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はじめに

井上哲次郎・元良勇次郎・湯本武比古・木村鷹太郎・竹内楠三を首唱者とする大
日本1協会は、1897（明治 30）年 5月の第 1号から 1901年 5月の第 55号まで、雑誌
『日本主義』を発行した。本稿は、『日本主義』および大日本協会が翌 1902年 1月に
第 1号だけ出した『新天地』について、簡単な解題・参考史料を付すとともに総目
次を作成したものである。
同誌をめぐっては中西直樹の論文「雑誌 『日本主義』 とその時代」2があるほか、そ

れ以前から小股憲明のように研究材料として活用した事例があり3、近年では昆野伸幸

1　 大日本協会や『日本主義』が公式にルビやローマ字表記を行った箇所は見つけられず、訓
み方を断定することはできない。日本に関する外国語の呼称に対し「必ず「ニホン」と称
し、彼等をして、誤称を正さしむべし。」と主張した時評があり（第 2号・99頁）、後年の
井上哲次郎・濱田本悠「日本主義（ニホンシュギ）」（濱田本悠編『哲学大辞書』追加、同
文館、1926年）も「ニホン」で立項されているが、木村鷹太郎『日本主義国教論』（開発
社、1898年）5頁には「Nipponism」の表記が見える。「ニツポン」「ニホン」という二種
類の読み方の一定を文部省に求めつつどちらが正しいかは明言しない時評も存在した（第
17号・95頁）。なお、本稿における鉤括弧は史料上の用語や論文のタイトルを表すためだ
けに使い、それ以外の曖昧な含意は持たせない。

2　 中西直樹「雑誌『日本主義』とその時代――国家と個人の問題について――」（『仏教史研
究』第 36号、1999年）。

3　 小股憲明『明治期における不敬事件の研究』（思文閣出版、2010年）。後述する『京華日報』
や『富士新聞』も使っている。
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や長尾宗典の議論も出てきた4とはいえ、いまだに学界での認知度が高い雑誌だとは
言いがたい。今回の解題では、雑誌発行と組織運営に関する基礎的な事実関係の整理
を行った。他雑誌との相互関係や具体的な主張の分析は、注で引いた各拙稿および新
稿5に委ねたい。
なお、以下で『日本主義』から引用する際には号数と頁数のみを示す。また、史料
の仮名遣はそのままで字体を通行のものに改め、合略仮名はひらいた。〔中括弧〕を
用いた補記は全て引用者によるものである。

1．発刊から廃刊まで

大日本協会首唱者のうち木村鷹太郎はこの運動を当初「新神道」と命名していた。
しかし、1897（明治 30）年 1月下旬の第 1回相談会で誌名が『日本主義』に定まっ
たという（第 1号・86頁）6。「日本主義」という名前の採用については「芳賀〔矢一〕
博士の説が与つて力があつた為だといふ」伝聞もある7が、後掲するように芳賀が発
起人となるのは第 2号からなので、正しいかどうか定かでない。
首唱者として嘉納治五郎や中島力造の名前も噂されたなかで8、実際に第 1号で名を

連ねたのは前述の 5人である。井上哲次郎と元良勇次郎は帝国大学においてそれぞ
れ哲学と心理学を講じる教授だった。木村鷹太郎は 1910年以降、時空間を超越する
荒唐無稽な「新史学」を提唱したことで著名な人物だが、この時期はまだ井上門下

4　 昆野伸幸「日本主義の系譜――近代神道論の展開を中心に」（苅部直・黒住真・佐藤弘夫・
末木文美士編『岩波講座 日本の思想』第 1巻、岩波書店、2013年）156～ 161頁、同「日
本主義と皇国史観」（苅部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士・田尻祐一郎編『日本思想史
講座』第 4巻、ぺりかん社、2013年）344～ 346頁、長尾宗典『〈憧憬〉の明治精神史 高
山樗牛・姉崎嘲風の時代』（ぺりかん社、2016年）第 3章第 1節（同節の初出は 2003年だ
が、2015年の博士論文化以降、『日本主義』同人に関する記述が増補されている）。

5　 「新神道とは何であったか――メディア排宗教運動としての雑誌『日本主義』――」という
題目で『國學院大學研究開発推進機構紀要』に投稿し、査読中である。他の先行研究につ
いてもそちらで触れた。

6　 木村悠之介「明治後期における神道改革の潮流とその行方――教派神道と『日本主義』か
ら「国家神道」へ――」（『神道文化』第 31号、2019年）61～ 62、77頁も参照。

7　 高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」（進藤譲編『芳賀先生』國學院大學院友会、1927年）33
頁。

8　 無記名「学者社会の宗教に関する所謂新運動」（『日本宗教』第 2巻第 9号、1897年）479
頁。
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の東洋倫理史研究者として「前途を嘱目」されていた9。後に催眠術研究で名を馳せる
竹内楠三は、心理学に関して元良の指導を受けていたようだ10。湯本武比古は國學院講
師のほか、教育界を代表する出版社・開発社で顧問を務め、4月に社長へ就任したば
かりだった。従来の『教育時論』に加えて 2月に『教育壇』を発刊していた同社は、
さらに『日本主義』の発行を請け負ったものの、すでに中西直樹が指摘しているよう
に、あくまでも単なる委託関係であり湯本も一個人として参加するに過ぎないと当初
から言明していた11点には注意しておく必要がある。購読関係が開発社、編集関係が
大日本協会という分業体制だった（第 2号・広告）。
この他に協力者として清野勉がいたが、地方赴任のために運動計画には関与しなか
ったという（第 1号・81～ 82頁）。また、谷本富は結成時に入会を誘われているも
のの、「稍思ふことあ」って辞退している（第 4号・1頁）。
さて、丸 4年にわたって刊行された『日本主義』は発行様態によって大きく 4つ
の時期に区分することができ、そこに継続後誌の『新天地』が加わった（表 1）。そ
して、表 1で名義の示された編集人とは別に、より実態に近い担当者についてもま
とめうる（表 2）。以下ではこれらの情報を前提にしつつ、各時期の発行事情を概観
したい。

第 1期（第 1～ 24号）
最初の丸 2年を占めるのが、開発社に発行が委託された第 1期である。表紙は小

杉榲邨が天平期の名家による真跡から「日本主義」の四字を集め、帝国図案会社の福
地復一が「朝日に匂ふ山桜花」をあしらった（第 1号・112頁）。
第 2号以降、時評欄の多くは無記名記事になるが、この時期は木村鷹太郎か竹内
楠三によって分担されたものと思われる。例えば、無記名記事のうち第 4号の「耶
蘇教徒に明答を要求す」は後に木村の著書『耶蘇教公認可否論』へ再録された。他
方、第 14号の「加藤博士の道徳論」については竹内が筆者だと明かされている（第
16号・42頁）。

9　 高橋龍雄「木村鷹太郎氏を弔ふ」（『國學院雑誌』第 37巻第 12号、1931年）49頁。近代神
道思想史における新史学の位置づけについては、木村悠之介「再生する平田篤胤――世紀
転換期の「神道史」叙述における「事実」と「想像」をめぐって――」（山下久夫・斎藤英
喜編『平田篤胤――狂信から共振へ――』法藏館、近刊）第 4節。

10　 竹内が刊行を予定した『新心理学』は、元良の校閲を得ていた（木村鷹太郎『東洋倫理学
史』上巻、松栄堂書店、1900年、巻末広告）。

11　 前掲中西直樹「雑誌『日本主義』とその時代」66頁、無記名「日本主義と開発社との関
係」（『教育時論』第 435号、1897年）27頁。



260 『人文×社会』第 8号

表１
『日本主義』発行様態の変遷（時期区分は筆者による）
時期区分 巻号（分巻は第１期のみ） 頻度・判型・頁数 発行所 *2 編集所 *2 編集人 *3 印刷人 *3 *4 定価

第１期
第１巻第１号～第４巻第 24号 
（1897年５月～ 1899年６月）
*1

月１回・菊判 
98～ 123頁 開発社 大日本協会 *5 竹内楠三 水上熊吉（～第 19号） 

→別所安五郎 10銭

第２期 第 25～ 39号 
（1899年７～ 12月）

月３回・四六倍判 
32頁 大日本協会 *5

日本主義編集所 *5

（第 25号） 
→記載なし

木村鷹太郎（～
第 27号） 
→高橋龍雄

竹内楠三（～第 28号）
→柳川至 ６銭

第３期 第 40～ 45号 
（1900年１～３月）

月２回・四六倍判 
48頁・52頁 三省堂 大日本協会 *5 高橋龍雄 柳川至 10銭 *6

第４期 第 46～ 55号 
（1900年５月～ 1901年５月）

月１回・四六倍判 
46～ 52頁（第 54
～ 55号は 16頁・
14頁）

大日本協会 *5 記載なし 木村鷹太郎
能勢堻二（～第 49号）
→大槻民治郎（～第 52
号）→小森徳二

10銭 *6

新天地 第１号（1902年１月） 月１回・四六倍判 
100頁 大日本協会 *5 記載なし 木村鷹太郎 大倉佐吉 20銭 *6

*1　�『日本主義』の逓信省認可は第２～ 16 号では 1897 年５月 26 日と表記されていたが、第 17 ～ 21 号では 1898 年 11 月 10 日に改められた（さらに第 22 ～ 24、
30 ～ 55 号では 1897 年 11 月 10 日表記になっている）。『新天地』は 1902 年１月 16日とされている。

*2　�これらに加え、第 26号からは奥付に「特約大売捌所」として東京堂書店・北隆館合資会社・東信合資会社が掲載されている。
*3　�発行人は第 28号までは印刷人、第 29号からは編集人が兼ねた。
*4　�印刷は秀英舎印行（第 11号裏表紙）→正文舎印刷（第 29～ 55 号裏表紙）→大倉活版所（『新天地』奥付）が担った。
*5　�奥付に見える大日本協会事務所の住所は、東京市下谷初音町４丁目 23番地（～第 16号、竹内の住所）→東京日暮里 1132 番地（～第 29号、竹内の住所）→東京
牛込区新小川町２丁目４番地（～第 45号、高橋の住所）→東京芝区金杉浜町 35番地（木村の住所）である。ただし実際は、第 27号の時点ですでに新小川町が編
集関係の宛先となっていた。第 25号の日本主義編集所は東京市京橋区三十間堀 3丁目 4番地だった。

*6　�価格が別に定められた号として、第 40号は 15銭、第 54～ 55 号は４銭、『新天地』第１号は 25銭だった。
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両者のうち木村は第 11号で編集員を辞任した。これは、滝本誠一・二宮熊次郎
（孤松）らが山県有朋を背後に得て発刊した『京華日報』の主筆となるためであっ
た12。また竹内についても、表 2に示したように実質的な編集は途中から國學院出身の
高橋龍雄（梅園）が引き継いだ13。
この『京華日報』は「政党の関係なく政府の縁故な」いことを標榜する「日本主義
帝政主義の日刊新聞」であり、二宮・滝本・木村を主筆に据えることを売りにしてい
た（第 17号・広告 4頁）。二宮はすでに大日本協会幹部員になっており、後に滝本
も加わることとなる。大日本協会自体も「何の政党にも属せず」とされたが（第 27
号・32頁）、他方で『京華日報』の場合は「帝国党の機関新聞」だという記事もある
（第 25号・3頁）。
警視庁の統計では、1897（明治 30）年中の『日本主義』配布部数は、東京府下が

7382部、他府県下が 2744部、本邦在留外国人が 5部、外国在留本邦人が 11部、計
10142部となっている。翌 1898年は東京府下が 8318部、他府県下が 3869部、本邦
在留外国人が配布なし、外国在留本邦人が 33部、計 12220部だった14。いずれの年も、

12　 佐々木満子・井手籠法・中城恵子・小原和子「木村鷹太郎」（昭和女子大学近代文学研究
室『近代文学研究叢書』第 33巻、昭和女子大学光葉会、1970年）169頁。

13　 竹内の病気により発行が遅延したという事情があったようだ（第 16号・巻末）。また、「竹
内氏は心理学の著述に忙しいために、第六号あたりから私が竹内氏に代つて編集すること
になつた。」ともいい（前掲高橋龍雄「木村鷹太郎氏を弔ふ」48頁）、この「六」は「十八」
を誤植した可能性が考えられよう。

14　 『明治三十年警視庁統計書』（警視庁、1898年）97頁、『明治三十一年警視庁統計書』（警
視庁、1899年）92、93頁。参考までに他の雑誌の累計部数を挙げると、1897年の『国
民之友』は 560758部、『日本人』は 36386部、『教育時論』は 182293部、『教育壇』は
21929部、『明治会叢誌』は 2500部、『日本国教大道叢誌』は 100335部である（前掲『明

表 2
『日本主義』の編集担当者

編集主任・主幹 竹内楠三（～第 17号 *）、木村鷹太郎（第 25～ 26号）、高橋龍雄
（第 24*～ 45号）、木村鷹太郎（第 46号～）

主筆 竹内楠三（～第 25号）
決裁・監督 岡崎遠光（第 27～ 45号）

編集員
蔵原惟廓（第 6号～）、木村鷹太郎（第 6～ 11号）、高山林次郎（第
6号、ただし第 7号で辞退）、松本孝次郎（第 6号～）、竹内楠三
（第 6号～）

編集助手 高橋龍雄 *（第 18～ 23号）
各人の進退はそれが発表された号を記した。発表なく離任している可能性もある。
また、* を付した部分は『日本主義』本誌ではなく高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」によって補った情報である。
この他、大日本協会事務員の石垣静雄（表 4）も編集作業に携わっていた。
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単純計算で 1号あたり 1200部強が出たことになる。
なお、この時期の大日本協会は雑誌発行以外に演説会も行っていた。1897年 6月

の「日本主義大演説会」では、竹内楠三「開会の趣旨」、元良勇次郎「日本主義と宗教

との関係」、高山林次郎「日本国民と宗教」、湯本武比古「日本主義と帝国教育」、木村

鷹太郎「吾人の生々主義」（病気のため演説できず）、蔵原惟郭「我が現世主義を論ず」、

井上哲次郎「進取の気象を助長するの主義」が演題となっている（第 3号・106～ 107

頁）15。

第 2期（第 25～ 39号）
続いて、1899（明治 32）年の後半にあたる第 2期では、開発社ではなく大日本協

会が直接の発行所となり、刊行頻度が月 3回（毎月 10、20、30日）へと増えた。「斯
主義の精神は全国に播まり、日本主義の何たるやは、殆ど知らざる者なきに至れり。」
という現状認識のもと、「学理」による説明にとどまらない「主義遂行」のために増
刊されたのである（第 25号）。
雑誌の体裁としては、1号当たりの頁数が減る一方、判型が四六倍判へと拡大し

たことが主な変更点だった。また、第 25号からは表紙に「政治　教育　宗教　文学　
美術　経済　学術　与之　評論　報道」の文字が掲げられた（～第 49号）。誌面構
成はジャンルを問わない論説欄や研究欄のまま変わらなかったが、雑誌『太陽』各欄
のような網羅性を企図していたとは言えよう。会員による意見発表の場として「論
叢」欄が設けられたこともこの時期の特徴である。
ここで開発社に代わる「資本家」として登場したのが、岡崎遠光（老猿）だった16。
岡崎はライプツィヒ大学において日本文学史やマルクス経済学を研究した人物で、
1898年の帰日後、日本銀行に勤めていた17。『京華日報』の主要な寄稿者でもあり、そ
の縁で参与したのだろう。
第 2期のはじめ、第 25号においては木村鷹太郎が『日本主義』の編集主任となり、
その紙面改良によって発行部数が増加したともいうが、翌号で退く。今度は岩崎英重

治三十年警視庁統計書』97～ 101頁）。
15　 これ以外では、1899年 3月の「日本国家主義同志懇親会」において、『日本主義』同人を

はじめ宮地厳夫・岡吉胤・磯部武者五郎といった神道家が集まった（無記名「日本国家主
義同志懇親会」、『東京朝日新聞』第 4551号、1899年、2面）。

16　 前掲高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」34頁。
17　 無記名「明治廿八年に万葉集を独逸で出版 岡崎遠光氏の遺業」（『水戸学精神』第 3号、

1937年）39頁。同誌については大澤絢子氏よりご教示いただいた。記して感謝の意を申
し上げたい。
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を主事とする『富士新聞』に主筆・社長として加わるためであり（第 25号・広告、
第 27号・32頁）、同紙は、国学系団体・明治会の編集掛を務めていた岩崎が、『日本
主義』による「新神道」の動きに合流すべく『明治会叢誌』を廃刊し、代わりに創刊
したものだった18。
木村の『日本主義』編集辞任後は在京の幹部員が少なかったため、岡崎が自ら「社
説論説等編纂」の「主裁」を行いつつ、前出の高橋龍雄に「文苑時評雑録等」を担
当させた（第 27号・32頁）。第 27号以降の第 2期において、社説にあたる「日本主
義」欄のほとんどを岡崎が記名したのに対し（1記事だけ柴田柴一郎）、無記名の時
評欄等は原則的に高橋が執筆していた可能性が高い。
警視庁の統計によれば、1899年中の配布部数は、東京府下が 18169部、他府県下

が 9452部、本邦在留外国人が配布なし、外国在留本邦人が 88部、計 27709部とな
っていた19。単純計算で 1号あたり 1300部強となる。少し後に「発行部数や僅に四千」
と述べられているが（第 40号・3頁）、これは誇張した数字だろうか。
いずれにせよ、「日本主義の全国に反響せし事疑を容れずと雖、未た全く普きに至
らず、往々名のみ聞きて、目的綱領を知悉せざるもの多々なるは事実なり、」（第 35
号・29頁）と、雑誌の知名度に比して実際の内容自体は行きわたっていないという
危機感が『日本主義』同人の内部でも持たれていたようだ。第 2期開始時の宣言に
比べ、現状は厳しかった。

第 3期（第 40～ 45号）
次に、1900（明治 33）年 1月の第 40号からは三省堂が発行所となる。公式には、

三省堂が「大に吾人の主義を賛し、資を投じ書を刊し、われ等の意見を益々拡張せ
ん事を図る。」（第 40号・3頁）と説明された。他方で高橋龍雄の回顧によれば、三
省堂から発行されたのは大日本協会の「経営難の為め」だったともいう20。具体的には
発売に関する事務を三省堂、編集に関する事務を大日本協会が担った（第 41号・48
頁）。
その際、月 3回の発行では売捌所・読者から不便の訴えがあり、編集も繁忙・記
事粗漏になったため、月 2回（毎月 2日、17日）の発行で頁数を増やすこととした
（第 39号・32頁）。内容面では、論説欄と研究欄を合併したことが特徴である（第

40号・39頁）。第 2期の論叢欄は消えた。体裁面では、第 25号で表紙から日輪の図

18　 津田茂麿『明治聖上と臣高行』（自笑会、1928年）993～ 994頁。
19　 『明治三十二年警視庁統計書』（警視庁、1900年）96、97頁。
20　 前掲高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」37頁。
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案をなくしたことへの不評（第 30号・28頁、第 35号・29頁）を受けてか、旭日が
あしらわれた。
しかし、この時期はわずか 3か月で終わる。第 45号において、岡崎遠光はこれま

で監督として「社説論説若くは時評等」を数十編草したが、「俗事蝟集」のため次号
からは執筆を辞すると述べた（第 45号・7頁）。同時に高橋龍雄も協会事務所と編集
主任を辞し、國學院本科卒業生の星川清成を推薦している（第 45号・36頁）。さら
に同号では、後継者が見つかるまでは休刊し、もし見つからなかった場合は集金済み
の誌代を返却することすら予告されていた（第 45号・裏表紙裏）。
その星川は編集の後任とならず、4月は 2日と 17日のいずれも第 46号の発行には
至らなかった。こうしたなかで『万朝報』は『日本主義』が廃刊したと報じたよう
で、後に『日本主義』側は「虚報」だと非難している（第 46号・41頁、第 47号・
43頁）。

第 4期（第 46～ 55号）および『新天地』（第 1号）
結局のところ、第 46号が発行されたのは同年の 5月だった。再び大日本協会が発

行所になるとともに、木村鷹太郎が主幹に就任し、月 1回だけ刊行した。頻度が半
減したものの頁数は変わっていないため、経営面や内容面での困難があったものと思
われる。
第 4期は木村が社説のほとんどを担っており、時評の多くも木村の手になると推

測しうる。そこから「以前の 『日本主義』 の一大飛躍」を試み、「雑誌上の事務は依
然連続して」いた『新天地』（第 1号・巻頭）では頁数が増え、元良・湯本・竹内を
はじめ寄稿者も少なくないものの、木村は複数の筆名で執筆しており、その属人性は
否めなかった21。
ただし、木村を中心に、『日本主義』に関わる出版活動も進んだのがこの時期であ
る。
まず 1900（明治 33）年 7月、「日本文学会」による新体詩和歌美文集『神来』が

松栄堂書店から出た。木村を代表とする日本文学会は「新精神を以て日本文学を研究
し、其美を発揮せんとする所の同志より成立てる団体」（第 49号・広告）で、『神来』
は「これまで 『日本主義』 誌上に出でたる文苑中の新体詩、和歌及び文学の数十種を
選びて之を結集し」た冊子だった。書題は与謝野鉄幹の名づけによったという（「イ

21　 『新天地』への改題を機に木村が身を引いたとする論考も多いが（前掲佐々木満子〔他〕
「木村鷹太郎」189頁、など）、誤りである。
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ンスピレーシヨン」の意）22。同書には与謝野のほかに大町桂月や武島羽衣も序文を寄
せた。与謝野は『日本主義』の文苑欄に何度か寄稿しており、『新天地』の埋木女史
「木村鷹太郎様まゐる」も与謝野の筆によるものであった。『新天地』には鳳晶子も寄
稿している。
また、同年 10月の坂常三郎編『娼妓存廃の断案』も、「社会研究会」名義だが『日

本主義』同人中心の活動として位置づけうる。編者の坂が大日本協会会員だったほ
か、執筆者として竹内楠三・戸水寛人・木村・加藤扶桑（房蔵）らが名を連ね、存娼
論を主張した23。なかでも木村は社会研究会の主導者と見做されたようで、吉原からの
収賄の噂すら流れるほどだった（本人は否定した）24。
そうしたなか、1901年 5月の第 55号で『日本主義』の刊行は再び止まり、今度は
廃刊となる。廃刊の理由について高橋龍雄は「時代の進運と共に、日本主義も世間に
流布した」ためだと回顧する25が、井上哲次郎が執筆に関わった『哲学大辞書』の項
目「日本主義」は、大日本協会が直面した苦境を克明に記述している26。

大日本協会の指導者は、多くは専門の学究なるか、然らざれば広き想苑に遊弋す
る文士等の群にして、事業経営の才に於て足らざる所あり、且つ「日本主義」の
編集意の如くならず、明治三十三年五月当初の木村鷹太郎再起して編集主任とな
れる頃より声を大にして「日本主義」の伝道に向つて焦慮せるも、其所論徒に奇
激に渉り漸く新味を失ひ、同志の学者も次第に説を寄するに倦みしかば、機関雑
誌は宛も木村氏の個人雑誌なるかの如き観を呈したる一方、吾国思想界の進展
は、漸く個人主義・自覚主義の新問題に忙しく、再び泰西哲人の余睡を舒る者族
出するに及び、「日本主義」は明治三十三年十一月、第五十二号を以て最終とし
て復た出でず、大日本協会の影は之と同時に国民意識の奥底に沈下せり。

22　 日本文学会編『神来』（松栄堂書店、1900年）6～ 7頁。同書については大塚英志『ミュ
シャから少女まんがへ　幻の画家・一条成美と明治のアール・ヌーヴォー』（角川新書、
2019年）240～ 249頁も触れているが、『日本主義』を木村鷹太郎による新史学の雑誌と
して位置づけるのは誤りである（1913年の『日本民族』が正しい）。

23　 坂常三郎編『娼妓存廃の断案』（社会研究会、1900年）。他の寄稿者では土肥洋次郎も『日
本主義国教論』の強い影響下にある人物だった（木村悠之介「明治中後期の神道青年運動
における科学と宗教――初期の神風会に至る宇宙論の位置づけから見た近代神道学前史―
―」、『國學院大學研究開発推進機構紀要』第 13号、2021年、53、60～ 62頁）。

24　 無記名「木村鷹太郎氏に関する風説」（『国民新聞』第 3306号、1900年）3面。
25　 前掲高橋龍雄「木村鷹太郎氏を弔ふ」48頁。
26　 前掲井上哲次郎・濱田本悠「日本主義」604頁。
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最終号の時期と号数には誤りがあるものの、廃刊をめぐる状況描写には当事者とし
ての井上の実感がこもっているのではないだろうか。
このように、あくまでも思想界で様々な批判を受けるなか、経営面や内容面の問
題、特に「木ム鷹」（第 43号・25頁）と称された木村の奇激さによって刊行継続が
困難になっていったと考えるのがよいだろう（他に、廃刊直前の長男夭折という木村
の個人的な事情が引き合いに出されることもある27）。
再起を図った翌年の『新天地』では第 2号の予告も行われたものの、実際に続刊
された形跡はない。以後、木村はバイロンやプラトンなどの翻訳に専念するようにな
り、大日本協会の活動は立ち消えとなる。

2．大日本協会および『日本主義』の担い手たち

大日本協会の首唱者は初め井上哲次郎・元良勇次郎・湯本武比古・木村鷹太郎・竹
内楠三の 5人だったが、第 3号にかけて発起人の数が増え、幹部員として制度化さ
れていった（表 3）。加えて、会頭や幹部長などの役職も置かれた（表 4）。
この他にも、1901（明治 34）年の年賀広告では、木村に加え、滝本誠一・竹内・

高橋龍雄・加藤房蔵・坂田琴洋・渡辺修次郎・柳沢高之助・星川清成・池田花外（晃）
が名を連ねた（第 53号・広告）。
また、同号には「是まで日本主義に関係し、或は日本主義の為めに筆を執り、或は
談話を為し、或は特別寄書を為し、或は後来も尽力することを約せられたる人々」の
リストも掲げられている（第 53号・49～ 50頁。一部表記を修正した）。

赤堀又次郎・赤田開太・石川千代松（理学博士）・飯田旗郎・井上哲次郎（文学
博士）・井上達七郎（ドクトル）・岩佐浜月・上田万年（文学博士）・上野岩太郎・
岡崎遠光（ドクトル）・大和田建樹・落合直文・太田みづほのや・岡倉覚三（文
学士）・幣原垣（文学博士）・勝浦鞆雄・加藤弘之（文学博士）・加藤房蔵・勝家
三篤28・柿沼竹雄（法学士）・木元美禅・肝付兼行（海軍少将）29・木村鷹太郎・蔵原

27　 前掲佐々木満子〔他〕「木村鷹太郎」169頁、など。
28　 寄稿記事では三篶となっているが、どちらが正しいか定かでない。
29　 原文だと木元が海軍少将となっているが、肝付の誤りであろう。
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表 3
大日本協会の発起人・幹部員・地方委員（斜体は地方委員）

第 1～ 3号 
（発起人 *1）

井上哲次郎（文学博士・文科大学長）、元良勇次郎（文学博士・文科大学教授）、
湯本武比古（開発社長教育時論主筆）、木村鷹太郎（富士新聞社長）、竹内楠三（千
葉県成田中学校長）
芳賀矢一（文学士・文科大学助教授）、尾田信直 *1、高山林次郎（文学士・太陽記者）、
上田万年（文学博士・文部省高等学務局長）、蔵原惟廓（米国ドクトル）、松本源
太郎 *1

肝付兼行 *2（海軍大佐）、穂積八束 *2（法学博士）、戸水寛人 *2（法科大学教授）、佐々
木高美（國學院長〔代理〕・國學院講師）、勝浦鞆雄（東京府尋常中学校長）、松
本孝次郎（文学士・帝国大学講師）

第 7号 二宮熊次郎（京華日報社長）、副島種臣 *3

第 9号 岡倉覚三（文学士・東京美術学校長・日本美術院長）
第 10号 鳥居忱（東京音楽学校教授）
第 11号 高橋一知（ジヤパン、タイムスの記者）
第 19号 高島平三郎 *2

第 26号 山崎庚午太郎（延岡中学校長）、柴田柴一郎（新発田中学校教諭）、滝本誠一（京
華日報主筆）、岡崎遠光（独逸国ドクトル）

第 30号 隈本有尚（高等教育会議員・福岡県修猷館長）
第 31号 赤堀又次郎（帝国大学講師）
第 32号 西川一男（法学士・在大学院）
第 35号 矢坂寛（法学士・滋賀県高等視学官）

第 37号 柿沼竹雄（法学士・在大学院）、鈴木粛（千葉県東葛飾郡視学）、高橋啓助（同
県同郡書記）

第 40号 高橋龍雄 *4（早稲田中学校講師）、井上達七郎 *4（独国ドクトル・眼科病院長）、
田辺勝太郎 *4（工学士）

第 41号 三浦菊太郎（文学士）、森山益夫（工学士）
第 42号 渡部謙吉
号数は、加入記事か名簿（第 9、27～ 31、35、40 号）への登場のうち早い方で採った。
括弧内の肩書は主に第 40号記載のものであり、加入時点での実際の肩書とは一致しない場合がある。
*1　発起人は、尾田・松本を除く全員が幹部員となった。
*2　肝付・穂積は第 27号以降、高島は第 29号以降、戸水は第 35号以降の名簿において、名前が消えている。
*3　�副島が就任した会頭は会則で幹部員を兼ねたため、第 9号において「幹部員十八名」の一人として挙げられ
ている。第 27号以降の名簿では名前が消える。

*4　高橋・井上・田辺は上記役員としての就任記事がないが、第 40号の幹部員・地方委員名簿には出てくる。

表 4
大日本協会の役員（発起人・幹部員・地方委員以外）および事務員・社員
会頭 副島種臣（第 7号～離任時期不明 *1）
幹部長 元良勇次郎（第 6号～）
会計監督・会計主任 湯本武比古（第 7～ 31号）、鳥居忱（第 31号～）
普及委員 肝付兼行・湯本武比古・蔵原惟廓（第 8号～）
事務員・社員 石垣静雄（第 31～ 43号）、池田晃 *2（第 50号～）
各人の進退はそれが発表された号を記した。発表なく離任している可能性もある。
*1　第 27 号の「日本主義概則」において、幹部員のほかには「別に会長を戴かず」とされており、それまでに
離任していたことが分かる。
*2　池田は就任記事がないが、第 50号に社員としての出張予告がある。
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惟郭30・栗島狭衣・隅本有尚（理学士）・甲野荘平（法学士）・齋藤豊・坂部行三
郎・坂田文治・佐々木信綱・佐々木高美・柴田柴一郎・杉浦重剛・杉亨二・関根
正直・副島種臣（伯爵）・谷活東・田口卯吉・滝本誠一・武島羽衣（文学士）・高
山林次郎（文学士）・竹内楠三・高島平三郎・谷本富・高橋龍雄・高橋一知・手
島精一（理学博士）・寺崎遜・戸水寛人（法学博士）・鳥居忱・難波常雄・中島半
次郎・内藤耻叟・西川一男（法学士）・二宮熊次郎・芳賀矢一（文学博士）・藤岡
好古・穂積八束（法学博士）・星川清成・松本孝次郎（文学士）・松本文三郎（文
学博士）・丸山通一・光岡正彰（ドクトル）・三好愛吉（文学士）・宮地厳夫・宮
本花城・武藤信平・元良勇次郎（文学博士）・森山益夫（工学士）・森晋太郎・矢
板寛・山崎庚午太郎・柳沢高之助・湯本武比古・与謝野鉄幹・吉木文・渡辺修次
郎

ここには関根正直や田口卯吉のように一度取材に協力しただけの人物まで含まれて
おり、宣伝的な色合いが強いが、筆名の寄稿者を推測しやすくなる31ほか、役員でも
寄稿者でもない、協力者とおぼしき名前も見受けられる（寺崎遜・吉木文）。
身内から見た同人それぞれの個性については、岡崎遠光が次のようにまとめていた

（第 40号・2～ 3頁）。

強記博学、而も筆頭舌頭一潟千里の思想を吐露するには、則ち井上巽軒あり。思
想緻密能く判じ、事を苟もせざるには則ち元良博士あり。言語学を論ず、今代上
田博士の蘊蓄に及ぶものあらんや。国文を説く、古来芳賀文学士の精通に比ぶも
の実に有数たり。美術壇一方に雄視して、見識議論天下を圧するは則ち岡倉高山
の両文学士、着眼最も奇警にして特得の説を吐き、神道社会の干城たるは則ち木
村鷹太郎氏。政治経済上古今東西の書典を猟渉し、学殖一世を睥睨するは則ち二
宮熊次郎滝本誠一の両士にして、戸水博士西川柿沼両学士の法学に於ける、鳥居
忱氏の音楽に於ける、高橋一知氏の英語に於ける、其の名既に遠近に轟く。而し
て吾人の最も熱心に研究せざるべからざる教育の理論及び実行に於て、国家若く
は社会に功労ある者を数へば、則ち隅本湯本勝浦矢板蔵原竹内松本山崎柴田等の
諸氏あり。

30　 惟郭表記で知られているものの、幹部員名簿や記事への署名では惟廓となっているため、
総目次では惟廓を採用した。

31　 「琴洋漁史」「坂田琴洋」は坂田文治である可能性が高い。他に、「上野靺鞨」が上野岩太
郎、「森しづか」が森晋太郎の候補となる。
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では、彼ら同人のなかで議論を主導していたのは誰だったのだろうか。
辞書・事典類では、井上哲次郎と高山林次郎の名前が挙げられることが多い32。だ
が、井上門下の宗教学者で、『日本主義』に対する同時代の代表的な批判者だった姉
崎正治が「日本主義というのは木村鷹太郎の発起」「日本主義の闘将は木村鷹太郎を
主とした」と回顧し33、木村・竹内楠三・高山・元良勇次郎・穂積八束を取り上げた中
西直樹が“最も精力的に日本主義の鼓吹に努めた人物”として木村を位置づけ34、さら
に各欄の寄稿状況を踏まえた長尾宗典が“大日本協会の会務と運動を主導したのは井
上や高山ではなく、むしろ木村や竹内、次いで湯本・元良であった”と指摘してい
る35ように、まずは木村を中心と見るべきである。木村の主導的立場は冒頭で述べた
「新神道」提唱の経緯からも明らかなほか、木村自身が「日本主義の大本営」（第 46
号・46頁）を任じていた。たびたび編集を辞めては戻ってきているが、いずれの離
任も『京華日報』や『富士新聞』といった近い立場の新聞に関与するためだったこと
を考えれば、首唱から廃刊まで、一貫して『日本主義』のために尽力していたと位置
づけてよい。また、木村がいない時期の編集を多く担った高橋龍雄は同人のなかでも
木村との思想的距離が近く、代弁的な役割を果たしていたことが時評欄の傾向から窺
える。
この木村が 1898年 3月に『教育壇』および『日本主義』の連載をまとめた理論書
が『日本主義国教論』だった。同書には副島種臣36が題字「生々光明」を、井上・佐
藤惣三郎・高山・竹内・二宮熊次郎・松本孝次郎・元良・湯本が序文を寄せている。
1899年 5月には全体の構成を組み替えて体系性を向上させた訂正再版37も刊行してお
り、新たに明治会の佐々木高行による題字「恢弘大業」と、岡崎遠光・鳥居忱の序文
が加わった。

32　 例外的に、長谷川尚「日本主義」（『日本近代文学大事典』第 5巻、講談社、1977年）は
編集体制なども含め的確な記述となっている。

33　 姉崎正治『新版 わが生涯』（姉崎正治先生生誕百年記念会、1974年）69、70頁。
34　 前掲中西直樹「雑誌『日本主義』とその時代」48頁。
35　 前掲長尾宗典『〈憧憬〉の明治精神史』160頁。なお長尾が紹介するように、高山との関係

に限って大日本協会や『日本主義』の思想を取り上げた先行研究は少なくない。
36　 表 4で触れたとおり、副島は大日本協会の会頭として戴かれたが後に離任している。これ

