
事 項 索 引

※�「　　」で括られたものは、第Ⅰ部においては記事分類や連載の
名称を、第Ⅱ部においては科目名や講義題目を表す。

【あ行】

アイオワ州立大学　　60
愛知大学　　ⅵ,�215,�216�
秋田中学校　　141
芥川賞　　129
朝日新聞（社）　　59
　　→東京朝日新聞，�大阪朝日新聞
アフリカ分割　　265,�272�
アヘン戦争　　257,�265,�267
アメリカ外交問題評議会　　8,�288
厦門東亜書院　　59
アラバマ号事件　　257�
アルヘシラス会議　　265,�282
イエズス会　　247�
英吉利法律学校　　→中央大学
「移殖民地政治外交史」　　224,�234
イタリア統一　　183,�256,�265�
岩手日報　　29�
『インターナショナル・アフェアーズ』
　　8,�288
ウィーン会議　　182,�189,�205,�239,�253–
57,�259,�262,�264–66

ウェストファリア条約　　189
英国王立国際問題研究所　　8,�288
『英国外交政略』　　198,�252,�279
『英国外交政略史』　　198,�252
英仏協商　　19�
「欧洲及東洋外交史」　　185
「欧洲外交史」　　185
欧洲外交史　　182,�277
『欧洲近世外交史』　　264,�273,�283
『欧洲最近外交史』　　271,�273,�274,�286
「欧洲時報」欄　　81,�89,�115,�287
「欧米時報」欄　　81,�86–88,�103,�115,�144,�

286,�287,�293

大蔵省　　87
大蔵大臣　　4
大阪朝日新聞（社）　　8,�59,�60,�67
　　→東京朝日新聞，朝日新聞��
大坂有賀家　　11
大阪市立高等商業学校　　238
　　→大阪商科大学
大阪英語学校　　11
大阪商科大学　　178,�238,�290
大阪市立大学　　ⅶ　→前項
大阪帝国大学　　179
大阪毎日新聞（社）　　29,�49,�67
岡山医科大学　　180
オレゴン州立大学　　60

【か行】

「海外訴状」欄　　53,�56,�65,�67,�283
「海外通信」欄　　57,�61,�82,�283,�285
「海外特信」欄　　82,�85,�86,�285,�287
「海外論叢」欄　　55,�82,�89,�103,�116,
　　284–86
海軍　　40,�49,�121,�171,�173
　―省　　110
　―大学校　　38,�92,�118
　―大臣　　139
　―兵学校　　118
「外交及殖民」　　241
「外交学」　　181,�210,�279
「外交学及領事事務」　　204
「外交家伝」欄　　17,�20,�55,�280
外交官及領事官試験　　16,�28,�119,�148,�

280
「外交奇聞」欄　　20,�281
「外交考査」欄　　139,�145,�156,�291
「外交史」　　12,�182,�183,�186,�187,�189–96,�
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199,�203,�218–26,�237–41,�266
『外交史』　　205,�262,�273,�282
「外交史及海外事情」　　224
外交史講座　　42,�87,�179,�186,�187,�218–
21,�237

外交使節　　182
「外交史談」欄　　20,�53,�56,�83,�280
「外交史（東洋）」　　203
『外交史の方式を論す』　　259
『外交時報』　　
　―合併号　　31,�76,�79,�281
　―巻編成　　30,�50,�66,�109,�142,�284,�

289,�294
　―記事分類　　17,�53,�66,�79,�88,�113,�

143,�280,�285,�294
　―執筆陣　　4,�22,�58,�85,�90,�98,�117,�

121,�147,�149
　―定価の改定　　78,�111,�280,�281,�

283,�286–88,�292
　―倍大号　　108,�111,�113,�115,�140,�

143,�145,�287,�289,�293
　―発行部数　　6,�15,�30,�64,�94,�113,�

125,�127,�157,�171
　―普通号　　109,�111,�113,�143
　―ページ数　　5,�17,�52,�79,�113,�140,�

142,�143,�160
　―編輯主任　　87,�107,�285
　―編輯長　　108,�138
　―編輯人・発行人　　14,�16,�23,�51,�60,�

68,�76,�93,�108,�141,�281,�283,�285,�287,�
294

　―編輯部・編輯局　　81,�94,�95,�125,�
126,�154,�156,�161

　―流通経路　　6,�111,�127
　―臨時休刊　　112,�288
　―臨時増刊　　31,�79,�281,�282
外交時報社　　
　―移転　　51,�66,�76,�108,�137,�142,�

283,�285,�289,�292,�294
　―営業部　　109
　―大阪中央編纂局　　129
　―海外通信員　　51,�61,�67,�170
　―会計部　　109
　―外交考査部　　138,�145,�291
　―社長の交代　　33,�66,�95,�141

