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　長谷川文庫は，大正13年に，当時の長谷川時計舗主　故長谷川与吉氏
が第1次大戦後滞独中に購入し　名古屋高等商業学校（現在の名古屋大
学経済学部）へ寄贈された，人文，社会，自然科学の全分野にわたるおよそ
8万3千冊のドイツ学位論文を主とするコレクションである。
　そのうちの法律関係　11,624冊が当室内に配架されている。

● 分類は，下記のとおりで，同一分類内では著者名のアルファベット順に
よる。

　長谷川文庫法律関係分類表
１　　法律（法令・判例・一般）
1A　法哲学
1B　法制史
1C　公法
1D　民法
1E　商法
1F　刑法・刑事訴訟法
1G　民事訴訟法・裁判所構成法・破産法
1H　国際法
1X　その他（諸法）

● 収集資料：　主に学位論文，他に教授資格論文，学長就任講演，教育機
関刊行物，雑誌，単行本も含んでいる。

● 収集年代：　1711年～1921年

● 特色：　年代では，1860年から1920年までがもっとも多い。
分類別では，民法がおよそ50％占めており，1900年に施行さ
れたドイツ民法典（B.G.B.）の編纂に影響を与えた資料

2
政治及び商業・
経済関係

　長谷川文庫は，大正13年に長谷川時計舗主長谷川与吉氏から名
古屋高商に寄贈されたもので，ドイツの学位論文を中心とした約8
万3千冊に及ぶ論文集成である。名古屋大学では昭和54年に図書
館長のもとに学部，教養部各1名の委員よりなる長谷川文庫整理委
員会（委員長　藤瀬浩司教授）を設置し，鋭意整理作業を進めてい
る。すでに法律関係分11,624冊については，整理がすみ，目録が
作成されているが，この度政治及び商学・経済学分の903冊につい
て整理作業が修了したので，目録を作成し利用の便に供することに
した。
法律関係分に比すると，政治及び商学・経済学関係分は学問分野と
して新しいということもあって冊数は少ないが，19世紀後半に興隆し
た歴史学派経済学の影響をうけ，個別事例について実証的な研究
を数多く含んでいる。これらは，現在もなお貴重な学問的価値を持ち
続けている。なお，この目録は，名古屋高商時代に「商業及び経済」
として分類されたものを中心に，「農業」及び「工業」の分類の中の
関係分を収録したものである。当時の分類が不充分なため，現在進
行中の「歴史」，「教育」，「哲学」，「言語学」，美術及び音楽等の整
理の過程で若干の追加がでてくると思われる。

昭和57年９月１日
名古屋大学附属図書館長

横越　英一

１．本リストは，長谷川時計舗寄贈の18世紀より今世紀初頭に亘るドイツ学位論文を中心とする
　　政治及び商業・経済学関係図書903冊を収録したものである。

２．記入は，個人の著者は著者名から，団体及び著者名不明の場合は，書名から記入した。
　　記入順は下記の通りである。
　　　1　著者　　２　書名　　３　出版地　　４　出版年　　５　注記

３．文献は，分類配列し，同一分類内においては，著者名のアルファベット順に配列した。

４．分類は長谷川文庫分類法によった。
　　政治及び商業・経済学は，下記の通りである。
　　　２．　政治・国家・外交史
　　　３．　経済　　3A　経済学・経済思想　　3B　経済史　　3C　経済事情　　3D　企業・経営・会計

3E　人口・植民　　3F　社会問題・社会政策・社会主義　　3G　財政　　3H　統計

５．符号
　　（　　　　）　叢書名は，これを（　　　）内に示した。
　　分類記号の下にdissertationはd，habilitationはh,を付した。

２．　政治・国家・外交史
3A　経済学・経済思想
　3A-1　経済理論　　3A-2　経済思想
3B　経済史
　3B-1　経済史一般・古代経済史　　3B-2　中世経済史
　3B-3/1　近代経済史（ドイツ）　　3B-3/2　近代経済史（ドイツ以外）
3C　経済政策・経済事情
　3C-0　経済政策一般・経済事情一般　　3C-1/0　農林水産業
　3C-1/1a　農業事情（ドイツ）　　3C-1/1b　農業事情（ドイツ以外）
　3C-1/2　土地所有　　3C-1/3　農業経営
　3C-1/4　農業信用・土地信用　　3C-1/5　農業労働者
　3C-2/1　鉱業　　3C-2/2　工業　　3C-3/1　商業・サービス業
　3C-3/2　交通・通信　　3C-4　通貨・金融・保険
　3C-5　外国貿易・国際経済
3D　企業・経営・会計
3E　人口・植民
3F　社会問題・社会政策・社会主義
　3F-0　社会問題一般　　　3F-1　社会政策・社会主義
　3F-2　労働者問題・賃金
3G　財政
3H　統計

1 法律関係論文

　長谷川文庫は，大正13年に長谷川時計舗主長谷川与吉氏から名
古屋高商に寄贈されたもので，ドイツの学位論文を主とし総冊数は
約8万3千冊である。寄贈後名古屋高商教官によって整理が着手さ
れたが，結局大まかな専門別の区分と冊数調査に終っている。その
後半世紀以上の歳月を経たが戦争による混乱，費用などのため未
整理のままであった。ようやく昭和53年6月の商議員会の決定に
よって予備整理が実施され，商議員や関係教官によって同文庫の価
値判定が行われた。その結果昭和54年度に学内措置としての整理
予算が認められ，名古屋大学附属図書館長のもとに学部・教養部
各1名の委員よりなる長谷川文庫整理専門委員会（委員長藤瀬浩
司教授）が設置された。そして同年度末より，委員会の決定した分類
法と整理方針に従い整理作業が開始された。
　今回法律関係分11,624冊の整理がようやく終了したので，利用
の便に供するため目録を作成した。これらの書物のほとんどは学位
論文であるが，学長，教授への就任講演や雑誌論文の抜刷りなども
若干含まれている。時代的にみると18世紀 20冊，1800-1859年
450冊，1860-1899年　1,850冊，1900年以降が8,920冊程度
にわかれている。専門別では民法が6,015冊ともっとも多く，ついで
刑法・刑事訴訟法，商法，公法と続いている。まだ調査は充分行われ
ていないが多数の貴重な図書が含まれていることは確実である。な
お，この目録に収録された書物は，名古屋高商時代に「法律」として
区分されていたもので，法律関係の論文が当時の他の分類に混入
している可能性があるので今後若干の追加がでてくると思われる。
　現在整理作業は人文科学を対象に進行中なので，分類大項目の
整理が終了するごとに目録を作成し利用の便に供したいと考えてい
る。 昭和57年1月30日

