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021/ﾆ 社団法人日本著作権協議会の概要
(附録)仲裁規則・著作
権法

日本著作権協議会/編 日本著作権協議会 1953 著作権シリーズ 1 48p

021/ﾐｶ 筆禍史 宮武 外骨/著 朝香屋書店 1926 208p

023/ｵﾀ 日本出版文化史 岡野 他家夫/著 春歩堂 1959 663p 図版16p

023/ﾆ 社団法人日本出版文化協会概要 日本出版文化協会/編 日本出版文化協会 1941 協会パンフレット 22p

023/ﾆ 出版用紙配給割当規程解説 附 諸届類様式 日本出版文化協会/編 日本出版文化協会 1941 22p 4枚

023/ﾆ 書籍雑誌の出版はこれから斯うなる 出版文化新体制解説 日本出版文化協会/編 日本出版文化協会 1941
協会パンフレット
第3号

25p

023/ﾆ 発足した出版新体制
日本出版文化協会創立
す

日本出版文化協会/編 日本出版文化協会 1941
協会パンフレット
第2号

10p

024/ﾆ 日本出版文化協会創立一周年記念式 日本出版文化協会/編 日本出版文化協会 1942 42p

025/ｵﾀ 近代日本名著解題 岡野 他家夫/著 有明書房 1962 391p 25枚

025/ｺ 国書刊行会出版目録 日本古刻書史 全 国書刊行会/編 国書刊行会 1909 1冊,17枚

025/ﾊ/55 もくろく 第55号(昭和43年11月) 柏林社書店/編 柏林社書店 1960 28,71p

025/ﾊ/56 もくろく 第56号(昭和44年6月) 柏林社書店/編 柏林社書店 1960 16,61p

026/ﾖﾖ 日本古刊書目 吉沢 義則/著 帝都出版社 1933 456p

028/ﾆ/7 良書百選 第7輯 日本図書館協会/編 日本図書館協会 1938 94p

029/ｴ 荏野翁田中大秀先生香木園文庫目録 高山町教育会 1935 33p

029/ｺ/50 国内出版物目録 昭和25年別冊
国立国会図書館受入整
理部/編集

国立国会図書館 1951 115p

029/ｺ/51 国内出版物目録 昭和26年別冊
国立国会図書館受入整
理部/編集

国立国会図書館 1952 121p

029/ｺ/52 国内出版物目録 昭和27年別冊
国立国会図書館受入整
理部/編集

国立国会図書館 1953 58p

029/ｺ/54 国内出版物目録 昭和29年別冊
国立国会図書館受入整
理部/編集

国立国会図書館 1955 67p

029/ｺ/55 逐次刊行物目録 昭和30.31年版 納本週報 別冊
国立国会図書館受入整
理部/編集

国立国会図書館 1957 106p

029/ｺ/57 逐次刊行物目録 昭和32年版 納本週報 別冊
国立国会図書館受入整
理部/編集

国立国会図書館 1958 79p

029/ｺ/58 逐次刊行物目録 昭和33年版 納本週報 別冊
国立国会図書館収書部
/編集

国立国会図書館 1959 80p

029/ｺ/60 逐次刊行物目録 昭和35年版
国立国会図書館収書部
/編集

国立国会図書館 1964 65p

029/ﾄ
Catalogue of the Lafcadio Hearn Library in
the Toyama High School

Toyama High Sch 1927 133p

031/ﾔﾋ/1 古今要覧稿 第1 屋代 弘賢/編 国書刊行会 1905 962p

031/ﾔﾋ/2 古今要覧稿 第2 屋代 弘賢/編 国書刊行会 1906 746p

031/ﾔﾋ/3 古今要覧稿 第3 屋代 弘賢/編 国書刊行会 1870 706p

031/ﾔﾋ/4 古今要覧稿 第4 屋代 弘賢/編 国書刊行会 1906 726p

031/ﾔﾋ/5 古今要覧稿 第5 屋代 弘賢/編 国書刊行会 1906 798p

031/ﾔﾋ/6 古今要覧稿 第6 屋代 弘賢/編 国書刊行会 1907 976p

０　総記
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041/ﾓ 論文集 元良 勇次郎/著 弘道舘 1909 572p

041/ﾘ 立命館大学文学部創設三十周年記念論集
立命館大学人文学会/
編

京都 立命館大学人文
学会

1957 514p

049/ｲ 一代宝鑑今日の顧問 帝国教育研究会/編 石英堂書房 [出版年不明] 903p

049/ｲｺ 忙中閑想 井村 荒喜/著 ダイヤモンド社 1963 320p

049/ｶﾊ 祖国を顧みて 河上 肇/著 実業之日本社 1931 312p

049/ｹ 現下の諸問題是非対抗熱弁集 岡田 晴吉/編輯 大日本雄弁会講談社 1931 雄弁新年号 付録 319p

049/ｻ 老いの繰言 斎藤 八郎/著
富山 富山県立富山中
学校同窓会

1916 181p

049/ｼ サンチョ・パンサの言葉 白石 凡/著 中央公論社 1956 256p

049/ﾉｾ 世間雑話 野間 清治/著 講談社 1935 257p

051/ｼ/3 自由国民 第3号 解説・日本革命 時局月報社/編 時局月報社 1946 65p

051/ｼﾕ 回顧50年 嶋中 勇作/編 中央公論社 1935 370p

051/ｽ/61 酔心読本 昭和36歳秋季お笑版 夜学 酔心 酔心本店 1960 32p

051/ｽ/63 酔心読本 昭和38歳春期版 風流 酔心/編 酔心本店 1960 32p

051/ｽ/64 酔心読本 昭和39年春編 酔心/編 酔心本店 1960 34p

051/ﾗ 洛味 第127集 洛味社/編 京都 洛味社 1963 64p

059/ｼ/47 時事年鑑 1947年版 時事通信社/編 時事通信社 1947 511p

070/ｿ/1 綜合ヂャーナリズム講座 1 橘 篤郎/編輯 内外社 1930 1冊

070/ｿ/2 綜合ヂャーナリズム講座 2 橘 篤郎/編輯 内外社 1930 1冊

070/ｿ/3 綜合ヂャーナリズム講座 3 橘 篤郎/編輯 内外社 1930 400p

070/ｿ/4 綜合ヂャーナリズム講座 4 橘 篤郎/編輯 内外社 1931 402p

070/ｿ/5 綜合ヂャーナリズム講座 5 橘 篤郎/編輯 内外社 1931 398p

070/ｿ/6 綜合ヂャーナリズム講座 6 橘 篤郎/編輯 内外社 1931 396p

070/ｿ/7 綜合ヂャーナリズム講座 7 橘 篤郎/編輯 内外社 1931 387p

070/ﾀ 宗教新聞の研究 田原 春次/編 財政経済時報社 1926 110,36p

070/ﾐ すきなみち 1 宮武 外骨/著 半狂堂 1927 120p

070.2/ｱ 朝日新聞小史 朝日新聞社/編 朝日新聞社 1961 144p

070.2/ｱ 朝日新聞の90年 朝日新聞社/編 大阪 朝日新聞社 1969 492,92p

070.2/ｵ 五十年の回顧 創刊五十周年記念 朝日新聞社/編 朝日新聞社 1929 413p

070.2/ｽﾋ 本邦新聞の起原 鈴木 秀三郎/著 京都 京都クリオ社 1959 402p 17枚

070.2/ﾄ 東京朝日新聞小観 朝日新聞社/編 朝日新聞社 1927 322p
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071/ﾄ/28-7 東京朝日新聞縮刷版 昭和3年7月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1928 1冊

071/ﾄ/28-8 東京朝日新聞縮刷版 昭和3年8月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1928 1冊

071/ﾄ/28-9 東京朝日新聞縮刷版 昭和3年9月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1928 1冊

071/ﾄ/28-10 東京朝日新聞縮刷版 昭和3年10月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1928 1冊

071/ﾄ/28-11 東京朝日新聞縮刷版 昭和3年11月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1928 1冊

071/ﾄ/28-12 東京朝日新聞縮刷版 昭和3年12月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1928 1冊

071/ﾄ/29-1 東京朝日新聞縮刷版 昭和4年1月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1929 1冊

071/ﾄ/29-2 東京朝日新聞縮刷版 昭和4年2月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1929 1冊

071/ﾄ/29-3 東京朝日新聞縮刷版 昭和4年3月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1929 1冊

071/ﾄ/29-4 東京朝日新聞縮刷版 昭和4年4月号 東京朝日新聞/編 東京朝日新聞発行所 1929 1冊

081/ｱﾊ/1 新井白石全集 第1 新井 白石/著 国書刊行会 1905 624,488p

081/ｱﾊ/3 新井白石全集 第3 新井 白石/著 国書刊行会 1906 713p

081/ｱﾊ/4 新井白石全集 第4 新井 白石/著 国書刊行会 1906 856p

081/ｱﾊ/5 新井白石全集 第5 新井 白石/著 国書刊行会 1906 772p

081/ｱﾊ/6 新井白石全集 第6 新井 白石/著 国書刊行会 1907 726p

081/ｱﾊ/ﾍﾞﾂ 新井白石全集 附録 新井 白石/著 国書刊行会 1905 1086p

081/ｺｼ/1 近藤正斎全集 第1 近藤 重蔵/著 国書刊行会 1905 642p

081/ｺｼ/2 近藤正斎全集 第2 近藤 重蔵/著 国書刊行会 1906 588p

081/ｺｼ/3 近藤正斎全集 第3 近藤 重蔵/著 国書刊行会 1906 500p

081/ｼ/1 新群書類従 第1 国書刊行会 1907 752p

081/ｼ/2 新群書類従 第2 国書刊行会 1907 670p

081/ｼ/3 新群書類従 第3 国書刊行会 1909 502p

081/ｼ/4 新群書類従 第4 国書刊行会 1908 758p

081/ｼ/5 新群書類従 第5 国書刊行会 1907 674p

081/ｼ/6 新群書類従 第6 国書刊行会 1908 574p

081/ｼ/7 新群書類従 第7 国書刊行会 1907 752p

081/ｼ/8 新群書類従 第8 国書刊行会 1907 480p

081/ｼ/9 新群書類従 第9 国書刊行会 1908 690p

081/ｼ/10 新群書類従 第10 国書刊行会 1909 561p

081/ｼｲ/1 海表叢書 巻1 新村 出/監修 京都 更生閣書店 1927 1冊
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081/ｼｲ/2 海表叢書 巻2 新村 出/監修 京都 更生閣書店 1928 466p

081/ｼｲ/3 海表叢書 巻3 新村 出/監修 京都 更生閣書店 1928 1冊

081/ｼｲ/4 海表叢書 巻4 新村 出/監修 京都 更生閣書店 1928 166p

081/ｼｲ/5 海表叢書 巻5 新村 出/監修 京都 更生閣書店 1928 360p

081/ｼｲ/6 海表叢書 巻6 新村 出/監修 京都 更生閣書店 1928 196p

081/ｽﾏ 菅政友全集 全 菅 政友/著 国書刊行会 1907 673p

081/ｿ/1 続々群書類従 第1 国書刊行会 1907 812p

081/ｿ/2 続々群書類従 第2 国書刊行会 1908 767p

081/ｿ/3 続々群書類従 第3 国書刊行会 1908 694p

081/ｿ/4 続々群書類従 第4 国書刊行会 1908 680p

081/ｿ/5 続々群書類従 第5 国書刊行会 1910 516p

081/ｿ/6 続々群書類従 第6 国書刊行会 1907 719p

081/ｿ/7 続々群書類従 第7 国書刊行会 1908 762p

081/ｿ/8 続々群書類従 第8 国書刊行会 1907 924p

081/ｿ/9 続々群書類従 第9 国書刊行会 1907 754p

081/ｿ/10 続々群書類従 第10 国書刊行会 1908 746p

081/ｿ/11 続々群書類従 第11 国書刊行会 1907 586p

081/ｿ/12 続々群書類従 第12 国書刊行会 1908 685p

081/ｿ/13 続々群書類従 第13 国書刊行会 1910 526p

081/ｿ/14 続々群書類従 第14 国書刊行会 1908 729p

081/ｿ/15 続々群書類従 第15 国書刊行会 1908 706p

081/ｿ/16 続々群書類従 第16 国書刊行会 1910 379p

081/ﾂ/5 土田杏村全集 第5巻 宗教と道徳 土田 杏村/著 第一書房 1935 552p

100/ｲ 創造哲学概論 石丸 梧平/著 小金井 人生創造社 1966 290,11p

116/ｷ なるほどの論理学 紀平 正美/著 畝傍書房 1942 214p

121/ｱ 宣長の古道観 麻生 磯次/著 至文堂 1944 266p

121/ｹ/3 契沖全集 第3巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 844p

121/ｹ/4 契沖全集 第4巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 654p 図版5枚

121/ｹ/5 契沖全集 第5巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 638p

121/ｹ/6 契沖全集 第6巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 622p 図版5枚

１　哲学
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121/ｹ/7 契沖全集 第7巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 786p 図版8枚

121/ｹ/8 契沖全集 第8巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 1010p

121/ｹ/9 契沖全集 第9巻 契沖/著
佐佐木 信綱/[ほか]共
編

朝日新聞社 1926 監修：上田万年 613p 図版6枚

121/ｹ/ﾍﾞﾂ1 契沖全集 附巻 上巻 下河辺 長流/著 朝日新聞社 1927 774p

121/ｹ/ﾍﾞﾂ3 契沖全集 附巻 下巻 下河辺 長流/著 朝日新聞社 1927 686p

121/ｼ 水戸学講話 清水 正健 栗田 勤 瑞穂出版 1944 129p

121/ﾆﾌ 藤田東湖 西村 文則/著 藤田 東湖/伝 光書房 1942 503p

121/ﾆﾌ 水戸学入門 改訂版 西村 文則/著 大都書房 1939 236p

121/ﾊﾉ/1 伴信友全集 第1 伴 信友/著 国書刊行会 1907 678p

121/ﾊﾉ/2 伴信友全集 第2 伴 信友/著 国書刊行会 1907 710p

121/ﾊﾉ/3 伴信友全集 第3 伴 信友/著 国書刊行会 1907 506p

121/ﾊﾉ/4 伴信友全集 第4 伴 信友/著 国書刊行会 1907 650p

121/ﾊﾉ/5 伴信友全集 第5 伴 信友/著 国書刊行会 1909 518p

121/ﾋ 伝統 平泉 澄/著 至文堂 1940 649p

121/ﾔ 国民精神新論 日本観念形態の研究 山崎 謙/著 東宛書房 1936 278p

121/ﾔ 日本精神の研究 増補改版 安岡 正篤/著 玄黄社 1938 315p

121/ﾔ 新訳中朝事実 山鹿 素行/著 朝田 文雄/訳 広文堂書店 1912 223p

121/ﾔｿ 山鹿素行文集 [山鹿 素行/著] 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 520p

121/ﾜ 世界的日本主義 若宮 卯之助/著 ダイヤモンド社 1929 若宮叢書 第1 50p

122/ﾑｺ 東洋政治思想 室伏 高信/著 日本評論社 1942 東洋思想叢書 6 232p

123/ｼ 周易正文 五聖閣出版局 1933 和装 134p

123/ﾀﾃ 春秋 竹内 照夫/著 日本評論社 1942 東洋思想叢書 264p

123/ﾋ 経書の成立 支那精神史序説 平岡 武夫/著 大阪 全国書房 1946
東方文化研究所研
究報告 第18冊

336p

123/ﾌ/1 孟子講義 上 深井 鑑一郎/述 誠之堂 1895
中等教育和漢文講
義

和装 309p

123/ﾎ 補註論語集註 簡野 道明/補註 明治書院 1928 244p

124/ｲ 老子道徳経研究 伊福部 隆彦/著 藤沢 池田書店 1955 446p

124/ｳｸ 墨子 内野 熊一郎/著 墨子/伝 日本評論社 1942 東洋思想叢書 5 245p

124/ﾀ 老荘哲学 高瀬 武次郎/著 榊原文盛堂 1909 324p

124/ﾅﾖ 韓非子 長与 善郎/著 韓 非/伝 日本評論社 1942 東洋思想叢書 269p

124/ﾓﾃ 荘子物語 諸橋 轍次/著 荘子/伝 大法輪閣 1964 438p
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124/ﾔｻ 仁の研究 山口 察常/著 岩波書店 1941 514p

124/ﾛ 老子諸註大成 関 儀一郎/編 井田書店 1942 1冊

126/ﾋ ヴェーダの文学 インド文献史 第1巻 ヴィンテルニッツ/著 中野 義照/訳 日本印度学会 1964 474,54p

129/ｲﾃ 印度教 井原 徹山/著 大東出版社 1944 590p

129/ﾂﾅ インド文明の曙
ヴェーダとウパニ
シャッド

辻 直四郎/著 岩波書店 1978 岩波新書 青版 文献：p201〜207 207,6p

131/ﾌ プラトーン理想国 プラトーン/著 木村 鷹太郎/訳 冨山房 1918 986,25,5p

133/ﾐ 自由論
ジョン・スチュアト・
ミル/著

近江谷 晋作/訳 人文会出版部 1927 272p

141/ｸﾘ/1 勘の研究 黒田 亮/著 岩波書店 1941 309p

141/ｸﾘ/2 勘の研究 続 黒田 亮/著 岩波書店 1941 244p

147/ｵ 呪の信仰 大場 千秋/著 教育研究会 1931
東京帝国大学心理
学研究室心理学叢
書

188p

147/ﾆ/1 永遠への郷愁 未知の世界を科学する 仁宮 武夫/編著 富士書苑 1954
世界心霊科学大系
1

321p

147/ﾆ/2 幸福への科学 第2巻 仁宮 武夫/著 仁宮精神科学研究所 1956 150p

147/ﾆ 幸福への科学的方法 仁宮 武夫/著 仁宮精神科学研究所 1956 136p

147/ﾆ/1 神秘世界の環境と生活 科学の光に照して 仁宮 武夫/著 仁宮精神科学研究所 1956
幸福への科学シ
リーズ 1

300p

147/ﾆ 潜在意識の奇蹟 治病及性能改造法 仁宮 武夫/著 仁宮精神科学研究所 1957 222p

147/ﾆ 二つの世界から人間を見る 仁宮 武夫/編著 富士書苑 1954 世界心霊科学大系 354p

147/ﾜ/1 死後の世界 上篇 ワード/原著 浅野 和三郎/訳 横浜 心霊科学研究会 1958 185p

147/ﾜ/2 死後の世界 下篇 ワード/原著 浅野 和三郎/訳 横浜 心霊科学研究会 1955 396p

148/ｵ 家運とお墓
運の直る話 別冊附録
開運は祖先の供養から

大阪徳風会/著 川舟 喜太郎/編輯 大阪 川舟喜太郎 1959 103p 1枚

148/ｶ/1 易学大講座 第1巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 294p

148/ｶ/2 易学大講座 第2巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 310p

148/ｶ/3 易学大講座 第3巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 297p

148/ｶ/4 易学大講座 第4巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1953 291p

148/ｶ/5 易学大講座 第5巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 266p

148/ｶ/6 易学大講座 第6巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 314p

148/ｶ/7 易学大講座 第7巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 287p

148/ｶ/8 易学大講座 第8巻 加藤 大岳/著 紀元書房 1954 307p

148/ｺ 運命の予知と開運の秘訣 附 通俗丙午の解説 小橋 正則/著 開運社 1925 304,66,42p

148/ﾄ 星占の魅惑 トービス・星図/[著] 文陽社 1976 197p
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148/ﾈ 開運命名の真理 根本 円通/著 高島易断所本部神宮館 1956 339p

148/ﾏ 新易典 附独占ひ百種 松田 庫左衛門/著 加島虎吉 1930 588p

150/ﾋ
道徳科学(モラロジー)および最高道徳の概要 改
訂版

広池 千英/講述 柏 道徳科学研究所 1962 202p

152/ｿ 二十四孝 曾我 徹三/編 富山 慈光会 1943 119p

154/ｱ 愛国心について 日本文化連合会/編集 日本文化連合会 1964 日本文化学術叢書 309p

155/ﾊ 国体の真髄 長谷川 陸郎/編 あさひこ発行所 1940 53p

155/ﾌ 創造的日本学 藤沢 親雄/遺稿 小見山 登/編集 日本文化連合会 1964 附諸家追悼・随想録 353p

155/ﾓ 国体の本義 文部省/編 内閣印刷局 1937 156p

156/ｲ 繪畫と武士道 今井 爽邦/著 日本北画研究所 1933 28p

159/ｴ 新道歌物語 遠藤 早泉/著 学生の友社 1942 学生文化新書 404 200,3p

159/ｶｴ/1 益軒十訓 上 [貝原 益軒/著] 有朋堂書店 1927 有朋堂文庫 542,22p

159/ｶｴ/2 益軒十訓 下 [貝原 益軒/著] 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 572p

159/ﾎ 学生経 本多 静六/著 本多人間経刊行会 1951
千万人のバイブル
人間経 3

29p

159/ﾎ 新人生訓と人生計画表
「附」著者の略歴と新
著目録

本多 静六/著 大日本山林会 1949 31p

160/ｸ 世界の諸宗教 [グラント/著] 白石 喜之助/訳 新生堂 1928 400p

160/ｼ/39 宗教年鑑 昭和14年版 村田 鉄三郎/編輯 有光社 1939 169,189,147p

160/ｼ/8 宗教学叢書 8 石橋 智信/監修 春秋社 1932 254,5p

160/ｾ 科学と宗教 宇宙と愛への祈祷 関口 野薔薇/著 精神科学社 1962 452p

160/ｾ 文芸と宗教 神々は歌いたまう 関口 野薔薇/著 精神科学社 1963 447,9p

160/ﾀ On oriental culture and Japan's mission
ラビンドラナート・タ
ゴール/著

日印協会 1929 英文 28p

160/ﾌ 科学と宗教 福田 寛/著 京都 日本学士会 1957 53p

160/ﾌ 宗教と人間 福田 寛/著 京都 日本学士会 1957 102p

160/ﾔ 宗教とその真理 柳 宗悦/著 叢文閣 1919 601p

163/ｶｸ 民間信仰史 加藤 熊一郎/著 丙午出版社 1925 496,32p

163/ﾀ 祖先崇拝 民俗と歴史 竹田 聴洲/著 平楽寺書店 1957 サーラ叢書 250p

163/ﾀｼ 民族宗教の研究 棚瀬 襄爾/著 畝傍書房 1941 490,68p

163/ﾊ 呪法と呪物支配
アルフレッド・ハッド
ン/著

植木 謙英/訳 岡書院 1927 原始文化叢書 2 184p

164/ｶ 高天原 神原 信一郎/著 同文書院 1940 245p

164/ﾀ 神様の戸籍調べ 興味と教訓とに基ける 醍醐 恵端/著 淡海堂出版部 1938 211p

164/ﾍ
ベルギー・ハンガリー・オーストリヤ神話と伝
説

山崎 光子/編 大洋社出版部 1939 843p
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164/ﾏ 希臘神話の新検討 松村 武雄/著 培風館 1953 398p

166/ﾖﾖ 道教の研究 吉岡 義豊/著 京都 法藏館 1952 345p

167/ﾆ 愛の宗教 バハイズムの教旨 日本バハイ協会/編 日本バハイ協会 1910 77p

169/ｴ バハウラと新時代 エツセルモント/著
東京地方バハイ委員会
/訳

千歳村 バハイ出版部 1932 344,13p

169/ｵ 山上の清水 天の声、地の叫び 小田 秀人/著 真理実行会 1952 219p

169/ﾀ 宇宙大霊教綱要 池田貫道創設 大霊教研究所/編
加州王府 大霊教研究
所

1900 p.25-80

169/ﾂ ひとのみち教団の裁判 津田 騰三/著 新小説社 1953 154p

169/ﾄ 阿吽阿教を説く 堂屋敷 竹次郎/著 中和会本部 1936 415p

169/ﾖ ヨガ行者の一生
聖者ヨガナンダの自叙
伝

パラマンサ・ヨガナン
ダ/原著

関書院 1959 416p

170/ｲ 原子論に基づく古神道解説
吾が国結婚式に於ける
三三九都の原理

石坂 浦次郎/著 清水 日本神学連盟 1955 216p

170/ｲ 原子論に基づく神道哲学 石坂 浦次郎/著 黄土社 1949 62p

170/ｵｲ 日本神社考 沖野 岩三郎/著 恒星社厚生閣 1952 288p

170/ｶ/1 神儒偶談 上 葛城 慈雲/著 [出版者不明] 1910 和装 85p

170/ﾏｼ 日本固有民族信仰 松岡 静雄/著 刀江書院 1941 380p

170.2/ｻｱ 大日本神祇史 佐伯 有義/著 国晃館 1914 1324p

170.3/ｻｱ 神道分類総目録 佐伯 有義/編 春陽堂書店 1937 1冊

171/ﾀﾖ 神道概論 全 訂正版 田中 義能/編 明治書院 1945 250p

172/ｷｶ 氏神と八幡 岸 一太/著 明道会 1929 215,30p

175/ｱ 明治神宮に参拝して 相原 熊太郎/著 母子の友社 1938 校外国史文庫 57p

175/ｲ 官幣中社昇格願書 昭和三年九月十五日 今井 辰麿/編輯
羽咋町 羽咋神社社務
所

1929 118p 14枚

175/ｶ 伊勢初詣私記 片口 安太郎/著 小杉町 片口安太郎 1936 34p

175/ｶ 官幣小社大国魂神社略誌
大国魂神社々務所/編
纂

大国魂神社々務所 1937 28p

175/ｺ 金刀比羅宮記
金刀比羅宮社務所第一
課/編輯

金刀比羅宮社務所第一
課

1922 206p

175/ｺ 金刀比羅宮祭儀図会
金刀比羅宮社務所第一
課/編輯

金刀比羅宮社務所第一
課

1932 1冊

175/ｺ 雷神考 小室 徳/著 水戸 惟神会 1941 124p

175/ｼ 伊勢の神宮 神宮司庁/編纂 伊勢 神宮司庁 1957 31,80p

175/ﾆ 日光東照宮百話 日光東照宮社務所/編
日光町 日光東照宮社
務所

1927 143p

176/ｼﾐ 祝詞の研究 白石 光邦/著 至文堂 1941 475p

176/ﾀ 祝詞の解説 高畠 康寿/著 世界大祖国史期成会 1941 63p

178/ｳ たふでさき講義 上田 嘉成/編纂 丹波 天理時報社 1948 469p
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178/ｼ/1 丸山教祖一代記略 上巻 改訂
神道丸山教会本院/編
輯