　―出版部　　76,�86,�96,�97,�100,�285
　―調査部　　109,�111,�115,�116,�146
　―通俗演説会　　52,�283
　―特別調査部　　81
　―北京支局　　108,�289
　―翻訳部　　77
『外交史要領』　　209,�273
『外交政策』　　209,�233,�266,�284
「外交政略」　　182,�252,�279
『外交読本』　　110,�289
「外交半月日誌」欄　　116,�146,�289,�293,�

294
『外交評論』　　7,�158,�293
『外交報』　　8,�45,�281
「外交問答」欄　　116,�125,�139,�145,�156,�

288,�289,�291,�292
「外交論」　　226
外国通信部　　67　→外報部
外事談話会　　112,�116,�166,�291
「外紙に現はれたる欧米外交消息」欄　　

116,�289
外政懇話会　　157,�291
外報部・外報課　　27,�67　→外国通信部
外報部長　　4,�60,�99,�118,�147,�190
外務省　　ⅳ,�23,�28,�40,�68,�88,�93,�110,�

119,�147–49,�158,�171,�189,�196,�214,�
223,�232,�258,�260

外務書記生試験　　148
外務大臣　　4,�91,�116,�120,�139,�258
各国憲法史　　188
学習院（大学科）　　ⅵ,�12,�22,�24,�38,�178,�

188,�189,�275,�276,�280
ガシュタイン会商　　193
合冊版　　32,�46,�66
樺太千島交換条約　　253,�263
カリッシュ条約　　255
韓国宮内府　　87
「韓国時報」欄　　24,�42,�54,�282,�283
関西大学　　ⅵ,�178,�225
関西法律学校　　→前項
関西学院（大学）　　ⅵi,�178,�240,�276,�292
「巻頭言」欄　　113,�114,�288,�290
関東大震災　　112,�288
「記事」欄　　18,�54,�81,�115,�118,�280,�286,�

288
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貴族院議員　　118,�188
貴族院議長　　4,�154
北支那協会　　138,�291
杵築中学校　　87
九州帝国大学　　88,�178,�220,�288
暁星中学校　　58
京都帝国大学　　25,�103,�119,�178,�217,�

222,�236,�239,�240,�275,�276,�287,�288
京都法政（専門）学校　　239
　　→立命館大学
京都法政大学　　239　→立命館大学
「極東外交史」　　183,�193
『極東近時外交史』　　200,�259,�283
「極東近時外交史」　　200
義和団　　281　→北清事変
「近時外交史」　　182,�183,�189,�190
『近時外交史』　　ⅴ,�256,�264,�269,�273,�

277,�280
『近時極東外交史』　　261,�282
『近世欧洲之均勢及外交』　　255,�280
「近世欧米外交史」　　212
「近世欧米外交事情」　　212
「近世外交史」　　182,�196,�233,�254,�275,�

280
『近世外交史』　　198,�252–54,�280
「近世外交事情」　　194
「近世極東外交史」　　194
「近世政治史」　　184,�203,�204
「近代外交史」　　196,�201
「近代外交論」　　183
「近代国際政治史」　　183
近代実証史学　　251
「近代世界外交史」　　201
「口絵」欄　　53,�79,�146,�283
クリミア戦争　　182,�256,�265,�266
クレタ問題　　269
「軍事時報」欄　　115,�121,�127,�144,�288,�

293
「軍事」欄　　57,�284,�285
慶應義塾（大学、大学部）　　38,�50,�63,�

147,�178,�184,�264,�275,�276,�281,�282
「経済史」　　247
「経済」欄　　57,�284
京城帝国大学　　119,�178,�236,�289
京城日報（社）　　43

決戦教育措置要綱　　200,�243,�294
「研究」欄　　113,�115,�118,�144,�288,�293
懸賞企画　　110,�125,�139,�156,�289
懸賞論文　　110,�117,�118,�138,�288,�290–92
憲政党党報　　118
憲政本党　　27
『憲法雑誌』　　45
興亜院　　147
公開外交　　93,�193
交際学　　210
高等商業学校　　63,�147,�189,�196
　　→東京高等商業学校
「公文」欄　　17,�19,�53,�61,�84,�280,�283,�

286
神戸経済大学　　→神戸商業大学
神戸高等商業学校　　→次項
神戸商業大学　　178,�237,�238�
神戸大学　　→前項
国学院（大学）　　38,�40,�180
「国際外交半月日誌」欄
　　→「外交半月日誌」欄
「国際関係」　　241
「国際軍事」欄　　84,�286
「国際経済」欄　　17,�21,�34,�57,�84,�283,�

286
「国際公法」　　184,�191,�239,�243
　　→「万国公法」，�「戦時国際法論」
「国際時報」欄　　145,�146,�293
「国際政治」　　122,�179,�195,�213,�289
「国際政治学」　　221
「国際政治学概論」　　214,�230
「国際政治論」　　179,�183,�240,�289
『国際知識』　　3,�5,�9,�288,�292
『国際知識及評論』　　7,�292,�293
『国際評論』　　3,�7,�291,�292
「国際片言」欄　　146,�294
『国際法外交雑誌』　　3,�5,�9,�166,�284
国際法学会　　3,�18,�19,�27,�34,�38,�41,�281,�

