
井上円了の青年期読書録について
洋書を中心に

ライナ・シュルツァ rainer schulzer

　井上円了は青年時代の読書録を二つ残した。第一は、1866年と1875

年の問に勉強した本の記録であり、以下、「1875年読書録」と呼ぶこと

にする。第二は、原文の日付からすると、1885年6月、つまり東京大

学を卒業する直前に執筆したものである。これを「1885年読書録」と

呼ぶことにするが、これは、青年井上円了による1877年と1883年の

間頃に作った漢詩集の後ろに付された。『屈嵯詩集』という漢詩集の原

文は、印影として『甫水井上円了漢詩集』（新田幸治編外、三文舎、

2008年）に収録され、「1885年読書録」は、その334から336頁にあ

る。長岡高等学校記念資料室に所蔵される「1875年読書録」も、「1885

年読書録」も、解読されたテキストが『東洋大学百年史・資料編』の3

頁から8頁にわたって載せられている。この研究は、原文を参考しなが

らも、主に『東洋大学百年史』で解読されたテキストに基づくものであ

る。

　「1875年読書録」と違って、「1885年読書録」の場合は、井上円了が

どのタイムスパンを記録したことが明らかではない。「自明治元年　至

四年末」、つまり「1868年から1871年までに」と書いてあるが、1871

年には、12歳頃の井上円了がまだ洋学の勉強を始めてなかったので、

読書録に当てはまるタイムスパンとすることができない。実は、「四」

の字は、解読しにくくて疑いが残る。「1885年読書録」の読書リストの

前にある学歴は、1868から1876年までに長岡で通った学校や先生を語

るものである。後述した読書歴も、同じタイムスパンを語るはずだった
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と十分に考えられるが、ほとんど同じ時代を証する「1875年読書録」

に比べると、「1885年読書録」には、「1875年読書録」に記録された洋

書以上に、さらに12冊が見出される。それに、「1875年読書録」は、

長岡高等学校記念資料室の所蔵する資料であるので、井上円了はこれを

長岡に残して、東京には持っていかなかったと推測できる。「1875年読

書録」を参考にしないで、大分後に東京で記憶から作った「1885年読

書録」には、故意か偶然か、京都で東本願寺の教師教校英学校と東京で

東京大学予備門において勉強した英文教科書も含まれているとはかぎら

ないと思う。教科書のレベルから考えると、ほとんど小学校から高校ま

でぐらいの教科書であるので、東京大学に入学する前に勉強した本であ

ることは、ほぼ確実であるといえるだろう。

　この研究は、青年井上円了が西洋から受けた影響についての興味から

始めたものであるから、井上円了の手元にあった洋書だけではなくて、

数学の本を別にして、欧米人が書いた書籍のすべてを対象とした。井上

円了の青年読書録にみられる欧米人による本は、以下の表にみられるよ

うに、三つのグループに分けることができる。表1にまとめた書誌は、

井上円了が英語で勉強した洋書、表2にまとめた書誌は、井上円了が日

本語訳で読んだ西洋の本、表3にまとめた書誌は、欧米人が中国語で書

いた本である。原文の書誌は、研究の結果として、三つの表の左欄にア

ルファベット順であげる。表1の右のほうには、それぞれの原文に相当

する「1875年読書録」と「1885年読書録」の記録が対照的に見られる

ようにした。表2と表3をあげるグループは、「1885年読書録」に例が

ないが、その代わりに日本語訳、または日本版の書誌をあげる欄を設け

た。

　この井上円了の青年読書録の原文研究は、ほとんどデジタルの情報に

基づいて行われた。NACSIS、国会図書館のOPAC、　WorldCatなどの

書誌データベース以外に、国会図書館の近代デジタルライブラリーや
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Internet　Archiveなどの全文デジタルアーカイブも、不可欠なツールで

