
大正天皇伝記リスト
書名 著者 出版社 出版年 形態１ 形態２ 備考

大正大礼京都府記事　警備之部 京都府警察部 1916 書籍
616p 図 地図 ;  
26cm.和装

大正大礼京都府記事　庶務之部  京都府 1917 書籍
2冊 図 地図 ;  
26cm.

嗚呼大正天皇 杉謙二 四海社出版部 1926 書籍
63p 図版 肖像 ;  
20cm.

大正天皇と出雲大社 千家尊統 大社叢書 第4 出雲大社々務所 1927 論文 36p ;  19cm.

大正天皇御写真帖 森本信次郎編
大正天皇御写真帖
刊行会

1927 書籍
12p 版図31枚 ;  
38cm.

大正天皇御物語 水谷次郎 日本書院出版部 1927 書籍 270p 図版 ;  19cm

大正天皇御一代画報. 福島民報社など 1927.2 書籍
1冊 (ページ付なし)
;  39cm.

同様のものが各地の新聞
社から発行
http://kindai.ndl.go.j
p/info:ndljp/pid/10156
65

大正天皇御歛葬参列の記 外山伝三郎 新潟新聞 1927 新聞記事
1冊 (頁付なし) ;  
31cm.

大正天皇御聖徳
堺小学教育研究
会編

今井文岳堂 1927 書籍 22p ;  19cm.

大正天皇御大喪誌
東京市日本橋区
編

東京市日本橋区 1927 書籍 178p ;  23cm.

大正天皇御大喪写真帖 忠誠堂編 忠誠堂 1927 書籍
14p 図版 ;  23×
31cm.　和装

大正天皇御大喪写真帖
大日本国民教育
会編

大日本国民教育会 1927 書籍 24p ;  27cm.

大正天皇御大喪奉送記録 東京府編 東京府 1927 書籍 408p ;  23cm.

大正天皇御大葬奉送誌 東京市編 東京市 1927 書籍
578, 10p 図版16枚
肖像 ;  23cm.

大正天皇御治世史
高木八太郎・小
島徳弥編

教文社 1927 書籍
695p 図版27枚 肖像
;  22cm.

大正天皇聖徳小記（真美特別号）
八代高等女学校
真美会

真美会 1927.2 雑誌 58p ;  23cm.

大正天皇大喪紀要
外務大臣官房人事
課

1927.5 書籍 170p ;  22cm.

大正天皇大喪儀写真帖 大喪使編 大喪使 1927 書籍
図版120枚 ;  27×
39cm.

大正天皇大礼紀要
外務大臣官房人事
課

1927.11 書籍 174p ;  22cm.

大正天皇と出雲大社 千家尊統 前島美幹 1927 書籍 39p ;  23cm.

大正天皇奉悼講演集 東京市編 東京市教育局 1927 書籍 142p ;  19cm.

大正天皇の御治世 竹越与三郎
大正天皇奉悼講演
集

東京市教育局 1927 書籍 142p ;  19cm.

大正天皇を偲びまつりて 本多辰次郎
大正天皇奉悼講演
集

東京市教育局 1927 書籍 142p ;  19cm.

御大喪儀に就いて 関根正直
大正天皇奉悼講演
集

東京市教育局 1927 書籍 142p ;  19cm.



御大喪儀関係皇室令並ニ勅令
大正天皇奉悼講演
集

東京市教育局 1927 書籍 142p ;  19cm.

大正天皇御大葬奉送誌 東京市教育局 1927 書籍
578p 図版 地図 ;  
23cm.

大正天皇大葬儀御道筋街路照明 小川榮次郎 照明学会雑誌11 照明学会 1927 論文 127～133

御陵巡拝和讃 山岸興運
大正天皇奉悼記念
梵鐘会

1928 書籍 136p ;  17cm.

大正天皇御大喪儀記録
警視庁総監官房
文書課記録係編

警視庁 1928 書籍
908p 図版55枚 ;  
23cm.