284
国際法顧問　　26,�87,�185,�270
『国際法雑誌』　　8,�19,�281,�284
「国際法」欄　　18,�280
『国際連合』　　8
国際連合憲章　　155
国際連合研究会　　8
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『国際聯盟』　　7,�287,�288,�291
国際聯盟　　92,�151,�152,�193
国際聯盟規約　　84,�93
国際聯盟協会　　3,�8,�9
「国際聯盟論」　　221
「国史」　　180,�246,�247
国士舘大学　　165
国士舘中学校　　59
国粋大衆党　　157
国粋挺進隊　　157
国民新聞（社）　　97,�118,�255
五大法律学校　　226
『国家学会雑誌』　　166
小村条約　　42
コロンビア大学　　119
『今世欧洲外交史』　　258,�269,�273,�281

【さ行】

「最近外交史」　　220
『最近外交史』　　43,�261,�282
『最近外交事情』　　267,�274,�284
『最近三十年外交史』　　256,�264,�272,�273,�

283
「最近重要電報」欄　　20,�25,�282
「最近政治史」　　12,�186
『最近世界外交史』　　265,�273,�283,�285
『最近東亜外交史』　　263,�282
「最近列国政治史」　　63,�186
「雑彙」欄　　84,�87,�89,�109,�116,�117,�123,�

126,�132,�145,�293
「雑報」欄　　17,�19,�21,�35,�42,�61,�71,�280,�

281
札幌農学校　　119　→北海道帝国大学
「雑録」欄　　84
サンクトペテルブルク会議　　257
三国干渉　　14,�254,�280
三国同盟　　256,�266,�293
参謀本部　　49,�59,�124,�260
『シアトル・ポスト・インテリジェンサー』　

　70
「時彙・時報」欄　　145,�146,�294
「時彙」欄　　145,�293
時事新報（社）　　126,�147
「時事問題研究」　　233

「時事」欄　　53,�54,�80,�89,�283,�286
静岡英語学舎　　118
静岡新報（社）　　118
静岡中学校　　118
「史談」欄　　56,�283,�284
「史壇」欄　　56,�83,�285
執筆禁止リスト　　166
『支那外交史』　　267,�285
「支那現代外交史」　　183
「支那時報」欄　　81,�89,�103,�115,�144,�

286,�287,�293
シベリア出兵　　84
「時報」欄　　80,�89,�150,�286
「社告」欄　　17,�18,�280
「社説」欄　　53,�60,�61,�80,�89,�285
『十九世紀外交史』　　255,�261,�280
首相　　4,�27,�93,�94,�122,�123,�126,�287,�

290　→総理大臣
出版法違反　　260
ジュネーブ会議　　257
「肖像略伝」欄　　17,�18,�53,�280
上智大学　　209,�247
条約改正　　ⅲ,�21,�263,�266,�279
「条約改正」欄　　17,�19,�280
「殖民及外交」　　245
「書評」欄　　17,�21,�23,�53,�57,�84,�281,�

283,�286
ジョン・ホプキンス大学　　59
市立大阪高等商業学校　　238
　　→大阪商科大学
「時論」欄　　80,�89,�113,�114,�143,�287,�294
新愛知　　73
辛亥革命　　33,�54,�183,�267,�283
清韓協会　　27
「清韓時報」欄　　18,�282
神宮皇学館大学　　179
「清国近時外交史」　　196
「清国時報」欄　　24,�42,�54,�282,�283
神聖同盟　　256,�259
清仏戦争　　267,�279
「人物評伝」欄　　53,�55,�59,�83,�86,�283,�

285,�287
新聞雑誌用紙統制委員会　　150,�164
スタンフォード大学　　59,�119
征韓論争　　253
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「政治外交史」　　ⅳ,�185,�282
「政治学及政治学史」　　247
政治史　　12,�119,�184,�209,�213,�221,�222,�

245–47,�276
「政治史及外交史」　　192,�195,�221
「政治社会史」　　209
ゼ・イースタン・レヴィウ（社）　　51,�52,�

59,�71,�284
正則英語学校（正則学園高校）　　59
『政治史要領』　　273
政友会　　123,�281
「西洋外交史」　　39,�185,�188,�189,�203
西洋外交史　　189,�228,�276
「西洋史」　　180,�210,�272
「西洋政治史」　　186
勢力均衡　　182,�223,�255,�256
「世界小観」欄　　57,�83,�89,�285
「世界政治論」　　240
「世界大戦史」　　218
赤十字　　20,�34,�270,�281
　　→日本赤十字社
戦時国際法　　92,�257,�258
「戦時国際法論」　　191,�220　→「国際公法」
専修学校　　→次項
専修大学　　ⅶ,�148,�178,�226,�289
専門学校令　　185,�191,�196,�202,�224,�225,�

238,�247,�281
総理大臣　　93,�99　→首相
ソルボンヌ大学　　58

【た行】

第一次世界大戦　　ⅵ,�201,�252,�285,�286
大学令　　178,�185,�192–94,�196,�197,�202,�

217–19,�221–26,�235,�238,�240,�241,�247,�
248,�286

対華 21 か条　　85,�91,�116,�285
代議士　　97,�99�
大社高校　　87
第二次世界大戦　　273,�275,�292
対仏大同盟　　255
台北帝国大学　　178,�246
『太陽』　　262,�282
台湾協会学校　　→拓殖大学
台湾総督府　　141,�280

瀧川事件　　218,�239,�240,�291
拓殖大学　　ⅶ,�178,�209,�224,�278,�288
「談叢」欄　　146,�294
『中央公論』　　5,�39,�101,�151,�169
中央新聞（社）　　43,�118,�148
中央大学　　ⅵ,�24,�110,�118,�119,�165,�178,�

190,�197,�226,�266,�282
中央満蒙協会　　138,�290
中外商業新報（社）　　148
中国外交史　　267,�277
中国外交報館　　8,�281
中国公使　　4,�110
朝鮮銀行　　88
朝鮮総督　　4,�123
　―府　　112,�161,�289,�293
通俗国際文庫　　77,�96,�97,�287
帝国大学（帝大）　　22,�23,�45,�178,�179,�

188,�189,�217–19,�246,�275
　　→東京（帝国）大学
帝国大学令　　217–19,�279
電通　　75
ドイツ統一　　266
「東亜外交史」　　197
「東亜政治外交史論」　　183
東亜同文会　　64,�195
東亜同文書院（大学）　　178,�195,�208,�278
東京朝日新聞（社）　　8,�43,�45,�60,�66,�67,�

85,�94,�190,�208,�232
　　→大阪朝日新聞，朝日新聞
東京外国語学校　　24,�119
東京外国語大学　　→前項
東京開成学校　　11
東京工業大学　　180
東京高等学校　　232
東京高等商業学校　　38,�189,�209,�275,�281
　　→高等商業学校，�東京商科大学
東京雑誌協会　　79
東京産業大学　　208　→次項
東京商科大学　　178,�189,�193,�208,�209,�

214,�237,�276　
　　→東京高等商業学校，�一橋大学
東京専門学校　　12,�14,�16,�22,�24,�39,�40,�

45,�63,�72,�177,�181,�184,�210,�226,�252,�
254,�258,�259,�275,�279,�280

　　→早稲田大学
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東京大学予備門　　11
東京（帝国）大学　　11,�12,�16,�17,�22,�24,�

27,�38,�41,�86–88,�119,�134,�148,�183,�
186,�190,�191,�193,�194,�196,�210,�213,�
221,�223,�232,�235,�236,�268,�272,�275,�
276,�282　→帝国大学（帝大）

東京日日新聞（社）　　27,�29,�33,�35,�49,�
59,�107,�118,�147

東京文理科大学　　179
東京法学院（大学）　　→中央大学
東京法学校　　→法政大学
同志社（大学）　　ⅵ,�87,�178,�221,�275,�

276,�285
東北帝国大学　　ⅵ,�123,�219,�288
「東洋外交史」　　39,�185,�188,�190,�196,�

200,�214,�224,�288
東洋外交史　　276,�277
東洋協会　　224
東洋協会大学　　→拓殖大学
「東洋近時外交史」　　183,�260
「東洋史」　　63,�72,�103,�180,�224,�246,�247
「東洋時報」欄　　54,�55,�58,�71,�284
「特別談叢」欄　　115,�145,�289,�293
戸水事件　　27,�30,�282
トルコ革命　　258

【な行】

内閣情報局　　161,�166,�167
内閣情報部　　150,�164
内閣総理大臣　→首相
「内政一瞥」欄　　116,�288,�289
内務省　　45,�151,�154,�291
直木賞　　129
名古屋帝国大学　　179
生麦事件　　253
南米植民地の独立　　265,�272
南北戦争　　257
日英同盟　　19,�23,�59,�91,�263,�265,�281,�

283
日仏通商航海条約　　46,�283
『日米』　　63
日露協約　　84,�282–84,�286
日露戦争　　15,�25,�26,�27,�30,�31,�38,�49,�

87,�92,�119,�120,�149,�185,�193,�199,�

251,�253,�258,�260–68,�282
日華共同防敵軍事協定　　84
日韓併合　　19,�258,�283
日清講和条約　　198,�280
『日清戦役外交史』　　259,�277,�281
日清戦争　　ⅲ,�14,�92,�182,�190,�251,�252–

54,�258,�260–65,�267,�268,�280
『日本及日本人』　　60
日本外交協会　　138,�139,�145,�156,�160,�

291
「日本外交史」　　240
日本外交史　　192,�228,�254,�260,�262,�276,�

277
日本外事協会　　3,�291
日本外政協会　　8,�158
日本国際協会　　8
日本出版配給会社　　140
日本出版文化協会　　167
『日本政体史』　　273
日本生命　　148
日本赤十字社　　16,�20,�34　→赤十字
日本大学　　38,�107,�119,�133,�222,�276,�

287
日本電報通信社　　75
日本法律学校　　→日本大学
日本郵船　　110
農商務省　　11,�29

【は行】

排日移民法　　148,�288
排日土地法　　63,�285,�287
ハーグ万国平和会議　　31,�118,�258,�281,�

282
白虹事件　　59
パナマ独立　　262
ハーバード大学　　59
パリ講和会議　　59,�92,�193,�286
　　→ヴェルサイユ会議
バルカン戦争　　56,�266,�284,�285
「半月外交史」欄　　18,�25,�53,�54,�71,�81,�

86,�281,�284
「万国公法」　　188　→「国際公法」
「万国赤十字」欄　　17,�20,�280　→赤十字
「非常〔戦時〕国際公法」　　→「国際公法」
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ビスマルク外交　　183,�185,�193
一橋大学　　38,�63,�147,�189,�281
　　→高等商業学校，�東京商科大学�
秘密外交　　93
比例代表制　　63
広島文理科大学　　179
ファショダ事件　　13,�280
『フォーリン・アフェアーズ』　　8,�288
福岡炭礦　　49
普仏戦争　　182,�254,�256,�265,�269
『普仏戦争外交史』　　259
フランス革命　　255,�264
フランス七月革命　　254
フランス二月革命　　254
ブリュッセル会議　　257
ブルガリア事件　　269
文官高等試験　　87,�119,�129,�148,�149
米国憲法歴史及外交講座　　187
兵書出版社　　97
米西戦争　　258,�262,�272,�280
北京関税会議　　4,�190,�289
ペリー来航　　253
ヴェルサイユ会議　　190　→パリ講和会議
ヴェルサイユ条約　　84,�265,�273,�287
ベルリン会議　　181,�189,�256,�257,�259,�

262,�265,�266,�268,�269
「編輯便り」欄　　85,�93–95,�101,�104,�109,�

126,�129,�130,�132,�134,�287
『法学協会雑誌』　　166
法政大学　　ⅵ,�178,�179,�194,�226,�272,�

276,�283,�289
報知新聞（社）　　141
防長新聞（社）　　43
法律顧問　　24,�183
北清事変　　19,�28,�258,�260,�261,�263,�267,�

281
『北平晨報』　　157
北予中学校　　148
戊戌政変　　13,�281
ボスニア・ヘルツェゴビナ問題　　266
北海道大学　　119　→次項
北海道帝国大学　　179　→札幌農学校
北国新聞　　29
「翻訳通信」欄　　55,�67,�116,�283,�284

【ま行】

松山北高校　　148
マリア・ルス号事件　　253
満洲国　　139,�144,�154,�223,�291
満洲国外相　　4
満洲国駐日大使　　4
満洲事変　　108,�124,�126,�148,�149,�151,�

194,�218,�223,�290
「満洲時報」欄　　145,�290,�293
満鉄　　→南満洲鉄道株式会社
「漫筆」欄　　58
三井鉱山　　43
三井物産　　23
南満洲鉄道株式会社　　75,�98,�124,�125,�

282
　―社長　　4,�124
宮崎新報　　29
民友社　　253,�255,�261
無署名主義　　55,�61,�67,�81,�89,�284
陸奥条約　　14,�19,�281
明治大学　　23,�119,�190,�192,�226,�248,�

276,�282
明治法律学校　　→前項
メシュエン条約　　182
モロッコ事件　　266,�283
門戸開放　　29,�123,�190,�281
文部省　　107,�214,�218,�236,�247
モンロー主義　　91,�223

【や行】

野戦鉄道提理部　　75
山口高等商業学校　　148
大和倶楽部　　109
やまと新聞（社）　　107,�118,�121,�127,�170
横浜正金銀行　　110
読売新聞（社）　　59,�73,�87,�118,�128
万朝報（社）　　58,�60,�73,�118,�280

【ら行】

陸軍　　15,�31,�38,�49,�121,�124,�125,�156,�
173,�288

　―経理学校　　38
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　―省　　110
　―大学校　　24,�38,�59,�72
　―大臣　　173
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則　　28
立教学院　　→次項
立教大学　　247
立命館大学　　ⅶ,�178,�237,�239,�291
琉球処分　　253
龍谷大学　　180
柳条湖事件　　151,�156,�290
「両米時報」欄　　81,�89,�115,�287
「歴史（外交）」　　184,�281
「歴史（近世）」　　184
「歴史（近代）」　　235
「歴史（上古・中古）」　　235
「歴史（政事）」　　184
列国状勢図表　　65,�76,�284,�285

盧溝橋事件　　151,�154,�292
露仏同盟　　255–57,�262,�266
「論説」欄　　17,�18,�54,�80–82,�89,�114,�

280,�285,�288
「論叢」欄　　113,�114,�144,�293,�294
「論壇」欄　　53,�54,�80,�283,�285
ロンドン海戦法規会議　　187

