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ｲ019.2-ﾁ-1 中学生の読書　1　改訂版 中学生の読書編修
委員会／編

愛知教育文
化振興会

〔出版年不明〕 156p 21cm 空気のなくなる日　p70～77 封筒1通挟み込みあり

ｲ041-ｵ-1 傳統と創造　第1輯 大谷大学広報委員
会／編集

大谷大学 昭和55.2(1980.2) 172p 22cm 鈴木大拙先生の思い出　p137
～170

ｲ041-ｵ-1 傳統と創造　第1輯 大谷大学広報委員
会／編集

大谷大学 昭和55.2(1980.2) 172p 22cm 鈴木大拙先生の思い出　p137
～170

ｲ111.6-ﾕ-1 唯物論研究　1　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和47.11(1972.11) 1冊 22cm 我國宗教擁護論の特質とその
理論的檢討　（筆名：巌木勝）
第2号p87～99

ｲ111.6-ﾕ-2 唯物論研究　2　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和48.1(1973.1) 1冊 22cm 佐木秋夫氏「ロシア宗教社會
史」を讀む　（筆名：巌木勝）
第10号p117～119

ｲ111.6-ﾕ-4 唯物論研究　4　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和48.5(1973.5) 1冊 22cm 倉田百三を批判する　（筆名：
巌木勝）　第16号p140～146

ｲ111.6-ﾕ-5 唯物論研究　5　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和48.7(1973.7) 1冊 22cm 現代宗敎論批判　（筆名：木村
勝次）　第19号p60～71，第22
号p55～64

ｲ111.6-ﾕ-7 唯物論研究　7　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和48.11(1973.11) 1冊 22cm 宗敎と科學・政治　（筆名：風
莊一郎）　第30号p66～74

ｲ111.6-ﾕ-8 唯物論研究　8　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和49.1(1974.1) 1冊 22cm 新刊批評「寺院經濟史研究」
（筆名：風莊一郎）　第31号
p151～152

ｲ111.6-ﾕ-10 唯物論研究　10　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和49.5(1974.5) 1冊 22cm 新道德論の進展のために
（筆名：巌木勝）　第39号p66～
74，「新道德」論の二、三の問
題　（筆名：巌木勝）　第41号
p63～65

ｲ111.6-ﾕ-11 唯物論研究　11　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和49.7(1974.7) 1冊 22cm 宗敎研究の現状　（筆名：巌木
勝）　第43号p6～23，宇井伯
壽博士の方法　（筆名：地藏前
喬一）　第44号p83～88，ブック
レヴュー・戸坂潤・岡邦雄共著
「道德論」　（筆名：巌木勝）
第45号p99～101，意識と存在
（筆名：巌木勝）　第45号p150
～152，ブックレヴュー・堀伸二
著「戰爭論」　（筆名：巌木勝）
第46号p189～190
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ｲ111.6-ﾕ-12 唯物論研究　12　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和49.9(1974.9) 1冊 22cm ブックレヴュー・木下半治著
「日本ファシズム」　（筆名：巌
木勝）　第47号p144～146，
「宗敎敎育」論　（筆名：巌木
勝）　第48号p19～32，ブックレ
ヴュー・羽溪了諦著「佛敎々育
學」　（筆名：巌木勝）　第49号
p150～153，ブックレヴュー・宇
井伯壽著「支那佛敎史」　（筆
名：巌木勝）　第50号p160～
162

ｲ111.6-ﾕ-13 唯物論研究　13　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和49.11(1974.11) 1冊 22cm 原始佛敎の社會的根據　（筆
名：巌木勝）　第53号p18～
31，ブックレヴュー・稻村隆一
著「宗敎改革と日本農民戰
爭」　（筆名：巌木勝）　第53号
p154～156，ブックレヴュー・三
枝博音編纂「佛敎篇」　（筆名：
巌木勝）　第54号p177～178

ｲ111.6-ﾕ-14 唯物論研究　14　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和50.1(1975.1) 1冊 22cm ブックレヴュー・堀眞琴著「政
治と社會」　（筆名：巌木勝）
第56号p138～139，傳統の考
察　（筆名：巌木勝）　第57号
p6～18，ブックレヴュー・Ｎ．コ
ンラード著、早川二郎訳「奈良
時代の土地制度」　（筆名：巌
木勝）　第57号p142～143，歌
謠俗曲論　（筆名：巌木勝）
第58号p41～48

