女性日本』 第56号～第７2号 12･ ７ ･10～1３･12･ 1 vol.2８～vol.３0 全 ３ 巻 7５,000円 ９７８-４-８４４７-02９0-0

９
『教育日本』

第55号～第７0号 ９ ･ 6 ･15～11･ ４ ･2３ vol.３1～vol.３４ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02９1-７

10 第７1号～第８6号 11･ 5 ･2４～1３･ ８ ･20 vol.３5～vol.３８ 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02９2-４

11

『全人』

第７３号～第８８号 1４･ 1 ･ 1 ～15･ ４ ･10 vol.３９～vol.４2 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02９３-1

12 第８８号～第106号 15･ 5 ･ 1 ～16･11･10 vol.４３～vol.４6 全 ４ 巻 １00,000円 ９７８-４-８４４７-02９４-８

1３ 第10７号～第1３７号 16･12･ 1 ～1９･ 6 ･ 1 vol.４７～vol.51 全 5 巻 １2５,000円 ９７８-４-８４４７-02９5-5

収　録　内　容

小原國芳 編纂／玉川学園出版部 刊
解題 白栁弘幸、槻木瑞生

玉 川 学 園 機 関 誌 
全 5 誌･総51巻

　昭和 ４ 年 ４ 月 ８ 日に創立された玉川学園は、
創立者･小原國芳の描く「夢の学校」の実現に向
けて、またその記録を残すために機関誌『学園
日記』を発行する。その後、『学園日記　労作教
育研究』『教育日本』と名前を変えながら、『女
性日本』『全人』も刊行された。
　これらの資料を通読することで、昭和戦前期
の新教育や労作教育がどのように展開されて
いったのか、新教育運動についての新しい発見
が生まれるであろう。 （ʼ16・5～ 刊行開始）

編集復刻版
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ISBN 978-4-8447-8313-8
B5判・11８頁 本体価3,000円

ISBN 978-4-8447-5456-5
A5判・260頁 本体価3,000円

阿部 洋 編著 　本書は日本の戦後教育改革との比較の視点から
十数年前に発表された研究論文を単行本化したも
のである。その独創的研究成果は発表誌の特殊性
から韓国史関係などの一部研究者を除き、我国の
教育学界にはほとんど知られていないが、斯学研
究の進展に重要な意義を持つものと確信してい
る。 （ʼ９７・1 刊）

残僅少

韓 国 の 戦 後 教 育 改 革
執筆者　阿部 洋／稲葉継雄／馬越 徹／佐野通夫
　　　　関 英子／フランクリン・レイ／リチャード・ワース

ISBN 978-4-8447-8481-7
A5判・４00頁 本体価3,５00円

佐藤由美 著

植 民 地 教 育 政 策 の 研 究
―朝鮮・1９05～11―

　「顧問政治の開始」、「韓国保護国化」、「次官政
治開始」、「韓国併合」と続く日韓関係激動期を
四期に分け、教育政策の中心的担い手であった
日本人学務官僚の朝鮮観・教育思想・その活動を
軸に論述。韓国の教育近代化が日本の植民地教
育政策にからめとられて行く過程を丹念に、人
物中心に描写した力作。 （ʼ00・2 刊）ISBN 978-4-8447-8493-7

A5判・３３2頁 本体価９,000円

４ ．教　育

　「教育時論」「教育界」など、明治期の教育雑誌
類に収録されている数多くの関係記事・論説を分
類整理し、日清戦争を機に中国や韓国への関心を
急速に深めて行った日本教育界の動向や、両国の
教育近代化過程に関する貴重な資料を提供する。

明治後期教育雑誌にみられる
中国・韓国教育文化関係記事目録

近代アジア教育史研究会（代表 阿部 洋） 編

残僅少

ʼ８９・３  初版
ʼ９2・10  2 版（

（

阿部 洋 著

中国の近代教育と明治日本
　中国は、かつて二十世紀初頭の教育近代化過程
において、そのモデルを日本に求めた。年に一万
人を越える留学生が日本で学び、また数百人の日
本人教師たちが招かれて中国各地の教壇に立っ
た。併し日本教育の隆盛はわずか十年足らずで衰
退に赴き、代わってアメリカがモデルとして登場
する。本書は、この清末＝明治末期における日中
教育交流の「栄光と挫折」の具体相とその要因を
構造的に解明し、そこに歴史的教訓を見出そうと
する。 ʼ９0・８  初版

ʼ02・6   2 版（

（

残僅少
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　大正期は、米騒動、ロシア革命、三一独立運
動など、歴史的事件が相次いで起きた時代であ
る。同時に、さまざまな思想が咲き乱れた時代
でもあった。こうした状況の中で、一部の台湾
人留学生は諸啓蒙運動を展開していく。それに
伴い、東アジア知識人との交流は、彼等が自ら
の関心を本島台湾からアジアへ、さらに世界へ
と広げて行く際の重要な契機になった。
　本書は、大正期に日本に「留学」した台湾人

の思想と行動を、彼等をとりまく国家的制度や社会的ネットワークなどの歴史的文脈とともに分析して
いる。戦前日本における「台湾人留学生」を対象に、その内面を掘り下げた最初の本格的総合研究として、
正に第一級のものである。
　さらに、従来の研究において重視されて来た、東京大学の矢内原忠雄を中心とするキリスト教のネッ
トワークに加え、早稲田大学、明治大学、中央大学等の私立大学専門部を台湾人留学生の活動舞台とし
て設定し、従来ほとんど顧みられなかった「亜細亜公論」等の新資料を積極的に利用し、大正期台湾人「留
学」生がどのように知識形成し、どのようにそれを実践的活動につなげていったかを生き生きと描き出
すことに成功している。 （ʼ12・2 刊）

紀 旭峰 著／すいせん 梅森直之、後藤乾一

大正期台湾人の「日本留学」研究

　中国教育近代化の過程において、キリスト教
学校が果たした役割を高等教育の分野を中心に、
実証的に解明することを目指す。中心テーマを、
キリスト教学校とナショナリズムとの対応関係
に置き、激動する中国の政治社会状況のもとで
のキリスト教学校の変容・消滅の過程を、戦前戦
後の日本・欧米および中国での研究成果をふま
え、「日本外務省記録」や「アメリカ国務省記録」、
更にはプロテスタント各派宣教会報告書など、
新たに発掘した多くの第一次史料を駆使し、日

本の場合との比較的視点に立って、具体的且つ詳細に描く。
　著者の急逝により、恩師および同学の士らが故人の果たせなかった志を引きつぎ、関連論考六編を加
えて増補改訂版として刊行。 （ʼ10・７ 刊）

佐藤尚子 著／阿部 洋 編

中国ミッションスクールの研究
―増補改訂 米中教育交流史研究序説―
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