【わ行】

ワシントン会議　　122,�190,�287
早稲田大学　　ⅴ,�ⅵ,�12,�24,�32–34,�44,�46,�
51,�58,�64,�69,�75,�122,�141,�147,�148,�
177,�178,�181,�193,�195,�209,�226,�259,�
260,�275,�276,�279,�283,�289

　　→東京専門学校
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※�人名の排列は以下の基準による。�
⑴最初に姓の読みで排列し、次いで名の読みに拠る。�
⑵濁音と半濁音は清音とみなし、拗促音（ゃゅょっ等）は直音�
　（やゆよつ等）とみなして排列する。�
⑶音引き（ー）は無視する。また「ヴァヴィヴヴェヴォ」はそ�
　れぞれバビブベボの位置におく。

※中国人名は漢字の日本語音読みとする。
※太字は詳細な経歴などに触れた箇所である。

【あ行】

青柳篤恒　　23,�24,�26,�41,�86,�146,�153,�
183,�201,�282

秋月左都夫　　186,�204,�235
秋永肇　　221,�230
秋山雅之介　　26
浅井虎夫　　101
浅野正一　　214,�221,�230
浅野利三郎　　223–25,�232,�234
芦田均　　ⅵ,�120
安達峰一郎　　189,�207
阿部信行　　4
安保清種　　139
天羽英二　　8,�291
天野為之　　11,�39
綾川武治　　82,�101,�121
有賀長雄　　ⅲ–ⅴ,�6,�11–12,�13–17,�19,�20,�

22–35,�50,�51,�53–64,�66–68,�75,�76,�79,�
80,�85–87,�89,�90,�92,�95,�97–99,�102,�
117,�118,�120,�129,�132,�140,�146,�149,�
153,�166,�169,�170–72,�177,�182–85,�188,�
189,�204,�251–53,�256,�264–66,�269,�271,�
273,�275–77,�282,�283,�287

有賀長文　　173
有川治助　　82,�86,�88,�89,�101
ＲＳ生　　60
飯本武雄　　239,�243
池田栄　　218,�219
石井菊次郎　　120,�288

泉哲　　112,�117,�119,�131,�134
一霞ヶ関人　　126
出淵勝次　　→出淵勝次（でぶち・かつじ）
伊藤亀雄　　115,�117,�118,�121,�134
伊藤隆　　ⅴ
伊藤述史　　120,�189
伊藤博文　　11,�171,�283
伊藤正徳　　110
伊東巳代治　　11
伊東米治郎　　110
稲垣満次郎　　46
稲田周之助　　191,�192,�233,�266
稲葉君山　　56
稲原勝治（北洋）　　4,�54,�55,�58,�59,�60,�
68,�73,�77,�86,�89,�90,�101,�110,�114,�
117,�121,�130,�134,�147,�170,�172

乾精末　　144
今中次麿　　221
井村薫雄　　144,�147
ウィルソン　　95,�286
植田捷雄　　ⅵ,�120,�196,�215
上原好雄　　ⅳ,�6,�7,�59,�75–80,�82–87,�89,�
90,�94–99,�107,�108,�111,�113–15,�117,�
119,�120,�126,�127,�129,�170,�285

鵜崎鷺城　　32,�66
宇治田直義　　108,�128,�138,�165,�171
内田定槌　　115
占部百太郎　　186,�204
江木翼　　8,�88
ＸＹＺ　　83
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Ｈ生　　80,�93
　　→半沢玉城（はんざわ・ぎょくじょう）
エリオット　　181
袁世凱　　24,�85,�286
円地与四松　　103,�115
及川恒忠　　185,�204
汪栄宝　　4
大石正巳　　46
大隈重信　　4,�25,�27,�70,�258,�259,�280
大庭景明　　49
大庭景秋（柯公）　　ⅳ,�6,�33,�49–55,�57–
61,�64–68,�75,�76,�79,�80–86,�89,�90,�97–
99,�116,�117,�120,�127,�133,�170,�283

大村欣一　　196,�214
大山卯次郎　　134,�144,�147,�148,�201,�224
岡崎文夫　　101
岡本俊平　　3,�4,�9,�40,�104,�134
岡本鶴松　　4,�8,�121
小川平吉　　121
奥平武彦　　237,�242
織田一　　29,�45
小竹文夫　　216
小幡酉吉　　25,�110,�120
オールコック　　71

【か行】

鹿島守之助　　120,�224,�234
　　→永富守之助（ながとみ・もりのすけ）
勝海舟　　60
桂太郎　　63,�281,�284
加藤紫泉　　97,�100
加藤高明　　91,�288
金井延　　45
金崎賢　　111
神川彦松　　4,�7,�36,�42,�82,�86,�87–90,�
101,�107,�120,�157,�177,�187,�190,�205,�
206,�220,�221,�223,�268,�270,�271,�285,�
291