ｲ111.6-ﾕ-15 唯物論研究　15　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和50.3(1975.3) 1冊 22cm ブックレヴュー・渡部義通、秋
澤修二、伊豆公夫、三澤章共
著「日本歴史敎程　第二冊」
（筆名：巌木勝）　第59号p149
～150，醫療の「邪敎」性　（筆
名：巌木勝）　第60号p76～81

ｲ111.6-ﾕ-16 唯物論研究　16　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和50.5(1975.5) 1冊 22cm ドイツ勞働奉仕制度の思想
（筆名：巌木勝）　第62号p88～
97

ｲ111.6-ﾕ-17 唯物論研究　17　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和50.7(1975.7) 1冊 22cm ブックレヴュー・大島長三郎著
「佛敎に於ける人間の探究」
（筆名：巌木勝）　第69号p85～
87
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ｲ111.6-ﾕ-18 唯物論研究　18　復刻版 唯物論研究復刻刊
行会／編集

青木書店 昭和50.9(1975.9) 1冊 22cm ブックレヴュー・秋澤修二著
「東洋思想」　（筆名：巌木勝）
第70号p62～65

ｲ159.7-ｲﾏ 現代青年への発言 岩倉政治／著 農山漁村文
化協会

昭和36.8(1961.8) 214p 19cm

ｲ159.7-ｲﾏ 現代青年への発言 岩倉政治／著 農山漁村文
化協会

昭和36.8(1961.8) 214p 19cm

ｲ159.7-ｲﾏ 現代青年への発言 岩倉政治／著 農山漁村文
化協会

昭和36.8(1961.8) 214p 19cm

ｲ159.7-ｲﾏ 現代青年への発言 岩倉政治／著 農山漁村文
化協会

昭和36.8(1961.8) 214p 19cm

ｲ159.7-ｲﾏ 農村青年の人生ノート 岩倉政治／著 農山漁村文
化協会

昭和32.3(1957.3) 198p 19cm

ｲ159.7-ｲﾏ 農村青年の人生ノート 岩倉政治／著 農山漁村文
化協会

昭和32.3(1957.3) 198p 19cm

ｲ162.1-ｲﾏ 日本宗敎史講話 巌木勝／著 白揚社 昭和10.7(1935.7) 367p 23cm 破損多し　新聞切抜き1
枚、封書1枚、メモ4枚
挟み込みあり

ｲ180-ｲﾏ 佛敎論 巌木勝／著 三笠書房 昭和12.4(1937.4) 258p 17cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ180.4-ｲﾏ 現代人の運命と宗教 岩倉政治／著 渉成苑 昭和24.1(1949.1) 113p 19cm
ｲ181-ｽﾀ 佛敎の大意 鈴木大拙／著 法藏舘 昭和22.9(1947.9) 178p 19cm 大拙・鈴木貞太郎略歴　（岩倉

政治／編）　p137～163

ｲ188.7-ｲﾏ 北蟹谷公民館祭講演記録 岩倉政治／〔述〕 北蟹谷公民
館

平成2.11(1990.11) 15p 26cm

ｲ188.7-ｲﾏ 親鸞　歎異抄の人生論　改訂
再版　（法蔵新書）

岩倉政治／著 法蔵館 昭和32.7(1957.7) 187p 18cm 書込み多し

ｲ188.7-ｲﾏ 親鸞　歎異抄の人生論　第3
版

岩倉政治／著 法蔵館 昭和46.7(1971.7) 200p 20cm メモ1枚、原稿用紙4枚
挟み込みあり

ｲ188.7-ｲﾏ 親鸞　歎異抄の人生論　新装
版

岩倉政治／著 法藏館 昭和62.12(1987.12) 201p 20cm メモ1枚、封筒1通、「南
御堂」1991年12月号コ
ピー1枚挟み込みあり
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ｲ188.7-ｲﾏ 私の親鸞 岩倉政治／著　富
山調理師専修学校
／編集

たかた企画 昭和60.3(1985.3) 69p 19cm

ｲ188.7-ｲﾏ 私の親鸞 岩倉政治／著　富
山調理師専修学校
／編集

たかた企画 昭和60.3(1985.3) 69p 19cm

ｲ188.7-ｼ-1 現代語訳親鸞全集　第1集 〔親鸞／著〕 講談社 昭和49.10(1974.10) 375p 18cm 宿業について　p180～193
ｲ188.7-ｼ-3 現代語訳親鸞全集　第3集 〔親鸞／著〕 講談社 昭和49.12(1974.12) 413p 18cm 尊号真像銘文　（岩倉政治／