名古屋大学附属図書館長
横越　英一

１．本リストは，長谷川時計舗寄贈の18世紀より今世紀初頭に亘るドイツ学位論文を中心とする
　　法律関係図書11,624冊を収録したものである。

２．記入は，個人の著者は著者名から，団体及び著者名不明の場合は，書名から記入した。
　　記入順は下記の通りである。
　　　1　著者　　２　書名　　３　出版地　　４　出版年　　５　注記

３．文献は，分類配列し，同一分類内においては，著者名のアルファベット順に配列した。

４．分類は長谷川文庫分類法によった。
　　法律関係は，下記の通りである。
　　　１　法一般　　１A　法哲学　　１B　法制史　　１Ｃ　公法　　１Ｄ　民法　　１Ｅ　商法
　　　１Ｆ　刑法・刑事訴訟法　　１Ｇ　民事訴訟法・裁判所構成法，破産法　　１Ｈ　国際法
　　　１Ｘ　諸法

５．符号
　　（　　　　）　叢書名は，これを（　　　）内に示した。
　　分類記号の下にdissertationはd，habilitationはh,を付した。

長谷川文庫冊子体目録の凡例等について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ここでは，／を使用した下位分類は省略して示す】

４　（ヨーロッパ）全般
　４－０　歴史一般　　４－１　中世一般
　４－１／a　フランク王国（ドイツ圏を除く）　　４－１／b　十字軍
　４A　古代ギリシア
　４Ｂ　古代ローマ
　４Ｃ　イギリス
　　４Ｃ－０　イギリス一般　　４Ｃ－１　イギリス中世　　４Ｃ－２　イギリス近世
　　４Ｃ－３　イギリス近代
　４Ｄ　ドイツ中欧（ポーランド，ハンガリー，チェコ）
　　４Ｄ－０　ドイツ中欧一般　　４Ｄ－１　ドイツ中欧中世
　　４Ｄ－２　ドイツ中欧近世　　４Ｄ－３　ドイツ中欧近代
　４Ｅ　フランス・ベネルクス
　　４Ｅ－０　フランス・ベネルクス一般　　４Ｅ－１　フランス・ベネルクス中世
　　４Ｅ－２　フランス・ベネルクス近世　　４Ｅ－３　フランス・ベネルクス近代
　４Ｆ　スペイン・ポルトガル
　　４Ｆ－０　スペイン・ポルトガル一般　　４Ｆ－１　スペイン・ポルトガル中世
　　４Ｆ－２　スペイン・ポルトガル近世　　４Ｆ－３　スペイン・ポルトガル近代
　４Ｇ　イタリア
　　４Ｇ－０　イタリア一般　　４Ｇ－１　イタリア中世
　　４Ｇ－２　イタリア近世　　４Ｇ－３　イタリア近代
　４Ｈ　ロシア（スウエーデン，ノルウエー，デンマーク，アイスランド，ギリシア，
　　　　　ルーマニア，ユーゴスラビア含む）
　　４Ｈ－０　ロシア一般　　４Ｈ－１　ロシア中世　　４Ｈ－２　ロシア近世
　　４Ｈ－３　ロシア近代
　４Ｉ　アフリカ，中近東
　　４Ｉ－０　アフリカ，中近東一般　　４Ｉ－１　アフリカ，中近東中世
　　４Ｉ－２　アフリカ，中近東近世，近代
　４Ｊ　南北アメリカ
　　４Ｊ－０　南北アメリカ一般　　４Ｊ－１　南北アメリカ中世
　　４Ｊ－２　南北アメリカ近世　　４Ｊ－３　南北アメリカ近代
　４Ｋ　アジア
　　４Ｋ－０　アジア一般　　４Ｋ－１　アジア中世
　　４Ｋ－２　アジア近世，近代
　４Ｘ　その他（考古学）

　長谷川文庫は，大正13年に長谷川時計舗主長谷川与吉氏から，
名古屋高等商業学校（昭和24年名古屋大学に包摂）に寄贈され
たもので，ドイツの学位論文を中心とした約8万冊に及ぶ論文集成
である。名古屋大学では昭和55年に図書館長のもとに学部，教養
部各1名の委員よりなる長谷川文庫整理委員会（委員長　藤瀬浩司
教授）を設置し，鋭意整理作業を進めている。すでに法律関係分
11,624冊および政治学・経済学関係分の903冊の整理が済み，
目録が作成されているが，この度歴史学関係分の4583冊の整理
が終了したので簡易目録を作成し利用の便に供することにした。
　歴史学関係分には，ドイツ歴史学の長い伝統にもとづいて，数多く
の貴重な論文が含められている。17，18世紀の学位論文も数十冊
発見された。特徴的なのは，中世史に関する論文がかなりの割合を
占めていることである。また，ドイツについては，各地域の歴史に関す
る個別実証研究が極めて多く，それらのほとんどは，現在の歴史学
研究においても利用価値のきわめて高いものといえよう。
　長谷川文庫の整理は，「哲学」，「教育」，「言語」，「文学」および
「芸術」についてはほぼ分類作業を終え，目下目録作成に移行しつ
つあり，また，自然科学系においても「医学」，「農学」はすでに分類
作業に着手している。各項目の整理作業の終了次第，可能ならば簡
易目録を作成し利用の便に供したいと考えている。
　　　　　　　　　　　　　　　昭和59年4月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柘植　利之

１．本リストは，長谷川時計舗寄贈の18世紀初頭に亘るドイツ学位論文を中心とする歴史学関係
　　図書4,583冊を収録したものである。

２．記入は，個人の著者は，著者名から，団体及び著者名不明の場合は，書名から記入した。
　　　1　著者　　２　書名　　３　出版地　　４　出版年　　５　注記
　　　但し，学位論文は，３出版地を省略し，注記に提出先の大学名等をあげた。