大正天皇山陰行啓東伯奉迎誌 東伯郡自治協會 1928.12 書籍 127p ;  23cm

大正天皇大喪記録 鉄道省 1928 書籍
2冊 (附図共) 図版
表 地図 ;  27cm.

大正天皇愛知県聖蹟誌 巻1・2・図版 愛知県編 愛知県 1930 書籍 3冊 ;  26cm

歴代天皇御宸翰 : 聖武天皇ヨリ大正天皇ニ至ル
御宸翰謹載

皇徳奉賛会編 皇徳奉賛会 1937 書籍
図版62枚 ;  28×
38cm.　和装

御製謹抄（明治天皇・大正天皇）
東京市戦時生活
局町会課編

東京市 1942 書籍 103p ;  15cm.

大正天皇御製歌集（上・下） 宮内省図書寮編 宮内省図書寮 1945 書籍
2冊 ;  27cm.　和
装・帙入

大正天皇御集
大正天皇御集刊
行会編

大正天皇御集刊行
会

1948 書籍 109, 110p ;  18cm

大正天皇御臨終記―初めて世に出る侍医頭の日
記 

入沢達吉 文芸春秋31-1 文芸春秋 1953.1 雑誌記事 192～199

大正天皇御幼時の教育
湯本武比古/信
濃教育会編.

湯本武比古選集 信濃教育会 1955 論文 433p 図版 ;  22cm.

大正天皇御製詩集（大正天皇御製詩集謹解） 木下彪注釈 明徳出版社 1960 書籍
298p 図版 ;  23cm.
宮内庁蔵版

2000年再版

明治天皇と大正天皇の宸翰  是沢恭三 墨美128 墨美社 1963.06 論文 2～6

山脇玄夫妻の礼服について 大正天皇即位式(大
正4年)参列時の礼服 

石井征子他
山脇学園短期大学
紀要11

山脇学園短期大学 1973.12 論文 33～59

大正天皇の謎 鈴木正節
現代の眼18-2　特
集　近代日本の神
話とウワサ

現代評論社 1977.2 論文 146～151

三重県の体育史 明治時代の海水浴と水泳―皇太
子明宮嘉仁親王(大正天皇)の二見浦行啓と海水
浴

村林正美
日本体育学会大会
号36

1985．8．20  論文 108

大正天皇の「大葬」― 「国家行事」の周辺で 田中伸尚 第三書館 1988.12 書籍

大正天皇の神宮御参拝 三木正太郎
日本思想史の諸問
題

皇學館大学出版部 1989.12 論文 571p ;  22cm

新憲法下の天皇の大喪と皇位継承―明治,大正天
皇との違いは何か 

村上重良 エコノミスト67-3 毎日新聞社 1989.1.24 論文 68～73

大正期鉄道史資料　第2期 第2巻 (大正天皇大喪
記録・同附図)

野田正穂他編 日本経済新聞社 1990.12 書籍 1冊 ;  27cm. 1928鉄道省刊の複製



現代日本の歩み 明治・大正・昭和　日本100年 
社会 1 皇室.

NHKソフトウェア
ポリグラム

1996 VHS　40分
大正天皇即位式(御大
典）の映像

現代日本の歩み 明治・大正・昭和　日本100年.
 経済 1 大正デモクラシー

渡辺昭夫監修
NHKソフトウェア
ポリグラム

1996 VHS　40分 大正天皇御大典の映像

Emperors of the rising sun : three
biographies

 Stephen S.
Large. 

Kodansha
International

1997 書籍
231 p. : ill. ; 19
cm

日録20世紀　1926. 大正天皇崩御と"元号誤報" 講談社 1998．6．23 雑誌
（研究余禄）大正天皇と山県有朋 内藤一成 日本歴史586 吉川弘文館 1997.03 論文 110～115

お宅拝見!大正天皇と臣下たちのいささかキッ
チュなサマーライフ

芸術新潮49-4 新潮社 1998.04

雑誌記事
（グラビ
ア）

90～96

La dynastie du Yamato : l’histoire secrète
de la famille impériale japonaise

Sterling
Seagrave et
Peggy Seagrave

Éditions Michalon 1999 書籍
389 p. : ill. ; 24
cm.