稲田村 神道丸山教会
本院

1930 89p

178/ｼ/2 丸山教祖一代記略 下巻
神道丸山教会本院/編
輯

稲田村 神道丸山教会
本院

1923 122p

178/ﾃ 生きがいの探求 信仰覚書 出口 日出麿/著 講談社 1966 261p

178/ﾕ 丸山教祖御伝 柚利 淳一/著
川崎 丸山教本庁出版
部

1955 521p

180/ｳ 迦旃隣陀 梅原 真隆/著
滑川 専長寺文書伝導
部

1951 295p

180/ｵ 笠杖 大西 良慶/著 京都 清水寺成就院 1970 313p

180/ｵ 今日に生きる 聖徳太子講演会法話集 大西 良慶/ほか著
富山 富山県聖徳太子
会

1966 62p

180/ｵ/1 心 1 大西 良慶/著 北法相宗宗務所/編集 京都 北法相宗宗務所 1969
北法相宗清水寺仏
教文化講座 第1集

219p

180/ｷ/1 清水 第1集(昭和36年9月) 京都 清水編集部 1961 41p

180/ｷ/2 清水 第2集(昭和37年8月) 京都 清水編集部 1962 62p

180/ｻ 光明 酒井 月峯/述 南加積村 酒井月峯 1946 38p

180/ｼ 科学時代の仏教
人生と仏教シリーズ編
纂会/編

京都 百華苑 1958
人生と仏教シリー
ズ 11

100p

180/ｽ 讃美喋 須垣 天山/ほか著 スガキ印刷 1966 1冊

180/ﾁ 西蔵文蒙古喇嘛教史
皇紀二千六百年記念出
版

橋本 光宝/編 蒙蔵典籍刊行会 1940 407,20p

180/ﾅ 信仰読本 中村 弁康/著 増上寺出版部 1935 信仰文庫 第1輯 76p

180/ﾊ 人生の目的 原田 祖岳/著 小浜 大雲会 1966 30p

180/ﾊ 我国体より見たる仏教の是非と其実相 服部 宗明/著 京都 神燎会 1941 222p

180/ﾋ 聖像と荒牛 広瀬 精一/著 大阪 創元社 1965 111p

180/ﾌ 真理を求めて 福田 寛/著 京都 日本学士会 1960 99p

180/ﾌ 随縁集 藤原 鉄乗/著 中山書房 1959 鉄乗選集 第1 324p

180/ﾌ 仏教聖典 友松 円諦/編纂 真理運動本部 1955 320p

180/ﾌ 仏陀の研究 福田 寛/著 京都 日本学士会 1958 146p

180.4/ｵﾘ 大西良慶和上米寿記念集 大西 良慶/著 田中 庄之輔/著 京都 田中庄之輔 1963 376p

180.4/ｵﾘ 和 大西 良慶/著 京都 北法相宗々務所 1967 213p

180.4/ｶﾎ 仏を求めて 金山 穆韶/著
高野山(和歌山県) 天
徳院

1953 132p

180.4/ｷ 浪僧記 南 喜笛/著 高岡 石雲寺 1953 237p

181/ﾏｼ 仏教における宗観念の成立 真野 正順/著 理想社 1964 392p

182/ｱ お釈迦さまの足跡をたずねて 青木 ヒサ/著 中山書房 1960 130p

182/ｱ 法顕伝
中亜・印度・南海紀行
の研究

足立 喜六/著 法蔵館 1940
付：法顕伝索引(10p) 法
顕行路全図(1枚)

384p

182/ｳ 菩提樹の光 鵜飼 俊雄/著
名古屋 愛知学院宗教
部

1961 105p
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182/ｵ 印度の仏教 荻原 雲来/著 丙午出版社 1917 仏教大観 206p

182/ｵﾍ 仏陀
ヘルマン・オルデンベ
ルグ/著

木村 泰賢/ほか訳 大雄閣 1933 699p

182/ｶ ブッダ伝 春日井 真也/著 [出版者不明] 1900 10p

182/ｶ 馬鳴の研究 金倉 円照/著 京都 平楽寺書店 1966 140,8p

182/ｹ/105 現代仏教 第105号
明治仏教の研究・回顧
十周年記念特輯号

松岡 譲/編輯 現代仏教社 1933 780p

182/ﾀ 仏伝 高楠 順次郎/著 大雄閣 1931 大雄叢書 第1輯 58p

182/ﾂ/1 日本仏教史 第1巻 上世篇 辻 善之助/著 岩波書店 1960 920p

182/ﾂ/2 日本仏教史 第2巻 中世篇之一 辻 善之助/著 岩波書店 1960 455p

182/ﾂ/3 日本仏教史 第3巻 中世篇之二 辻 善之助/著 岩波書店 1960 443p

182/ﾂ/4 日本仏教史 第4巻 中世篇之三 辻 善之助/著 岩波書店 1960 466p

182/ﾂ/5 日本仏教史 第5巻 中世篇之四 辻 善之助/著 岩波書店 1960 458p

182/ﾂ/6 日本仏教史 第6巻 中世篇之五 辻 善之助/著 岩波書店 1960 372,72p

182/ﾂ/7 日本仏教史 第7巻 近世篇之一 辻 善之助/著 岩波書店 1960 426p

182/ﾂ/8 日本仏教史 第8巻 近世篇之二 辻 善之助/著 岩波書店 1961 492p

182/ﾂ/9 日本仏教史 第9巻 近世篇之三 辻 善之助/著 岩波書店 1961 644p

182/ﾂ/10 日本仏教史 第10巻 近世篇之四 辻 善之助/著 岩波書店 1961 497,28p

182/ﾚ 仏教人文主義 シル〓ン・レヴィ/著 山田 竜城/訳 大雄閣書房 1928 閲：高楠順次郎 185p

182/ﾜｼ 新釈尊伝 渡辺 照宏/著 大法輪閣 1966 490,19p

182/ﾜｼ 仏教女性物語 渡辺 照宏/著 河出書房新社 1965 Kawade paperbacks 280p

183/ｳ 国宝元版一切経閲蔵記録 上村 真肇/編 大正大学 1930
「大正大学学報29輯」別
刷

74p

183/ｵｴ 涅槃経 横超 慧日/著 日本評論社 1942 東洋思想叢書 7 274p

183/ﾀ 禅乃要諦清談金剛経 高階 瓏仙/著 河辺町 中央仏教社 1956 303,4p

183/ﾀ 大字観音経 京都 永田文昌堂 [出版年不明] 1冊

183/ﾄ 英文法句経
Dhammapada the
saying of the Buddha

友松 圓諦/編 真理運動本部 1956 標題紙書名：DHAMMAPADA 78p

183/ﾄﾖ 大無量寿経講義 東福 義雄/著 垂水書房 1964 192p

183/ﾅ/1 体系的法華経概観 上巻 中川 日史/著 研文館 1927 375p

183/ﾅ/2 体系的法華経概観 下巻 中川 日史/著 研文館 1927 p.377-843 36p

183/ﾆ 日本大蔵経 日本大蔵経編纂会/編 日本大蔵経編纂会 1916 344p

183/ﾆ/1 法華経の新しい解釈 第1巻 庭野 日敬/著 立正佼成会出版部 1961 242p
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183/ﾆ/3 法華経の新しい解釈 第3巻 庭野 日敬/著 立正佼成会出版部 1961 231p

183/ﾆ/4 法華経の新しい解釈 第4巻 庭野 日敬/著 立正佼成会出版部 1960 231p

183/ﾆ/5 法華経の新しい解釈 第5巻 庭野 日敬/著 立正佼成会出版部 1961 253p

183/ﾊ 般若心経講話 橋本 徹馬/著 紫雲荘出版部 1954 98p

183/ﾎ 法句経 友松 円諦/訳 真理運動本部 1958 262p

183/ﾐ 妙法蓮華経并開結 訓訳 井上 四郎/編集 平楽寺書店 1968 背の書名：法華経并開結 426,44p

183/ﾑｻ 維摩経 武者小路 実篤/著 日本評論社 1942 東洋思想叢書 3 296p

183/ﾓ 蒙蔵梵漢和合璧金剛般若波羅蜜経 橋本 光宝/訳編 清水 亮昇/訳編 蒙蔵典籍刊行会 1941 206p

183/ﾜｼ 新訳・法句経講話 渡辺 照宏/著 大法輪閣 1956 346p

184/ｼ 新釈観音経講話 清水谷 恭順/著 実業之日本社 1953 300p

184/ﾀｼ 釈迦前生物語 立花 俊道/著 三省堂 1940 217p

185/ｷ 妙観院の七不思議 北原 広禅/著 七尾 妙観院保勝会 1955 14p

185/ﾀ 印度佛涅槃地記念塔建設に就て 高見 之通/述 使命会本部 1939
使命会講演集 第十
輯

26p

185/ﾎﾐ 国分寺址之研究 掘井 三友/著 上田 中沢正 1956 416p

186/ｱ 遍路図会 荒井 とみ三/著 大阪 新正堂 1942 221p

186/ｲ 孟蘭盆夜話 泉 漾太郎/著 新小説社 1955 248p

186/ｲｼ 不動尊の霊験 今沢 慈海/著 不動全集刊行会 1941 252p

186/ｳﾘ 観音菩薩の研究
観音の基本的研究と奈
良朝仏教に現われたる
観音信仰

梅原 隆嗣/著
滑川 専長寺文書伝導
部

1950 208p

186/ｵｹ 仏教の美術と歴史 小野 玄妙/著 金尾文淵堂 1943 1240p 32枚

186/ｶ 観音の精神 河合 諄太郎/著 同文館 1942 130p

186/ｷｵ 新修日本仏像図説 木村 小舟/著 日本仏像図説刊行会 1952 443p

186/ｻ 讃観音大士伽陀集 足立 喜六 熊平 源蔵/編輯 広島 広島観音会 1933 205p

186/ﾄ 坂東三十三番札所めぐり 東京鉄道局/編 東京鉄道局 1930 66p 7枚

188/ｱｺ 碧巖集講話 秋野 孝道/著 明治書院 1942 803p

188/ｱｼ 臨済録提唱 足利 紫山/著 大法輪閣 1954 490p

188/ｱｿ 碧巌録講話 朝比奈 宗源/著 河出書房 1956 現代聖典講話 6 270p

188/ｲ 現代への福音 夜船閑話の意味 石原 昊三郎/著
清水 石原式健康普及
会

1959 126p

188/ｲ 死後に霊魂なし
宗教問題の現代的な解
説

池田 貫道/編述 米国 池田貫道 1931 115,34p

188/ｲ 修験道護摩祈祷法 石村 龍勝/著 京都 山城屋文政堂 1938 36p

188/ｲ 尊王護国民衆善導役公行者 岩谷 白嶺/著 直川村 千寿文圃 1934 130p
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188/ｳ 信仰談
本堂絵欄間の解説に因
みて

上野 興仁/著 氷見 勝伝寺 1953 31p

188/ｳ 親鸞伝の諸問題 梅原 隆章/著 京都 顕真学会 1951 427p

188/ｳｼ 恵信尼文書の考究 梅原 真隆/著
滑川 専長寺文書伝導
部

1957 175p

188/ｵ 神変大菩薩 大三輪 信哉/著 興教書院 1936 283p 図版11枚

188/ｵｾ 真言密教聖典 特製版 小野 清秀/著 真言密教聖典刊行会 1929 1390p

188/ｶﾀ/1 正信偈新講 上巻 金子 大栄/著 京都 あそか書林 1961 213p

188/ｶﾀ/2 正信偈新講 中巻 金子 大栄/著 京都 あそか書林 1962 234p

188/ｶﾀ/3 正信偈新講 下巻 金子 大栄/著 京都 あそか書林 1962 242p

188/ｶﾎ 弘法大師の信仰観 金山 穆詔/著
高野町(和歌山県) 高
野山大学

1944 277p

188/ｷ/5 立正大師鑚仰録 第5号 木内 打魚/編輯 立正高等女学校紫友会 1934 59p

188/ｷｼ 正信偈に聞く 桐溪 順忍/著 教育新潮社 1963 265p

188/ｸ 親鸞聖人和讃和歌集 国香 正雄/著 京都 永田文昌堂 1961 152p

188/ｸ 真如親王 久野 芳隆/著 照文閣 1943 296p

188/ｸ 鞍馬寺 第2版
鞍馬弘教総本山鞍馬寺
鞍馬弘教出版部/編

京都 鞍馬弘教総本山
鞍馬寺鞍馬弘教出版部

1952 鞍馬文庫 1 16,41p

188/ｻ 大本山永平寺参拝の友 斉藤 彰全/著
下志比村 永平寺門前
奉讃会

1951 29p

188/ｼ/9 釈宗演全集 第9巻 釈 宗演/[著] 松田 竹の嶋人/編輯 平凡社 1929 407p

188/ｼ/10 釈宗演全集 第10巻 釈 宗演/[著] 松田 竹の嶋人/編輯 平凡社 1930 323p 図版16p

188/ｼ 臨機応変 釈 宗演/著 明文館 1920 412p

188/ｼ 真如親王御伝 金尾文淵堂 1942 117p

188/ｼ/1 教行信證新釈 巻上 親鸞/著 梅原 真隆/編
滑川 専長寺文書伝導
部

1955 617p

188/ｼ/2 教行信證新釈 巻中 親鸞/著 梅原 真隆/編
滑川 専長寺文書伝導
部

1957 679p

188/ｼ/3 教行信證新釈 巻下 親鸞/著 梅原 真隆/編
滑川 専長寺文書伝導
部

1957 471p

188/ｼｾ 十牛図 柴山 全慶/著 弘文堂 1954 228p

188/ｼｾ 禅心禅話 柴山 全慶/著 春秋社 1964 238p

188/ｽﾀ 趙州禅師語録 鈴木 大拙/校閲 秋月 龍珉/校訳 春秋社 1964 1冊

188/ｿ 総本山身延久遠寺 身延山久遠寺 1900 1冊

188/ｿﾘ 法蔵菩薩 曽我 量深/著 京都 同朋舎出版 1963 142p

188/ﾀ 鴨江寺復興史 建部 快運/著 浜松 鴨江寺 1961 118,30p

188/ﾀ 禅心の遍歴 谷 善之丞/著 東京書房 1961 279p

188/ﾀ 不生禅 盤珪禅師語録の色読 高野 毅/編著 春秋社 1956 184p
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188/ﾀ 不生禅とその生き方 高野 毅/著
甲府 吉字屋本店読書
会

1958 63p

188/ﾀﾀ 夢窓国師 中世禅林主流の系譜 玉村 竹二/著 夢窓 疎石/伝 京都 平楽寺書店 1958 サーラ叢書 10 386p

188/ﾂ 意訳勤行聖典 経谷 芳隆/著 京都 永田文昌堂 1965 127,28p

188/ﾂﾃ 禅林法話集 塚本 哲三/編輯 有朋堂書店 1927 有朋堂文庫 612p

188/ﾃ/1 碧巖録講義 上 天桂禅師提唱 伝尊/著 松崎 覚本/編 光融舘 1901 和装 1冊

188/ﾃ/2 碧巖録講義 中 天桂禅師提唱 伝尊/著 松崎 覚本/編 光融舘 1901 和装 1冊

188/ﾃ/3 碧巖録講義 下 天桂禅師提唱 伝尊/著 松崎 覚本/編 光融舘 1901 和装 1冊

188/ﾄ 道元禅師全集 全 道元/原著 大久保 道舟/編 春秋社 1940 1冊

188/ﾄ/1 正法眼蔵釈意 第1巻 道元/原著 橋田 邦彦/述 山喜房仏書林 1941 216p

188/ﾄ/2 正法眼蔵釈意 第2巻 道元/原著 橋田 邦彦/述 山喜房仏書林 1941 386p

188/ﾄ/3 正法眼蔵釈意 第3巻 道元/原著 橋田 邦彦/述 山喜房仏書林 1944 388p

188/ﾅ 日什上人諷誦章信解 中川 日史/著 京都 平楽寺書店 1956 272p

188/ﾅ 日蓮聖人五大部提要開目鈔 中川 日史/著 研文館 1933 244p

188/ﾅ 日蓮聖人五大部提要観心本存鈔 中川 日史/著 研文館 1935 306p

188/ﾅ 日蓮聖人五大部提要撰時鈔 中川 日史/著 研文館 1934 197p

188/ﾅ 日蓮聖人五大部提要報恩鈔 中川 日史/著 研文館 1933 180p

188/ﾅ 日蓮聖人五大部提要立正安国論 中川 日史/著 研文館 1933 185p

188/ﾅｹ 密教概説 長岡 慶信/著 鹿野苑 1964 266p

188/ﾆ 聚秀録 庭野日敬先生法話集 庭野 日敬/著
立正佼正会出版部/編
集

立正佼成会出版部 1963 274p

188/ﾆ 真宗聖典 日本聖典刊行会/編 高山堂書店 1934 1冊

188/ﾆ/1 講座 禅 第1巻 西谷 啓治/編 西谷 啓治/ほか著 筑摩書房 1967 332p

188/ﾆ/2 講座 禅 第2巻 西谷 啓治/編 柴山 全慶/ほか著 筑摩書房 1967 321p

188/ﾆ/3 講座 禅 第3巻 西谷 啓治/編 柳田 聖山/ほか著 筑摩書房 1967 350p

188/ﾆ/4 講座 禅 第4巻 西谷 啓治/編 古田 紹欽/ほか著 筑摩書房 1967 393p

188/ﾆ/5 講座 禅 第5巻 西谷 啓治/編 久松 真一/ほか著 筑摩書房 1968 326p

188/ﾆ/6 講座 禅 第6巻 西谷 啓治/編 芳賀 幸四郎/ほか著 筑摩書房 1968 358p

188/ﾆ/7 講座 禅 第7巻 西谷 啓治/編 上田 閑照/ほか著 筑摩書房 1968 349p

188/ﾆ/8 講座 禅 第8巻 西谷 啓治/編 筑摩書房 1968 370p

188/ﾊ 天台宗読本 宗史編 硲 慈弘/著
滋賀県 天台宗務庁教
学部

1939 455p

188/ﾌ 近世の禅者たち 古田 紹欽/著 平楽寺書店 1956 サーラ叢書 245p
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188/ﾌ 道元禅師御伝記 笛岡 自照/著 志比谷村 祖山傘松会 1951 173p

188/ﾎ 円融寺記 古志の村松 星山 貢/著 上組村 円融寺 1934 264p

188/ﾎ/14 法輪寺講堂改修募縁牒 第14号
斑鳩町 聖徳宗本山法
輪寺

1950 1冊

188/ﾎｹ 盤珪国師伝 細田 源吉/著 盤珪国師/伝 北海出版社 1942 274,112,50p

188/ﾎｼ/1 隔冥記 第1 鳳林 承章/著 赤松 俊秀/校註 京都 鹿苑寺 1958 770p

188/ﾎｼ/2 隔冥記 第2 鳳林 承章/著 赤松 俊秀/校註 京都 鹿苑寺 1959 754p

188/ﾎｼ/3 隔冥記 第3 鳳林 承章/著 赤松 俊秀/校註 京都 鹿苑寺 1960 741p

188/ﾎｼ/4 隔冥記 第4 鳳林 承章/著 赤松 俊秀/校註 京都 鹿苑寺 1961 764p

188/ﾎｼ/5 隔冥記 第5 鳳林 承章/著 赤松 俊秀/校註 京都 鹿苑寺 1964 699p

188/ﾎｼ/6 隔冥記 第6 鳳林 承章/著 赤松 俊秀/校註 京都 鹿苑寺 1967 662p

188/ﾏ 玄奘三蔵 史実西遊記 前嶋 信次/著 岩波書店 1978 岩波新書 青版 190p

188/ﾐ 日蓮聖人と身延山 身延山祖廟奉仕会/編 身延山祖廟奉仕会 1957 31p

188/ﾓ 禅の閑話 森崎 善一/著 禅の家出版部 1962 256p

188/ﾓ 日本人日蓮 本山 荻舟/著 天佑書房 1943 568p

188/ﾓｾ 立川邪教とその社会的背景の研究 守山 聖真/著 鹿野苑 1965 628p

188/ﾔ 手をあわせる 山田 無文/著 春秋社 1965 しんじん文庫 203p

188/ﾔｹ 無門関提唱 山本 玄峰/著 大法輪閣 1961 497p

188/ﾔﾑ 禅と念仏 対話 山田 無文/著 大原 性実/著 潮文社 1968 180p

190/ｶ 神と贖罪愛への感激 賀川 豊彦/著 大阪 日曜世界社 1940 148p

190/ｻ 社会改造の根本問題 左近 義弼/著 聖書改訳社 1920 143p

190/ｾ 生命の路へ エデンよりエデンに
末世之福音社編輯部/
編著

末世之福音社 1920 180p

190.2/ｱｼ 切支丹宗門の迫害と潜伏 姉崎 正治/著 同文舘出版 1925 390p

190.2/ﾔｼ/1 日本基督教史 上巻 山本 秀煌/著 新生堂 1925 423p

190.2/ﾔｼ/2 日本基督教史 下巻 山本 秀煌/著 新生堂 1925 511p

191/ｺ 信仰と理性 宗教及び科学の関係論 R.G.Collingwood/著 林 静太/訳 警醒社 1930 69p

192/ｼ 米国シカゴ日本人基督教青年会来訪者名簿
シカゴ日本人基督教青
年会/編

シカゴ日本人基督教青
年会後援会

1930 243,6p

193/ｶ 恩寵無限 亀谷 凌雲/著 岸和田 聖灯社 1957 聖灯文庫 4 123p

193/ｷ 旧新約聖書 米国聖書協会 1936 訳文は文語体による 1256,383p

193/ﾓ/42 日日の聖書 1942
日本基督者三百六十五
人撰 皇紀二千六百〇
二年

守屋 東/編輯 東星学園 1941 34p

194/ｶ 仏教から基督へ 溢るる恩寵の記 亀谷 凌雲/著 福音館書店 1957 328p
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198/ｺ 尖端を行く
社会改革者信念の闘士
松永文雄牧師小伝

此川 清一/著
ニューヨーク 此川 清
一

1956 36p

198/ﾓ モルモン教
ジョセフ.スミス<2代
>/英訳

アルマ,オー,テイラー
末日聖徒耶蘇基督教会
日本伝道部

1909 942p

201/ﾉ 史学要論 野々村 戒三/著 早稲田大学出版部 1937 474p

202/ｶ 史前文化史 加藤 一夫/著 川崎 龍宿山房 1942 226p

202/ｼ/1 人類学・先史学講座 第1巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1938 1冊

202/ｼ/2 人類学・先史学講座 第2巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1938 1冊

202/ｼ/3 人類学・先史学講座 第3巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1938 1冊

202/ｼ/4 人類学・先史学講座 第4巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1938 1冊

202/ｼ/5 人類学・先史学講座 第5巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1938 1冊

202/ｼ/7 人類学・先史学講座 第7巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/8 人類学・先史学講座 第8巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/9 人類学・先史学講座 第9巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/10 人類学・先史学講座 第10巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/11 人類学・先史学講座 第11巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/12 人類学・先史学講座 第12巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/13 人類学・先史学講座 第13巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1939 1冊

202/ｼ/14 人類学・先史学講座 第14巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1940 1冊

202/ｼ/15 人類学・先史学講座 第15巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1940 1冊

202/ｼ/16 人類学・先史学講座 第16巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1940 1冊

202/ｼ/17 人類学・先史学講座 第17巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1941 1冊

202/ｼ/18 人類学・先史学講座 第18巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1941 1冊