３．文献は，分類配列し，同一分類内においては，著者名のアルファベット順に配列し，一連の登録
　　番号（H○○○○○）を与えた。（但し，その後，新たに見出された500冊弱の文献については，
　　別に，引き続きの登録番号H○○○○○を与え，各分類下に混排したので，番号は必ずしも連
　　続していない。）

４．分類は，長谷川文庫分類法によった。
　　歴史は，下記のとおりである。
　　　４－０　歴史一般，　　４－１　中世一般，　　４A　古代ギリシア，　　４Ｂ　古代ローマ，
　　　４Ｃ　イギリス，　　４Ｄ　ドイツ中欧，　　４Ｅ　フランス・ベネルクス，
　　　４Ｆ　スペイン・ポルトガル，　　４Ｇ　イタリア，　　４Ｈ　ロシア，　　４Ｉ　アフリカ，　　４Ｊ　アメリカ，
　　　４Ｋ　アジア，　　４Ｘ　その他。

５．符号
　　（　　　　）　叢書名は，これを（　　　）内に示した。
　　分類記号の下にdissertationはd，habilitationはhを付した。

3 歴史学関係
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4 哲学関係

　長谷川文庫は，大正13年に長谷川時計舗主長谷川与吉氏から，
名古屋高等商業学校（昭和24年名古屋大学に包摂）に寄贈され
たもので，ドイツの学位論文を中心とした約8万冊に及ぶ論文集成
である。名古屋大学では昭和55年に附属図書館長の下に各学部，
教養部それぞれ1名の委員よりなる長谷川文庫整理委員会（委員
長　藤瀬浩司教授）を設置し，その整理作業を進めてきた。すでに，
法律関係分11,624冊，政治・商業・経済学関係分903冊，歴史学
関係分4,583冊の整理が完了し，目録が作成されているが，このた
び哲学関係分1,492冊，言語学974冊，文学関係1,776冊，芸術
関係555冊 計4,797冊の整理が終了したので，「哲学」「言語学・
文学・芸術」の2分冊に分けて簡易目録を作成し，利用の便に供す
ることとした。
　哲学論文中約半分を占める哲学史では，ドイツ観念論のみならず，
フランスの実証哲学，アンシクロペディスト，イギリスとくにスコットラン
ド啓蒙学派の思想家をとり上げた論文が少なからず存在し，又，言
語学，文学においても，ドイツ語学あるいは独文学に関する論文に比
して，フランスや英米文学にテーマを求めたものがその倍以上の量
に上っているなど興味深い特長を有している。
　人文・社会科学系で残る「教育」部門もすでに分類作業に着手し
ており，自然科学系においても医学，化学，数学をはじめとして，大半
の部門で粗分類作業を終了した。「教育」については，できれば，60
年度に簡易目録を作成し，利用の便に供したいと考えている。
　　　　　　　　　　　　　　　昭和60年3月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柘植　利之

１．本リストは，長谷川時計舗寄贈の，19世紀初頭から20世紀の20年代にわたるドイツ学位論文
　　を中心とする哲学関係図書1,492冊を収録したものである。

２．記入は個人著者は，著者名から，団体および著者名不詳の場合は書名から記入した。記入順
　　は下記のとおりである。
　　　1　著者　　２　書名　　３　出版地　　４　出版年　　５　注記
　　学位論文，教授資格論文および教授就任論文はその旨注記に示し，提出先の大学名を地名
　　記入の下にあげた。
　　学校報告（Schulnachrichten　）をWith　注記で示した。

３．文献の配列は，分類順配列とし，同一分類内の二次配列を著者名配列とした。

４．請求記号は，1段目分類記号，2段目著者名の頭字から成り，学位論文（Dissertation　），
　　就任論文（Inaugural Dissertation　）の場合は，3段目に"d"を，資格論文（Habilitation　）
　　の場合は，"h"を付与した。　このほかに，登録番号としてHから始まる一連番号（歴史学から
　　つずく）を与えてある。

５．　分類は，長谷川文庫分類法による。　収録分野の分類コードについては，「目次」を参照された
　　い。

５　哲学
　５A-1　哲学一般　　５Ａ-2-1　哲学各論（論理学）
　　５Ａ-2-2　哲学各論（美学）
　５Ｂ　西洋哲学史
　　5B-0　哲学史一般・通史　　5B-1　古代（4Ｃまで）
　　5B-2　中世（14Cまで　キリスト教を含む）
　　5B-3-1　近世初期（16Cまで　各国）
　　5B-3-2　イギリス哲学（19Cまで）
　　5B-3-3　フランス哲学・大陸哲学（17C～19C）
　　5B-3-4　ドイツ哲学（18C）　　5B-3-5　ドイツ哲学（19C）
　　5B-4　現代（20Ｃ）
　５Ｃ　心理学
　　5C-1　理論一般　　5C-1-1　感覚・知覚
　　5C-1-2　記憶・学習・認識・思考　　5C-1-4　発達心理学
　　5C-1-5　その他（異常心理学・応用心理学・法心理・労働心理・…）
　　5C-2　心理学史
　５Ｄ　倫理学
　　5D-1　理論一般　　5D-2　倫理学史
　５Ｅ　宗教学
　　5E-0　宗教一般　　5E-0-1　神話その他
　　5E-0-2　キリスト教以外の宗教　　5E-1　キリスト教一般
　　5E-2　キリスト教史　　5E-2-1　古代　　5E-2-2　中世
　　5E-2-3　近世　　5E-2-4　近代　　5E-3　聖書その他
　　5E-4　教会他

5
言語学・文学・
芸術関係

　長谷川文庫は，大正13年に長谷川時計舗主長谷川与吉氏から，
名古屋高等商業学校（昭和24年名古屋大学に包摂）に寄贈され
たもので，ドイツの学位論文を中心とした約8万冊に及ぶ論文集成
である。名古屋大学では昭和55年に附属図書館長の下に各学部，
教養部それぞれ1名の委員よりなる長谷川文庫整理委員会（委員
長　藤瀬浩司教授）を設置し，その整理作業を進めてきた。すでに，
法律関係分11,624冊，政治・商業・経済学関係分903冊，歴史学
関係分4,583冊の整理が完了し，目録が作成されているが，このた
び哲学関係分1,492冊，言語学974冊，文学関係1,776冊，芸術
関係555冊 計4,797冊の整理が終了したので，「哲学」「言語学・
文学・芸術」の2分冊に分けて簡易目録を作成し，利用の便に供す
ることとした。
　哲学論文中約半分を占める哲学史では，ドイツ観念論のみならず，
フランスの実証哲学，アンシクロペディスト，イギリスとくにスコットラン
ド啓蒙学派の思想家をとり上げた論文が少なからず存在し，又，言
語学，文学においても，ドイツ語学あるいは独文学に関する論文に比
して，フランスや英米文学にテーマを求めたものがその倍以上の量
に上っているなど興味深い特長を有している。
　人文・社会科学系で残る「教育」部門もすでに分類作業に着手し
ており，自然科学系においても医学，化学，数学をはじめとして，大半
の部門で粗分類作業を終了した。「教育」については，できれば，60
年度に簡易目録を作成し，利用の便に供したいと考えている。
　　　　　　　　　　　　　　　昭和60年3月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柘植　利之