訳）　p79～112
ｲ188.7-ｼ-3 現代語訳しんらん全集　3 〔親鸞／著〕 普通社 昭和33.6(1958.6) 286p 19cm 宿業について　p144～152 原稿用紙（メモ）1枚挟

み込みあり
ｲ188.7-ｼ-5 現代語訳しんらん全集　5 〔親鸞／著〕 普通社 昭和36.3(1961.3) 302p 19cm 現代語訳尊号真像銘文　（岩

倉政治／訳）　p69～87

ｲ188.7-ｼﾕ 現代に於ける生き甲斐 下程勇吉／述　岩
倉政治／述　広瀬
杲／述

桑名別院 昭和43.2(1968.2) 166p 18cm 現代と親鸞　p47～89 表紙の書名：現代人に
於ける生甲斐

ｲ188.7-ｼﾕ 現代に於ける生き甲斐 下程勇吉／述　岩
倉政治／述　広瀬
杲／述

桑名別院 昭和43.2(1968.2) 166p 18cm 現代と親鸞　p47～89 表紙の書名：現代人に
於ける生甲斐

ｲ188.8-ｲﾏ 真人鈴木大拙 岩倉政治／著 法藏館 昭和61.5(1986.5) 212p 20cm
ｲ188.8-ｽﾀ-7 鈴木大拙・禅選集　別巻　鈴

木大拙の人と学問
古田紹欽／ほか編 春秋社 昭和36.6(1961.6) 198p 18cm 大谷大学時代の鈴木大拙

p87～100
ｲ188.8-ｽﾀ-7 鈴木大拙・禅選集　別巻　鈴

木大拙の人と学問
古田紹欽／ほか編 春秋社 昭和36.6(1961.6) 198p 18cm 大谷大学時代の鈴木大拙

p87～100
ｲ188.8-ｽﾀ-12 鈴木大拙・禅選集　別巻　鈴

木大拙の人と学問　新装版
鈴木大拙／ほか著 春秋社 昭和50.2(1975.2) 198p 18cm 大谷大学時代の鈴木大拙

p87～100

ｲ188.8-ﾋｼ 鈴木大拙　人と思想 久松眞一／編　山
口益／編　古田紹
欽／編

岩波書店 昭和46.12(1971.12) 542p 20cm 正伝庵の主　p360～364

ｲ217-ﾄ-6 ドキュメント昭和五十年史　6
未来にかけるたたかい

佐藤静夫／編 汐文社 昭和49.11(1974.11) 303p 19cm イタイイタイ病　p187～222

ｲ323.1-ｹ いま声をあげるとき　歴史の
転換点にたって

憲法改悪阻止各界
連絡会議／著

昭和出版 昭和63.12(1988.12) 246p 20cm とりかえしのつかない傍観
p97～99

ｲ375.8-ｼ 五年の国語副読本 児童文学者協会／ 実業之日本 昭和28.9(1953.9) 150p 22cm はちうえのなぞ　p105～124
ｲ375.8-ﾏ マイルーム国語4年 教育システム 32p 29cm 空気がなくなる日　p18～27 カバーあり
ｲ395.3-ｳ 内灘闘争資料集 内灘闘争資料集刊

行委員会／編
内灘闘争資
料集刊行委
員会

平成1.11(1989.11) 435p 22cm いかる砂丘地帯をゆく　p229
～236　怒りの浜の想い出
p379～380

別冊：内灘闘争関係年
表（2冊）　チラシ3枚、
原稿用紙2枚、封筒1通
挟み込みあり

ｲ395.3-ﾐ 怒る内灘 民族解放シリーズ
刊行會／編

民族解放シ
リーズ刊行會

昭和28.8(1953.8) 39p 18cm いかる砂丘地帶をゆく　p3～
12
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ｲ490-ｸ-96 久保医療文化研究所講演録
1996年度