翻訳：ヤマト王朝　天皇
家の隠れた歴史（展望
社、2007．3）

The Yamato dynasty : the secret history of
Japan’s Imperial family

Sterling
Seagrave and
Peggy
Seagrave. 

Broadway Books 1999 書籍
xvii, 394 p., [8]
p. of plates : ill.
; 25 cm.

翻訳：ヤマト王朝　天皇
家の隠れた歴史（展望
社、2007．3）

大正天皇宸翰「終始一誠意」の追想覚書 村田正志 日本歴史608 吉川弘文館 1999.1 論文 113～116

歴史読本44-12　特集ワイド2 大正天皇の生涯・
謎・系譜

新人物往来社 1999.1 雑誌 75～103

大正天皇の生涯  原武史

歴史読本44-12　特
集ワイド2 大正天
皇の生涯・謎・系
譜

新人物往来社 1999.1 雑誌記事 76～85

大正天皇をめぐる群像―家族・側近… 同上

歴史読本44-12　特
集ワイド2 大正天
皇の生涯・謎・系
譜

新人物往来社 1999.1 雑誌記事 86～89

大正天皇の思想・学問―近代天皇制の権威の前
に挫折した「自由主義」

同上

歴史読本44-12　特
集ワイド2 大正天
皇の生涯・謎・系
譜

新人物往来社 1999.1 雑誌記事 90～93

大正天皇の趣味・娯楽―「旅」や乗り物をこよ
なく愛した皇太子時代 

同上

歴史読本44-12　特
集ワイド2 大正天
皇の生涯・謎・系
譜

新人物往来社 1999.1 雑誌記事 94～97

大正天皇をめぐる事件・問題点―病状報道に隠
された戦略 

同上

歴史読本44-12　特
集ワイド2 大正天
皇の生涯・謎・系
譜

新人物往来社 1999.1 雑誌記事 98～103

ラジオの時代(2)天皇報道に燃えたラジオ（前）
大正天皇御不例(病気)放送

竹山昭子 学苑 714 光葉会 1999.11 論文 46～59



ラジオの時代(3)天皇報道に燃えたラジオ(中)大
正天皇大葬儀放送

竹山昭子 学苑 717 光葉会 2000.02 論文 2～18

沼津御用邸の詩歌 有澤啓介 私家版 2000 書籍 24p ;  21cm.

映像の世紀2～大量殺戮の完成 塹壕の兵士たち
は凄まじい兵器の出現を見た

NHKソフトウェア 2000.12 DVD　75分
大正天皇即位の大礼の映
像

映像の世紀11～JAPAN 世界が見た明治・大正・
昭和 

NHKソフトウェア 2000.12 DVD　75分
大正天皇即位の大礼の映
像

大正天皇 原武史 朝日新聞社 2000.11 書籍
295, 3p ;  19cm　年
譜あり

大正天皇　封印された真実 原武史 論座67 朝日新聞社 2000.12 論文 172～187

大正天皇幻の御沙汰 金谷常楽子 私家版 2001.6 書籍 127p ;  20cm.

原敬が30年封印した大正天皇・若き日の生々し
い会話 

週刊文春43-3 文芸春秋 2001.1.25 雑誌記事 36～37

松露　 大正天皇御製から  塚田孝雄 青淵631 渋沢栄一記念財団 2001.1 論文 7～９

書評と紹介 原武史著『大正天皇』(朝日選書)  伊藤之雄 日本歴史641 吉川弘文館 2001.1 書評 125～127

岳堂詩話12　大正天皇と三島中洲 石川忠久 學鐙98-3 丸善 2001.3 論文 28～33

「暗殺・伊藤博文」上垣外憲一・「大正天皇」
原武史―漂流・日本社会 日本近代をとらえ返す
2冊の史書

粕谷一希 世界週報82-15 時事通信社 2001.4.17 書評 44～45

知られざる詩人「大正天皇」の素顔  高森明勅 新潮45　20-4 新潮社 2001.4 論文 266～275

大正天皇と昭和天皇  保阪正康 史105 現代史懇話会 2001.5 論文 2～6

大正天皇は「賢君」だったのか―原武史氏の立
論に異議あり

古川隆久 論座72 朝日新聞社 2001.5 論文 98～105

「大正天皇」論争 学問的天皇研究とは何か―古
川隆久氏の「異議」に答える 

原武史 論座73 朝日新聞社 2001.6 論文 102～109

おほみやびうた 大正天皇御集
岡野弘彦（解題
と解説）

邑心文庫 2002.一〇 書籍
218p ;  22cm +  栞
(9p)