あった。青年井上円了の学生時代の読書録であるから、教科書が多く、

っまり表1の32冊の洋書の中では、少なくとも21冊が教科書である。

この事実を明らかにするために、（textbook）という情報を書誌に入れた。

　表1の英文教科書の出版年を見ると、40年代、50年代の本が多くて、

意外に古いと思われるかもしれない。明治の新政府、啓蒙家、教育者な

どは、あくまでも西洋の斬新な知識を学ぼうという方針があったはずな

のに。しかし、表1にみらる教科書は、初版が20年、30年も前に発行

されたのに、当時米国や英国でも同じように使われていたそうである。

何度も新しく編集されたり、違う国で異なる出版社によって出版された

りした教科書が少なくなかった。井上円了は何年の何版のものを手元に

おいていたのかを調べる方法はないと思うので、以下の目録にみらる出

版地や出版年は、初版を示している。この教科書の複雑な出版歴などの

せいで、確実ではない場合が圧倒的に多いが、この確実ではない初版の

出版地や出版年を原則として鉤括弧の中に書いた。

　以下の三つの目録をみることで、日本における西洋を模範とした最初

のカリキュラムを垣間見ることができる。
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1．洋書

原文 1875年読書録 1885年読書録

CHAMBERs，　William＆Robert：励』〃
g‘∫τ・ワ［L・nd・nl856］．

近世史・チャ
塔vル氏・前
ｼ

CHAMBERs，　William＆Robcrt：拘硫41
ﾜ〇〃o㌘夕［Edinburgh　l　849］．

経済書・英版・

uチャンプル」
経済書・チャ
塔vル氏・全

CORNELL，　Sarah　S．・C・聯∠13砺’5り∫

wαoXγ躍ρ々γ（textbook）［New　York

P858］．

小地理書・「コ

鴻lル」氏・
齦ﾒ

コロネル氏・

ｬ地理書・小
ｼ

GooDRIcH，　Samuel　G．［Peter　Parley］：
ﾐ〃〃8グ∫α1乃「i∫τ0ワ0η’〃8ぬ5‘∫〔ゾG8⑭形｝々γ（textbook）［London　l　838］．

万国史・「パー

戟[」氏・米
ﾅ

万国史・パー
戟[氏・全

GooDRIcH，　Samuel　G．：．41）ノ6’o〃41

ﾑ了Z∫’oワげ／1〃ビ〃ητ1～o〃28　（textbook）

mPhiladelphia　l　853］．

羅馬史・「グー

hリッチ」氏

グートリッチ

＝E羅馬史・
續ｼ

GooDRIcH，　Samuel　G．：．4／）〆6τo〃π1

gi∫’oグノ　0∫Fγ4ηεε　（tex〔book）

mPhiladelphia　l　844］．

仏国史・「グー

hリッチ」氏

グートリッチ

＝E仏国史・
O篇

GulzoT，　FranCois　n　G．：疏協o加庇レ

ﾑル佐∫4〃oηεη五τ巧り8［1828］．Eng．　trans．

b凵@William　HAzLITT：αη8〆佑鋤ヅG〃τ∠‘％力oη”z勘γ卯ε［1837］．

文明史・ギソー氏・全

HUME，　David：7万τ5’〆ろη捻Hμ〃2ε：ノ1

V油・ワゲ勘ψ畝textb・・k）［1877L

英国史・スチ
?fント氏・
續ｼ
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lJEIMS，　William　H，：乃8　W漉砿翫ηα／｛」協ヨ’oワγゲ／物η6β（textbook）［1862］．

スチュデント

＝E仏国史・
ｬ半々

MITCHELL，　Samuel　A．：ルf〃6ん〃3

o・τ％・ノG8・9岬り（texrb・・k）
mPhiladelphia　l　845］．

@　　　　　　　　一一

ミ　ッチェル
＝E小地理書

‘MITcHELL，　Samuel　A．：ルf〃τ加〃∫

^ηZ〃批∠〆碗0γ∫ετ0η吻㌘γ（三ε09吻勿A

Tン∫’ろη2グル1∂∠旋rτη　（三ε09η4）々γ（texd）ook）

mPhiladelphia　l　845］．

中地理書・ミ

bチェル氏・
S

MITcl4ELL，　Samuel　A．：ルゐ励〃Mηrゴ8η’