202/ｼ/19 人類学・先史学講座 第19巻 長坂 金雄/編輯 雄山閣 1941 1冊

203/ｾ 世界年表
紀元二千六百年記念出
版

清水 澄/共編 清水 不濁/共編 美術倶楽部出版部 1940 120p

203/ﾀ 万国大年表 棚橋 一郎/編 小川 銀次郎/訳 三省堂書店 1905 244p

204/ｺ/2 故事海 中巻 古志 学人 長井 庄吉/編輯 長井庄吉 1898 140p

204/ｺ/3 故事海 下巻 古志 学人/著 長井庄吉 1898 137p

204/ｼ 史的研究 史学研究会/編纂 富山房 1914 418p

204/ｼ/2 史的研究 続 史学研究会/編纂 富山房 1916 347,7p

204/ﾀ 「封建的」な西欧と「近代的」な日本 高橋 幸八郎/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第19号

20p

208/ｺ/1 講座歴史 1 江口 朴郎/[ほか]編集 大月書店 1956 331p

２　歴史
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208/ｺ/2 講座歴史 2 江口 朴郎/[ほか]編集 大月書店 1955 338p

208/ｺ/3 講座歴史 3 江口 朴郎/[ほか]編集 大月書店 1956 278p

208/ｺ/4 講座歴史 4 江口 朴郎/[ほか]編集 大月書店 1956 250p

209/ｾ/12 世界興亡史論 第12巻
世界興亡史論刊行会/
編

平凡社 1930 478p

209/ｾ/3 世界歴史大系 3 平凡社 1933 646p 図版20枚

209/ｾ/9 世界歴史大系 9 平凡社 1934 510p 図版24枚

209/ｾ/15 世界歴史大系 15 平凡社 1934 580p 図版19枚

209/ｾ/16 世界歴史大系 16 平凡社 1934 564p 図版19枚

209/ｾ/17 世界歴史大系 17 平凡社 1935 404p 図版19枚

209/ｾ/18 世界歴史大系 18 平凡社 1934 556p 図版19p

209/ｾ/19 世界歴史大系 19 平凡社 1933 598p 図版19p

209/ﾅ 世界興廃大戦史 東洋戦史第23巻 仲小路 彰/著 戦争文化研究所 1941 236p

209/ﾅ/1 図説 世界史話大成 第1巻 仲小路 彰/著 高志書房 1937 459p

209/ﾅ/2 図説世界史話大成 第2巻 仲小路 彰/著 高志書房 1939 322p

209/ﾅ/3 図説世界史話大成 第3巻 仲小路 彰/著 高志書房 1938 350p

209/ﾅ/4 図説世界史話大成 第4巻 仲小路 彰/著 高志書房 1937 501p

209/ﾅ/5 図説世界史話大成 第5巻 仲小路 彰/著 高志書房 1937 401p

209/ﾅ/6 図説世界史話大成 第6巻 仲小路 彰/著 高志書房 1938 373p

209/ﾅ/7 図説世界史話大成 第7巻 仲小路 彰/著 高志書房 1937 497p

209/ﾅ/8 図説世界史話大成 第8巻 仲小路 彰/著 高志書房 1937 544p

209/ﾅ/9 図説世界史話大成 第9巻 仲小路 彰/著 高志書房 1941 発行者：翁 久允 365p

209/ﾅ/10 図説世界史話大成 第10巻 仲小路 彰/著 高志書房 1941 224,94p

209/ﾉ 世界大戦の教訓と憲法 野村 直邦/著
「世界大戦の教訓と憲
法」普及後援会

1966
書名は奥付・背による.表
紙の書名：世界大戦之教
訓と憲法

112p

210/ｲ 人類之祖国太古日本史 岩田 大中/著 富山 太古書院 1931 405p

210/ｺ/1 國史大辭典 1 あ〜を 吉川弘文館 1927 510p

210.2/ｵｲ 神道考古学論考 大場 磐雄/著 葦芽書房 1943 692p

210.4/ｷ 読史百話 喜田 貞吉/著 三省堂書店 1912 376p

210.4/ｺ 自治民範 権藤 成卿/著 平凡社 1932 590p

210.4/ｼ 神宮御陵参拝随行記 壬寅年新春 神風串呂講究所/編輯 豊川 神風串呂講究所 1962 10p

210.4/ﾎ 日本及汎太平洋民族の研究 堀岡 文吉/著 冨山房 1927 638,16p
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210.4/ﾐ 開鏡(天之岩戸開き)の神風串呂 三浦 芳聖/著 豊川 神風串呂講究所 1960 68p

210.4/ﾔ 天孫族 安田 徳太郎/著 光文社 1956 日本人の歴史 2 253,112p

210.4/ﾖ 日本文明史話 生活と趣味より観たる 吉田 東伍/著 広文堂書店 1915 454p

210.4/ﾜ 国史説苑 和田 英松/著 明治書院 1939 556,3p

210.6/ｷ 大日本郷土史家連盟趣意
郷土史家連盟事務所/
編

大阪 郷土史家聯盟事
務所

1941 1冊

210.7/ﾀｴ 郷土史研究の手引 田村 栄太郎/著 白揚社 1938 428p

210.8/ｲﾀ 野史 首 飯田 忠彦/著 吉川弘文館 1906 370p

210.8/ｲﾀ/1 野史 1 本紀 列伝 飯田 忠彦/著 弘文館 1904 702p

210.8/ｲﾀ/2 野史 2 列伝 飯田 忠彦/著 弘文館 1904 708p

210.8/ｲﾀ/3 野史 3 列伝武臣 飯田 忠彦/著 吉川弘文館 1905 732p

210.8/ｲﾀ/4 野史 4 列伝武臣 飯田 忠彦/著 吉川弘文館 1905 642p

210.8/ｲﾀ/5 野史 5 列伝外国伝 飯田 忠彦/著 吉川弘文館 1906 618p

210.8/ｸｶ/1 玉葉 第1 九条 兼実/著 国書刊行会 1906 646p

210.8/ｸｶ/2 玉葉 第2 九条 兼実/著 国書刊行会 1906 666p

210.8/ｸｶ/3 玉葉 第3 九条 兼実/著 国書刊行会 1907 946p

210.8/ｺ/2 高野山文書 第2巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1937 519p 図版6枚

210.8/ｺ/5 高野山文書 第5巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1936 461p

210.8/ｺ/6 高野山文書 第6巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1941 350p

210.8/ｺ/7 高野山文書 第7巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1938 503p

210.8/ｺ/9 高野山文書 第9巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1936 旧高野領内文書 1 469p

210.8/ｺ/10 高野山文書 第10巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1936 470p 図版5枚

210.8/ｺ/11 高野山文書 第11巻 高野山史編纂所/編 高野山文書刊行会 1939 471p

210.8/ｼ/4 国史挿話全集 第4巻 白井 喬二/著 万里閣書房 1930 28,657p

210.8/ﾏｻ/1 集古十種 第1 松平 定信/編纂 国書刊行会 1908 448p

210.8/ﾏｻ/2 集古十種 第2 松定 定信/編纂 国書刊行会 1908 454p

210.8/ﾏｻ/3 集古十集 第3 松平 定信/編纂 国書刊行会 1908 458p

210.8/ﾏｻ/4 集古十集 第4 松平 定信/編纂 国書刊行会 1908 553p

211/ｲ/10 異説日本史 第10巻 史蹟社寺篇 雄山閣 1932 393p

211/ｶ 日本外史論文新講 川口 白浦/著 学生の友社 1942 160p

211/ｹ/3 現代日本文明史 3 外交史 清澤 洌/著 東洋経済新報社 1941 578p
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211/ｺ/1 国民の歴史 1 カラー版 小林 行雄/著 文英堂 1967 339,7p

211/ｺﾅ 日本震災凶饉攷 権藤 成卿/著 文芸春秋 1932 395p

211/ｼ 民族日本歴史 建国編 白柳 秀湖/著 千倉書房 1935 390p

211/ｼ 民族日本歴史 王朝編 白柳 秀湖/著 千倉書房 1940 366p

211/ｼ 民族日本歴史 封建編 白柳 秀湖/著 千倉書房 1940 420p

211/ｼ 民族日本歴史 戦国編 白柳 秀湖/著 千倉書房 1940 441p

211/ｼ 民族日本歴史 近世編 白柳 秀湖/著 千倉書房 1935 483,7p

211/ｼ 民族日本歴史 王朝編 新版 白柳 秀湖/著 千倉書房 1943 10,457p

211/ｼ 民族日本歴史 戦国編 新版 白柳 秀湖/著 千倉書房 1944 18,538p

211/ｼ 民族日本歴史 近世編 新版 白柳 秀湖/著 千倉書房 1944 532p

211/ﾀ 日本社会史 瀧川 政次郎/著 乾元社 1947 377,14p

211/ﾄ 近世日本国民史 織田氏時代 前篇 徳富 蘇峰/著 徳富 猪一郎/著 民友社 1918 544,108p

211/ﾄ/14 近世日本国民史明治天皇御宇史 第14冊 徳富 蘇峰/著 徳富 猪一郎/著 明治書院 1944 395,32p

211/ﾆ 日本史 新訂 藤木 邦彦/編 青林書院 1961 大学教養演習講座 405,16p

211/ﾆ/5 日米文化交渉史 5 移住編 永井 松三/編 洋々社 1955 632p

211/ﾊ 日本
カール・ハウスホー
ファー/著

佐々木 能理男/訳 第一書房 1943 345p

211/ﾎ 日本略史
「お母さん」の創った
日本

星 一/著 星一 1937 234,38p

211/ﾐ 神皇正統記の講義 宮下 幸平/著 芳文堂 1939 456p

211/ﾔ 日本史綱要 山本 光郎/著 [出版者不明] 1930 106p

212/ｼ 世界文化史上の日本民族 白柳 秀湖/著 千倉書房 1948 444p

212/ﾄ 土中の日本 長坂 金雄/編輯 国史講習会 1938
中央史壇臨時増刊
第9巻第4号 通巻第
55号

282p

212/ﾌ/2 原日本考 続篇 福士 幸次郎/著 名古屋 三宝書院 1943 247,30p

213/ｲ 古事記神話の新研究 石川 三四郎/著 三徳社 1921
奥付の書名：古事記神話
新研究

214p

213/ｵ 日本建国史考
古事記・日本書紀の読
み方

沖野 岩三郎/著 恒星社 1938 350p

213/ｵｼ 魏志倭人伝の研究 大森 志郎/著 実文館 1955 223p

213/ｶ 神代史の構想 その自然観察について 勝谷 稔/著 雪窓書房 1954 233p

213/ｺ 弘仁文化之新研究 弘法大師千百年記念 佐伯 啓造/編輯 法隆寺村 鵤故郷舎 1934
夢殿 第11冊 歴史
と美術誌

170p 27枚

213/ｺ/1 古代文化研究 第1輯 内藤 藤一郎/編輯 古代文化研究会 1924 136p

213/ｺ/2 古代文化研究 第2輯 内藤 藤一郎/編輯 古代文化研究会 1925 150p

213/ｺ/3 古代文化研究 第3輯 内藤 藤一郎/編輯 古代文化研究会 1925 162p 7枚
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213/ｺ/4 古代文化研究 第4輯 内藤 藤一郎/編輯 古代文化研究会 1926 184p 5枚

213/ｻ 奈良朝史 佐藤 小吉/著 国史講座刊行会/編輯 国史講座刊行会 1933 国史講座 177p

213/ﾔｲ 日本文化のあけぼの 八幡 一郎/著 吉川弘文館 1972 日本歴史叢書 347,5p

214/ｻ 足利尊氏 佐野 学/著 青山書院 1952 233p

214/ﾀ 日本論 戴 天仇/著 藤島 健一/訳 世界思潮社 1946 162p

214/ﾌｾ 新田氏研究 藤田 精一/著 新田氏/伝 雄山閣出版 1938 289p

215/ｵﾀ 日本近世饑饉志 小野 武夫/編 学芸社 1935 448p

215/ｶ 朱印船貿易史 川島 元治郎/著 内外出版 1921 616p

215/ﾐ 維新前後 溝口 白羊/著 日本評論社出版部 1921 熱血史談 554p

216/ｼ Japanese society in the Meiji era
Centenary cultural
council series

Shibusawa,Keizo/編 Culbertson,A.H./訳 Obunsha 1958
Japanese culture
in the Meiji era
V

527p

216/ｼ 明治大正国民史 明治初編 白柳 秀湖/著 千倉書房 1936 450p

216/ﾒ/1 明治大正史 1 言論篇 朝日新聞社/編 朝日新聞社 1930 480,8p

216/ﾒ/2 明治大正史 2 外交篇 朝日新聞社/編 朝日新聞社 1930 426,8p

216/ﾒ/13 明治文化史 13 風俗編 柳田 国男/著 洋々社 1954 591p

216/ﾔ 出兵より撤兵までシベリア秘史 山内 封介/著 日本評論社出版部 1923 408p 8枚

217/ﾓﾓ 陰謀・暗殺・軍刀 一外交官の回想 森島 守人/著 岩波書店 1984 岩波新書 青版 161p

219.1/ｴ 蝦夷の灯 和泉 無人閑/編 帯広町 和泉盛 1929 373p 6枚

219.2/ﾔ 東北の古代文化 山田 孝雄/著 仙台 河北文化事業団 1958 28p

219.3/ｲ 稲毛郷土史 伊藤 葦天/著
川崎 稲毛郷土史刊行
会

1970 376p

219.3/ｲ 稲毛三郎平重成と桝形城址 伊藤 葦天 [出版者不明] 1950 32p

219.3/ｽ 関東の史蹟と民族 須田 重信/著 文永堂書店 1940 280p 図版14枚

219.3/ﾁ 千葉縣歴史 渡邉 雅重/編輯
千葉県歴史刊行会/編
纂

千葉県歴史刊行会 1929 716,19p

219.3/ﾃ 鵜の木回顧
鵜の木関係誌料抜萃並
註

天明 郁夫/編輯 天明郁夫 1941 38p

219.4/ｲ 鳳至読本
石川県教育会鳳至郡支
会/編

石川県教育会鳳志郡支
会

1938 82p 1枚

219.4/ｵ/3 小千谷談判 第3輯 勤王日誌 戊辰五月 松井 穂波/編輯 佐藤 半左衛門/原著
小千谷町 船岡観音戊
辰史蹟顕彰会

1944 27p

219.4/ﾎ 蔵王大権現及王神史 星山 貢/著 日本書房 1937 866p

219.5/ｷﾘ 飛騨遺乗合府 全 桐山 力所/編
高山町(岐阜県) 住廣
造

1914 415p 5枚

219.5/ｻ 郷土の新らしき史観
三五原始文化研究所/
編

名古屋 三五原始文化
研究所

1940 32p

219.5/ｼ 甲府城物語 渋谷 俊/著 琢美幼稚園出版部 1955 付：甲府城図(1枚) 223p

219.5/ﾊﾀ 飛州志 長谷川 忠崇/著 住伊書店 1909 飛騨叢書 第1編 104p
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219.6/ｹ 京阪文化史論
史学地理学同攷会/編
纂

星野書店 1920 373p 図版14枚

219.6/ﾅ 熊野めぐ里
別冊付録 官幣大社熊
野速玉神社略記 官幣
中社熊野那智神社小史

南紀保勝協会/編
大阪 南紀保勝協会本
部

1926 77p

219.6/ﾅ 青年読本郷土文叢 全 奈良県教育会/著 修文館 1921 198p

219.9/ｵ/1 大友史料 第1輯 田北 学/編 大分 金洋堂書店 1937 399p

219.9/ｵ/2 大友史料 第2輯 田北 学/編 大分 金洋堂書店 1938 572p

220/ｸ アジア遊牧民族史 ルネ・グルセ/著 後藤 十三雄/訳 山一書房 1944 17,879,2p

220/ｽﾅ 阿部仲麻呂伝研究 朝衡伝考 杉本 直治郎/著 育芳社 1940 852p

221/ﾃﾘ/1 高麗史 第1 鄭 麟趾/ほか撰 国書刊行会 1908 700p

221/ﾃﾘ/2 高麗史 第2 鄭 麟趾/ほか撰 国書刊行会 1909 746p

221/ﾃﾘ/3 高麗史 第3 鄭 麟趾/ほか撰 国書刊行会 1909 765p

222/ｺ 支那四千年史 後藤 末雄/著 第一書房 1941 389p

222/ｼ 世界史に於ける蒙古の地位 「蒙古学」 第1冊抜刷 白鳥 庫吉/著 [出版者不明] 1930 10p

222/ﾄﾀ 毛沢東 五つの戦争 中国現代史論 鳥居 民/著 草思社 1977 347,35p

222/ﾑ 昨日の支那と今日の中国 村上 知行/著 葵会 1953
葵会パンフレット
第10号

22p

223/ﾎ 植民地主義から共産主義へ
ホアン・ヴァン・チー
/著

青野 博昭/訳 自由アジア社 1966 445p

230/ﾎ 高等参考西洋史講義 本多 浅治郎/著 内田老鶴圃 1908 1184,32p

233/ｱ アングロサクソン民族 間崎 万里/[ほか]共著 六盟館 1943 民族叢書 1冊

233/ｻ 英国の世界侵略史 斎藤 栄三郎/著 大東出版社 1940 371p

233/ﾏ 英国罪悪史
エヅアルト・マイエル
/著

平田 元吉/訳 人文書院 1940 334p

234/ﾛ 二十世紀の神話
現代の心霊的・精神的
な価値

ローゼンベルク/著 吹田 順助/共訳 中央公論社 1938 563p

238/ｿ ロシア大十月革命史
ソ連邦科学アカデミ-
歴史研究所/編

アジア・アフリカ研究
所/訳

ソビエト連邦50年史刊
行会

1967 654p

240/ﾑ 暗黒大陸の息吹き 向井 哲雄/著 葵会 1956
葵会パンフレット
第37号

24p

253/ｶ 合衆国便覧 第4版 移民及外国人用
イリザベス.シー.バー
ネー.ベエル/編

ドーター・オブ・ザ・
アメリカン・レボルュ

1926 1冊

253/ｶ/1 アメリカ社会文化史 上巻 M・カーチ/著 竜口 直太郎/[ほか]訳 法政大学出版局 1969 535p

253/ｶ/2 アメリカ社会文化史 中巻 M・カーチ/著
竜口 直太郎/[ほか]共
訳

法政大学出版局 1969 447p

253/ﾏ 物語米国史 前田河 廣一郎/著 教材社 1941 290p

256/ﾄ 墨国大観 富本 岩雄/著 誠文堂書店 1916 499p

268/ﾗｼ インカ帝国を探る
ジャン・ラスパイユ
/[著]

近藤 等/訳 新潮社 1974
人間と自然シリー
ズ

202p

276/ﾀ 布哇王朝史 武居 熱血/編 ホノルル 武居熱血 1917 123p
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276/ﾓ 布哇五十年史 改訂増補版 森田 栄/著 土居村 森田栄 1919 1016,64p

276/ﾜ 布哇歴史 渡辺 七郎/著 大谷教材研究所 1930 410p

281/ｲ/2 北越名流遺芳 第2集 今泉 鐸次郎/著 目黒書店 1915 204p

281/ｲ/3 北越名流遺芳 第3集 今泉 鐸次郎/著 長岡 目黒書店 1918 189p

281/ｵｿ 昭和怪物伝 大宅 壮一/著 角川書店 1957 290p

281/ｵﾀ 書国畸人伝 岡野 他家夫/著 桃源社 1962 262p

281/ｻ 武将論 桜井 忠温/著 大都書房 1936 466p

281/ｻ/3 三代言論人集 第3巻 時事通信社 1962 352p

281/ｽ ストージ會名簿 ストージ会/編 ストージ会 1934 26p

281/ﾅ 今昔 長崎 正間/著 富山 北日本新聞社 1959 394p

281/ﾉ 黒門勤皇家列伝 延原 大川/著 川崎 龍宿山房 1942 333p

281/ﾜ わが風雲録 日本工業新聞社/編 日本工業新聞社 1964 381p

288/ｲ 聖徳太子御略伝 附 和訳十七憲法 一児島 和光/著 聖徳太子翼讃会 1937 34p

288/ｷ 標準 紋章の志をり 全
京都染織問屋連盟協会
/編

京都 京都染織新聞社 1939 256p

288/ｼ 天皇と栗原 白鳥 省吾/著 東浪見村 大地舎 1949 40p

288/ﾌ 静寛院宮 福田 寛/著 京都 日本学士会 1961 119p

289.1/ｲ 井伊大老 岡 繁樹/著 さわもと書房 1949 335p

289.1/ｲ 故今井慶子略歴 長谷川 敞/著 [出版者不明] 1925 12p

289.1/ｲ 最後の日記
第五昭和特別攻撃隊員
故市島保男大尉之遺書

市島 保男/著 [出版者不明] 1946 24p

289.1/ｵ 岡倉天心と福井 福井 岡倉天心顕彰会 1962 10,48p

289.1/ｵ 祖国を敵として
一在米日本人の反戦運
動

岡 直樹/[ほか]編 明治文献 1965 276p

289.1/ｵ ふなをか山
小川直子女史十三年記
念集

武 禅定/編輯 鶴来町 鶴来保勝会 1933 48p

289.1/ｵﾀ 緒方竹虎
緒方竹虎伝記刊行会/
編

緒方 竹虎/伝 朝日新聞社 1963 221p

289.1/ｶ 河口慧海
日本最初のチベット入
国者

河口 正/著 春秋社 1961 229p

289.1/ｶ 背番号16 川上哲治物語 新津 勝祐/著 桃源社 1956 253p

289.1/ｶ 洗心録 間 嘉朗/著 岡崎 間嘉朗 1941 101p

289.1/ｷ 暗黒日記 清沢 洌/著 東洋経済新報社 1954 248p

289.1/ｸ 桑山仙蔵翁物語 上出 雅孝/著 京都 淡交新社 1963 331p

289.1/ｸ 楠公外史 松下 三鷹/著 高志書房 1939 193,36p

289.1/ｻ 真田幸村
上田築城三百五十年紀
念

藤沢 直枝/著
長野 信濃郷土文化普
及会

1932 73p
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289.1/ｻ 耐雪翁追悼録 高橋 虎/編著
新潟 新潟警察消防新
聞社

1960 144,19p

289.1/ｻ 幕末維新の元勲青年坂本龍馬の偉業
坂本中岡両雄九十年忌
記念出版

藤本 尚則/編著 浦和 敬愛会 1957 629,28p

289.1/ｻﾉ 佐藤信淵 鴇田 恵吉/著 佐藤 信淵/伝 大観堂書店 1941 414p

289.1/ｼ 白柳秀湖君民族日本歴史出版祝賀記念帖 実生活社/編 実生活社 1938 89,33p

289.1/ｼ 売茶翁 福山 暁菴 淡川 康一 京都 其中堂 1962 74p

289.1/ｽ 純粋の翳 鈴木輝之遺稿集 鈴木 輝之/著 寺下 辰夫/編 鋼書房 1959 234p

289.1/ｽ 雪譜物語 松岡 譲/著 長岡 積雪科学館 1953 積雪シリーズ 4 74p

289.1/ﾀ 乾坤一代男 易豪・高島嘉右衛門伝 紀藤 元之介/著
大阪 高島嘉右衛門伝
刊行会

1956 243p

289.1/ﾀ 使命録 木堂最後の心境 高見 之通/著 北桜後援会 1932 140p

289.1/ﾄ 七十五年の人生 富永 襄吉/著 昇永印刷(印刷) 1965 92p

289.1/ﾅ 高野の生神
名迫明神の事蹟と富貴
荘の起原

中田 法寿/著 高野山 小堀南岳堂 1934 259,18p

289.1/ﾉ 天爵互尊翁 補正第4版 日本互尊社/編 長岡 日本互尊社 1941 78p

289.1/ﾉ 野口博士不滅の精神 斎藤 弔花/著 芸文社 1948 40p

289.1/ﾊ 林甚之丞氏の足跡
「林甚之丞氏の足跡」
編輯会/編輯

「林甚之丞氏の足跡」
編輯会

1961 355p 13枚

289.1/ﾊ 林甚之丞小伝資料 [出版者不明] 1950 著者、出版者不明 1冊

289.1/ﾊ 林政文氏と比島 北國新聞社/編輯 金沢 北國新聞社 1942 42p

289.1/ﾌ 女の肖像 古屋 登世子/著 アサヒ芸能出版 1962 255p

289.1/ﾌ 狂乱から復活へ
附 ハサヨガ行法の驚
異

古屋 登世子/著 神戸世界連邦の家/編 大阪 人間医学社 1955 196p

289.1/ﾌ 離愁を載せて 古屋 登代子/編輯 黎明荘園 1939 81,6p

289.1/ﾏ 義人の獅子吼 附顕彰会寄金芳名録
丸山鶴吉先生顕彰会/
編

丸山鶴吉先生顕彰会 1956 48p

289.1/ﾏ 人間涙骨 時光流転 真渓 涙骨/著 中外日報社/編 京都 中外日報社 1968 298p

289.1/ﾏﾁ 町田忠治翁伝 松村 謙三/著 町田 忠治/伝 町田忠治翁伝記刊行会 1950 516p

289.1/ﾐ 成吉思汗ハ源義経也 小谷部 全一郎/著 富山房 1924 300p 図版9枚

289.1/ﾔ あいぬ物語 山辺 安之助/著 金田一 京助/編 博文館 1913 附あいぬ語大意及語彙 190,60,2p

289.1/ﾖ 下田に於ける吉田松陰 村松 春水/著 下田町 黒船社 1929 91p

289.2/ｱ 阿育大王 佐藤 俊三/著 大阪屋号書店 1942 184p

289.2/ｶ ガンデイ及ガンデイズム 茂森 唯士/編著 日本評論社出版部 1922
奥付の書名：ガンデイ及
びガンデイズム

197p

289.2/ｶ 聖雄ガンジー 野口 米次郎/著 潮文閣 1943 265p

289.2/ｶﾏ ガンヂイ 坂本 徳松/著 ガンジー,マハトマ/伝 日本評論社 1944 東洋思想叢書 19 274p

289.2/ｿﾌ 孫文 高橋 勇治/著 孫 文/伝 日本評論社 1944 東洋思想叢書 17 228p
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289.2/ﾈ ネール 人間・思想・政策 坂本 徳松/著 日本出版協同 1952 274p

