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上山安敏先生著作目録等抄（十四訂稿） 

―西村稔先生追悼集・著作目録の件― 

               （令和4（2022）年6月24日（金）現在） 
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（作成経緯）                      

           HP 初出: 平成 22（2010）年 8 月 5 日（木）初稿作成 

               平成 22（2010）年 8 月 6 日（金）改訂稿作成  

               平成 22（2010）年 9 月 12 日（日）再訂稿作成  

               平成 22（2010）年 9 月 18 日（土）三訂稿作成  

               平成 24（2012）年 8 月 27 日（月）四訂稿作成  

               平成 27（2015）年 4 月 16 日（木）五訂稿作成  

                （著作目録三訂版〈暫定稿〉CD刊行の件追加）  

               平成 27（2015）年 7 月 24 日（金）六訂稿作成  

                （著作目録三訂版〈完成稿〉CD刊行の件追加）  

               平成 27（2015）年 9 月 19 日（土）七訂稿作成  

                （著作目録三訂版〈完成稿〉冊子版刊行の件追加）  

               平成30（2018）年3月9日（金）八訂稿作成 

                （著作目録四訂版CD刊行の件追加） 

               令和2（2020）年4月2日（木）九訂稿作成  

                （阪本尚文編『Aún aprendo それでもまだ学ぶぞ

                 ――西村稔先生追悼集』刊行の件追加）    

               令和2（2020）年4月5日（日）十訂稿作成  

                （上記阪本尚文編『Aún aprendo それでもまだ学
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                 ぶぞ――西村稔先生追悼集』刊行の件一部修正） 

               令和3（2021）年10月31日（日）十一訂稿作成  

                （上山安敏先生御逝去のことを記載。レイアウト

                 その他一部修正）  

               令和4（2022）年4月13日（水）十二訂稿作成 

                （上山安敏先生追悼CD発行関係の件を追加）  

               令和4（2022）年5月17日（火）十三訂稿作成 

                （「西村稔先生追悼集・著作目録の件」を副題と

                 しても追加、「4 上山安敏先生追悼文一覧抄」

                 を新設、「5 西村稔先生追悼集・著作目録の件」

                 を修正その他） 

               令和4（2022）年6月24日（金）十四訂稿作成   

                 （一部修正、追加）  



 3 / 11 

 

1 上山安敏先生の御逝去（令和3（2021）年10月31日追加）  

                           

 上山安敏先生（1925～2021）には令和3（2021）年10月28日長逝された。96歳。謹

んで御冥福をお祈りいたします。                       

〈https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%AE%89%E6%95%

8F〉 

〈https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/671459〉 

                    

2 上山安敏先生著作目録作成経緯  

                        

 （1）上山安敏先生の著作目録のそもそもは、昭和59（1984）年4月門生両氏作成の

『上山安敏先生著作目録』に遡る。その翌年に改訂版が出され、そこには、「上山先

生の御還暦をまえに」と題する昭和60（1985）年4月12日付けの「編集後記」がある。  

                     

 （2）次いで、御還暦時に刊行された『近代ヨーロッパ法社会史』（ミネルヴァ書房、

昭和62（1987）年4月25日刊）等の私家版分に、当時までのが上記目録を基にまとめ

られ、更に、『法学論叢』第124巻第3･4号（上山安敏教授還暦祝賀記念号、昭和64（  

1989）年1月刊）にも、ほぼ同様のものが収められた。なお、『奈良法学会雑誌』第1

3巻第3・4号（上山安敏教授・中野貞一郎教授（1925～2017）退任記念号、平成13（2

001）年3月1日刊）をも参照。 

                        

 （3）爾後の状況は、次のとおりである。  

 上山先生の卒壽を記念して平成27（2015）年3月31日に著作目録三訂版（暫定稿）C

D版、更に同年5月31日に同（完成稿）CD版、次いで、同年7月31日（完成稿）冊子版

が各刊行された。更に、平成30（2018）年1月1日に著作目録四訂版（CD版、「上山

先生目録」自体は同年3月1日時点作成）が作成された。令和3（2021）年秋先生御遠

逝の後、翌令和4（2022）年2月1日に著作目録五訂版（CD版）が刊行された。（平成

27年4月16日、同7月24日、同9月19日、平成30年3月9日、令和4年4月13日各一部修正、

追加） 

                      