資料 岐阜公園三重塔(大正天皇御大典記念三重
塔)の遺構について 

畔柳武司
名城大学理工学部
研究報告42

名城大学理工学部 2002 論文 77～79

親子二代の肖像―明治天皇と大正天皇  原武史

正論365　臨時増刊
明治天皇生誕百五
十年記念 明治天皇
とその時代

産経新聞社 2002.12 論文 132～138

ひとり語り(4)文の扱いと大正天皇  山本東次郎 観世69-12 桧書店 2002.12 論文 42-45

明治天皇と大正天皇―日本の近代を作った対照
的な父と子の素顔とは 

ドナルド キー
ン・原武史

文芸春秋80-2 文芸春秋 2002.2 対談 144～151

スクープじゃなかった 朝日新聞 大正天皇一面
「スクープ」 

週刊文春44-16 文芸春秋 2002.4.18 雑誌記事 151

「黒塗り」の大正天皇実録―情報公開法が開示
の妨げに 

選択28-5 選択出版 2002.5 雑誌記事 122～125



孤影を追って―『大正天皇実録』をよむ(1)苦熱
真に釜魚に在るが如し 

原武史 論座85 朝日新聞社 2002.6 論文 172～181

特集カラー 近代日本が目指した天皇のイメージ
大正天皇の即位礼 

歴史読本47-8 新人物往来社 2002.8

雑誌記事
（グラビ
ア）

11～14

ラジオの時代 ― ラジオは茶の間の主役だった 竹山昭子 世界思想社 2002 書籍 354p

書評 原武史著『大正天皇』  飯塚深 北陸法学10-3・4 北陸大学法学会 2003 書評 147～160

大正天皇の〈文学〉 田所泉 風濤社 2003.2 書籍 310p ;  20cm.

漢詩人としての大正天皇―その作詩遊戯の結果
を知れば、"遠眼鏡事件″で矮小化されたイメー
ジが一変する 

古田島洋介 正論366
東京 : 産経新聞社
; 大阪 : 日本工業
新聞社

2003.1 論文 308～318

続・漢詩人としての大正天皇--もう一つの御製
詩碑を訪ねて 

古田島洋介 正論376
東京 : 産経新聞社
; 大阪 : 日本工業
新聞社

2003.1 論文 242～253

歴史読本48－12　特集 明治・大正・昭和天皇の
謎 ; 天皇三代21の謎--大正天皇7つの謎 

新人物往来社 2003.12 雑誌

一夫一婦制となったのは自らの意思か?  歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 86～89

皇太子時代の巡啓に「自由」はあったのか?  歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 90～93

後年の大病は若年時の病気が遠因なのか?  歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 78～81

大正天皇の引退強要はあったのか?  歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 98～101

なぜ韓国皇太子に深い愛情を抱いたのか?  歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 94～97

なぜ短歌ではなく漢詩に没入したのか?  歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 82～85

柳原愛子が生母であると知って「ショック」を
受けたのか? 

歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 雑誌記事 74～77

大正天皇--知られざる実像 
高橋 紘・波多
野 勝.

歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 対談 150～164

天皇三代21の謎--大正天皇7つの謎 小田部雄次 歴史読本48-12 新人物往来社 2003.12 論文 73～101

孤影を追って--『大正天皇実録』をよむ(2)五月
二日、午前十時御出門、伏見宮邸ニ行幸 

原武史 論座98 朝日新聞社 2003.7 論文 64～73

主題の周辺に位置して. 『大正天皇御製詩集』
の基本的研究

古田島洋介 時間と空間
明星大學日本文化
學部

2004.3 論文 430p ;  22cm.