は、『日本主義』同人の霊魂否定論と考えが合わなかったためらしい（さいとう「副島種
臣伯」、『太陽』第 12巻第 6号、1906年、38頁）。

37　 国立国会図書館および東京都立大学図書館所蔵。訂正再版については實方直行氏よりご教
示いただいた。記して感謝の意を申し上げたい。
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長尾が木村の次に重要な人物として挙げる竹内に関しては、「最も平易簡明なる文
章を以て日本主義の何たることを普く世上に伝播せむ為めに著はされた」冊子『日
本主義要領』が、三省堂から定価 10銭で出ると予告されていた（第 40～ 42号・広
告）。しかし、同書が実際に刊行された形跡はない。第 50～ 52号の巻頭に掲げられ
た同名の別記事「日本主義要領」に、「日本主義の委しき説明は木村鷹太郎著『日本
主義国教論』及び毎月発行の機関雑誌 『日本主義』 を見るべし」と記されたことから
もそれは推察される38。結局のところ、『日本主義』同人を代表しうる理論書は『日本
主義国教論』のみだったのだ。
このように、理論書刊行という観点からも木村、続いて竹内の重要性を示しうる。
ただし、広く文壇では高山が雑誌『太陽』を拠点に同人を代表する思想家として活躍
したのも確かであり、戦時期の日本主義者・米持格夫による、“日本主義運動の為め、
最も健闘した木村鷹太郎”を主、“文章の巧麗に加ふるに志士的慷慨の横溢せる意気
と相俟つて、時代の子となつた高山樗牛”を従とした見解39は妥当だろう。
大日本協会全体としては 1899～ 1900年、幹部員による「研究叢書」の企画も試
みられている。第 34号で簡単な予告が行われ、第 35～ 41号、第 45号に第 6巻ま
での広告が掲載された（表 5）。全 12巻完結、定価は 1冊 30～ 50銭を予定してい
た。版元は、『教育時論』に並ぶ雑誌『教育学術界』を刊行していた同文館である。
第 7巻以下の著者としては井上・元良・西川一男・木村・竹内・肝付兼行が挙げ

られ、さらに鳥居忱・隅本有尚・柴田柴一郎が補欠とされている（第 35号・広告）。
読者のなかには、竹内に『唯物論』、木村に『実験哲学』の執筆を望むものもいた
（第 46号・35頁）。先ほど述べた主導性に比して叢書における木村や竹内の位置づけ
が低いのは、学位の有無が人選に影響したためだろうか。
しかしいずれにせよ、最終的に刊行されたのは高山の『菅公伝』のみだった40。同書
は「同人集て一叢書を出版せむ」企画があったことには言及しているが41、その同人が

38　 ただし、前掲井上哲次郎・濱田本悠「日本主義」604頁は竹内の著作として「日本主義要
領（同三十三年）」を挙げている。他に並ぶのは、木村の『日本主義国教論』『耶蘇教公認
可否論』『排仏教』『東洋倫理学史』、竹内の『倫理学』、湯本の『学童百話』『ちょくごと
くほん』、第二期『樗牛全集』第 4巻、だった。

39　 米持格夫『明治時代の日本主義思潮概観』（早稲田大学日本主義学会、1935年）37頁。
40　 第 1巻は 1899年 12月の刊行を予定していたが（第 34号・広告）、第 1巻にあたる芳賀

の『文学史』はすぐに第 2巻に繰り下がったうえ、刊行されなかった。12月に冨山房から
『国文学史十講』を刊行したこととの兼ね合いだろうか。

41　 高山林次郎『菅公伝』（同文館、1900年）自序 1頁。
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大日本協会であることは明示せず42、関連の広告も見受けられない。なお、同時期の同
文館による出版物としては、研究叢書ではないが、高橋龍雄の『日本主義』連載「国
号二十二種」をまとめた『大日本国号考』が刊行されていた。
最後に、幹部以外の会員について見ておきたい。
初期の「大日本協会々則」では、機関雑誌（『日本主義』）や書籍の発行、加えて演
説会その他の事業を行うこととともに、会員加入の要件として、会員 2名の紹介、お
よび年 60銭の会費納入が定められていた（第 3号・107～ 108頁）。ただし、すぐに
「純然たる精神的団体」であるという理由によって会費納入は削られ、会の収入源は
寄附金のみとなっている（第 6号・102頁、第 7号・101頁）。この「会員二名の紹
介てふ厳則」は会員数が「徒らに尨大とな」ることを防ぐための措置だったが、不便
を訴える者が多かったため、編集局宛の申し込みで入会できるように「緩め」た（第
29号・裏表紙）。1897年末の普及委員設置も、「厳粛なる規則」で地方からの申し込
みが難しいことに対応するための施策だった43。

42　 高山は、大日本協会へ対抗した団体・丁酉倫理会に 1899年末までには加入していた（前
掲長尾宗典『〈憧憬〉の明治精神史』180頁）。

43　 無記名「大日本協会」（『教育時論』第 455号、1897年）33頁。

表 5�
刊行を予定していた「大日本協会蔵版　研究叢書」の書目（第 35号による）
巻次 著者・題名 内容予告

第 1 巻 *1 文学士 芳賀矢一著 
『日本上古 文学史』

日本文学史の著二三あれとも皆上古を佚せりこれ本書
の文界を裨益する未曽有の好著たる所以なり

第 2 巻 *1 文学士 高山林次郎著 
『菅公伝』

菅公の伝記多きも信拠すべきものなく殊に批判的論評
的のものに至りて絶無といふべし本書出てゝその嘆は
止みぬべし

第 3 巻
文学士 赤堀又次郎・ 
高橋龍雄合著『文学者大
年表 索引附』*2

芳賀氏の文学者年表絶版し読書界の渇望医すべからざ
る時にありて斯道に造詣深き筆者が索引を附し著者表
文学上の歴史をも附記したる完美なる著書を迎ふるに
至れるは大賀すべきなり

第 4 巻 独逸国ドクトル 岡崎遠光
著『最近 経済学』

著者か最近の学理を応用して経済学の大要を設けるも
の誠に空前の大著作といふべし隆起勃興すべき大日本
の国民たるもの必す一読すべきものなり

第 5 巻 米国ドクトル 蔵原惟廓著
『各国 教育制度史』

教育の著書汗牛充棟も啻ならざれども教育制度史に至
りては未た一人の企てたるものを開かずこれも亦研究
叢書の出色なるもの也

第 6 巻 文学士 松本孝次郎著『実
際的 心理研究法』

学術的心理研究は多くの著作によりて頻々として行は
るしかも興味あり有益なる実際的心理研究はなかりき
今緻密なる著者の筆により世に出つるに至れり

*1　第 36 号からは芳賀と高山の順番が入れ替わっている。
*2　第 36号からは「文学大年表」表記となっている。
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以下は、各号に入会記事が出た通常会員の一覧である（表 6）。

表 6
大日本協会の通常会員（378 名）

第 6号
土屋恵治（長野）、川崎筆之助（同）、村松治作（東京）、梶浦済（三河）、池田友八郎（三
河）、梶村勝太郎（三河・富岡尋常小学校）、山本貞蔵（三河）、深井弘（奈良・尋常
中学校）、佐藤惟昇（石川・金沢市尋常中学校）

第 7号 山高幾之丞（三重・師範学校）、横関式右衛門（長野）、杉原禎造（福島）

第 8号

村上直次郎（兵庫）、諸富貞治（東京）、栗島山之助〔狭衣〕（東京）、山本比呂伎（新
潟）、山本茂（同）、狩野徳次郎（埼玉）、秋山四平（埼玉）、高橋千川（東京→島根 *）、
高橋伊岐夫（同→同 *）、高橋龍雄（同→東京 *）、齋田芳太郎（東京）、水上熊吉（東
京）、佐川杢輔（東京）、宮崎準三（東京）、石塚真言（東京・新声社）、久山淑人（東
京）、岩松鉄三郎（東京）、齋藤松太郎（東京）、小林逸蜂（東京）、長崎猶作（東京）、
今泉犀治（同）、長連寛（東京）、高橋万次郎（東京→新潟 *）、宮本静〔花城、松平
静 *〕（東京→福井 *）、岡村俊作〔森脇俊作 *〕（東京→山口 *）、八戸勝三郎（東京→
青森 *）、石垣静雄（東京・大日本協会 *）、藤崎恵積（東京→新潟 *）、菅貞男（東京
→同 *）、島谷資規（東京→同 *）、佐々木義房（東京）、園地儀麿（東京→愛知・砥鹿
神社 *）、秋山角紋（東京→福島・第一中学校）、星川清成（東京→山形 *）、佐伯重夫（東
京→伊予・松山市神宮教本部）、村田敬之助（神奈川）

第 9号 本山新三（丹波）、佐々木幸見（東京）、高橋光男（東京）、森脇村次郎（島根）、田
中伝右衛門（三重）、田中正美（同）、髙田雲峯（富山）、小林兼次（長野）

第 10号
春原亀太郎（長野）、長沼央夫（同）、長沼亥一（同）、藤沢亥一（長野）、西角井正
男（東京）、大杉信太郎（東京）、金子巍則（東京）、伊原恒次（長野）、榎本基継（埼
玉）、平野長吉（埼玉）、池上孝助（埼玉）、浅野筠円（長野）

第 11号

小松盛正（福島）、山岸弟治（長野・常泉寺）、矢吹平司（福島）、明間卯之介〔助〕
（茨城）、竹間清臣（熊本）、松山勝司（千葉）、神津好雄（信濃）、錦織源之助（島根）、
室井宗吉〔宝井〕（福島）、成田富之亟（千葉）、宮本雄次（千葉）、黒岩魯民（高知）、
鈴木豊二郎（福島）、古川清二（新潟）

第 12号

鈴木重正（福島）、大塚千代造（鳥取）、藤原祐造（神奈川）、松原美成（長門）、原
田紋右衛門（三河）、鈴木信太郎（同）、小林伊吉（同→三河 *）、吉川義祐（同→尾
張 *）、宮林清一（富山）、菊池栄（福島）、今井延彦（越前・気比神宮）、大和田絜〔潔〕
（福島）

第 13号

坂部行三郎（東京）、宮本豊（越前・常宮神社 *）、宮本佐太〔佐吉〕（同）、今井清彦（越前・
気比神宮宮司）、平松齋一郎（同禰宜）、井上香木（同主典）、河端親礼（同〔役職な
し〕）、小林貞実（越前・金崎宮禰宜）、小原吉包（越前・気比神宮主典）、石塚資雄（越
前・金崎宮主典）、石井重満（越前）、辻益彦（同）、古川荘九郎（同）、泉慶紀（越前・
常宮神社社掌）

第 14号 佐藤栄右衛門（長野）〔第 40号に掲載なし〕、羽根秀一（三重）〔第 40号に掲載なし〕

第 16号 光岡正影（東京）、秋野太郎（長野）、士谷政吉（長野）、宮脇音松（長野）、紀俊（和歌山）、
中村孝雄（奈良）、渡辺寿樹（島根）

第 17号 松井要輔（長野）、北村志津男（同）

第 19号 齋藤政吉（東京・穴八幡）、峯善男（東京→長野 *）、長谷川忠太郎（東京→兵庫 *）、
小山新治（兵庫）、井上安彦（愛知）

第 21号 広橋足穂（新潟）、富田八百蔵（東京）、近藤喜衛（青森）
第 24号 阿久津純一（栃木）、三瓶鬼三郎（福島）
第 29号 三田徳太郎（滋賀）、清水喜平次（滋賀）

第 31号 遠藤佐々喜（京都市第三高等学校）、小西熊次郎（大阪農業学校）、江原竹二（埼玉）、
矢原鶴三（渡島）、奥村喜一郎（滋賀）、長谷川九一郎（美濃）
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第 32号 丸山為之助（長野）、中川伝次郎（京都）、生田友次郎（鳥取）

第 34号
塚原嘉藤（仙台市第二高等学校）、村沢節雄（越後）、新海四郎（尾張）〔第 40号に掲
載なし〕、芳山幹（尾張）、新海義三郎〔藤三郎〕（尾張）、田中万逸（大阪農業学校）、
吉楽宗一郎（越後）、松本周馬（丹波）

第 37号 小沢錦十郎（長野）、奥新一郎（広島）、早藤捨吉（京都府師範学校）

第 40号

上条浅太郎（長野）、大井文雄（越後）、高技寅松（大阪）、大偶為三（滋賀）、柳川保蔵（青
森）、鬼柳東一（同）、梅木重次郎（宮崎・延岡中学校）、笹井秀次郎（同）、日吉昇（宮崎・
延岡小学校校長）、飛松謹一（佐賀・師範学校）、田辺勝太郎（羽後・院内銀山・工学士）、
水谷京四郎（島根）〔高橋千川らと同住所だが第 8号には記載なし〕

第 41号 笠原才治（長野）、谷口鶴松（三重）
第 42号 古橋直（京都大学法科大学）、青木常蔵（京都）
第 43号 佐藤信有（東京）、内山鶴二（山口）
第 44号 花岡安見（山口県尋常中学校教諭）、染田高紀（仙台市第二高等学校生徒）
第 45号 両角運右衛門（長野）、小川尚一郎（越後）、奥平虎吉（神奈川）

第 47号

野村甚之進（愛知）、河合恒太郎（近江）、益子甲子之助（栃木・大沢小学校）、齋藤豊（京
華日報社）、安藤久太郎（同）、佐藤惣三郎（東京）、下田義天類（東京）、赤田開太（東京）、
武藤信平（東京）、松木良助（暹羅）、市川忠太郎（美濃・大井小学校）、今城長緒（米国）、
大槻民治郎（東京）、宮井鐘次郎（東京）、辻清蔵（東京）、堀常次郎（東京）、清水広景（仙
台市神宮奉斎会本部）、井倉和欽（東京朝日新聞社）、百済忠敬（山口）、今井清彦（岐
阜市中学校）、守屋常磐（宮崎）、北山重直（金沢市神宮奉斎会本部）、甲斐一彦（福島・
開成山）、齋藤直義（台湾・台北神宮奉斎会本部）、吉村春樹（伊勢）、潮見琢磨（伊予・
松山市神宮奉斎会本部）、森津常正（岡山市神宮奉斎会本部）、戸田氏貞（美濃・大垣
町神宮奉斎会本部）、湯谷基守（豊前・中津町神宮奉斎会本部）、大貫直津（山城・男
山八幡宮宮司）、賀茂水穂（靖国神社宮司）、中田憲信（東京）、久保悳隣（東京・須賀
神社）、神宮嵩寿（埼玉・氷川神社）、高山昇（陸奥・塩釡神社宮司）、牧野静雄（東京）、
小黒嘉右衛門（北海道）、秋山於莵麿（下総・成田町中学校）

第 48号

河口隆太郎（長野市尋常中学校）、辻林右衛門（北海道）、清水熊太郎（東京）、蓬田弥
一郎（同）、遠藤真幸（出雲）、猪狩義友（東京）、奥田利三郎（同）、宇田川富蔵（東京）、
太田貞一（長野）、勝家貞一郎（東京）、田村猛麿（東京）、島田雅雄（東京）、坂本寅松（大
阪）、福井秀造（徳島・宍喰尋常小学校）、金丸俊胤（東京）、坂田文治（東京）

第 49号

前田鴻（北海道・根室金刀比羅神社社司）、松本周馬（京都）、桜井重守（石川）、宮野
源三郎（大阪）、森川新五郎（福岡）、井戸省三（美濃）、石野安太郎（伊予）、萩上正夫（長
野）、堤茂雄（同）、上条寿美蔵（長野）、菊地宇太郎（同）、川崎左右（同）、桜井栄一（長
野）、田中末吉（長野）、三善虎吉郎（愛媛）、玉井正申（同）、田中栄（愛媛）、谷泰吉（愛
媛）、加瀬哲（東京）、後藤謙二郎（長崎）

第 50号

渡辺修次郎（東京）、池田晃（東京）、菅原雅輔（東京）、仁田九朔（摂津）、根本規矩雄（秋
田）、石垣效（伊勢）、佐々木為雄（愛媛・川の浜尋常小学校）、松江慎（愛媛・成川尋
常小学校）、北島信（愛媛・上槙尋常小学校）、五百木恭信（愛媛・川之石尋常小学校）、
武田武（愛媛・松山尋常師範学校）、太宰文平（愛媛）、弓野俊雄（大和）、陣内不可止（佐
賀）、吉村健吉（山口）、宅間栄二（東京）、越山茂（大阪）、西原実光（大阪）

第 51号

峰岸宗四郎（長野）、山岸慶蔵（同）、池田長治（長野）、那順健治（長野・師範校附属訓導）、
神田熊治（長野・長沼小学校長）、森山弥市（長野・古里小学校長）、伊原金作（長野）、
藤沢勝治郎（長野）、青木直人（長野）、細川寛一（長野・師範学校）、源基喬（磐城）、
葛城仁之介（奈良）、葛城俊治（奈良）、田中知四郎（大阪・堂島商品陳列場）、二宮
直治郎（大阪・尋常師範学校）、丸山新一郎（信濃）、曽根原増人（信濃）、神山栄（愛
知）、村沢真焉（新潟・第二師範学校）、清水喜太郎（同）、成田皆吉（愛知・知立郵便局）、
岩佐運平（東京）、土居束（大分）、大竹照政（同）

第 52号

小野安一郎（佐賀）、成田種三（北海道）、小成平左衛門（岩手）、菊池惣七（同）、茂
山忠助（同）、坂下勇作（同）、土肥太一郎（同）、八木原真之助（東京）、有本久悌（東京）、
郷太一郎（福島）、八田玄吾（長野）、毛山正辰（愛媛）、西村才介（東京）、推原広男（東
京）、飯尾安太郎（山梨）、飯野秀資（同）、飯野留吉（同）、飯野俊作（同）
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第 53号

中垣景律（熊本）、吉田市恵（東京）、七森演五郎（備後）、望月荒太郎（山梨）、望月
義治（同）、千葉胤明（東京）、村山清三（新潟・第二師範学校）、藤本充安（京都府
庁）、目時政房（岩手・蟇目尋常中学校長）、刈谷倉五郎（同〔所属なし〕）、飛沢左蔵
（同）、田鎖左七郎（同）、渡辺喜代太郎（渡島）、高川信一郎（秋田）、飯野喜之助（山
梨）、川手保一（同）、松咲栄治（奈良）、榊原淡水（同）、山本功（同）、平川松喜（奈良・
郡山尋常中学校）、喜多山才治（大阪）、小林理栄（福島）、山田弘（岩手）、坂下宇助（岩手）、
福徳文次郎（同）、伊藤喜惣治（岩手）、川屋善六（同）、中根倭蔵（岐阜）、六条直彦（奈良）、
桶木勝太郎（同）、永井幹（同）、地口秀太郎（青森）、南部興寧（青森）、小笠原治（青森）、
大久保忠治（青森）、猪内貞雄（青森）、寺井親（青森）、市川文丸（青森）、鈴木芳見（青森）、
永井正三郎（青森）、室岡千里（青森）、蕨一郎（千葉）、高井芳成（富山）、西潤身（福島）、
岩間梅吉（静岡）、大場正明（静岡）、鈴土養治（岩手）、千田弥七（岩手）、島久太郎（富山）、
島喜太郎（同）、牛山弥八郎（長野・諏訪高等小学校）、牛山克躬（同）、久保角平（同）、
武居与三（同）、工藤通知（同）、河西円蔵（同）、河西民作（同）、五味時三郎（同）、
岩垂今朝吉（同）、三村斧吉（同）、宮坂初吉（同）、千島倉之亟（同）、矢島鉄三（同）、
金井栄蔵（同）、宮沢国穂（同）、三村安治（同）、藤森俊夫（同）、倉知甲子太郎（同）、
鶴見貫一（岐阜）、鈴木馬五三（岐阜）

重複は省いた。住所や所属が前の人物と一致する場合は「同」とした。
* を付した情報は第 40号（および第 42号）の名簿から補ったため、加入時点とは異なる場合
がある。

北海道から宮崎県、台湾といった全国44、さらにシャムやアメリカといった海外45に
も会員が存在していたことが分かる。最多は東京（80名）、次が長野（62名）で、
他は 16名以下である。長野では第 53号で諏訪高等小学校関係者 18名が入会してい
るが、それを差し引いても多い。そうした集団での入会としては、学校関係者のほ
か、神社や神宮奉斎会関係の人物が目立つ。
会員数が当時の発行部数に比べるとかなり少ない46ことからも分かるように、当然

ながら『日本主義』読者は会員に限られなかった。さらに自身が購読していなくと
も、家族・知人や図書館を通じて触れることがありえた47。

44　 会員のいない沖縄県でも、後に沖縄師範学長になる安藤喜一郎が「学校ト宗教トノ関係」
において「本邦教育ハ日本主義ナリト予言」しており（安藤喜一郎「国体論ニツキ前説ヲ
敷衍シ併セテ本邦教育ノ性質ヲ述ブ（総集会場ニテ）」、『琉球教育』第 22号、1897年、4
～ 5頁）、『沖縄県史』はこの時期の皇民化過程において大日本協会による『日本主義』の
影響力が決して無視できないと評している（琉球政府編・発行『沖縄県史』第 4巻各論編
3、1966年、352頁）。

45　 会員以外の私的な流通では、当時在米中だった鈴木大拙が、友人などを通じて『日本主義』
や『日本主義国教論』を入手し、木村ら「実験学派」による「生々」「光明」「功利主義」
の主張を批判している（鈴木大拙「旅のつれづれ」、『鈴木大拙全集 増補新版』第 30巻、
岩波書店、2002年、および書簡番号 59・60・88・89、同第 36巻、2003年）。

46　 1900年の名簿には、「大日本協会は一定の規則あるを以て会員の数少きも他の会合の如き
有名無実なるもの一人たりともあるへからず敢て告ぐ」と付記されている（第 40号・47
頁）。

47　 例えば、埼玉県の社家に生まれた河野省三は、父が購読していた『日本主義』を通じて芳
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逆に、会員だからといって『日本主義』を購読していたとも限らない。「大日本協
会員たりとも 『日本主義』 雑誌は送呈せず購読は随意」（第 27号・表紙裏）だった
のである。第 4期には会員規則によって、「雑誌代価の外別に会費又は入会金等を要」
しない代わりに「『日本主義』 を購読すること。」が義務とされたが（第 46号・表紙
裏）、すぐに「成るべく」という語が付記され（第 49号・表紙裏）、さらに会則の改
正により、入会金・会費は不要のまま「雑誌は別に購読せんことを望む」（第 50号・
巻頭）、「会員と雑誌購読とは別」（第 51号・45頁）と改めて述べられるに至ってい
る。
雑誌を購読せず会員になることにどのようなメリットがあったのかは定かでない
が、大日本協会が苦境に立った第 4期に会員が大幅に増加する（204名）とともにこ
のような規則変更がなされたことを考えると、つきあいで会員になったが有料の雑誌
購読は不要、という事例が多く出てきたのかもしれない。
他方で同じ第 4期には、毎月金 1円以上を 1年以上納入する特別会員の制度が設
けられている（第 47号・47頁）。特別会員の会費は、協会にとって「印刷物売上金」
「寄附金」にならぶ収入源となった（第 50号・巻頭）。一覧は次のとおりである（表

7）。

表 7　
大日本協会の特別会員（32名）

第 47号

滝本誠一（京華日報主筆）、加藤房蔵（京華日報記者）、岩崎英重（富士新聞社長）、
宮地厳夫（宮内省掌典）、亀谷馨（朝日新聞記者）、神田息胤（東京）、藤岡好古（東
京）、松本正泰（東京）、塚田菅彦（東京）、篠田時化雄（東京）、山内豊章（東京）、
船曳衛（福岡）、山田大路元安（秋田）、賀茂百樹（広島）、今泉定介（東京）、藤田
季荘（東京）、坂常三郎（東京）

第 49号 寺崎遜（東京）、蕨真一郎（上総）、関貞二郎（大阪）、小日向一二（長野・南小川小学校）、
相原勇次郎（長野・神郷小学校）

第 50号
木村亮吉（陸軍砲工学校嘱託）、三好愛吉（文学士・仙台第二高等学校校長）、山崎
庚午太郎（宮崎・延岡尋常中学校校長）、北小路明義（大阪）、渡辺文雄（東京）、
長谷川九一郎（岐阜）

第 51号 武島羽衣（東京）
第 53号 佐村徳介（仙台第一尋常中学校）、西内成郷（奈良・官幣大社広瀬神社）、原豊太（東京）

こちらも神宮奉斎会や神社関係者、教育者が多いと言えよう。

賀・高山・木村の影響を受けた（原田雄斗「世紀転換期における在地神職の神道解釈と宗
教観――河野省三を事例に――」、『次世代人文社会研究』115～ 117頁）。また、天狗党
に加わった祖父を持つ田尻隼人は帝国図書館で『日本主義』や木村の『大日本建国史』を
読み、愛国活動に進んだという（田尻隼人「浅酌庵随筆 大逆事件と明治の少年」、『業界公
論』第 19巻第 6号、1972年、23頁）。
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参考史料

以下、大日本協会が公式に掲げた宣言文や規則の類を集めた。

1．「日本主義」の目的及び綱目（第 1～ 24号）

 目的
一日本建国ノ精神ヲ発揮ス
 綱目
一国祖ヲ崇拝ス
一光明ヲ旨トス
一生々ヲ尚ブ
一精神ノ円満ナル発達ヲ期ス
一清浄潔白ヲ期ス
一社会的生活ヲ重ンズ
一国民的団結ヲ重ンズ
一武ヲ尚ブ
一世界ノ平和ヲ期ス
一人類的情誼ノ発達ヲ期ス

2．「日本主義」発刊の主意（第 1号）

国民の固く結合して一団体を成し、燦然たる文化を促進して、世界各国の間に雄
飛せんには自主独立の精神なかるべからず、苟も自主独立の精神なからんか、徒
に他国の感化を受くるに止まりて、遂に我固有の特性を失ひ、為めに国民たるの
要素を溶解するに至らん、苟も自主独立の精神あらんか、已に受動的にあらずし
て、他動的なり、是を以て外来の潮流に圧倒せらるゝことなく、能く之れを同化
して、己れが発達を裨補し、反りて己れが培養せる所の結果によりて世界に貢献
する所あらん、今や外来の潮流、愈〻其勢を加へ、澎湃として入り来たる、此時
に当りて世人動もすれば昏乱眩迷、其立脚地を失ひ、自主独立の精神によりて、
之れを己れに同化するの要を知らず、摩頂放踵、之れに由りて感化せらるゝを俟
つ、若し此の如くなれば、一人より二人、二人より三人、次第に国民の団体中よ
り引離されて、遂に国家の基礎を危ふするの憂なしとせず、殊に宗教の如きは、
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精神的団結を成して、内地に入り来たり、国民の団体に属するものを誘化して引
離しつゝあるが為めに、無知蒙昧の徒、或は父母に背き、或は朋友に戻り、此を
捨てゝ彼に投ずるもの、亦間〻之れなきにあらず、然れども是等国家に有害なる
傾向を防遏せんことは到底孤臂を振ひて為し得べきにあらず、必ずや精神的団体
を成して、我自主独立の精神を発揮し、以て国民を結合するの基礎を建設し、併
せて世界をして我儼として樹立する所あるを知らしめざるべからず、是を以て吾
人此主意に本づき、大日本協会を設置し、将に精神的団体を成すの端緒を開かん
とす、本誌は其機関雑誌として発刊するものなり、若し団体に必要なる準備已
に成る暁に至らば、同志の人吾人と共に戮力協心、此大業を成さんことを冀望
す、吾人の主義は宗教と同じく精神的団体を成す所以のものなりと雖も、必ずし
も之れを宗教と云はず、宗教の如く迷信を混入するものにあらざればなり、然ら
ば何と云ふべきか、唯〻国民を結合して其進取の気象を助長するの主義と云ふべ
きなり、是を以て吾人は之れを「日本主義」と称せり、伹〻其精細なる解釈に至
りては号を逐ひて漸次に宣揚する所あらん、見よ山間幽谷の中を、苔蘚の下より
流れ出づる涓滴、相集まりて流を成し、丱〔艸〕を潜り木を廻りて、次第に増大
し、潺々として遠く聞え、淙々として近く響き、忽ち渹然岩を打ちて雷吼し、遂
に滔々汨々として山岳を撼して来たる、又見よ、西風吹けば、波瀾洋々として起
る、時に天候一変して東風吹き来たらば、始めは波瀾を駆逐し、漸くにして積水
を蕩揺し、既にして激浪山を倒して、逆に潮流を起し、水烟漠々天を蹴りて其窮
まる所を見ず、吾人の運動も亦此の如く、初めは微々たるが如しと雖、安ぞ其潮
流を起すに当りて遂に滔天の勢を成さゞるを知らんや、

3．大日本協会々則（第 3号時点）

 名称
第一条　　本会を大日本協会と称す
 位置
第二条　　本会は本部を東京に置き漸次支部を地方に設けんとす
 目的
第三条　　日本主義を唱道して国家の大道を明かにし以て国人の精神を統一せん
ことを期す
 事業
第四条　　前条の目的を達するに左の事業を以てす
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　　　　一　 機関雑誌新聞等を発行し日本主義の拡張に必要なる書籍を出版すべ
し

　　　　　　但し「日本主義」を以て本会の機関に充つ
　　　　二　 定時若くは臨時に演説会を開き其他此主義の普及を計らんが為に

種々の事業をなさんこ〔と〕を勉むべし
 会員
第五条　　 会員たる者は日本主義を実践躬行するは勿論進て此主義の恢拡普及を

幇助すべし
第六条　　 会員たらんと欲する者は住所、姓名、職業を明記し会員二名の紹介を

以て申込むべし
 会費
第七条　　会員たる者は会費として一ヶ年金六十銭を納むる者とす
　　　　　　 但し一回若しくは二回に納むるを要す又一時に金十円を納むる者は

本項の会費を納れず終身会員たるを得
 幹部
第八条　　本会の基礎となりて其主義を維持する者を特定して幹部となす
第九条　　幹部は二十四人を以て組織す
第十条　　本会重要の事件は幹部員之を議定する者とす
第十一条　幹部を整理する為に幹部長を置き幹部員之を互選す
第十二条　幹部に欠員を生ずるときは幹部会の決議を以て之を補充す
 役員
第十三条　本会に左の役員を置く
　　　　会頭　一名　会計監督　一名　幹事　二名　書記　二名
　　　　但し会頭及び会計監督は各々幹部の一員たるべし
第十四条　役員は左の任務に服す
　　　　一　会頭は本会を統監し併せて会務を統理す
　　　　二　会計監督は会計出納を監督す
　　　　三　幹事は一名は庶務一名は会計を掌理す
　　　　四　書記は幹事の指揮を受けて庶務及び会計に従事す
第十五条　会頭及び会計監督は幹部之を選挙し、幹事及び書記は会頭之を選定す
 維持費
第十六条　本会の維持費は左の二項を以て之に充つ
　　　　一　会費　二　寄附金
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 総会
第十七条　毎年一回総会を開きて会務を議定し役員を改選す
　　　　規則を議する場合に於ても幹部に関する条項は変更することを得ず

4．日本主義概則（第 27号時点）

○日本主義は大日本協会の機関雑誌なり
○大日本協会は日本建国の精神を発揮するを以て目的とす
○大日本協会は別に会長を戴かず幹部員廿余名ありて重大の件を議定す
○ 大日本協会々員たらむと欲する人は会員二名の紹介を以て申込むべし（但し無
会費）
○大日本協会員たりとも『日本主義』雑誌は送呈せず購読は随意たるべし

5．本会の目的（第 46～ 48号）

日本主義は日本建国の大精神を発揮し、国体を擁護し、生々、光明、進取活動の
主義を以て原理となし、又た国体を軽視し、或は厭世痿縮の教理を唱ふる者を正
に導かんとする者なり。

6．会員規則（第 46号時点、圏点省略）

何人たりとも日本主義を賛成し、左の条件を以て略履歴書を添えて入会を申し込
むものは会員たることを得。
（一）宣誓
一、吾等は日本主義の精神を体することを誓ふ。
二、吾等は日本主義を拡張し之を発達せしめんことを誓ふ。
（二）会員義務
一、日本主義を実行し、之を拡張し、之を伝道すること。
二、『日本主義』を購読すること。（但し雑誌代価の外別に会費或は入会金等を要
せず）
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7．大日本協会々則（第 50号時点）
 名称
第一条　　本会を大日本協会と称す
 位置
第二条　　本会は本部を東京に置き支部を地方に設く
 目的
第三条　　日本主義を唱道し国家の大道を明かにし以て国人の精神を統一せんこ
とを期す
 事業
第四条　　前条の目的を達するに左の事業を以てす
　　　　（一）　 機関雑誌新聞等を発行し、又た日本主義の拡張に必要なる書籍を

出版す　但『日本主義』の雑誌を以て本会の機関となす
　　　　（二）　 定時若しくは臨時に演説会を開き其他此主義の普及を計らんが為

めに種々の事業を為さんことを勉むべし
 会員
第五条　　 何人たりとも日本主義を賛成し左の宣誓を為して現在の職業を記入し

て入会を申し込むものは会員たることを得（入会金及び会費を要せ
ず、雑誌は別に購読せんことを望む）

　　　　（一）　吾等は日本主義の精神を体することを誓ふ
　　　　（二）　 吾等は日本主義を拡張し、之を宣伝し、之を発達せしめんことを

誓ふ
 特別会員
第六条　　 日本主義拡張の精神を賛成し毎月金一円以上を一箇年以上寄附する人

を以て特別会員となす（但月々払込及び一時払込自由たるべし）
 維持費
第七条　　本会の維持費は左の三項を以て之に充つ
　　　　（一）印刷物売上金
　　　　（二）特別会員会費
　　　　（三）寄附金
 支部
第八条　会員二十名以上を有せる地方は支部を設くるを得。
　　　支部には幹事を置き支部会員之を互選し支部と本部との連絡を保たしむ
　明治三十三年九月一日改
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8．日本主義綱領（第 50～ 52号、圏点省略）

皇祖伊弉諾、伊弉冊の二尊、天神の勅に由りて此国に降り、国土を経営し、神人
を生み、而して後之れが主と坐す神を生まんと欲して天祖天照大御神を生み給へ
り。茲に吾国君臣の分定まれり。天祖天照大御神皇孫に勅して曰く、豊葦原の
千五百秋の瑞穂国は、これ吾が子孫の主たるべき地也、爾皇孫就て治らせ、行
け、宝祚の盛なること天壌と窮りなかるべしと。建国の精神や宏遠なりと曰ふべ
し。
皇孫此国に降り給ひしより、万世一系の列聖国祖の神意を承けて天位を継ぎ、此
国に君臨し、恩愛を以て臣民を待ち給ふこと、慈母の赤子に於けるが如く、臣民
の之を仰ぐこと、また子の慈父に於けるが如く、忠孝一致、以て奉事怠ることな
し。我皇室は吾等臣民の大宗家にして、一切善美恩威の由来する所、国祖の神々
は我国人の崇拝して至貴至尊となす所なり。
父は慈にして子は孝に、夫は愛にして婦は敬し、兄弟は友に朋友は信に、隣保相
助け、郷党相済ひ、国土を懐ひ、国家を愛し、社会の秩序を守り、国人的団結を
堅くし、国憲を重んじ、国法に遵ひ、克く其分を尽くし、其業を励み、公益を広
め世務を開くは、これ我国人の常道にして、国祖の遺訓の存せる所、又た教育勅
語の聖旨のある所なり。
吾等の力むる所は、国体を弁まえ、国民性を研究し、吾国の歴史に基きて、国家
国民の発達進歩を計るものにして、一面には歴史的にして、又た一面には進歩的
たるなり。これ国家生物発達の原理なりと信ず。
吾等は生々を以て主義となす。人世悲惨の事多く、吾人時に落胆し、人生を悲観
し、厭世、退隠の情を起すことなきに非ずと雖、実はこれ個人の女々しき私情に
して、心力痿弱の恥づべき事たるなり。決して国民の常道公義とすべき所に非
ず。之を以て吾等は厭世退隠の事を斥け、宗教家の所謂来世の如きは毫も之を念
とするなく、一切迷信的事物を排斥し、現世の生活を重んじ、生々、活動、常に
希望を以て前進することを以て心となす。其生々の主義たるや、必ず又た進取、
膨脹の意味を附随す。我民族の生々、繁殖、膨脹の如きも、吾等の主張の重きを
置きて心とせる所なり。而して善美を世界に求め、智識を拡め、情操を高尚に
し、意志を強固にし、凡ての事に於て健康、活溌、進取、拡大を力め、国人をし
て遠大なる抱負を有せしめんことを期す。
吾等は、日本の国民性は、充足豊富を尚ぶを知る。此好尚たるや能く国民を豊富
にし、国家を繁栄にし、又た以て人民慶福の基礎たるに足る、吾等之れを取りて
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主義となす
吾等は光明清潔を主義となす。故に物質的事物に於ても、将た又た精神的事物に
於ても清浄、潔白、秩序、優美、名誉等を重んじ、公明正大快活を旨とし、陰
鬱、醜劣を憦む。而して正義を以て世界に立ち、親愛を以て、人類に尽くし、武
を尚びて凛然侵すべからざる国民たらんことを期す。
実に吾等の力むる所は国祖の神々が、日本を建国し給ひたる所の精神を発揮せん
とするにあり。吾等此精神を体して。斯主義を唱導す
（日本主義の委しき説明は木村鷹太郎著『日本主義国教論』及び毎月発行の機関
雑誌『日本主義』を見るべし）