3 上山安敏先生著作目録一覧抄  

                         

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（初稿）』（平成10（1998）年3月15日刊） 

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（初稿）（平成10年3月15日刊）補遺（初集）』  

 （平成11（1999）年7月31日刊、上記（初稿）の補遺、（正誤表最新版）平成14（  

 2002）年12月17日現在） 

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（新版）―ローマ法・法制史学者著作目録（第三  

 輯）―』（平成16（2004）年1月1日刊）（上記（初稿＋初稿補遺）の改訂版）  

・『高橋雄豺博士・中原英典氏・西本穎博士・上山安敏先生略年譜・著作目録 附録: 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%AE%89%E6%95%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%AE%89%E6%95%8F
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/671459
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 松井茂久『警官陶冶篇』・大森鍾一『直興遺筺抄』資料―ローマ法・法制史学者著  

 作目録選（第五輯）―』（平成17（2005）年5月1日刊）（上記（新版）の補遺）（平 

 成22年8月6日追加）  

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（二訂版）―ローマ法・法制史学者著作目録選（第 

 六輯）―』（平成18（2006）年5月15日刊）（上記（新版）の改訂版）（平成22年8 

 月6日一部修正） 

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（三訂版）（暫定稿）―ローマ法・法制史学者著

 作目録選（第十一輯）（暫定稿）―卒壽記念―』（CD版。平成27（2015）年3月31

 日刊）（上記（二訂版）の改訂版、ただし一部未作成。第十一輯之1）（平成27年4

 月16日追加）  

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（三訂版）（完成稿）―ローマ法・法制史学者著

 作目録選（第十一輯）（完成稿）―卒壽記念―  併載: 【附属参考資料】田中周友博

 士略年譜・著作目録（五訂版（五訂稿））』（CD版。平成27（2015）年5月31日刊。

 田中周友: 1900～1996）（上記（二訂版）及び（三訂版）（暫定稿）の改訂版。第

 十一輯之2）（平成27年7月24日追加） 

・『上山安敏先生略年譜・著作目録（三訂版）（完成稿）―ローマ法・法制史学者著

 作目録選（第十一輯）（完成稿）―卒壽記念―  併載: 【附属参考資料】田中周友博

 士略年譜・著作目録（五訂版（五訂稿））』（冊子版。平成27（2015）年7月31日

 刊）（上記（二訂版）及び（三訂版）（暫定稿）の改訂版。第十一輯之3）（平成2

 7年9月19日追加）        

・『CD版 ローマ法、法制史、明治警察史及び日本統治下台湾警察史の諸問題―ロー

 マ法・法制史学者著作目録選（第十三輯）― ―明治警察史雑纂（第四輯）― ―日

 本統治下台湾警察史雑纂（第八輯）―』（平成30（2018）年1月1日刊。ただし冊子

 版は作成できずCD版のみあり。）（「上山安敏先生略年譜・著作目録（四訂版）」

 （「上山先生目録」自体は同年3月1日時点作成）を収録。）（平成30年3月9日追加）  

・『CD版 上山安敏先生略年譜･著作目録（五訂版）―上山安敏先生追悼― ―併載: 

 【附属参考資料1】上山安敏先生エッセイ集（1964～2004） 【附属参考資料2】田

 中周友博士略年譜・著作目録（八訂稿）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第

 十四輯）―』（平田公夫・吉原達也・林智良・井上琢也四氏との共編、令和4（202

 2）年2月1日刊。ただし冊子版は作成できずCD版のみあり。）（令和4年4月13日追

 加） 

（参考）（ここには〔附録Ⅰ〕、〔附録 2〕として下記をも収載。）  

〔附録Ⅰ〕上山安敏先生関係資料  ····························································· 169 

 1 上山安敏先生関連著作  ······································································ 171 

 2 （特別寄稿 1）佐々木健氏作成「上山先生の学問像 : 講義と著作（教育と研究） 

 の相互作用」関係資料  ········································································ 178 