久保医療文
化研究所

平成9.1(1997.1) 170p 26cm 岩倉政治先生のお話を聞く会
”どうもども　ジーパンをはいた
90才”より文化・文学を語る
p114～119

ｲ723.1-ﾀﾀ 沼田秀郷水彩画集 武田武志／著 光陽出版社 昭和62.9(1987.9) 1冊 25×
30cm

「唯研」時代そして戦後　別冊
「澄んだ風景」p26

別冊：澄んだ風景　　箱
入り

ｲ767.0-ｶ 風のうた土のうた　作曲部会
オリジナル歌曲集

関西音楽舞
踊会議作曲

平成1.11(1989.11) 78p 30cm たにしのこと　p42～50，78

ｲ767.8-ｳｼ 君の人生に乾杯 梅原司平／著 梅原司平音
楽事務所

昭和59.6(1984.6) 174p 19cm 一度でいいあなたのシャープ
なお耳を p1

コピー3枚挟み込みあり

ｲ775.1-ﾊ ばんどり騒乱記　第6回県民劇
場演劇公演

富山県芸術
文化協会

昭和54.11(1979.11) 58p 26cm ばんどり故郷に帰る　p6～7

ｲ775.1-ﾊ ばんどり騒乱記　大阪自立演
劇連絡会議合同公演

上演実行委
員会

〔出版年不明〕 12p 26cm 大阪にきた「ばんどり」　p6

ｲ775.1-ﾊ ばんどり騒乱記　大阪自立演
劇連絡会議合同公演

上演実行委
員会

〔出版年不明〕 12p 26cm 大阪にきた「ばんどり」　p6

ｲ904-ﾆ 新文学入門 日本民主主義文学
同盟／編

新日本出版
社

平成2.4(1990.4) 270p 19cm 「天来の啓示」と思想　p115～
121

ｲ909.1-ｻ-3 作品による日本児童文学史 滑川道夫／ほか編 牧書店 昭和43.4(1968.4) 228p 22cm 空気がなくなる日　p34～41
ｲ910.2-ﾀｵ-10 太宰治論集　同時代篇10 山内祥史／編 ゆまに書房 平成5.2(1993.2) 375p 22cm 太宰の司祭者らに与う　－自

殺について－　p360～368

ｲ910.2-ﾋｹ-3 現代日本文學論爭史　下巻 平野謙／編集　小
田切秀雄／編集
山本健吉／編集

未來社 昭和32.10(1957.10) 305p 22cm 農民文學と國民文學　p249～
259

ｲ911.3-ｱﾄ 自由人　相原十三日句集 相原十三日／〔著〕
岩倉政治／選

桂書房 平成7.9(1995.9) 331p 20cm 選者のあとがき　p323～327

ｲ911.3-ｱﾄ 自由人　相原十三日句集 相原十三日／〔著〕
岩倉政治／選

桂書房 平成7.9(1995.9) 331p 20cm 選者のあとがき　p323～327

ｲ912.6-ｲﾏ 日本女性史　富山・女性史研
究会上演脚本

岩倉政治／作 〔出版者不
明〕

〔出版年不明〕 1冊 26cm

ｲ912.6-ｼ けやきのちかい 新靑年文化協會／ 八雲書店 昭和23.2(1948.2) 246p 19cm 尊德の娘　p145～187
ｲ912.6-ｼ けやきのちかい 新靑年文化協會／ 八雲書店 昭和23.2(1948.2) 246p 19cm 尊德の娘　p145～187
ｲ912.7-ｲﾏ 空気の無くなる日 岩倉政治／原作

伊藤寿恵男／シナ
リオ　沼田幸二／脚
色

ラジオ中国テ
レビ　ラジオ
岩手テレビ

昭和34.(1959.) 118p 26cm

5 
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ｲ912.8-ﾆ-6 日本名作学校劇集　6年生 日本児童劇作家協
会／編