9．日本主義（第 53号）

日本主義は日本建国の大精神に基づき国家生物学の原理に由り、国民性及び歴史
を基礎とし、以て国家国民の進取発達を力むる所の主義なり。
是故に一面には歴史的にして、又た一面には進取的なり、此両原素合して同化作
用を為し、以て国家国民の秩序的真正の進歩と発達とを致すものなりとす。
吾等生々を主義とす、故に吾等の主義や、活動的、健康的、現世的、進取的、拡
大的なり。而して悲観厭世の教義は一切之を容るさず。
吾等は充足豊富を旨とす、これ国家国民の慶福を増進せしむる所以のものなれば
なり。
吾等は光明清潔を尚ぶ、これ物質的及び精神的事物に通じて然り。而して尚武の
精神に兼ぬるに愛情と優美の心とを以てせんことは、実に吾等の希ふ所たるな
り。
吾等は世界及び人類の共同和親を楽しむ。然りと雖国家至上権は厳として其最も
尊きを信ず。

10．新天地（『新天地』第 1号）

旧天地には偽、醜、悪の事物充満し、偽、醜、悪の人物跳梁せり。吾人は茲に新
なる年に於て、真、善、美の新なる世界を開かんと欲す。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
旧天地の政治界は腐敗せり。政界に奔走せる多数は、学識なく、節操なく、主義
なく、徳義なく、たゞ利欲を目的となし、日に夜に不潔の事を行ひて恬然たり。
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国家を思はず、国民を利せず。一般の進歩幸福等の観念は彼等の眼中に無き所。
彼等はたゞ利害に由りて離合集散し、以て私利の為めに多数を作り、或は自家の
徒党の為めにせんとするか、或は然らざれば政府に媚びて、自家を利せんとする
輩のみ。
堂々帝国主義を執り、祖先建国の大精神を発揮し、徳光的世界帝国を経営せんと
するが如き、遠大なる抱負を有せるもの、今日の政治家中、殆どあることなし。
此くの如きは、実に旧天地の政界なり。吾人は此くの如きの状態を一掃し、以て
政治の新天地を開き、我国をして徳光的世界帝国の中心たらしめんことを期す。
あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
道徳界は偽善者に充満せり。口に道徳を連呼するも、身に之を行ふものなく、人
の之を勧むるも自ら之を実にするものなく、たゞ騒然として道徳々々と云ひ、一
も道徳二も道徳となし。情を殺し、意を抑へ、人性の花を枯らし、而して一切其
他の大と、力と、美と、愛との如き、凡て人心を高揚し、人物を大ならしむる所
のものは之を度外視し、たゞ格言的乾燥無味なる道徳の説教を以て人間を律せん
とせり。実に村夫子、道学者、教育屋或は小宗教家の跳梁せる世なり。此くの如
きは旧天地の実相なり。吾人は此くの如きを一掃し、美と、力と、大との理想的
道徳の新天地を開かざる可からず。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
文学界の現状を見よ。此天地の住民等は、大抵学浅く且つ狭く、主義なく、定見
なく、理想なく、而も文士なりと自称し、以て自ら得たりとなし、或は党を作
り、派を分ち、以て蝸牛角上の小争を為し、毫も自家の知識を修養し、見聞を博
うし、天地人生の真相を洞察し、高尚優美なる理想を抱懐するものなく、稍〻秀
出せるものは徒に自ら大家なりとして傲然として自ら「師」を以て居り、難有も
なき弟子などを取りて、其「先生」と呼ばるゝを喜び、以て自らえらしとなし、
吾人をして無鳥島の蝙蝠を想はしむ。
其内聊か小才のきく者、西洋人の説を焼き直ほして自説の装を為して発表する者
ある時は、眼界狭まき文士等は忽ち大に騒ぎ立ち、宛も大発見に接したるかの如
き状を呈す、若し或は平凡にしてノンセンスの小説なりとも出づることあらんに
は、筆騒々しき文士等、忽ち口にし忽ち筆にし、宛も大文学者天より降り来りし
が如くに之れを評す。
之れ尚ほ可なり。文学の神聖を口にし、甚た見事なる事を筆にせる者も、多くは
原稿料取りなるに至りては、吾人呆然たらざらんとすとも能はざるなり。亦た美
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術の神聖を云へる者も、真の美を作して、以て高大なる感化を人間に与へ、以て
其不朽の栄誉を得んとはせずして、多くは金銭の為めに作す。一言せば、文学
者、美術家等の多くは、理想に生きずして商売を以て主眼となす。此に於て吾人
は感ず、今日の文学とは何ぞや、曰く金なるのみ、美術とは何ぞや、曰く銭なる
のみと。
旧天地の文学や之れなり、旧天地の美術やこれなり。卑近なり、浅薄なり、下等
なり、無理想なり、無学なり。
吾人は学識あり、定見あり、遠大、雄健、高雅の理想を有せる文学及び美術界の
新天地を開かんとす。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
嗚呼宗教界、何ぞ進歩せざるの甚しきや、三千年以前の迷信を固守して、常に進
歩せる新光明に接することを好まず。迷信を喜び、偽善を行ひ、厭世を説き、毫
も高揚、伸々たる所なく、一度心を宗教界に置くに於ては、再び脱する能はざる
深田に馬を乗り込みし如くならしめ、人をして全く無為無能、無活動とならし
む。此くの如きは旧天地の現象なり。吾人は新世界の太陽の光明を以て、旧世界
の信仰なるものを照破し、清澄なる天地に生々として、美と、力と、大とを理想
とする所のものを与へんと欲す。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
人は社会を謂ふ。然りと雖社会何ものぞ、旧天地の社会なるものは利己的の結合
にして、自己に利あるものを称し、自己の利益に反するものを排す。而も皆近眼
的にして大局を視るの力なし。之を以て能を嫉み材を害し、嫉妬、中傷、離間を
之れ事とし、人の美を成すを好まず、人の成功を害す。此くの如きは実に旧天地
の社会なり、吾人之を好まず。
吾人の理想とする所の社会は、愛を以て結縄となし、人々独立自主の気象に富み
て而も団体的有機体の感を有し、天才を尊敬し、有能を貴重し、賢士を礼遇し、
以て全体の進歩と幸福とを得んとすることを為し、宛も一家の如きものならんと
するにあり。之れ新天地の社会なり。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
商業界を見んか。素町人根性。何ぞ其れ陋にして卑なるや。眼前の小利に営々と
して遠大の利を見るの明なく、徳なく、義なく、信なく、実なく、相場を為し、
虚業を以て実業なりと云ひ、忽ち小成に安んじて大なる進取を試むるものなきは
実に当今の商人なり。彼等素町人根生を以て心となし、毫も大商人となり、気高
くして、優に紳士紳商たるの資格を保たんとするもの殆とあるなし。
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商人なるもの素より利を重んじ、貨を貴ぶ、これ何ぞ咎めん。されども道義徳操
は決して商業上必要なしと云ふべからず。大なる成功を為さんと欲するものは、
必ず又た徳義を重んずるものたらざる可からざるなり。
旧天地の商人や実に小なり。新天地の商人は尽く徳義を重んじ、品格ある紳商た
らしめんことを理想とす。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
教育奨励の声や盛なりと雖、教育の実は殆と之れあるなし。教育学の研究や空前
なりと雖、教育されたる者の人物や日に下落せり。教育雑誌の発行は日一日に増
加すと雖、其効は皆無にして、乾燥無味の言論天下に充つるのみ。小学校増設さ
れ、中学校其数を増すと雖、其効果果して何処にかある。授くる所は多くは無用
不急の知識にして、其教ふる所の道徳は、格言的、制規的乾燥無味の小道徳な
り。教育の奨励され、学校の増設さるゝこと愈〻盛にして、生徒の学力、知力、
意力は益〻下落して学校を卒業し、社会に出づるとも独立せる「人物」たること
能はざるなり。
大学は学風最も不良にして、此には見識、判断力及び天才を貴ばずして、たゞ徒
に博知を旨とし、考証引用の多きを以て優等となし、人名及び書名を暗んずる者
は教師の愛顧を受く。而して学生の一意力むる所は教師の意を逢迎するに在り
て、自家の志操を養ひ、見識を形成せんとするには非ざるなり、其最大の理想と
せる所は、諸種の字引と、諸科の学史等を編集するにありて、一科の学を成し、
一家を為さんとするに非ざるなり。
之れ素より其所なり。教授諸先生等の内、口に武士道を説きて大なる顔を為せる
者も、其実頗る腰抜にして且つ金銭の奴隷なるあり。道徳を教授せんと名乗る博
士にして、性行甚た卑陋なるあり。洋行帰りの諸先生等は、徒らに気取りて博学
をてらひ、滑稽の醜態を演ずるあり。大学は多く此くの如き大先生等の導く所な
り。
此くて大学出身の人物日に下落し、薄志弱行の徒知識界の上流に立ちて以て天下
に悪模範を与ふるなり。
旧天地の教育此くの如くそれ無定見と無品性なり。
其志操や雄健に、其知力や英敏に、其判断や明晰に、其知識や実質ある人物、之
れ新天地の教育に由りて得んとする所の人物なり。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
旧天地に於て最も吾人の厭ひ且つ悪む所のものは、人間の心の穢きことゝなす。
此人心の不潔、之れ万事の腐敗、偽善、罪悪の源泉たるなり。
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人心穢し、之を以て種々曲れる事を企つるなり。
人心腐れり、之を以て純潔ならざること人生に存するなり。
人〻口に愛を云ふ、而して其実なし、之を以て党を結び他を排し、以て小紛争を
事となす。
此くて善なること、美なること、真なること、其所を得ずして、偽と、醜と、悪
とは天下に横行し、以て正義を苦しむ。旧世界の人心此く不真多く、不善多く、
不美多く、不愛多し。之れ吾人の理想に反す。
新天地を開き、新天地に住せんとする者の心意や、公明正大、雄健快活、真を語
り、善を愛し、美を好み、以て進化の大運行に貢献せんとするものたらざる可か
らず。
進歩的、進化的、進取的、之れ吾人の理想とする所。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
旧天地の事物は陳滞せり、不潔なり、乾燥無味なり、高潔ならず、壮大ならず、
雄健ならず。偽と醜と悪とに充てり。吾人此くの如きものを一掃すること、焼鎌
の敏鎌もて茂木がもとを切り払ふことの如く、科戸の風の天の八重雲を吹き払ふ
ことの如く、大津辺に居る大船を舳解き放ち艫解き放ち大海に押し放つことの如
く、一切之をなぎ倒し、吹きはなし、解き放たざる可からず。
昔ノアの時人間皆腐敗せり、神怒りて一切是等を滅ぼさんとして、滔々たる洪水
を以て旧世界を滅ぼし、而して新天地を開きたりと云ふ。吾人亦エホワの位置に
立ちて公明正大真善美の新鮮なる、若かやかなる活動的精神の洪水を以て旧天地
を滅ぼし、以て新天地を開かんとす。希望の虹霓天の一方に現象せんは近きの
み。
旧天地の陳腐、偽醜なる事物に満足し、紅塵を呼吸し、汚泥を飲みて得々たるの
輩は我徒に非ず。
政治なり、哲学なり、文学なり、美術なり、教育なり、実業なり、社会なり――
一切是等の新天地を開き、其新天地に住せんとするの士は、与に来りて吾人の精
神を助けよ。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
之を鼓するに雷霆を以てし、之を潤ほすに風雨を以てするが如き、これ新天地開
成の感なるかな。暗黒を破り、雲霧を払ひ、朝日の豊栄登るか如き、これ新天地
開成の感なるかな。



287〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

大日本協会『日本主義』『新天地』総目次

凡例
【底本】本総目次の作成にあたっては、国立国会図書館所蔵の『日本主義』（マイク
ロフィルム）、および『新天地』（デジタルコレクション）を底本とした48。ただし、
インク色の都合により同マイクロフィルムで確認できなかった第 46号の「挿画 紀
念美術館設計図」については東京大学総合図書館所蔵本を参照した。

【先行目次】第 1巻第 1号～第 4巻第 24号および第 25～ 39号（分巻なし）につい
ては各欄ごとの「総目次」「総目録」が公式に作成され、各合冊の頭に収載されて
いる。しかし、「総目録」では雑報欄や論叢欄の各項目が省かれており、その他の
細かい記事や広告も含まれないため、完全な総目次とは言えない。ゆえに本総目
次では、全ての記事を省略することなく各号ごと・掲載順に採録し、記事タイト
ルが存在しないか内容を把握しづらい場合は適宜〔中括弧〕で補足した。

【表記】他の箇所から誤字が明らかな場合は断りなく訂正し、著者の肩書など、目次
の情報が本文を補うときはそのまま追加した。本文と目次で表記が異なる場合は、
差異が小さければ原則的に本文を優先し、差異が大きくどちらが正しいか判断が
つかなければ〔中括弧〕で補った。
同一著者で複数の記事が連続する際は、著者表記が改めてなされていれば項目を
改め、「同」のように省略されているときはスラッシュ（／）で区切りつつ同一
項目にまとめた。また、複数の著者が共同で一つの記事を書いている場合は中黒
（・）で、同名の別記事を連続して書いている場合はスラッシュで名前を区切った。
広告のうち書籍については、煩雑を避けるため肩書や一部の人名（序文など）を
省略し、著作者名『書名』（版）といった書式で統一した。

【著者】社説や時評欄などの無記名記事については、原則として「総目録」に記載が
ある場合のみ著者名を記し、内容からの推定は行っていない。ただし、木村鷹太
郎や柴田柴一郎の文章は後年の論文集に再録されている場合があり、また解題で
触れた第 14号の「加藤博士の道徳論」は例外的に本誌の記述で竹内楠三の執筆だ
と明らかにされているため、それぞれ付記してある。
検索の便を図るため、表記揺れを同定しやすい人物は主な名前を〔中括弧〕で補
った。

【備考】紙幅の関係で備考欄は設けず、補足すべきことは記事題名・内容の後に〔中
括弧〕で付記した。特に、雑誌などの論及対象が明示されている場合はできるだ
け載せた。

48　 なお、東京大学総合図書館所蔵本には国立国会図書館所蔵本にない広告頁が存在する（第
43号巻頭における開新堂本店・三省堂書店）。広告を用いる場合は底本の異同に気をつけ
る必要があろう。
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第 1巻第 1号　1897（明治 30）年 5月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

大日本協会
目次 表紙裏
「日本主義」の目的及び綱目
「日本主義」発刊の主意 1-3

論説

文学博士 井上哲次郎 教育上に於ける世界主義を難ず 5-18
湯本武比古述 日本主義発刊に就きて 18-26

木村鷹太郎 新神道ト国家経済　第（一）繁栄豊富主義／第（二）
実業奨励 26-49

竹内楠三 国家至上主義 50-55

研究 文学博士 元良勇次郎 禅ト心理学トノ関係 56-64
理学士 坪井正五郎 短身黄色果して恥づ可きか 64-68

文苑

嬉月訳 二ツ鴎 69-74
木村鷹〔木村鷹太郎〕哲学者めさむ／な手折りそ 74-75
中村田鶴子 春風 75-76

関貞次 御国十首　皇室／臣民／武士／女郎花／大和撫子／富
士／桜花／東海水／浅間岳／琵琶湖 76-77

雑録

竹楠生〔竹内楠三〕 日本主義に就て 78-86
『青年文』一記者 現在の日本文学 87
竹楠生〔竹内楠三〕 慈善果して善なるか 87-92
竹楠生〔竹内楠三〕 耶蘇教国の私生児 92-94
竹楠生〔竹内楠三〕 今日の普通心理学書の欠点 94-98

時評

木村〔木村鷹太郎〕 乞食的学風 99-100
木村〔木村鷹太郎〕 古風なる政教論者〔『太陽』宗教欄記者を批判〕 100-101
木村〔木村鷹太郎〕 我国の国家主義は箇人を没し去るものに非ず 101
木村〔木村鷹太郎〕 拝外の徒 101-102
木村〔木村鷹太郎〕 世界主義〔ユニテリアン・『世界之日本』を批判〕 102
木村〔木村鷹太郎〕 国民的抱負 102
木村〔木村鷹太郎〕 新精神を以て国典を研究せよ 102-103
木村〔木村鷹太郎〕 本願寺改革者に告ぐ 103

木村〔木村鷹太郎〕 無見識の厭世論〔『帝国文学』の姉崎正治「詩眼に映
せる救世の使命」を批判〕 103-104

木村〔木村鷹太郎〕 比較宗教学 104
木村〔木村鷹太郎〕 折衷学風を排す〔『帝国文学』3月号に賛成〕 104-105

木村鷹太郎 哲学雑誌雑報記者の浅薄〔雑報記者（蟹江義丸）によ
る井上哲次郎評を批判〕 105-106

木村〔木村鷹太郎〕 大学教師ケーベル氏の愚論〔『日本宗教』の「精霊教
万国同盟結合の檄」を批判〕 106-107

人事執着主義〔『明治評論』第 6巻第 4号の末広一雄「人
種宗」に賛成〕 107-108

木村〔木村鷹太郎〕 日本の画家に希望す 108-109
陳腐なる有神論〔「予が神の存在を信ずる理由」を批判〕109

木村〔木村鷹太郎〕 日本人種の生々膨脹 109-110
木村〔木村鷹太郎〕 台湾島伝道 110
木村〔木村鷹太郎〕 「太陽」宗教記者国家軽視主義 110-111

竹内〔竹内楠三〕
普通教育と宗教〔『反省雑誌』第 12年第 3号の社説「小
学児童と宗教」および『日本宗教』第 2巻第 10号社
説を批判〕

111-112

附記〔表紙の表題と図案〕 112
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〔広告〕

普及舎 田中登作編『分割日本地図』『分割日本地図指南』

普及舎

辻敬之・岡村増太郎『尋常小学校教師用作法書』／英
国亜歴山倍因原著 田中登作・松島剛・佐藤亀世・橋
本武訳『心理全書』／米国ラルキン、ダントン著 西
村正三郎訳述『心理学之応用』／山県悌三郎訳述『教
育叢書教育哲学史』／ワンギル著 是石辰二郎訳『初
等教育学』／ロツク著 原豊作訳述『洛克氏教育論』
／松尾貞次郎『教育哲学史』／松尾貞次郎訳解『魯氏
教育哲学』／ペインター著 杉浦重剛訳述『教育全史』
／田中登作訳『斯氏倫理原論』／井上円了『倫理通論』
／鳥居忱『哲学一斑』／田中登作編『亜細亜諸国教育
一斑』／田中登作編『亜細亜全図』

開発社 『教育壇』第 4号／『教育時論』第 435号

普及舎・教育舎 新刊広告　後長松二郎編『高等小学作文教本』上巻／
石田新太郎訳述『ベフヂング氏心理学』（訂正改版）
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 2号　1897（明治 30）年 6月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏

大日本協会 日本主義〔第 1号「「日本主義」の目的及び綱目」と同文、
以下同様〕

論説

文学博士 元良勇次郎 主義と宗教との関係を論じて日本主義に及ぶ 1-11
蔵原惟廓 国家教育の理想を論ず 11-21
清野勉 新神道立脚の地盤 22-28

湯本武比古 道義的品性〔奥羽六県北海道大教育会における演説の
草稿〕 29-40

研究

文学士 松本孝次郎 児童の道徳心と倫理教育 41-51

文学士 尾田信直
神の道に於ける清浄の理想　第一章 国史と清浄の理
想／第二章 神社と清浄の理想／第三章 身滌秡及齊忌
等と清浄の理想

51-66

文苑

佐々木信綱 太陽の歌 67-70
嬉月訳 二ツ鴎（つゞき） 70-75

中村田鶴子 ゆふべの雲／折にふれたる／上京せむとしけるまへの
夕へに 75-76

雑録

ワイアット氏原文・
はた抄訳

帝国の道義〔『19th Century』4月号の ‶�e Ethic of 
Empire”〕 77-87

竹楠生〔竹内楠三〕 国家と個人との関係 87-93
竹楠生〔竹内楠三〕 囚徒教誨問題 94-98

時評

名を重んぜざるべからず 99
築港の結果如何ん 99-100
過ぎたるは尚ほ及ばざるより害あり 100
宗教家の語勢忽然一変 100-101
大警戒たり 101
耶蘇教徒の外人崇拝 101-102
耶蘇教徒売国根性の一例 102
文学美術と社会の秩序 102-103
厭世の小説及び詩歌 103-104
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仏教亡国〔『禅宗』第 26号の井上哲次郎批判への反論〕104-105
哲学雑誌記者の浅薄を指斥す〔『哲学雑誌』第 121号
雑報「日本主義」への反論〕 105

木村〔木村鷹太郎〕 吾人は敢て罵詈す 106
宗教家第二回懇談会 106-107
人種競争 107-108
日本人排斥 108-109
放任主義 109
布哇政府の不法を如何すべき 109-110
井上博士の出発に臨みて 110
〔『教育時論』で予告した目次からの変更〕 110

〔広告〕

開発社 各府県売捌書肆

普及舎広告 後長松二郎編「高等小学作文教本」『高等小学作文』『尋
常小学作文』『尋常小学作文書』『日用文教本』

大日本協会 〔発起人の加盟（芳賀矢一・尾田信直・高山林次郎・
上田万年・蔵原惟廓・松本源太郎）〕

開発社 〔購読・編集の申し込み先〕
開発社雑誌部会計掛 〔前金の催促〕
國學院同窓会 『新国学』第 9号
〔開発社〕 『教育時論』『教育壇』『日本主義』

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 3号　1897（明治 30）年 7月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

法学博士 穂積八束
祖先教及び其道義〔近著『国民教育愛国論』中の一篇
で、許可を得て掲げたもの〕　一 祖先教／二 家国／三 
忠孝

1-15

文学士 芳賀矢一 日本文学は神事に淵源す 15-19

木村鷹太郎 日本人は優勝的民族なり―日本主義は尚武的教理を有
す 19-29

竹内楠三 国家至上主義（承前） 30-40

研究 中島半次郎 社会教育と美術 41-46
文学士 松本孝次郎 初等心理学を読む 46-50

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕春潮吟 51
秋山露子 夏夜 52-53

木村〔木村鷹太郎〕 南洋に行かんとするに父母の止どむと云ふ人に代りて
／顧みなせそ 54-55

松山勝司 日本主義の綱目をよめる／述懐／山家の雲 56-57
小佐野耕／塚田菅彦 日本主義の発刊を祝ひて 57-58
松山寛之助 題日本主義表紙／郭公に寄せて 58
秋江 〔俳句〕 58-59
嬉月 〔俳句〕 59-60
青柳直道 神の道 60-62
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雑録

呉文聡 余が持する人類行為の標準 63-65
木村〔木村鷹太郎〕 高大善美 65-66
木村〔木村鷹太郎〕 海辺の避暑 66-70
木村〔木村鷹太郎〕 破壊と建成 70-71
木村〔木村鷹太郎〕 ヘブライ的かローマ的か 71-73
竹楠生〔竹内楠三〕 学説及び主義の批判 73-79
竹楠生〔竹内楠三〕 物と心との関係に就て 79-82

時評

外国語教育の精神と内地雑居 83-84
時事新報の亡国論〔6月 29日の社説「国を開かば大
に開くべし」を批判〕 84-86

日本主義の外に日本主義なし 86
大に外交家を養成すべし 86-87
教育家と其信仰 87-88
内務省は宗教の取締を厳にすべし 88
神道と耶蘇教とは合併の望なし〔海老名弾正を批判〕 88-90
強力を根拠とする倫理説に対する曲解 90-91
孰れか果して有害なる〔『Japan Times』への反論〕 91-92
宗教の根本実質は迷信なり 92-93
宗教は必要なし 93
世界的宗教と国家主義 93-94
主義は八方美人たるものに非ず、 94-95
無神論者の国祖を崇拝するは偽善なるか 95
物質力〔大町桂月・『哲学雑誌』『国民の友』『大日本』
への反論〕 95-96

唯物論は何故に非なるか 96-97
生々教は保守的たるを得るか 97
日本主義に道徳の原動力なきか 97-98
華族女学校の建物 98
高等女学校 98-99
耶蘇教の教育雑誌大に日本主義を賛す〔『同志教育』7
月号に賛成〕 99-101

藍邨 伝道師と俳優と 101-102
藍邨 我は日本歴史を知らず 102-103
藍邨 頑固とは彼等の事なり 103-105

彼等与に始を謀る可からず 105
国精会　目的／組織／諸費／純正神道の要領 105
大日本協会の近況　〔演説会／発起者の加盟（肝付兼
行・穂積八束・戸水寛人・佐々木高美・勝浦鞆雄・松
本孝次郎等）〕／大日本協会々則

106-109

新刊寄送　国民教育愛国心〔穂積八束〕／露国形勢総
覧〔伊東祐穀〕／宗教論〔高島嘉右衛門〕／〔雑誌〕 109-110

〔広告〕

東京統計協会出版部 伊東祐穀編『露国形勢総覧』
開発社 社告〔勉学の志ある者の雇入〕

開発社 懸賞論文募集〔「本邦教育史に於ける儒教の功過」「小
学修身科の教授法」〕

〔開発社〕 『教育時論』『教育壇』『日本主義』
開発社 各府県売捌書肆
〔開発社〕 『教育時論』第 441号／『教育壇』第 6号

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 1巻第 4号　1897（明治 30）年 8月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

谷本富 今後教育の方針〔4月 11日の私立京都府教育会にお
ける演述速記の一部〕 1-19

蔵原惟廓 国民教育の理想を実現する方案　国民教育の第一の機
関は図書館なり〔第 7号によれば「一両年前の旧稿」〕19-28

赤田開太 欲望と発達と 29-41
竹内楠三 国家至上主義（完） 41-49

研究
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝 50-54

文学士 上田万年 国語漫録四則〔国語の大切なる事／国語学／方言／ア
イノ人〕 54-57

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕大鷲吟　とりひしげ／羊あらむや／何をつぶやく 58-60
きむら〔木村鷹太郎〕浜辺の夏の夜／酒の寿 60-61
嬉月 二つ鴎（終） 61-67
秋江 俳句 67

雑録
木村〔木村鷹太郎〕 日本教育の目的 68-70
き、つ〔清野勉〕 理想派と写実派 70-77
き、つ〔清野勉〕 教育家と自重心 78-82

時評

奇怪千万〔大町桂月・『国民の友』『大日本』『日本宗教』
への反論〕 83

教育家猛省せよ 83-85
中間主義の流行 85-86

〔木村鷹太郎〕 耶蘇教徒に明答を要求す〔後に木村鷹太郎『耶蘇教公
認可否論』へ再録〕 86-87

高等師範学校に就きての所望 87-88
過去に功績ありし者将来も亦必要なるか 88-90
安心立命とは何事ぞ 90
狩野派の弊 90-92

藍邨 台湾の布教 92-93
遊廓伝道 93

きむら〔木村鷹太郎〕在外者の日本主義〔米国・今城長緒の木村宛寄書を紹介〕 93-94

藍邨 迷信は一のみ 94-95
小説の衰微を欲す 95-97
神社を崇拝せしめよ 97-98
国民の歌を作る可し 98-100
宗教記者の外国崇拝〔『宗教』第 70号の評論「国粋の
鑑定は開国雑居以後の事」を批判〕 100-101

各国間の道徳〔『反省雑誌』8月号の加藤弘之「外交
道徳」に賛成〕 101-102

琉球開導の方針 102-103
日本主義と世界主義との関係 103-105
政治家の覚悟 105-106
吾人は日本主義の開祖に非ず 106
日本主義に対する神道家の意向〔『教林』第 48～ 49
号および『惟一』の紹介〕 106-108

無益なる運動〔護法大同団を批判〕 108-109
藍邨 排仏排耶何の不可あらん 109-110
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新刊寄贈 110

〔広告〕

開発社・普及舎 『教育時論』第 445号

開発社 懸賞論文募集〔「本邦教育史に於ける儒教の功過」「小
学修身科の教授法」〕

開発社 社告〔事務見習生の雇入〕
開発社 〔全国講習会の統計〕
開発社 社告〔払込先〕

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 5号　1897（明治 30）年 9月 24日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

海軍大佐 肝付兼行 海国の為めに我貴族に望む〔7月の輔仁会総集会にお
ける演説筆記〕 1-14

飯田旗郎 金力主義と日本 15-22
文学士 松本孝次郎 教育者と日本主義 22-27
谷本富 今後教育の方針（承前） 27-43

研究 文学博士 元良勇次郎 観念連合と倫理教育との関係 44-56
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 56-61

文苑

木むら〔木村鷹太郎〕初秋深夜の感 62-63
嬉月 夢 63-66
琴洋漁史〔坂田琴洋〕仰き見よ 66-67
嬉月 恋の文 67-68
嬉月 花を折りて送りし時に詠める 68-69

佐藤惟昇

日本主義の発表をほきてよめる／春の頃ある川辺にて
／伊吹のふもとを過る頃／駿河なる宇都の山のあたり
にて／佐夜の中山のあたりを見やりて／沖つの駅より
天城山の夕立を見て

69-70

信昭 鏡 70
松山勝司 秋の夜山野をありき廻りて 71

雑録
きつ〔清野勉〕 被教育者の覚悟如何 72-79
竹楠生〔竹内楠三〕 女子大学は絶対的に不必要なり 79-83
竹楠生〔竹内楠三〕 囚徒教誨問題（二号の続） 84-89

時評

十五歳未満の職工 90-91
犯罪の記事と社会教育 91
高等師範学校長の更迭 92-93
世界に貢献するの義務なし 93
釈雲照氏の弁解〔『太陽』9月 5日号の「仏教対日本主義」
への反論〕 93-96

党を結ぶ何かあらん 96-97
横井時雄氏の就任演説 97-99
哲学字彙篇纂者に望む 99
翻訳家慎まざるべからず 100
今日の批評家 101-102
学習院の外交科 102-103
河内高等師範学校長の成功如何 103-104
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仏教撲滅策〔『新国学』の「宗教を撲滅する策」に賛成〕104-105
エール大学教授日本人を世界の優勝人種となす
〔『ウォールド新聞』におけるマーシユ氏の所説を紹介〕105-106

米国社会の醜態〔桜井正太郎の木村鷹太郎宛書簡を紹
介〕 106-108

帰化人の教化 108-109
帝国文学記者の暴言〔大町桂月への反論〕 109-110
書籍校正会社の必要〔『新国学』の「書籍校正会社を
たつべし」に賛成〕 110-111

福翁の宗教論 111-112

〔広告〕 開発社 『教育壇』第 8号
開発社 『教育時論』第 447号

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 6号　1897（明治 30）年 10月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

高島平三郎 日本国民の天職　緒言／我国の特性／本論／結論 1-15

湯本武比古 教育勅語の講究　（一）勅語の分解／（二）分解の説
明 15-26

海軍大佐 肝付兼行 海国の為めに我貴族に望む（承前）〔第 8号に正誤あり〕26-43
赤田開太 欲望と発達と（四号の続き） 43-53

研究 文学士 高山林次郎 法王権の発達と中世の国家 54-61
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 61-65

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕秋の村 66
きむら〔木村鷹太郎〕水声明月 67-68
嬉月 鴈 68-70
さつき 裏表 70-71

木むら〔木村鷹太郎〕伊邪那岐、伊邪那美二神の社に参拝してよめる／日本人種の生々／海国 71

鈴木重正 松／述懐／海辺鶴／山夕立／露底朝顔 71-72

中村田鶴子
故郷にかへりたる時／ゆふつかた／都なる妹のもとに
萩の花を文にまきこめて送るとて／草花露／をりにふ
れたる

72

雑録 あか田〔赤田開太〕 若菜集を読みて 73-79
竹楠生〔竹内楠三〕 女子大学は絶対的に不必要なり（承前） 79-85

時評

職工条例と時事新報 86-87
公共心の欠乏 87-88
現文部大臣 88-89
師範学校長耶蘇信者を拒絶す 89
統計事業の拡張 89-90
早稲田文学記者に答ふ〔「小説の衰微を欲す」への反
対意見に反論〕 90-93

日本男子の体格 93-94
俗吏の醜行 94
大日本の国是〔『太陽』記者の横井時雄批判に賛成〕 94-95
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藍邨投 軍隊の布教 95-97
藹々居士の愚論〔大内青巒の戦争論を批判〕 97
鉄道会社の不注意 97-98
赤痢の害 98
耶蘇教の末路〔『太陽』第 3巻第 20号「基督教徒の逢
迎主義」の海老名弾正批判に賛成〕 98-100

ジヤパンニース、アメリカン、ヴオィスの批評につい
て 100-101

青森県知事の失態 101-102
大日本協会　〔役員の選出（幹部長・編集員）／会則
第 7・17条の削除訂正〕／入会者〔9名〕 102-103

新刊寄送〔国立国会図書館所蔵本は若干の頁欠あり〕 103

〔広告〕

国家学会事務所・哲
学書院 『国家学会雑誌』第 127号

國學院同窓会 『新国学』第 13号

大日本図書株式会社 大町桂月・藤田剣峰・白河鯉洋・笹川臨風・田岡嶺雲
『支那文学大綱』

博報堂 日本主義一手広告取次
速成文学会 毛筆画通信実地教授

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 7号　1897（明治 30）年 11月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次〔杉浦重剛の肩書は第 8号に正誤あり〕 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

天台道士〔杉浦重剛〕内地雑居ノ覚悟トハ何ゾヤ 1-4
文学士 幣原坦 国体の説 4-9

蔵原惟廓

国民教育の理想を実現する方案（四号の続）　第二国
民教育の機関は郵便の利用なり／第三の国民教育の機
関は演説講談の流行を図る是なり。／第四の国民教育
の機関は巡回講師の制是なり。

10-15

研究

理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 16-21
文学士 高山林次郎 法王権の発達と中世の国家（承前） 21-29

難波常雄

『万葉』時代の道徳　一、緒言／二、大和魂／三、君
臣間の道徳／四、親子間の道徳／五、夫婦間の道徳／
六、長幼間の道徳／七、朋友間の道徳／八、余論〔4
月に國學院で草したもの〕

29-54

文苑

木むら〔木村鷹太郎〕ひとたび花は 55
木むら〔木村鷹太郎〕みさご鳥（詩経「関唯」の和訳） 55-56
琴洋漁史〔坂田琴洋〕秋風吟　秋風来／月下上杉謙信の吟懐を偲ふ 57-58
蒼海 副島種臣 詩一首 58-59

鈴木重正
越の国へまかりけるをり弥彦わたりにて時雨のふりい
てけれは／同角見浜にて／色／松影映水／佐藤為章か
追悼に寄川哀傷といふことを

59-60
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室井直温

大和魂／述懐／往時如夢／老女恋昔／餞別／送洋行／
師の君の諸国を遊歴して帰られし日／教員の労をいた
はりて／友の中学校を卒業せるをほきて／友の那須野
か原にありときゝて／猪苗代湖に遊ひける時有栖川の
宮の御手植の松を見て／亡父を思ひいてゝよめる歌の
中に／秋雑詠　立秋／紅葉／秋夕／擣衣／夜鹿／秋山
路／野草花／萩／荻

60-62

雑録 木村鷹太郎 真理記者の答弁を駁す〔三並良への反論〕 63-68
竹内楠三 国家至上主義に対する『哲学雑誌』記者の質疑に答ふ 68-80

時評

〔木村鷹太郎〕
仏教は忠孝を説く能はず〔木村『真善美』所載の「予
定目次」に「仏教は忠孝の教に非ず」があり、木村と
推測〕

81-82

聖徳太子―上宮会 82-83
歴史上の崇仏家 83
義務に非ず好意なり 83
商業崇拝地の日本主義〔大町桂月・『国民の友』『大日
本』『時事新報』を批判、『大阪朝日新聞』9月 7日の
社説「日本化主義」などに賛成〕

83-85

体格検査と精神検査 85-87
国字改良論の再興〔『東洋哲学』第 4編第 9号の中島
徳蔵に言及〕 87

仏教の清韓伝道 87-88
幼稚哉我教育家 88
増税と行政整理 88-89
裸体画 89-90
厭世主義は経世上甚だ有害なり〔『六合雑誌』第 202
号時論「人生の二方面（経世家の着眼）」を批判〕 90-92

我国体と新版図〔『太陽』11月 5日号の高山林次郎に
賛成〕 92-95

外人囚徒の優待 96
実業界に売国奴出でむ 96-97
同志社の変性 97-98
学齢児童の保護者に対する制裁 98
文部省に統計局設置の必要 98-99
大倉喜八郎氏貧民学校を創立せんとす 99
道徳的思想の革新を要す 99-100

大日本協
会記事

会頭定まる〔会計監督も〕 101
入会者〔幹部員二宮熊次郎、会員 3名〕 101
雑誌編集員〔高山林次郎の辞退〕 101
新刊寄送　帝国史略 有賀長雄編／〔雑誌〕 101-102