 3 （特別寄稿 2）佐々木健氏「上山安敏先生の講義と著書（追悼報告）」  ······· 188 

 4 上山安敏先生出題初期試験問題等   ······················································ 231 

 5 昭和 47（1972）年度西洋法制史講義一斑   ··········································· 235 
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 6 「近代ドイツの憲法状況と司法の構造」（1-22）（法律時報 45、46、47 巻所収） 

 及び『憲法社会史』（日本評論社、昭和 52 年 1 月 15 日刊）対照表（未定稿） ······· 237 

 7 講演レジメ「法制史の内と外―法制史を振り返って―」  ························· 246 

 8 アスコナ会の件  ············································································· 248 

 9 「上山安敏先生エッセイ集（1964～2004）」の件  ································· 250 

 10 『上山安敏先生略年譜・著作目録』編纂経緯   ····································· 258 

〔附録Ⅱ〕追悼文  ················································································· 261 

  上山安敏先生を偲ぶ  

               國學院大學名誉教授 小林 宏  ······················ 263 

  上山安敏先生の御指導     

               作家、元日本大学法学部教授 新井 勉  ········· 264 

  論文の戒め：田中周友先生と上山安敏先生―上山安敏先生追悼―  

               京都大学法学系教授 佐々木 健  ·················· 265 

  額縁と絵のあいだ――上山安敏先生と西村稔先生 

               福島大学行政政策学類准教授 阪本尚文  ········ 268 

  上山安敏先生の大智を継いで       

               公認会計士庄司会計事務所 庄司末光  ··········· 271 

・『CD 版 宮崎道三郎博士・小林宏先生・西村稔先生・高橋由利子先生略年譜・著  

 作目録―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）―（併載諸氏、敬称略） 【参

 考篇】千賀鶴太郎 戸水寛人 春木一郎 船田享二 武藤智雄 原田慶吉 田中周

 友 井上周三 吉野悟 栗生武夫 西本頴 久保正幡 上山安敏 池辺義象 中田

 薫 金田平一郎 小早川欣吾 牧英正 東川徳治 内藤吉之助 戴炎輝 筧克彦 

 近藤英吉 山崎丹照 井上紫電 【附 篇】佐倉孫三 湯目補隆 鷲巣敦哉 田宮

 良策 増田福太郎 向山寛夫 上原和 台大予科』（吉原達也・阪本尚文・高橋均  

 三氏との共編、令和4（2022）年4月1日刊。ただし冊子版は作成できずCD版のみあ

 り。）中の「【参考篇】上山安敏先生」に、上記「ローマ法・法制史学者著作目録選

 （第十四輯）所収の「上山安敏先生略年譜･著作目録（五訂版）」本体のみを再録。

 （令和4（2022）年5月17日追加） 

                   

4 上山安敏先生追悼文一覧抄（令和4（2022）年5月17日新設）  

              

＊1 『CD版 上山安敏先生略年譜･著作目録（五訂版）―上山安敏先生追悼― ―併載:

 【附属参考資料1】上山安敏先生エッセイ集（1964～2004） 【附属参考資料2】田

 中周友博士略年譜・著作目録（八訂稿）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第

 十四輯）―』（平田公夫・吉原達也・林智良・井上琢也四氏との共編、令和4（202

 2）年2月1日刊。ただし冊子版は作成できずCD版のみあり。）所収追悼文（令和4

 年5月17日追加）  

・國學院大學名誉教授 小林 宏「上山安敏先生を偲ぶ」（263頁） 

・作家、元日本大学法学部教授 新井 勉「上山安敏先生の御指導」（264頁） 



 6 / 11 

 

・京都大学法学系教授 佐々木 健「論文の戒め：田中周友先生と上山安敏先生―上山

 安敏先生追悼―」（265～267頁）  

・福島大学行政政策学類准教授 阪本尚文「額縁と絵のあいだ――上山安敏先生と西

 村稔先生」（265～270頁） 

・公認会計士庄司会計事務所 庄司末光「上山安敏先生の大智を継いで」（271～27

 5頁）      

                      

＊2 『有信会誌』第75号（京都大学有信会、令和4（2022）年3月1日刊）所収追悼文

 （令和4年5月17日追加） 

・京都大学教授（法学研究科・法学部） 伊藤孝夫「上山安敏先生追悼」（22～25頁）  

・慶應義塾大学総合政策学部教授（80年卒） 上山信一「東京の上山会―卒業後も続

 いた学年を超えたゼミ」（26～27頁）  

                    

