
表2．「出版物取締通知（昭15年7月10日付）による対象図書リスト」 (参考） 図書目録上での表記

「〇印分昭和十五年八月」（欄外に墨書書込） ①市移管当初（昭16） ②可兒寄贈（昭14） ③④和漢増加（昭15・17）

書名 著者名 分類 番号 進行番号

〇 世界大思想全集 神田豊穂 〇三〇 三ノ一一 1 赤ペン抹消線「禁」

〇 世界大思想全集 神田豊穂 〇三〇 三ノ一三 2 赤ペン抹消線「禁」

トルキスタンへの旅 タイクマン（著） 〇三〇 七ノ二 3 ママ表記（没収）

神近市子（訳）

唯物弁証法講和 永田広志 一〇三 三六 4

唯物弁証法読本 大森義太郎 一〇三 四五 5 番号違本（103-3)表記

（現代日本文学全集）

〇 社会文学集 山本三生（編） 三〇四 一四ノ三九 6

（現代日本文学全集）

〇 プロレタリア文学集 山本三生（編） 三〇四 一四ノ五二 7

人肉の市 窪田十一 三五五 四二 8 番号違本（355-4)表記

（現代史学体系）３

〇 史的唯物論 大森義太郎 四○○ 四ノ二 9

（現代史学体系）４

〇 歴史と社会組織、歴史と経済組織 瀧川政次郎、石浜知行 四○○ 四ノ三 10

（偉人伝全集）6 11

マルクス伝 石浜知行 四五七 一七一 番号違本（457-15)表記

〇 ロシヤ読本 日本評論社 四九六 二三 12 番号違本（496-4)表記

〇 政治読本 尾崎行雄 五一〇 八 13 赤ペン抹消線（519－3） 番号違本（510-2)表記、（現所蔵）

大衆政治読本 佐々木弘雄 五一九 四五 14 （没収）

刑法読本 滝川幸辰 五二四 一八 15 番号違本（524-1)表記

〇 （大西猪之介経済学全集）9 高島佐一郎（編） 五四○ 二四ノ九 16

帝国主義論 南亮三郎

（大西猪之介経済学全集）10 高島佐一郎（編）　 五四○ 二四ノ十 17

社会主義論 南亮三郎

マルクス経済学 高畠素之 五四○ 三〇 18 番号違本（540-7)表記

カウツキー資本論解説 カール・カウツキー(著） 五四二 四 19 （没収） 黒チェック

高畠素之(訳）

マルクス資本論　第1巻第1冊 高畠素之(訳） 五四二 七ノ一 20 番号違本（542-1)表記

マルクス資本論　第1巻第2冊 高畠素之(訳） 五四二 七ノ二 21

マルクス資本論　第2巻 高畠素之(訳） 五四二 七ノ三 22 　　　　　黒チェック

マルクス資本論　第3巻上 高畠素之(訳） 五四二 七ノ四 23 　　　　　（全5冊））

マルクス資本論　第3巻下 高畠素之(訳） 五四二 七ノ五 24

（岩波文庫）一三一 河上肇(訳） 番号違本（542-2)表記

マルクス資本論　第1巻第1冊 宮川実 五四二 八ノ一 25

（岩波文庫）一三二 河上肇(訳）



マルクス資本論　第1巻第2冊 宮川実 五四二 八ノ二 26 　　　　　黒チェック

（岩波文庫）一三三 河上肇(訳） 　　　　　（全4冊）

マルクス資本論　第1巻第3冊 宮川実 五四二 八ノ三 27

（岩波文庫）一三四 河上肇(訳）

マルクス資本論　第1巻第4冊 宮川実 五四二 八ノ四 28

金の経済学 猪俣津南雄 五四三 四二 29 番号違本（543-13)表記

〇 近代英国社会主義史 大日本文明協会（編） 五七○ 二 30 ママ表記

ヴォルシェヴヰズム研究 福田徳三 五七○ 一七 31 番号違本（570-3)表記

社会問題廿五講 カール・デイ―ル(著） 五七一 六 32 （没収）

山内正瞭、伊藤久秋（訳）

日本社会運動史観 大日本文明協会（編） 五七一 八 33 （没収）

社会問題 大日本文明協会（編） 五七一 九 34 （没収）表記は「仝」

〇 英国社会主義立法 大浜信泉 五七一 十 35 ママ表記

社会問題十二講 生田長江、本間久雄 五七一 十三 36 ママ表記

マルクス主義批判者の批判 河上肇 五七一 十九 37 （没収）

マルキシズムと国家主義 高畠素之 五七一 二十 38 （没収）表記は「仝」

ソヴェト同盟の建設 プロレタリヤ科学研究所 五七一 二一 39 （没収）表記は「仝」

□三期とは何か プロレタリヤ科学研究所 五七一 二二 40 （没収）表記は「仝」

〇 社会政策と階級闘争 福田徳三 五七一 三一 41

〇 社会問題１ 小泉信三 五七一 二八ノ一 42 番号違本（571-2)表記

〇 社会問題２ 小泉信三 五七一 二八ノ二 43 番号違本（571-2)表記

社会問題各論 林癸末夫 五七一 二九 44 番号違本（571-3)表記、黒チェック

〇 社会問題講座 新潮社 五七一 二七ノ一～二七ノ一三 　45－57 番号違本（571-1)表記、黒チェック

「賃労働と資本」 カール、マルクス（著） 五七三 五 58 （没収）

労賃価格及び利潤 河上肇（訳）

マルクス、賃労働と資本 河上肇（訳） 五七三 六 59 （没収）表記は「仝」

性科学全集一～一ニ 矢口達　外 五七六 二六ノ一～二六ノ一二 　60－71

〇 両性の性欲と其差異 羽田鋭次 五七六 二九 72

〇 マルクシズムを中心として 山本勝平 五七七 二一 73 赤ペン抹消線

〇 共産主義社会主義の解剖 夏秋亀一 五七七 四六 74 赤ペン抹消線

〇 世界大思想全集30 神田豊穂 五七七 五五 75 赤ペンチェック（現所蔵）

第二貧乏物語 河上肇 五七七 五七 76 （没収）

（ダーウィン全集）Ⅱ

〇 種の起源 内山賢次 六三〇 三四ノ二 77 ママ表記

注）①市移管当初（『昭和十六年印行　久留米図書館和漢用図書分類目録（市移管当初現在）』）

　 ②可児寄贈（『久留米図書館和漢洋増加図書目録』昭14年4月3日寄贈受入） 上記リスト図書以外に「閲覧禁止」赤ペン書込→『日本地理風俗大系』（480-27）

③和漢増加（『久留米図書館和漢増加図書目録』自昭13年4月至昭15年3月） 赤ペン抹消線→『日本改造の具体案』（519-6）、『社会思想の批評的研究』(577-13）

④和漢増加（『久留米図書館和漢増加図書目録』自昭15年4月至昭17年3月） 『岐路に立つデモクラシー』（577-32）、『食糧問題の解決としての産児制限の価値』（577-39）