〔広告〕

大日本図書株式会社 『帝国文学』第 3巻第 11号
哲学雑誌社 『哲学雑誌』第 12巻第 129 号

冨山房 新刊報告　阿保友一郎『文章添削方鍼』／多田房之輔
『小学教師鑑』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 2巻第 8号　1897（明治 30）年 12月 28 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 文学博士 元良勇次郎 自殺と社会進化との関係 1-14
竹内楠三 宗教学校に対する文部省の方針 15-25

研究

杉亨二 希臘の衰亡とマセドニヤ歴山大王〔10月 10日の東京
学士会院講演を学士会院の許可で転載〕 26-45

木村鷹太郎 韓非子、及び李斯、始皇帝の道徳及び国法論〔近著『東
洋西洋倫理学史』の一部〕 46-58

理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 58-62

文苑

あやめ〔木村鷹太郎〕我思ふ君の〔のちに木村の『真善美』に収録〕 63-66
木むら〔木村鷹太郎〕真善美の希望 66-67
木むら〔木村鷹太郎〕法則 67
高橋梅園〔高橋龍雄〕春の光 67-69
蒼海 副島種臣 漢詩　月／冬郊／太白／十月望／南谿／歳晩示二子三 69-72
中村田鶴子 竹／川の辺をそゝろあるきせし時／折にふれたる 72

雑録

ま、こ、生〔松本孝
次郎〕 欧州之均勢及外交 73-76

竹楠生 哲学者とは何ぞや（三宅雄次郎氏の演説）〔哲学会に
おける演説に賛成〕 76-79

竹内楠三 国家至上主義に就て『哲学雑誌』記者の再問に答ふ 79-85

時評

仏教々理は之を棄て又之を棄つ 86
仏者之を取り之を取り又之を取る 86

八雲 国語学の勃興を促す 87
八雲 国学者を改作せよ 87-88
八雲 昔の大和民族を思ふ 88-89

女子大学校設立論者の愚論〔『教育時論』12月 15日
号の成瀬仁蔵を批判〕 89

中学教育に於ける儒教の勢力 89-90
中学教育に漢学者を用ふべからず 90
カントとドン、キホーテ〔『太陽』第 3巻第 24～ 25
号の木村鷹太郎「古来聖哲は皆功利主義なり」に賛成〕90-92

府下の私立小学校を廃すべし 92-93
耶蘇教徒の狼狽 93
反政府同盟会 93-94
本願寺の滅亡近きにあり 94
我国は傍観すべきか 94-95
高等教育会議の将来 95
先づ財政を整理すべし 95-97
女子教育に伴ふ弊害 98

大日本協
会記事

普及委員 99
井上哲次郎氏の帰朝 99
入会者〔会員 36名〕 99-100
正誤〔第 6号肝付論説および第 7号目次〕 100
〔印刷の遅延〕 100
寄贈　井上哲次郎・高山林次郎共著 新編倫理学〔紹
介および批評は次号雑録欄に〕／〔雑誌〕 101
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〔広告〕 開発社 新年初刊の教育時論 1
開発社 開発社編『明治三十一年 教育家日記』（再版） 2

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 9号　1898（明治 31）年 1月 21日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
木村鷹太郎 日本主義と日本美術〔近著『日本主義国教論』の一篇〕1-35

湯本武比古 伊藤侯の教育政治と宗教との関係論を読む〔『教育時
論』同年初刊〕 36-48

研究

木村鷹太郎 国典研究の新精神 49-57
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（完結） 57-62

竹内楠三 中島力造氏の善悪の標準を駁す〔『同文』第 2～ 3号
の「善悪を判別する方法」〕 62-74

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕首春の我うた　第一春／神の子／渡頭 75-77
宮本花城 血と涙 78-80

蒼海 副島種臣
漢詩　将移居千駄谷口悵然此作既異孟母事旦類陶公挙
唯々否々亦唯以貧之故／九日招袖海飲／秋尽答人／柴
門

80-82

蔵原惟元 日本主義を読みて／新年雪／木枯／秋の頃猟に羆出て
読める 82

佐藤浅恵子 若草／わらひ／春山家／日光にものしける時／折にふ
れたる 82-83

雑録 天来狂客
天来小言　（一）新詩人の歌小説／（二）愚昧なる社
会／（三）狂はむかも／（四）利己の醜／（五）天来
の日本主義／（六）ヒロイズム／（七）天と地

84-89

竹楠生〔竹内楠三〕 新編倫理教科書を読む 89-93

時評

無定見の矯風論者 94-95
八雲投 宗教家は歴史の思想なし 95
八雲投 日本の仏教 95-96
八雲投 日本の耶蘇教 96-97

日本主義と学説 97
将来の倫理学と綜合法〔『東洋哲学』第 5編第 1号の
中島力造「将来の倫理学」を批判〕 97-99

帝国大学と愛国心 99-100
欧洲の強国は皆利己主義なり 100-101
亡国の教義 101
国家至上主義を否定し得るか 101-102

愛宕生投 『天地人』 102-103
吾人の運動に進歩無きか 103-104
教育本部設置の必要〔『毎日新聞』の坂部行三郎に賛成〕104-105
我国現時の政治家 105-106
政党か私党か 106-107

大日本協
会記事

〔副島種臣・井上哲次郎の祝賀兼新年宴会〕 107-108
幹部員の入会〔岡倉覚三〕 108
会員の入会〔8名〕 108
新刊寄贈 108
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〔広告〕 開発社 近刊予告　木村鷹太郎『日本主義国教論』 1-2
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 10号　1898（明治 31）年 3月 5日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
文学博士 井上哲次郎 進取の気象を助長するの主義〔前年 6月の帝国教育会

講堂における日本主義演説会の速記〕 1-12

文学士 下田次郎 自助論 13-18
竹内楠三 西洋崇拝の文相西園寺候の謬見 19-31

研究 八木弉三郎 二千年前の日本人種 32-47
竹内楠三 直覚的倫理説を論ず　一 知覚的直覚説 47-63

文苑

嬉月 春の小川 64-66
さつき 起てよ諸人 66-67
琴洋漁史〔坂田琴洋〕夜中独行 67-68
琴洋漁史〔坂田琴洋〕玄界灘 68-70
高橋梅園〔高橋龍雄〕大道の歌 70-73

副島蒼海〔副島種臣〕漢詩　春雪吟／賦得春朝微雪／忽聞早鶯睍睆之声／賦得清朝観梅／首春東京遊望／留賓飲 73-75

雑録
竹楠生〔竹内楠三〕 日本人の蕃殖力 76-81
竹楠生〔竹内楠三〕 倫理研究の意義 81-88

各国の歳出と陸海軍費との比較 88-89

時評

文部省の愚を笑ふ 90-91
仏耶の和睦 91
外人は日本国の精神上の法則を議する権利なし〔リ
ギョールの『日本主義と世界主義』に反論〕 91-92

世界主義は人真似主義なり、人後主義なり 92
仏教を西洋に伝道せよ―廃仏利用 93
世界的眼識は求むべく世界主義は排せざるべからず 93-94
帝国議会の神聖を涜するもの 94
日本の神話と日本文学〔『帝国文学』における「神話
の開拓」への賛成〕 94-95

所謂真宗教とは何ぞ〔伊藤博文の宗教有害論に関する
『東洋哲学』評を批判〕 95-96

社会研究者社会を知らず 96
当局者の大不注意 96-97
吶々怪事〔『日本人』が報じたロシアの密偵に関する
意見（第 12号に取消あり）〕 97-98

府下諸新聞の配布部数 98
思想界の老耄崇拝 98-99
内地雑居問題と横浜市教育会 99-100
彰善会 100

大日本協
会記事

幹部員の入会〔鳥居忱〕 101
新入会者〔12名〕 101
長風万里 水野書房発兌〔宮本花城・栗島狭衣・松下
大三郎〕／〔雑誌〕 101-102

編者謹告 〔印刷の遅延〕 102
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〔広告〕

冨山房

小学教員検定受験用書参考用書　上田万年『作文教授
法 国語のため』／岡本常次郎『単純小学 作文教授書』
／尾田信忠補訳『初等心理学』／沢柳政太郎・立花銑
三郎訳『格氏特種教育学』／沢柳政太郎・立花銑三郎
訳『格氏普通教育学』／沢柳政太郎・三石賤夫『普通
心理学』／元良勇次郎『倫理学』（増訂 4版）／与良
熊太郎『各種学校教授法』（再版）／服部卯之吉『中
等論理学』（訂正再版）／木村巌『臣民実践道徳学』（再
版）／中島力造『輓近の倫理学書』／ミユイアヘツド
著 桑木厳翼補訳『倫理学』／元良勇次郎『心理学十
回講義』

1

普及舎 「新選百種」第 5編『天才論』 2
普及舎 重田定一・中村徳五郎・中川正信共編『国史便覧』 3
新世紀社 『新世紀』第 1号 4

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 11号　1898（明治 31）年 4月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
手島精一 実業家の徳義 1-4
文学士 上田万年 今日の漢学者に就いて 4-8
勝浦鞆雄 国民教育に就て（某教育会に於ける講演） 8-21

研究
田中太郎 不正順なる社会的現象 22-43

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前）　二 独断的直覚説（常識
的倫理説） 43-56

文苑 琴洋漁史〔坂田琴洋〕もし我の 57
無適訳 二人が袖を分つ時（バイロン原作） 58-59
高橋梅園〔高橋龍雄〕嵐の名残 59-61
木むら〔木村鷹太郎〕極度まで極度まで 61-63

副島蒼海〔副島種臣〕漢詩　送窮詩並小序／続送窮詩／送窮後詩／元日退朝口号／新年寧齋碧堂並至賦 五言排律 63-65

雑録

井上哲次郎識 日本主義国教論序 66-69
木むら〔木村鷹太郎〕仏説阿弥陀経を評す〔1894年稿〕 69-76

竹楠生〔竹内楠三〕 心理断片　一 快楽苦痛は総名たるのみ／二 快楽を受
け得る能量／三 意志と筋肉の運動 76-83

岡戸宗七郎 横浜市教育会内地雑居問題調査委員よりの来翰〔竹内
楠三宛〕 83-85

時評

雑婚を厳禁す可し 86-87
倫理科取調の不始末 87-88
同志社の卑劣手段 88-89
横井時雄氏の無節操 89-90
文相の不明か将た不正か 90
無論理無主義 90-91
仏及び耶蘇の徒に注告す 91
哲学の売残り〔井上円了の『破唯物論』を批判〕 91
悪平等〔『時事新報』のキリスト教教育論を批判〕 91-92
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新世紀に非ず旧世紀なり〔『新世紀』における小崎弘
道の社説と元田作之進の婚姻法論を批判〕 92-94

東京府下の私立小学校 94-95
師範学校と演劇 95
国民教育の害物 95-96

やくも投 文部省の野蛮教育 96
やくも投 教育主義 96-97
やくも投 国家的教育 97
やくも投 教員検定試験 97-98
やくも投 法律と国家主義 98
やくも投 文学者と国家主義 98-99

大日本協
会記事

幹部員の入会〔高橋一知〕 99
雑誌に関して〔発行日を 20日から 1日に〕 99
入会者〔14名〕 99

新刊寄贈

上田万年君著 国語のため（再版） 冨山房発行 100
木村鷹太郎君著 西洋小史 修文館発行 100-101
木村鷹太郎君著 日本主義国教論 開発社発行 101-102
〔雑誌〕 102

〔広告〕

神宮皇學館 神宮皇學館生徒募集 1
開発社・普及舎・山
海堂 湯本武比古『学童百話』 1

仏教新聞社 日本唯一『通俗仏教新聞』　主義標準 2
早稲田文学社 『早稲田文学』第 7号 3
國學院 『國學院雑誌』第 4巻第 4号 4
新世紀社 『新世紀』第 2号 4

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 12号　1898（明治 31）年 5月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
文学士 松本文三郎 日本主義私言 1-14
法学士 戸水寛人 中学教育の普及及び改良〔談話を会員が筆記〕 15-20
高島平三郎 婦人問題 20-31

研究 山内惇吉 万葉集と古今集　総論／内容‥‥‥‥思想の変遷／外
形‥‥‥‥格調の異同 32-55

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前）　三 哲学的直覚説 55-66

文苑
琴洋漁史〔坂田琴洋〕青年ののぞみ 67-68
琴洋漁史〔坂田琴洋〕五月の巻 68-70
嬉月 桜花を送られし時詠める 70-72

雑録
丸山通一投 土地占領移住殖民の必要〔3月 5日の日本殖民株式会

社における草鹿砥・佐々木両農学士送別会の演説筆記〕73-79

在東京 高山林次郎識 日本主義国教論序 79-81
竹楠生〔竹内楠三〕 対等の国交際とは何ぞ 82-86
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時評

帝国博物館と仏教と 87
兵庫県皇典講究分所の国体講話会 87-88
豊公の山廟 88
教育報知記者の所論〔「日本主義と世界主義」への反論〕88-89
田岡嶺雲氏と中島徳蔵氏 90
吾人は寧ろ主義の狭きに誇る 90-91
宗教の真精神とは何ぞ 91
東京府に対する文相の訓令 91-92
教育時論の公平庵主に教ふ〔第 418号時事寓感欄「所
謂日本主義と世界主義」への反論〕 92-93

奢侈とは何ぞ 93-94
高等小学の英語科 94-95
文字改良に就て 95-96
唯物論と所謂精神的文明 96
中学校分割問題 97-98
皮相の見 98-99
女子高等師範学校の分科 99
東京府下の中学教育 99
拝外の徒 99-100
耶蘇教衰微の一原因〔『六合雑誌』における松本文三
郎の「現時我邦に於ける基督教徒の態度を論ず」に賛
成〕

100-101

庸医社会の無精神 101-102
大日本協
会記事 新入会者〔14名、うち 2名重複〕 102

新刊寄贈
戸水寛人君著 すといつく哲学と羅馬法 法理研究会出
版 102

蓮如上人 無尽灯社発行 102

〔広告〕

日本講学会 日本講学会会員募集 1
國學院 『國學院雑誌』第 4巻第 5号 2
東京地質学会事務所・
哲学書院 『地質学雑誌』第 5巻第 54号 3

山室山奥墓修補発起
人 本居翁奥墓修補義捐金募集 4

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

〔第 10号「吶々怪事」の取消〕 裏表紙裏

第 3巻第 13号　1898（明治 31）年 6月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 蔵原惟廓 国民殿建設の必要〔「両三年前」に草したもの〕 1-9
高橋一知 内地雑居 10-14

研究 文学博士 元良勇次郎
中等教育倫理講話（第一回）　第一章 倫理学の範囲及
定義／第二章 「自己」の観念（一）／第三章 「自己」
の観念（二）

15-33

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前） 34-50
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文苑

鳥居忱 四条畷 51-53
宮本花城 春のかたみ 53-57
松平楸子 春のころ越のかたへ行く人に別るとて 57-61
栗島狭衣 熱血男児 62-71

雑録
栗島狭衣 俗曲と風俗 72-81
竹楠生〔竹内楠三〕 教育学に就て 81-85
竹楠生〔竹内楠三〕 踊と女子教育 85-88

時評

西園寺候の辞職 89
大久保卿の二十年祭 89-90
国語学の調査 90-91
「タイムス」通信員キロルの小眼孔〔普及舎出版の小
冊子『極東問題』を批判〕 91

我が国民の摸倣性 91-92
京華日報の発行 92-93
俗論の制裁 93-94
外交機密費 94
衆議員選挙法の改正 94-95
民法問題 95-96
本居翁奥墓の修補　本居翁奥墓修補主意書 96-98
福沢氏の真価〔『日本』における三宅雪嶺の論説「根
性の卑しきを惜む」を紹介〕 98-100

雑種児と国家的観念 101

寄書 やくも投 時評数件　一、学校騒動／二、教育家の貧困／三、新
聞屋／四、宗教家は豺狼なり 102-104

大日本協
会記事

入会者紹介〔14名、坂部について第 14号に正誤あり〕
／幹部員の漫遊〔湯本武比古が島根県の講習会へ〕 104

新刊寄贈
湯本武比古君著 学童百話 発売元 開発社 104-105
鳥居忱君著 方丈記析義 発行所 大日本図書株式会社 105
〔雑誌〕 105-106

〔広告〕

開発社 湯本武比古『学童百話』 (1)
開発社 『教育時論』第 472号 (2)
開発社 『教育壇』第 16号 (3)
山室山奥墓修補発起
人 本居翁奥墓修補義捐金募集 (4)

小野崎通亮・山田大
路元安 平田文庫設置協賛募集

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

〔第 10号「吶々怪事」の取消〕 裏表紙裏

第 3巻第 14号　1898（明治 31）年 7月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 文学士 高山林次郎 国民精神の統一―帝国憲法、教育勅語、及び日本主義 1-14
竹内楠三 東洋の形勢と国民教育の方針 15-26
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研究

鳥居忱 音楽と英雄　「漢」（一） 27-32

文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第二回）　第四章 自己の観念（三）
／第五章 自己の観念（四） 32-42

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前） 43-57

文苑

古想 胡蝶の賦 58-61
美禅 春光余影　弥生の歌／静と動と 61-65
琴洋漁史〔坂田琴洋〕のぞみあり 65-66
梅園〔高橋龍雄〕 洋行曲 66-69

雑録
内藤耻叟 日本主義の所論に就て鄙見を陳す 70-74

き、つ抄訳〔清野勉〕児童の有する理想の研究 
〔『Appleton's Popular Science Monthly』より抄訳〕 74-88

時評

高等教育会議規則の改正 89
外政と秘密 89-90
此機失ふ可からず 91-92
国民教育の授業料を全廃す可し 92
増税を断行す可し 92-93

〔竹内楠三〕 加藤博士の道徳論 93-95
無益の責任問題 95
有害の広告〔『反省雑誌』における「六神丸」の広告
を批判、『京華日報』の方針に賛成〕 95-96

大倉喜八郎氏の美挙 96
同志社に対する米人の感情 96-97
悪む可き欧人の跋扈〔北京通信の一節を紹介〕 97-98
英露同盟論〔『Contemporary Review』誌の議論を紹介〕98
膠州占領の真意 98-99

大日本協
会記事 入会者〔2名〕／正誤〔第 13号の坂部〕 99

新刊紹介

楚国相続法 戸水寛人君著・法理研究会出版 99
将来の教育学 谷本富君著・六盟館出版 99-100
論理学撮要 中島力造君著・普及舎出版 101
哲学大観 建部遯吾君著・金港堂発行 101
無声触鳴 興雲閣出版 101
〔雑誌〕 101-102

〔広告〕

開発社 少年書類発刊稟告　樋口勘治郎「少年書類」第 1篇『修
身童話』第 1巻（桃太郎の話） (1)-(2)

開発社・普及舎・山
海堂 湯本武比古『学童百話』 (2)

開発社・普及舎・前
川善兵衛 高島平三郎『心理漫筆』 (3)

開発社 『教育時論』第 475号 (4)
開発社 『教育壇』第 16号 (5)
開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』 (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 3巻第 15号　1898（明治 31）年 8月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 芳賀矢一 神の名と上代の文学と 1-7
蔵原惟廓 人生思想の謬見 7-22

研究

丘浅次郎 動物界に於ける善と悪 23-31

元良勇次郎 中等教育倫理講話（第三回）　第六章 徳性涵養の必要
／第七章 家族倫理（一）家族組織 31-39

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（完） 40-54

文苑

鳥居忱 海辺眺望／夏の朝 55-57
宮本花城 唐撫子 58-60
松平楸子 かへる藤波（紫式部） 61-64

芳賀真咲

詠石歌并短歌　中江藤樹居士の百五十年祭に／建内大
臣／常磐／春雨／夏夜／早涼／歳暮／翠松繞家／大根
の画に／十五になれる男子の熊本陸軍幼年学校に入る
とてゆくりなく出発を門の辺に見おくりて／武生鎌／
四条畷懐古

64-66

船田高好

和歌十五首　海辺梅／春山／海辺蛍／庭草花／泊水鶏
／庭虫／行路芒／遠山／流水窓辺／脚気をわつらひけ
る折／住居をうちしゝ折／硯／机／日清戦争の比寄海
祝といふをよみて奉りけり

66-68

雑録

仏国国際法協会幹事
長 エルネス、レール
氏稿・永田篠山訳

国際法上租税の基礎を論ず 69-76

光岡正彰 書籍館増設論 76-81

時評

人類の理想とは何ぞ 82
官吏の悪風 82-83
盲者の妄断 83-84
怪談は社会教育上害なきか 84-85
憲政党の将来 85
何れか陳腐なる 85-86
狡猾なる耶蘇教師と府下の私立学校 86
伊藤侯の清国漫遊 86-87
風俗の相違 87
田舎紳士 87
警察学校の設立 87-88
無用の学者 88-89
政治思想の涵養 89
官職は名利の具にあらず 90
文学改良論者の運動 90
今日の内閣諸公 90
私立学校の待遇法 90-91
外交は如何 91-92
名目崇拝 92
文部省は廃す可きか 92-93
快哉清帝の大英断 93-94
比公の薨去 94
孰れか非なる 94



306 『人文×社会』第 8号

早稲田文学記者の質疑〔日本主義への質疑の提出を評
価〕 94-95

帝国教育会の刷新 95
小学教員の待遇法 95-96

寄書 白松浪巌 健全なる日本人の思想 96-98
新刊紹介 〔雑誌〕 98

〔広告〕

開発社・辻武雄 清国教育観察員派遣稟告／清国通信予告 (1)
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記析義』 (2)
開発社・普及舎・山
海堂 湯本武比古『学童百話』 (2)

開発社・普及舎・前
川善兵衛 高島平三郎『心理漫筆』 (3)

開発社 『教育時論』第 478号 (4)
開発社 『教育壇』第 18号 (5)
開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』 (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 3巻第 16号　1898（明治 31）年 10月 15 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 ドクトル 蔵原惟廓 人生思想の謬見（承前）〔（終）〕 1-11
竹内楠三 民主政体 12-27

研究
文学博士 加藤弘之 道徳説に関する質疑の答弁〔第 14号の時評への回答〕28-31

文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第四回）　第八章 家族倫理（二）
親子の道／第九章 家族倫理 三（婚姻論） 32-41

文苑

竹内楠三 加藤博士の答弁を読みて 42-46
美禅 心の声　露と花／うき草／白百合／梟の歌 47-52
高橋梅園〔高橋龍雄〕秋は来ぬ 52-53
谷活東 空焼 53-55

雑録

仏国巴里府法科大学
国際公法研究会委員 
ポール、フォーシー
ル氏著・城北生訳述

戦時禁制品の継続運輸に関する理論 56-69

堀東洋 新古刀剣由来〔第 17号に正誤あり〕 70-96

時評

平和会議 97-102
学生風紀問題 102-105
嘉納君の造士会 105-107
清国の政変 107-108
小学教育と外国人〔『教育時論』第 484号附録への賛成〕108-109

太古庵投 時感片々　明治の社会党／松田正久／憲政党 109
大日本協
会記事 入会者〔7名〕 110

新刊紹介
沈思録 谷保馬氏著 110
日本国民の将来 宮本基氏著 110
〔雑誌〕 110
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〔広告〕
開発社 少年書類発刊稟告　樋口勘治郎「少年書類」第 1編『修

身童話』第 1巻（桃太郎の話） (1)-(2)

開発社 社告〔社員の代金受取〕／湯本武比古『学童百話』
開発社 『教育時論』第 485号

開発社 日本主義第十六号附録〔編集主任の病気による先月の
休刊〕
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 3巻第 17号　1898（明治 31）年 11月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
宮本基 世界と日本人 1-11
内藤耻叟 日本国民 11-17
紀俊 無宗教の幸福（寄送） 17-23

研究 文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第五回）　第十章 社会倫理（一）
概論／第十一章 社会倫理（二）公益論 24-34

竹内楠三 教育の原理に関する卑見の一端 35-46

文苑

美禅 秋の歌　露と星／草苅笛／秋の歌 47-50
松山花外 国人 51
松山花外 病の床にこやせるつまのもとに 51-52

室井直温

菊花／十五夜／夕雨／暮秋／暮秋与／庭寒草／朝時雨
／野霜／残菊／寒松／夜水鳥／埋火／歳暮／晩鐘／竹
風如南／松影映水／富士山／古戦場／船／碁／琴／忍
恋／不逢恋／片思／思両人恋／逢恋／夢逢恋／絶恋

53-56

雑録

光岡正彰 書籍館増設論（承前） 57-65
仏国巴里府法科大学
国際公法研究会委員 
ポール、フォーシー
ル・城北生訳述

戦時禁制品の継続運輸に関する理論（承前） 65-71

堀東洋 新古刀剣由来（承前）〔81頁に前号の正誤あり〕 71-81

時評

尾崎文相の免官（日本主義の勝利）〔『京華日報』の尾
崎攻撃を評価〕 82

帝国教育会を打斃すべし 82-83
平和は究極の目的にあらず 83-84
乱臣賊子の言 84-85
偽政治家 85-86
耶蘇教諸派の近況 86-87
英国道徳教授協会宗教を排斥す 87-88
典獄有馬某の偏曲不法 88
板垣内相の不明無定見 88-89
宗教的教誨を全廃せよ 89-91
何ぞ監獄にのみ厚きや 91-92
之を国民教育の為に流用せよ 92
何ぞ愚物の多きや 93
不義不徳の源泉 93-94
圧制必ずしも不可ならず 94-95
「日本」の読方を一定すべし 95
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寄書

中垣孝雄 神社と宗教との区別を論じて執政者に望み併せて国民
に告ぐ 96-98

八雲投
時評七件　古人と今人との官と位／氏神と産土神／神
官と教導職／自葬を盛にせよ／民法は日本倫理を破る
／蓄妾論

98-100

大日本協
会記事 入会者〔2名〕 101

新刊紹介
学窓余談 春陽堂発行〔松島剛編集主幹〕 101
国士 造士会発行〔嘉納治五郎機関誌〕 101
〔雑誌〕 101

大日本協会・竹内楠三 移転 102

〔広告〕

通俗仏教館 髙田道見『通俗仏教人生論』 (1)
開発社・普及舎・山
海堂・前川善兵衛

高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／湯本武比古『学
童百話』（訂正再版） (2)

松栄堂書店 竹内楠三『倫理学』 (3)
京華日報社 『京華日報』 (4)
開発社 開発社編『明治三十二年 教育家日記』 (5)

開発社 樋口勘治郎「少年書類」第 1篇『修身童話』第 1巻（桃
太郎の話） (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 3巻第 18号　1898（明治 31）年 12月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

震堂学人 治国の大本 1-8
岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（一）　一、生々の議 8-31

竹内楠三 国家的教育学の論拠に就て谷本富氏に質す〔『哲学雑
誌』第 141号の「教育学風の変遷」を批判〕 32-38

研究
文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第六回）　第十二章 社会倫理（三）

礼儀論／第十三章 社会倫理（四）信義論 39-47

簡野道明 国文と漢文の関係に就きて思へることどもの一斑 47-55
高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第一回）　緒論 56-61

文苑

鳥居忱 閑庭菊 62
高橋梅園〔高橋龍雄〕朝の東京 63-65
美禅 うすぐもり　青／揺籃／哀歌 65-69
谷活東 ゆふべあした　一、菊／二、星／三、月／四、紅葉 70-72

雑録 梅園〔高橋龍雄〕

雑誌時文評（一）〔『帝国文学』第 10号の『皇国文法』
評〕／（二）〔同誌における建部遯吾の語学者論〕／（三）
〔佐々政一の『文学史要』／（四）『反省雑誌』の「政
府対宗教論」〕／（五）〔同誌の『早稲田文学』廃刊へ
の所感〕／（六）〔『東洋哲学』の「智識的忠孝」論〕
／（七）〔内村鑑三の『独立雑誌』と高山林次郎への
答書〕／（八）〔『慶應義塾学報』第 8号における船
尾栄太郎の俚諺蒐集論〕／（九）〔同誌における雲城
生の「月」〕／（一〇）〔『女子之友』における関根正
直の「はゝその落葉」傍註〕／（一一）〔『天地人』第
11号における横山達三の「日本上代の土地制度」〕／
（一二）〔『東京経済雑誌』第 944号以降における鼎軒・
三渓の「世々の調べ」〕／（一三）〔『文武叢誌』にお
ける磯部武者五郎の「国体学」〕

73-80
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梅園〔高橋龍雄〕

文界随筆〔翻訳本『立身策』／大坂の進歩／『読売新
聞』／訳語「新聞」／下野遠光『日本女学史」／『三
洲史林」の千家俊信伝／佐々木信綱『続歌学全書』／
新井白蛾の『徒然草」論／『元享釈書』／岡本保孝と
木村正辞／深江輔仁の『本草和名』／『詩経』の古代
思想／片仮名の作／平仮名といろは歌〕

80-87

時評

腐敗偽善新聞「日本」〔三宅雪嶺「凡骨坊の日記」お
よび 10月 29日社説の共和主義弁護を批判〕 88-89

宗教に対する施政の方針 90-91
西洋主義女学校の一大弊害 91-92
樺山新文相 92-93
穂積八束氏の政党内閣論〔『法学新報』第 90号の「立
憲政体の本旨」を紹介〕 93-94

露国益々海軍を拡張す 94
果して統計の進歩なるか 94-95
英国総理大臣の演説 95-96
山県侯内閣組織の決心 96-97
無法の決議 97-98
超然内閣の困難 98-100
清国駐剳の公使を代へよ 100
外山氏文部の行政整理を難ず〔『太陽』での議論に賛成〕101
『哲学雑誌』の反省を促す〔『太陽』記者による批判に
賛成〕 101-102

無知の言 102
『太陽』の宗教界 102
法理の衝突 102-103
文学者に望む 103
「日本主義」益々壮なり 103

新刊紹介 〔雑誌〕 104

〔広告〕

開発社 開発社編『明治三十二年 教育家日記』 (1)

開発社 樋口勘治郎「少年書類」第 1篇『修身童話』第 1巻（桃
太郎の話）（訂正再版） (2)

開発社 『教育時論』第 490号 (3)
開発社 『教育壇』第 22号 (4)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 19号　1899（明治 32）年 1月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

木村鷹太郎 政党主義は誤謬の論理を基礎とす 1-10
湯武居士〔湯本武比
古〕 蓄妾論 10-18

岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（二）　一、生々の議（つゞき）19-36

研究
竹内楠三 心の原因結果の法則に対する関係如何 37-41

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第二回）　第一章 時間の観念　
天地創造論 42-53
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文苑

大和田建樹 我国民 54-56
小大進／景樹／弘訓
／春満／真淵／千蔭
／春海／筑波子／貫
之／躬恒／俊成

新年古今雑咏 56

高橋梅園〔高橋龍雄〕国旗 57-59

雑録 梅園〔高橋龍雄〕

文界随筆〔石塔義房／日本の孝道と西洋／兼好法師の
品格／『太平記』の作者／『平家物語』の作者／服部
南郭／イソップ物語と神話研究／『十訓抄』／仏教文
学と大和魂／周易と論語〕

60-67

竹楠生〔竹内楠三〕 政治教育雑話　第一回　一 自然主義 67-73

時評

何ぞ正々堂々たらざる 74
列強の軍備拡張 74-75
『東京朝日』の国家自利主義〔12月 1日の論説「外人
と国民教育」に賛成〕 75-76

無政府党撲滅の国際会議 76
日本思想史の編纂を望む 77
美感の研究〔『哲学雑誌』第 13号の岡田哲蔵に賛成〕 77-78
日本人の姓名 78
国体社会主義〔『大日本』第 3巻第 78号の福地源一郎
を批判〕 79

経済上の革命 79-80
文学雑誌と実業雑誌 80-81
自殺的文学〔『独立雑誌』と『反省雑誌』を批判〕 81
宗派心と信仰 82
新体詩の前途〔『早稲田文学』『反省雑誌』『帝国文学』
を批判、中村秋香『新体詩歌自在』および島崎藤村・
土井晩翠を評価〕

82-83

宮内省の唱歌 83
短歌の運命〔『読売新聞』における「いかづち会」の
論争を批判〕 83-84

中学校の漢文科を廃すべし 84
地方の国語科教員を改作せよ 84-85
尋常小学校は漢字全廃すべし 85-86
文学者倶楽部と国文研究会 86

やくも 比較宗教学会と社会主義研究会 86-87
国辱を知るは大国民なり 87-88
現代の弊風 88-89
清国政府の歳入 89
加藤博士の国体談〔『太陽』第 4巻第 24号の「貧叟百
話」第 95に賛成〕 90-92

人口の繁殖と殖民 92-93
増租反対同盟の暴状 93-94
僧侶と社会経済 94-95
仏教の前途 95
東都は迷信の府なり 95-96
目白台の律師〔釈雲照を批判〕 96
九段坂の惨状〔救世軍を批判〕 96-97
政府は恃むべからず 97
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何ぞ国威の揚らざる 98
やくも 国字改良論者 98

神宮教と大社教 98
吾人は亦涙あり 98-99
無知乎将無責任乎／何たる不祥の言そ／悲む可き現象
／東京市民の冷淡／露国武官の日本評／素養の欠乏／
代議士の無資格／帝国教育会

目次のみ

寄書 SS
松下大三郎氏の「中学教程日本文典」を評ず。（附帝
国文学の該書評）〔第 4巻第 12号の高野辰之による書
評を批判〕

99-103

大日本協
会記事 〔高島平三郎の幹部員加入〕／入会者〔5名〕 103

新刊紹介 〔雑誌〕 104
日本主義編集員 謹賀新年 104

〔広告〕 開発社
開発社出版書籍広告　樋口勘治郎「少年書類」第 1編
『修身童話』第一巻（桃太郎の話）（再版）／高島平三
郎『心理漫筆』／開発社編『明治卅二年 教育家日記』

(1)-(4)

開発社 『教育時論』第 494号／湯本武比古『学童百話』 (5)-(6)
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 20号　1899（明治 32）年 2月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（三）　二、活きたる教育 1-8
竹内楠三 直覚主義倫理説の妄を破す〔『倫理学』の一部〕 9-19

研究
内藤耻叟 藤田東湖の日本主義 20-25

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第三回）　第二章 場所の観念　
建国の基礎 夫婦の大倫 夫婦の大倫 無宗教の精粋 25-37

篤胤／宣長 〔「雲となり」および「ふみよめは」の歌〕 37

文苑

鳥居忱 薩摩潟 38-39
美禅 神代の春　星の夢／神代の逍遥 40-44
谷活東 花 44-45
東久世通禧／鍋島直
大／鍋島栄子／高崎
正風／津軽承昭／松
浦詮／大谷光尊／前
田利鬯／宮地厳夫／
小出粲／坂正臣／岩
崎寧子／三条章子／
小笠原艶子／加藤安
彦

窓前梅 45-47

同人〔加藤安彦〕 試筆 47

雑録 梅園〔高橋龍雄〕

文界随筆〔井上頼国・大槻如電『東西年表』／年表と
神代史／落合直澄『大古年歴考』／重田定一・中村徳
五郎・中川正信『国史便覧』／芳賀矢一『文学者年表』
／『教育壇』第 23号の鈴木忠孝「史話百則」／仏教
と弑逆／儒教の道義／禅譲と道鏡／『仏教』第 145号
の糠菴への反論〕

48-56

堀東洋 新古刀剣由来（終） 57-68



312 『人文×社会』第 8号

時評

国語研究費刪除 69
外国人の眼に映する日本〔『読売新聞』におけるルヴォ
ンへの反論とキリストーブへの賛成〕 70

外人の評は信するに足らず 70-71
日本人の類化力 71
大に西洋に心酔せよ 72
小説不振の原因〔『日本』の白雲および『新小説』の
宙外に賛成〕 72

美文家に望む 73
過去一年の精神界〔『読売新聞』の島村抱月に反論〕 73-74
神祇式とは何ぞ〔『日本』による故貞宮葬儀に関する
報道の紹介〕 74-75

苦しき浄土悲しき天国 75
安心立命 75-76
新年の諸雑誌〔『国文学』『太陽』などを評価〕 76-77
書肆の醜態 77-78
出版物の批評 78-79
教育雑誌記者に望む 79
公徳腐敗の源因 79-80
政治家は何故に不徳を行ふの権あるか 80-81
義侠の道徳 81-82

一記者 蔵原惟廓氏に問ふ〔『教育公報』第 219号の「教育の
新主義」を批判〕 82-83

東京に華族的小学校を建つべし 83
日用文体改良に就て 83-84
「戦国時代本願寺」 84-85
「万朝報」の罵詈〔かゞみ生による『戦国時代本願寺』
評に賛成〕 85-86

当世著作家気質 86-87
教育時論の気焔〔選挙区民批判を紹介〕 87
小学教員の優待 87-88
民主共和と拝金宗 88-89
国文読本を廃せよ 89-91
十九世紀の名称〔『二十六世紀』に賛成〕 91
仏教者の保守 91-92
武士根生 92-93
熟語字典の編纂を望む 93-94
婦人の雑誌〔『日本の家庭』を評価、その他を批判〕 94-95
外交の思想の欠乏 95-96
井上円了氏の宗教改革説〔『時事新報』と『中央公論』
を批判〕 96-97