5 西村稔先生追悼集・著作目録の件  

                              

 （1）阪本尚文編『Aún aprendo それでもまだ学ぶぞ――西村稔先生追悼集』の  

    刊行                               

 上山安敏先生御高弟である京都大学、岡山大学各名誉教授西村稔先生（1947～2019）

には、令和元（2019）年10月28日逝去された。謹んで御冥福をお祈りいたします。翌

令和2（2020）年2月28日に福島大学阪本尚文先生により同編『Aún aprendo それで

もまだ学ぶぞ――西村稔先生追悼集』（私家版、令和2〈2020〉年2月28日刊）が刊行

された（福島大学学術機関情報リポジトリ : 〈http://hdl.handle.net/10270/5154〉参

照。）。同書には、上山安敏先生「西村稔兄の思い出」、小林宏先生「西村稔兄を偲

ぶ」、阪本尚文先生「西村稔先生の教養思想をめぐる覚え書」等全21篇の「追悼文」、

「西村稔先生のエッセイその他」及び阪本先生編「西村稔先生年譜・著作目録」が収

録されている。〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉参照。  

 その後、上記阪本尚文先生「西村稔先生の教養思想をめぐる覚え書」の補遺として

同「学部の争い――西村稔先生の教養思想をめぐる覚え書拾遺」（警察政策学会警察

史研究部会編『近代警察史の諸問題  ―川路大警視研究を中心に―（第二輯）―武藤誠

氏・加藤晶氏・福永英男氏・戸髙公徳氏追悼記念論集―【下冊】』（警察政策学会資

料第115号、警察政策学会、令和3（2021）年5月8日発行）451～454頁が出た。〈htt

p://www.asss.jp/〉）（福島大学学術機関情報リポジトリ : 〈http://hdl.handle.net/10

270/5431〉参照。）（この段落、令和3（2021）年10月31日追加）  

 更に、令和4年に入り、阪本尚文先生の上山安敏先生追悼文「額縁と絵のあいだ――

上山安敏先生と西村稔先生」『CD版 上山安敏先生略年譜･著作目録（五訂版）―上山

安敏先生追悼―  ―併載 : 【附属参考資料1】上山安敏先生エッセイ集（1964～2004）

 【附属参考資料2】田中周友博士略年譜・著作目録（八訂稿）―  ―ローマ法・法制史

学者著作目録選（第十四輯）―』（令和4（2022）年2月1日刊）268～270頁が出た。 

〈http://hdl.handle.net/10270/5598〉  

http://hdl.handle.net/10270/5154
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
http://www.asss.jp/
http://www.asss.jp/
http://hdl.handle.net/10270/5431
http://hdl.handle.net/10270/5431
http://hdl.handle.net/10270/5598
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〈https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000005780/D-58.pdf〉 

               

 （2）阪本尚文編「西村稔先生年譜・著作目録――西村稔先生の人と学問」の刊行  

                             （令和4年5月17日追加） 

 阪本尚文先生には、上記のように、西村先生追憶の貴重な『Aún aprendo それでもま

だ学ぶぞ――西村稔先生追悼集』（2020（令和2）年2月28日刊、〈http://hdl.handle.net/

10270/5154〉）を編纂されたが、同先生はその後も機会をとらえて、西村先生関係御論考

を逐次公表されてこられた。而して先般下記「ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五

輯）」が刊行される機に、これら全部をまとめて同輯に収録するようにして下された。こ

れにより西村先生のお人柄とその御学問をより深く理解できるようになったことから、西

村法史学研究が今後更に進展することが期待される。        

                       