289.3/ｹ 奇蹟の人
エドガー・ケイシーの
生涯

ジョゼフ・ミラード/
著

十菱 麟/訳 英瑞カンパニー 1959 266p

289.3/ｻﾗ エスペラントの父 ザメンホフ 伊東 三郎/著 岩波書店 1975 岩波新書 青版 236,5,3p

289.3/ﾅ/7 奈翁全伝 第7巻 長瀬 鳳輔/著 [榎本 秋村/著] [出版者不明] 1914
406,10p 図版5
枚

289.3/ﾊ マスコミ産業の巨人デビッド・サーノフ物語 未来を追う闘魂の記録 花岡 薫/著 日東出版社 1967 290p

289.3/ﾏ カールマルクス伝 ジヨン・スパーゴ/著 村上 正雄/訳 三田書房 1919 201p

289.3/ﾏ マルクス伝
[ジヨン・スパーゴ/
著]

堺 利彦/共編 大鐙閣 1920 附エンゲルス伝 341,28p

290/ｵ 日本郷土学 小田内 通敏/著 日本評論社 1940 344p

290/ｼ 人文地理 青野 寿郎/編 木内 信蔵/編 青林書院 1960 大学教養演習講座 329p

290/ﾊ/4 世界探検全集 第4巻 原田 三夫/著 松山 思水/著 万里閣書房 1931 305p 図版17枚

290/ﾜ 欧亜ところどころ 渡辺 芳夫/著 葵会 1957
葵会パンフレット
第44号

17p

291/ｻ 最新全国旅行図
レクリェーションガイ
ド

大阪 和楽路屋 [出版年不明] 出版年不明 1枚

291/ﾊ Japan and Her Exhibits 博覧会協会/編 博覧会協会 1915 373,76p

291.0/ｾ 全国温泉と民謡の旅 冬から春への旅行案内 斎藤 稔/編集 大日本雄弁会講談社 1958 246,16p

291.0/ﾃ 鉄道旅行案内 鉄道省/[編] 博文館 1939
555,28p 図版
110枚

291.0/ﾆ/2-5 日本図会全集 2期第5巻 日本随筆大成刊行会 1929 458p

291.1/ｺ 定山と定山渓 小林 広/著 札幌 尚古堂書店 1939 58p

291.1/ｻ 北海道案内 札幌鉄道局/編 札幌 北彊民族研究会 1938 72p

291.2/ｵ 仙台 小倉 博/著 仙台市教育会 1924 200p 図版5枚

291.2/ﾄ 東北 塩井 武/編集 日本交通公社 1957 新旅行案内 2 183,5p

291.2/ﾖ 風韻の松島
名どころ巡り 瑞巌寺
と古碑群

蓬田 釈石/著 仙台 東北図書出版社 1958 観光叢書 第1集 130p

291.3/ｲ 川崎新風物詩 伊藤 韋天/著 川崎 かわさき新報社 1958 123p

291.3/ｲ 川崎風土記 伊藤 葦天/著 川崎 川崎新聞社 1963 189p

291.3/ｼ 上信越と佐渡 日本交通公社 1959 最新旅行案内 178,4p

291.3/ｼ 湘南・伊豆・箱根 矢吹 勝二/編集 日本交通公社 1959 新旅行案内 7 163,22,10p

291.3/ﾄ 東京都区分地図 日本交通出版 [出版年不明] 27p

291.3/ﾊ 郷土文化を探る 服部 清道/著 牧書房 1943 379p

291.3/ﾊ 草津温泉 増補 萩原 太一郎/著 草津鉱泉取締所 1922 239p

291.4/ｶ 加賀山中温泉余香 桂井 健之助/編輯 菊廼舎 1940 52丁

291.4/ｻ 佐渡ヶ島 角川書店 [出版年不明] 角川写真文庫 34 62p
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291.4/ｻ 能登風土記 佐々波 与佐次郎/著 青山学院大学法学会 1965 43p

291.4/ｼ/29 新日本分県地図 29 福井県 日地出版 1961 折畳み 18×9センチ 1枚

291.4/ｼ/30 新日本分県地図 30 石川県 日地出版 1961 折畳み 18×9センチ 1枚

291.4/ﾀ 鶴来谷遊記 限定版 附鶴来遺文抄 武 禅定/編輯 鶴来町 鶴来保勝会 1936 31丁

291.4/ﾂ 鶴来案内 鶴来保勝会/編 桜井 久接/編 鶴来町 鶴来町役場 1936 36p 6枚

291.4/ﾊ 佐渡を訪ねて 観光記念 服部書店/編 金井村 服部書店 1900 1枚

291.4/ﾐ 七尾城趾の概要 三輪 外三/著 加越能史談会 1938 20p

291.4/ﾔ 佐渡の島 山本 修之助/著 真野町 池田屋書店 1954 72p

291.5/ｲ/2 伊那史叢説 第2篇
別冊付録 脇坂時代飯
田城地図

市村 咸人/著 飯田町 山村書院 1937 1冊

291.5/ｵﾏ 飛騨山川 改版 岡村 利平/著 住伊書店 1928 432p

291.5/ｶ 甲斐を訪ねて 及川 武躬/編纂 山梨県観光振興会 1957 212,81,16p

291.5/ｼ 科野名所集 色部 城南/編輯 清野村 城南書屋 1909 1冊

291.5/ｼ 妙高・戸隠・野尻湖 下平 広恵/著 朋文堂 1958
マウンテンガイド
ブックシリーズ

付：地図(1枚) 122p

291.5/ﾀ 奥伊豆めぐり 第7版 大洋印刷/編 下田町 太洋印刷 1928 90p

291.5/ﾀ/35 飛騨の山々 昭和10年版 飛騨口登山案内 高山観光協会/編 高山町 高山観光協会 1935 26p

291.5/ﾄ 飛騨案内 富田 秢彦/編輯 高山町 住広造 1928 66,34p

291.5/ﾅ/1 長野県案内 上篇 長野県協賛会/編 東京印刷 1908 306p

291.5/ﾌ 富士・アルプスと日本平 塩井 武/編集 日本交通公社 1958 新旅行案内 9 188p

291.5/ﾌ 富士五湖めぐり箱根・伊豆 観光展望社 [出版年不明] 折畳み20cm×11cm 1枚

291.5/ﾌ/1 ふる里を語る 特輯第1編 ふる里を語る会/編輯 静岡 ふる里を語る会 1955 200p

291.5/ﾐ 戸隠案内 宮沢 嘉穂/著
戸隠村 戸隠史説研究
会

1955 90p

291.6/ｵ 嵯峨野 大原 久雄/写真 山本 礼二/解説 京都 豊書房 1963 写真京都叢書 2 64p

291.6/ﾊ 阪神地方 入沢 文明/編集 日本交通公社 1953 旅行叢書 第19集 111p

291.6/ﾌ 杉原谷村郷土誌 兵庫県多可郡 藤賀 与一/著
杉原谷村 史料保存研
究会

1950 385p

291.6/ﾔ 大和巡 奈良県協賛会/編纂 奈良 奈良県協賛会 1920 108p

291.6/ﾖ
国立公園吉野群山熊野地方及附近の探勝案内 昭
和11年版

吉野山岳会/編
上市町(奈良県) 吉野
山岳会

1936 80p

291.7/ｵ おかやま風土記 吉田 徳太郎/編集 岡山 日本文教出版 1956 426p

291.7/ｻ 山陽路の旅 井下 明/編集
広島 広島鉄道管理局
営業部旅客

1958 116p

291.9/ｾ 精密最新長崎市街地圖 長崎 長崎観光出版社 1951 折畳み 20×15センチ 1枚

292.2/ﾗ 世界史上の円仁 唐代中国への旅
E・O・ライシャワー/
著

田村 完誓/訳 実業之日本社 1963
318,18p 図版5
枚
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292.3/ｼ 新嘉坡概要 改正5版 新嘉坡日本人会/編
シンガポール 新嘉坡
日本人会

1931 67p

292.3/ｿ 赤道直下の半歳 副島 八十六/著 出版者不明 1900 25p

292.3/ﾊ 仏領印度遊記 林 甚之丞/述 日本工業倶楽部座談会 1940 32p

292.3/ﾏ タイ王国 松井 政平/著 アルス 1942 アルス文化叢書 98p

292.3/ﾖ 東南アジア紀行 吉田 久松/著 吉田工業 1955 143p

292.4/ﾅ 南洋案内
南洋・西南アジア・エ
チオピヤ篇

十蔵寺 宗雄/[ほか]編
輯

日本植民協会 1932 移民講座 349p

292.5/ｵ 印度探検 大谷 光瑞/[著] 関 露香/編 博文館 1913
付：印度内地旅行略図(1
枚)

326p 図版17枚

292.5/ｵ 印度仏跡を観る 翁 久允/著 大東出版社 1935 349p

292.5/ｷ インドとネパール
仏教文化の源泉をたづ
ねて

北川 楊村/著 朝雲新聞社 1967 250p

292.5/ﾀ 印度の真相 高岡 大輔/著 丸善 1933 432,36p

292.5/ﾅ 印度遊記 成瀬 賢秀/著 中西書房 1928
付：印度及爪哇旅程略図
(1枚)

616,5,2p 図版
61枚

293/ﾅ 欧州巡遊と其印象 長沢 安弘/著 光奎社 1929 194p

293.8/ｷﾖ 白夜の国ぐに 北欧とソ連への旅 北川 楊村/著 三一書房 1963 249p

295.3/ﾊ 紐育 原田 棟一郎/著 政教社 1914 498p 図版20枚

297/ﾆ 濠洲航路案内 日本郵船/編 日本郵船 1931 64p

297.6/ｳ 日米の楔点ハワイ 上原 敬二/著 先進社 1932 310p 図版24p

297.6/ﾊ 布哇島一周 林 三郎/共編 増田 禎司/共編 コナ コナ反響社 1925 348,59p

299/ﾘ 太平洋史 リーゼンバーグ/著 太平洋協会/訳 大阪 朝日新聞社 1941 420p

302/ｲ 新ドイツ生活 池田 林儀/著 生活記録研究所 1955 135p

302/ｶ 世界一周記 鍛冶 良作/著 魚津 鍛冶良作後援会 1960 74p

302/ｶ ドイツ人のつら魂 柏 祐賢/著 経済往来社 1963 260p

302/ｶﾋ 日本文化の展望 加藤 秀俊/編 日本生産性本部 1968 304p

302/ｺ 起ち上る中国
帰還者は何を考えてい
るか

小林 盈蔵/著 葵会 1953
葵会パンフレット
第12号

24p

302/ｽ 第二次世界大戦来 Johannes Steel/[著] 松沢 寛/訳 中央公論社 1934 274p

302/ﾀ 真実のソ連 D・J・ダーリン/著 直井 武夫/訳 法政大学出版局 1949 359p

302/ﾀｵ みにくい日本人 高橋 敷/著 原書房 1970 240p

302/ﾅ アメリカ合衆国視察報告書 成田 政次/著 富山 富山県 1952 78p

302/ﾊ ソ連国に接する諸国の動き
苦悩多き運命を共にす
る東ドイツと西ドイツ

林 三郎/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第4号

24p

302/ﾊﾆ 日本さまざま 長谷川 如是閑/著 大法輪閣 1962 326p

３　社会科学
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302/ﾌ ソ連平和攻勢の裏表 布施 勝治/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第2号

24p

302/ﾎ 北海道小誌 荒 甚三郎/編纂 札幌 細川碧 1913 639p

302/ﾐ 独立日本あれこれ 三宅 晴輝/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第5号

18p

302/ﾖ 素顔の南半球
第3回海外視察旅行講
演

吉田 忠雄/著 吉田工業 1960 120p

302/ﾖ 世界をこの眼で アジア、欧米の旅行記 吉田 忠雄/著 吉田工業 1958 343p

303/ﾆ 米国関係者名簿 1950-1951年版 日米時代社/編 日米時代社 1950 107p

304/ｱ/1 西暦2000年の世界と人類 1
アメリカ科学文芸アカ
デミー/編

日本生産性本部/訳 日本生産性本部 1967 206p

304/ｱ/2 西暦2000年の世界と人類 2
アメリカ科学文芸アカ
デミー/編

日本生産性本部/訳 日本生産性本部 1968 196p

304/ｲ 近代思想と実生活 岩野 泡鳴/著 東亜堂書房 1913 374p

304/ｲﾓ インドで暮らす 石田 保昭/著 岩波書店 1979 岩波新書 F 192p

304/ｳ 国体精華の発揚
真正日本乃建設挙国一
致乃提唱

上杉 慎吉/著 洛陽堂 1919 328p

304/ｵ 最近の話題を洗う 小汀 利得/著 葵会 1955
葵会パンフレット
第31号

23p

304/ｵ 詳解臣民の道 岡田 怡川/著 興亜日本社 1941 268p

304/ｶ 八紘一宇史の発足 大東亜建設譜 加藤 一夫/著 川崎 龍宿山房 1942 190p

304/ｸ 祖国への愛と認識 倉田 百三/著 理想社出版部 1940 300p

304/ｺ 東亜聯盟と昭和の民 小泉 菊枝/著 東亜聯盟協会 1940 74p

304/ｽ 東西話行 鈴木 文史朗/著 日本評論社 1926 304p

304/ﾀ 国際情勢とわが経済界 高木 友三郎/著 葵会 1956
葵会パンフレット
第42号

23p

304/ﾄ 昭和国民読本 徳富 猪一郎/著 東京日日新聞社 1939
共同刊行：大阪毎日新聞
社

302,4p

304/ﾄ 世界の変局 徳富 猪一郎/著 民友社 1915 19,523,37p

304/ﾅ 日本精神論 仲小路 彰/著 日本問題研究所 1939
日本世界主義体系
第4巻

301p

304/ﾆ 人類の革命 イデオロギーを超えて 仁宮 武夫/著 仁宮精神科学研究所 1956 258p

304/ﾐ 東から西へ
フランス・ソレン・中
共とアメリカ

南 博/著 葵会 1953
葵会パンフレット
第16号

24p

304/ﾔ 祖国と青年
祖国の精神的伝統を語
る

安岡 正篤/著 明徳出版社 1955 師友選書 2 124p

304/ﾖ ラテン・アメリカ報告 吉田 実/著 青林書院新社 1966 360p

304/ﾘ 私の日本観 李 承晩/著 産業貿易新聞社 1956 282p

304/ﾜ 回教世界と日本 若林 半/著 大日社 1938 200,12p

304/ﾜ 日本の理想 若宮 卯之助/著 聖文閣 1940 400p

308/ｼ/6 社会思想全集 第6巻 島中 雄三 平凡社 1928 684p

309/ｵ 共産主義との平和的共存は可能か 共存理論の原理的考察 大林 健一/著 綜合文化社 1955 76p
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309/ﾄ 過激派と世界平和
レオン・トロッキー/
著

室伏 高信/訳 上田屋 1918 224p

309/ﾚ 労農革命の建設的方面
ニコライ・レーニン/
著

山川 均/訳 三徳社書店 1921 140p

310/ｳ 政道の本義 鵜沢 総明/講演 高見 之通/編輯 使命会本部 1933 58p

310/ｻ 日本国民に訴う 佐伯 宗義/著 佐伯研究所 1963 108p

311/ｽ 政治学 鈴木 安蔵/著 青林書院 1955 青林全書 384p

311/ﾀ 民族の問題 高田 保馬/著 日本評論社 1935 268p

311/ﾗ 岐路に立つ現代 歴史的論考
ハロルド・J・ラスキ/
著

大内 兵衛/訳 法政大学出版局 1960 362,8p

312/ｲ 政界夜話 ノンキ節と政治 石田 一松/著 葵会 1953
葵会パンフレット
第14号

28p

312/ｲ 吉田内閣はいつまで続く 岩淵 辰雄/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第23号

20p

312/ｶ 新しい日本の政治のあり方 加藤 彪三/著 葵会 1955
葵会パンフレット
第27号

24p

312/ｶ 日本国家主義の発展 加田 哲二/著 慶応書房 1938 390p

312/ﾀ
第一回北信地方文化協議会会議録 昭和17年2月
14・15日

大政翼賛会 1942 250p

312/ﾂ 政治はこれでよいか
除名問題の真相 岸内
閣を震憾させた爆弾発
言

辻 政信/著 新国民社 1959 34p

312/ﾄ 大正政局史論 徳富 猪一郎/著 民友社 1916 403,11p

312/ﾏ 新時代の歩み 松岡 松平/著 新生新社 1966 333p

313/ﾆ 天皇
誰が日本民族の主人で
あるか

蜷川 新/著 光文社 1952 219p

314/ﾆ 第一回普選の厳正批判 新渡戸 稲造/ほか講演 朝日新聞社 1928
朝日民衆講座 第5
輯

107p

315/ｻ 三度改進黨同志諸君に訴う 昭和29年5月 佐伯 宗義/著 佐伯宗義 1954 19p

315/ｿ/1 ソ連邦共産党第二一回大会 第1分冊
[ソビエト連邦共産党/
編]

日本共産党中央委員会
宣伝教育部/訳編

合同出版社 1959 合同新書 270p

315/ﾀ 第一回九州地方文化協議会会議録 昭和17年1月 大政翼賛会/編
大政翼賛会組織局文化
部

1942 96,5p

315/ﾀ/42 文化部事業報告 昭和17年7月現在 大政翼賛会/編
大政翼賛会実践局文化
部

1942 36p

315/ﾔ 露国の諸政党と其沿革 山内 封介/編 世界思潮研究会 1923
世界パンフレット
通信 13

54p

316/ﾏ 大東亜民族問題 松岡 寿八/著 昭和書房 1942 394p

316/ﾐ 民族の綱領
民族新生運動東京本部
/編

民族新生運動東京本部 1952 73p

316/ﾐ 民族の発見
民族新生運動東京本部
/編

民族新生運動東京本部 1953 72p

316/ﾓ 猶太思想の研究
ラツサール国家観の研
究

森 三十郎/著 日本文化連合会 1969
日本文化学術叢書
第17巻

340p

318/ｽ 地方自治法 杉村 章三郎/著 青林書院 1956 現代法学全書 253,5p

319/ｵ MSA援助は何処へゆく 大原 万平/著 葵会 1953
葵会パンフレット
第15号

24p

319/ｶ 日米外交史 川島 伊佐美/著 桑港 波多江実 1932 887p

319/ｸ 米国極東政策史
A・W・グリスウォルド
/著

柴田 賢一/訳 ダイヤモンド社 1941 529,18p
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319/ﾀ 安全保障と平和のための政策
フォーレン・アフエア
ズ誌 1954年4月

ジョン・フォスター・
ダレス/著

米国大使館 1954 20p

319/ﾄ 日米外交史 1863〜1921年
ドクトル・トリート/
原著

村川 堅固/訳補 右文館 1922 419p

319/ﾊ 日米外交白書 林 秀/著
日本青年外交協会出版
部

1942 312p

319/ﾊ ロシアの東方赤化政策 林 群喜/講演 高見 之通/編輯 使命会講演部 1932 60p

319/ﾌ 恐怖・戦争・爆弾
P.M.S.ブラッケット/
著

田中 慎次郎/訳 法政大学出版局 1953 355p

319/ﾏ 最近世界の外交 米田 実/著 外交時報社 1924 590p

320/ｼ 袖珍法規全書 秋好 善太郎/編輯 東光園 [出版年不明] 1冊

322/ﾀ 実用米国法律要義 谷越 勝太郎/著 谷越法律事務所 1911 491p

323/ｲ 行政法 総論 磯崎 辰五郎/著 青林書院 1955 青林全書 463p

323/ｵ 国民主権と天皇制 尾高 朝雄/著 青林書院 1954 283p

323/ｵ 日本国憲法概論 大石 義雄/著 青林書院新社 1965 304p

323/ｹ 新しい憲法明るい生活 憲法普及会/編 憲法普及会 1947 30p

323/ｻ 新憲法・その虚構と真実 三枝 茂智/著 日本文化連合会 1965
附録・オップラー覚書全
訳

349p

324/ｱ 担保物権法 吾妻 光俊/著 青林書院 1958 現代法学全書 188,6p

324/ｱ 民法総則 吾妻 光俊/著 青林書院 1955 民法講義 1 223p

324/ｱ/1 民法大意 上 青山 道夫/著 青林書院 1958 青林全書 298p

324/ｺ 借地・借家 借地篇 後藤 清/著 青林書院 1956 実務法律講座 505p

324/ｺ/1 戸籍 上 村上 朝一/編 青林書院 1954 実務法律講座 6 371p

324/ｻ 債権各論 中川 善之助/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

366p

324/ｻ 債権総論 中川 善之助/編 青林書院 1960 新法律学演習講座 例題集付 1冊

324/ｼ 親族法 中川 善之助/著 青林書院 1958 252,4p

324/ﾀ 担保物権法 中川 善之助/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

203,4p

324/ﾅ 契約 中川 善之助/著 打田 畯一/著 青林書院新社 1962 現代実務法律講座 1冊

324/ﾅ 親族法 中川 善之助/著 青林書院 1958 333,13p

324/ﾅ 日本の家族制度 中川 善之助/著 培風館 1952 黎明叢書 194p

324/ﾌ 物権法 中川 善之助/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

232,6p

324/ﾎ 貸付担保 改訂版 堀内 仁/著 青林書院 1958 実務法律講座 329,5p

324/ﾐ 民法総則 中川 善之助/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

282,10p

324/ﾔ 民法総則講義 山中 康雄/著 青林書院 1955 青林全書 353p

324/ﾕ 民法総論 柚木 馨/著 青林書院 1955 青林全書 291p
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324/ﾕ/1 債権各論 1 柚木 馨/著 青林書院 1957 現代法学全書 339,7,11p

325/ｲ 株式 理論と実務 石井 照久/著 三戸岡 道夫/著 青林書院 1957 378,13p

325/ｲ 保険法 伊沢 孝平/著 青林書院 1957 現代法学全書 450,18p

325/ｵ 会社法講義 改訂版 大森 忠夫/著 青林書院 1957 348,26p

325/ｵ 商行為法 大隅 健一郎/著 青林書院 1958 現代法学全書 190,6p

325/ｶ 会社経理不正 全訂版 河井 信太郎/著 青林書院 1957 実務法律講座 12 433,10p

325/ｶ 会社法 大隅 健一郎/編 大森 忠夫/編 青林書院 1956
法律学ハンドブッ
ク

357p

325/ﾀ 会社法 田中 誠二/著 青林書院 1956 現代法学全書 8,624,18p

325/ﾀ 商法概論 高田 源清/著 青林書院 1957 299,11,13p

325/ﾀ/1 証券法概論 上巻 高田 源清/著 青林書院新社 1966 青林全書 291p

325/ﾃ 手形法・小切手法 大隅 健一郎/編 大森 忠夫/編 青林書院 1956
法律学ハンドブッ
ク

142p

325/ﾎ 保険法・海商法 大隅 健一郎/編 大森 忠夫/編 青林書院 1956
法律学ハンドブッ
ク

202p

326/ｳ 刑法総論 植松 正/著 青林書院 1957 現代法学全書 378,11p

326/ｹ 刑法各論 木村 亀二/著 青林書院 1958 382p

326/ｹ/1 刑法総論 上 木村 亀二/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

280,6p

326/ｹ/2 刑法総論 下 木村 亀二/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

280,7p

326/ﾐ 私刑類纂 全 宮武 外骨/著 半狂堂 1928 126p

327/ｷ 仮差押・仮処分 菊井 維大/著 村松 俊夫/著 青林書院 1958 実務法律講座 586p

327/ｹ 刑事訴訟法 木村 亀二/編 青林書院 1958
法律学ハンドブッ
ク

552p

327/ｼ 自由人権協會とは何か 自由人権協会/編 自由人権協会 1947 20p

327/ﾀ 刑事訴訟法 高田 卓爾/著 青林書院 1957 現代法学全書 640,42p

329/ﾀ 国際法 田岡 良一/著 畝村 繁/著 青林書院 1957 現代法学全書 476,13p

330.4/ｶﾊ 貧乏物語 河上 肇/著 岩波書店 1978 岩波文庫 解題：大内兵衛 188p

331/ﾀ 生と諸範疇並びに文化価値・経済価値創造
経済集誌 第23巻第6号
所掲

高木 友三郎/著 [出版者不明] 1930 23p

331/ﾀﾄ 文化哲学と経済哲学 高木 友三郎/著 東洋経済新報社 1962 328p

332/ｱ 赤い村 産業労働調査所/訳 鉄塔書院 1932 171p

332/ｱ 内外経済界の表裏とその動向 阿部 賢一/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第3号