神谷龍男　　197,�216
茅原廉太郎（華山）　　60,�70,�71
川島信太郎　　189
川田侃　　ⅳ,�134,�177,�275
河津暹　　84
川原篤　　201

川原次吉郎　　192,�210
河原政勝　　222
神田正雄　　60
神戸正雄　　84
木村鋭市　　88
木村芥舟　　21,�26
清沢洌　　ⅵ,�4,�121,�141,�150,�153,�163,�

179
久保京平　　140
久保木大洋　　139
倉沢理一　　51,�76,�283
来栖三郎　　189
黒岩周六（涙香）　　58
黒川修三　　240,�244
桑田豊蔵　　40,�281
煙山専太郎　　15,�16,�20–23,�25,�34,�36,�41,�
44,�47,�54–56,�58,�83,�86,�153,�170,�177,�
183,�199,�201,�259

剣持百喜　　255,�256
五条恭蔵　　14
児玉謙次　　110
後藤朝太郎　　134
後藤新平　　88,�107
後藤秀穂　　83
近衛篤麿　　188,�189
近衛文麿　　4,�76,�98,�154,�292
小林郁　　226,�236
小林躋造　　110,�121
小日山直登　　138,�154
コブデン　　181
小村寿太郎　　38,�42
小村俊三郎　　126
小室誠　　ⅳ,�6,�108,�137,�141,�142,�144,�
147,�155,�160,�161,�294

【さ行】

西園寺公望　　258,�284
斎藤忠　　144
斎藤博　　157
斎藤実　　4,�123
三枝茂智　　224,�234
酒井雄三郎　　258
坂本俊篤　　40,�114,�117,�118,�121,�134
笹川良一　　157
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佐々木到一　　121
笹木正雄　　164
佐藤浩一　　110
佐藤鉄太郎　　92
佐藤宏　　22,�31,�76
塩沢昌貞　　25,�44,�46
重徳来助（泗水）　　54–57,�58,�59,�68,�72,�
80,�82,�86,�90,�101,�170

重光蔵　　196,�197,�215,�216
幣原喜重郎　　4,�120,�126,�146,�161
篠田治策　　153
信夫淳平　　ⅵ,�4,�36,�47,�63,�93,�102,�120,�
122,�153,�179,�183,�195,�199,�201,�214

島谷亮輔　　201　→次項
嶋谷亮輔　　155,�156,�201　→前項
清水幾太郎　　12
謝介石　　4
勝田主計　　121
正力松太郎　　128
白川継紹　　101
白鳥庫吉　　189,�206
白鳥敏夫　　77
季武嘉也　　ⅴ
末広重雄　　25,�93,�119,�120,�134,�152,�177,�
218,�222,�227,�241,�276

末広重恭（鉄腸）　　119,�134
杉村広太郎（楚人冠）　　60
杉村陽太郎　　88,�120,�139
鈴木乙免　　71
鈴木孝雄　　139
ストルイピン　　55
須磨弥吉郎　　120
関根郡平　　145
関屋貞三郎　　138
千賀鶴太郎　　217
曽我祐準　　46
ソレル　　259

【た行】

田岡良一　　120,�123,�150
高木信威　　110,�114,�117, 118,�134,�192
高木八尺　　120,�187,�205,�221
高桑駒吉　　193–95,�211
高杉杏円（京演）　　107

高田早苗　　11,�12,�14,�181–83,�198,�252,�
275

高岳剣史　　102
高野善一　　12
高橋是清　　4,�121,�123
高橋作衛　　26,�45,�187,�272
高橋清吾　　115
田川大吉郎　　121
武内文彬　　159,�167
武内辰治　　242,�246
武田源次郎　　254,�261
武富敏彦　　164
建部遯吾　　88
立作太郎　　4,�22,�25,�26,�34,�36–38,�41,�
76,�80,�86,�87,�89,�90,�92,�94,�105,�110,�
120,�123,�149,�153,�170,�177,�186,�188,�
191,�252,�258,�268,�272,�275,�294

立川文彦　　218,�219,�228
巽来治郎　　183,�200,�259,�270,�271,�277
田中萃一郎（泰山生）　　60,�63,�80,�90,�93,�

186
田中直吉　　9,�40,�130,�173,�218,�237,�240
田中穂積　　37,�146
田中唯一郎　　14,�16,�39,�51,�281
谷干城　　46
田保橋潔　　ⅵ,�179
田村幸策　　7,�9,�40,�144,�147,�148,�162,�

173
チェンバレン　　258
千賀鶴太郎
　　→千賀鶴太郎（せんが・つるたろう）
千葉亀雄　　128
恒藤恭　　239,�243
手塚素堂　　139
手塚義明　　139
出淵勝次　　110
デュナン　　20,�281
寺内正毅　　107
寺尾亨　　45
湯爾和　　157
東条英機　　4,�153
徳富蘇峰　　110,�255,�271
百々巳之助　→百々巳之助（もも・みのすけ）
ドビドゥール　　253,�258,�264,�269,�273
戸水寛人　　17,�23,�24,�26,�27,�86,�90
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【な行】