１．本リストは，長谷川時計舗寄贈の，19世紀初頭から20世紀の20年代にわたるドイツ学位論文
　　を中心とする哲学関係図書1,492冊を収録したものである。

２．記入は個人著者は，著者名から，団体および著者名不詳の場合は書名から記入した。記入順
　　は下記のとおりである。
　　　1　著者　　２　書名　　３　出版地　　４　出版年　　５　注記
　　学位論文，教授資格論文および教授就任論文はその旨注記に示し，提出先の大学名を地名
　　記入の下にあげた。
　　学校報告（Schulnachrichten　）をWith　注記で示した。

３．文献の配列は，分類順配列とし，同一分類内の二次配列を著者名配列とした。

４．請求記号は，1段目分類記号，2段目著者名の頭字から成り，学位論文（Dissertation　），
　　就任論文（Inaugural Dissertation　）の場合は，3段目に"d"を，資格論文（Habilitation　）
　　の場合は，"h"を付与した。　このほかに，登録番号としてHから始まる一連番号（歴史学から
　　つずく）を与えてある。

５．　分類は，長谷川文庫分類法による。　収録分野の分類コードについては，「目次」を参照された
　　い。

７　言語学
　7A-0　語学総記
　　7A-1　音韻学・一般言語学・言語理論・比較言語学・比較文法
　　7A-2　インド・ヨーロッパ（ゲルマン語）学　　7A-3　ロマンス語学
　７Ｂ　古典語
　７Ｃ　英語
　　7C-1　古代　　7C-2　中世　　7C-3　近代　　7C-4　その他
　７Ｄ　ドイツ語
　　7D-1　古高ドイツ語（AHD 11Cまで）
 　 7D-2　中高ドイツ語（MHD 15Cまで）
　  7D-3　新高ドイツ語（NHD 16Cまで）
　　7D-4　方言研究　　7D-5　その他
　７Ｅ　フランス語・プロヴァンス語
　　7E-1　フランス語一般（通時研究，近代も含む）
　　7E-2　古代・中世　フランス語
　　7E-3　中世フランス語のアングロ・ノルマン方言
　　7E-4　ルネサンス期　フランス語　　7E-5　方言研究
　　7E-6　プロヴァンス（南仏）語
　７Ｆ　ポルトガル語・その他のロマンス語
　　7F-1　ポルトガル語・スペイン語　　7F-2　イタリア語
　　7F-3　ルーマニア語
　７Ｘ　その他の言語



No. 区分 まえがき／序 凡例 その他 / 目次
８　文学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ここでは，／を使用した下位分類は省略して示す】

　8A-0　文学総記
　　8A-1　古典文学（ギリシア・ラテン）一般
　　8A-2　ギリシア文学　　8A-3　ラテン文学　　8A-4　中世ラテン文学
　８Ｂ　英米文学
　　8B-1　古代・中世（通史を含む）　　8B-2　シエークスピア
　　8B-3　シエークスピア以外の戯曲　　8B-4　詩
　　8B-5　散文・小説　　8B-6　アメリカ文学
　８Ｃ　ドイツ文学
　　8C-1　文芸学一般　　8C-2　古代・中世（ルネサンス・バロック）
　　8C-3　16世紀　　8C-4　17世紀　　8C-5　18世紀
　　8C-5-1　ゲーテ　　8C-5-2　シラー　　8C-6　19～20世紀
　８Ｄ　フランス文学
　　8D-1　文芸学一般　　8D-1-1　詩法
　　8D-1-2　文学一般，文学史，比較文学論　　8D-1-3　文体論
　　8D-2　古代・中世・ルネサンス文学　　8D-2-1　武勲詩
　　8D-2-2　Mystère, Passion, Miracle　　8D-2-3　中世ロマンス
　　8D-2-4　Jean Bodel　　8D-2-5　Fabliaux　　8D-2-6　その他
　　8D-3　16世紀文学　　8D-4　17世紀文学　　8D-5　18世紀文学
　　8D-6　19世紀　　8D-7　プロヴァンス（南仏）文学
　　8D-7-1　中世　　8D-7-2　近代
　８Ｅ　スペイン・ポルトガル文学
　８Ｆ　イタリア文学
　８Ｇ　ロシア文学
　８Ｘ　その他（オランダ，ペルシア，北欧，東欧，ヘブライ，インド等）

９　芸術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ここでは，一部文言を省略して示す】

　９Ａ　美学及び芸術理論
　９Ｂ　彫刻
　９Ｃ　絵画
　　9C-1　絵画一般　　9C-2　絵画史
　　9C-2-1　古代（先史，オリエント，ギリシア・ローマ）
　　9C-2-2　中世（ビザンチン，カロリング・ルネサンス，ロマネスク，ゴシック）
　　9C-2-3　ルネサンス，マニエリスム（15～16C）
　　9C-2-4　ドイツ・ルネサンス（17C）　　9C-2-5　17世紀オランダ
　　9C-2-6　バロック，ロココ（17～18C）
　　9C-2-7　古典主義，ロマン主義（18～19C）
　　9C-2-8　自然主義，印象主義（19～20C）
　　9C-3　絵画材料，技法　　9C-4　挿絵，風刺画
　９Ｄ　建築
　　9D-1　建築一般　　9D-2　建築芸術史
　　9D-2-1　古代（先史，オリエント，ギリシア・ローマ）
　　9D-2-2　中世前期（初期キリスト教，ビザンチン，カロリング・ルネサンス）
　　9D-2-3　中世中期（ロマネスク　11～12C）
　　9D-2-4　中世後期（ゴシック　12～16C）
　　9D-2-5　ルネサンス，マニエリスム（15～16C）
　　9D-2-6　バロック，ロココ（17～18C）
　　9D-2-7　ロマン主義，新古典主義，歴史主義（19C）
　　9D-2-8　20世紀　　9D-3　各種の建築，建築意匠，装飾
　　9D-4　その他
　９Ｅ　工芸
　９Ｆ　音楽
　９Ｘ　その他
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No. 区分 まえがき／序 凡例 その他 / 目次