20p

332/ｻ 経済立書 佐伯 宗義/著 佐伯宗義 1956 561p

332/ﾆ/3 日本経済体系 3 日本の労働 小泉 明/著 青林書院新社 1964 267,5p

332/ﾑ 大波にゆれる日本経済 村田 為五郎/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第26号

32p
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332/ﾒ 再軍備と日本経済 目崎 憲司/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第21号

20p

332/ﾔ 世界の不況は果して立直るか 山本 正雄/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第6号

20p

334/ｶ 加州日本人花園業発展史 桑港 加州花卉市場 1929 308p 42枚

334/ｻ/50 最新北米日系人住所録 1950
Japanese-American
book company

1950 649p

334/ｻ 加州と福島県人 南加篇 佐藤 安治/著
加州福島県人発展史編
纂所

1929
262,277p 図版
15枚

334/ｼ シアトル土産
シアトル母国訪問団/
編纂

シアトル 太平洋印刷
会社

[1913] 52p

334/ﾄ 無名白書 反米思想に抗して 富本 岩雄/著 国際平和産業会 1954 297p

334/ﾅ 華僑史 成田 節男/著 蛍雪書院 1941 445p

334/ﾊ 日本へ帰ってから何をする? 林 富平/著 海外通信社出版部 1927 309,80,17p

334/ﾊ ハワイ日本人移民史
ハワイ日本人移民史刊
行委員会‖編集

布哇日系人連合協会 1964
33,581p 図版
133p

334/ﾐ 人口問題と国民経済の前途 人口過剰を嘆く前に 美濃口 時次郎/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第8号

22p

334/ﾔ 元年者移民ハワイ渡航史 限定版 渡布八十八周年記念 山下 草園/著 米布時報社 1956 130p

334/ﾖ 注目すべきメキシコ 吉山 基徳/著 日墨研究社 1926
318,20,18p 図
版21枚

334/ﾜ 在米日本人史観
在米在布日本人歴史の
源

鷲津 尺魔/著
ロスアンゼルス 羅府
新報社

1930 295,6,82p

335/ｻ 企業民主化の提唱 昭和22年秋 佐伯 宗義/著 佐伯宗義 1947 55p

335/ｻ 御挨拶に代えて 昭和35年3月 佐伯 宗義/著 佐伯宗義 1960
「複式企業論」による学
位取得記念祝賀会の挨拶

15p

335/ｻ 複式企業論 日本の企業民主化 佐伯 宗義/著 佐伯研究所 1960 272p

335/ﾐ 財界人と女性 三鬼 陽之助/著 葵会 1955
葵会パンフレット
第34号

24p

338/ｶ 外国為替 改訂版 大蔵省為替局/監修 青林書院 1957 実務法律講座 17 375,4p

338/ｷ 金融概論 山口 茂/編 青林書院 1960 309p

338/ﾌ 振替貯金の利用法 貯金局 1936 72p

338/ﾔ 金融論入門 山口 茂/著 青林書院新社 1963 入門シリーズ 362p

342/ﾐ 緊縮均衡財政をつく 三宅 晴輝/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第18号

20p

348/ﾆ/60 専売事業 昭和35年
日本専売公社総裁室広
報課/編

日本専売公社 1961 81p

361/ｾﾏ 日本人の笑い 世良 正利/著 法政大学出版局 1959 273p

361/ﾃ テレビと非行少年
テレビの青少年に対す
る影響調査 第1調査

日本民間放送連盟 1961 112p

361/ﾃ/2 テレビと非行少年 続
テレビの青少年に対す
る影響調査 第1調査

日本民間放送連盟 1962 174p

361/ﾆ 日本文化の特質
紀元二千六百年記念国
際懸賞論文集

国際文化振興会/編 日本評論社 1941 435p 図版17枚

364/ﾀ 生活の幸福は保障されているか 社会保障の話 竹中 勝男/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第20号

20p
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366/ｱ 例解労働法 吾妻 光俊/著 青林書院 1958 317,4,7p

366/ｲ/1 労働法講義 1 石崎 政一郎/著 青林書院 1958 190,3p

366/ｵ 労働問題入門 大河内 一男/著 青林書院新社 1967 入門シリーズ 293,9p

366/ｷ 協調会事業一班 黒川 小六/編輯 協調会 1923 147p 5枚

366/ﾛ 労働基準法施行規則 昭和22年9月 富山 富山労働基準局 1947 79p

367/ｼ 新女性文化 家庭篇 中田 秀夫/編輯 国民社 1943 274p

367/ｼ 新女性文化 教養篇 中田 秀夫/輯 国民社 1943 284p

367/ﾊ 裏がえし女百年 畠山 清行/著 20世紀社 1967 225p

369/ﾎ 貧乏根絶論
ゼー・エツチ・ホラン
ダー/著

北沢 新次郎/共訳 大学評論社 1918 200p

369/ﾘ 人間の発見と形成
ソーシァル・ケース
ワークとはなにか

M.E.リッチモンド
/[著]

杉本 一義/訳 誠信書房 1967 256p

370/ﾉ 教育の再建 野口 恒樹/著 日本文化連合会 1966
日本文化学術叢書
第16巻

281p

371/ﾂ 小学校に於ける融和教育 土屋 政一/[著] 中央融和事業協会 1935 融和問題叢書 217p

372/ｺ 高知県教育界の暗い真相の記録
局地的内乱の様相を呈
する

全日本教育父母会議 1960 200p

372/ｺ 高知県における教育界混乱の経緯 高知県教育父母会議 1960 63p

372/ｼ 日教組教研集会の問題点と日共の動き

附1 第九次教研集会講
師団名簿 2 日教組中
央講師団と左翼団体と
の関連

新教育研究会/編 新教育研究会 1960 21p

372/ｾ 最近における偏向教育の若干の事例
全日本教育父母会議/
編

全日本教育父母会議 1960 13p

372/ﾀ 今日に尾をひく占領文教行政の問題点について 田村 隆治/述 全日本教育父母会議 1960 19p

372/ﾂ 郷土教育資料展覧会目録
鶴来尋常高等小学校/
編

鶴来保勝会/編 鶴来町 鶴来保勝会 1935
昭和10年3月18日ヨリ20日
マデ於鶴来小学校

1冊

374/ｵ 学校給食経営の基本 奥平 祥一/著 国民栄養協会 1948 222p

375/ｱ/5 漢文教科書 巻之5 秋山 四郎/編 金港堂書籍 1902 70丁

375/ｲ 日本史 石井 良助/共著 宝月 圭吾/共著 青林書院 1957 197,11p

375/ｲ/6 岩波書店国語詳解(女子用) 巻6 学友館房編輯部/編纂 学友館 1939 118p

375/ｲ/7 岩波書店国語(女子用)予習辞書 巻7 岩波書店編輯部/編 東京辞書出版社/編纂 東京辞書出版社 1949 150p

375/ｵ 国語頻出問題研究 小沢 徳一/著 実力増進会 1942 262p

375/ｶ 改制新文典 女子上級用 橋本 進吉/著 中等学校教科書 1939 144,10p

375/ｶ 新修孟子鈔 新制版 簡野 道明/著 明治書院 1939
師範学校・中学校国語漢
文科用 実業学校国語科用

104,4p

375/ｺ 標準中学図画工作教師用指導書 後藤 福次郎/著 図画工作研究所 1950 355p

375/ｻ 新修女子国文学史 佐成 謙太郎/著 京都 星野書店 1939 156,10p

375/ｼ 礼法要項 文部省新制 社会教育協会/編 社会教育協会 1941
教育パンフレット
第410号

86p
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375/ｼ/3 新制最新女子国文読本詳解 巻3 佐々木・武田氏 学友館編輯部/編纂 学友館書房 1938 95p

375/ｾ 公民教育の話 関口 泰/著 朝日新聞社 1930 朝日常識講座 290p

377/ｵ/52 入学式式辞 昭和27年度 大内 兵衛/著 法政大学 1950 12p

380/ﾌ 東亜古俗考 藤原 相之助/著 春陽堂書店 1943 春陽選書 456p

380.1/ｸﾍ 民俗学の話
ベヤリング・グウルド
/著

今泉 忠義/訳 大岡山書店 1930 327p

380.1/ﾅﾀ/1 日本民俗学 神事篇 中山 太郎/著 大岡山書店 1930 430,14p

380.1/ﾅﾀ/2 日本民俗学 風俗篇 中山 太郎/著 大岡山書店 1930 428,14p

380.3/ﾅﾀ 日本民俗学辞典 中山 太郎/編 昭和書房 1933 868,53p

380.3/ﾅﾀ 日本民俗学辞典 補遺 中山 太郎/編 昭和書房 1935 398,31p

380.7/ﾔｸ 郷土生活の研究法 柳田 国男/著 刀江書院 1942 328p

380.8/ﾌﾓ/1 図説日本民俗学全集 1 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1959 374p

380.8/ﾌﾓ/2 図説日本民俗学全集 2 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1960 376p

380.8/ﾌﾓ/3 図説日本民俗学全集 3 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1960 362p

380.8/ﾌﾓ/4 図説日本民俗学全集 4 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1960 360p

380.8/ﾌﾓ/5 図説日本民俗学全集 5 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1960 348p

380.8/ﾌﾓ/6 図説日本民俗学全集 6 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1960 348p

380.8/ﾌﾓ/7 図説日本民俗学全集 7 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1961 348p

380.8/ﾌﾓ/8 図説日本民俗学全集 8 藤沢 衛彦/著 あかね書房 1961 344p

382/ｲ/1 いろは引江戸と東京風俗野史 巻之1 伊藤 晴雨/著 成島乙次 1927 1冊

382/ｲ/2 いろは引江戸と東京風俗野史 巻の2 伊藤 晴雨/著 伊藤勝千代 1919 和装 1冊

382/ｳ 昔の金沢 普及版 氏家 栄太郎/著 金沢 金沢文化協会 1932 173p

382/ｴ 日本風俗史 江馬 務/著 地人書館 1943 大観日本文化薦書 443p

382/ｵﾄ 八丈島 民俗と社会 大間知 篤三/著 大阪 創元社 1951 304p

382/ｶ 雪国の話 勝谷 稔/著 長岡 積雪科学館 1954 積雪シリーズ 3 68p

382/ｼﾕ 奄美大島民族誌 茂野 幽考/著 岡書院 1954 397p

382/ﾃ 上方の遊びと江戸の遊び 暉峻 康隆/著 葵会 1955
葵会パンフレット
第33号

26p

382/ﾐ 南伊那農村誌 竹内 利美/ほか著 飯田 山村書院 1938 伊那郷土文庫 6 324p

382/ﾔ Japanese manners & customs in the Meiji era Yanagida,Kunio/編 Terry,C.S./訳 Obunsha 1957
Japanese culture
in the Meiji era
Ⅳ

335p

383/ｳｱ わいん 世界の酒遍歴 アレック・ウォー/著 増野 正衛/訳 英宝社 1964 414p

383/ｶ 雪の履物 勝谷 経子/著 長岡 積雪科学館 1957 積雪シリーズ 9 53p
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383/ﾆﾑ 日本酒物語 二戸 儚秋/著 井上書房 1963
日本の味物語シ
リーズ

300p 図版10p

383/ﾓ 食べ物時代相 飢饉と飽食 本山 荻舟/著 報知出版社 1947 123p

383/ﾓﾃ 随筆的飲食日本史 本山 萩舟/著 青蛙房 1956 329p

383/ﾔｸ 木綿以前の事 柳田 国男/著 大阪 創元社 1938 411p

384/ｱﾅ 異色川柳遊女風俗姿細見 足立 直郎/著 那須書房 1962 313p

384/ｶ 雪の道
履物・被物・乗物・運
搬・災害

勝谷 稔/著 長岡 積雪科学館 1955 積雪シリーズ 7 79p

386/ﾆ/1 日本祭祀暦 第1冊 東京・千葉・神奈川・埼玉 小寺 融吉/共編 北野 博美/共編 日本民俗協会 1936 225p

386/ﾌ 山都年中行事 福田 夕咲/著
飛騨高山町 飛騨考古
土俗学会

1936 90p

387/ﾀﾊ 道祖神 路傍の石仏 2 大護 八郎/著 真珠書院 1966 180p

387/ﾀﾋ 道祖神 武田 久吉/著 アルス 1942 アルス文化叢書 12 85p

387/ﾆ/2 日本の俗信 2 迷信調査協議会/編 技報堂 1952 372p

388/ｲ 初瀬とこれさまと五反田節 伊藤 葦天/著
川崎 川崎郷土史研究
会

1953 59p

388/ｲ/1 東洋口碑大全 上巻 巌谷 小波/著 博文館 1913 1248,30p

388/ｵ 柴波郡昔話集 全国昔話記録 小笠原 謙吉/著 柳田 国男/編 三省堂 1942 164p

388/ｵ 民謡の国相馬 岡和田 甫/著
原町 相馬郷土芸術振
興会

1951 46p 5枚

388/ｵｼ/2 中国故事物語 下 奥野 信太郎/ほか編 河出書房新社 1958
新・十八史略物語
別巻

256p

388/ｵｼ/3 中国故事物語 補 奥野 信太郎/ほか編 河出書房新社 1958
新・十八史略物語
別巻

238p

388/ｻ 奥州のザシキワラシの話 佐々木 喜善/著 玄文社 1920 炉辺叢書 第1編 109p

388/ｻ 松の山鏡 越後伝説 佐藤 種治/著 南陽堂出版部 1938 44p

388/ｻｷ 聴耳草子 佐佐木 喜善/著 三元社 1931 582p

388/ｼ 信濃怪奇伝説集 信濃郷土誌刊行会/編
長野 信濃郷土誌刊行
会

1943 104p

388/ﾅ 伝説の越後と佐渡 中野 城水/著 文章院出版部 1943 337p

388/ﾅｼ 伝説の越後と佐渡 中野 城水/著 銀鈴社 1923 216p

388/ﾌﾓ/2 日本伝説研究 第2巻 藤沢 衛彦/著 三笠書房 1935 383p

388/ﾌﾓ/3 日本伝説研究 第3巻 藤沢 衛彦/著 三笠書房 1935 354p

388/ﾌﾓ/4 日本伝説研究 第4巻 藤沢 衛彦/著 三笠書房 1935 386p

388/ﾌﾓ/5 日本伝説研究 第5巻 藤沢 衛彦/著 三笠書房 1935 432p

388/ﾎｱ 西洋故事物語 本多 顕彰/ほか著 河出書房新社 1959 296p

388/ﾑ/36 昔話採集手帖 昭和11年度 県郡村 柳田 国男/共編 関 敬吾/共編 民間伝承の会 1936 100p

388/ﾔ/1 山島民譚集 1 柳田 国男/著 甲寅叢書刊行所 1914 甲寅叢書 194,3p
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388/ﾔｸ 女性と民間伝承 柳田 国男/著 岡書院 1932 317p

388/ﾔｸ 一目小僧 その他 柳田 国男/著 小山書店 1934 434,10p

389/ｼｾ 北方ツングースの社会構成
セルゲイ・シロコゴロ
フ/著

川久保 悌郎/ほか訳 岩波書店 1941 717,94p

389/ﾆ 文化人類学 西村 真次/著 早稲田大学出版部 1926 人類学概論
「人類文化史」の改題訂
正増補

291p 図版7枚

389/ﾆｼ 南方民族誌 西村 真次/著 東京堂出版 1942 375p

389/ﾊ/3 番族慣習調査報告書 第3巻
臨時台湾旧慣調査会
第1部

臨時台湾旧慣調査会/
編

臨時台湾旧慣調査会 1917 189p 6枚

389/ﾊﾕ アイヌ社会経済史 羽原 又吉/著 白揚社 1939 248p

389/ﾔﾄ/1 人間の歴史 1 安田 徳太郎/著 光文社 1951 239p

389/ﾔﾄ/2 人間の歴史 2 安田 徳太郎/著 光文社 1952 295p

389/ﾔﾄ/3 人間の歴史 3 安田 徳太郎/著 光文社 1953 300p

389/ﾔﾄ/4 人間の歴史 4 安田 徳太郎/著 光文社 1954 378p

389/ﾔﾄ/5 人間の歴史 5 安田 徳太郎/著 光文社 1955 302p

389/ﾔﾄ/6 人間の歴史 6 安田 徳太郎/著 光文社 1957 275p

391/ｲ ナポレオンの対英戦争 石原 莞爾/述 東亜聯盟協会 1941 38p

391/ﾄ 大東亜戦史 聖戦記録 同盟通信社/編輯 奈良 帝国蓄音器 1942 62p

392/ｱ どうする?日本の再軍備 有田 八郎/著 憲法擁護国民連合 1954 113p

392/ﾈ/1 熱血溢るゝ愛国献金の花 第1号
大日本国防費一銭献金
会本部

1931 144p

396/ﾑ 陸軍星章とペンタクル 村山 辨次/著 東亜天文学会 1944 天界222号の抜刷 1冊

404/ｶ 科学への招待 ラジオ東京社会部/編 法政大学出版局 1958 328p

404/ﾐ 日本の雨 三宅 泰雄/著 法政大学出版局 1956 教養新書 232p

408/ﾊ/1 万有科学体系 1 伊藤 靖/編輯 万有科学体系刊行会 1926 645p

408/ﾊ/2 万有科学体系 2 伊藤 靖/編輯 万有科学体系刊行会 1926 634p

408/ﾊ/3 万有科学体系 3 伊藤 靖/編輯
新光社万有科学体系刊
行部

1925 590p

408/ﾊ/4 万有科学体系 4 伊藤 靖/編輯 万有科学体系刊行会 1926 606p

408/ﾊ/5 万有科学体系 5 伊藤 靖/編輯 万有科学体系刊行会 1926 698p

408/ﾊ/6 万有科学体系 6 伊藤 靖/編輯 万有科学体系刊行会 1927 643p

430/ﾌ ろうそく物語
マイケル・ファラデー
/述

白井 俊明/訳 法政大学出版局 1952
ホームライブラ
リー 2

235p

451/ｱ 気候と気候の変動 荒川 秀俊/著 長岡 積雪科学館 1954 積雪シリーズ 5 84p

451/ﾊ 寒さと雪 畠山 久尚/著 長岡 積雪科学館 1955 積雪シリーズ 8 101p

456/ﾖ 前世界史 横山 又次郎/著 早稲田大学出版部 1918 670,53p

４　自然科学
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460/ﾅ 反逆の息子 永井 潜/著 文化生活研究会 1925 158p

461/ｳ 生命の科学 ウッドラフ/原著 岸田 健/訳 アルス 1930 481,61p

461/ﾅ 生命論 永井 潜/著 洛陽堂 1913 384p

461/ﾊｼ 生命の起原
生命の生成と初期の発
展

オパーリン/[著] 石本 真/訳 岩波書店 1980 223p

469/ﾀ 日本人の祖先 田中 祐吉/著 大阪 精華堂書店 1921 香涯叢書 218p

469/ﾄ/1 極東民族 第1巻 鳥居 龍蔵/著 文化生活研究会 1926
東洋人種学叢書 第
1編

612p 51枚

469/ﾅ 人性論 永井 潜/著 実業之日本社 1916 370p

470/ｼ 植物妖異考 上 白井 光太郎/著 甲寅叢書刊行所 1914 甲寅叢書 第2編 176p

470/ｼ/2 植物妖異考 下 白井 光太郎/著 甲寅叢書刊行所 1914 甲寅叢書 第5編 168p

471/ﾀ 高山の植物 武田 久吉/著 アルス 1942 アルス文化叢書 1 64,38p

480/ﾀ 短期完成動物の総仕上げ 三省堂編輯所/編 三省堂 1934 136,19p

488/ｼﾊ カラスの四季 生態観察の写真と記録 周 はじめ/著 法政大学出版局 1956 147p

489/ﾀ ノウサギの生態 生態観察の写真と記録 高橋 喜平/著 法政大学出版局 [出版年不明] 129p

489/ﾊ 猿の愛情 ニホンザルの生態 間 直之助/著 法政大学出版局 1954 254p

491/ｼ 性の原理 下田 次郎/著 同文館 1921 201p

491/ﾀ 治るガン治らぬガン 田崎 勇三/著 黄土社 1954 280p

491/ﾊ 近代性欲学 羽太 鋭治/著 博文館 1922 552p

492/ﾀ 諸病治療法実験秘伝録
田島式青酸放温電波治
療器

田島 敬堂/著 放温電波治療院普及部 1929 31p

492/ﾀ 防空と救急法
大日本国防衛生協会/
編

大日本国防衛生協会出
版部

1942 76p

493/ｱ ポケット結核療養百科全書 アルス/編 アルス 1935 105p

493/ｽ 肺結核の臨床 鈴木 茂一/著 富山 富山十全病院 1960 115p

498/ｱ 栄養展望 有本 邦太郎/著 国民栄養協会 1949 400p

498/ｱ Q式血液型 浅野 建夫/著 明文堂 1958 83p

498/ｶ 児童虚弱者病人の食物に就て 掛橋 菊代/著 掛橋料理研究所 1939 58p

498/ｺ 静坐物語生きる力 小林 参三郎/著 市川 三葉文庫 1959 1冊

498/ﾆ 西医学健康原理実践宝典 西 勝造/著
大阪 西勝造選集領布
会

1959 356p

498/ﾓ 健康自衛論 カギは自然正食 森下 敬一/著 読売新聞社 1970 健康シリーズ 267p

499/ｵｷ 図画対照 日本薬用植物集 小川 亀重/著 医療法人若草会 1961 333p

499/ｸ クコの効用 主婦の友社/編 主婦の友社 1963 主婦の友新書 259p

507/ｶ 特許・商標 全訂版 兼子 一/著 染野 義信/著 青林書院 1957 実務法律講座 21 848p

５　技術
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507/ﾆ 日本発明家五十傑選 松原 憲太郎/編集 発明図書刊行会 1952 鑑修：特許庁 287p

509/ｺ 工業政策 高谷 茂木/編 青林書院 1958
経済学ハンドブッ
ク

165,5,6p

521/ｶ 雪国の住居 勝谷 稔/著 長岡 積雪科学館 1954 積雪シリーズ 2 52p

521/ﾄ 日光東照宮修営志 東照宮社務所/著 東照宮社務所 1925 140p

521/ﾔ 本派本願寺案内 八尋 慈薫/編輯
京都 本派本願寺財務
部

1940 46p

522/ｲ 印度の文化と建築 森口 多里/共編 浜口 周忠/共編 洪洋社 1924
建築文化叢書 第7
編

120p 38枚

526/ｾ 虎の門電気ビルディング 竣工昭和37年3月
青銅社デザインセン
ター/編集

富山 富山電気ビル
ディング

1960 1冊

527/ｹ 建築案内 西村建築 1900 58p 26枚

538/ｱ 宇宙旅行 附・オートメーション 相島 敏夫/著 葵会 1956
葵会パンフレット
第39号

26p

539/ﾑ 原子力の話 村上 悠紀雄/著 葵会 1956
葵会パンフレット
第40号

33p

540/ｲ 日本電気事業の諸問題
「世界と日本」 第4号
臨時号外

五十嵐 隆/著 [出版者不明] 1954 8p

540/ｻ
電源開發促進法案を駁し電氣事業の根本的改組
を提唱す 昭和27年5月

佐伯 宗義/著 佐伯宗義 1952 64p

540/ｻ 電力再編成問題と吾が党のイデオロギーの展開 佐伯 宗義/著 佐伯宗義 1950 1冊

540/ﾐ 電力コンツェルン読本 三宅 晴輝/著 春秋社 1937 439p

559/ﾊ 測り知れない危険
原水爆実験の怖るべき
影響

世界科学者連盟委員会
/編

民主主義科学者協会国
際委員会/訳

法政大学出版局 1956 113p

567/ﾆ なぜ志免炭鉱を払下げるか
あなたの疑問にこたえ
て

日本国有鉄道/編 日本国有鉄道 1959 30p

589/ｲ 文具に就いて 伊東屋/編 伊東屋 1933 56p

589/ﾀ たばこの話あれこれ
日本専売公社総務部広
報課/編集

日本専売公社総務部広
報課

1969 158p

594/ｱ 毛糸編物 阿里 吉子/著 文化生活研究会 1927 家庭科学大系 34 121p

596/ﾃ うまいもの人生論 寺下 辰夫/著 廣済堂出版 1968 299p

596/ﾃ 珈琲飲みある記 寺下 辰夫/著 柴田書店 1962 205p

596/ﾃ 日本うまい店うまいもの発見 東京・関東編
安心して入れる<値段>
と<味>の店

寺下 辰夫/著 双葉社 1968 双葉新書 222p

596/ﾄ 東京うまい店二〇〇店 奥野 信太郎/ほか著 柴田書店 1963 297p

596/ﾄ 東京・横浜うまい店二〇〇店 改訂版 奥野 信太郎/ほか編 柴田書店 1965 350p

596/ﾓ 美味の遍歴 本山 萩舟/著 寺下 辰夫/著 鋼書房 1959 236p

596/ﾓ 美味はわが家に 荻舟食談 本山 荻舟/著 住吉書店 1953 281p

598/ｼ 誰デモ出来ル健康保全法 塩野 正清/著 塩野医院 1926 213p

598/ﾀ 愛慾に狂ふ痴人 田中 香涯/著 大阪屋号書店 1926 307p

598/ﾅ どうせ朝まで エロチカル・アート75 中川 秀秋/著 大平出版 1969 232p

602/ﾊ 野に呼ぶ声 林 甚之丞/著 [出版者不明] 1940 104p

６　産業
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612/ﾀ 農業・農村・農民 団野 信夫/著 朝日新聞社 1953 朝日常識講座 197p