 『CD 版 宮崎道三郎博士・小林宏先生・西村稔先生・高橋由利子先生略年譜・著  

 作目録―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）―（併載諸氏、敬称略） 【参

 考篇】千賀鶴太郎 戸水寛人 春木一郎 船田享二 武藤智雄 原田慶吉 田中周

 友 井上周三 吉野悟 栗生武夫 西本頴 久保正幡 上山安敏 池辺義象 中田

 薫 金田平一郎 小早川欣吾 牧英正 東川徳治 内藤吉之助 戴炎輝 筧克彦 

 近藤英吉 山崎丹照 井上紫電 【附 篇】佐倉孫三 湯目補隆 鷲巣敦哉 田宮

 良策 増田福太郎 向山寛夫 上原和 台大予科』（吉原達也・阪本尚文・高橋均  

 三氏との共編、令和4（2022）年4月1日刊。ただし冊子版は作成できずCD版のみあ

 り。）〈https://cir.nii.ac.jp/crid/1130010676870877056〉 

［目  次］  

                                 

   第一部  西村稔先生（1947～2019）年譜・著作目録（阪本尚文編）（第 6 稿） 

 ………………………………………………………………………………………………3 

    一  西村稔先生年譜   ……………………………………………………………4 

    二  西村稔先生著作目録（2022（令和 4）年 4 月現在）  …………………5 

   第二部  西村稔先生の人と学問……………………………………………………17 

    一  西村稔先生の教養思想をめぐる覚え書……………………………………17 

    二  学部の争い――西村稔先生の教養思想をめぐる覚え書拾遺    …………24 

    三  額縁と絵のあいだ――上山安敏先生と西村稔先生    ……………………28 

    四  西村稔兄の思い出（上山安敏） ……………………………………………31 

                  

 （3）「西村稔先生年譜・著作目録」の件      

                                 

 上記阪本尚文先生編「西村稔先生年譜・著作目録」については、「西村稔先生（19

47～2019）年譜・著作目録（阪本尚文編）（初版）（2020（令和2）年4月現在）」〈h

ttps://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf〉参照。 ⇒（最新版: 令和

4（2021）年5月現在第7稿）（令和2年4月2日追加、同4月5日、令和3年10月31日、令

https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000005780/D-58.pdf
http://hdl.handle.net/10270/5154
http://hdl.handle.net/10270/5154
https://cir.nii.ac.jp/crid/1130010676870877056
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf
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和4年4月13日、各一部修正） 

                            

************************************************************  

                               

【参考 HP】（令和 3（2021）年 11 月 15 日全面差替、同年 12 月 30 日、令和 4（2022）

年 4 月 13 日、同 6 月 24 日各一部修正）  

                       

＊法制史学会 HP（平成 14（2002）年 10 月 5 日公開、平成 24（2012）年 4 月 1 日移

転） 

〈http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/toppage.htm〉 ⇒  

（新）〈https://www.jalha.org/〉 

＊全体 HP                  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉 

・「日本のローマ法」     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm〉 

・「法制史学者著作目録選（WEB 版）」        

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Historian2003.htm〉 

・本 HP 別稿: 宮崎道三郎博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miyazaki001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 池辺義象氏著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ikebe001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 中田薫博士関係資料抄     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nakata001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 内藤吉之助教授略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/naito001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 金田平一郎博士略年譜・著作目録   

〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kaneda001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 小早川欣吾先生略年譜・著作目録   

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「小早川欣吾先生記念メダルによせて  

  ―小田輝子氏「叔父小早川欣吾の思い出」とともに―」      

 〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/odateruko.pdf〉 

・本 HP 別稿:「『小早川欣吾先生東洋法制史論集』収録論稿目次その他」  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa_toyohoseishi.pdf〉 

・本 HP 別稿: 牧英正博士著作目録等抄  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/maki001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 小林宏先生著作目録等抄  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayashi001.pdf〉 

  

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/toppage.htm
https://www.jalha.org/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Historian2003.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miyazaki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ikebe001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nakata001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/naito001.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kaneda001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/odateruko.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa_toyohoseishi.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/maki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayashi001.pdf
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・本HP別稿: 千賀鶴太郎博士著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/senga001.pdf〉 

・本HP別稿: 戸水寛人博士著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tomizu001.pdf〉 

・本HP別稿: 春木一郎博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/haruki001.pdf〉  

・本HP別稿: 原田慶吉教授略年譜・著作目録      

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/harada2003.htm〉 

・本HP別稿: 船田享二博士略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/funada2003b.htm〉 

・本HP別稿: 田中周友博士略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tanaka2003b.htm〉 