『大正天皇御製詩集』補訂--補遺/断片/校訂・
異文 

古田島洋介

明星大学研究紀要
12（日本文化学
部・言語文化学
科）

明星大学青梅校 2004 論文 53～80

大正天皇像の再検討  古川隆久
横浜市立大学論叢
56-2（人文科学系
列）

横浜市立大学学術
研究会

2004 論文 233～270

皇太子裕仁親王の教育問題と金子堅太郎--金子
堅太郎の「内申書」を手がかりに 

堀口 修 大倉山論集50
大倉精神文化研究
所

2004.3 論文 255～301



早くより旧派を脱し給ふ--大正天皇の「書」と
漢詩 

草森 紳一
諸君!36-7「特集
天皇と皇室の21世
紀」

文藝春秋 2004.7 論文 241～257

映像でつづる20世紀世界の記録 1
エムスリイエンタ
テインメント,

2005.1 DVD118分 大正天皇即位の礼の映像

大正天皇御製詩の基礎的研究 古田島洋介 明徳出版社  2005.3 書籍 294, 30p ;  23cm.

大正天皇の御真影下付とその「奉護」形態の模
索--宮崎県による九州・沖縄地方各県の御真影
「奉護」実態調査の意味 

小野 雅章 日本の教育史学48 教育史学会 2005 論文 28～38

歴史資料の公開の現状と問題点--宮内庁書陵部
における「大正天皇実録」の公開からの視点

季武 嘉也
創価大学人文論集
17

創価大学人文学会 2005 論文 89～120

大正天皇の「ご病気」 

新潮45　24-10「総
力特集 明治・大
正・昭和 皇室10大
事件簿」 

新潮社 2005.1 雑誌記事 42～45

第123代大正天皇--病と闘い続けた家庭的で人間
味あふれる天皇 

中江 克己
歴史読本50-11「特
集 歴代天皇全紀」

新人物往来社 2005.11 論文 274～277

第123代大正天皇/皇后・九条節子--大正天皇に
応え、支えた生命力輝く皇后

中江 克己
歴史読本50-12「特
集　歴代皇后全
伝」

新人物往来社 2005.12 論文 267～269

大正天皇への「帝国憲法」御進講(1)  須賀 博志 産大法学38-3・4
京都産業大学法学
会

2005.2 論文 336～369

あの「増田きぬ」今度は「大正天皇のご落胤」
だって 

週刊新潮50-31 新潮社 2005.8.11・18 雑誌記事 50～51

天地十分春風吹き満つ : 大正天皇御製詩拝読 西川泰彦 錦正社 2006.4 書籍 477p ;  22cm.

昭和天皇(7)大正の御世へ--病弱な父・大正天皇
の即位とラストエンペラー溥儀の退位 

福田和也 文芸春秋84-1 文芸春秋 2006.1 論文 390～402

天皇 天皇陵入門(18)大正天皇陵を参拝する人び
と 

外池昇 歴史読本51-9 新人物往来社 2006.6 論文 262～269

高松宮家 　直宮家～大正天皇の親王家  川田敬一
歴史読本51-14「特
集 天皇家と宮家」

新人物往来社 2006.11 論文 204～207

秩父宮家　直宮家～大正天皇の親王家  川田敬一
歴史読本51-14「特
集 天皇家と宮家」

新人物往来社 2006.11 論文 200～203

三笠宮家 　直宮家～大正天皇の親王家  川田敬一
歴史読本51-14「特
集 天皇家と宮家」

新人物往来社 2006.11 論文 208～217

続々・漢詩人としての大正天皇 御作風と文学史
上の位置づけ--竹枝詞の視点から見た御製詩 

古田島洋介 正論413
東京 : 産経新聞社
; 大阪 : 日本工業
新聞社 (発売)

2006.8 論文 326～337

大正天皇（人物叢書247） 古川隆久 吉川弘文館 2007.8 書籍 261p ;  19cm.