612/ﾉ/20 農村青年通信講座 20号(第2年度第3期) ラヂオ・テキスト
農村文化協会長野県支
部/編

長野 農村文化協会長
野県支部

1950 48p

614/ﾂ 農事電化の話 塚本 秀雄/著
富山 富山県社会教育
協会

1946 31p

616/ｸ クヱカーオーツ礼讃
クエカーオーツ会社/
編

大阪 クエカーオーツ
会社

1930 58p

616/ｼ 甘藷倉庫貯蔵の要点とキュアリング方法 清水 弥吉/著
富山 富山県生産農業
協同組合連合会

1949 19p

626/ｶ マッシュルーム栽培法 賀陽 徹生/著 不二食用菌研究所 1949 91p

627/ｻ 春蘭 笹山 三次/著 [出版者不明] [出版年不明] アルス文化叢書 2 64,34p

629/ｻｶ 図解作庭記 斎藤 勝雄/[著] 技報堂出版 1979 122p

629/ｼ 古都百庭 (観賞篇) 重森 三玲/著 大阪 京阪電気鉄道 1942
趣味の京阪叢書 第
7輯

97p

629/ｼ 古都百庭 (略史篇) 重森 三玲/著 大阪 京阪電気鉄道 1942
趣味の京阪叢書 第
8輯

92p

629/ﾀ 日本庭園史話 竜居 松之助/著 大東出版社 1943 大東名著選 49 274p

657/ｸ 来るべき木材時代
エゴン,グレシンガー/
著

森林資源総合対策協議
会/訳

森林資源総合対策協議
会

1953 313,10p

670/ｼ 商業論 柳川 昇/編 青林書院 1958
経済学ハンドブッ
ク

274,3,5p

670/ﾅ 実用商業書信文範 中野 観象/著 実業之日本社 1911 233,49p

673/ｷ 曲水流觴 曲水主人 1929 29p

673/ﾉ/1 九十年を偲びて 1 創業九十周年記念 野村兄弟堂/編 野村兄弟堂 1959 1冊

678/ｵ 米国インボイス要項
米国関税法略解、商品
類別表

小原 健児/述
神戸 神戸海運貨物取
扱業組合

1948 96,30p

678/ﾆ 日印貿易便覧 外務省通商局/編纂 松誠堂書店 1930 325,55p

686/ｴ 駅名の起源 札幌鉄道局/編
札幌鉄道局旅客課内北
彊民族研究

1938 126p

686/ｻ 最新鉄道線路図 33・3月修正 大阪 和楽路屋 1950 1枚

689/ﾏ これじゃドルはもうからない ツヨシ・マツモト/著 有信堂 1963 文化新書 261p

694/ｺ コロラード日系人電話住所録
コロラド日系人電話住
所録発行所

1953 92p

694/ｺ/55 コロラド日系人電話住所録 1955-1956 URAJIRO ISHIZAKA/編 URAJIRO ISHIZAKA 1955 108p

694/ﾃ 電電コーナー
日本電信電話公社/編
集

日本電信電話公社総裁
室広報課

1965 214p

699/ｻ テレビは一望の荒野か 酒井 三郎/著 時事通信社 1962 時事新書 220p

702/ｵ 大橋亀次郎氏将来支那古壁画大展観 内容解説 白木屋 1940 28p

702/ｶ 大和古寺風物誌 亀井 勝一郎/著 新潮社 1953 新潮文庫 213p

702/ｸ 岡倉天心と其時代 黒田 鵬心/著 趣味普及会 1955 鵬心選集 第2巻 285,32p

702/ﾄｳ 芸術の起源 限定版 外山 卯三郎/編著 芸術書房 1964 341p

702/ﾆ アフガニスタン古代美術展 1963 日本経済新聞社/編 日本経済新聞社 1960 191,34p 48枚

７　芸術
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702/ﾉ 初転法輪寺の壁画 野生司 香雪/著 [出版者不明] 1930 9p

702/ﾏ 印度の仏教美術 松本 文三郎/著 丙午出版社 1920 397p

702/ﾑ 支那トルキスタン 西域画聚成内容解説 武藤 六郎/著 審美書院 1940 34p

702/ﾗ 印度太古史 ラプソン/著 山下 祥光/訳 向陵社 1916 美術叢書 242p 図版21枚

703/ｻ/32 帝国新書画名鑑 昭和7年度 最高美術社/編 最高美術社 1932 152p

703/ﾋ 美術用語辞典 美術出版社/編 美術出版社 1949
「美術手帖」22号付録(昭
和24年10月)

111p

704/ｷ 芸術の革命 木村 荘八/訳著 洛陽堂 1928 621p

706/ｲ インドこども美術展 インド文化研究会/編 愛知県美術館 1900 18p

708/ｲ 院展選集 再興第47回 再興 日本美術院 1962 34p

711/ﾅ 原始民俗仮面考 南江 二郎/著 地平社書房 1929 121p

718/ﾂﾂ 円空の彫刻 土屋 常義/著 円空/伝 造形社 1962 111p

718/ﾖ 仏像解説図絵 吉田 竜英/著 三省堂 1942 296p

721/ｲ 伊東深水展 伊東 深水/画
富山 富山市立郷土博
物館

1960 1冊

721/ｹ ざざんざあ
伊藤六郎兵衛画集品藻
芳声録

見学 玄/編集
川崎 伊藤六郎兵衛文
庫

1967 102p

721/ｺ 大雅堂 小杉 未醒/著 アルス 1926 アルス美術叢書 96p 図版66枚

721/ｼ 鳥羽僧正 下店 静市/著 アルス 1927 アルス美術叢書 112p 図版69枚

721/ｾ 仙厓 別冊付録 仙厓展 仙厓/画 朝日新聞社 1900 1冊

721/ﾕ 結城素明遺作展 結城 素明/画 松屋 1950 1冊

721/ﾕ 有天間 [出版者不明] 1906 1冊

721/ﾖ 横川巴人作品集 横川 巴人/著 横川巴人会/編 横川巴人会 1969 横川巴人年譜：p257〜258 269p

723/ﾊ 長春画集 長谷川 春子/筆 女人芸術社 1929 18,22p

726/ｵ/3 一平全集 第3巻 岡本 一平/著 先進社 1929 474p

726/ﾐｼ 日本の戯画 歴史と風俗 宮尾 しげを/編著 第一法規 1967 277p

728/ｲ 中国書道史 伊東 参州/著 相島 敏夫/編集 法政大学通信教育部 1957 103p

728/ｲ 日本書道史 伊東 参州/著 相島 敏夫/編集 法政大学通信教育部 1958 103p

728/ﾀ 女子習字四季手紙乃書方 田中 三省/編 日吉堂 1913 57丁

728/ﾄ 大西良慶尊者九十六叟新年墨蹟展 富山県聖徳太子会/編
富山 富山県聖徳太子
会

1969 1冊

728/ﾋ/1 書論 上 平尾 鋼/著 相島 敏夫/編集 法政大学通信教育部 1958 80p

728/ﾋ/2 書論 下 平尾 鋼/著 相島 敏夫/編集 法政大学通信教育部 1958 72p

728/ﾎ 書道教本学習指導書 草書・仮名 法政大学/編 法政大学通信教育部 1954 25p

38／58



翁久允文庫目録（活字本）  2017年9月改訂

請求記号 書名・巻次 版表示 副書名 著者表示 著者表示 出版地・出版者 出版年 叢書注記 一般注記 頁数・冊数

728/ﾎ 書道教本学習指導書 楷・行書 法政大学/編 法政大学通信教育部 1957 38p

740/ｼ 写真百年祭記念号 成沢 金兵衛/編輯 朝日新聞社 1925
アサヒグラフ 臨時
増刊

22p

748/ﾆ 米加出生日本児童写真ブック 日米評論社/編 シアトル 日米評論社 1918 1冊

751/ｳ 楽焼工程 内島 北朗/著 京都 内島北朗 1955 116p

752/ｻ 瑞漆画の由来 佐藤 武造/著 長野県人会連合会 1967 100p

757/ﾀ 女子図案法 多賀谷 健吉/著 東洋図書 1930 143p

765/ｽ One hundred English hymns 2nd ed.
With Bible readings
and prayers

Smythe,L.C.M./編 Iglehart,Edwin T./編 Kyobunkwan 1936 100p

765/ﾆ 興亜讃美歌
日本基督教団讃美歌委
員会/編

警醒社 1944 36p

767/ﾌ 日本のうたごえ 福田 定良/著 葵会 1955
葵会パンフレット
第35号

16p

767/ﾏ 那須小唄 松本 文雄/編 大地舎 1930 27p

768/ｶｲ 小唄全書 河合 勇/編著 八木書店 1966 408p

768/ﾂ 文がら 津村 紀三子/作 [出版者不明] 1900 11丁

768/ﾆﾏ 神楽研究 西角井 正慶/著 壬生書院 1934 434,201p

768/ﾎ 安宅 宝生 重英/編 宝生 九郎(17世) わんや書店 1932
宝生流謡本 18巻ノ
2

24丁

768/ﾎ/1 小唄集 1 堀 小多満/編 畑重蔵 1929 45丁

768/ﾎ/2 小唄集 2 堀 小多満/編 畑重蔵 1929 51丁

768/ﾖ 錬磨集
精神教育帝国琵琶 上
下

吉水 錦翁/編輯 [出版者不明] 1890 108,4,124p

770/ｺ Japanese music and drama in the Meiji era
Centenary Culture
Council series

Komiya,Toyotaka/編
Seidensticker,E.G./
訳

Obunsha 1956
Japanese culture
in the Meiji era
Ⅲ

535p

772/ｻ 苦闘の跡 改訂版 沢田 正二郎/著 柳蛙書房 1928 232p

773/ｶ/1 観世流謡曲全集 上巻 観世流改訂本刊行会 1941 708p

773/ｺｼ 能楽史研究 小林 静雄/著 雄山閣出版 1945 242p

773/ﾎ 翁そのほか 能及狂言考之弐 本田 安次/著 明善堂書店 1958
230,14p 図版
22p

774/ｱ 歌舞伎への情熱 足立 直郎/著 高風館 1956 339p

774/ｶ 寿新春大歌舞伎 歌舞伎座宣伝部/編集 松竹株式会社演劇部 1966 64p

774/ｶｼ 歌舞伎百題 河竹 繁俊/著 青蛙房 1959 307p

774/ｶｼ 河竹黙阿弥 河竹 繁俊/著 吉川弘文館 1974 人物叢書 271p

777/ｽ 出雲系糸あやつり人形調査誌
早稲田商学 第158号抜
刷

杉野 橘太郎/著 早稲田大学 1962 33p

778/ｱ 映画国策之提唱 浅岡 信夫/著 浅岡信夫 1931 76p

778/ﾔ 大東亜映画の構想 山田 英吉/著 [出版者不明] 1940 28p
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779/ﾀ 素人演劇運動の理念と方策 大政翼賛会文化部/編 翼賛図書刊行会 1942 67p

779/ﾌ 大衆演芸と浅草 福田 定良/著 葵会 1954
葵会パンフレット
第22号

23p

784/ｲ スキー繁昌記 稲田 昌植/著 長岡 積雪科学館 1954 積雪シリーズ 6 70p

786/ﾊ 山岳ノート
ハイキングペンクラブ
/著

昭和書房 1943 306p

788/ﾏ 本朝相撲沿革 松井 磯次郎/著 松井磯次郎 1922 72p

789/ﾓ 北米剣道大鑑 籾井 一剣/著 桑港 北米武徳会 1939 1255p 23枚

791/ｵﾃ 茶の本 岡倉 覚三/著 岩波書店 1979 岩波文庫 93p

791/ｸ 茶杓之削様衍釈 古織公口訣集書抜 楠瀬 日年/著 富山 富山茶杓の会 1953 49p

791/ﾌ 清虚 磯野友道先生追悼録 古矢 弘/編 磯野圭甫 1960 40p

793/ｼ/1 池の坊流生花の秘法 上巻 松月庵 一甫/著 大阪 大文館書店 1933 104p

793/ｼ/2 池の坊流生花の秘法 中巻 松月庵 一甫/著 大阪 大文館書店 1933 p.105-238

793/ｼ/3 池の坊流生花の秘法 下巻 松月庵 一甫/著 大阪 大文館書店 1933 116p

793/ｽ 日本乃華道 角谷 緑三/著 東華書房 1942 386p

795/ｱﾆ 坐隠談叢 新編増補 囲碁全史 安藤 如意/著 渡辺 英夫/改補 新樹社 1955 721p

795/ｲ 石立稽古置碁自在 六目之部 [出版者不明] [出版年不明] 和装 25丁

795/ｺ 碁がたき 囲碁随筆 榊山 潤/編 南北社 1960 334p

801/ｲ 人間と言葉 稲富 栄次郎/著 河出書房 1952 市民文庫 111 165p

801/ﾀﾋ 言語学 高木 弘/著 三笠書房 1936 214p

801/ﾃ 手宮古代文字
小樽史蹟 附 忍路環状
石籬

寺田 貞次/編 小樽 左文字勉強堂 1926 28p

801/ﾌ 比喩的形象主義之世界文字論概要
付 ローマ字排斥に付
いて同派との論難

古谷 栄一/述 [出版者不明] 1930 51,64p

810/ｺ 国語国字の将来
現代百名士の国語国字
観

鳥谷部 陽太郎/編 三土社 1926 49,14p

810/ｼ 講座日本語 4 大月書店 1955 224p

810/ﾅ 元始日本語 中村 烏堂/著 新陽社 1936 335p

810/ﾔ 万葉集の謎 安田 徳太郎/著 光文社 1956 カッパ・ブックス 282p

810.1/ｷｷ 言語学五十年 金田一 京助/著 宝文館出版 1955 230p

810.1/ｼｲ 日本の言葉 新村 出/著 大阪 創元社 1941 352p

810.2/ｲﾛ 日本のことば今と昔 飯泉 六郎/著 社会思想研究会 1961 現代教養文庫 268 284p

810.4/ｽﾂ 日本語再発見 杉本 つとむ/著 社会思想研究会 1962 現代教養文庫 300 318p

810.4/ﾋ/3 ことばの事典 3 す〜の 日置 昌一/著 講談社 1955 306p

810.4/ﾋ/4 ことばの事典 4 は〜わ 日置 昌一/著 講談社 1955 355p

８　言語

40／58



翁久允文庫目録（活字本）  2017年9月改訂

請求記号 書名・巻次 版表示 副書名 著者表示 著者表示 出版地・出版者 出版年 叢書注記 一般注記 頁数・冊数

811/ｺｼ 漢字の歴史 香坂 順一/著 イズミ オキナガ/著 江南書院 1958
中国文字改革運動年表：
p317〜325

325,6p

812/ﾏ 「依さし」の研究 桝田 秀郎/著 富山 桝田秀郎 1936 24p

814/ｳﾐ 日本外来語の研究 楳垣 實/著 大阪 青年通信社 1943 386p

815/ﾀ 短期完成国文法の総仕上げ 三省堂編輯所/編 三省堂 1934 164p

815/ﾂ 国文解釈法 更訂版 塚本 哲三/著 有朋堂 1937 846p

817/ｺ 新選現代文問題集 附 書取問題 国語研究会/編 大阪 裕文館書店 1940 126,11p

817/ｻ 新抄花月草紙詳解 榊 十一/著 大阪 湯川弘文社 1941 113p

817/ｽ 更級日記 菅原孝標女/著 島田 退蔵/編 三省堂 1942 新制高等国文叢書 84p

817/ﾀ 単語研究国文解釈問題 西東社編輯部/編 西東社出版部 1939 124p

817/ﾂ 更訂現代文解釈法 塚本 哲三/著 有朋堂 1938 752p

817/ﾂ 通解土佐日記 塚本 哲三/著 有朋堂 1943 123p

817/ﾋ 校註堤中納言物語 久松 潜一/著 明治書院 1929 168p

817/ﾐ 新編国文問題選 峯岸 義秋/編 三省堂 1941 119p

817/ﾑ 琴後集の講義 村上 才太郎/著 芳文堂 1941 358p

817/ﾕ 詳解常山紀談・駿台雑話 湯浅 常山/著 室 鳩巣/著 芳文堂 1940
詳解国語漢文叢書
第36編

125p

827/ｶ/3 簡野氏新修漢文通解 巻3 新制版 簡野 道明/著 東京辞書出版社/編纂 東京辞書出版社 1938 388p

827/ｼ 参考十八史略通解 島田 釣一/著 有精堂出版部 1942 462,25p

827/ｼ 新撰史記鈔詳解 沢田 総清/編 竜沢 良芳/編 健文社 1942 288p

827/ﾄ 服部氏最新漢文読本通解 第1冊 改訂 東京辞書出版社/編 東京辞書出版社 1936 194p

827/ﾄ/2 佐久氏女子漢文通解 下 東京辞書出版社/編 東京辞書出版社 1939 184p

830/ﾐ 英語の根柢
英訳法・和訳法・英文
法

宮田 峯一/著 弘道閣 1939 645p

833/ｵ 英語受験には斯の如き単語を暗記せよ 大島 隆吉/著 大修館 1924 185p

835/ｵ 英文法要訣 岡田 實麿/著 開文社 1921 504,61p

836/ｲｺ 海外文通文例集 石田 幸太郎/著 大阪 創元社 1964 176p

836/ﾚ/1 LETTER FROM AMERICA No1 林屋 伸太郎/訳 白山書房編集部/編 白山書房 1948 43p

837/ｶ 英文和訳の公式 改訂増補版
MODEL QUESTIONNAIRE
ENGLISH INTO
JAPANESE

加賀谷 林之助/著 昇竜堂書店 1944 115,31p

837/ｿ Walden
ヘンリー・デーヴィ
ド・ソロー/著

篠田 錦策/訳 研究社出版 1948 476p

837/ﾀ アメリカ笑話集 パック 竜口 直太郎/著 東西出版社 1946 英語文庫 1 112p

837/ﾊ New national first reader Barnes,C.J./ほか著 鍾美堂 1901
Barnes's new
national readers

95p
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837/ﾏ 實用英會話教本 松本 瀧藏/著 愛育社 1947 105p

837/ﾏ The Italian girl
アイリス・マードック
/著

石田 幸太郎/ほか編注 英宝社 1966 174p

901/ﾅ 形式主義芸術論 中河 与一/著 新潮社 1930 196p 図版16p

902/ｱ 社会問題と近代戯曲 阿部 四郎/著 富山 高志人社 1962 350p

902/ｲ 變態作家史 井東 憲/著 文芸資料研究会 1924 和装 92p

902/ﾌ 移民文学 十九世紀文学主潮 ブランデス/著 矢口 達/訳 新陽堂 1914 440p

905/ﾁ/9-2 潮声 第9年2・3・4号 潮声詩社/編 潮声詩社 1920 70p

905/ﾌ/6 文學 第6号 昭和6年11月 岩波書店 1936
岩波講座日本文学(第6回
配本)付録

69p

905/ﾌ/20 文學 第20号 昭和8年4月 岩波書店 1938
岩波講座日本文学(第20回
配本)付録

49p

908/ｾ/4 世界文学全集 4 新潮社 1927 16,506p

908/ﾀ 東西名詩集 吟詠漢詩集
大日本雄弁会講談社/
編

大日本雄弁会講談社 1936 キング 新年号附録 140p

908/ﾎ 邦訳近代文学 小説と戯曲の翻訳集 野上 臼川/訳 尚文堂書店 1913 534p

910/ｲ/20-1 岩波講座 日本文学 20-1 岩波 茂雄/編輯 福井 利吉郎/著 岩波書店 1933 32p

910/ｲ/20-2 岩波講座 日本文学 20-2 岩波 茂雄/編輯 和辻 哲郎/著 岩波書店 1933 33p

910/ｲ/20-3 岩波講座 日本文学 20-3 田中 一松/著 岩波書店 1933 63p

910/ｲ/20-4 岩波講座 日本文学 20-4 岩波 茂雄/編輯 沢瀉 久孝/著 岩波書店 1933 30p

910/ｲ/20-5 岩波講座 日本文学 20-5 岩波 茂雄/編輯 穎原 退蔵/著 岩波書店 1933 86p

910/ｲ/20-6 岩波講座 日本文学 20-6 岩波 茂雄/編輯 幸田 露伴/著 岩波書店 1933 19p

910/ｲ/20-7 岩波講座 日本文学 20-7 岩波 茂雄/編輯 新村 出/著 岩波書店 1933 61,2p

910/ｲ/20-8 岩波講座 日本文学 20-8 岩波 茂雄/編輯 麻生 磯次/著 岩波書店 1933 32p

910/ｲ/20-9 岩波講座 日本文学 20-9 岩波 茂雄/編輯 島津 久基/著 岩波書店 1933 52p

910/ｲ/20-10 岩波講座 日本文学 20-10 岩波 茂雄/編輯 山岸 徳平/著 岩波書店 1933 52p

910/ｲ/20-11 岩波講座 日本文学 20-11 岩波 茂雄/編輯 西尾 実/著 岩波書店 1933 39p

910/ｲ/20-12 岩波講座 日本文学 20-12 岩波 茂雄/編輯 長谷川 如是閑/著 岩波書店 1933 41p

910/ｲ/20-13 岩波講座 日本文学 20-13 岩波 茂雄/編輯 福井 利吉郎/著 岩波書店 1933 79p

910/ｲ/20-14 岩波講座 日本文学 20-14 岩波 茂雄/編輯 春日 政治/著 岩波書店 1933 94p

910/ｲ/20-15 岩波講座 日本文学 20-15 岩波 茂雄/編輯 岩田 九郎/著 岩波書店 1933 34p

910/ｲ/20-16 岩波講座 日本文学 20-16 岩波 茂雄/編輯 佐藤 幹二/著 岩波書店 1933 32p

910/ｵ Japanese literature in the Meiji era Okazaki,Yoshie/編 Viglielmo,V.H. Obunsha 1955
Centenary
cultural council
series

673p

９　文学
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910/ｵ 瓢々録 士郎回想 尾崎 清子/編集 尾崎清子 1965 388p