横井時雄氏の卑怯 97-98
宗教雑誌の狼狽〔『無尽灯』の諸記事を批判〕 98-99
「真理」雑誌記者の誤解〔「忠君と忠君との衝突」に反論〕99-100
松村介石氏の正直 100-101
奢侈税を徴せよ 101

寄書
在近江 河合隠華 恐るへき萌芽 102-105
屠鯨生 金沢地方の学生等に諭す 105-106
長野 神津包明 訓読的漢字の過用を排す 106-107
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新刊紹介

耶蘇教公認可否論（木村鷹太郎著）〔松栄堂〕 107-108
ビスマーク公清話（村上濁浪著）〔裳華房〕 108-109
三島通庸 平田元吉著〔東京堂〕 109-110
新選国文講本 和田万吉永井一孝合編〔冨山房〕 110-111
〔雑誌〕 111

時評 〔折句「日のもと国の人なれば　本つ教へを知れよか
し　主とすべきは何ならむ　義ある教はなにならむ」〕112

〔広告〕

開発社 予告　井上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』 (1)

開発社 樋口勘治郎『修身童話』第 2巻 花咲翁／『修身童話』
第 1巻 桃太郎 (2)

松栄堂書店・岡崎屋
書店 木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』 (3)

開発社 『明治三十二年 教育家日記』（再版） (4)
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 21号　1899（明治 32）年 3月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（三） 二 活きたる教育 中 1-6
台北学人 無主義の財政 7-20

研究
坂部行三郎 教育機関の組織を如何にすべきか（教育本部―教育会

議―視学機関） 21-37

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第四回）　第三章 空間の観念　
太陽と明君と 男性と女性と 38-47

文苑

鳥居忱 菅原道真 48-51
琴洋漁史〔坂田琴洋〕心の駒 52-53
松平花城〔宮本花城〕若草 53-54
高橋梅園〔高橋龍雄〕死の慰 55-58

雑録
あか田〔赤田開太〕 「夏草」を読み併せて「読売新聞」の評者「某」に与ふ 59-76

耶蘇教穴さがし（一）　第一ルターの少時 77-80
高橋龍雄〔梅園〕 国語漫録 80-84

時評

樺山文相 85-87
議員歳費の増加 87-88
日本銀行課税問題 88-90
憲政本党の内訌 90
東北倶楽部の決議 90-92
世界列国 92-93
帝国主義とは何ぞ〔『日本』を批判〕 93-94
軍備拡張 94-95
学者と経営家 95-96
政党の瓦解 96-97
人物と勢力 97-98
国家的観念の欠乏 98-99
耶蘇教徒の開悟〔『新世紀』第 2巻第 13号における竹
本の「使徒ポーロの俗化的精神」に賛成〕 99-100
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国学者の軽蔑せらるゝ理由 100-101
日本人嗜好上の欠点 101-103
加奈陀の日本人排斥（帝国政府の抗議） 103-105
仏蘭西国家党の組織 105-106
新政党の綱領〔国憲党の「固有宗教」論を批判〕 106-107
同志社の改革は無益のみ 107-108
耶蘇教公認可否論〔木村鷹太郎に賛成〕 108
東京市民と教育 109
第五高等学校の不敬事件 109-110
人殺し教育〔天理教・蓮門教・内務省を批判〕 110
精神家 110-111
六号活字の放言〔『東洋哲学』『仏教』を批判〕 111
仏教の前途 111-112
久米邦武氏の国体論〔『太陽』の久米論文と『國學院
雑誌』を批判〕 112-113

時なる哉 113-114
中学校の学科改正 114-115
英雄崇拝〔『太陽』記者に賛成〕 115

寄書
在長野 梧堂生 軍備拡張と国民教育 116-117
狂耄生稿 神道廃教論 117-118
紀俊 国体の維持 118-121

大日本協
会記事 入会者〔3名〕 121

新刊紹介
戸水寛人君著 阿非利加之前途 有斐閣発行 122
高山林次郎君著 時代管見 博文館発行 122
〔雑誌〕 123

〔広告〕

開発社 樋口勘治郎『修身童話』第 2巻 花咲翁／『修身童話』
第 1巻 桃太郎 (1)

開発社 井上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』 (2)
開発社 高島平三郎『心理漫筆』（再版訂正） (3)
開発社 湯本武比古『学童百話』 (4)
開発社 『教育壇』第 25号 (5)
哲学雑誌社 『哲学雑誌』第 144号 (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 22号　1899（明治 32）年 4月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
法学博士 穂積陳重 祖先教と法律〔和仏法律学校における講演、許諾を得

て編集員の文責で概要摘記〕 1-11

坂部行三郎 軍備拡張に並行する実業教育の振張（上） 11-14
台北学人 多数決の無意義 14-19

研究
木村鷹太郎

商子の国法論及び倫理学　（一）小伝／（二）学説 （一）
社会の変遷と道徳の起原及び進歩／（二）法は一定不
変のものに非ず／（三）法律主義／（四）道徳行為の
動機／（五）法及び賞罰の明／約説

20-33

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第五回）　第四章 素尊を論ず　
高天原の変事 根国の経営 34-42
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文苑

鳥居忱 橿日宮 43-44

さころも〔栗島狭衣〕わかみどり
45-46〔頁
番号の誤
植あり〕

本居直臣 おのれ一とせ病をやしなふために房州にまかりけるが
しばしありて都のなつかしければよめる／反歌 46-47

対嶽堂主人 折にふれて／春の夜 47
谷活東 鶯笛 48-49
故人 羽前 広瀬厳雄 和歌　花／春色漸遍／本教 49

故人 羽前 星川清晃 春風静／春曙／玉／したしき人に消息せる時思ふこと
を／邪教／今様 49-50

星川清成 筆／硯 50

雑録 耶蘇教穴さがし（二）　ルターの結婚 51-55
梅園〔高橋龍雄〕 国語漫録（つゞき） 55-66

時評

尊大 67
自重 67
西洋主義〔『中央公論』を批判〕 67-68
一種の狂気 68
大学史料編纂 68-69
古の人 69
獣の心 69
和歌の争論〔『読売新聞』における論争を評価〕 69-70
新聞 70
国家と理学〔『東洋学芸雑誌』『太陽』の桜井錠二に賛成〕70-71

投書 学閥 71
世界主義は主義にあらず 71-72
我が国に無き者 72
悪魔も猶ほ天帝を知る 72-73
批評 73
「史学界」の発行に付て 73-74
問ふ勿れ 74
釈迦及孔子の伝〔博文館の伝記を評価〕 74-76

真面目生 唯一個 76
一万円の体育 76-77
実に然り 77
中学の英語科〔『日本英学新誌』記者に賛成〕 77-78
学問 78
亡国の流行〔『世界の日本』『天地人』を評価〕 78-79
媚ぶる事を教へよ 目次のみ
俗神道の処分 79
五七〔『國學院雑誌』の高橋龍雄に賛成〕 79-80
詩的天帝 80
笑へ 80-81
矛盾 81
小学教員 81-82
我学界の大恥辱〔帝国大学のラッド招聘を批判〕 82
無見識の骨頂〔中島力造のラッド翻訳を批判〕 82-83
林務官の養成 83
米軍の匪行 83
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高等教育会議廃止論〔『京華日報』先月 22～ 23日の「断
然高等教育会議を廃すべし」に賛成〕 83-85

冷やかなる鉄 85
実業学校補助費 85
「中央公論」記者の矛盾〔西洋主義と国家主義の混在
について〕 85-86

教育界の所謂経験家 86
代議士の無作法〔山県首相による宴会の報道を紹介〕 86-87
行政機関の煩雑 87-88
独立雑誌記者〔内村鑑三と NO生の「過激なる日本
主義」を評価〕 88-89

一歩を進めよ〔『仏教』の仏教清徒同志会を評価〕 89
国家の為め乎 89-90
婦女渡航の奨励 90
新外債の困難 90
新博士 91
連合教育会 91
坊主学校の大紛擾〔忽滑谷快天の改革を評価〕 91-92
在外の日本人 92-93
外資輸入不可談 93-94
所謂国際的道義 94
雑居の準備 94
世界列国陸軍費 94-95
代議士の無教育 95

寄書 在近江 河合恒太郎 道徳卑見 96-98

新刊紹介

中学日本歴史〔山崎庚午太郎・大林徳太郎〕 99
俳諧叢書 俳諧大要〔正岡子規〕 99
松平静著 枕草紙詳解上巻 誠之堂発行 99-100
〔雑誌〕 100

〔広告〕

開発社 樋口勘治郎『修身童話』第 2巻 花咲翁／『修身童話』
第 1巻 桃太郎 (1)

開発社 井上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』 (2)
開発社 高島平三郎『心理漫筆』（再版訂正） (3)
開発社 湯本武比古『学童百話』 (3)
開発社 『教育時論』第 502号 (4)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 23号　1899（明治 32）年 5月 15日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 木村鷹太郎 今日の開国論者は守株論者なり 1-4
岡崎遠光 将校某に与ふ 4-13

研究
高橋龍雄 高山林次郎氏の「古事記神代巻の神話及歴史」を読む 14-31

竹内楠三 感情の科学的説明〔湯本武比古との共著近刊『心理学』
の一部〕 31-38
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文苑

鳥居忱 尋見遅桜 39-40
琴洋漁史〔坂田琴洋〕はなれ駒 41-42
琴洋漁史〔坂田琴洋〕大空を 43
花城〔宮本花城〕 八俣遠呂智 43-46
梅園〔高橋龍雄〕 桜の賦 46-49
服部徳子／不破小士
郎／阪井弁／阪井紅
子

七日会第一集咏草　連翹／閑居花／椿／磯落花／川花
／春雨／柳／椿 49-50

雑録 さころも〔栗島狭衣〕世に知られざる文学者〔佐川田喜六昌俊を紹介〕 51-58
光岡正彰 書籍館増設論（十七号の続）〔（完）〕 58-60

時評

日本人の堕落 61-62
地方官会議 62
耶蘇教徒今後の方針 62-63
驚くに足らず 63-64
雑種児の未来 64-65
泥棒の進歩 65
神官養成問題 65-66
旅順港 66
頑固なる国家主義 66-67
華族躬行会 67-68
神宮崇敬会〔神宮奉斎会のこと〕 68
外人の不敬事件 68
博文館の十傑投票 68-69
再び史料編纂を論ず〔『読売新聞』の「ちわき老人」
による『史学雑誌』批判に賛成〕 69

信教自由と国民教育 70-71
宣教師の奸手段 71
国文学と仏経研究 71-72

喫驚生投 精神的五大教育書 72
内外人大懇親会 72-73

杞憂生 耶蘇教学校と倫理書 73
泥中の蓮〔田中正造に賛成〕 73-74
「帝国文学」の解疑欄 74
「コロンビヤ」の日本人排斥 75-76
神代史の自由討究〔『新学界』の内藤耻叟、『中央公論』
の高山林次郎、『文芸倶楽部』の大町桂月および『帝
国文学』による評、岡吉胤の『徴古新論』に言及〕

76-77

教育宗教関係論〔『教育時論』記者に賛成〕 77-78
外国婦人の残忍 78-79
三浦梧楼氏の溺仏 79
御陵の荒廃〔第 24号に取消あり〕 79-80
私立学校令の精神〔『京華日報』における談話に賛成〕80
釈迦降誕会 80-81
新政党と宗教 81-82
横浜市教育会の建議 82-83

愛国生投 外務大臣の資格 83
僧侶の軽躁 83-84

寛容生投 文豪桂月氏を送る 84-85
私立学校令第十七条 85



318 『人文×社会』第 8号

移民入国拒絶 85-86
雪嶺の三味線論 86
外人 86
富籤問題 86-87
國學院の将来 87-88
有害の飲料 88
民心の蚕食 88-89
時事新報の陳腐論〔「私立学校を官立視すべからず」
を批判〕 89

教育基金 89
文科大学紀要〔『太陽』記者に賛成〕 90
高等教育会議 90
以国の一偉人 90
奴隷的準備 90-91
望むべからず〔石川舜台の『宗報』号外『宗教法私見』
を批判〕 91

細君を養成せよ 91-92
東条大佐の精神教育談 92-93
第一外国語 93
新税源 93
高等女学校長会議 93-94
清国公使 94
無用の徳育 94
厭兵論者の愚 94-95
新政党の無謀 95-96
兵営と神殿 96
文章の弊 96
外国宣教師よ 96-97
知事の慈善事業 97
政党熱の弊害 97
旧藩習学寮設立の議 97-98
空気試験 98
学生の紀念〔『国士』第 6号で嘉納治五郎が紹介した
加藤弘之の書翰に賛成〕 98-99

新刊紹介

B、E生 世界歴史譚第三編 耶蘇（上田敏著）博文館 99-101
B、E生 通俗言語学（宮田修著）博文館 101-102
B、E生 日本大文学史（第一編）（大和田建樹著）博文館 102-103

〔雑誌〕 103-104

〔広告〕

開発社 社告〔『教育壇』の休刊〕 (1)

開発社

開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』／井上
円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』／樋口勘治
郎『修身童話』第 2巻 花咲翁（再版）／『修身童話』
第 1巻 桃太郎（5版）／湯本武比古『学童百話』／高
島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／木村鷹太郎『耶
蘇教公認可否論』

(2)-(8)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 4巻第 24号　1899（明治 32）年 6月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 湯本武比古 皇居趾顕彰論 1-6
岡崎遠光 将校某に与ふ（承前）〔（完）〕 6-14

研究
柴田柴一郎 児童教育の上に無意識的動機を論す 15-31

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第六回）　大国主命を論す　
大尊の祖先 神話の部分 功績の結果 31-42

文苑

鳥居忱 八島の浦 43-45
松下曲水〔松下大三
郎〕 我がよのゆめ 45-50

さころも〔栗島狭衣〕夏げしき 51
梅園〔高橋龍雄〕 なつごろも 52-54

雑録 高橋龍雄 国号二十二種 54-65

時評

大に移民を奨励すへし 66
外交協会を設立せよ 66-67
高等教育会議々員 67-68
主義の争は非なるか〔『帝国文学』記者を批判〕 68-69
地方長官と高等視学官 69-70
小学校教員の監督 70
坪内雄蔵氏の倫理教育論〔『日本教育』第 4号・第 6
号の「現行諸倫理教育方案の根本的誤謬」に賛成〕 70-71

誰か国家を忘れざる者ぞ 71-72
露清鉄道 72-73
露清両国に留学生を派遣せよ 73
大将川上操六氏逝く 73-74
慈善事業 74
岡山孤児院 74-75
禅宗雑誌の嫉妬〔第 49号の「基督教の孤児院は潜越
なり」を批判〕 75-76

東京孤児院 76-77
東京感化院 77-78
無籍の民 78-79
義捐金の性質 79
貴婦人慈善会 79-80
青年会の続出 80-81
無問題 81-82
女子教育 82
競争と猜忌 82-83
学校運動会の悪弊 83-84
外務省眠れるか 84-85
国語を海外に普及せよ 85-86
口語文典を編纂せよ〔『帝国文学』を批判、『國學院雑
誌』を評価〕 86-87

日本体育会 87
有害なる婦人論 87-88
海舟の大喝 88
宗教の効能 88-89
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虚飾的学問 89
仏徒の西洋崇拝〔『仏教』『中央公論』を批判〕 89
教育基金の使途 89-90
日本を嫌ふ者 90
布哇政府の日本移民制限 90-91
耶蘇教徒の統計 91
独逸教育界の現勢 92-93
果して然るか〔『仏教』の拝外を批判〕 93
偽善陰険の徒 目次のみ
我国在留の外国人 93-94
誠心誠意 94-96

編者／宮内省調査課 取消〔第 23号時評欄「御陵の荒廃」について申込があっ
たため取消〕 96

寄書 たかはし〔高橋龍雄〕帝国文学雑誌記者に与ふ 96-98
大日本協
会記事 入会者〔2名〕 98

新刊紹介

国文学研究会講義録 第一巻 98
国文学雑誌 99
国語遡源 大矢透著 99
日本考古学下巻 八木弉三郎氏著 99
Aston, A History of Japanese Litelature 99-100
英国立憲大臣論 坂部行三郎訳 100
〔雑誌〕 100

〔広告〕

開発社 社告〔『教育壇』の廃刊〕 (1)

開発社

開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／『修身童話』〔樋口勘治郎 第 1～ 3巻、
小西信八 第 4巻〕／宗像逸郎『教育者之品性』／井
上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）／
湯本武比古『学童百話』／高島平三郎『心理漫筆』（訂
正再版）／木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』

(2)-(8)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 25号　1899（明治 32）年 7月 30日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
緊急社告〔業務拡張と新定価〕 表紙裏
〔奥付〕 表紙裏

日本主義
木村〔木村鷹太郎〕 日本主義の一発展 1-3

木村〔木村鷹太郎〕 帝国党と政教問題〔『京華日報』号外に拠って起草し
たもの〕 3-5

論説 工学士 森山益夫 工業新論　緒言 6-8
たかはし〔高橋龍雄〕〔『帝国文学』記者への告知〕 8

詞苑

さごろも〔栗島狭衣〕稲村ヶ崎 8-10
鳥居忱氏作歌 高津宮 10-11
琴洋漁史〔坂田琴洋〕恋の白帆 11
花城〔宮本花城〕 大山祗 11-13
しづか 羽織網 13
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しがらみ 高橋龍雄 国号二十二種 13-17
星川清成 紫姫品性論 17-21

おもかげ 二宮孤松君〔二宮熊次郎〕
諸大家の吟誦（一）〔二宮熊次郎からの書簡、第 26号
に正誤あり〕 22

時評

行政権と宗教 22
名士の耶蘇教廃棄の理由 22-23
政教共腐れ 23
平和会議遂に無効 23
露国は近来 23
聞く露帝は 23
軍備縮小と浦塩港 23
露国と東洋大学 23
大学攻撃 23-24
『太陽』宗教欄の粗漏〔姉崎正治の『耶蘇教公認可否論』
評を批判〕 24

非増税果して善か〔増税果して悪か〕 24-25
政治と宗教 25
陸軍大臣と文部大臣の不覚悟 25
偽善の雲照俗僧の舜台〔釈雲照の『朝日新聞』記事を
批判、石川舜台を評価〕 25

万里長城の歌 25-26
高等学校の入学試験 26-27
日蓮と元寇 27-28
今日の忠臣 28
実業家と日本主義 28-29

雑報

皇太子殿下常備艦隊へ行啓 29-30
英国小説家キツプリング氏 30
朝鮮に於ける露国の野心 30-31
満州に於ける露国 目次のみ
内海巡航大隊 31
開港の勅令 31

新刊紹介 言語発達論（保科孝一君訳）〔批評は次号〕／寄贈書目 32

〔広告〕

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

松栄堂書店
竹内楠三『倫理学』／松本孝次郎『児童心理学講義』
／木村鷹太郎『西洋小史』（再版）／木村鷹太郎『耶
蘇教公認可否論』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版） 裏表紙裏
富士新聞社 『富士新聞』初号刊行八月十五日 裏表紙

第 26号　1899（明治 32）年 8月 10日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
緊急社告〔業務拡張と新定価〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏
日本主義 木村鷹太郎 美の道徳〔『倫理学』中の一編に加筆した未定稿〕 1-3

論説
懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼〔後に『柴田柴一郎遺稿』へ再録〕 4-6
坂部行三郎 日本美術史編纂の方法及び其方法 7-8
工学士 森山益夫 工業新論（二）　前編 物理学と化学との区域及其関係 8-11
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詞苑
是因 尾花の露 11-14
黄裳 離別曲 14-15
千川 道歌七首 15

おもかげ 中村秋香君 諸大家の吟唱（二）〔記者の文責による口述筆記〕 15-17
正誤〔第 25号おもかげ欄の訂正〕 17

しがらみ 高橋龍雄 国号二十二種（承前） 17-19
星川清成 紫姫品性論（承前） 19-20

時評

政党の分裂 20-21
港湾の修築 21
賭博の禁を解かんとす 21-22
小学校教員と仏教〔『政教時報』の加藤玄智を批判〕 22

〔木村鷹太郎〕 軍隊に仏教布教を禁ずべし〔木村『真善美』の「予定
目次」に「軍人に仏教を禁ずべし」があり、木村と推測〕22

仏教台湾布教の無効 22
日本の大学生 22-23
耶蘇教国人を鞭撻す 23
進歩永続不断 23
帝国文学の愚論〔小説による教育の議論を批判〕 23-24
西洋主義の好適例 24
帝国文学会対早稲田国文会〔小沢蘆庵と清水浜臣〕 24
『三眼』の怪物雑誌〔神儒仏三道混合を批判〕 24
万朝報の毒舌〔6月 10日の時文欄に反論〕 24-25
本願寺の似而非開化 25

雑報

東北の開発 26
社会政策学会 26
神社昇格 26
婦人の海外出稼 27
北海道造林業 27
一年志願兵制度改正の議 27
墺地利も東洋留学生 27
支那人取締の訓令 27-28
日本軍制に就て米国武官の評 28
日本軍隊の勢力 28
仏国帝政党と露帝 28
福建地方に於る日本鉄道 28-29
楢原氏の日本及び支那談 29
支那の商業 29
矢代中佐の西伯利鉄道談 29-30
三万のコサツク兵 30

新刊紹介 言語発達論 保科孝一著・冨山房発兌 30-31
寄贈新刊 31-32

社告 幹部員新加入広告〔山崎庚午太郎・柴田柴一郎・滝本
誠一・岡崎遠光〕／〔編集所と発行所の合併〕 32

木村鷹太郎 小生今号限り「日本主義」編集主任を辞す 32
次号予告 32
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〔広告〕

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

三眼社 『三眼』　綱領三章／三眼第三号目次

岡崎屋書店

シヱークスピヤー著 デートン註釈『人肉質入裁判 マー
チヤント、オフ、ベニス』／ディッケン『クリスマス、
カロル及チヤイムス』／カーライル『英雄崇拝論 ヒー
ローウァーシップ』／セキスピヤー『マクベス』／バー
ネット『小公子 リッツル、ロード、フォントレロイ』
／宮館貞一『締盟各国 新条約釈義 附条約正文関係公
文』／法政協会編『締盟各国新条約正文 附関係公文』

岡崎屋書店

平瀬龍吉『青年立志成業策』（再版）／永田留六郎訳
述『自修論』（新版）／山川直信『海之偉人』（再版）
／山口造酒編『独逸語独修』（3版）／井上歌郎『英
文和訳例題集』（再版）

岡崎屋書店
フウラン『四国新会話』／イムブリー『英和語学楷梯』
／酒巻貞一郎『会話文法』／香村小録・今泉嘉一郎『鉱
山測量術』／松本孝次郎『普通心理学講義』

岡崎屋書店
山口造酒編『実用英和書簡文』／片山潜『英和商用文範』
／ジクソン『イングリッシユレツターライター』／シ
ムモン『ゼ、コンマーシアル、レツターライター』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版） 裏表紙裏
富士新聞社 『富士新聞』初号刊行八月十五日 裏表紙

第 27号　1899（明治 32）年 8月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 万国平和会議を葬る 1-3
岡〔岡崎遠光〕 思想界の社会問題 3-4

論説 滝本誠一 学問の方式 5-7
懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼（承前） 7-10

詞苑

活東 妻恋鹿／秋の入日 10-11
湯武居士〔湯本武比古〕『教育学』の序に 11
梅園〔高橋龍雄〕 立食の記 11-14
四丁／萩野／麦人／
南岳／鼓草／苔花／
愚仏／活東／棚村

若葉集 14

おもかげ 杉浦重剛君 諸大家の吟誦（三） 14-16
しがらみ 高橋龍雄 神話学研究と神道家の杞憂 16-18

時評

正誤〔第 26号に多くの誤字〕 18
日本主義対外国 18-19
日本主義対支那 19
旧弊固陋思想滔々として行はる 19-20
伊藤侯の日本拡大論 20
狡智繊巧を斥く 20
国学者と漢学者との衝突〔7月の國學院における物集・
竹内・三上の演説〕 20-21

高等学校増設と地方的党派心 21
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外国語を自国化せよ 21-22
高等教育会議員中の耶蘇信者 22
尾崎行雄氏に告く 22
英米公使 22-23
私立学校令 23
迷羊の開悟〔『独立雑誌』記者を批判〕 23-24
中央公論の誤解〔蓄妾に関して反論〕 24
文部省検定試験を評す 24-25
師範学校の非難 25
教育家の胆力 25-26
猜忌の世 26
無益なる耶蘇教攻撃〔『破邪叢書』『大道叢誌』『三眼』
を批判〕 26

有力なる耶蘇教攻撃 26-27
石川舜台の暴挙 27
漢字を知らざる罪 27
六合雑誌記者を笑ふ 27
北方を忘るゝ勿れ 27
南洋亦此声あり 27
三百人を梟首せよ 27
鬼将軍 27

雑報

御聖徳 28
国語調査費と編書費 28
日本人の勇胆 28
仏教各管長の醜態 28
宮中制度寮に就て 28-29
英語の勢力 29
支那の日本語 29
基督教宣教師及学校 29

新刊紹介 明治十二傑〔博文館〕 30-31
寄贈新刊 31

岡崎遠光識 読者諸君に謹告す〔主裁の任に当たる〕 〔32〕
大日本協会監部員（いろは順） 〔32〕

大日本協会会計課 〔雑誌代の振込〕 〔32〕

〔広告〕

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

冨山房

教員講習会用書及参考用書（其一） 元良勇次郎編『心
理学十回講義』／元良勇次郎・中島泰蔵訳 ヴンド著『心
理学概論』／ラツド著 尾田信忠訳述『初等心理学』（3
版）／中島力造編『列伝態 西洋哲学小史』（再版）／
中島力造抄訳『ラツド氏認識論』／木村巌『臣民実践
道徳学』／沢柳政太郎・立花銑三郎訳『格氏普通教育
学』／元良勇次郎『倫理学』／ミユイヤヘツド著 桑
木厳翼訳補『倫理学』／中島力造『輓近之倫理学書』（再
版）／中島力造『倫理学説十回講義』／山本良吉編『倫
理学史』／沢柳政太郎・立花銑三郎訳『格氏特殊教育
学』／キリヒネル著 塚原政次訳『幾氏教育学』／上
田万年『国語のため』／上田万年『作文教科書』
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冨山房

教員講習会用書及参考用書（其二） 沢柳政太郎『教育
者精神』（4版）／与良熊太郎『各種学級教授法』／
服部卯之吉『中等論理学』／藤原覚因『高等尋常単級
教授新論』／三上忠造『中等国文典』／岡倉由三郎『日
本文典大綱』／阿保友一郎『文章添削方針』／三好学『植
物学講義』／上田万年『ことはのいのち』／中島徳蔵
『倫理学講義』

明治書院 大林徳太郎・山崎庚午太郎『中学 日本史要』／大林
徳太郎・山崎庚午太郎『中学 日本文典』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版） 裏表紙裏
中央文壇社 『伽羅文庫』第 1号 裏表紙

第 28号　1899（明治 32）年 8月 30日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 地方視学官に与ふ 1-4
〔前号予告社説の先送り〕 4

論説 芳賀矢一 我国の古歌は花鳥風月を吟咏したるものにあらず 4-6
懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼（承前） 6-9
雨森精翁 〔「皇統三十戴」の詩〕 9

詞苑

さごろも〔栗島狭衣〕夜会の灯 9-11
梅園〔高橋龍雄〕 時事三十一文字 11-12
活東／愚仏／南岳／海棠
／麦人／鼓草／棚村／月
人／猿男／萩郎／苔花

若葉集（一） 12

面影 湯本武比古君 諸大家の吟誦（四） 13-14

研究 伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第一回） 15-19
星川清成 紫姫品性論（承前） 19-22

時評

文明西漸の時代来る 22
邪神道の淫祠を撲滅すべし 23
井上頼国氏の為に惜む 23-24
神道と非宗教〔神道と無宗教〕 24
仏教の淫祠を焼払へ 24
坊主の友食ひ〔『仏教』『伝灯』『東洋哲学』『中央公論』
を批判〕 24

沢柳普通学務局長に問ふ 24
政治家等の愚昧 24-25
彼等開進を嫌ふ者なり 25
彼等は教育を無視す 25
教育は無宗教主義なり 25
神戸クロニクルの正論〔私立学校会論に賛成〕 25-26
仏教管長政府より譴責せらる 26
『伝灯』泣く 26
御無事主義 26-27
宗教々育の和同〔『大帝国』の宗教教育論、『毎日新聞』
における鎌田栄吉の私立学校令論を批判、『教育時論』
に賛成〕

27
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社鼠政略 27
無法律 27-28
当今日本人の理想 28
国民大礼制定論〔『日本』の池田由己止に賛成〕 28
私立学校より留学生を選出すべし 28
府下高等私立学校 28
日本主義と家庭 28-29
他山の石〔アストンの『日本文学史』とチェンバレン
の『文字のしるへ』を評価〕 29

夏期の文学下落 29
商人としての日本国 29

雑報
東宮御妃の事 30
一夫一婦と国体及民俗〔『社会雑誌』における夏野茂
の議論を抄録〕 30-31

新刊批評
歴朝聖徳録 高橋光正著 32
音訓画引日本大辞典ことばの泉 落合直文著 32
外国語之研究 内村鑑三著 32

〔広告〕

松栄堂書店 木村鷹太郎『西洋小史』（再版）
開発社 木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版）
同文館 賜天覧 高橋光正『歴朝聖徳録』（2版） 裏表紙裏
中央文壇社 『伽羅文庫』第 1号 裏表紙

第 29号　1899（明治 32）年 9月 10日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 日本主義は楽天主義なり 1-4
岡〔岡崎遠光〕 清の北東 4-6

論説
独逸国ドクトル 井上
松堂〔井上達七郎〕 学校教育と衛生 6-8

高橋龍雄 日本国民の紀念殿 8-12

詞苑

高崎正風 和歌五首　避暑／夕立／秋月勝春花／初秋天／萩漸盛 13
花城〔宮本花城〕 紅塵録 13-14
愚仏／南岳／小草／
紫兮／活東／海棠／
苔花／楓水／紅緑／
子規／橡面坊／虚子

秋十五句　葛／鳩吹／野分 15

面影 井上哲次郎君 諸大家の愛吟（五） 15-17

研究 伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第二回）〔第 31号に一部取消あり〕 17-19
武藤信平 農家の青年 19-21

時評

文相の辞職を勧告す 21
商船学校に武育を与ふべし 21
高等商業学校の改良 21-22
寺院を廃して学校に代へよ 22-23
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官立学校を廃すべし 23
御無事の人物 23
鎌田栄吉君の誤迷論〔『教育公報』を批判〕 23
勿驚其差三千七百万 23-24
悪税を廃せよ〔『日本』に賛成〕 24
教育雑誌の多き理由 24
伊藤侯の憲法解釈必しも当を得ず 24-25
美の道徳あり 25
政治家の阿諛 25
仏教は忠孝を悪とす 25
時代歌 25-26
学問の誤解 26
外人頻に土地を買ふ 26
海国教育を忘る勿れ 26
寧ろ大に堕落せしめよ 26-27
商法民法果して何者ぞ 27
国典国式の制定 27
小説と女学生〔国立国会図書館所蔵本は若干の汚損あ
り〕 27-28

下等なる新聞紙 28
美術鑑査官大先生 28-29
厦門事件と外務省 29
仏教管長の狂気〔『東京日日新聞』の報道に言及〕 29
果せる哉耶徒の暴挙 29
天災と人力 29-

新刊批評

日本帝国憲法論 田中次郎著 博文館 30
心理学新論 湯本武比古竹内楠三合著 普及舎 30
文字のしるべ チヤンバーレン著 30
枕草紙詳解 松平静著 誠之堂 30
寄贈新刊 30
社告〔竹内楠三の慰労会／新入会員 2名〕 30

雑報

仁徳天皇千五百年祭 31
帝室制度調査局の編制 31
木曜島の日本人排斥法 31
宗教学校と官校 31
京元鉄道と独逸 31-32
兵庫湊川神社 32
陸軍下士制度の改正 32
宗教学校と官公立学 32

〔広告〕

博文館 「帝国百科全書」第 24編 高山林次郎『近世美学』

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

普及舎 湯本武比古・竹内楠三『心理学新論』／樋口勘治郎『文
部省講習会 教授法講義』
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誠之堂書店

中等教育和漢文講習書　今泉定介『神皇正統記講義』
／古志学人集訳『一辞万金 文章形容詞範』／堀捨次郎・
深井鑑一郎校註『校訂標註 東莱博議』／深井鑑一郎
集註『標註史記列伝読本』／柳田幾作『卦象明弁 周
易講義』／名取弘三・堀捨次郎『正文章軌範講義』／
深井鑑一郎『論文日本外史講義』／河村北溟『論文日
本政記講義』／深井鑑一郎『孝経講義』／河村定静『白
文文章軌範』／深井鑑一郎『大学中庸講義』／花輪時
之助『論語講義』／深井鑑一郎『孟子講義』／『四書
講義』／堀捨次郎『作詩眼』／今泉定介『平家物語講義』
／松平静『枕草紙詳解』／三木五百枝『十六夜日記講
義』／畠山健『百人一首講義』／今泉定介『竹取物語
講義』『伊勢物語講義』／増田于信校註『校訂標註 つ
れ 〳 〵草』／生田目経徳・増田于信『新註 古今和歌
集講義』／伊藤平章『挿図 徒然草講義』／増田于信『校
訂標註 土佐日記』／今泉定介『土佐日記講義』／今
泉定介『和文読本問答』／今泉定介『訂正 標註方丈記』
／深井鑑一郎・山田準校訂『教科適用 標註四書』『教
科適用 標註小学』

開発社 木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』 裏表紙裏
大日本協会編集局 社告〔入会条件の緩和と論叢欄の新設〕 裏表紙

第 30号　1899（明治 32）年 9月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏
日本主義 岡〔岡崎遠光〕 学生観 1-3

論説

独逸国ドクトル 井上
松堂〔井上達七郎〕 学校教育と衛生（承前） 3-5

懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼（完） 5-8
工学士 森山益夫 理化学の区域及其関係（前々号工業新論の続き） 9-11

詞苑

南郷柳子／小出粲／
植松有経／大口鯛二
／千葉胤明／遠山英
一／加藤義清／中島
歌子〔宮内省大歌所〕

秋日山行 11

東久世通禧／高崎正
風／蜂須賀随子／近
衛貞子／久我建通／
鍋島直大／鍋島栄子
／前田利嗣／前田朗
子／西四辻茂子／津
軽承昭／永岡護美／
前田利鬯〔宮内省大
歌所〕

雨中虫 11-12

鴻泉 折にふれて 12
徒然坊 欲の鬼 12
是因 橋の雪 13-14
愚仏 夏五句 14
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面影 飯田武郷君 諸大家の愛吟（六）〔記者との直話によって成稿した
もの〕 14-15

研究 森しづか バイロンが厭世観 16-17
星川清成 紫姫品性論（承前） 18-19

時評

愛敵の教義を駁す 19
日本主義と婦人 19-20
貧乏主義〔「国家的拝金宗」を説く〕 20
極端〔「神代史の自由討究」に関連〕 20-21
奴隷的党人 21
国民精神に就て枢密院の責任 21
仏耶の利害 21-22
西洋と日本との道徳の差異 22
富豪家を打撃す 22-23
外人の二方面 23
国語と外人 23-24
会名の空虚 24
九州教育雑誌を筆誅す〔第 29号社説の私立学校令論
を批判〕 24-25

国語の迷夢 25
齊藤斐章氏の著書を読む〔『最新修身教材資料』の『日
本主義』評に反論〕 25-26

普魯西国の淫風 26
英国の他愛的及自愛的費用 26
露国工業の進歩 26-27
在日本の印度人学生 27
新体詩緊縮論 27
海の日本主義 28
〔新刊批評・社告欄の省略〕 28

論叢

三河生 『三眼』の攻撃について〔『日本主義』第 26号で非難
された『三眼』に同情、第 27号の耶蘇教攻撃論に賛成〕28

金沢某 仏教青年会 28
こしのうみ 日本主義の伝道 28
WO生 英文日本主義発刊を望む 28
石見 渡辺生 改良の日本主義に就て 28
十束の剣 日本全国の小学校々長に告く 28-29
求川生 貴誌改良に就て 29
花蝶 誤解新聞〔『時事新報』『万朝報』の私立学校令論を批判〕29
明石生 奈良県人に告く〔天理教批判〕 29
大阪農業学校のひと
り 心の灯 29