　長谷川文庫は、大正13年に、長谷川時計舗主長谷川与吉氏から、
名古屋高等商業学校（昭和24年名古屋大学に包摂）に寄贈され
たもので、ドイツの学位論文を中心とした約8万冊に及ぶ論文集成
である。名古屋大学では、昭和55年に附属図書館長のもとに、各学
部、教養部それぞれ1名の委員よりなる長谷川文庫整理委員会（委
員長・藤瀬浩司教授）を設置し、その整理作業を進めてきた。すで
に、法律関係分11,624冊、政治・商業・経済学関係分903冊、歴史
学関係分4,583冊、哲学関係分1,492冊、言語学関係分974冊、
文学関係分1,776冊、芸術関係分555冊の整理が完了し、目録が
作成されているが、このたび教育関係分8,502冊の整理が終了し
たので、その簡易目録を作成し、利用の便に供することにした。
　教育関係の書物の大半は、19世紀初頭から20世紀初頭にかけて
のギムナジウム、レアル・ギムナジウム等の代表的中等教育機関の年
次報告書、研究紀要及び学位論文抜刷等である。またこれらの文
献・論文の他、若干の研究著書が含まれている。これらは、近代ドイ
ツ教育史、とりわけ19世紀ドイツ中等教育史の実証的研究にとっ
て、貴重な資料となりうるものと考えられる。
　　　　　　　　　　　　　　　昭和62年5月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長　　柘植利之

１．本リストは，長谷川時計舗寄贈の，19世紀初頭から20世紀の20年代にわたるドイツ学位論
　　文、学校年報等を中心とする教育学関係図書8,502冊を収録したものである。

２．記入は個人著者は，著者名から，著者不詳の場合書名から記入した。団体名は、学校名の場
　　合、所在地名、名称の順に記入した。分類の６Ｃ　教育史、６Ｅー３　大学史の大半および６Ｙ　学
　　校年報のすべてを、学校名のもとに記入した。記入順は下記のとおりである。
　　　1．著者（団体名）　　２．書名　　３．出版地　　４．出版年　　５．注記
　　学位論文、教授資格論文および教授就任論文はその旨注記に示し、提出先の大学名を地名
　　記入の下にあげた。
　　学校報告（Schulnachrichten　）をWith　注記で示した。

３．文献の配列は、分類順配列とし、同一分類内の二次配列を著者名配列とした。

４．請求記号は、1段目分類記号、2段目著者名の頭字から成り、学位論文（Dissertation　）、
　　就任論文（Inaugural Dissertation　）の場合は、3段目に"d"を、資格論文（Habilitation）
　　の場合は、"h"を付与した。　このほかに、登録番号としてHから始まる一連番号（言語学・文学・
　　芸術からつずく）を与えてある。

５．　分類は、長谷川文庫分類法による。　収録分野の分類コードについては、「目次」を参照された
　　い。

６　教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ここでは、一部分類（年報詳細）・文言を省略して示す】

　６Ａ　教育思想
　　6A-1　教育哲学・教育思想史　　6A-1-1　近代以前
　　6A-1-2　１８世紀以後　　6A-1-3　個人伝記　　6A-2　教育社会学
　　6A-3　教育心理学　　6A-4　各種教育論類型
　６Ｂ　教育内容・教育方法
　　6B-0　学習指導一般・学校論・教科書論
　　6B-1　学習指導要領・カリキュラム・教育計画　　6B-2　語学教育
　　6B-2-0　言語教育一般　　6B-2-1　国語教育（ドイツ語）・正書法
　　6B-2-2　外国語教育一般　　6B-2-3　古典語（ギリシャ・ラテン）
　　6B-2-4　フランス語　　6B-2-5　英語　　6B-2-6　その他の語学
　　6B-2-7　ドイツ以外の国における語学教育
　　6B-3　道徳・宗教・哲学教育　　6B-4　文学・演劇教育
　　6B-5　歴史教育　　6B-6　地理教育　　6B-7　自然科学教育
　　6B-8　音楽・絵画・情操教育　　6B-9　保健・体育・生活指導・職業教育
　６Ｃ　教育政策・教育制度・教育改革
　　6C-1　教育政策・制度一般　6C-2　初等教育制度および制度史
　　6C-3　中等教育制度および制度史
　　6C-3-1　Lateinschule・Musterschule・Fursterschule
　　6C-3-2　Gymnasium・Progymnasium
　　6C-3-3　Realschule・Hochere Burgerschule・Gewerbeschule
　　6C-3-4　Realgymnasium・Realprogymnasium
　　6C-4　その他学校教育制度および制度史
　　6C-5　教員養成・教員の身分、状態、義務、研修・教員団体
　　6C-6　その他（学会・協会等）

　６Ｄ　学校経営・管理・保健
　　6D-1　学校行事・儀式・訓話、演説　　6D-2　学校経営・学校管理
　　6D-3　遠足・旅行　　6D-4　学校施設
　　6D-5　同窓会・父兄の講演会・その他外郭団体
　６Ｅ　大学・高等教育
　　6E-1　大学論・総論　　6E-2　管理・運営（就・退任演説も含む）
　　6E-3　大学史　　6E-4　カリキュラム・教授法　　6E-5　学生問題
　　6E-6　専門大学・特殊各種大学
　６Ｆ　幼児教育
　　6F-1　幼児教育論　　6F-2　幼稚園関係
　６Ｇ　特殊教育・障害児教育・福祉教育
　６Ｈ　社会教育
　　6H-1　社会教育政策・制度　　6H-2　青少年教育
　　6H-3　成人教育・婦人教育　　6H-4　家庭教育
　６Ｉ　図書館・出版関係
　　6I-1　図書館目録　　6I-2　図書館論・歴史
　６Ｘ　主題関係のその他（年報外で６Ａ－６Ｉに入らないもの）
　　6X-1　統計　　6X-2　名簿　　6X-3　その他
　６Ｙ　学校年報等
　６Ｚ　年報以外の一般雑誌