大正天皇の皇子たち 
歴史読本52-11「特
集 天皇家と皇子」

新人物往来社 2007.1 雑誌記事 186～189

即位と崩御--天皇の家族史(第3回)摂政宮誕生と
「大正天皇の嘆き」 

保阪 正康 波41-3 新潮社 2007.3 論文 80～89

温故知新/OHMと日本・世界の技術の変遷(14)東
京放送局放送聴取申込募集/超短波放送の研究/
電気大博覧会/大正天皇の崩御 

山崎 靖夫 OHM94-6 オーム社 2007.6 論文 77～80

宮中能楽場からみた能楽堂の近代化について  奥冨 利幸
日本建築学会計画
系論文集619

日本建築学会 2007.9 論文 181～185

記録づくめの大正天皇、なのに…… 古川隆久 本郷71 吉川弘文館 2007.9 論文 11～13

清水澄博士御進講「帝国憲法」(1)  須賀 博志 藝林57-1 藝林会 2008.4 論文 124～193

清水澄博士御進講「帝国憲法」(2)  須賀 博志 藝林57-2 藝林会 2008.一〇 論文 94～110

清水澄博士御進講「帝国憲法」(3)  須賀 博志 藝林58-1 藝林会 2009.4 論文 130～185

清水澄博士御進講「帝国憲法」(4)  須賀 博志 藝林58-2 藝林会 2009.一〇 論文 196～234

清水澄博士御進講「帝国憲法」(5)  須賀 博志 藝林59-1 藝林会 2010.4 論文 230～269

清水澄博士御進講「帝国憲法」(6・完)  須賀 博志 藝林59-2 藝林会 2010．一〇 論文 146～192

万世一系と日本の国柄(第29講)大正天皇御製と
昭和天皇御製 

勝岡寛次 祖国と青年362 日本協議会 2008.11 論文 66～71

万世一系と日本の国柄(第30講)大正天皇御製と
占領軍の検閲 

勝岡寛次 祖国と青年363 日本協議会 2008.12 論文 66～71

書評と紹介 古川隆久著『大正天皇』(人物叢書
247) 

小田部雄次 日本歴史720 吉川弘文館 2008.5 書評 104～106

即位と崩御--天皇の家族史(第18回)「漢詩」に
没頭する大正天皇の心中 

保阪正康 波42-6 新潮社 2008.6 論文 106～115

漢詩人大正天皇  その風雅の心 石川忠久 大修館書店 2009.12 書籍 222p ;  19cm.

大正天皇 一躍五大洲を雄飛す（ミネルヴァ日本
評伝選） 

F.R.ディキンソ
ン

ミネルヴァ書房 2009.9 書籍 205, 3p ;  20cm.

悲劇の帝大正天皇記（改訂） 堀霧澄 私家版 2009.9 書籍 [6]枚 ;  21cm.

大正天皇とデモクラシー 奈良岡聰智
歴代天皇本紀・抄
伝

学習研究社（学研M
文庫）

2009.2 論文 319p ;  15cm.

貞明皇后--悩みを秘して人々の希望となる 大正
天皇に寄り添いながら支え「家長代行」の役割
さえ担う

片野 真佐子
歴史読本54-12「特
集 天皇家を支えた
女性たち」

新人物往来社 2009.12 論文 110～115

三島中洲の詩業--大正天皇の師傳  石川忠久 文学10-3 岩波書店 2009．5・6 論文 127～134

大正天皇御製詩閲読 古田島洋介
一九二〇年代東ア
ジアの文化交流

思文閣出版 2010.3 論文 219p ;  22cm.