910/ｶ 悲劇文学の発生 角川 源義/著 [出版者不明] 1900 31p

910/ｶ/2 文芸と趣向の問題 下 民間文芸の成長と展開 角川 源義/著 [出版者不明] 1940
「ひだびと」第8年第12号
抜刷

10p

910/ｼ 島村抱月の渡英滞英日記について
鴎外,漱石,荷風の外遊
と対比して

川副 国基/著 渡利 弥生/編集 早稲田大学教育会 1951
早稲田大学教育会
研究叢書 第2冊

58p

910/ﾃ 恋愛の古典的形態について 暉峻 康隆/著 葵会 1952
葵会パンフレット
第9号

22p

910/ﾄ 文壇裏話 十返 肇/著 葵会 1957
葵会パンフレット
第45号

22p

910/ﾅ 富岡の家 直木三十五宅趾特集号 平野 零児/編 横浜 横浜ペンクラブ 1960 111p

910/ﾅ 生誕百年記念「夏目漱石」展
朝日新聞東京本社企画
部/編集

朝日新聞社 1966 64p

910/ﾅ 漱石の印税帖 松岡 譲/著 朝日新聞社 1955 朝日文化手帖 204p

910/ﾋ/28 評論随筆家名鑑 昭和3年 評論随筆家協会/編 評論随筆家協会 1928 51p

910/ﾋ/30 評論随筆年鑑 昭和5年版 評論随筆家協会/編 評論随筆家協会 1930 48p

910/ﾐ わが文壇紀行 水守 亀之助/著 朝日新聞社 1953 朝日文化手帖 229p

910/ﾑ 生涯を顧みて人生を語る 武者小路 実篤/著 青林書院 1953 260p

910/ﾔ 有王と俊寛僧都 「文学」1月号別刷 柳田 国男/著 [出版者不明] 1940 17p

910/ﾚ れもん帖 春季増刊号 直原 敏平/編輯 レモン詩社 1919 48,8p

910.2/ｵﾀ 明治の文人 岡野 他家夫/著 雪華社 1963 294p

910.2/ﾊ 近代日本文学思潮史 長谷川 泉/著 至文堂 1967 231p

910.4/ｻｼ 日本を考える 佐伯 彰一/著 新潮社 1966 242p

911/ｼ 詩歌集永遠と無窮 清水 夏晨/著 [出版者不明] [出版年不明] 72p

911/ｼ 視察孔 服部 如実/編 京都 がま書房 1960 253p

911/ﾂ 「海ゆかば」の作者 郷土の誤解を訂して 塚野 重雄/著 富山 塚野重雄 1943 28,8p

911/ﾜ 影 若月紫蘭遺詠 若月 紫蘭/著 [出版者不明] 1960 84p

911.1/ｱ 愛国百人一首早わかり 改訂版 建軍精神普及会 1943 100p

911.1/ｱ 歌集芦名 淡路 利貴子/著 淡路利貴子 1970 232p

911.1/ｲ 晶子の「明るみへ」について
「国文学研究」31集別
刷

逸見 久美/著 [出版者不明] 1965 p.89-99

911.1/ｵ 歌集花慕情 古今歌集十四編 逢坂 定子/著 国分寺 短歌新聞社 1968 175p

911.1/ｶ 愛国百人一首 川田 順/著 大日本雄弁会講談社 1941 141p

911.1/ｶ 川田順歌集 川田 順/著 角川書店 1962 角川文庫 203p

911.1/ｶ 史歌大東亜戦 川田 順/著 養徳社 1944 204p

911.1/ｶｼ 戦国時代和歌集 川田 順/著 甲鳥書林 1943 340p
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911.1/ｶｼ 定本川田順全歌集 川田 順/著 中央公論社 1958 394p

911.1/ｷﾊ 歌集 雲母集 北原 白秋/著 阿闌陀書房 1915 361p

911.1/ｸ 愛鉤集 楠瀬 恂/著 富山 スガキ印刷工業 1959 62p

911.1/ｸ 和泉式部 窪田 空穂/著 創元社 1947 百花文庫 27 93p

911.1/ｸ 万葉山常百首解 久保 季茲/著 本居 大平/編 平田胤雄 1883
和装  皇典講究所の蔵書
印あり

40丁

911.1/ｹ 歌集懸谷 日本歌人十五人集 石川 信雄 奈良 日本歌人発行所 1952 日本歌人叢書 241p

911.1/ｹ 月照(忍向)遺稿 京都清水寺所蔵 友松 円諦/編 友松円諦 1961 109p

911.1/ｺ 古今名歌集 大日本雄弁会講談社 1936 128p

911.1/ｺ 泡沫千首 小金井 喜美子/著 小金井喜美子 1940 385,5p

911.1/ｻﾊ 伏見天皇御製の研究 佐々木 治綱/著 伏見天皇/伝 京都 人文書院 1943 287p

911.1/ﾈ/64 年刊歌集 1964年版 奈雲 行夫/編集 小金井 新歌人会 1964 258p

911.1/ﾊ すなはち 短歌往来 服部 如実/著 京都 がま書房三密堂 1966 155p

911.1/ﾊ 白雲去来 服部 如実/著 京都 初音書房 1969 321p

911.1/ﾊ 紐 服部如実第二歌集 服部 如実/著 京都 がま書房 1958 294p

911.1/ﾋ 父母を憶ふ歌 日南田 村人/著 ひなた・よしとみ 1955 24p

911.1/ﾍ 平安和歌抄 皇朝文学研究会/編 白帝社 1940 107p

911.1/ﾏ 万葉集新釈 松田 好夫/著 名古屋 正文館書店 1937 204,5p

911.1/ﾏ/2 万葉集 下 塚本 哲三/編 有朋堂書店 1928 有朋堂文庫 646p

911.1/ﾐ 歌集柊の花 岑 清光/著 篁短歌会 1964 篁短歌叢書 第4篇 173p

911.1/ﾒ 明治天皇御集 全 明治天皇/著 岩波書店 1938 258p

911.1/ﾓ 桃 第一歌集 桃の会 1958 262p

911.1/ﾔ 地平線 柳原 白蓮/著 ことたま社 1956 175p

911.3/ｱ 一茶と文虎 新井 一清/著 高津 正雄/編輯
長野 信濃郷土史調査
会

1942 62p

911.3/ｱ 紅鱒群 浅原六朗句集 浅原 六朗/著 句集紅鱒群刊行会 1964 限定400部 125p

911.3/ｲ 小田原古今俳句集 附『小田原俳壇史』 飯田 九一/編 横浜 神奈川文庫 1951 神奈川文庫 第2輯 92p

911.3/ｲ 箱根古今俳句集 飯田 九一/編 横浜 神奈川文庫 1951 神奈川文庫 第1輯 100p

911.3/ｲ 一重茶青 葦天/稿 [出版者不明] 1939 8p

911.3/ｲ 穂 伊藤葦天句集 伊藤 六郎兵衛/著 俳句研究社 1959 389p

911.3/ｳ 層雲百人一句 層雲五百号記念出版 内島 北朗/著 大船 層雲社 1954 117p

911.3/ｳ 楡の落葉 臼田天城子遺句集 臼田 天城子/著 [出版者不明] 1957 105p
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911.3/ｵ 大野万木句集 [大野 万木/著] 大野伴睦記念会 1966 295p

911.3/ｵ 厨屑 太田 三郎/編集
知多町(愛知県) 太田
三郎

1955 117p

911.3/ｶ 枯野俳句選集 長谷川 零余子/編輯 長谷川 諧三/編輯 淀橋町 枯野社 1926 133,9p

911.3/ｶ 川崎古今俳句集
川崎俳壇史 川崎句碑
めぐり

飯田 九一/編 横浜 神奈川文庫 1951 神奈川文庫 第3輯 146p

911.3/ｺ おらが春 俳諧寺一茶/著 俳書堂 1916
大正校訂俳諧名著
文庫

66p

911.3/ｺ 芭蕉と紀行文 小宮 豊隆/著 生活社 1945 日本叢書 7 31p

911.3/ｺ/3 校注俳文学大系 第3巻 巌谷 小波 俳文学大系刊行会 1929 542p

911.3/ｺ/9 校註俳文学大系 第9巻 巖谷 小波 俳文学大系刊行会 1929 459p

911.3/ｺ/10 校注俳文学大系 第10巻 巌谷 小波 俳文学大系刊行会 1930 421p

911.3/ｻ 能登の俳人藤田恕堂 附同時代の富来郷土史 佐藤 荷人/編著 佐藤荷人 1954 監修：横川巴人 246p

911.3/ｼ 評釈麓の人 新村 写空/著 東京堂書店 1969 240p

911.3/ｽ 折鶴 句集 菅野 梢/著 志摩芳次郎 1959 196p

911.3/ｽ 柔俳三十年 修業の記録と俳句集 鈴木 幹雄/著 ゆく春発行所 1954 370p

911.3/ﾀ 山桜 句集 武田 抱子/著 高畠町 水鳥山形支社 1955 159p

911.3/ﾀ 故山 高松 京香/著 鎌倉 層雲社 1962 145p 5枚

911.3/ﾀ 塵外 麦村句集 竹内 麦村/著
荒波吟社崎島ゆく春会
/撰輯

荒波吟社崎島ゆく春会 1960 120p

911.3/ﾀ 後のけふり 高橋 篤四/編纂
藤沢町(岩手県) 高橋
篤四

1941
別冊付録：高橋東皐月と
其の門人

56,11p

911.3/ﾅ 三幹竹句集 名和 三幹竹/著 三幹竹句集刊行会 1967 313p

911.3/ﾇ 芭蕉と其周囲 沼波 瓊音/著 資文堂書店 1928 548p

911.3/ﾊ 疎林 句集 橋本 花風/著 若葉社 1957 若葉叢書 246,5p

911.3/ﾊ 俳諧歳時記 夏 青木 月斗/[ほか著] 改造社 1950 722p

911.3/ﾊ 花園 第1巻 旭高連俳句集
北海道立旭川工業高等
学校文芸部/編集

旭川高等学校連盟俳句
集「花園」発行所

1950 32p

911.3/ﾊ 万愚祭 季節同人句集 季節同人会/編 季節発行所 1959 546p

911.3/ﾊ 羅漢 私家限定版 句集 服部 如実/著 がま書房 1961 118p

911.3/ﾊ/2 俳句講座 第2巻 改造社版 改造社 1932 481p

911.3/ﾌ 貝のうた 句集 福田 いし女/著 福田家兄妹 1961 81p

911.3/ﾏ 十年一日 句集 町原 木隹/著 季節発行所 1969 269p

911.3/ﾑ 定本 室積徂春句集 [室積 徂春/著] 平川 巴竹/編集 俳句研究社 1978 458p

911.3/ﾔ 月夜雨 安成三郎遺稿 安成 三郎/著 安成 二郎 福原興業 1957 55p

911.4/ｳﾄ 川柳史観 上野 鈍突/著 上野稠次郎 1964 214p
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911.4/ﾂﾃ 新撰川柳狂詩集 塚本 哲三/編輯 有朋堂書店 1927 有朋堂文庫 奥付の書名：川柳狂詩 536p

911.5/ｱ 天と海 浅野晃詩集 英霊に捧げる七十二章 浅野 晃/著 翼書院 1965 94p

911.5/ｱ/1 ヨネ・ノグチ文献 1 日本篇その1
「比較文学」第12巻別
刷

渥美 育子/著 [出版者不明] 1969 p.68-92

911.5/ｲ 五月の風 板口 富美子/著 福岡 ゆり歌会本部 1950 102p

911.5/ｲ 詩集老鶴 伊福部 隆彦/著 人生道場出版部 1964 104p

911.5/ｲ 日本現代詩の欠陥 伊福部 隆彦/著 [出版者不明] [出版年不明] 1冊

911.5/ｲ/2 をさなごのうた 2 詩文集 板口 富美子/著 福岡 ゆり歌会本部 1950 128p

911.5/ｵｱ 失意の虹 大木 惇夫/著 南北社 1965 213p

911.5/ｶ 詩集旅愁 門田 穣/著 木犀書房 1968 85p

911.5/ｶ なかつくに 肇国史詩 加藤 一夫/作 竜宿山房 1942 325p

911.5/ｶ 根岸の里 河合 勇/著 八木書店 1967 142p

911.5/ｶ YoneNoguchi an EnglishPoet of Japan 亀井 俊介/著 ヨネノグチ協会 1965 英文 40p

911.5/ｶ/3 インドと日本 3
ヨネ・ノグチ(野口米
次郎)に於ける精神的
緊張の意味

春日井 真也/著 仏教大学 1960
「仏教大学研究紀要」第
48号抜刷

45,24p

911.5/ｸ 郷土 詩集 久保田 宵二/著 岡山 青年社 1926 220p

911.5/ｺ 志保里 史蹟御風記念館 甲村 忍/編 糸魚川 御風記念館 1954 182p

911.5/ｼ 孤情の詩旗 島田 磬也/著
南北出版サービスセン
ター

1966 318p

911.5/ｼ 詩集灼熱の氷河 白鳥 省吾/著 佐原町 詩精神発行所 1949 110p

911.5/ｼ 晩翠献詩 白鳥 省吾/著 千葉 大地舎 1957 24p

911.5/ｼ 満州開拓詩集 白鳥 省吾/著 大地舎 1940 79p

911.5/ｼｾ 詩集北斗の花環 白鳥 省吾/著 世界文庫 1965 237p

911.5/ｼｾ 白鳥省吾自選詩集 白鳥 省吾/著 大地舎 1969 211p

911.5/ｿ 家 詩集 相馬 大/著 京都 高原社 1954 107p

911.5/ｿ 灰の詩 曽我 綾子/著 彌生書房 1959 205p

911.5/ﾀ 詩集うなだれる芥子 高柳 扶美子/著 世界文庫 1969 99p

911.5/ﾀ 露地の細道 絵入情歌 竹久 夢二/著 春陽堂 1919 142p

911.5/ﾀ/2 詩歌翼賛 第2輯
日本精神の詩的昂揚の
ために 朗読詩集

大政翼賛会文化部/編
纂

目黒書店 1942 51p

911.5/ﾀﾕ 歌時計 竹久 夢二/編纂 春陽堂書店 1919 220p

911.5/ﾁ 中部日本詩集
中部日本詩人・創刊三
周年記念 第4巻 8

「中部日本詩人」編輯
所/編輯

名古屋 宇宙時代社 1965 1冊

911.5/ﾅ 青の歴史 詩集 南江 治郎/著 新詩潮社 1965 153p

911.5/ﾅ 遥かなる地球 詩集 南江 治郎/著 春秋社 1967 294p
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911.5/ﾉ 詩人ヨネ・ノグチの詩
その《日本語詩》の成
立に関する芸術学的研
究

外山 卯三郎/著 造形美術協会出版局 1966 387p

911.5/ﾋ 詩集晩暉 広瀬 操吉/著 [出版者不明] 1969 234p

911.5/ﾋ 詩集一つの林檎 広瀬 操吉/著 昭森社 1961 249p

911.5/ﾌ 藤田健次作品集 立山しぐれ 藤田 健次/著 藤田健次顕彰会 1968 204p

911.5/ﾌ 洩れ日 福田正夫追悼集 福田 誠夫/編集 詩性編集所 1952 1冊

911.5/ﾑ 定本無為隆彦詩集 無為 隆彦/著 神無書房 1966 297p

911.5/ﾔ 矢島信明詩集 青帆居詩艸 矢島 信明/著 詩性社 1956 127p

911.6/ｲ らっきょ畑 民謡集 伊藤 静馬/著 民謡音楽社 1930 135p

911.6/ｶ 東京ラプソディー 門田 ゆたか/著 日本詩人連盟 1970
詩謡シリーズ 第1
集

103p

911.6/ｹ 現代民謡詩選 日本民謡詩人協会/編 現代民謡詩選刊行会 1956 321p

911.6/ｼ わが竪琴 歌謡集 白鳥 省吾/著 千葉 大地舎 1968 80p

912/ﾆ/5 日本戯曲全集 第5巻 春陽堂 1930 628p

912/ﾆ/6 日本戯曲全集 第6巻 春陽堂 1928 776p

912/ﾆ/7 日本戯曲全集 第7巻 春陽堂 1930 610p

912/ﾆ/8 日本戯曲全集 第8巻 春陽堂 1931 569p

912/ﾆ/9 日本戯曲全集 第9巻 春陽堂 1928 716p

912/ﾆ/10 日本戯曲全集 第10巻 春陽堂 1930 722p

912/ﾆ/11 日本戯曲全集 第11巻 春陽堂 1928 676p

912/ﾆ/12 日本戯曲全集 第12巻 春陽堂 1929 726p

912/ﾆ/13 日本戯曲全集 第13巻 春陽堂 1929 768p

912/ﾆ/14 日本戯曲全集 第14巻 春陽堂 1929 812p

912/ﾆ/15 日本戯曲全集 第15巻 春陽堂 1928 752p

912/ﾆ/16 日本戯曲全集 第16巻 春陽堂 1929 738p

912/ﾆ/18 日本戯曲全集 第18巻 春陽堂 1929 642p

912/ﾆ/19 日本戯曲全集 第19巻 春陽堂 1928 764p

912/ﾆ/20 日本戯曲全集 第20巻 春陽堂 1929 766p

912/ﾆ/22 日本戯曲全集 第22巻 春陽堂 1930 628p

912/ﾆ/25 日本戯曲全集 第25巻 春陽堂 1929 758p

912/ﾆ/28 日本戯曲全集 第28巻 春陽堂 1928 750p

912/ﾆ/29 日本戯曲全集 第29巻 春陽堂 1930 646p
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912/ﾆ/30 日本戯曲全集 第30巻 春陽堂 1928 716p

912/ﾆ/31 日本戯曲全集 第31巻 春陽堂 1930 764p

912/ﾆ/32 日本戯曲全集 第32巻 春陽堂 1929 722p

912/ﾆ/33 日本戯曲全集 第33巻 春陽堂 1929 698p

912/ﾆ/34 日本戯曲全集 第34巻 春陽堂 1930 580p

912/ﾆ/35 日本戯曲全集 第35巻 春陽堂 1928 774p

912/ﾆ/36 日本戯曲全集 第36巻 春陽堂 1929 650p

912/ﾆ/37 日本戯曲全集 第37巻 春陽堂 1928 858p

912/ﾆ/38 日本戯曲全集 第38巻 春陽堂 1929 1024p

912/ﾆ/39 日本戯曲全集 第39巻 春陽堂 1929 646p

912/ﾆ/40 日本戯曲全集 第40巻 春陽堂 1928 712p

912/ﾆ/41 日本戯曲全集 第41巻 春陽堂 1928 758p

912/ﾆ/43 日本戯曲全集 第43巻 春陽堂 1928 700p

912/ﾆ/45 日本戯曲全集 第45巻 春陽堂 1928 760p

912/ﾆ/48 日本戯曲全集 第48巻 春陽堂 1928 696p

912/ﾆ/49 日本戯曲全集 第49巻 春陽堂 1929 640p

912/ﾆ/50 日本戯曲全集 第50巻 春陽堂 1929 814p

912.3/ｺﾛ/1 狂言全集 上巻 幸田 露伴/著 博文館 1903 356p

912.3/ｺﾛ/2 狂言全集 中巻 幸田 露伴/著 博文館 1903 372p

912.3/ｺﾛ/3 狂言全集 下巻 幸田 露伴/著 博文館 1903 368p

912.3/ﾂﾃ/1 狂言記　上 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 532p

912.3/ﾂﾃ/2 狂言記　下 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 512p

912.3/ﾂﾃ/1 謡曲集　上 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 736p

912.3/ﾂﾃ/2 謡曲集　下 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 584p

912.4/ｾ/1 説経節正本集 第1 横山 重/校訂 藤原 弘/校訂 大岡山書店 1936 354p

912.4/ﾀ Chushingura 英文忠臣蔵 竹田 出雲/著 井上 十吉/英訳 中西屋書店 1910 269p

912.4/ﾁ 近松浄瑠璃佳作集 近松 門左衛門/著 幸田 露伴/校訂 東亜堂書房 1911 日本文芸叢書 222p

912.4/ﾁﾓ/1 近松浄瑠璃集　上 [近松 門左衛門/著] 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 642p

912.4/ﾁﾓ/2 近松浄瑠璃集　中 [近松 門左衛門/著] 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 594p

912.4/ﾁﾓ/2 近松浄瑠璃集　下 [近松 門左衛門/著] 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 602p
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912.5/ｶﾓ/1 黙阿弥脚本集 第1巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1919 581p

912.5/ｶﾓ/2 黙阿弥脚本集 第2巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 573p

912.5/ｶﾓ/3 黙阿弥脚本集 第3巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 606p

912.5/ｶﾓ/4 黙阿弥脚本集 第4巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 633p

912.5/ｶﾓ/5 黙阿弥脚本集 第5巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 572p

912.5/ｶﾓ/6 黙阿弥脚本集 第6巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 567p

912.5/ｶﾓ/7 黙阿弥脚本集 第7集 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 579p

912.5/ｶﾓ/8 黙阿弥脚本集 第8巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 564p

912.5/ｶﾓ/9 黙阿弥脚本集 第9巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 583p

912.5/ｶﾓ/10 黙阿弥脚本集 第10巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1921 594p

912.5/ｶﾓ/11 黙阿弥脚本集 第11巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1920 634p

912.5/ｶﾓ/12 黙阿弥脚本集 第12巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1921 627p

912.5/ｶﾓ/13 黙阿弥脚本集 第13集 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1921 655p

912.5/ｶﾓ/14 黙阿弥脚本集 第14巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1921 580p

912.5/ｶﾓ/15 黙阿弥脚本集 第15巻 河竹 黙阿弥/著 春陽堂書店 1921 630p

912.5/ﾂﾃ/1 脚本集　上 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 712p

912.5/ﾂﾃ/2 脚本集　下 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 710p

912.6/ｵ 戯曲 釈迦如来 翁 久允/著 日本書房 1936 134p

912.6/ｵ [釈迦如来] 第4幕 成道より十数年後 翁 久允/著 [出版者不明] 1900 p.68-134

912.6/ｵ 脚本 梨の葉集 岡本 綺堂/著 春陽堂 1921 395p

912.6/ｵ 西南集 岡本 綺堂/著 春陽堂 1922 323p

912.6/ｵ 中山忠光卿 大隈 俊雄/著 皇国社 1940 208p

912.6/ｸ 歌はぬ人 倉田 百三/著 岩波書店 1920 178p

912.6/ﾅ 平泉記 戯曲集 永田 衡吉/著 河出書房 1936 381p

912.6/ﾏ 戯曲集 黙祷 前田河 広一郎/著 文芸戦線社 1928 250p

912.6/ﾏ 農村演劇脚本集 丸山 重綱/編集
長野 農村文化協会長
野県支部

1950 農村青年叢書 7 139p

912.7/ﾆｼ 日本めぐりぼくらは豆記者　富山県の巻 新津 勝祐/原作 日本放送映画 [1957] 44p

913.2/ﾂﾃ 古事記 有朋堂書店 1927 有朋堂文庫 586p

913.3/ｱ 源氏物語新釈 青木 正/著 有精堂出版部 1942 370,13p

913.3/ｲﾏ 源注余滴 全 石川 雅望/著 紫式部/伝 国書刊行会 1906 486,66p
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913.3/ｳ/1 宇津保物語 上 塚本 哲三/編 有朋堂書店 1928 有朋堂文庫 730p

913.3/ﾑ 校註源氏物語夕顔 佐山 済/校註 紫式部/原著 武蔵野書院 1948 84p

913.3/ﾑ 校註源氏物語若紫 永積 安明/校註 紫式部/原著 武蔵野書院 1949 80p

913.4/ｲ/1 平家物語講義 今泉 定介/講述 弘文社 1934 520p

913.4/ﾀ 太平記 神田本 全 国書刊行会 1907 664p

913.4/ﾂﾃ 保元物語 全 平治物語 全 北条九代記 全 塚本 哲三/編 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 745p

913.4/ﾂﾃ/1 源平盛衰記 上 塚本 哲三/編 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 866p

913.4/ﾂﾃ/2 源平盛衰記 下 塚本 哲三/編 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 816p

913.4/ﾅﾀ 水鏡 有朋堂書店 1927 有朋堂文庫 703p

913.4/ﾍ 平家物語 長門本 全 国書刊行会 1906 762p

913.4/ﾕｼ 常山紀談 [湯浅 常山/著] 有朋堂書店 1926 有朋堂文庫 722p

913.5/ｼｲ 東海道中膝栗毛 全 十返舎 一九/著 有朋堂書店 1930 有朋堂文庫 774p

913.5/ｼｻ 浮世風呂 全 浮世床 全 式亭 三馬/著 有朋堂書店 1930 有朋堂文庫 567p〜598p乱丁 614p

913.5/ﾀﾊ/1 南総里見八犬伝 1 滝沢 馬琴/作 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 738p

913.5/ﾀﾊ/2 南総里見八犬伝 2 滝沢 馬琴/作 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 682p

913.5/ﾀﾊ/3 南総里見八犬伝 3 滝沢 馬琴/作 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 672p

913.5/ﾀﾊ/4 南総里見八犬伝 4 滝沢 馬琴/作 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 708p

913.5/ﾀﾊ/5 南総里見八犬伝 5 滝沢 馬琴/作 有朋堂書店 1930 有朋堂文庫 706p

913.5/ﾀﾊ/6 南総里見八犬伝 6 滝沢 馬琴/作 有朋堂書店 1930 有朋堂文庫 686p

913.5/ﾘ/1 偐紫田舎源氏 上 柳亭 種彦/著 有朋堂書店 1930 有朋堂文庫 638p

913.5/ﾘ/2 偐紫田舎源氏 下 柳亭 種彦/著 有朋堂書店 1930 有朋堂文庫 638p

914.5/ｵ/1 松屋筆記　第1 小山田 与清/著 高田 与清 国書刊行会 1908 514p

914.5/ｵ/2 松屋筆記　第2 [小山田 与清/著] 国書刊行会 1908 590p

914.5/ｵ/3 松屋筆記　第3 [小山田 与清/著] 国書刊行会 1908 568p

914.5/ｵﾅ 太田南畝集 全 太田 南畝/著 有朋堂書店 1928 有朋堂文庫 752p

914.6/ｱ 河童随筆 旭 東吾/著 アポロン社 1968 264p

914.6/ｲ 葦天随筆集 伊藤 葦天/著 川崎 衣魚毛草舎 1969 252p

914.6/ｲ 創造的なるもの
真に幸福と健康を希ふ
人々へ

石原 昊三郎/著
清水 西貝印刷所(印
刷)

1955 150p

914.6/ｲｹ 随筆頼山陽 市島 謙吉/著 市島 春城 早稲田大学出版部 1925 638,14p

914.6/ｲﾀ 心に残る人々 石川 達三/著 文芸春秋 1969 228p
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914.6/ｳ 雲と泥 内島 北朗/著 鎌倉 層雲社 1962 320p

