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日本の社会・学術・文化に大きな影響を与えた古代
〜昭和時代の思想家437人の伝記文献16,674点を、
人物のプロフィールと併せて収録した伝記文献目録
です。

伝記、評伝、記録、追悼集など
網羅的な伝記文献目録が人物研究に役立つ
それぞれの人物には、生没年月日、出生地、分野、肩
書、活動歴・業績等の詳細な人物プロフィールを記載。
文献目録は、伝記・列伝、自伝、回想録、追悼集、日
記などを、私家版等も含め幅広く収録しています。
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●日本の近代化・経済発展を支えてきた実業家800人の経歴と伝記目録

日本の実業家─近代日本を創った経済人伝記目録
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明治〜昭和期の仏教思想家、真宗大谷派僧侶
江戸中期の思想家、医者、農業指導者
室町前期の臨済宗の僧
明治時代の思想家、政治家
明治・大正期のキリスト教者
江戸後期の陽明学者。大阪で蜂起
江戸前期の儒学者、藩医、教育家
明治〜昭和期の社会思想家、経済学者
大正・昭和期の哲学者。実存の語を創始
江戸前期の陽明学者・中庸を重視
江戸後期の儒医、考証学に長じた
明治?昭和期の仏教思想家
鎌倉中期の僧。曹洞宗の開祖
江戸後期の農学者
幕末、明治の啓蒙思想家。哲学の語の始祖
大正・昭和期の哲学者
昭和期のマルクス主義思想家、歴史家
大正・昭和期の社会思想家、婦人運動家
大正・昭和期のマルクス主義哲学者
江戸後期の国学者
大正・昭和期の美学者、民芸研究家
明治〜昭和期の社会主義者
幕末の思想家、教育者
明治・大正期の社会思想家
大正・昭和期の哲学者、倫理学者、文化史家
……etc.
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ふくさわ

内容見本

日本の思想家

ふ くざ わ

福沢

ゆきち

諭吉

天保5年（1835）12月12日〜明治34年（1901）2月3日
＊＊＊
啓蒙思想家,教育家 慶応義塾創立者 生 大坂・
堂島 身 大分県 中津市
歴 中津藩士の五子に生まれる。安政元年（1854
年）19歳で長崎に遊学。翌年大坂に出て緒方洪庵の
適塾で蘭学を学び、5年江戸に蘭学塾を開くが、英
学に転ずる。万延元年（1860年）から幕府に仕え、
遣外使節に随行して欧米を3回視察。明治元年慶応
義塾を創設。以降欧米事情通の知識人として近代
合理化主義を提唱、明六社の中心として盛んに著述
を行い、3年「西洋事情」、5年「学問のすゝめ」、8年
「文明論之 概略」などの多くのベストセラーを刊
行。12年西周らと東京学士院（のちの日本学士院）
を創設し、初代会長となる。13年交詢社を設立、15
年には「時事新報」を創刊し、政治問題や時事問
題、社会問題などで活発な論陣を張った。18年「脱
亜論」の頃から帝国主義の論調を帯びた、国権優先
の立場から民権思想を批判した。23年慶応義塾に
大学部を設置。他の著書に「福翁自伝」など。「福
沢諭吉全集」
（全21巻,岩波書店）、
「福沢諭吉著作
集」
（全12巻,慶応義塾大学出版会）がある。また昭
和59年11月から新紙幣1万円札の肖像になっている
【伝記・評伝】
◇新井白石・福沢諭吉 断片─日本に於ける教育
の世界的進歩に対する先駆者の寄与 羽仁五郎
著 岩波書店 1946 427p 肖像 19cm
◇福沢諭吉 宇野浩二著 新生社 1946
◇自由を護った人々 大川三郎著 新文社 1947
314p 18cm
◇福翁自伝 福沢諭吉著 森下書店 1947 354p
B6 80円
◇福沢諭吉（日本の経済学者 人と学説） 高橋
誠一郎著 実業之日本社 1947 337p 図版
19cm 45円
◇福沢諭吉と新教育 小林澄兄著 教育科学社
1947
◇町人諭吉 太田正孝著 新世界文化社 1948
298p 19cm
◇福翁自伝 訂 福沢諭吉著 森下書房 1948
352p 19cm

◇福沢諭吉の根本理念（東洋経済講座啄書 第25
襄） 野村兼太郎著 東洋経済新報社 1948
78p 15cm
◇福沢諭吉の人と書翰 小泉信三著 慶友社
1948 275p 19cm
◇王堂選集〈2〉 関書店 1949 福沢諭吉 田
中王堂著
◇日本近代化と福沢諭吉─日本憲政史上における
福沢諭吉 中村菊男著 改造社 1949 202p
19cm
◇ 福沢 諭吉〈4 版 〉 石河 幹 明著 岩波 書店
1949 500p 図版 19cm
◇福沢諭吉 吉田武三著 潮文閣 1949 298p
19cm
◇福沢諭吉（王堂選集 第2冊） 田中王堂著 関
書院 1949 273p 19cm
◇福沢諭吉 小泉信三著 弘文堂 1949 アテネ
文庫
◇福沢諭吉 小林澄兄著 広島図書 1949
◇福沢諭吉 宮下正美著 妙義出版社 1949
◇福沢諭吉の若き日 浦上五六著 学習社 1949
◇東西百傑伝 第3巻（親鸞〔ほか〕）池田書店
1950 19cm
◇日本近代化と福沢諭吉─日本憲政史上における
福沢諭吉〈2刷〉 中村菊男著 改造社 1950
202p 19cm
◇福翁自伝（岩波文庫） 福沢諭吉著 岩波書店
1950 429p 15cm
◇ 福沢 諭 吉 高 石真五 郎 著 社会 教 育 協 会
1950 137p 19cm
◇福翁百話（創元文庫） 創元社 1951
◇福沢諭吉選集 第6巻 福翁自伝 福沢諭吉著
作編纂会編 岩波書店 1951-52 19cm
◇わが師を語る─近代日本文化の一側面 社会思
想研究会編 社会思想研究会出版部 1951
331p 19cm
◇世界偉人伝 第3巻 世界偉人伝刊行会編 池
田書店 1952 19cm
◇日本歴史講座〈5〉 福沢諭吉 土橋俊一著 河
出書房 1952
◇福沢諭吉─人と書註（創元文庫） 福沢諭吉著,
小泉信三編 創元社 19 52 2 4 2 p 図版
15cm
◇福沢諭吉の人と書翰（創元文庫） 小泉信三編
著 創元社 1952
◇愛児への手紙 福沢諭吉著 岩波書店 1953