6 教育学関係



No. 区分 まえがき／序 凡例 その他 / 目次
　長谷川文庫は、大正13年、長谷川時計舗主長谷川与吉氏から名
古屋高等商業学校（昭和24年名古屋大学に包摂）に寄贈されたも
ので、19世紀におけるドイツの学位論文を中心とした約8万冊に及
ぶ論文集成である。この文庫は人文・社会科学系では前世紀ドイツ
の学術・文化・教育事情に関する貴重な文献であり、自然科学系に
ついても科学史的に価値ある諸資料のコレクションである。名古屋
大学では、昭和54年に同文庫の予備的な整理作業を始め、よく昭
和55年長谷川文庫整理委員会（委員長は経済学部・藤瀬浩司教
授）を設置し、本格的な整理を開始して今日に到っている。その間、
まず昭和57年法律関係分11,624冊の冊子目録を刊行し、次い
で、政治・経済学903冊、歴史学4,583冊、哲学1,492冊、言語学
974冊、文学1,776冊及び芸術555冊の整理を完了して冊子目録
を刊行、更に昭和62年5月には、教育学関係分8,502冊の整理を
終了して、その簡易目録を作成、利用の便に供した。
　ほぼ10年間にわたっての並々ならぬ整理作業中、誤分類により他
部門に混入していたもの890冊、破損本として整理対象外となって
いたものから復元した242冊、計1,132冊について、それらを今回
補遺版として収録することとした。収録される各分野の冊数は、法律
260冊、政治・経済学237冊、歴史学359冊、哲学88冊、教育学
74冊、言語学35冊、文学61冊、芸術18冊である。これによって確
定した、人文・社会科学系の冊数は、次の通り、総計31,541冊であ
る。

１．本リストは、1987年までに作成された人文・社会科学各部門のリストの補遺版として、該当
　　文献計1,132冊を収録したものである。

２．補遺版収録冊数の分野別内訳及び、人文・社会系各分野の最終整理冊数は序文に示した
　　とおりである。

３．記入は、個人著者は、著者名から、著者不詳の場合書名から記入した。団体名は、所在地、
　　名称の順に記入した。記入順は下記のとおりである。
　　　1．著者（団体名）　　２．書名　　３．出版地　　４．出版年　　５．注記
　　学位論文、教授資格論文及び教授就任論文はその旨注記に示し、提出先の大学名を地名
　　記入のもとにあげた。

４．文献の配列は、分類順配列とし、同一分類内の二次配列を著者名配列とした。

５．分類法、請求記号の構成は各本版の場合と同じである。
　　収録各分野の分類コードの詳細については本版目次を参照されたい。

１　法律
２　政治・国家・外交史
３　経済学
４　歴史
５　哲学
６　教育学
７　言語学
８　文学
９　芸術

　　　法律学　　11,884冊　　　　　政治・経済学　　1,140冊
　　　歴史学　　  4,942冊　　　　　哲学　　　　　　　　　1,580冊
　　　言語学　　  1,009冊　　　　　文学　　　　　　　　　1,837冊
　　　芸術　　　　   　 573冊　　　　　教育学　　　　　　　8,576冊
　本補遺版の刊行によって、長谷川文庫の人文・社会科学系に関す
る整理作業は完成することとなり、現在、中性紙保護材料を用いて
保存梱包中である。残りの自然科学系資料50,420冊については、
目下、タイトル・ペイジのマイクロフィッシュ化等の方法による検索手
段の作成を検討・準備中である。ここに、人文・社会科学系の目録作
業を完了するに当たって、藤瀬委員長を始め歴代の各委員、図書館
各位のご協力、ご努力に対して、心からの謝意を表するものである。
　あわせて、本文庫の整理にご努力いただき、本年3月31日限りで
定年退官される附属図書館専門員川原和子氏への謝辞としたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和63年3月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柘植利之
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人文・社会科学
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No. 区分 まえがき／序 凡例 その他 / 目次

8
自然系
第一分冊
物理・数学

　長谷川文庫の整理は、昭和54年度に着手して以来、昨年3月まで
に人文社会系31,541冊について、各部門別の簡易冊子目録７冊
を刊行してまいりましたが、このたび、自然系の第一回分として、物理
及び数学の部門の整理を終え、簡易の冊子目録を刊行するはこび
となりました。
　自然系資料の約5万冊については、整理の迅速化をはかるため、
パソコンを使用し、できるだけ簡略な記録とするようにつとめ、その結
果をリストに出力するという方法をとりました。
　各事項が簡略なため、不十分な点もあるとは思いますが、とりあえ
ずの検索手段として、ご利用いただければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成元年5月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤隆夫

１．この目録は、長谷川文庫（自然系）のうち、物理と数学の部門を収録したものである。その内訳
　　は次のとおりである。
　　　１０　物理　　　　　　　　　　　　　　2,780　　　　　　　　　　　　　　　１１　数学　　　　　　　　　 2,419
　　　　10A　理論物理　　　　　　　　　 　 73　　　　　　　　　　　　　　　　11A　代数　　　　　　　　　431
　　　　10B　力学　　　　　　　　　　　　　 267　　　　　　　　　　　　　　　　11B　解析　　　　　　　　　814
　　　　10C　物性及び音　　　　　　　 310　　　　　　　　　　　　　　　　11C　幾何　　　　　　　　　652
　　　　10D　光学及び熱学　　　　　 822　　　　　　　　　　　　　　　　11X　その他　　　　　　　 522冊
　　　　10E　電磁気　　　　　　　　  　　 952
　　　　10F　原子物理学　　　　　　　　183
　　　　10X　その他　　　　　　　　　　　　173冊

２．配列は著者名のアルファベット順とし、各記入は以下の６項目について、できるだけ簡略に記録
　　した。なお、発音符号（ウムラウト、アクサン等）は省略し、また推定した事項は[　　]で包んだ。
(1)著者名
　　　　標題紙の記載に基づき、「姓、名」の形に倒置し、不明の場合は[unbekannt]とした。
(2)書名
　　　　48文字で打切りとした。標題紙破損等のため代替書名を使用した場合は、これを[　　]で
　　包んだ。
(3)出版地、出版年
　　　　不明の場合は[？]とした。
(4)分類
(5)論文種別
　　　　Dissertation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  d
　　　　Habilitationsschrift　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  h
　　　　Abhandlung zur Erlangung des Magistergrades　　　　　m
(6)登録番号