fε09τπρ々夕　（textbook）　［Philadelphia

撃W45］．

大地理書・米
l「ミッチェ
求v氏

大地理書・ミ

bチェル氏・
S

PENRosE，　Elizabcth［Markham］：
`苗〃0’フ㎡万η9／〆ηノρ0〃zZ加Fir∬

ｾα∫i・姥吻8R・㌘〃2∫［＿］（rexrb・・k）

mLondon　l　823］．

英国史・「マル

Jム」氏
マルカム氏・
p国史・前篇

PENRosE，　Elizabeth［Markham］：A

gistory　of　Germany　from三ts　Invasion

b凵@Marius［＿］（textbook）［London
撃W47］．

日耳曼史・「マ

泣Jム」氏
日耳曼史・マ
泣Jム氏・全

PINNEo，　Timothy　S．：P切ηεo｝ノ）〃〃μワ

fγ卿2％r〆τ加Eηψ∫んL4η9％98
itextbook）［Cincillnati　1849］．

文典・「ピネ
秩v氏

文典・ピネオ

＝E全

‘QuAcKENBos，　George　R：λ∧励㌘41

垂�^o∫ρρ勿［New　Y）rk　l　859］．

窮理書・「クイ

Pンブス」氏・

ﾄ人

QuAcKENBos，　Ge・rge　R・Pγ吻4ワ
�茶ﾑ∫’oとγげ’〃ε　τノ〃‘τε45τθz8∫（texrbook）

mNcw歌）rk　l　860］．

小米国史・「ク

Cケンブス」
＝E米人

小米国史・ク

Dケンブス
＝E全
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QuAcKENBos，　George　P：E1β〃28〃τπワ

c♪oζ夕げ’〃τ　し勿〃ε6／∫’θ’グ∫（textbook）

撃mew　X）rk　l　868］．

大米国史・「ク

Cケンブス」
＝E米人

大米国史・ク

Dケンブス
＝E全

SANDERs，　Charles　W．：54η』∫’F〃∫z

k垣o〃ノ～84∂〃（textbook）［New　York

撃W61］．

読本（リード
求j・「ヨニヲ

刀v氏・第一
ﾒ

ヨニオン氏・

謌黹梶[ド
求E大半

SARGENT，　Epes：τ〃ε5，4η∂θγ4」ロ〃∫，

P～84読rγ（textbook）［Boston　l　854］．

第一読本・「サ

Aゼント」氏

第一リート
求Eサーゼン
g氏・全

SARGENT，　Epes：7乃τ5ω〃友rZ　5グ60η∂

P～64』（textbook）［Boston　18541．

第二読本・「サ

Aゼント」氏

SEwELL，　Elizabeth　M．：7カろ（吻妬万悦

g‘∫’oζγゲノ～oη28（textbook）［1849］・

羅馬史・「スウ

Fル」氏
羅馬史・スウ
Gル氏・前半

SPENcER，　Herber〔：E∂㍑4’τoηこ

ﾁε〃伽泓M・〆αη〃勿∫鋤［New
xbrk　l　860］．

教育論・スピ

塔Zル氏・小
ｼ

TAYLoR，　William　C．：刀λ4μ％41げ

ﾉ・物τHゴ吻ワ（teXtb・・k）［N・w梅・k

P844］．

古代史・テー
鴻去＝E全

WkRREN，　David　M．：A励舵功〆P吻∫πα1

i三βo㌘Z）々γ［Philadelphia　l　856］．

ヒシカルジォ

Oラヒー・米
ﾅ・「ウーレ
刀v

シオジラヒー
sジカル・ウ
[レン氏・
S

WAYLAND，　Francis沼／6批始o∫
�f8∠丘c’μ4／P万∠o∫ρ1）々γ［Boston　l854］・

インテレクチ

ャ泣qロソヒ
[・ Eヰラン
g・小半　　　　　一
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WAYLAND，　Francis：」E∠8〃26η，∫4’ルfo％／