・本HP別稿: 栗生武夫先生略年譜・著作目録   

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「栗生武夫先生『婚姻法の近代化』の中訳本について」  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_chuhon.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「『栗生武夫先生随筆拾遺』作成の思い出   

 ―『栗生武夫先生随筆拾遺―栗生武夫先生単行本未収録論稿集第一輯』―」  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui.pdf〉 

・本HP別稿: 西本頴博士著作目録等抄    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimoto001.pdf〉 

・本HP別稿: 久保正幡博士著作目録等抄  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kubo001.pdf〉 

・本HP別稿: 井上周三教授関係資料抄  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/inoue001.pdf〉 

・本HP本稿: 上山安敏先生著作目録等抄  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ueyama001.pdf〉 

・本HP別稿: 筧克彦博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf〉 

・本HP別稿: 近藤英吉博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf〉 

・本HP別稿: 増田福太郎博士関係資料一斑  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/masuda001.pdf〉 

・本HP別稿: 山崎丹照先生著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/yamazaki001.pdf〉 

・本HP別稿: 戴炎輝博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Tai_Yen-hui001.pdf〉 

******************************* 

  

https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/senga001.pdf
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https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/haruki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/harada2003.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/funada2003b.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tanaka2003b.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_chuhon.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimoto001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kubo001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/inoue001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ueyama001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/masuda001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/yamazaki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Tai_Yen-hui001.pdf
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＊和田徹氏HP「私立玉川用賀村中央図書館（新館）」  

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/〉 

 

・春木一郎電子文庫（和田徹氏寄贈図書）  

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/haruki.htm〉 

・原田慶吉電子文庫（和田徹氏寄贈図書）  

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/harada.htm〉 

・栗生武夫電子文庫（和田徹氏寄贈図書）  

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/kuryu.htm〉 

・いろいろ電子文庫               

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/iroiro.htm〉 

・PD 図書室（「梅雨空文庫」のデータを整理してまとめたもの）  

〈http://books.salterrae.net/about/tuyuzora.html〉 

（註）早くには「船田享二電子文庫」の平成22（2010）年開設予告もなされていた（平

成14〈2002〉年12月14日初出か? ）が、その後平成18（2006）年6月3日に「2006/06

/03 船田享二電子文庫計画中止」の表示が出た。   

******************************* 

＊「西村稔先生（1947～2019）年譜・著作目録（阪本尚文編）（初版）（2020（令和

2）年4月現在）」 ⇒爾後逐次改訂               

 ⇒（最新版: 令和4（2022）年4月現在第6稿掲載） 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf〉 

（註）本著作目録は、阪本尚文編『Aún aprendo それでもまだ学ぶぞ――西村稔先生

追悼集』（私家版、2020（令和2）年2月28日刊〈福島大学学術機関情報リポジトリ所

収〈http://hdl.handle.net/10270/5154〉〉に収録した「西村稔先生年譜・著作目録」

に逐次修正を加えつつあるものである。  

                    

************************************************************  

                    

【関連 HP】（令和 3 年 11 月 15 日全面差替、同 4 年 4 月 13 日、6 月 24 日一部修正） 

                 

・法制史学会: 〈https://www.jalha.org/〉 

・国立国会図書館: 〈https://www.ndl.go.jp/〉 

・国立国会図書館デジタルコレクション〈https://dl.ndl.go.jp/〉 

・国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（個人送信）（令和 4（2022） 

 年 5 月 19 日開始）             

〈https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html〉 

・国立国会図書館次世代デジタルライブラリー  

 〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉  

  

http://home.q02.itscom.net/tosyokan/
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/haruki.htm
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/harada.htm
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/kuryu.htm
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/iroiro.htm
http://books.salterrae.net/about/tuyuzora.html
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf
http://hdl.handle.net/10270/5154
https://www.jalha.org/
https://www.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
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・CiNii: 〈https://ci.nii.ac.jp/〉⇒〈https://cir.nii.ac.jp/〉（【［2022］4/18 更新】CiNii 

Articles 

 の CiNii Research への統合について）、〈https://ci.nii.ac.jp/books/〉 

************************************************************   （了）  

https://ci.nii.ac.jp/
https://cir.nii.ac.jp/
https://ci.nii.ac.jp/books/