１０　物理
　10A　理論物理
　10B　力学
　10C　物性及び音
　10D　光学及び熱学
　10E　電磁気
　10F　原子物理学
　10X　その他
１１　数学
　11A　代数
　11B　解析
　11C　幾何
　11X　その他

9
自然系
第二分冊
化学

　長谷川文庫の自然系目録第一分冊を昨年5月に刊行して以降、引
き続きその整理作業を進めてまいりましたが、このほど更に化学の
部門を第二分冊として送り出すことになりました。
　長谷川文庫の資料が集中する19世紀後半から20世紀初頭にか
けてのドイツでは、合成染料の製造を中心に化学工業がめざましい
発展を遂げており、それに対応する学術研究の方面においても、数
多くの優れた業績が生み出されたわけであります。この第二分冊の
目録の大半が、有機化学分野の学位論文で占められていることは、
このような事情の一端を示すものと思われます。
　本目録がこれらの貴重な文献を検索する手がかりとして、役立つこ
とを期待するものであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年2月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤隆夫

１．この目録は、長谷川文庫（自然系）のうち、化学の部門を収録したものである。その内訳は次の
　　とおりである。
　　　１２　化学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,301冊
　　　　　１２A　化学一般・分析化学　　　　 305
　　　　　１２B　物理化学　　　　　　　　　　 　　　922
　　　　　１２C　無機化学　　　　　　　　　　　　　 760
　　　　　１２D　有機化学　　　　　　　　　　　 4,205
　　　　　１２X　その他　　　　　　　　　　　　　　　　109

２．配列は著者名のアルファベット順とし、各記入は以下の６項目について、できるだけ簡略に記録
　　した。なお、発音符号（ウムラウト、アクサン等）は省略し、また推定した事項は[　　]で包んだ。
(1)著者名
　　　　標題紙の記載に基づき、「姓、名」の形に倒置し、不明の場合は[unbekannt]とした。
(2)書名
　　　　48文字で打切りとした。標題紙破損等のため代替書名を使用した場合は、これを[　　]で
　　包んだ。
(3)出版地、出版年
　　　　不明の場合は[？]とした。
(4)分類
(5)論文種別
　　　　Dissertation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  d
　　　　Habilitationsschrift　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  h
　　　　Abhandlung zur Erlangung des Magistergrades　　　　　m
(6)登録番号

１２　化学
　１２A　化学一般・分析化学
　１２B　物理化学
　１２C　無機化学
　１２D　有機化学
　１２X　その他



No. 区分 まえがき／序 凡例 その他 / 目次

　長谷川文庫の自然系資料のうち、生物、地理、地学、農業及び工業
の5部門について、ここに第三冊目の簡易目録を刊行いたします。
　この第三分冊には、19世紀後半に発達する生物の細胞、形態、進
化等の諸分野の研究をはじめとして、内外の動植物誌、地誌、鉱物
誌、天文・気象学から、アフリカ大陸、南北極等の探検記録、あるい
は飼料と乳量の関係や都市下水道の構造に関する学位論文に至る
まで、多様な学術論文が含まれており、今日でも甚だ興味をそそるも
のがあります。
　本目録がこれら分野の研究のために、何がしかの寄与を果たすこ
とができれば幸いに思うものであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年5月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤隆夫

１．この目録は、長谷川文庫（自然系）のうち、生物、地理、地学、農業及び工業の部門　6,433冊
を収録したものである。その内訳は次のとおりである。
　　　１３　生物　　　　　　　　　　　　1,445冊　　　　　　　　　　　１６　農業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 677
　　　　　１３A　動物　　　　　　　　　　 648　　　　　　　　　　　　　　　１６A　農業経済・農業史　　　　　　 15
　　　　　１３B　植物　　　　　　　　　　 541　　　　　　　　　　　　　　　１６B　農業技術　　　　　　　　　　　　583
　　　　　１３C　生化学　　　　　　　　 192　　　　　　　　　　　　　　　１６X　その他　　　　　　　　　　　　　　　 79
　　　　　１３X　その他　　　　　　　　　  64　　　　　　　　　　　　　１７　工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4４9
　　　１４　地理　　　　　　　　　　　　　　671　　　　　　　　　　　　　　　１７A　工業経済・工業史　　　　　　 25
　　　　　１４A　地理一般　　　　　　　191　　　　　　　　　　　　　　　１７B　工業技術　　　　　　　　　　　 306
　　　　　１４B　ヨーロッパ　　　　　　352　　　　　　　　　　　　　　　 １７C　その他　　　　　　　　　　　　　 118
　　　　　１４C　アメリカ　　　　　　　　　 36
　　　　　１４X　その他の地域　　　　 92
　　　１５　地学　　　　　　　　　　　　3,191
　　　　　１５A　地質学　　　　　　　　 745
　　　　　１５B　鉱物学　　　　　　　　 410
　　　　　１５C　気象学　　　　　　　　 892
　　　　　１５D　天文学　　　　　　　　 670
　　　　　１５X　その他　　　　　　　　　474

１３　生物
　１３A　動物
　１３Ｂ　植物
　１３Ｃ　生化学
　１３Ｘ　その他
１４　地理
　１４Ａ　地理一般
　１４Ｂ　ヨーロッパ
　１４Ｃ　アメリカ
　１４Ｘ　その他
１５　地学
　１５Ａ　地質学
　１５Ｂ　鉱物学
　１５Ｃ　気象学
　１５Ｄ　天文学
　１５Ｘ　その他
１６　農業
　１６Ａ　農業経済・農業史

２．配列は著者名のアルファベット順とし、各記入は以下の６項目について、できるだけ簡略に記録
　　した。なお、発音符号（ウムラウト、アクサン等）は省略し、また推定した事項は[　　]で包んだ。
(1)著者名
　　　　標題紙の記載に基づき、「姓、名」の形に倒置し、不明の場合は[unbekannt]とした。
(2)書名
　　　　48文字で打切りとした。標題紙破損等のため代替書名を使用した場合は、これを[　　]で
　　包んだ。
(3)出版地、出版年
　　　　不明の場合は[？]とした。
(4)分類
(5)論文種別
　　　　Dissertation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  d
　　　　Habilitationsschrift　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  h
　　　　Abhandlung zur Erlangung des Magistergrades　　　　　m
(6)登録番号