記者 〔寄稿の掲載順〕 29

雑報

帝室制度調査局員任命 29-30
神宮費の国庫支弁案 30
総予算と追加予算 30
露国の東洋語学校 30
太平洋海底電線敷設の建議 30-31
巴里大学の東洋文明史講座 31
支那に於ける英国の野心 31
宗教学校の認可申請 31-32
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英語を世界の通用語と為す計画 32
私立図書館の設立 32
東邦協会 32
大阪府下の外教団体数 32
神戸市役所の外人届出注意書 32

〔広告〕

岡崎屋
山川直信『海之偉人』／平瀬龍吉『青年立志成業策』（再
版）／永田留六郎訳述『自修論』／山口造酒編『独逸
語独修』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

大日本協会 注意〔新住所への移転〕
大日本協会編集局 社告〔入会条件の緩和と論叢欄の新設〕 裏表紙裏

〔広告〕 天賞堂 天賞堂特技絹紐、磁石サック付時計非常廉価発售広告 裏表紙

第 31号　1899（明治 32）年 9月 30日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 嗚呼此の猶太人的思想 1-3
岡〔岡崎遠光〕 政治概見（一） 3-5

論説 百錬鉄 教育界の大刷新（第一回） 5-10

詞苑

松下曲水〔松下大三
郎〕 美人嘆 11-12

松平花城〔宮本花城〕平安朝の偉男子　其一 花の宴／其二 対馬守 13-15
琴声女史 雁の声 15-17

面影 田口卯吉君 諸大家の愛吟（七） 17-18

研究 伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第三回）〔22頁に「前号箒云々の件取消す」
とあり〕 18-22

時評

吾人の満足 22-23
浦塩の東洋学校 23
再び厦門の暴動に就て 23
大事と小事 23
鉄砲火薬規則 23
聞き古したる鉱毒事件 23-24
逓信大臣の責任 24
御祭時世 24
国家の柱石伊藤氏 24
洋人船長を少くすべし 24
米と麦 24
寧ろ雀躍せよ 24
雄図なきか 24
地主憂ふる勿れ 24-25
俳師の悲声 25
呑噬の世界 25
外務の機密費 25
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盲唖治療と迷信 25
神宮奉斎会 25
月日の迷信 25-26
東京市の恥辱 26
楽書 26
支那人と親しめ 26
商業の道徳 26
著書と無学 26
洋行者の種別 26-27
哲学雑誌記者に呈す 27
立教学校の前途 27
外人耶徒の失望と喜悦 27
一口評 27-28

見るべき
読むべき
時論

日本（雪嶺） 士魂の発現 28
東朝 東洋商業学校設立の議 28
富士 ラツド博士 28
万朝（英文欄抄訳） 図書館 28

論叢

東洋の男子 外交問題 29
求川生 弱き者／猜疑 29
盤石生 論破せよ 29
京都師範生 幹部員諸君に呈す 29

新刊批評

国語学小史 保科孝一著〔大日本図書株式会社〕 30
過失論 戸水寛人著〔有斐閣書房〕 30
吉野山林 戸水寛人著〔有斐閣書房〕 30
手附 戸水寛人著〔有斐閣書房〕 30
国文学研究会雑誌第六号 国文研究会〔誠之堂〕 30-31
青年立志成業策 平瀬竜吉著〔岡崎屋〕 31
海の偉人 山川直信著〔岡崎屋〕 31
寄贈新刊 31
社告〔会計主任の交代／事務員・幹部員隈本有尚・会
員 6名の加入〕 31

雑報

日清同盟に就て〔「サタトゲー所説」〕 32
日本に対する外人の忠告〔「雑誌インヴエストヴレー
ユー」〕 32

学校系統問題 32
耶蘇教徒キツプリング氏を排す 32
香港義勇兵の愛国心 32

〔広告〕

冨山房

新刊報告　大森金五郎・重田定一編『国史読本』／吉
田東伍『日韓古史断』／リース著 吉岡藤吉訳『史学
会叢書 台湾島史』／幣原坦『南島沿革史論』／坪井
九馬三・日下寛校訂『三河物語』／河田羆・吉田東伍・
高橋健自『日本読史地図』／ハンスブルム著 隈本繁
吉・雨谷羔太郎・白石真『比公時代 独逸帝国史』／カー
ルブレツツ著 和田万吉訳『世界通史』（増訂再版）／
リース『英文 世界歴史』／坪井九馬三『稿本 最近世
界史』

明治書院
「近代文学評釈」第 1編 佐々醒雪『鶉衣評訳』／武島
又次郎『国歌評訳』（再版）／武島又次郎『新選詠歌法』
（再版）
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開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

大日本協会 注意〔新住所への移転〕
大日本協会編集局 会員入社広告 裏表紙裏

〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙

第 32号　1899（明治 32）年 10月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義
岡〔岡崎遠光〕 政治概見（二） 1-2
岡〔岡崎遠光〕 我国の哲学者と社会問題 3-5
岡〔岡崎遠光〕 『祖国』雑誌は我が敵か味方か〔磯部武者五郎への反論〕5-7

論説 法学士 西川一男 小学教員として民法講究の必要 7-10
百錬鉄 教育界の大刷新（第二回） 10-14

詞苑

竹屋光昭／水野忠敬
／前田利声／長谷信
成／南郷柳子／柳原
愛子／日野西広子／
小池道子／北島以登
子／西三条実義／大
谷章子／保科節子／
佐藤艶子／宮地厳夫
／北郷久政／手塚光
栄／坂正臣／坂田泰
子／小出粲／植松有
経／常磐井文子／大
谷籌子／中牟田常子
／原田蒼生子／鎌田
正夫／大口鯛二／千
葉胤明／遠山英一／
加藤義清／岩崎勝従
／中島歌子／服部磯
子／小川直子〔宮内
省御歌所〕

雨中虫 14-16

徒然坊 弾鋏蕪唫 17

翠松園主人 林陸夫

短歌十余首　林秋風／晴夜月／山路霧／岡孤松／舟行
夜已深／尾張三河の古跡をとふて思けるをり 〳 〵に詠
出たる歌の中に／をりにふれてよみ出侍りける歌のな
かに／故小沢蘆庵大人かおろかにも千世よろつ世とね
かふかなこゝはときはのやまとしまねをとうたはれた
るに感ありて／美濃尾張大なゐありけるころある大山
のいたくおちいりたるに高崎大人かあしひきの山もお
ちいる世なりけるうこかぬものに何をたとへむとよみ
出られたるをり

17-18
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愚仏／翠華／苔花／
海棠／南岳／活東〔若
葉集〕

硯洗 18

南岳／海棠／東人／
翠華／苔花／愚仏／
活東〔若葉集〕

冷か 18

面影 鳥居忱君 諸大家の愛吟（八） 19-21
研究 星川清成 紫姫品性論（承前）〔（完）〕 21-26

時評

日本人の体力 26
生活の程度と奢侈 26-27
人爵崇拝の弊 27
所謂欧米人の開化 27
ドレーフスの特赦と高野問題 27
文学界覚醒法 27-28
小説雑誌新に生る〔『伽羅文庫』を評価〕 28
新聞の美人 28
女学雑誌の下落 28
警察監獄学校の設立 28
宗教に拠らざる高等私立学校 28-29
蔚陵島奪はる 29
北門の警戒 29
猜忌と退歩 29-30
大国民 30
迷信地図の製作 30
東京市小学校番附 30
行政裁判所定員及懲戒令 30
宗教法案と内務省 30
頼母敷からざる味方〔近藤嘉三「神宮と宗教」への批
判者や『三眼』を指す〕 30-31

見るべき
読むべき
時論

千葉教育雑誌 国是と教育 31
富士 東洋啓発と日本語 31-32
慶應義塾学報 軍艦は膏薬にあらず 32
大帝国 教育界の単調子 32

〔新刊批評・論叢・雑報欄の省略〕 32
社告〔幹部員西川一男と入会者 3名〕 32
寄贈新刊 自九月廿五日至十月五日 32

〔広告〕

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

学海堂 天下◉比之便利書店
松栄堂書店 西脇又作『日本修身学』
文芸専修学会 文芸専修学会
中央文壇社 『伽羅文庫』第 2号 裏表紙裏
天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 33号　1899（明治 32）年 10月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義
柴〔柴田柴一郎〕 国民道徳の先導 1-2
岡〔岡崎遠光〕 昨今の政治界 3-5

〔社説の先送り〕 5

論説 岡崎老猿〔岡崎遠光〕独逸人某与于日本人某書　土地と人民と／人力／文明の噴火口／思想界実に区々別々／独逸主義励行 5-8

詞苑

狭衣〔栗島狭衣〕 大悪人 9-10
於兵庫県湊橋畔仮寓　
浦木静美 河野炉峰君を悼む 10-11

鳥居忱誌 人物を評して〔河野虎雄君〕 11
活東 ゆめ路 12
徒然坊 咄々集 12-13
竹冷／鏡花／麦人／
小波／秋声／愚仏／
酒竹／松宇／春葉／
狭衣〔栗島狭衣〕／
風葉／鳥黒／眉山／
活東／紅葉

秋十五句 13-14

面影 関根正直君 諸大家の愛吟（九）〔関根の意を受けて記者が草した
もの〕 14-16

研究
高橋龍雄 国号二十二種（承前） 16-19
伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第四回） 19-21

研究〔「トランスヴァール」掲載の予告） 21

時評

腐鉄響かず 21-22
教育の普及は宗教の敵 22
小僧の教育 22
百姓校長 22-23
桑港の一大義民 23
死したる教育 23
比列賓国と日本の将来 23-24
清国の新開港 24
西比利亜鉄道恐るゝに足らず 24
漁業と山林 24
日本鉄道会社の責任 24
新聞紙の一口投書 24-25
余裕 25
無能外相 25
此の人にして此言あるか〔『伊藤侯演説集』第 3巻の
君主神聖論〕 25

健忘の神田ツ子 25
矧川衰ふ〔『日本人』の年表〕 25
奈此俗歌何〔『東京経済雑誌』第 998号の「恋ペン歌」〕25
理学の世の中 25
貧民と共に喜ばん 25-26
塩と日本人 26
一口評 26
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見るべき
読むべき
時論

日本 外交官の結婚 26-27
太陽 学界危言 27
神道新誌 仏耶二教の反目 27
万朝（英文欄抄訳） 日本移住民 27
帝国文学 神話研究に於ける言語学 27

論叢

凡子 仏教的国文読本 27-28
凡子 地方諸賢に本会支部の建設を望む 28
北越 如水軒 記者閣下に呈す〔第 31号時評「吾人の満足」に対して〕28
別天地生 咄八ツ目小僧〔「坊主の友喰」について〕 28
神代史研究生 請求〔高橋龍雄の続稿を希望〕 28-29
建日別 青木外相の無能 29

新刊批評

伽羅文庫第一号 中央文壇社 29
対韓私議 田中穂積著〔明法堂〕 29
国文中の仏教文学講義第一巻 織田得能著〔国語伝習
所〕 29

杜甫 笹川種郎著〔大日本図書株式会社〕 29
世間と人間 徳富蘇峰著〔民友社〕 29-30
近世美学 高山林次郎著〔博文館〕 30
歴史地理 第一号 六盟館 30
寄贈新刊（去る十日間） 30

雑報

世界最優の日本軍艦 30-31
肉食と罪悪の関係 31
南亜と濠洲の新航路 31
欧洲航路の好況 31
露国の東洋航業計画 31
外務海軍両省の不和 31
南阿に対する陸軍視察員 31-32
蓮門教会の紛議 32
東洋に於ける露国の大計画 32
徴兵と体格 32
国書捧呈式 32

〔広告〕

岡崎屋 山川直信『海之偉人』／平瀬龍吉『青年立志成業策』
／永田留六郎訳述『自修論』／山口造酒編『独逸語独修』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』
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誠之堂書店

中等教育和漢文講習書　今泉定介『神皇正統記講義』
／古志学人集訳『一辞万金 文章形容詞範』／堀捨次郎・
深井鑑一郎校註『校訂標註 東莱博議』／深井鑑一郎
集註『標註史記列伝読本』／柳田幾作『卦象明弁 周
易講義』／名取弘三・堀捨次郎『正文章軌範講義』／
深井鑑一郎『論文日本外史講義』／河村北溟『論文日
本政記講義』／深井鑑一郎『孝経講義』／河村定静『白
文文章軌範』／深井鑑一郎『大学中庸講義』／花輪時
之助『論語講義』／深井鑑一郎『孟子講義』／『四書
講義』／堀捨次郎『作詩眼』／今泉定介『平家物語講義』
／松平静『枕草紙詳解』／三木五百枝『十六夜日記講
義』／畠山健『百人一首講義』／今泉定介『竹取物語
講義』『伊勢物語講義』／増田于信校註『校訂標註 つ
れ〳〵草』／生田目経徳・増田于信『新註 古今和歌
集講義』／伊藤平章『挿図 徒然草講義』／増田于信『校
訂標註 土佐日記』／今泉定介『土佐日記講義』／今
泉定介『和文読本問答』／今泉定介『訂正 標註方丈記』
／深井鑑一郎・山田準校訂『教科適用 標註四書』『教
科適用 標註小学』

神洲青年研究会 『智識之戦場』第 9号 裏表紙裏
宝永館書店 書肆開店広告 裏表紙裏
天賞堂 山羊印実用時計日本一手販売広告 裏表紙

第 34号　1899（明治 32）年 10月 30 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏
日本主義 岡〔岡崎遠光〕 朝鮮漁業論 1-3

論説 百錬鉄 教育界の大刷新（完） 3-9
ほくそう 北叟漫言 9-12

詞苑

高崎正風／坂正臣／
宮地厳夫／小出粲／
鎌田正夫／大口鯛二
／千葉胤明／遠山英
一／加藤義清〔宮内
省大歌所〕

杜紅葉 12

黒川真頼／坂正臣／
植松有経／大口鯛二
／加藤義清〔宮内省
大歌所〕

秋晴 12-13

鎌田正夫／大口鯛二
〔宮内省大歌所〕 河霧 13

こりう 秋声 13
野花 偶成 13
松平花城〔宮本花城〕平安朝の偉男子（承前）　其三 大宰府 13-14

面影
内藤耻叟君 諸大家の愛吟（十）　日本魂 16-18
岡崎遠光〔岡崎老猿
君〕 比翁寸鉄（一） 18-19

研究 高橋龍雄 国号二十二種（完） 19-23
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時評

大日本の連隊旗 24
教育と宗教との衝突〔社会学会における元良勇次郎の
演説に賛成〕 24

露力海に及ぶ 24
糸の日本 24
時勢〔『東京経済雑誌』第 1000号の田口卯吉を批判〕 24-25
東北は未だ開けざる也 25
帝国の古蹟 25
華族の腐敗 25
愚物製造所 25
豪傑気取の小供 25
醍醐格太郎の公判 26
北京駐剳公使 26
短評の流行 26
朝鮮の外交 26
板垣伯の市街鉄道に対する意見 26
大臣に説与す 26
著作家に告ぐ 27
民友社は耄せるか 27
宗教法案 27-28
嗚呼市街鉄道 28
個人主義我欲主義 28
多数決の無意義 28-29
学校系統問題の紛乱 29
発売頒布〔『続帝国文庫』第 16編〕 29
国文検定試験委員 29

見るべき
読むべき
時論

時事 各宗の腐敗何れか尤も甚しき 30
読売 露国の東洋に於ける運動 30
教育時論 教員と宗教心、社会と宗教 30
国光 国権発揚 30-31

新刊批評

うづら衣評釈 佐々政一著〔明治書院〕 31
平家物語読本 今泉定介著〔明治書院〕 31
心理的教授原則 杉山富槌著〔同文館〕 31
美文散文水村山郭 諸名家合作〔大学館〕 31
家庭のかゞみ 国光社 31
標註雅文消息集 生田目経徳著〔国光社〕 31
青年小説集 中央文壇臨時増刊〔北上屋〕 31
Practical English Grammar第二巻（動詞之部）齋藤
秀三郎著〔興文社〕 31-32

己亥叢説二冊 井上頼国著〔吉川半七発行〕 32
国史読本三冊 大森金五郎、重田定一共編〔冨山房〕 32
英文大和文範 武田信太郎著〔ヂヤパン、タイムス社〕32
寄贈新刊（去る十日間） 32
社告〔入会 8名〕 32

雑報 居留地家屋税問題 32
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〔広告〕

岡崎屋書店 呦鹿庵主人『側面観』／呦鹿庵主人『魔言録』
大日本協会 予告 研究叢書
宝永館書店 書肆開店広告

明治書院
「近代文学評釈」第 1編 佐々醒雪『鶉衣評釈』／武島
又次郎『国歌評釈』（再版）／武島又次郎『新選詠歌法』
（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版） 裏表紙裏

天賞堂 山羊印実用時計日本一手販売広告 裏表紙

第 35号　1899（明治 32）年 11月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

集英堂 新刊広告　山田禎三郎『新教育史』『新編心理』／加
納友市『新選日本教授学』 表紙裏

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第 1巻 芳賀矢一『日
本上古文学史』／第 2巻 高山林次郎『菅公伝』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学者大年表 索引附』／
第 4巻 岡崎遠光『最近経済学』／第 5巻 蔵原惟廓『各
国教育制度史』／第 6巻 松本孝次郎『実際的心理研
究法』

日本主義 岡〔岡崎遠光〕
時流三難　其一、琴歌〔1頁の号数が第 36号と誤植
されている〕 1-3

岡〔岡崎遠光〕 外務大臣天長節夜会を評す 3-6
論説 法学士 箒川生 日鉄汽車顛覆に就て 6-13

詞苑

高崎正風／津軽承昭
／松浦詮／前田利鬯
／竹屋光昭／黒川真
頼／宮地厳夫／小出
粲／植松有経〔宮内
省大歌所〕

秋雨 13

徒然坊 金英玉露 13-14
野花 深夜吟 15

面影 元良勇次郎君 諸大家の愛吟（十一）〔『心理学』からの抄録〕 15-18

研究 ドクトル 井上達七郎 学校に於ける眼病トラホーム〔『通俗眼病トラホーム
講話』中の一要点〕 18-20

伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（完） 20-22

時評

教育勅語忘られんとす 23
日本人を罵る者〔『中央公論』の「徳育なき国民」を批判〕23
仏教界の大乱脈 23-24
着眼 24
途方もなき官吏 24
復讐と運動 24
盗賊的意気地 24-25
処世公私 25
大人らしきと小供らしきと 25
気の毒なり康有為 25
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近衛公帰朝 25
条約改正祝賀会 25-26
電気の美的表象〔『太陽』の前島密に言及〕 26
歴史画に関する二説 26
帝国教学会の国字改良 26
藤園の無骨 26-27
文壇寂莫か 27
又しても鈍 27
誰を難ぜんか 27
魔王の凶年 27
日本主義的婦人 27
天長節後の感 27-28

見るべき
読むべき
時論

読売 学校教育と天才 28
東京日々 教育的経済 28
万朝 東京諸新聞の象し倒し 28
教育学術界 学説の論争学閥の徹去 28-29

論叢

小石川某 岡崎老猿氏に質す 29
三悳生 嗚呼何事ぞ 29
山堂 当局者に告ぐ〔岩村神社について〕 29
平煥生 綱目掲載の議 29
平煥生 家庭雑誌の刊行 29-30
平煥生 会員の会合 30
神田生 大日本協会の看板 30

新刊批評

エミール抄 山口小太郎・島崎恒五郎共訳〔開発社〕 30
商工地理学 法学士 永井惟直著〔博文館〕 30
藤田東湖伝 文学士 菊池謙二郎著〔金港堂〕 30
森先生伝 木村匡編〔金港堂〕 30-31
嗚呼古英雄 池元半之助著〔文録堂〕 31
魔言録 池元半之助著〔小美文舎〕 31
側面観 池元半之助著〔岡崎屋書店〕 31
国語仮字遣講本 窪田亮吾著〔興文社〕 31
慷慨詩文 岩佐丈之助著〔松邑三松堂〕 31
明治書翰文範 岡谷巳三郎著〔開拓社〕 31
歌論類纂 平惇校〔丸山舎〕 31
難桂園一枝 鈴木忠孝著〔興文社〕 31
漢詩評釈 文学士 久保天随著〔新声社〕 32
和訓三体詩 森川許六・木村架空校訂〔広益図書株式
会社〕 32

紅葉丹 新声臨時増刊〔新声社〕 32
教育勅語正解 岡本監輔著〔日新舎〕 32
寄贈新刊（去る十日間） 32
社告〔地方委員の設置／幹部員矢板寛の加入／雑報欄
の省略〕 32
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〔広告〕

大日本図書株式会社 鳥居忱編『大東軍歌』
京楽社

社長 高島嘉右衛門 護国生命保険株式会社
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記折義』
佐久間君紀念標建設
発起人 佐久間貞一君紀念標設立旨趣

日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
共益商社楽器店 共益商社楽器店広告 裏表紙

第 36号　1899（明治 32）年 11月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏
社長 高島嘉右衛門 護国生命保険株式会社 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕
大学と人物　東京日々の社説を難ず〔職業的教育論を
批判〕 1-4

岡〔岡崎遠光〕 時流三難　其二、島人思想 4-7

論説 岡崎老猿〔岡崎遠光〕

独逸人某与日本人某書（二）　彼れが大欲／独逸は三
大強国と四小国／八九個の大国と境域参差／流石に温
乎たる大国／自重と傲慢と相並ぶ／百世必ず其祟を買
はん／総て独力／仮偽の同盟／生産事業を傾倒

7-11

高橋龍雄 文明は祖国の恩沢なり 11-16

詞苑
千川 やまと心 17
梅園〔高橋龍雄〕 三羽の蝶（訳文） 17-18
松平花城〔宮本花城〕平安朝の偉男子　其四、能古島の戦 18-20

面影 琴庵社 諸大家の愛吟（十二）〔記者が庵主菁川氏に求めて掲
げたもの〕 20-21

研究
工学士 森山益夫 工業新論（承前）　其二 土木工業／其三 造船業 21-23

星川清成 戦国時代の道徳（第一回）　第壱章 緒言／第弐章 戦国
時代社会一般形勢　第一節 群雄割拠 23-26

時評

露国と戦ふべきか 26
新聞記者の一大責任 26
文明的野蛮国 26-27
神話研究の勃起 27
卜筮と伊勢暦 27
宗教の定義〔神道非宗教論について〕 27-28
宗教教育関係論 28
居留地の家屋税 28
物価の騰貴 28
福岡製鉄所 28
官業 28-29
無技倆 29
誘拐と警察 29
翁さび 29
民を愚にす 29
有害経歴 29-30
書生と賤業婦 30
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板垣伯に告ぐ 30
日本主義の偏用 30
文学社会の地位 30-31
政党と大名 31
迷信の第一歩 31
欧洲帝王の往生 31
美学壇の寂寥〔『太陽』第 24号の高山林次郎「月夜の
美感」を評価〕 31-32

論叢

南嶺生 帝国青年に檄す 32
大阪農学校 ＫＫ生 述懐 32
北越生 迷信研究に従事せよ〔記者の返信あり〕 32
敬神生 不敬漢 32
日本体育会員 運動と遊技 32
神田の会員 東哲と帝国文学 32
愛国生 伊勢の頑民に告く〔近藤嘉三への取消要求に反論〕 32

〔時論・新刊批評・社告の省略〕 32

〔広告〕

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
共益商社楽器店 共益商社楽器店広告 裏表紙

第 37号　1899（明治 32）年 11月 30 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記析義』 表紙裏

日本主義

岡〔岡崎遠光〕 仏徒をして一美事をなさしめん〔社寺の免税問題につ
いて、税の奉還を求める〕 1-4

岡〔岡崎遠光〕
講義筆記の書〔『日本』の外山正一「法科大学楽大問
題、講義筆記の弊害」、およびハルトマン『現今の問題』
に賛成〕

5

論説 護軒主人 第五地方部中学校概評 6-10

詞苑
梅園〔高橋龍雄〕 御苑の秋色〔第 40号に取消あり〕 10-12
徒然坊 落葉片々／鹿／菊／朝寒 12-13
こうり 寒山落木 13

面影 勝浦鞆雄君 諸大家の愛吟（十三） 13-15

研究 高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第七回）　第七章 九州の皇居
を論す　天孫降臨 山幸海幸の神話 南洋説と朝鮮説 15-17

星川清成 戦国時代の道徳（第二回）　第二節 足利将軍 17-20
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時評

修身書編纂 21
勅命を以てすべし 21
神夢に曰く 21-22
大学改革 22
点取眼 22
法科大学落第多き理由 22
人材如何にして得へきか 22-23
公金を私遊に費す奴輩 23
しこ草 23
無段教授法 23
教育者と時事 23
トランスバールと露国 23-24
徴兵忌避 24
軍事的教育 24
洋紙輸入税を全廃す可し 24-25
日本の洋紙商に告ぐ 25
禅僧と星亨 25
ペスト侵来 25-26
大に記者を優待す可し 26
国史編纂〔萩野由之『日本通史』を評価〕 26
売卜取締 26
小学読本の刷新 26-27
木曜島上我同胞の悲境 27

見るべき
読むべき
時論

富士新聞 家族制度の弛緩と道義心の頽廃 27
時事新報 公認教の運動に就て 27-28
帝国文学 漢学者の頑迷 28
大帝国 東京湾築港問題 28

新刊批評

習慣教育法 桑野礼治訳〔冨山房〕 28
児童心理学 桑野礼治訳〔冨山房〕 28
王冠 長田秋涛訳〔春陽堂〕 28-29
にこり水 前田曙山著〔春陽堂〕 29
東京風俗志上巻 平出鏗二郎著〔冨山房〕 29
論理園一名思想の構成 小沢頼明著〔開発社〕 29
君か代。八千代各一冊 29
内外交際新礼式 平田久著〔民友社〕 29
文学攻究法 江藤桂華著〔新声社〕 29
続俳句評釈 河東碧梧桐著〔新声社〕 29
実用独逸語学上巻 辻高衡著〔独逸語学雑誌社〕 29-30
活文壇第一号 大学館 30
寄贈雑誌（去る十日間） 30
会告〔入会 3名／天長節夜会／御所菊花拝観／地方委
員 2名嘱託／幹部員柿沼竹雄入会〕 30
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雑報

帝国党と東邦問題 30-31
南阿戦争と列国の態度 31
支那分割と米国 31
英杜軍の戦況 31-32
御慶事と恩赦 32
神宮費の増加 32
鉄道国有と星派 32
海軍大演習と敷島艦 32
水産奨励会の発会 32
日本人排斥に就て 32
基督教徒への厳達 32

〔広告〕

九州生命保険株式会社
京楽社
酒家生命保険株式会社

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

医学士 ドクトル 日高
昴 眼科専門

弁護士 角田真平 訴訟及鑑定
ドクトル 伊沢歯科治
術所 診察時間

社長 高島嘉右衛門 護国生命保険株式会社
佐久間君紀念標建設
発起人 佐久間貞一君紀念標設立旨趣

大日本図書株式会社 鳥居忱編『大東軍歌』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 共益商社楽器店 共益商社楽器店広告 裏表紙

第 38号　1899（明治 32）年 12月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記析義』 表紙裏

日本主義
岡〔岡崎遠光〕 仏国流 1-2
岡〔岡崎遠光〕 諷世 3

〔社説の先送り〕 3

論説 加藤扶桑 政党の天下 3-6
護軒主人 第五地方部中学校概評（承前） 6-10

詞苑

徒然坊 水落石出 10
琴洋漁史〔坂田琴洋〕対空放吟 10-11
華浪生 無題八首 11-12

やみうつゝ 12
面影 落合直文君 諸大家の愛吟（十四） 13-14

研究 星川清成 戦国時代之道徳（第三回）　第三節 皇室 附 織田信長 
豊臣秀吉／第四節 民情 14-20
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時評

天皇と宗教 20
公徳腐敗 20-21
ペスト＝トラスト 21
待合政治 21
情実これより行はれん 21
戦史編纂 21
高利貸法案 21
迷信の日本 21-22
紳士学校 22
本願寺法師の撮影 22
帝国教育会の愚鈍曖昧 22
学制改革 22-23
教科書の乱脈 23
師範学校騒動復始まる 23
学生の弊風を矯正すべし 24
国学者の祭礼 24
賄征伐 24-25
文明障礙物 25
台湾島を忘却する勿れ 25
我同胞又々悲境に沈淪す 25
無限の富源 25-26
報効義会所属龍睡丸 26
東京市街 26-27
上の好む所 27
林菫 27
ペスト来る 27
学制改革同志会 27
病気の種類と療法 27-28

見るべき
読むべき
時論

読売 怠慢政府怠慢議会 28
日本 鉱業と外国人 28
万朝 新田義貞と藩閥内閣 28-29
天地人 議員の歳費 29
大帝国 十四議会の大問題 29
教育時論 政党者根性を悪む 29

新刊批評

家庭文庫第九輯女子普通文典 下田歌子著〔博文館〕 30
講談忠臣蔵 博文館発行 30
美文韻文故郷の土産 阿山居士著〔三松堂〕 30
蓼太全集 博文館発行 30
提要造林学 本多静六著〔博文館〕 30
商業経済学 清水泰吉著〔博文館〕 30
機械設計制図学初歩 松尾哲太郎訳〔博文館〕 30
新選文語粋金上下 中学教育社編著〔中学書院〕 30
美文散文紅葉青山 俣野義郎編〔大学館〕 30
俗語と難辞 宇野秋皐編〔浅岡書籍店〕 30
哲理妙極精気新論 三宅市川合著〔大日本美徳会事務
所〕 30

女学雑誌姫百合 第一号〔姫百合社〕 31
大怪物 空腸子著〔東京堂〕 31
寄贈雑誌 31
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雑報

帝国制度調査局 31
御歌会始御題 31
名誉の軍旗祭 31-32
憲政本党の陋態 32
英国の亜細亜縦貫鉄道 32
帝国教育会の国字改良部 32
教育費と貴衆議員 32
大日本地名辞書 32

〔広告〕 同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 同文館 『教育学術界』第 2号 裏表紙

第 39号　1899（明治 32）年 12月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏

日本主義
岡〔岡崎遠光〕 無教育的議会 1-3
岡〔岡崎遠光〕 選挙法と教育（議員の一改良法） 3-6
岡〔岡崎遠光〕 名誉の下落　時流三難の三 6-8

論説 文学士 芳賀矢一 古風土記の研究を望む 8-10

詞苑

高崎正風／松浦詮／
坂正臣／小出粲／植
松有経／鎌田正夫／
大口鯛二／千葉胤明
／加藤義清

田家霜／寒林帯夕陽 10

徒然坊 寒香一朶／神祇／熊／雪中歳暮／高橋梅園子に寄す 11-12
梅園〔高橋龍雄〕 博多の嵐 12-15
愚仏／知十／鏡花／
活東／四丁／鳥黒／
小波／紅葉／竹冷／
柳浪／眉山

冬二句づゝ　小春／時雨／氷／雪／葱／大根引き／衾
／手焙／足袋／除夜 15

研究 高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第九回完）〔第 8回は不在〕 16-22

時評

宗教法案 22
仏教の罪悪 22-23
待合の僧侶 23
邪徒の喜憂 23
俗神道の穏気 23
唯国家あるのみ 23-24
分業の文明国 24
宗教者の恩典 24
尾崎学堂 24
予算会議の争 24
高等師範学校生の堕落 24-25
功名心の弊 25
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滑稽的議案 25
モルトケ首相にソーラテス外相 25
慎重なる論戦 25
恐露病と国辱 25-26
青年記者頻りに逝く〔古川老川・佐藤宏・長沢説三に
言及〕 26

年少者喫烟禁止法案 26
市街清潔法は毎年之を行ふ可し 26
女子大学の設立は如何 26
守るもの攻むるもの 27
人種問題 27
独逸牧師の喰逃的亡状 27
華族諸侯に借問す 27-28
政党員の馬車 28
嫌疑と正否 28
自己を中心とせる者 28-29
智徳合一的社会療法 29
松下禅尼に教を乞へ 29
後藤氏上京す 29

論叢

越後南蒲原 井栗如水
軒 迷信の告発（壱）／其二／其三 30

北越 如水軒 記者足下に望む 30
北越 如水軒 近藤嘉三君に望む 30-31
北越 如水軒 久我侯爵一行を評す／其二 31
会員 邃軒生 希望五則 31

緊急社告〔紙面の改良・刊行頻度の変更・第 40号の
予告〕 〔32〕

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏

〔広告〕 同文館 『教育学術界』第 2号 裏表紙

第 40号　1900（明治 33）年 1月 2日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

明治書院 新刊広告　関根正直『更級日記略解』（改訂）／武島
又次郎『国歌評釈』 表紙裏

同文館

同文館新刊教育書　樋口勘治郎『統合主義修身教授法』
／杉山富槌『新編教育心理学』／樋口長市『教育適用
児童心理学』／エー、アール、テーラー著 齊藤斐章
訳『児童心理及研究法』／育成会編『新編内外教育史』
／育成会編『実験小学作法書』／田辺友次郎・石原和
三郎『尋常小学作文教程』／教員文庫編集部編『実験
教育壇』

金昌堂 『日本之小学教師』第 10号／国民教育会編『師範学校
中学校高等女学校 教員検定試験問題答解』

誠之堂 『国文学界』第 3号
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誠之堂

和文講習用書　今泉定介『神皇正統記講義』／伊藤
平章『挿図 徒然草講義』／今泉定介『土佐日記講義』
／今泉定介・深井鑑一郎『和漢文質疑問答』／今泉定
介・深井鑑一郎『和文読本問答』／今泉定介『訂正 
標註方丈記』／増田于信『新編紫史 一名通俗源氏物語』
／今泉定介『挿図 平家物語講義』／増田于信・生田
目経徳『新註 古今和歌集講義』／大塚彦太郎『更級
日記講義』／三木五百枝『紫式部日記講義』／松平静『枕
草紙詳解』／三木五百枝『十六夜日記講義』／畠山健『百
人一首講義』／今泉定介『竹取物語講義』／今泉定介
『伊勢物語講義』／増田于信校註『校訂標註つれ 〴 〵草』
／増田于信標註『土佐日記』

大日本協会
日本主義新年大附録　桜百人一首〔1890年に望月長
夫によって発行され、杉浦重剛の称好塾で使用された
もの。第 42号に広告文の正誤あり〕

1-13

〔附録奥付〕 13

日本主義 同志の代表として 岡
崎老猿〔岡崎遠光〕 新年初声 1-3

論説

文学士 高山林次郎 国文社会の一問題 4
法学士 西川一男 親子論　第一 実子／第二 養子 4-7
顕正道人 宗教法案に就て坊主及び宣教師に告ぐ 8-10
弘所逸士 正義の合同 10-13

高橋龍雄
新国字論〔第 41号に正誤あり〕　一、国字改良の必要
／二、言語は改作すべきにあらず／三、漢学者を戒む
べし／四、和学者を懲らすべし／五、国字改良の順序

13-21

詞苑

井上哲次郎 日本主義の第四十号に達するを祝す 21-22
湯武居士〔湯本武比
古〕 祝辞 22

近衛忠煕／毛利元徳
／伊達宗城／税所あ
つこ／小池道子／小
出粲／伊東祐命〔宮
内省大歌所〕

新年の歌　新年宴会／新年霞／初年雪／新年山／新年
梅／新年柳／試筆／新年望山／新年待鶯／新年祝／新
年来客／新年待春／内の御会始に新年祝言といふ／迎
年／若水／炉辺迎新／新年待春

22-23

久良岐〔阪井弁〕 新年祝 23-24
紅葉／鏡花／活東／
春葉／小波／水蔭／
渚山

初春二十句 24-25

〔広告〕

同文館楽器校具店 風琴定価
吉川半七 井上頼国『己亥叢説』
吉川半七 故黒川春村『黒水遺稿』
積文堂・勉強堂 三輪希賢『王陽明四言教講義』
宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』

詞苑

活東 隅田の夕 25-26
琴洋漁史〔坂田琴洋〕天下の春 27
琴洋漁史〔坂田琴洋〕流星 27-28
桜守生 赤心 28
孤渓訳 帝王と女皇との睡眠 28-30

正誤〔第 37号「御苑の秋色」文中の取消〕 30
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時評

新年を迎ふ 30-31
政府と国家 31
憂き世とは何ぞ 31
感情と宗教法案 31
両本願寺の軋轢 31-32
西本願寺の根胆 32
宣教師の不埒 32
神道家の態度 32
久我家と仏教 32-33
高木氏の神話論〔『帝国文学』の高木敏雄を批判〕 33
博言科の不振 33
英杜戦争の影響 33-34
支那の新開港場 34
議院の掃除 34
道鏡的建言 34
戦後経営の万能 34
宴安戦敗る 34-35
車馬は重く生命は軽し 35
足利氏の末路と日清戦争時代 35
未曽有の斎戒 35-36
馬鹿亭主的政界 36
人を化するもの 36
小説二三〔『報知新聞』の「日の出島」、『東京朝日新聞』
の「戦の人」を評価〕 36