914.6/ｳ 壷中随筆 内島 北朗/著 京都 内島北朗 1954 438p

914.6/ｳ 尻っ尾 随筆 内島 北朗/著 層雲社 1969 407p

914.6/ｳ 土は生きている 内島 北朗/著 鎌倉 層雲社 1960 302p

914.6/ｴ かじかの声 随感漫想 烏帽子田 栄一/著
富山 富山県協同組合
懇話会

1954 160p

914.6/ｵ 酒のみで日本代表 奥村 政雄/著 展望社 1960 225p

914.6/ｵ 随筆から松の杜 小川 保男/著 法政大学出版局 1952 214p

914.6/ｵ 孤独のひととき 随筆 小川 保男/著 法政大学出版局 1957 294p

914.6/ｵ 随筆ゆく雲 小川 保男/著 法政大学出版局 1954 217p

914.6/ｵﾌ 歌文集 冬 大島 文雄/著 三省堂 1963 254p

914.6/ｶ 枯草録 川田 順/著 大阪 全国書房 1946 255p

914.6/ｶ このわた集 小品随筆 加能 作次郎/著
富来町 富来郷文化懇
話会

1952 255,7p

914.6/ｶ 絶望の精神史
体験した「明治百年」
の悲惨と残酷

金子 光晴/著 光文社 1965 カッパ・ブックス 200p

914.6/ｶ 藁圦 加藤 正明/著 谷吉 行雄/編集 立山町 立山製紙 1967 126p

914.6/ｶｼ ずいひつ牛歩七十年 河竹 繁俊/著 新樹社 1960 350p

914.6/ｷ ペンを担いで 北川 楊村/著 青林書院 1957 279p

914.6/ｷ ほしくづ 北川 楊村/著 青林書院 1954 201p

914.6/ｸ 候べく候 特製限定版 楠瀬 日年/著 奈良 楠瀬日年 1953 158p

914.6/ｺ 私の人生観 小林 秀雄/著 創元社 1949 創元選書 244p

914.6/ｻ 随想と論説 郷土のグラビア 佐伯 外茂雄/著 青林書院 1962 201p

914.6/ｻ 随筆山河と偕に 桜井 増雄/著 全線社 1968 200p

914.6/ｻｷ 未完の記録 佐藤 欣治/著 青林書院新社 1969 278p

914.6/ｼ 声なきに聴く 白柳 秀湖/著 人文会出版部 1926
日本エッセイ叢書
4

216p

914.6/ｼ/3 新聞活殺剣 第3編 式 正次/著 精華書房 1939 297p

914.6/ｿ 郷土人生読本 相馬 御風/著 実業之日本社 1938 358p

914.6/ﾀ 吐芳庵漫語 高井三郎随筆集 高井 三郎/著 富山 高志書房 1937 356p

914.6/ﾂ 生活と意見 槌田 竜太郎/著 槌田阿久利 1962 144,12p

914.6/ﾂ 無手の倖 常岡 一郎/著 大石 順教/著 中心社 1963 157p

914.6/ﾃ/2 寺田寅彦隨筆集 第2巻 寺田 寅彦/著 小宮豊隆/編 岩波書店 1949 岩波文庫 376p

914.6/ﾄ 唐変木 富本 岩雄/著 国際平和産業会 1961 246,16p
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914.6/ﾄ 土佐五名家随筆集
兆民 涙香 秋水 嶺雲
桂月

田中 貢太郎/編 人文会出版部 1926
明治大正随筆選集
19

303p

914.6/ﾅﾋ 代理パパ 中川 秀人/著 信友社 1957 196p

914.6/ﾅﾖ 近代はもう終った 中河 与一/著 雪華社 1962 244p

914.6/ﾆ 大地に聞く 西田 辰正/著 京都 永田文昌堂 1966 149p

914.6/ﾉﾀ 石南花の記 野村 玉枝/著 日本文芸社 1963 412p

914.6/ﾊ あれこれ 原 枕雨/著 富山 北陸夕刊新聞社 1956 240p

914.6/ﾊ 似顔絵雲水 服部 亮英/著 日本社 1927 213p

914.6/ﾊ 日本成仏
哲人竹友川瀬順輔翁の
霊に捧ぐ

浜辺 寿次/著 浜辺寿次 1962 372p

914.6/ﾊ/6 抜萃の都々里 其6 熊平 源蔵/著 島岡 定/編輯 広島 熊平商店 1943 113p

914.6/ﾊｼ 石瓦混肴 随筆 長谷川 伸/著 新小説社 1964 274p

914.6/ﾋ あめりかーな 日置 重男/著 富山 北日本放送 1960 135p

914.6/ﾋ らいちゃん 平野零児随想集 平野 零児/著
平野零児を本にする会
/編

平野零児遺稿刊行会 1962 357p

914.6/ﾋﾁ つれづれの記 広田 宙外/著 富山 平野紀一郎 1967 216p

914.6/ﾏ 麻薬の愛嬌 雨石山房歌話 松岡 貞総/著 国分寺 短歌新聞社 1965 211p

914.6/ﾔ 三慧要録 山崎 定義/著
富山 スガキ印刷工業
(印刷)

1958 305p

914.6/ﾔ 雲と砂 足でかいた山陰 山下 政夫/著 大阪 創元社 1958 263p

914.6/ﾖ やぶれにっき 四ッ橋 銀太郎/著 富山 四ッ橋銀太郎 1956 191p

915/ｱ 入清日記 天野 皓/著 天野 徳三/編纂 御影町 壷外書屋 1929 536p

915.4/ﾂﾃ 日記紀行集 塚本 哲三/編 有朋堂書店 1929 有朋堂文庫 679p

915.6/ｷ フレップ・トリップ 北原 白秋/著 アルス 1928 450p

915.6/ｹ ジープ奥の細道 オーテス・ケーリ/著 法政大学出版局 1953 256p

915.6/ｼｾ 旅情カバン 白鳥 省吾/著 明玄書房 1954 206p

915.6/ﾅ アメリカ旅行記 成田 政次/著 成田政次 1956 248p

916/ﾃﾀ サンパギタ咲く戦線で 実録・比島報道部隊 寺下 辰夫/著 ドリーム出版 1967 330p

916/ﾊ/2 陸軍中野学校 続 日本諜報謀略戦史 畠山 清行/著 サンケイ新聞出版局 1967 226p

916/ﾊｷ 大戦前夜の諜報戦 畠山 清行/著 産経新聞社 1967
陸軍中野学校シ
リーズ

205p

916/ﾓ 風と共に去り風と共に来りぬ　終曲篇 森脇 将光/著 森脇文庫 1955 384p

916/ﾓ 風と共に去り風と共に来りぬ　[謀略篇] 森脇 将光/著
安全投資株式会社出版
部

1954 363p

916/ﾔｹ 銃口に立つ 矢野 兼三/著 新政会出版部 1961 232p

916/ﾔﾊ/1 実録文芸春秋時代 1 山本 初太郎/著 原書房 1967 269p
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916/ﾜ 看護の記と追憶
ガンの早期対策のすす
め

若山 芳枝/著 岐阜 西濃印刷(印刷) 1962 158p

918/ｲ 色即是空 石丸 梧平/著 人生創造社 1958 315p

918/ｲ/1 鏡花全集 巻1 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1927 663,65p

918/ｲ/2 鏡花全集 巻2 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 735p

918/ｲ/4 鏡花全集 巻4 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 781p

918/ｲ/5 鏡花全集 巻5 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 915p

918/ｲ/6 鏡花全集 巻6 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1925 958p

918/ｲ/7 鏡花全集 巻7 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1925 942p

918/ｲ/8 鏡花全集 巻8 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1925 879p

918/ｲ/9 鏡花全集 巻9 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 1147p

918/ｲ/10 鏡花全集 巻10 泉 鏡太郎/著 春陽堂 [1925] 813p

918/ｲ/11 鏡花全集 巻11 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 882p

918/ｲ/12 鏡花全集 巻12 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 859p

918/ｲ/13 鏡花全集 巻13 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1927 818p

918/ｲ/14 鏡花全集 巻14 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1926 893p

918/ｲ/15 鏡花全集 巻15 泉 鏡太郎/著 春陽堂 1927 710p

918/ｵﾅ/1 蜀山人全集 1 太田 南畝/著 吉川弘文館 1907 新百家説林 536p

918/ｵﾅ/2 蜀山人全集 2 太田 南畝/著 吉川弘文館 1907 新百家説林 620p

918/ｵﾅ/3 蜀山人全集 3 太田 南畝/著 吉川弘文館 1908 新百家説林 856p

918/ｵﾅ/4 蜀山人全集 4 太田 南畝/著 吉川弘文館 1908 新百家説林 842p

918/ｵﾅ/5 蜀山人全集 5 太田 南畝/著 吉川弘文館 1908 新百家説林 643p

918/ｵﾅ/6 蜀山人全集 索引 吉川弘文館 1908 新百家説林 138p

918/ｹ/1 現代日本文学全集 第1篇 改造社 1931 622p

918/ｹ/2 現代日本文学全集 第2篇 改造社 1929 503p

918/ｹ/3 現代日本文学全集 第3篇 改造社 1928 526p

918/ｹ/4 現代日本文学全集 第4篇 改造社 1930 582p

918/ｹ/9 現代日本文学全集 第9篇 改造社 1927 316p

918/ｹ/10 現代日本文学全集 第10篇 改造社 1928 558p

918/ｹ/11 現代日本文学全集 第11篇 改造社 1928 574p

918/ｹ/13 現代日本文学全集 第13篇 改造社 1928 559p

53／58



翁久允文庫目録（活字本）  2017年9月改訂

請求記号 書名・巻次 版表示 副書名 著者表示 著者表示 出版地・出版者 出版年 叢書注記 一般注記 頁数・冊数

918/ｹ/14 現代日本文学全集 第14篇 改造社 1928 559p

918/ｹ/15 現代日本文学全集 第15篇 改造社 1927 332p

918/ｹ/17 現代日本文学全集 第17篇 改造社 1930 606p

918/ｹ/21 現代日本文学全集 第21篇 改造社 1929 502p

918/ｹ/22 現代日本文学全集 第22篇 永井 荷風/著 改造社 1927 494p

918/ｹ/23 現代日本文学全集 第23篇 岩野 泡鳴/著 上司 小剣/著 改造社 1930 607p

918/ｹ/24 現代日本文学全集 第24篇 谷崎 潤一郎/著 改造社 1928 342p

918/ｹ/25 現代日本文学全集 第25篇 志賀 直哉/著 改造社 1928 487p

918/ｹ/26 現代日本文学全集 第26篇 武者小路 実篤/著 改造社 1927 502p

918/ｹ/28 現代日本文学全集 第28篇 島村 抱月/著 生田 長江/著 改造社 1930 607p

918/ｹ/29 現代日本文学全集 第29篇 改造社 1927 558p

918/ｹ/32 現代日本文学全集 第32篇 改造社 1928 566p

918/ｹ/34 現代日本文学全集 第34篇 改造社 1928 622p

918/ｹ/35 現代日本文学全集 第35篇 改造社 1929 503p

918/ｹ/36 現代日本文学全集 第36篇 改造社 1929 558p

918/ｹ/37 現代日本文学全集 第37篇 改造社 1929 595p

918/ｹ/38 現代日本文学全集 第38篇 改造社 1929 543p

918/ｹ/40 現代日本文学全集 第40篇 伊藤 左千夫/著 長塚 節/著 改造社 1930 607p

918/ｹ/41 現代日本文学全集 第41篇 長谷川 如是閑/著 内田 魯庵/著 改造社 1930 607p

918/ｹ/47 現代日本文学全集 第47篇 改造社 1929 503p

918/ｹ/48 現代日本文学全集 第48篇 広津 和郎/著 葛西 善蔵/著 改造社 1929 503p

918/ｹ/49 現代日本文学全集 第49篇 桜井 忠温/著 水野 広徳/著 改造社 1929 466p

918/ｹ/60 現代日本文学全集 第60篇 大佛 次郎/著 改造社 1930 606p

918/ｹ/62 現代日本文学全集 第62篇 林 房雄/著 小林 多喜二/著 改造社 1931 630p

918/ｺ/2 古典日本文学全集 2 万葉集 上 村木 清一郎/訳 筑摩書房 1959 427p

918/ｺ/15 古典日本文学全集 15 仏教文学集 勝又 俊教ほか/訳 筑摩書房 1961 476p

918/ｼ/43 新編現代日本文学全集 第43巻 大下 宇陀児/著 東方社 1957 458p

918/ｾ/1 千家元麿全集　上巻 千家 元麿/著
千家元麿全集刊行会/
編

弥生書房 1964 506p

918/ﾀ/1 樗牛全集 第1巻 増補縮刷版 高山林次郎遺稿 高山 林次郎/[著] 姉崎 正治/[ほか]編 博文館 1924
598,234p 図版
19枚

918/ﾀ/6 樗牛全集 第6巻 増補縮刷版 高山林次郎遺稿 高山 樗牛/著 姉崎 正治/ほか編 博文館 1924 594,72p
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918/ﾒ/1 明治文芸側面鈔 第1輯 斎藤 未鳴/編 横浜 樹海社 1916 519p

918/ﾒ/2 明治文芸側面鈔 第2輯 斎藤 未鳴/編 羅府 博文堂 1916 438p

919/ｲ 感銘言志 伊坂 新之助/著 平井村 伊坂新之助 1941 32,6,12p

919/ｲ 忙余小草 井上 勇太郎/著
スタントン 日本印刷
所(印刷)

1923 32p

919/ｳ 別天詩稿 牛島 謹爾/著 [出版者不明] 1925 1冊

919/ｳ 別天詩稿 完 牛島 謹爾/著 日東之華社 1925 114p

919/ｶ 吸霞軒詩鈔 川村 公男/著
高知 吸霞軒詩鈔刊行
会

1958 和装 29丁

919/ｶ 早月吟稿 川崎 清男/著 川崎清男 1941 1冊

919/ﾀ 支那事変百家吟 谷口 廻瀾/編 廻瀾書屋 1938 100p

919/ﾅ 富士見高原 名取 稜々/著 富士見町 漢詩研究会 1956 193p

919/ﾆ 皇国漢詩精選 仁木 松雄/著 春江堂 1942 529p

919/ﾋ 葉波詩稿 平井 金次郎/著
白萩村(富山県) 碓井
謙二

1951 46p

919/ﾏﾕ 漱石の漢詩 [夏目 漱石/著] 松岡 譲/編著 朝日新聞社 1966 269p 図版8枚

920.2/ｺｾ 高青邱 土岐 善麿/著 日本評論社 1942 東洋思想叢書 4 229p

920.2/ﾛｼ 魯迅 竹内 好/著 魯 迅/伝 日本評論社 1944 東洋思想叢書 18 192p

921/ｸ/5 唐詩選新釋 第5冊 七言絶句 久保 天随/著 李 攀龍/編 大橋 新太郎 1909 和装 261p

921/ﾊﾄ 楚辞 橋川 時雄/著 日本評論社 1943 298p

921/ﾒﾏ 詩経 目加田 誠/著 日本評論社 1943 東洋思想叢書 8 312p

923/ﾎ/1 聯斎志異 第1巻 蒲 松齢/著 柴田 天馬/訳 創元社 1951 262p

923/ﾎ/2 聊斎志異 第2巻 蒲 松齢/著 柴田 天馬/訳 創元社 1951 244p

923/ﾎ/3 聊斎志異 第3巻 蒲 松齢/著 柴田 天馬/訳 創元社 1951 244p

923/ﾎ/4 聊斎志異 第4巻 蒲 松齢/著 柴田 天馬/訳 創元社 1951 244p

924/ｷ 新釈古文真宝 北朴木 清司/著 大阪 湯川弘文社 1939 126p

928/ｼ/20 支那珍籍全集 第20巻 米田 祐太郎 支那文献刊行会 1928 526p

929/ﾁﾏ ユーカラ鑑賞 知里 真志保/共著 小田 邦雄/共著 元々社 1956 245p

929/ﾅ タゴールと生の実現 中沢 臨川/著 新潮社 1915 238p

929/ﾏ 印度文学講話 松村 武雄/著 阿闌陀書房 1929 474p

930/ｼ アメリカ文学の展望 志賀 勝/著 京都 聖光社 1947 108p

930/ﾊ 出雲における小泉八雲 根岸 啓二/編 松江 小泉八雲旧居 1955 133p

930/ﾌ 英文学の周辺 福原 麟太郎/著 法政大学出版局 1952 教養新書 212,4p
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930.2/ｼﾊ アメリカの文学 二十世紀の思潮 H.シュトラウマン/著 斎藤 数衛/訳 時事通信社 1957 253p

930.2/ﾄ
富山大学ヘルン文庫所蔵ヘルン関係文献解説付
目録

富山大学附属図書館
富山 富山大学附属図
書館

1959 92p

931/ﾉ The ganges calls me Book of poems Noguchi,Yone/著 Kyobunkwan 1938 79p

931/ﾊ アメリカに落ちた爆弾 改版 叙事詩
ハーマン・ハゲドーン
/著

入江 直祐/訳 法政大学出版局 1986 154p

931/ﾎ 自由と愛と生命
ホイットマン詩集『草
の葉』

ウォルト・ホイットマ
ン/著

白鳥 省吾/訳 藤沢 池田書店 1956 教養新書 49 250p

931/ﾎｳ ホイットマン詩集
ウォルト・ホイットマ
ン/著

白鳥 省吾/訳 新潮社 1954 新潮文庫 171p

932/ｵ 現代英国劇作家 評論兼紹介 大田黒 元雄/著 洛陽堂 1915 250p

933/ﾈ いまひとたびの春 R.ネイサン/[著] 竜口 直太郎/訳 岩波書店 1951 岩波現代叢書 212p

933/ﾎ 姉は闘ふ パレアナ姉妹篇 長篇小説 エレナ・ポーター/著 村岡 花子/訳 教文社 1950 310p

935/ｽ Travels with a donkey in the Cevenn
ロバート・ルイス・ス
ティーブンソン/著

杉山 玉朗 開隆堂出版 1948 181p

935/ﾎｳ 愛するものへの手紙 ホイットマン書簡集
ウォルト・ホイットマ
ン/著

長沼 重隆/訳 荒地出版社 1958 269p

936/ﾌ ローゼンバーグ夫妻事件 虚構か真実か
S・A・ファインバーグ
/編著

田中 融二/訳 法政大学出版局 1953 262p

940/ﾊ 独逸文芸生活 秦 豊吉/著 聚英閣 1928 355p

941/ﾊ ハイネ詩集
ハインリヒ・ハイネ/
著

高橋 健二/訳 蒼樹社 1949 世界詩人叢書 3 289p

941/ﾍ ヘルデルリーン詩集 ヘルデルリーン/[著] 吹田 順助/訳 蒼樹社 1949 世界詩人叢書
書名は奥付・背による.標
題紙・表紙の書名：
Gedichte

233p

942/ｽ 死の舞踏
アウグスト・ストリン
ドベリ/作

洛陽堂 1930 338p

943/ｹ 若きヴェルテルの悩み Wolfgang von Goethe 高橋 健二/訳 蒼樹社 1948 264p

943/ﾎ 怖ろしき告白
エルンスト・ホフマン
/著

蒼樹社 [出版年不明] 274p

949/ﾌ 光の信者 小説レムブラント
テウーン・デ・ヴリー
ス/作

式場 隆三郎/訳 冬至書林 1942 521p 図版24p

951/ｺｼ ジャン・コクトオ詩抄 ジャン・コクトオ/著 堀口 大学/訳 第一書房 1929 179p

953/ｼ 背徳者 アンドレ ジイド/著 岩波書店 1940 岩波文庫 237p

953/ｽ/2 パルムの僧院 下巻 スタンダール/作 赤木 逸三/訳 翰林社 1949 327p

953/ﾊ/2 谷間の百合 下巻
オレノ・ド・バルザッ
ク/作

宮崎 嶺雄/訳 創元社 1941 364,26p

956/ﾛ 欧羅巴の七つの謎 ジュール・ロマン/著 清水 俊二/訳 六興商会出版部 1941 260p

983/ｸ 決闘 生活の河
アレキサンドル・クー
プリン/著

昇 曙夢/訳 博文館 1912 近代西洋文芸叢書 562p

983/ｸ 柘榴石の腕環 クウプリン/著 小松原 雋/訳 聚英閣 1927 221p

983/ﾄ/1 虐げられし人々 上
フョードル・ドストエ
フスキー/作

新潮社 1914
近代名著文庫 第6
編

448p

991/ﾏ ホーマー物語 松山 思水/著 実業之日本社 1914
世界名著物語 第1
編

268p

B217/ﾀ 昭和の精神史 竹山 道雄/著 新潮社 1958 新潮文庫 161p
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B932/ｺ 争闘 社会劇 ゴールズワージ/作 石田 幸太郎/訳 岩波書店 1934 岩波文庫 131p

F/ｱ 青い実 安積 得也/著 新政社 1932 250,22p

F/ｲ 老子の面 創作 猪狩 史山/著 大阪屋号書店 1923 447p

F/ｳﾘ コタンの女 上野 凌弘/著 東京文芸社 1969 253p

F/ｵ 道なき道 翁 久允/著 富山 高志人社 1950 390,6p

F/ｵ/10 新進傑作小説全集 第10巻 尾崎 士郎/著 岡田 三郎/著 平凡社 1929 212p

F/ｶ 叛逆 加藤 武雄/著 吐風書房 [1947] 282p

F/ｷ 慧日 宿善編 菊池 霊鷲/著 東京書院 1954 510p

F/ｷ 明治建設
「El Dorado おけい」
の物語

木村 毅/著 改造社 1935 維新歴史小説全集 407p

F/ｷｲ 硫黄島 菊村 到/著 文藝春秋新社 1957 282p

F/ｹｹ 幸福さん 源氏 鶏太/著 毎日新聞社 1953 346p

F/ｺ 戦慄の東京租界 近藤 竜太郎/著 和同出版社 1958 260p

F/ｻｱ 花はくれない 小説 佐藤紅緑 佐藤 愛子/著 講談社 1967 344p

F/ｼ/1 十三人倶楽部 第1輯 佐藤 義亮/編輯 新潮社 1930 362p

F/ｼ/2 源平盛衰記 中巻 白井 喬二/校注 宝文館 1930 567p

F/ｼ/3 源平盛衰記 3 義仲の巻 白井 喬二/校注 高志書房 1949 251p

F/ｼﾁ 農民文学十人集 下村 千秋/等著 中央公論社 1939 322p

F/ｽ 桑の実 鈴木 三重吉/著 春陽堂 1928 355p

F/ｽﾋ 天才と狂人の間 杉森 久英/著 河出書房新社 1962 249p

F/ﾀ 悲絶に仰ぐ 竹内 遥村/著 竹内 静観/著 [出版者不明] 1962 104p

F/ﾁｺ 玄奘三蔵 知切 光歳/著 仏教出版局 1964 608p

F/ﾂ 強い男 辻本浩太郎短編集 辻本 浩太郎/著 人間群社 1926 183p

F/ﾅ Botchan 英訳坊っちゃん 夏目 漱石/原著 毛利 八十太郎/訳 金正堂 1949 271p

F/ﾅﾖ 天の夕顔 中河 与一/著 角川書店 1963 103p

F/ﾆ 幼なき妖精 新津 勝祐/著 小説刊行社 1958 254p

F/ﾆ 高校四年 長篇小説 新津 勝祐/著 和同出版社 1957 225p

F/ﾊ/2 放浪記 続 林 芙美子/著 改造社 1946 改造社名作選 239p

F/ﾌ 暴風雨の虹 長編小説 福田 正夫/著 一聯社 1946 124p

F/ﾌ カッパ先生行状記 富士 晴司/著 福村書店 1957 201p

F/ﾌ 同志 藤森 成吉/著 南蛮書房 1915 286p

F　小説
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F/ﾎ 真理の春 細田 民樹/著 中央公論社 1930 481p

F/ﾏ 白鸚鵡 松岡 譲/著 雄鶏社 1947 190p

F/ﾏ/1 法城を護る人々 第1部 松岡 譲/著 大東出版社 1949 395p

F/ﾐ 真理なき町 短編集 宮本 武吉/著 宮本武吉 1930 72p

F/ﾐ 播州平野 宮本 百合子/著 河出書房 1947 237p

F/ﾓ うたかたの記 他三篇 森 鴎外/著 岩波書店 1940 岩波文庫 134p

F/ﾔ 妍虫記 自選名作長篇小説集 山岡 荘八/著 民聴社 1947 198p

F/ﾔ/1 仏陀 第1部 山中 峯太郎/著 東光会 1923 共同刊行：双樹社 388p

F/ﾖ 蓮如上人 芳川 赳/著 春江堂 1927 235p

F/ﾜ 日本神話国びらき 碧瑠璃園/著 霞亭会 1916 268p

F/ﾜ 愛の傾斜 渡辺 信太郎/著 大井町 文芸進路社 1928 169p
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