
肖像写真出典一覧 
 

番号 人名 出 典 出版社（者） 出版年 撮影年 撮影者・提供者 

GW01 福沢諭吉 福澤全集 第８巻 国民図書 1926 1894  

GW02 西 周 西周全集 第１巻 宗高書房 1960 不明(50 代) 山本讃七郎 

GW03 田口卯吉 鼎軒田口卯吉全集 第２巻 大島秀雄 1927 1904  

GW04 中江兆民 中江兆民全集 ９ 岩波書店 1984 不明(晩年)  

GW05 陸 羯南 陸羯南全集 第１巻 みすず書房 1968 1903   

GW06 内村鑑三 内村鑑三全集 31 岩波書店 1983 1928   

GW07 新渡戸稲造 新渡戸稲造全集 第６巻 教文館 1969 1932   

GW08 清沢満之 清沢満之全集 第１巻 岩波書店 2002 1892   

GW09 岡倉天心 岡倉天心全集 第２巻 平凡社 1980 42～43 歳頃  

GW10 幸徳秋水 幸徳秋水全集 第７巻 明治文献 1969 1909   

GW11 南方熊楠 南方熊楠全集 第１巻 平凡社 1971 1929   

GW12 柳田國男 定本柳田國男集 第 24 巻 筑摩書房 1963 1951 濱谷浩 

GW13 西田幾多郎 西田幾多郎全集 第 11 巻 岩波書店 1949 1943   

GW14 鈴木大拙 写真集『現代日本の百人』 文藝春秋新社 1953 1950 頃 田村茂 

GW15 内藤湖南 内藤湖南全集 第７巻 筑摩書房 1970 1931   

GW16 津田左右吉 津田左右吉全集 第２巻 岩波書店 1963 1956 白鳥芳郎 

GW17 吉野作造 吉野作造著『古川余影』 川原次吉郎 1933 1929   

GW18 河上 肇 河上肇全集 13 岩波書店 1982 1923  

GW19 平塚らいてう 平塚らいてう著作集 １ 大月書店 1983 1911   

GW20 大杉 栄 大杉栄全集 第５巻 現代思潮社 1964 不明   

GW21 北 一輝 北一輝著作集 第３巻 みすず書房 1972 1936 警視庁写真斑 

GW22 田辺 元 田邊元全集 第９巻 筑摩書房 1963 1947   

GW23 九鬼周造 九鬼周造全集 第５巻 岩波書店 1981 1937   

GW24 和辻哲郎 和辻哲郎全集 第 20 巻 岩波書店 1963 1950 田村茂 

GW25 柳 宗悦 写真集『現代日本の百人』 文藝春秋新社 1953 1950 頃 田村茂 

GW26 小泉信三 小泉信三全集 ８ 文藝春秋 1968 1935 頃   

GW27 河合栄治郎 河合栄治郎全集 第２巻 社会思想社 1968 1933～34 頃  

GW28 折口信夫 折口信夫全集 第 18 巻 中央公論社 1955 1949   

GW29 高群逸枝 高群逸枝著『母系制の研究』 講談社 1954 1954   

GW30 三木 清 三木清全集 第１巻 岩波書店 1966 1944   

GW31 小林秀雄 写真集『風貌』 アルス 1953 1951 土門拳 

GW32 清水幾太郎 清水幾太郎著作集 15 講談社 1993 1977 ㈱読書人 

GW33 丸山眞男 雑誌『みすず』427 表紙 みすず書房 1996 1984 長坂勉 

GW34 竹内 好 竹内好全集 第１巻 筑摩書房 1980 1967  筑摩書房 

GW35 福田恆存 雑誌『毎日グラフ』252 号 p13 毎日新聞社 1950 1950(推定)  

GW36 大宅壮一 大宅壮一全集 別巻 蒼洋社 1982 1968 大宅壮一文庫 

GW37 林 達夫 林達夫著作集 ３ 平凡社 1971 1949 林忠彦 

GW38 渡辺一夫 渡辺一夫著作集 第 14 巻 筑摩書房 1977 1970 金井塚一男 

筑摩書房 

GW39 大塚久雄 大塚久雄著作集 第 10 巻 岩波書店 1970 1960 年代 濱谷浩 

GW40 中村 元 雑誌『春秋』301 広告 春秋社 1988 1980 年代 春秋社 

GW41 井筒俊彦 雑誌『AERA』'93.1.19 p62 朝日新聞社 1993 1982 郭允･朝日新聞社 

 

 グレート・ワークス各人物の肖像写真は、すべて当館所蔵の図書の口絵または雑誌のグラビア・ページ

を複製して用いた。撮影者の著作権が現在も消滅していないと思われる写真については、著作権者の許諾

を得て掲載した。ここに許諾をいただいた個人及び団体のお名前を記して、感謝の意を表します。 

 

 長坂勉氏  片野恵介氏（故濱谷浩氏の著作権継承者）  (株)読書人  (財)大宅壮一文庫   

(株)筑摩書房   (株)春秋社   朝日新聞社 AERA 編集部 