Tピ〆8η6ε［1835］．

ウヰランド氏・

蜿C身論

WAYLAND，　Francis：　τ〃8」ε1ε〃zε〃’∫げ1わ”z‘τα1五〇〃o〃宅夕［USAl837L 大経済書・米
l「ウエラン
h」氏

大経済書・ウヰ

宴塔h氏・三
ｪ二

WELLs，　David　A．：防〃∫白Vατ媚1
oカi／o∫ρρ々γ（textbook）｛New　Ybrk　l　864L　　　　　　　　　　一

究理書・「ウェ

泣X」氏
窮理書・ウエ
泣X氏・後半

WELLS，　David　A・：1栩ム四γ耽妙∫μ〆

m｛／）ノρ／‘r〃τ～oη∫ヅCんε〃2i∬τγ　（textbook）

mNcw　Ybrk　l　858］．

化学書・ウエ
泣X氏・全

W［LLSON，　Marcius：0κ”iηψ∫げ〃‘∫卿

mNewX）rk　l854］，

万国史・「ウエ

泣¥ン」氏
万国史・ウヰ
泣¥ン氏・全

WILLSON，　Marcius：砺F〃∫τR84ノろγ

itextbook）［New　X）rk　l　860］．

ウヰルソン氏
E第一リードル

E小半

2．訳書

原文 日本語訳 1875年読書録

BLuNTscHLI，　Johann　c．：

＊C8〃28㌦∫5吻τ∫ア8c〃ち2

魔盾撃刀D［MUnchen　l　852］．

イ・カ・ブルンチ
?梶w国法汎論』
ﾁ藤弘之訳、文部
ﾈ、1872－1874．

国法汎論

BoNNE，　Louis－Charles：

ｿ功∫～吻εη広α舵8τρ琉τ鋼

ﾝτ〃zoτα〃（teXtbook）［Paris

h867］．

『（泰西）勧善訓蒙』

･作麟祥訳、3巻、
ｼ古屋学校、1871．

勧善訓蒙・箕作麟
ﾋ著・三巻
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DANIEL，　Jacques一 ［Jacques－Louis］

L・uis：肪惚～6ん・η・んgi㍗ DANIEL駝儒屡『西 西洋史記・十冊マ
∂81’加Ωo〃εμη〃βγ∫8／／グ 洋史記』村上義茂 テ

（textbook）［Caen　l　830」． （英俊）訳、［1870］．

GooDRIcH，　Samuel　G．
mPeter　Parleyl：万16∫4渉・ω

ﾜ蹴吻λ∫砿4危鶴渤疏〆

ﾐ〃0τ砲力4［London

「五洲紀事』寺内章

ｾ訳、6巻、紀伊
痩ｮ源兵衛、1871－
P875．

五洲紀事・寺内章
ｾ訳編・二冊マテ

1835ユ．

KING，　Edmund　F．：7沈

乃・μ∫4〆協磁φ17万沈終

メE〃2㍗i∫初g隔〃四8r
堰辜汲?Sγ〃ε〃oμ∫4〆1～αγβ，

b批∫o〃∫，E6ピτη〃ゴ6砲∂

封ｫ・磁醐吻α〃9ε∫朋∂

『万国奇談・一名世

E不思議』青木輔
ｴ訳述、4巻、和
�ｮ市兵衛、1873．

万国奇談・青木輔
ｴ著・上下二巻

π〃A励o〃∫［London　l859］．

［John　S．］MILI、弥

MILL，　john　S．：0η〃’τrリノ， 爾『自由之理』中 自由之理・中村敬
London　l　859． 村正直（敬太郎）訳、 太郎訳・六冊

［1871－1872］．

［Samuel］SMILES斯

SMILES，　Samuel・5形〃吻 遇爾斯『西国立志 立志編・中村敬太
［1859ユ． 編』中村正直（敬 郎

太郎）訳、1870．

Francis　WAYLAND
WAYLAND，　Francis：乃8
ｩ〃2碗げ1わ㌦41五・η・〃ワ

mUSA　l　83フ］．

芙蘭志須・英蘭土
u英氏経済論』9巻、

ｬ幡篤次朗訳、尚

英氏経済論・小幡
ﾄ次朗訳・三冊

古堂、1871－1877．
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3．欧米人による漢籍

文

［MAR］TIN，　William［A．

P］「題良『性理略論』
［China　l　869］．

HOBSON，［Benjamin］合信
『博物新編』［China　I　854］．

WAY，　Richard［Q．］緯理哲

『地球説略』［China　l　853」．

　　　　　　　　1
日本版　　　　　　　1875年読書録

　　　　　　　　「
丁腫良『性理略
　　　　　　　　性理略論解・米人言命角峯』　［Christopher］

　　　　　　　　　「題良（マルチン）
CARROTHERS嘉魯
　　　　　　　　著・米人嘉魯日耳H　耳　　1：」尺、　3　巻、

　　　　　　　　1上訳・上ドニ冊
1875、

合信『博物新編訳1
解』大森秀三（惟中）　博物新編・英医「ワ

訳、4巻、［1868一　シン」著・三冊
1870］．

1竃騨1酬㌫㌃
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