学者の職務 36-37
議員の相撲 37
本年の文壇を卜す〔幸田露伴「一国の首都」、長田秋
涛「主財」を評価〕 37

あゝかの医学生 37
世界の征服者 37-38
サルタンの国とザーの国 38
黄金の産出額 38
質屋と書生 38
仏蘭西の人口減少 38
清国を悲しむ 38-39
東西両大学の図書館 39
本紙改良に就て 39
新年大附録に就て 39-40

見るべき
読むべき
時論

万朝 東洋動揺の兆 40
世界之日本 宗教法案の改題 40
太陽（宗教欄記者） 日本人の宗教的素質 40
天地人 政権分与 40-41
教育学術界 我国目下最急の根本問題 41
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新刊批評

国文学界第一号 誠之堂発行 41
日本大文学史巻之四 大和田建樹著〔博文館〕 41
射的術 附弓術 津田素彦著〔博文館〕 41
中山大納言 松林伯円講演〔博文館〕 41-42
王陽明四言教講義 三輪希賢著〔勉強堂〕 42
比較宗教迷信の日本 八濱督郎編〔警醒社〕 42
文壇之三偉人 粟島狭衣著〔三国書房〕 42
夕月 横瀬夜雨著〔旭堂書肆〕 42
標註古風土記 栗田寛著〔大日本図書株式会社〕 42
新選送仮字法 佐藤仁之助編〔松栄堂〕 42
楊貴妃 宮崎来城著〔大学館〕 42
藩閥之将来 外山正一著〔博文館〕 42-43
政治小説しき鳥 阿山居士著〔松邑三松堂〕 43
女大学評論、新女大学 福沢諭吉著〔時事新報社〕 43
寄贈雑誌 自昨十二月十五日 至昨十二月廿五日 43

会告

〔入会 11名〕 43-44
大日本協会幹部委員（いろは順） 44
大日本協会々員名簿（昨年十二月末現在）〔150名掲
載（第 42号に補遺あり）〕 44-47

雑報

東宮制度の調査済 48
立妃の御発表期 48
久邇宮殿下の陸軍大学校御入学 48
南洋に於ける日本の領土 48
米国の要求と列国の態度 48
宗教法案と自由派 48

〔広告〕

右文館 須永和三郎 足立栗園『近世徳育心学史要』（再版）／元良勇次郎『中
等教育倫理講話』

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』

松栄堂書店 佐藤仁之助編『新選送仮字法』／西脇又作『日本修身学』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用大日本帝国地図』／樺正菫『代
数教科書』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『中等英文典』／神
田乃武『和文英訳教科書』

三省堂 三省堂編『帝国地理教科書』（3訂）／三省堂編『外
国地理教科書』／竹内楠三『日本主義要領』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 41号　1900（明治 33）年 1月 17日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

冨山房

恭賀新年　桑野礼治訳述『応用児童心理学』／桑野礼
治訳述『習慣教育法』／ウヰルヘルムヴント著 元良
勇次郎・中島泰蔵『ヴント氏心理学概論』／中島徳蔵
『倫理学講義』

表紙裏

冨山房・宝永館 高橋龍雄『国語綴字法』

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』

姫百合社 女学雑誌『姫百合』第 3号

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用大日本帝国地図』／樺正菫『代
数教科書』

三省堂 三省堂編『帝国地理教科書』（3訂）／三省堂編『外
国地理教科書』／竹内楠三『日本主義要領』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『中等英文典』／神
田乃武『和文英訳教科書』

日本主義
著作界 1-3

岡〔岡崎遠光〕 批評界の批評 3-5
〔前号の誤植と次号の予告〕 5

論説

法学士 顕正 代議制度の本質及び選挙法改正案 6-9
柴田柴一郎 宇宙勢用論　第一節 緒論 9-13
三浦周行 宗教法案に対する所見 13-17

工学士 森山益夫 工業新論（第三十号より続く）　其四、建築業／化学
的工業／製塩業／染色業 17-21

高橋龍雄 新国字論（承前）〔前号分の正誤あり〕　六、経験と実
行／七、国家事業とすべし 21-28

詞苑

文学博士 三上参次君 諸大家の愛吟（第十五回）〔記者の文責による筆記〕 28-31
久良岐〔阪井弁〕 角力歌十二首／年の始の歌に 31-32
虚子 紙鳶十句 33
四方太 落葉十句 33
繞石 梅十句 33
活東 夢春 34
利雄／斜汀／露葉／
活東／愚仏／湘南／
竹冷／柴兮／小草／
南岳／麦人

初春二十句 34-35

時評

倫理問題〔『太陽』第 1号の「明治三十三年の二大問題」
に言及〕 35

猾狡なる耶徒 35-36
腕力主義 36
支那分割せしむべからず 36-37
排外と拝外 37
噫不敬事件 37
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東本願寺の越権 37-38
坊主と徴兵 38
政府の姑息手段 38
家庭の図書館 38-39
公園の改良 39
遊戯の奨励 39
漢字不可廃論〔『東洋哲学』第 1号の井上円了を批判〕39-40
太陽雑誌の気焔〔宗教欄を評価〕 40
学制改革論の謬妄 40
商業上の迷信 40
独逸語の日本文学史 40-41
女学雑誌の傾向 41
文章会と朗読会 41
梅博士の過言〔『読売新聞』の「第二十世紀の法律」
を批判〕 41-42

第二十六世紀 42

見るべき
読むべき
時論

万朝 聖恩洪大 42
太平洋 平等主義の反動 42-43
時事 いよ 〳 〵海軍の必要を見るべし 43
京華日報 一月の不経済 43
日本 我国の体育に就て 43
太陽 宗教々師の兵役 44
教育時論 南弗の決死国 44
教育学術界 国民歌及び国民読本制定の必要 44-45
神道新誌 宗教法案に対する神道各派の意見 45

新刊批評

警世評論 ドクトル 岡崎遠光著〔博文館〕 45-46
労働経済論 独逸大学教授ブレンダノ 在独逸大学福田
徳三 共著〔同文館〕 46

国文学小史 和田万吉 永井一孝 共著〔吉川半七発行〕 46
改正商法正解 法学士 林金次郎著〔長島文昌堂〕 46
批判的日本仏教史 足立栗園著〔警醒社〕 46
図南策実歴譚 山崎喜八郎原著 南山楼主人編〔鐘美堂
支店〕 46

演説討論雄弁美辞法 遠山淡哉著〔地学友館〕 46
古戦場 日本歴史地理研究会編〔六盟館〕 46-47
古人評論 勢多章之編〔博文館〕 47
成功要録 菅学応著〔博文館〕 47
庭球 野口圭園著〔博文館〕 47
日本通史 上巻 萩野由之著 47
寄贈雑誌（去る十五日間） 47
会告〔幹部員三浦菊太郎・森山益夫加盟、入会 2名〕 47-48
注意〔三省堂への事務委託〕 48

雑報

宮中御講書始 48
御文庫の改築 48
年賀状の金額三千九百万円 48
小学校図書審査会の醜聞 48
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 42号　1900（明治 33）年 2月 2日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

松栄堂書店 竹内楠三『倫理学』／木村鷹太郎『読書百感鳴潮余沫』表紙裏

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用大日本帝国地図』／樺正菫『代
数教科書』

三省堂 三省堂編『帝国地理教科書』（3訂）／三省堂編『外
国地理教科書』／竹内楠三『日本主義要領』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『中等英文典』／神
田乃武『和文英訳教科書』

日本主義

岡〔岡崎遠光〕 政党の改造とは何ぞや 1-3
寒川 憲政十年の経験 3-5

岡〔岡崎遠光〕 是非一括　宴会／南阿／外資輸入／巴里博覧観会／彩
色 5-7

論説

文学士 芳賀矢一
明治文学の概観　緒論／福沢翁／新聞紙／新聞文学者
／坪内逍遥／小説／新体詩／戯曲／結論〔近刊『国文
学史十講』から、5つの理由により許諾を得て抜粋〕

7-13

法学士 甲野荘平 国民教育と対外的思想の関係 14-19
加藤扶桑 選挙法中の一大欠点 19-22
技師 渡部幹堂 工業私言 22-24

星川清成 戦国時代の道徳（第四回）　第三章 戦国時代の実践道
徳概論　第一節 普遍的道／忠節 24-30

詞苑

朝比奈知泉君 諸大家の愛吟（第十六回） 30-32
七日会　久良岐〔阪
井弁〕／石榑千亦／
渡辺刀根／不破小士
郎／殿井幸子

鼠十首 33

久良岐〔阪井弁〕 竹外横斜 33
野田茫涯 松島襍咏 34
桐の家 歌五首　冬車／埋火／冬月／早春天象／早春待恋 34
さころも〔栗島狭衣〕海の詩　（一）巌頭／（二）大海原 34-37
活東 行く雲 37-39
紅葉／小波／鳥黒／
湖山／春葉／斜汀／
鏡花／活東／蝶二／
無黄／松宇／桜桃／
大放／愚仏／蹴月／
蘇山人／小草／霞峯
／翠華／苔花／麦人
／竹冷／南岳／蝴蝶
／酔月／四丁／栄子
／猿男／酒石／霞山
／知十／癸山／紫明
〔秋声会、紫吟社〕

俳句　手鞠／小豆粥 39-40
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時評

邦彦殿下の聡明 40
功臣の裔と専攻の弊 40
政治家と株式商法 40-41
水産と国力 41
海員養成 41-42
山林業 42
小学校教員と選挙法 42
国文学大綱の廃滅 42
学士号と焼印 42-43
帝国文学記者の粗漏〔『帝国文学』第 1号による神話
研究論に反論〕 43

本願寺法主の行状 43
自由主義仏教 43-44
神道教導職 44
年頭礼 44
十九世紀末の大発見〔矢部辰三郎の結核研究〕 44
死刑廃止の可否 44-45
教育と犯罪〔沢柳政太郎の『日本』記事に賛成〕 45
社会教育〔松村介石に言及〕 45
服役年限 45-46
国家の血漱〔スペンサーの交通機関論に賛成〕 46
国光雑誌の気焔〔1月 18日号に賛成〕 46

見るべき
読むべき
時論

教育時論五百卅一号 侮辱は尊重なり 46-47
慶應義塾学報二三号 余裕なき国民 47
無尽灯五巻一号 宗教家の堕落 47
一月十三日、日本 本願寺法主の不徳 47
一月二十一日、中外 事業家の優遇 47-48
一月十八日、毎日新
聞 政治家の小欲 48

一月十八日京華日報 刑法改正論の愚 48
東洋経済新報 
百四十七 物価の騰貴 48-49

新刊批評

国文学史十講 文学士 芳賀矢一著〔冨山房〕 49
高想妙思 開拓社編 49
高青邱 田岡佐代治著〔大日本図書株式会社〕 49
実験新遊戯 佐藤福雄著〔兵庫県師範学校同窓会事務所〕49
桜洲青年 第八号 49
易占及骨相学 博文館 49
西洋歴史 文学士 吉岡藤吉著〔博文館〕 50
巽軒論文初集 文学博士 井上哲次郎著〔冨山房〕 50
寄贈新刊（去る十五日間） 50
会告〔幹部員渡部謙吉の加盟／入会 2名／第 40号の
会員名簿に 2名遺漏・4名異動〕 50-51

予告〔漫録・随筆・雑感〕 51
正誤〔第 40号百人一首広告文の訂正〕 51
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雑報

文部省の国費編纂事業 51
交通読本の懸賞 51
露国の東方高等学校 51
外国要録の編纂 51
東京盲唖学校の拡張 51
専門学校と早稲田中学 51-52
土人職に殉す 52
仏領日本労働者の待遇 52
濠洲土人使用禁止案 52
南阿の将来 52
木曜島日本人排斥案の延期 52
布哇出稼人の初輸送 52
郵船会社の米国航路用汽船 52

〔広告〕

開新堂本店

宮本藤吉訳補『がうす著五桁ノ対数表附用法』（増補
9版）／宮本藤吉訳補『チヤーレススミス著解析幾何
学教科書』（再版）／遠藤又蔵編『新式立体幾何学』
／長沢亀之助訳述『トヾハンター氏平面三角法解』

渡辺書店

江刺恒久『新選正格今様歌集』／静古学人『海舟先生
氷川逸話』／日本速成英語研究会編『六十日間速成英
和実用会話』／鶴田笛川『規箴録』／帝国尚武会編『兵
役者入営之心得』／帝国尚武会編『陸軍省服装図鑑』

渡辺書店
イーストレーキ『英和実用会話独修』（大増補 18版）
／日本帝国尚武会へ編『改正大増補 日本之光附入営
之心得』（大増補 8版）

開新堂本店

エフ、ブリンクリー『語学独案内』（6版）／中島幹事『文
章組立法』（補正 3版）／スコツト著 塩井正男訳述『ス
コツト氏湖上の美人』／石川一男編『中等生理学教科
書』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙

第 43号　1900（明治 33）年 2月 17日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 西東書房・三省堂書店・林平次郎
新刊広告　ヴアン、リウ『英文教育学』／トレシイ『英
文児童心理学』 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 露勢南に向ふ 1-5

論説

木村鷹太郎
儒教の我国に与へたる二大害悪　（一）天の観念に附
随せる民主々義の害悪／（二）主権者の道徳躬行主義
論の害悪

6-10

加藤扶桑 少議席論 10-12

高橋龍雄 新国字論（承前）〔（完）〕　八、芸術と新国字／九、日
本文字の歴史／十、日本国語の性質 12-19

予告〔元良勇次郎「日本主義の将来」〕 19
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詞苑

況翁 石黒忠悳君 諸大家の愛吟（第十六回）〔誤植誤字の責は記者。正
しくは第 17回〕 20-22

有明 可怜小汀（鴎に寄する歌） 22-23
さころも〔栗島狭衣〕舞姫 23-24
さころも〔栗島狭衣〕琵琶曲 24-25
活東 詩商人 25-26
七日会　千亦／小士
郎／昌綱／寿吉／幸
子／久良岐〔阪井弁〕

鳥馬十首の中に 26-27

鳥崎友弥 わかな　春のうたよみける中に 27
聴雨窓竹冷／三家村
麦人／杏花園南岳／
春星池活東／城月／
海堂／苔花／杉月／
愚仏

俳句　春雑吟／春十句／春五句 27-28

漫録

松堂居士〔井上達七郎〕近視眼　眼鏡弊害 29-30

高橋梅園〔高橋龍雄〕史文随筆　はしがき／一、神武時代と海外の形勢／二、開化天皇の御事蹟／三、武器崇拝／四、但馬守の遺恨 31-33

巨川孤島投
時事漫言　鉄道国有／選挙法改正／航路保護問題／昨
今の勉励／帝国党の醜陋／議員涜職法案の秘訣／清国
事変／支那連邦担保／殷山の危機／京釡鉄道／草茫々

33-36

時評

紀元節と宗教 36
御結婚と国体 36-37
語学者の養成 37
多作の著述 37
教科書の醜聞 37-38
国家事業とせよ 38
老朽学者 38
商人の無品性 38-39
公徳と私徳 39
野蛮なる学生 39
露国の戦意 39-40
印度の飢饉 40
腐敗 40
名声及有力者 40
国家の深憂 40-41
選挙法改正の件 41
狂へる宗教家 41
伊藤氏の演説〔国家学会における排外思想不可論を批
判〕 41

悪事の応報 41-42
偽善の流行 42
教育界の悪魔 42
我邦の女子教育 42
かつがるゝ者 42-43
女歌仙逝く 43

某枚 漫言〔『東京経済雑誌』第 1013号の男女骨格論を批判〕43
富者の為に惜む〔『国民新聞』2月 9日・10日号に言及〕43
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見るべき
読むべき
時論

時事新報 御結婚の御約束に付て 43
教育時論 宗教教師の特権 43-44
姫百合 品性ある女子 44
日本新聞（雪嶺） 長人と本願寺 44-45
万朝報 書肆運動者の混闘 45
太陽 先づ文部省を廃止せよ 45
毎日新聞 鉄道国有論を難ず 45-46
中外商業〔2月 1日〕日露貿易未落達の源因 46
東洋経済〔第 148号〕鉄類の輸入税を全廃すべし 46
東洋経済新報一四九 物価騰貴の本源 46-47
二月九日京華 贋造品時代 47

新刊批評

教育制度論 文学博士 外山正一著〔冨山房〕 47
世界諸国名義考 秋鹿見二著〔東洋社〕 47
東洋女訓叢書 女子之友記者編〔東洋社〕 47
朝鮮半島の天然と人 厭山生〔兵事雑誌社〕 47-48
ふた葉 第三巻の一〔金尾文淵堂〕 48
名家七絶日本風景詩集 俣野節村編〔大学館〕 48
単税経済学 ガルスト単税大郎著〔経済雑誌社〕 48
宗教研究 岸本能武太著〔警醒社〕 48
助字用法詳解〔大学館〕 48
会告〔入会 2名の許可／事務員石垣静雄の辞職／送付
先〕 48

〔雑報の省略〕 48

〔広告〕

修学堂書店

修学堂出版書類　春日昇一郎『会社事務案内』／法政
学会編『商法釈義』（改正）／三浦重次郎『締盟各国
条約文全集』（新刊）／岡田修『改正民法釈義』／三
宅中洲・豊島洞齋・三宅雪嶺・佐々木春牛・福本日南・
国友随軒・卜部義矩・陸羯南・東久世通禧・坂正臣・
小中村義象『文範叢書 春蘭秋菊』『文範叢書 花影暗香』
『官立諸学校入学試験問題』

　

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『英文典』／神田乃
武『和文英訳教科書』

三省堂書店
勝村栄之助『経済学対照簿記学』／岡野英太郎『英語
粋金』／樺正菫訳『微分積分学』／渡英勇『文章軌範
鈔本』

三省堂書店
イーストレーキ『英和対訳交際之友』／イーストレー
キ・石川文吾『英和商売用会話』／篠野乙次郎『英和
外交商業事彙』／鳥山啓校訂『更級日記読本』

渡辺書店

江刺恒久『新選正格今様歌集』／静古学人『海舟先生
氷川逸話』／日本速成英語研究会『六十日間速成英和
実用会話』／鶴田笛川『規箴録』／帝国尚武会『兵役
者入営之心得』／帝国尚武会『陸軍省服装図鑑』

渡辺書店
イーストレーキ『英和実用会話独修』（大増補 18版）
／日本帝国尚武会『改正大増補 日本之光附入営之心
得』（大増補 8版）
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 44号　1900（明治 33）年 3月 2日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 西東書房・三省堂書店・林平次郎
新刊広告　ヴアン、リウ『英文教育学』／トレシイ『英
文児童心理学』 表紙裏

日本主義
文学博士 元良勇次郎 日本主義の将来に関する卑見（第壱回）　主義と信仰

と／日本主義と哲学と 1-7

岡〔岡崎遠光〕 女子大学計画者に与ふ（不賛成） 7-10
巨川 藤隈提携論 10-13

論説
嵩山樵夫 宗教法案の否決に就て 13-17
加藤扶桑 英杜戦争を論ず 17-19
星川清成 戦国時代の道徳（第五回）　信義／廉恥／礼譲 19-23

詞苑

朝比奈知泉君 諸大家の愛吟（承前） 24-25
さころも〔栗島狭衣〕美音 25-26
活東 春の日 26-27
久良岐〔阪井弁〕 思ひ出草　画／春水 27-28
島崎友弥 をりにふれて 28

渡辺文雄
春初のすさび　余寒月／氷始解／春氷／山残雪／早春
天象／春雪／初春月／幽栖春来／待梅／梅始開／雪中
梅／名所梅／故郷梅／田家梅／水辺梅

28-29

清成〔星川清成〕 春の歌　雪中梅／朝雪／炉辺閑談／都立春／にくきも
の／をりにふれたる 29-30

野田茫涯 読皇稜参拝之記題巻後兼寄 30
野田茫涯 登海嶽作 海上酔中畳釣 30
楽天居小波判／蘇山
人／南岳 十二番句合 30-32

漫録

旅峰 有賀長雄君の国家説〔2月 17日の社会学会における
演説を批判〕 32-34

梅園〔高橋龍雄〕
史文随筆（第二回）　五、日本武尊と俘虜／六、神功
皇后の祖／七、敦賀の伝説／八、征韓は外征にあらず
／九、衣服の語源／十、文学上の言語

34-37

栗島狭衣 文反古（一） 37-38

時評

御服装 38
神祇局新設費 38
宗教法案否決の善 38-39
宗教法案否決の悪 39
宗教法案の将来 39
決闘と拝外思想 39-40
議会の閉会 40
鉄国議案の運命 40
選挙法の通過 40-41
自由党の変節 41
補助金哀求 41
鉱毒事件 41-42
平凡議会 42
堕落議会 42
選挙法の改正 42
暴民の蜂起 42-43
宗教法案の否決 43
政府の威信 43
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新刊批評

教育と宗教との関係 文学博士 元良勇次郎著〔光融館〕43
操觚便覧 文学士 藤井乙男編〔浜本伊三郎発行〕 43
したきりすゞめ 樋口勘治郎著〔開発社〕 43-44
まつやまかゞみ 小西信八著〔開発社〕 44
海軍生活 兵事雑誌社 44
国史辞典 文学士 重田定一編〔普及舎〕 44
東京案内 奥村泉〔庚子書院〕 44
神代帝都考 豊前 狭間畏三著〔東京堂〕 44
言語学雑誌 第一巻第一号〔冨山房〕 44
文学小観 鈴木暢幸著〔春陽堂〕 45
仮字遣提要 岡吉胤編〔大日本図書株式会社〕 45
続地租増否論 谷干城・田口卯吉〔日本新聞社〕 45
神道国教論 川合清丸著〔非売品〕 45
美学大要 江藤桂華著〔新声社〕 　
文学小観 大町桂月著〔新声社〕 45
伏見革命血涙録 徳増南嶂著〔近田書店〕 45
日本戦史桶狭間役 参謀本部編〔八尾新助発行〕 45
読書百感鳴潮余沫 木村鷹太郎著〔松栄堂〕 45-46
国光 臨時増刊 46
寄贈新刊（去る三十日間） 46
会告〔入会 2名〕 46

雑報

宮中の電灯 47
社寺局拡張計画の決定 47
齋藤修一郎本願寺財政顧問 47
横浜図書館設置の建議 47
大阪図書館の設立費 47
墺国遭難船救助 47
印度飢饉の惨状 47
非律賓の独立 47-48
在韓日本語学校 48
国語調査会設置の準備 48
帝国教育会国字改良論 48
予告〔「武士道」「小沢蘆庵伝」〕 48

〔広告〕

国語漢文学会 国語漢文学会 地方会員を募集す

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『英文典』／神田乃
武『和文英訳教科書』

三省堂書店
勝村栄之助『経済学対照簿記学』／岡野英太郎『英語
粋金』／樺正菫訳『微分積分学』／渡英勇『文章軌範
鈔本』

三省堂書店
イーストレーキ『英和対訳交際之友』／イーストレー
キ・石川文吾『英和商売用会話』／篠野乙次郎『英和
外交商業事彙』／鳥山啓校訂『更級日記読本』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 45号　1900（明治 33）年 3月 17日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

同文館・吉岡平助 近刊二新書予告　高橋龍雄『大日本国号考』／高橋龍
雄『歴朝聖訓』

国光社 臨時発刊『国光』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『英文典』／神田乃
武『和文英訳教科書』

三省堂書店
勝村栄之助『経済学対照簿記学』／岡野英太郎『英語
粋金』／樺正菫訳『微分積分学』／渡英勇『文章軌範
鈔本』

三省堂書店
イーストレーキ『英和対訳交際之友』／イーストレー
キ・石川文吾『英和商売用会話』／篠野乙次郎『英和
外交商業事彙』／鳥山啓校訂『更級日記読本』

日本主義
文学博士 元良勇次郎 日本主義の将来に関する卑見（第弐回）　来世主義と現世主義と 1-4

高等奴隷 4-7
岡崎遠光 〔執筆の辞任〕 7

論説 高橋龍雄 教育勅語と宗教との関係 7-18
星川清成 戦国時代の道徳（第六回）　第二節 特殊的道徳 18-21

詞苑

高橋龍雄 外山博士を吊ふ 22-23
昌綱／小士郎／久良
岐〔阪井弁〕／千亦 春の夜 23

島崎友弥
こてふ　しのびてかよひける人にあはでかへるあした
のこゝろをよめるながうたみじかうた／遥にはらから
をおもふてよめるながうたみじかうた

23-24

山本露葉 森の百合 24-25
活東 友を送る歌 25-26
風葉 〔和歌 1首〕 26
巴塘／晃東／紅葉 春五十句　涼岱が墓に詣でゝ／月人を失ひて 26-27

漫録

足立栗園 武士道の起源及ひ発達　緒論 27-31
桂上枝 神道非宗教論 31-34

高橋梅園〔高橋龍雄〕史文随筆（第三回）　十一、姓氏の糺定／十二、仁徳天皇と儒教の弊害／十三、武烈天皇は暴君にあらず 34-36

〔「小沢蘆庵伝」の本号不掲載〕 36
高橋龍雄 〔編集主任の辞退と星川清成の推薦〕 36

時評

勅語の普及 36-37
呆ならずや 37
狭量なる勿れ 37
公園 37
高等教育の一進歩 37
跛的教育界 37
福沢氏の修身説〔『修身要領』や慶應義塾の教育勅語
論を批判〕 37-38

奸僧〔『万朝報』による仁和寺独立事件の報道に賛成〕38
仏教の自殺 38
仏の骨 38
仏様 38-39
祖先顕彰 39
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紀念美術院 39
耶徒何故に堂々たらざる〔『革進』『東京毎週新誌』を
批判〕 39

旧士族の滅亡 39
上流の不穏 39-40
地方主義 40
台湾の氏神祭 40
円了博士の横着 40
忠孝の漢字 40
言文一致会 41
講談会 41
著作家同盟 41
教科書の醜聞 41
教員の堕落 41-42
教育家の売買 42
巡査の生活 42
政局開展の機 42-43
自進合同 43
改正選挙法の一結果 43
嗚呼汝選挙区よ 43-44
街鉄問題 44
殷山金鉱問題 44
清国の根底 44
南亜戦争の一頓挫 44-45

某記 文科大学の不真面目 45

見るべき
読むべき
時論

時事新報 天皇陛下の御祝電 45
実業之日本三巻四号 農界の将来 45
天地人 人心の腐敗と我国の将来 45-46
教育時論 修身要領を読みて 46
教育公報 軍人の精神的教育 46-47
万朝報 昭代の祥事に非らず 47
京華日報 仏教破滅の兆候 47
日本新聞 僧侶に勧む 48
東洋哲学 仏教徒の自殺的行動 48
商業世界 宗教法案と仏教公認 48-49
太陽（宗教欄記者） 各宗の分裂 49
（文芸欄記者） 日刊新聞の増加 49-50

新刊批評

ちよくごとくほん 湯本武比古著〔開発社〕 50
新選姓氏録考証 故文学博士 栗田寛著〔吉川半七発行〕50
新式日本文法 上巻 岡田正美著 永井一孝補〔大日本図
書株式会社〕 50

言語学大意 文学士 保科孝一講述〔国語伝習所〕 50
国語要義 山口勇雄・伊達義治共編〔岡崎屋〕 50
絵入通俗西郷隆盛詳伝 第二編 村井弦齋・福良竹亭共
編〔春陽堂〕 50-51

文章軌範鈔本 渡貫勇編〔三省堂〕 51
三訂 帝国地理教科書〔三省堂〕 51
外国地理教科書〔三省堂〕 51
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English Grammar For Beginners 神田乃武著〔三省堂〕51
Intermediate English Grammar 神田乃武著〔三省堂〕 51
Higher English Grammar 神田乃武著〔三省堂〕 51
英文和訳教科書 同〔三省堂〕 51
俳諧叢書第四編 太祗全集〔ほとゝぎす社〕 51
中等教育倫理講話 二冊 文学博士 元良勇次郎著〔右文
館〕 51

寄贈雑誌（去る十五日間） 52
会告〔入会 4名、うち 1名重複〕 52

〔広告〕

冨山房・宝永館 高橋龍雄『国語綴字法』（再版）

同文館・吉岡平助

大日本協会蔵版書籍出版広告　高山林次郎『菅公伝』
／赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／芳
賀矢一『日本上古文学史』／岡崎遠光『最近経済学』
／竹内楠三『社会心理学』／松本孝次郎『実際的心理
研究法』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

大日本師範学会 大日本師範学会会員募集
娯老園 『朝顔水鏡』
西東書房・三省堂書
店・林平次郎

新刊広告　ヴアン、リウ『英文教育学』／トレシイ『英
文児童心理学』

地理歴史学会・三省
堂 『地理と歴史』初号

会告

日本主義雑誌編集及
発行人 高橋龍雄 〔後継者ができるまで休刊〕 裏表紙裏

日本主義発行所 三省
堂主人 亀井忠一 〔後継者がない際は返金〕 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙

第 46号　1900（明治 33）年 5月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
本会の目的／会員規則の改正（五月一日より）／会員
の便益の為め 表紙裏

木村鷹太郎 社告〔『日本主義』を主幹〕 表紙裏
大日本協会 〔大日本協会からの直接発行と移転〕 表紙裏

〔広告〕

松栄堂書店
木村鷹太郎『読書百感鳴潮余沫』（3版）／岡三慶『論
評副詮 正続 文章軌範法講義』／下森来治『作文規縄
文法指針』（7版）

東京堂・東京新詩社 『明星』　主張／掲載要目
三省堂書店 米田源次郎・日岡鶴松『団体運動日本新遊戯法』
松栄堂書店 竹内楠三『倫理学』／西脇又作『中等教育日本修身学』

挿画 紀念美術館設計図〔国立国会図書館所蔵本では確認で
きず（緑色のインクを用いているためと思われる）〕

日本主義
木村鷹太郎 日本主義の伝道と勢力 1-5

木村鷹太郎 漢字保存論を駁す（井上円了氏及び西村茂樹氏）　（一）
井上円了氏を駁す／（二）西村茂樹氏を駁す 5-8
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論説。
研究

竹内楠三 国家の自覚作用 8-13

星川清成 戦国時代の道徳　第四章 戦国時代の道徳と宗教との
関係／第五章 結論 13-19

加藤扶桑 党勢伸長の理由 19-21

雑録

秋芳 音楽と文学（文章の未来） 21-24

高橋梅園〔高橋龍雄〕

史文随筆（第四回）　十四、仏教渡来は外交問題なり
き／十五、宗教の争よりも家族の争／十六、上宮太子
の真意／十七、功臣の裔と逆賊／十八、東漢駒と守屋
の犬

24-27

「世界に於ける日本
人」著者 渡辺修次郎 内外歴史上の一大発見 英露連合日本攻撃之説 27-29

詞苑

与謝野鉄幹 落花吹面（人々と大宮に遊びて酔中に作る） 29-30
琴洋漁史〔坂田琴洋〕春の風 30-31
不二山人 此花影 31
倭文廼舎 時事歌　足尾鉱事件／宗教法案／涜職案／英杜戦争 32
星川清成 赤／青／花のうたとて／朝桜／をりにふれたる 32
乗槎生〔星川清成〕 戯れにはなをみてよめる 32-33
東久世通禧／佐々木
高行／久我建通／高
崎正風／前田利嗣／
津軽承昭／宮地厳夫
／北郷久政／坂正臣
／遠山英一／蜂須賀
随子／鍋島栄子／南
郷柳子／岩崎寧子／
柳原愛子／小池道子
／常磐井文子／北鳥
以登子／服部磯子／
宮地小東洋子

花の頃故郷の友よ／月夜に花を見て／霞中雲雀／孟母
／千代野尼／和布刈／国旗／徳川光圀卿／拿破崙第一
世／引田部赤猪子／藤原百川公／石川丈山／大原女／
以利沙伯／郭子儀／藤原藤房卿／日野阿新丸／道臣命
／張良／小督局

33-34

柳里生 木村君の日本主義改良を聞きて／柳 34
今泉定介 心／眼 34
木むら〔木村鷹太郎〕帆外暮山浮（加納君に御返事） 34

投書 山堂 同志者にかはる 34-35
森脇明福 謹て木村竹内両先生に懇請す 35

時論

靺鞨 桜花国（東京朝日） 35
扶桑生 新聞記者の資格（京華日報） 35-36
社説 神社局の創設に就て（祖国） 36
社説 漢文字（東京日々新聞） 36
青木拙齋 女子教育を論す（女学雑誌姫百合） 36-37
桜田助作 理想の国都（文界） 37
広瀬豊十郎 女子の実用的と装飾的智識（女子の友） 37

時評

陛下の体育御奨励 37
東宮殿下御慶事 38
紀念美術館設計図 38
局面開展 38
山県公引退すべからず 38
露国の真意 38-39
南阿戦争の徳義 39
商工振起と道義 39-40
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神道者の大奮起 40
国体家国体を知らず 40
小説作家は下手議論を止めよ 40
美文などは理論よりも 40
高等師範学校長の罪悪 41
「万朝報」廃刊すと 41
三田翁の修身説を笑ふ 41
円了博士の頑迷 41-42
嗚呼国語調査委員 42
婦人と社会的事業 42
男女同権は野蛮の遺風なり 42
良妻賢母 42-43
格言徳育 43
情意と人物 43
宗教家と教育家 43
書物の挿画 44
稲垣満次郎君の亡国奨励 44
仏骨か馬骨か 44
仏骨を喰はんとす 44
仏教と東亜の衰弱 44-45
神道―非宗教―実験哲学 45
女の名〔『女子の友』の記事に言及〕 45-46
大蔵大臣と道徳 46
松村介石ヘコマさる〔教育倶楽部における木村鷹太郎
との論争〕 46

醜業婦と殖民及び開拓事業 46-47
露国の醜業婦奨励〔『中央新聞』の記事を紹介〕 47

新刊批評

近世徳育史伝 足立栗園著〔開発社〕 47
上世印度宗教史 文学士 姉崎正治著〔博文館〕 47
菅公伝 文学士 高山林次郎著〔同文館〕 47-48
評釈俳諧古選 上巻 三宅嘯山選評・木村架空註釈〔広
益図書株式会社〕 48

作文指針 第一編〔広益図書株式会社〕 48
浅草観音縁起〔名勝旧跡社〕 48
増補三版丈夫の本領 天眼鈴木力著〔博文堂〕 48
明治文学美文自在 高松茅村著〔太平洋文学社〕 48
!!!次号日本主義予告 48

正文舎 〔印刷所の粗忽を謝罪〕 48

〔広告〕 祖国雑誌社 教林改題『祖国』第 8号
攷古社・祖国雑誌社 当山亮道『古事記通解』

〔広告〕

松栄堂・岡崎屋・開
発社

宗教上三大書　木村鷹太郎『排仏教』／木村鷹太郎『耶
蘇教公認可否論』／木村鷹太郎『日本主義国教論』（2
版）

京華日報社 『京華日報』

大学館
焉用『学商福沢諭吉』／緑渓同人『倒閣首唱 奇傑雲
井龍雄』／無号外史選『日露交渉 侠傑高田屋嘉兵衛』
／朶撫流『薩傑大久保利通』

裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙
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第 47号　1900（明治 33）年 6月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
本会の目的／会員規則の改正（五月一日より）／会員
の便益の為め 表紙裏

大日本協会 〔大日本協会からの直接発行と移転〕 表紙裏

〔広告〕

学海堂 学海堂書店之特色

同文館・吉岡平助 新刊予告　高橋龍雄『歴朝聖訓』／田辺友三郎・石原
和三郎『尋常小学作文教程』

祖国雑誌社 教林改題『祖国』第 9号

岡崎屋書店
此広告を看過すること勿れ　山口造酒編『英吉利語独
修』（新刊）／元木貞雄編『英和日用文』（新刊）／岩
田可盛『ナシヨナル第一読本 独案内』（新刊）

日本主義

大日本協会 奉祝〔東宮結婚〕 1
夜駕艨艟 1

木村鷹太郎 神社局の事業に就て当局者に一言す 1-3
木村鷹太郎 穂積博士に質す（宗教問題に就て） 3-6
木村鷹太郎 帝国教育会の奉祝文に就て 6-7
木村鷹太郎 不敬事件の源泉としての耶蘇教 7-8

