
 
法政⼤学史資料集 第 1〜41 集 収録資料⼀覧 

 

第 1 集（1977 年度刊⾏） ・法政⼤学創⽴に関する資料（明治 10〜昭和 31 年） 

・東京法学校に関する資料（明治 21〜昭和 19 年） 

・ボアソナードに関する資料（明治 13〜昭和 13 年） 
 

第 2 集（1978 年度刊⾏） ・仏学会・東京仏学校（明治 20〜25 年） 

・和仏法律学校（明治 22〜36 年） 

（⼀）和仏法律学校に直接関係する資料 

（二）「法律雑誌」に⾒える資料 

（三）「明法誌叢」に⾒える資料 

（四）「法治協会雑誌」に⾒える資料 
 

第 3 集（1979 年度刊⾏） ・和仏法律学校（明治 25〜⼤正 7 年） 

（五）校友会に関する資料 

（六）同窓会、同窓実業会、実業懇話会に関する資料 

・法政⼤学に関する資料（明治 36 年〜⼤正 7 年） 
 

第 4 集（1980 年度刊⾏） ・「東京都公文書館」 

法政⼤学関係（その⼀ 明治 15〜⼤正 15 年） 
 

第 5 集（1981 年度刊⾏） ・法政⼤学学則（明治 19〜昭和 15 年） 
 

第 6 集（1982 年度刊⾏） ・国⽴公文書館、東京都公文書館（⼤正 13〜昭和 6 年） 

第 7 集（1983 年度刊⾏） ・国⽴公文書館、東京都公文書館（昭和 6〜8 年） 

第 8 集（1984 年度刊⾏） ・国⽴公文書館、東京都公文書館（昭和 9〜13 年） 

第 9 集（1985 年度刊⾏） ・国⽴公文書館、東京都公文書館（昭和 14〜18 年） 

第 10 集（1986 年度刊⾏） ・国⽴公文書館、東京都公文書館 

工学校、商学校、中学校等（昭和 2〜22 年） 
 

第 11 集（1987 年度刊⾏） ・法政⼤学清国留学生速成科（明治 37〜42 年） 



 

第 12 集（1988 年度刊⾏） ・法政騒動 特集の（１）  

第 13 集（1989 年度刊⾏） ・法政騒動 特集の（２） 

第 14 集（1990 年度刊⾏) ・法政⼤学歴代教員名簿（自明治 13 年 至昭和 18 年） 

第 15 集（1991 年度刊⾏） ・法政⼤学人物誌（１）ー役員・教員篇①―（自明治 13 年 至明治 21 年） 

第 16 集（1992 年度刊⾏） ・法政⼤学人物誌（２）ー役員・教員篇②―（自明治 22 年 至明治 36 年） 

第 17 集（1993 年度刊⾏） ・法政⼤学人物誌（３）ー役員・教員篇③―（自明治 37 年 至⼤正 8 年） 

第 18 集（1994 年度刊⾏） ・法政⼤学人物誌（４）ー校友篇 その 1― 
 

東京法学校、和仏法律学校期（自明治 18 年 至明治 39 年） 
 

第 19 集（1995 年度刊⾏） 

 

・法政⼤学人物誌（５）ー役員・教員篇④―（自⼤正 9 年 

 

至⼤正 15 年） 

第 20 集（1996 年度刊⾏） ・法政⼤学人物誌（６）ー役員・教員篇⑤―（自昭和 2 年 至昭和 9 年） 
 

第 21 集（「法政⼤学と戦後五〇年」資料篇その⼀ 1997 年度刊⾏） 

⼀、学務課所蔵 昭和 20 年度 文部省通牒綴 

昭和 21 年度 文部省通牒綴① 
二、学務課所蔵 昭和 20、21 年度 文部省報告綴① 

英文資料 
 

第 22 集（「法政⼤学と戦後五〇年」資料篇その二 1998 年度刊⾏） 

⼀、学務部所蔵  昭和 21 年度  文部省通牒綴② 

昭和 22 年度  文部省通牒綴① 

二、学務部所蔵  昭和 20、21 年度  文部省報告綴② 

昭和 22、23 年度  文部省報告綴① 

英文資料 
 

第 23 集（「法政⼤学と戦後五〇年」資料篇その三 1999 年度刊⾏） 

⼀、学務部所蔵  昭和 22 年度  文部省通牒綴② 
昭和 23 年度   文部省通牒綴昭
和 24 年度   文部省通牒綴① 



 

二、学務部所蔵 昭和 22、23 年度 文部省報告綴② 
昭和 24、25 年度 文部省報告綴① 

横書資料 
 

第 24 集（「法政⼤学と戦後五〇年」資料篇その四 2000 年度刊⾏） 
⼀、学務部所蔵 昭和 24 年度 文部省通牒綴② 

昭和 25 年度 文部省通牒綴① 
二、学務部所蔵 昭和 24、25 年度 文部省報告綴② 
英文資料 

 

第 25 集（「法政⼤学と戦後 50 年」資料篇その五 2003 年度刊⾏） 

⼀、学務部所蔵 昭和 25 年度 文部省通牒綴② 

昭和 26 年度  文部省通牒綴 

二、学務部所蔵 昭和 24、25 年度 文部省報告綴③ 

昭和 26、27 年度 文部省報告綴 

英文資料 

第 26 集（2004 年度刊⾏） ・仏学会・東京仏学校関係資料 続

第 27 集（2005 年度刊⾏） ・和仏法律学校に関する資料 続 

法人関係書類 
 

第 28 集（2006 年度刊⾏） ・和仏法律学校に関する資料 続々 

校友会に関する資料 
 

第 29 集（2007 年度刊⾏） ・1931 年 「⻘年日本号」訪欧⾶⾏関係資料 
 

第 30 集（2008 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代教員名簿（二）自昭和 19 年 至昭和 33 年（1944－1958） 

第 31 集（2009 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代教員名簿（三）自昭和 34 年 至昭和 43 年（1959－1968） 

第 32 集（2010 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代総⻑・学⻑の辞（ことば）（⼀）   戦前編（1880ー1945） 

第 33 集（2011 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代総⻑・学⻑の辞（ことば）（二）   戦後編Ⅰ（1946ー1962）

第 34 集（2012 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代総⻑・学⻑の辞（ことば）（三）   戦後編Ⅱ（1962ー1968） 



 
 

第 35 集（2013 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代総⻑・学⻑の辞（ことば）（四） 戦後編Ⅲ（1968ー1973） 

第 36 集（2014 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代総⻑・学⻑の辞（ことば）（五） 戦後編Ⅳ（1974ー1977） 

第 37 集（2015 年度刊⾏） ・法政⼤学歴代総⻑・学⻑の辞（ことば）（六） 戦後編Ⅴ（1978ー1983） 
 

第 38 集（2019 年度刊⾏） ・井本健作自省録 自昭和 16（1941）年 至昭和 20（1945）年 
 

＊以降は『HOSEI ミュージアム紀要』に収録。 

第 39 集（2020 年度刊⾏） ・下森定元総⻑オーラル・ヒストリー 
 

第 40 集（2021年度刊⾏） ・川上忠雄元常務理事オーラル・ヒストリー 

第 41 集（2022年度刊⾏） ・⽯坂悦男元理事オーラル・ヒストリー 