　１６Ｂ　農業技術
　１６Ｘ　その他
１７　工業
　１７Ａ　工業経済・工業史
　１７Ｂ　工業技術
　１７Ｘ　その他
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自然系
第三分冊
生物・地理・地
学・農業・工業
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11
自然系
第四分冊
医学（1）

　長谷川文庫自然系目録の第四分冊として、「医学（1）」を刊行い
たします。
　長谷川文庫に含まれる医学分野の資料は、自然系資料の三分の
二を占め、9分野にわたり 32,500冊余に上っています。今回の目
録は、このうち基礎医学、臨床医学・診断・治療、内科・精神医学・小
児科の3分野 13,440冊を収録したものです。
　19世紀の末から今世紀初頭にかけてのドイツ医学は、組織学をは
じめ、生理学、病理学、生化学、細菌学、血清学、免疫学等近代医学
の諸領域をつぎつぎと確立ないしは発展させて、世界医学界の指導
的地位にありましたから、当時の学位論文を主要な内容とする同文
庫は、まさにその歴史の証人であると言っても過言ではありません。
　それ故、本目録はこうした方面の研究にとって大きな貢献をなしうる
であろうと期待をするものであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成3年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤隆夫

１．この目録は、長谷川文庫（自然系）のうち、医学の部門の前半13,440冊を収録したものであ
　　る。その内訳は次のとおり。
　　　１８　医学
　　　　　１８Ａ　基礎医学　　　　　　　　　　　　　　　　3,335冊
　　　　　１８Ｂ　臨床医学・診断・治療　　　　　　1,283
　　　　　１８Ｃ　内科・精神医学・小児科　　　　8,822

２．配列は著者名のアルファベット順とし、各記入は以下の６項目について、できるだけ簡略に記録
　　した。なお、発音符号（ウムラウト、アクサン等）は省略し、また推定した事項は[　　]で包んだ。
(1)著者名
　　　　標題紙の記載に基づき、「姓、名」の形に倒置し、不明の場合は[unbekannt]とした。
(2)書名
　　　　48文字で打切りとした。標題紙破損等のため代替書名を使用した場合は、これを[　　]で
　　包んだ。
(3)出版地、出版年
　　　　不明の場合は[？]とした。
(4)分類
(5)論文種別
　　　　Dissertation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  d
　　　　Habilitationsschrift　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  h
　　　　Abhandlung zur Erlangung des Magistergrades　　　　　m
(6)登録番号

１８　医学
　１８Ａ　基礎医学
　１８Ｂ　臨床医学・診断・治療
　１８Ｃ　内科・精神医学・小児科

12

自然系
第五分冊
医学(2)・薬学・
その他・補遺

　長谷川文庫自然系目録の第五分冊として、「医学(2)・薬学・その
他・補遺」を刊行いたします。
　本冊には、医学部門後半の外科以降の6分野、薬学、最後の部門
である「その他」に加えて、既刊の冊子目録に収録漏れとなった、自
然系のみならず人文・社会系にまで及ぶ全分野の補遺を含め、
19,206冊を収録しました。
　長谷川文庫自然系資料の整理は、この第五分冊の刊行をもって終
了しますが、同時に、昭和54年9月、附属図書館商議員会の下に長
谷川文庫整理専門委員会を設けて開始された長谷川文庫の整理
事業が総てここに完了することになります。
　破損・重複分を除き、人文・社会系31,541冊、自然系50,145冊、
補遺434冊、総計82,120冊に上る長谷川文庫の目録は、整理の
進捗を図るため記述を簡略にし、とりわけ自然系の資料は3年半と
いう短い期間にこれを処理せざるを得なかったという事情から、その
内容等には不十分な点が多々ありますが、それらの改訂充実は他日
に期することにしたいと思っています。
　ドイツ帝国最盛期の学位論文を主体とし、現在では本国のドイツに
おいてさえ既に数少なくなっているこうした貴重なコレクションの保存
等についても、今後は力を注いでいきたいと考えております。
　この事業を終えるに当り、永年にわたり御援助御協力を戴いた関
係各位に対し心から御礼を申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成4年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潮木守一

１．この目録は、長谷川文庫医学部門の後半以降補遺までの19,206冊を収録したものである。
　　その内訳は次のとおり。
　　　１８　医学（続）
　　　　　１８Ｄ　外科・皮膚科・泌尿器科　　　　　　　10,021冊
　　　　　１８Ｅ　婦人科・産科　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
　　　　　１８Ｆ　眼科・耳鼻咽喉科　　　　　　　　　　　　　 2,342
　　　　　１８Ｇ　歯科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　14
　　　　　１８Ｈ　衛生学・公衆衛生・法医学　　　　　　　　 678
　　　　　１８Ｘ　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　694
　　　１９　薬学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
　　　２０　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　10
　　　補遺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 434

２．配列は著者名のアルファベット順とし、各記入は以下の６項目について、できるだけ簡略に記録
  した。なお、発音符号（ウムラウト、アクサン等）は省略し、また推定した事項は[　　]で包んだ。
(1)著者名
　　　　標題紙の記載に基づき、「姓、名」の形に倒置し、不明の場合は[unbekannt]とした。
(2)書名
　　　　48文字で打切りとした。標題紙破損等のため代替書名を使用した場合は、これを[　　]で
  包んだ。
(3)出版地、出版年
　　　　不明の場合は[？]とした。
(4)分類
(5)論文種別
　　　　Dissertation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  d
　　　　Habilitationsschrift　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  h
　　　　Abhandlung zur Erlangung des Magistergrades　　　　　m
(6)登録番号

１８　医学（続）
　１８Ｄ　外科・皮膚科・泌尿器科
　１８Ｅ　婦人科・産科
　１８Ｆ　眼科・耳鼻咽喉科
　１８Ｇ　歯科
　１８Ｈ　衛生学・公衆衛生・法医学
　１８Ｘ　その他
１９　薬学
２０　その他
補遺
長谷川文庫分類表
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