論説

竹内楠三 国家の自覚作用（承前） 9-12
齊藤豊 宗教警察設置を論す 12-13

星川清成 国旗論　国旗論につきて前置／一、国旗と国民／二、
国旗と教育／三、国旗と使用 13-16

研究 竹内楠三 心理学六回講義　第一回、心理学に謂ふ所の心 16-24
藤岡好古 音義学 24-26

雑録

支那海渡航中 文学博
士 井上哲次郎識 東洋倫理学史序 26-27

あやめ〔木村鷹太郎〕
訳

美術に於ける悲哀〔ヒュームの�e Tragedyを訳した
もの〕 27-31

牛刀生
古今東西真善美　（一）日本の天皇と山川の神 （々人麿）
／（二）エホバの忿怒（ナホム）／（三）ヘーラクレー
ス神の逸楽と勤労との選択（プロヂコス）

31-33

文苑

故久米幹文 花宴 34
与謝野鉄幹 渋団扇　明星／鴻爪 34-35
琴洋漁史〔坂田琴洋〕はる子／なつ子 35-36
柳里生 我願ひ 36-37
不二山人 草笛 37
東久世通禧／佐々木高
行／高崎正風／前田利
嗣／津軽承昭／竹屋光
昭／宮地厳夫／北郷久
政／坂正臣／岩崎勝従
／蜂須賀随子／鍋島栄
子／前田朗子／西四辻
茂子／柳原愛子／小池
道子／常磐井ふみ子／
服部磯子／小川直子／
宮地小東洋子〔宮地氏
寄贈〕

海辺郭公／山新樹／池杜若／夕卯花／山家夏／雨後新
樹／芍薬／田家卯花／夏里／雨後卯花／竹風／杜新樹
／岸上藤／松陰余花／谷新樹／久待郭公／岡郭公／雨
中待郭公／老聞郭公／待郭公

37-38

柳里生 はづらひ集 39
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時評

鳥見山霊畤会 39
人物果して払底なるか 40
禁酒会の狂態 40
耶蘇教徒と国法 40-41
久我侯爵 41
『明星』を祝す 41
福沢諭吉氏に誨ゆ 41
慶應義塾々員悪漢周六 41
耶蘇教の栄ゆる国 42
此際大に耶蘇教を撲滅すべし〔『青年の福音』を批判〕42
忠孝は野蛮時代の道徳か〔仙台の教育大会における宣
教師デフォレスの演説を批判〕 42

万朝と耶蘇教 42-43
耶蘇教厳禁の方針 43
弘道会叢誌の盗行〔磯部武者五郎による『東洋西洋倫
理学史』の版権侵害を指摘〕 43

帝国教育会と危険思想 43
無見識の二大教育会 43
悪漢新聞〔以下、『万朝報』を批判〕 43-44
悪漢の道徳説教 44
犬的新聞不浄屋新聞 44
羞悪の心なきは人に非ず 44
福沢令嬢事件と万朝 44
外交軟派を鞭撻せよ 44
近頃笑ふべきもの 44-45
福沢学徒独立心なし〔『慶應義塾学報』に反論〕 45
宗教無学者と宗教論 45
教育宗教分離の反動 45-46

質問応答

美濃国会員 長谷川
九一郎／扶桑 〔民法第 169条と第 167条〕 46

滋賀県会員 三田徳太
郎／編者

（一）審美学に於ける裸体画の位置／（二）国家主義
より観察する善悪の標準 46

新刊紹介
活少年（堀江秀雄氏著）〔明治書院〕 46
露西亜之国会（戸水寛人氏著）〔有斐閣書房〕 46
〔雑誌〕 46-47

会告 特別会員規則 47
新入会員〔特別会員 17名／通常会員 38名〕 47-48

〔広告〕

岡崎屋書店

此広告を看過すること勿れ　元木貞雄『和文英訳捷径』
（3版）／井上歌郎『英文和訳例題集』（再版）／平瀬
龍吉『青年立志成業策』（4版）／永田留六郎訳述『自
修論』（再版）

岡崎屋書店
此広告を看過すること勿れ　呦鹿庵主人『側面観』（3
版）／山口造酒編『独逸語独修』（5版）／山口造酒編『仏
蘭西語独修』（新刊）

松栄堂書店 下森来治編『作文規縄文法指針』（7版） 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙
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第 48号　1900（明治 33）年 7月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
本会の目的／会員規則の改正（五月一日より）／会員
の便益の為め 表紙裏

大日本協会 〔大日本協会からの直接発行と移転〕 表紙裏

〔広告〕

姫百合社 女学雑誌『姫百合』第 2巻第 2号
同文館 高橋龍雄『大日本国号考 付諸国名解』
國學院 國學院広告　夏期講習会／地方夏期講習会／生徒募集
同文館・吉岡平助 高橋龍雄『歴朝聖訓』
文界社 『文界』第 3号

日本主義

木村鷹太郎 文学教育の精神 1-3

木村鷹太郎
余は何故に日本主義（真神道）を執るに至りしか。　
神道は生々主義なる故／光明、健康、清潔、勤勉を教
ふる故／迷信分子なき故／進取主義なる故

3-6

木村鷹太郎 和漢学の先輩に一言す 6-8

論説

島田眼鉄〔島田鉄眼〕軍隊の精神教育（仏教講話の不必要） 8-11
赤田開太 中等教育の源泉としての高等師範学校 11-15

金螺子 東洋問題に対する欧州政局の大勢〔ガブリエル・モノー
博士による論文を翻訳したもの〕 15-21

雑録

早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 21-26

藤岡好古
音義学（承前）　種々の五十音図／阿夜和三行の仮字
／父母の音子音を産む／宥字二音の差別／波音と毛音
の助辞の義

26-30

上野靺鞨
風景雑談五則〔一夜臥床に入りて／憂鬱悲愁の時は／
余は余が愛せる山川風色を思ふ毎に／余は嵯峨突兀／
余は前年漫遊の跡を回思する毎に〕

30-32

牛刀生 東西古今真善美　（四）ソクラテース、アリスタルク
スに貧困を遁るゝ法を教ふ 32-34

文苑

柳里生 花菖蒲 34-36
勝家三篶 磯辺黙想 36-37
みづほのや〔太田水
穂〕 都の友に贈る 37

みづほのや〔太田水
穂〕 短歌拾首 37-38

柳里生 枯木落葉　神は誠／吹けよ風 38-39
柳里生 しのぶ草 39-40
松山勝司 落花 40
伊藤眉橋 春雨／海棠／落花／杜宇 40
木むら〔木村鷹太郎〕「天行建」（鈴木重正君に） 40
木むら〔木村鷹太郎〕或人聖徳太子伝の序文を世に求めければ 40

時評

某公使青木外相を評す 41
大に出兵すべし 41
腰抜け外交方針（中央新聞の） 41
國學院と死学院 41-42
ハーバード大学の愚 42
清国の匪徒 42
分割すべきか支那大帝国 42-43
排外主義は欧人を以て最とす 43
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寧ろ国を盗め 43
東洋平和とは何ぞ 43
日本の名誉 43
日清と唇歯 43-44
世界の平和 44
愛国の同情 44
世界主義の改悔 44
耶蘇新聞の万朝報 44
商権拡張 44
密猟船を追ふ者 44-45
在日清国留学生悦ぶ 45
御用商人富む 45
文芸衰ふ 45
世の為めに逍遥氏を惜む 45
夏期の文学 45
国語漢文の一致 45-46
国文学者の勉強を要す 46
漢学者の大失望 46
国語漢文の試験委員 46-47
国学者洋行の矯矢 47
国語衰へ英人作らる 47
小学校読本の字音仮名を廃すべし 47
誤解二三〔『国語改良意見』『言語学雑誌』『帝国文学』
を批判〕 47

体育奨励に伴ふべき者 47-48
外患盛にして日本主義益盛也 48
新刊紹介〔雑誌〕 48

〔会告〕 木村鷹太郎 諸君に告ぐ〔宇和島帰郷の間の連絡先〕 48
〔新入会員 16名、河口は第 51号に正誤あり〕 48

〔広告〕

冨山房
佐方鎮・後間菊野共著『女子修身書』／児童を愛する
父母は此本を見よ 新治吉太郎編『通俗家庭教育』／
冨山房編集所編『女子教科家庭教育』

育成会

講習会用　ヂユヰー『倫理学綱要』／スチーブン『倫
理学』／ムイアヘツド『倫理学』／サレー『児童心理
学』／リボー『感情及注意之心理』／モルガン氏 比
較心理学／シユライヱルマツヘル氏 教育学／ヰルマ
ン氏 教化学／パーカー氏 統合教授之原理／渡辺龍聖・
中島泰蔵・桑木厳翼・蟹江義丸・中島徳蔵・綱島栄一
郎・篠田利英・大瀬甚太郎・波多野貞之助・熊谷五郎・
金子馬治・久津見息忠・黒田定治・松本孝次郎・塚原
政治・高島平三郎・福来友吉・市川源蔵『倫理心理教
育三大解説書』

博文館 博文館創業十三週年紀念『太陽』臨時増刊「十九世紀」

開発社
ジヤン、ジヤツク、ルソウ著 山口小太郎・島崎恒五
郎共訳『エミール抄』（訂正再版）／足立栗園編述『神
社通覧』（新刊）

松栄堂書店 下森来治編『作文規縄文法指針』（7版） 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙
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第 49号　1900（明治 33）年 8月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 会員規則／特別会員／会員の便益の為め／〔奥付〕 表紙裏

日本主義 木村鷹太郎 日本主義の唱道果して必要なきか 1-4

論説

焉用氏 「マンモニズム」の宣教師としての福沢諭吉〔『学商福
沢諭吉』の一篇を許可を得て転載〕 4-9

〔アナクレオンの引用〕 9

竹芝の浦人
短歌評論〔短歌界の荒涼／国風と鉄幹一派／今の歌風
を 3種に分類／新派の軟文学／『心の筆』の改良／次
号から諸方面の評論〕

9-10

星川清成 聖徳太子論 11-12

研究
竹内楠三 心理学六回講義　第二回 注意の話（上） 12-15
藤岡好古 音義学（三）　乃ノ音と賀ノ音の助辞の義 15-18
星川清成 万葉集に現れたる滑稽 18-22

雑録

早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 22-26

高橋梅園〔高橋龍雄〕

悲歌〔独立自尊／時事新報／排外と拝外／モンロー主
義／義和団／耶蘇教国と非耶蘇教国／印度飢餓／阿片
／樺太奪略事件／独立雑誌／国語科／太陽主筆／米国
新聞のポンチ画／東洋平和／日本出兵／日東の君子
国〕

26-28

文苑

柳里生 『夕すゞみ』　夏の秘密／清新なる眺／遊女と杜鵑〔近
刊の数節を転載したもの〕 28-29

柳里生〔目次では竹
芝の浦人〕 海岸と病院 30-33

みづほのや〔太田水
穂〕 夜逍遥 33-34

筑川漁長 雄たけび〔某将軍の出征に際して〕 34
乗槎〔星川清成〕 深緑 35

平民詩人 虫ぼし集　妹に見せばや／海上の納涼／夕立／沖の夕
暮／闇の露／心して／ある時に／妹のおくりし氷 35-37

岩佐浜月 蛍 37
高松そな子〔高橋さ
な子〕 稲苅る少女〔田舎で教え子に歌わせようとしたもの〕 38

みづほのや〔太田水
穂〕 短吟十首（前号のつゞき）　蘭のうた／懐古のうた 38

漁村の詩人 晩涼集 39

時評

東洋の平和を乱る者（三国同盟） 39
三国同盟を責罰すべし 40
日本兵士と日本外交官 40
平凡時代 40
教育家的平凡化 40-41
嫉妬排擠時代 41
西村氏道徳講話〔名古屋における弘道会での演説に賛
成〕 41-42

福沢の卑劣 42-43
義和団に同情を寄す 43
文士優遇論を一笑す 43
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応問
裸体画の価値（答） 43-44
国家主義より観察する善悪の標準に就て（答） 44

阿波 福井秀三／編者 問〔真善美の解釈について次号で応答〕 44

新刊批評

歴朝聖訓　高橋龍雄君著〔同文館〕 44-45
英国今代史（一名女皇の御宇）上巻〔博文館〕 45
増補三版 活青年　天眼子著〔博文堂〕 45
第十九世紀（太陽臨時増刊第六巻八号）〔博文館〕 45-46

ありはら投 学商福沢諭吉　焉用氏著・大学館発行 46
〔次号予告〕 46
新刊雑誌 46
新入会員　特別会員〔5名、蕨は第 51号に正誤あり〕
／通常会員〔20名〕 47

大日本協会々計課 社告〔払込の催促〕 47
木村鷹太郎 〔上京の知らせ〕 47
木村鷹太郎 広告〔父・木村重脇の死去〕 47

〔広告〕

日本文学会 日本文学会会員募集
松栄堂書店 日本文学会編『神来』
東洋社 女子之友記者総纂『東洋女訓蒙書』
松栄堂書店 夏季最良の読書 柳里生『夏と文学 ゆふすずみ』 裏表紙裏
岡崎屋書店 『文界』第 4号 裏表紙裏
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

第 50号　1900（明治 33）年 9月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義要領 表紙裏

大日本協会 大日本協会々則〔1900年 9月 1日改正〕

〔広告〕 松栄堂書店 日本文学会編『神来』
松栄堂書店 夏季最良の読書 柳里生『夏と文学 ゆふすずみ』

日本主義

木村鷹太郎 『人道』と『文明』 1-7

文学士 三好愛吉
現今教育者の一大欠点　（一）教育者の堕落／（二）
今日の所謂新教育者／（三）学校教育の三種類／（五）
教育は何故に行はれざる乎

7-12

大日本協会主幹 木村
鷹太郎 暹羅国全権公使に与ふ 12-14

論説

竹内楠三 単妻主義と離婚〔近刊の一部分〕 15-17
柳沢高之助 学生風紀問題 17-19
壱岐 後藤謙太郎投
〔前号の会員名簿では
謙二郎〕

祖先崇敬の典式を正せ 19-21

研究 竹内楠三 心理学六回講義　第三回 注意の話（下） 21-24
〔高橋龍雄「言語学十回講義」予告〕 24

雑録 早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 24-28

文苑

柳里生
沈黙集　楽しき舟遊／垂死の常夏／芝浦の大観／比丘
尼橋／大根河岸／江戸気質／お稽古／東京の朝寝／銀
座の虫声

29-31

岩佐浜月 鎌倉一日旅行 31-34
渡辺文雄 妻良浦 35-37
琴洋漁史〔坂田琴洋〕神の叫び 37-38
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みづほのや〔太田水
穂〕

剪灯吟　灯取虫／お松が宿〔第 51号に著者名の正誤
あり〕 38-39

谷活東 つゞれ衣 40
平民詩人 田家の夕 40-41
みづほのや〔太田水
穂〕

短吟拾首（前号のつゝき）　奈良にゆく友に（五首）
／閑居のこゝろ（五首） 41

田園詩人 残炎集　十一日、蘆葉の辺に船を浮ぶ／鉢の夏菊によ
せて／ある時に 42

東桂林 登神倉山（山在新宮神武天皇所獲神剣之偉蹟） 42
木村青軒 曝書／周子愛蓮図 42
六泉選　羽全／古詞
／木然／一八／々／
維石／比兵衛／玉藻
／六泉

俳句　納涼、夏痩、雲の峰／玉藻に贈る 42-43

時評

新政党を歓迎す 43-44
我遠征の軍隊に感謝す 44
耶蘇教は亡国教なり 44-45
耶蘇感化力の減退 45
中島博士の御明説 45

応問 真善美の解釈及び其相互の関係〔前号〕 46
三田徳太郎 充足豊富と拝金 46

新刊批評

菅公小伝（井上哲次郎氏著）〔冨山房〕 46-47
東洋女訓叢書 第二編〔東洋社〕 47
第二 才媛詞藻〔東洋社〕 47
清国動乱史〔兵事雑誌社〕 47
兵用清韓両国地図（兵事雑誌社） 47
物権と債権（法学士戸水寛人氏著）〔有斐閣書房〕 47
〔わすれ貝（齊藤緑雨氏著）は次号で批評〕 47
寄贈雑誌 47
新入会員　特別会員〔6名、うち 1名重複〕／通常会
員〔19名、木村・西原は第 51号に正誤あり〕 48

社告〔池田晃（池田花外）の大阪・奈良出張〕 48
大日本協会々計課 社告〔払込の催促〕 48
大日本協会 日本主義第四十九号目次／会員の便益の為め／〔奥付〕裏表紙裏

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

第 51号　1900（明治 33）年 10月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 日本主義要領 表紙裏

日本主義 木村鷹太郎 文学非奨励。文士鞭撻論 1-7
木村鷹太郎 神道界の迷信及び腐敗を攻撃す 7-9

論説

加藤扶桑 偽善者と廃娼論 9-11
鳥取 生田友次郎君 軍隊は何を苦しんで仏徒の説法を要むるか 11-14
岩佐朔村 田舎生活論 15-19
池田花外 日本主義と日本青年 19-20

研究 高橋龍雄 言語学十回講義　第一講 緒論 言語学の定義及ひ範囲　
今日までの研究／日本訳の参考書／言語とは何ぞ 20-23
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雑録 朔村子 家庭俳会 23-25
弓野俊雄 『国の為』てまり歌〔43頁に著者名の正誤あり〕 25-26

文苑

柳里生 旅日記（武蔵。下総。常陸の眺め） 26-28
与謝野鉄幹 小生の詩 28
みづほのや〔太田水
穂〕 破れ蓮〔前号の著者名について正誤あり〕 28-29

新井未醒 失意篇（新詩社詩草） 29-30
紫筆生 湖畔夕暮 31-32
星川清成 月前述懐 32
しひつ 雑吟十首 32-33

住山永年 短吟十首　秋夕／秋夜／蔦紅葉／鴫／酒／故郷砧／菊
／秋水／琴／落葉 33

六泉選　七星／古洞
／秋水／左兵衛／あ
や女／徳庵／一八／
維石／新声／六泉

俳句　虫、名月、秋の暮／某氏の逝かれけるを悼みて 34

時評

学問浅薄愚論横行時代 34-35
斯波局長と邪教 35
神道本局と野田幹事 35
加藤博士現時の思想界を慨嘆す 36
仏耶両教の急所 36-37
仏教に就きて加藤博士の談話 37
連合軍国の論功会議開設 37
関西出張員池田花外の近信 37-38
人道論の真相 38
娼妓存廃は道義問題に非ず 38

非文居士 文学者 38-39
非文居士 現時の文学は無益文学（一） 39

現時の文学は無益文学（二）〔『北斗』の高田早苗を批判〕39
弓野俊雄 全国に道徳会の勃興せんことを望む 39-40

日露衝突の覚悟 40
明義雑誌の愚 40
伊藤侯と日本主義（十月五日稿） 40-41
東京新聞紙短評　東京朝日／時事新報／日本新聞／中
央新聞／万朝／読売新聞／毎日新聞／報知新聞／日々
新聞／国民新聞／京華日報／富士新聞／日東新聞／
二六新聞／都新聞／〔その他省略〕

41-42

新刊批評

わすれ貝（博文館発行定価三十戦） 42
関西の日光（池田花外氏著奈良県磯城郡多武峰花の中
宿発行） 42

〔荻生徂徠（内田不知庵著）、産業組合法要義（平田東
作著）は次号〕 42

寄贈雑誌 43
正誤〔第 48～ 50号名簿、『国の為』てまり歌〕 43
大日本協会々則 43-44
新入会員　特別会員〔1名〕／通常会員〔24名〕 44-45
社告〔購読と入会／規則書・入会申込書／池田花外の
出張／発行期日の延引〕 45-46



372 『人文×社会』第 8号

〔広告〕

護国堂 「国民教育元寇画」／『護国美談』（8版）

岡崎屋書店 松本幸次郎『普通心理学講義』（3版）／永島今四郎・
太田贇雄共編『千代田城大奥』（9版）

社会研究会 社会研究会編『娼妓存廃の断案』

姫百合社 女学雑誌『姫百合』第 2巻第 5号／『姫百合』臨時増
刊『姫小松』／月の桂のや春塘『新泒歌集朝嵐夕雨』

大日本協会 日本主義第五十号目次／会員の便益の為め／〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 松栄堂書店 日本文学会編『新体詩和歌美文集 神来』 裏表紙

第 52号　1900（明治 33）年 11月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 日本主義要領 表紙裏

日本主義 木村鷹太郎

仏教は我国の歴史上果して何の功かありし　（一）仏
教は日本国民に安心立命を与へたるか／（二）哲学を
日本に与へたるか／（三）仏教は我国に美術を与へた
るか／（四）仏教は我国に知識を輸入したるか／（五）
仏教は日本の道徳を維持したるか／（六）仏教は日本
に文学を与へたるか／（七）結論――仏教の害毒

1-13

論説 法学博士 戸水寛人 対外意見〔訪問時の談話と同内容の『諸大家対外意見
筆記』から抜粋〕 13-19

池田花外 日本主義と近畿人士 19-20

研究 高橋龍雄 言語学十回講義　第一講の続　言語学とは何ぞ／言語
の生理的研究／言語の心理的研究 20-24

雑録 早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 24-28

文苑

ひさご〔藤岡好古〕 京都平安神宮時代祭〔「明治三十二年十月廿五日」と
あり〕 28-31

琴洋〔坂田琴洋〕 露子 31-32
美禅 無名の詩人 32-33
はな江 花を植て 33-34
紫筆生 故園夕 34-35
池田花外 偶成 36
池田花外 与友人飲于某楼 36
香木園　住山永年 端吟十首 36
紫筆生 灯火稍可親 36

時評

戸水博士の排仏教〔社員への談話〕 37
耶蘇教は永久我国に発達することなけん 37
日本人種の将来 37-38
二宮孤松氏の日本帝国軍政論 38
加藤博士倫理学者を罵る 38
加藤博士倫理学の急所を突く 39
政治と宗教（『大帝国』の論文）〔摸象の論文に同意〕 39-40
改正小学校令と改正教師 40
禅の愚 40
仏徒の卑劣〔『排仏教』への攻撃〕 40-41
祖先の辱かしむる宗教 41
新思想か旧思想か〔『新人』を批判〕 41
仏徒の最大迷信〔『新仏教』を批判〕 41
詩人仏徒を罵る〔『明星』の与謝野鉄幹に賛成〕 41
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大西祝氏逝けり 41-42
非文居士 文士優待論の敗北 42

非文居士 歌読みのケンクワ〔『ほとゝぎす』『明星』『心の華』
を批判〕 42

新刊批評

世界一週（博文館発行）〔近衛篤麿・加藤高明・井上
哲次郎・大倉喜八郎其他数名の著〕 42-43

荻生徂徠（博文館発行）〔内田不知庵著〕 43
神来（日本文学会編集）〔松栄堂〕 43
産業組合法要義（平田東作氏著） 43
万葉評釈（長井金風氏解）〔古今文学会〕 43-44
諸大家対外意見筆記（二冊） 44
軍事私見 44
娼妓存廃の断案〔社会研究会〕 44
寄贈雑誌 44
大日本協会々則 45
新入会員〔18名〕 45-46

社告
寄書を歓迎す／〔購読と入会／規則書・入会申込書〕 46

柳沢高之助 〔東京毎日新聞社辞職と転居〕 46
〔発行の延期〕 46

大日本協会 日本主義第五十一号目次／会員の便益の為め／〔奥付〕裏表紙裏
〔広告〕 松栄堂書店 日本文学会編『新体詩和歌美文集 神来』 裏表紙

第 53号　1901（明治 34）年 1月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義 表紙裏
日本主義前号目次 表紙裏

日本主義

大日本協会代表 木村
鷹太郎 新年の詞 1

木村鷹太郎 日本歴代諸天皇の功利主義を讃美し奉る 1-7
木村鷹太郎 文部省の一大怪事（教育勅語に対する大不敬） 7-8
木村鷹太郎 日本唱歌界の幼稚なること 8-10
木村鷹太郎 蛮族スラブに対する人道上の列国同盟 10-12
木村鷹太郎 万国平和協会の決議を駁す 12-13

論説

湯武居士〔湯本武比
古〕 強固持続の意志 13-14

激貶生・激賞生・調
和生

教育界漫評　教育／湯本／然し／辻新〔次〕／嘉納／
杉浦／大学／伊沢／上田〔万年〕／奥田／文部／樺山
／蔵原／小学／今の／心理／ヤレ／人物／女子／女学／
縁の／父母／然ら／如何／耶蘇／日本／美的／惜し／兵
営／専問／眺望／小丘／挿花／大学／大西／放逐／仏教
／坪内〔雄蔵〕／中島〔力造〕／支那〔遠藤隆吉『支
那哲学史』〕／小著／六合／大学／坪井〔九馬三と正五
郎〕／富山〔房〕／文部／視学官／教科／文部／修身
／成富〔正義〕／又曰／蔵原／沢柳／勅語／体育／強
壮／此く／内部／高等／杞憂

15-19

丸山通一
宗教の「オーソリチー」（プロフエッソル、シミーデ
ルの駁論に答ふ）〔独文『真理』第 1年第 1号および
邦文『真理』第 124～ 126号へ反論〕

19-23

坂部行三郎 今後の経済政策と教育 23-24
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研究 木村鷹太郎 余が「東洋倫理学史」に対する蟹江君の批評に答ふ 25-28
星川清成 日本神代の女性　序言／総言／本論 28-30

雑録 竹内楠三
倫理教育国家に就きての雑感　国民の調子／安ぞ邦土
の狭きを患へむ／三 日本女性の美質／四 国民教育に
於ける倫理科の目的

30-35

池田花外 頼山陽と酒（上） 35-37

文苑

与謝野鉄幹 小生の詩 38

坂田琴洋 大杯小杯　元旦口号／わが詩集を『真帆片帆』と題し
て其序に／大鷲曰く 39

信濃の山人 樵夫 40
青蓮白露 初春 40
星川乗槎〔星川清成〕花芙蓉／嶺松 40-41
文学博士 巽軒 井上哲
次郎 （瑣克刺底人物養成譚）題辞 41

高川観瀾 太塔王土窖図 41
春風山人 読青軒先生曝書次韻以呈／次韻花外先生偶成 41-42

飯野星山 新涼夜坐／其二／客舎聴砧／豊太閤／大磯／福原／秋夜
偶作／晩秋即事／偶成／其二用池田花外先生韻／其三 42

蜻州 松原美成 日本帝国／題富士／書剣箱 42
蕨真一郎 寄於日本主義（卅三年十一月） 43
松原美成 聖徳太子／雀 43
香水園 住山永年 近詠十首（三十三年十一月） 43

時評

独逸人発明の日本新字（之を排斥して仮名主義を主張
す） 43-44

穂積博士の非多数崇拝論〔『日々新聞』に賛成〕 44
最大数の最大幸福 44
加藤高明氏の軍政論〔『天地人』の談話を引用〕 44-45
仏教の日本主義化（「新仏教」）〔『新仏教』第 6号の社
説に賛成〕 45

文学流行の弊害と青年 45-46
木村〔木村鷹太郎〕 東洋哲学に答ふ 46
木村〔木村鷹太郎〕 『文庫』に答ふ 46
木村〔木村鷹太郎〕 『文星』に答ふ 46

海老名弾正君に与ふ 46-47
仏教否運の自覚〔『仏教』の言を紹介〕 47
『帝国東洋学会』は愚物会なり 47
『世界に於ける日本人』著者の洋行〔渡辺修次郎〕 47
（？）任命〔尾崎紅葉・幸田露伴・長田秋涛〕 47-48
独帝とクルーゲル。国際道義の真相 48
帝国主義と人道 48

岐阜 長谷川山堂 日本主義の普及に就いて 48
長谷川山堂 志士の言 48
長谷川山堂 地方の教育 48-49

日本主義誌上の人物 49-50
寄贈雑誌 50
新入会員　特別会員〔3名〕／通常会員〔70名〕 50-51

大日本協会々計課 社告〔払込の催促〕 52
〔投書の先送り〕 52

大日本協会 〔休刊と発行日の変更／奥付〕 52
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広告

木村鷹太郎／滝本誠
一・竹内楠三・高橋
龍雄・加藤房蔵〔加
藤扶桑〕・坂田琴洋・
渡辺修次郎・柳沢高
之助・星川清成・池
田花外

謹賀新年

大学館 渡辺修次郎『大久保利通之一生』

〔広告〕

開発社

少年書類第三編 自然の友発行稟告 秋山鉄太郎『通俗
物理学講話』／『修身童話』〔第 1～ 8巻〕／山陰野
史編『教訓俚歌集』／山陰野史編『和歌対照格言集』
／湯本武比古謹選『ちよくごとくほん』

開発社 重田定一・中川正信・中村徳五郎共編『国史便覧』（改
訂 3版） 裏表紙裏

大学館 キセノフオーン著 木村鷹太郎訳『ソクラテース人物
養成譚』 裏表紙

第 54号　1901（明治 34）年 4月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 !!日本主義大改良広告 !! 表紙裏

日本主義
木村鷹太郎 世界に於ける日本の位置より、教育策の根本的改革を

主張す 1-10

木村鷹太郎〔日本主
義子〕

文部省の虚偽。教育勅語に対する不敬〔文部省の取消
請求に反論〕 10-12

蕨悳 折にふれて／世界の平和をおもふ 12

雑録 激賞生・非文居士

思想界雑感　中島〔力造〕／智識／又た／近来／のみ
／此勢／英才／而し／守銭／中島／人生／東洋／大学
／局長／倫理〔『倫理界』〕／中島／師弟／真に／教師
／今日／人物／学問／国家／大義／心機／機械／西園
〔西園寺公望〕／武士〔新渡戸稲造『武士道』〕／殊に
／仏教／ナマ／ミユ〔ミューズの神〕／日本／言語／
洋行／上田〔万年〕／某学／菊池〔謙二郎〕／帝国〔東
洋学会〕／元良／諸君

12-15

文苑 久良岐〔阪井弁〕 寒玉音 16
文部省総務局文書課 取消〔第 53号「文部省の一大怪事」の取消請求〕 16
大日本協会 〔奥付〕 16

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『万国史』（増訂 3版）『西洋小史』（再版）裏表紙裏
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

第 55号　1901（明治 34）年 5月 18日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 御断り〔少頁数での発行〕 表紙裏

前号目次 表紙裏
大日本協会 皇孫の御降誕を祝し奉る

日本主義 木村鷹太郎
帝国版図縮小史　我太初の版図／第一回の版図縮小／
第二回の版図縮小／第三回の版図縮小／第四回の版図
縮小／第五回の版図縮小／結論

1-9
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よみ人不知／白河院 〔和歌〕 9

雑録 注意すべき教育上の二論文　（一）露国の教育施政（教
育時論）／（二）青年の方向（日々新聞） 9-11

文苑
みづほのや〔太田水
穂〕

荒山径　脊戸の細道／清き君には／をかしからずや／
親の仰せ／露に閃く 12-14

左千夫 学生の母にかわりてよめる歌並に短歌 14
大日本協会 〔奥付〕 14

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『万国史』（増訂 3版）『西洋小史』（再版）裏表紙裏
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

『新天地』第 1号　1902（明治 35）年 1月 16日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

新天地第壱号目次 表紙裏
本誌の性質

大日本協会 社告／〔奥付〕

〔広告〕
冨山房 謹賀新年　池田楽真子『大奥の女中』／『史学界』第

4編第 1号／平出鏗二郎『東京風俗志』
大日本英語学会 会員募集　大日本英語学会
国語漢文学会 国語漢文学会

挿画 竹越与三郎君寄贈 水鏡（仏人ルノアール画）……写真版
新天地子〔木村鷹太
郎〕 新天地／上流社会女性美の消褪 1-7

新天地子〔木村鷹太
郎〕

学界の信用制度破壊者（『校閲』及び『共著』の不徳）
／裸体画論（附色情論） 8-14

短評 マホメツトと日蓮 14
湯本武比古君談話・
本社々員筆記 皇太子殿下御教育談 15-17

漢詩 飯野星山 元旦述懐／其二／無題 17

本社抄訳 露国の義経及び日本民性観（ウフトムスキー公著の抄
訳） 18-19

香畝 平田百蔵 灯下観梅 19

文学博士 元良勇次郎
人生の最大快楽とは何ぞや〔1901年 11月 16日に本
郷中央会堂で開かれた社会教育演説会の演説筆記を元
良が校閲したもの〕

20-26

漢詩
大和 平田香畝 新年口占 26
大和 木村青軒／大和 
池上愛石 新年 26

本社訳

我は如何にして富みしか（米国富豪諸家の談話）　一　
チヤールス、ブロードヱー、ルース氏の言／二　コリ
ス、ピー、ハンチントン氏／三　ラッセル、セージ氏
／四　デー、オー、ミルス氏／五　アンドリユー、カー
ネギー氏／六　ヘッチー、グリーン女氏／七　ジョン、
ワナメーカー氏〔『英国ピアメン雑誌』から訳したもの〕

27-30

漢詩 呉下人 阿蒙録 30
桜巷生 彫刻師の信仰 31-33

挿画 河合英忠実写 仁王像（運慶作）……木版
頼山陽自像の題 33

新体詩 田の字 寅の春 33
小説 秋声〔徳田秋声〕 浜の女神 34-37
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は、な、生〔生々子〕
〔木村鷹太郎〕

独身税〔「生々子」の署名と、木村『真善美』所載の「予
定目次」より木村と推測〕 38-39

短文 何の手紙ならん？ 39
血達摩 人物下衰 39-41
芝浦漁夫 逆風張帆 41
文学博士男爵 加藤弘
之

万国平和会議に就て〔学士会院の雑誌に載った講演だ
が、加藤が『日本主義』への転載を希望〕 42-48

短詩 鳳晶子 尼の君 48-49
挿画 昼と夜（トールワルドセン作）……写真版
小説 谷活東 宝生雲 49-54
短文 星川乗槎〔星川清成〕千年以前の子女教育〔『源氏物語』乙女の巻を引く〕 54

竹内楠三 井上哲次郎氏の哲学を破す〔現象即実在論を批判〕 55-63
新体詩 山本露葉 魂なき馬 63

村田春潮
鳥居及江戸派の浮世絵―所謂芝居絵派―〔図版「仮名
手本忠臣蔵木挽町勘弥座番付」および「勘弥座正月興
行「信太楪蓬来曽我」いばの十郎（市川団十郎）」〕

64-68

ゆ、た、〔湯本武比古〕しらべゆかしき 68
栗島狭衣 老いたる業平 68-69
木村鷹太郎 『詩人業平』序 70

漢詩
大和 青木碧処／宮原
蓬屋／池田花外 看梅 70

大和 平田香畝 灯下看梅 70
活学生〔木村鷹太郎〕歴史家は死学家〔のちに木村の『真善美』に収録〕 71

長歌 島崎友弥 嬢をほむる親のよめる 71
散文詩 鉄槌子〔木村鷹太郎〕来ませヷルカン御神〔のちに木村の『真善美』に収録〕72-74
挿画 ペルシウス像（チエリニ作）……亜鉛凸版
新体詩 清水橘村 春駒〔「田中正造君を」とあり〕 74

竹越与三郎 タルレーラン自叙伝を読む 75-82
短文 星川乗槎〔星川清成〕天然美と人工美 82

木村鷹太郎 バイロンの快楽主義〔近刊『バイロン文界の大魔王』
の一節〕 83-91

木村鷹太郎 快楽詩人アナクレオン序 91
埋木女史〔与謝野鉄
幹〕 木村鷹太郎様まゐる 92-93

新体詩 清水橘村 秋風怨みあり　渡良瀬川 94-96
拈華／活東 新年梅 96
大和 葛城俊治 里梅／鎌足公／春の神祇 96

俳句

麦人／酒石／華仙／
杏村／活東／拈華／
眠花／魯生／十旦子
／杉月／竹山／九秋
／苔花／木居／子松
／百合女／白厓／棠
郎／西男／大羽／白
両／秋郊／時処／賽
水／白雨／白眼／雫
／柳洲／迂外／紅露

穂俵 96-98
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〔「独逸人の亭主」と「女房」の会話〕 98
挿画説明　水鏡／仁王像／昼と夜／ペルシウス像 98-99

星野麦人・谷活東・
小峰大羽共選 俳句募集 99

大日本協会 〔次回の寄稿者／発行の遅延〕 100
木村鷹太郎 謹賀新年 100

〔広告〕

新詩社 鳳晶子『みだれ髪』／『片袖』／『明星』／与謝野鉄
幹『紫』

文友館 上田敏『みをつくし』／上田敏『最近海外文学』

開発社
足立栗園編『日本道徳叢書』／八木原真之助『公徳養
成之栞』／糸左近『帝国地理』『帝国史要』／「自然之友」
第 5巻『自然界の迷信』

松栄堂書店 木村鷹太郎『快楽詩人アナクレオン』

大学館 キセノフオーン著 木村鷹太郎訳『ソクラテース人物
養成譚』

大日本女学会 大日本女学会 新学年を開き会員を募集す 初巻発行
松栄堂書店 木村鷹太郎『万国史』（増訂 4版）『西洋小史』（再版）
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻
暁吟社 青年俳諧雑誌『あかつき』第 1号 裏表紙裏
大学館 木村鷹太郎『バイロン文界之大魔王』 裏表紙

付記　本研究は JSPS 科研費 JP20J20683 の助成を受けたものである。