内藤智秀　　144
内藤虎次郎　　88,�92
直海善三　　144,�147,�148
永井亨　　115
長岡春一　　262,�265,�273
中川品次郎　　93,�100,�285
中島端蔵　　252,�253,�256
長瀬鳳輔　　23,�41,�54,�56,�58, 59,�80,�82,�
83,�86,�89,�100,�101,�115,�201

中谷武世　　195,�213
永富守之助　　120
　　→鹿島守之助（かじま・もりのすけ）
中野正剛　　121
中村勝麻呂　　194,�211
中村進午　　17,�22,�23,�26,�35,�41,�86,�182,�

183,�209,�254,�275,�281,�282
中山久四郎　　144
南原繁　　187
西沢英一　　144,�147
西山貞男　　139
西山重和　　82,�86,�87,�90,�101,�221,�230
新渡戸稲造　　83
蜷川新　　26,�80,�86,�87,�90,�222
二宮三郎　　ⅳ,�134,�177,�206,�213,�275
二宮治重　　121,�124
根岸佶　　190,�196,�208,�211
野村吉三郎　　121,�293
野村浩一　　263,�272

【は行】

ハウス　　154
橋本増吉　　101
畑英太郎　　110
八藤雄一　　9,�130
服部文四郎　　25,�41,�44,�46
花岡止郎　　195,�213
英修道　　186,�204
埴原正直　　6,�14–16,�23,�28,�40,�47,�120
馬場明　　40
林毅陸　　4,�36,�110,�177,�185,�188,�190,�

203,�252,�262,�264,�266,�269,�273
原勝郎　　218,�227

原敬　　4,�88,�93,�94,�121,�122,�126,�286,�
287

原口新吉　　69
原田豊次郎　　21,�24,�26,�86,�254,�261,�282
坂西利八郎　　138,�153
半沢玄益　　107
半沢玉城　　ⅳ,�6,�7,�80,�87,�88,�90,�92,�93,�

95–97,�99,�103,�105,�107–109,�111–14,�
117,�118,�120,�121,�124–27,�137–39,�141,�
143–45,�147,�149,�152,�154,�156,�160,�
161,�169–73,�287,�288

　　→Ｈ生（えっちせい）
日置益　　120
土方成美　　88
ヒトラー　　223,�288,�291
平河町人　　8
平田久　　253,�255,�261
ヴィルヘルム２世　　258
広田弘毅　　8,�110
フェノロサ　　11,�36
福岡秀猪　　23
福本誠（日南）　　43,�60
藤井新一　　179,�195,�213
藤沢親雄　　4,�220,�221,�229,�230
武関寿　　108
船越光之丞　　88
フリーマン　　69
日置益　　→日置益（ひおき・えき）
細谷千博　　272,�273
堀内干城　　120
本多熊太郎　　88,�120
本間雅晴　　121

【ま行】

米田実　　4,�6,�32,�34,�41,�43,�46,�58–60,�
63,�69,�72,�73,�80,�86,�90,�93,�96,�100,�
102,�104,�114,�117,�121,�133,�134,�144,�
147,�149,�156,�172,�190,�193–95,�223,�
248,�276

牧巻次郎（放浪）　　60
牧野英一　　24,�26,�44,�86,�281
牧野義智　　77,�193,�211,�267,�274
間崎万里　　186
町田梓楼　　145
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松井石根　　121
松井慶四郎　　116,�146
松岡均平　　77
松田道一　　146–48
松原一雄　　105,�114,�117,�119,�134,�220
松宮春一郎　　21,�23,�24,�41,�54,�58,�85,�

86,�101,�281,�283
三木喬太郎　　116
水野幸吉　　25
満川亀太郎　　121
箕作元八　　88
南次郎　　38,�146,�153,�173
三宅雄二郎（雪嶺）　　60,�70
宮沢俊義　　120
宮本平九郎　　22,�23,�25,�26,�31,�86
村川堅固　　192,�193
室伏高信　　94
百々巳之助　　223,�233

【や行】

矢野仁一　　92,�115,�134
山県有朋　　107,�128,�171,�273,�288
山川端夫　　152,�153
山口武　　96

山崎馨一　　225,�234
山田三良　　37,�38
山梨半造　　121,�288
山本条太郎　　4,�121,�124
熊希齢　　109
横田喜三郎　　42,�120,�134,�151,�152
芳沢謙吉　　109,�120,�138,�139
吉野作造　　88,�92,�104
米内光政　　4,�121
米内山庸夫　　158,�293
米田実　　→米田実（まいだ・みのる）

【ら行】

ランケ　　251,�268
ルーズヴェルト　　142,�258,�293,�294
レッドマン　　157
蠟山政道　　4,�12,�120,�221

【わ行】

渡辺錠太郎　　121,�124
渡辺誠吾　　82
渡辺鉄蔵　　84
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