「醜業婦」と「美人」のあいだでゆらぐ芸妓像-
-東京大正博覧会と大正天皇即位礼をめぐる『廓
清』の論説を中心に 

林葉子
キリスト教社会問
題研究58

同志社大学人文科
学研究所

2010.1 論文 77～104

「大正天皇実録」の編修について(1)  堀口 修 古文書研究68 古文書学会 2010.1 論文 １～19



「大正天皇実録」の編修について(2)  堀口 修 古文書研究69 古文書学会 2010.5 論文 1～13

大正天皇遠眼鏡事件--なぜ、風説が生まれたの
か--内外の憂患の中で、政務を全うできなかっ
た要因を探る

古川隆久
歴史読本55-8「特
集 歴代天皇 皇位
継承の真相」

新人物往来社 2010.8 論文 132～137

書評と紹介 F・R・ディキンソン著『大正天皇』
(ミネルヴァ日本評伝選)

小田部雄次 日本歴史748 吉川弘文館 2010.9 書評 127～129

近代医学の先駆者-三浦謹之助 : 今、お手本に
したい人 : 明治天皇・大正天皇のお医者さん

林栄子 叢文社 2011.12 書籍 394p ;  20cm.

天皇陛下の一世紀 : 明治・大正・昭和のご足跡 皇室資料保存会 ピーエヌサービス 2011.1 書籍 217p ;  31cm.

日高町に所在する飯田家住宅について  小林孝二
北海道開拓記念館
研究紀要39

北海道開拓記念館 2011 論文 37～48

大正天皇の「御大典」と地域社会 : 天皇の即位
儀礼と国民統合 

松田 隆行 花園史学32 花園大学史学会 2011.11 論文 1-32

「別荘」からみた近代日本政治(第13回)大正天
皇 

奈良岡 聰智 公研49-4
公益産業研究調査
会

2011.4 論文 56～63

日本征服を狙ったアメリカの「オレンジ計画」
と大正天皇 : 東京裁判史観からの脱却を、今こ
そ!

鈴木荘一 かんき出版 2012.4 書籍 371p ;  19cm.

大正天皇(1879-1926)の御病気に関する文献的考
察 

杉下 守弘 認知神経科学14-1 認知神経科学会 2012.6 論文 51～67

漢詩の味わい(8)大正天皇の詩  石川忠久 弘道1079 日本弘道会 2012.7・8 論文 47～51

大正天皇の詩と書 石川忠久 石川忠久著作選. 5 研文出版 2013.4 論文 320p ;  20cm.

大正天皇崩御の歌 池田喬
木田元  軽妙洒脱
な反哲学.

河出書房新社 2014.12 論文 191p ;  21cm.

大正天皇漢詩集
大正天皇 [著]
石川忠久 編著

大修館書店 2014.6 書籍 304p ;  22cm.

明治45年3～4月皇太子(大正天皇)山梨行啓につ
いて(1) 

小畑 茂雄
山梨県立博物館研
究紀要8

2014 論文 40-23,図巻頭2p

「昭和天皇実録」を読み解く(6)歴史学者 伊藤
之雄(ゆきお)が語る 父と歌った「世界一周唱
歌」、クリスマス。少年の目は海外を見ていた
大正天皇との絆と影響 

伊藤 之雄 週刊朝日119-48 朝日新聞出版 2014.10.31 論文 36-38

明治四十年山陰行啓における東宮一行の滞在施
設に関する建築史的考察 : 島根県内の滞在先を
中心に 

山根大知・中野
茂夫・小林久高

日本建築学会計画
系論文集79-701

日本建築学会 2014.7 論文 1683-1692

大正天皇 原武史
朝日新聞出版（朝
日文庫）

2015.4 書籍 368,5p ;  15cm. 朝日選書の文庫化

大正(京都)大礼の歴史的意義  所功 藝林64-2 藝林会 2015.1 論文 53～176

大正天皇 封印された婚約破棄事件  浅見雅男 文芸春秋93-7 文芸春秋 2015.6 雑誌記事 248-255



「昭和天皇実録」も入手できなかった新資料発
見 昭和天皇、大正天皇を育てた桑野鋭傅育官の
「肉筆日誌」 

磯田道史・臺宏
士・蓜島亘

文芸春秋93-8 文芸春秋 2015.7 鼎談 104-117

「大正天皇実録」の公開と研究視角 : 大正天皇
をめぐる国民支配と「山縣閥」 

伊勢弘志 駿台史学156
明治大学史学地理
学会

2016.2 論文 77-97