ポプラ社 昭和32.10(1957.10) 242p 22cm 空気がなくなる日　（岩倉政治
／原作　牧野弘之／脚色）
p129～144

手紙1枚挟み込みあり

ｲ913.8-IM ＬＡ　ＴＡＧＯ　ＤＥ　ＳＥＮＡＥＲＩ
ＧＯ

Ｍａｓａｊｉ　Ｉｕａｋｕｒａ／
著

ビブリオテー
コ・コロンボ

昭和60.7(1985.7) 86p 18cm 空気がなくなる日・しん
ぱいこぞう（エスペラン
ト訳）

ｲ913.8-IM ＲＡＫＯＮＴＯ　ＫＯＭＥＮＣＩＧＡ
ＮＴＡ　ＰＥＲ　ＴＥＲＰＯＭＯＪ

Ｍａｓａｊｉ　Ｉｕａｋｕｒａ／
著

ビブリオテー
コ・コロンボ

平成1.9(1989.9) 91p 18cm 「てんころめし」からは
じまる話（エスペラント
訳）

ｲ913.8-IM ＲＡＫＯＮＴＯ　ＫＯＭＥＮＣＩＧＡ
ＮＴＡ　ＰＥＲ　ＴＥＲＰＯＭＯＪ

Ｍａｓａｊｉ　Ｉｕａｋｕｒａ／
著

ビブリオテー
コ・コロンボ

平成1.9(1989.9) 91p 18cm 「てんころめし」からは
じまる話（エスペラント
訳）

ｲ913.8-IM ＲＡＫＯＮＴＯ　ＫＯＭＥＮＣＩＧＡ
ＮＴＡ　ＰＥＲ　ＴＥＲＰＯＭＯＪ

Ｍａｓａｊｉ　Ｉｕａｋｕｒａ／
著

ビブリオテー
コ・コロンボ

平成1.9(1989.9) 91p 18cm 「てんころめし」からは
じまる話（エスペラント
訳）

ｲ913.8-ｲﾏ 空気がなくなる日 岩倉政治／文　二
俣英五郎／絵

ポプラ社 昭和50.9(1975.9) 35p 25cm

ｲ913.8-ｲﾏ 空気がなくなる日　（小学生の
標準文庫　第3集）

岩倉政治／文　高
橋宏一／絵

日本標準テス
ト研究会・図
書出版部

昭和44.5(1969.5) 40p 21cm

ｲ913.8-ｲﾏ 空気がなくなる日　（小学生の
標準文庫　第3集）

岩倉政治／文　高
橋宏一／絵

日本標準テス
ト研究会・図
書出版部

昭和44.5(1969.5) 40p 21cm

ｲ913.8-ｲﾏ 空気がなくなる日　（新日本創
作少年少女文学）

岩倉政治／著　吉
井忠／絵

新日本出版
社

昭和44.11(1969.11) 194p 22cm

ｲ913.8-ｲﾏ 空気がなくなる日　（新標準文
庫）

岩倉政治／文　高
橋宏一／絵

日本標準 昭和48.4(1973.4) 40p 21cm

ｲ913.8-ｲﾏ 空気がなくなる日　（新標準文
庫）

岩倉政治／文　高
橋宏一／絵

日本標準 昭和48.4(1973.4) 40p 21cm

ｲ913.8-ｶﾀ 川をわたる歌声　新装版 菅忠道／編 新日本出版 昭和55.4(1980.4) 293p 20cm 空気がなくなる日　p122～132
ｲ913.8-ｶﾀ 川をわたる歌声　新装版 菅忠道／編 新日本出版 〔昭和55.4(1980.4)〕 293p 20cm 空気がなくなる日　p122～132
ｲ913.8-ｻｹ-1 文学の本だな　中学編1 沢田慶輔／編　鳥

越信／編
国土社 昭和38.12(1963.12) 270p 21cm 空気がなくなる日　p209～216

ｲ913.8-ｼ-21 少年少女日本文学全集　21
現代日本文学名作集

講談社 昭和38.5(1963.5) 374p 23cm 空気がなくなる日　p197～204

ｲ913.8-ｼ-21 少年少女日本文学全集　21
現代日本文学名作選

講談社 昭和52.2(1977.2) 368p 23cm 空気がなくなる日　p197～204

ｲ913.8-ﾆ 三人の0点くん 日本児童文学者協
会／編

ポプラ社 昭和61.12(1986.12) 203p 18cm 空気のなくなる日　p167～186

ｲ914.6-ｲﾏ 愛執無限 岩倉政治／著 百華苑 昭和24.1(1949.1) 164p 19cm
ｲ914.6-ｲﾏ どうもども 岩倉政治／著 青磁社 平成4.7(1992.7) 199p 20cm
ｲ918.6-ｹ-86 現代日本文學全集　86 筑摩書房 昭和32.5(1957.5) 429p 22cm 稻熱病　p343～362
ｲ918.6-ｹ-91 現代日本文學大系　91 筑摩書房 昭和48.3(1973.3) 458p 23cm 稲熱病　p379～399
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ｲ918.6-ｼ 小学六年生文学讀本 兒童文学者協会／ 河出書房 昭和26.11(1951.11) 184p 22cm 空氣がなくなる日　p54～65
ｲ918.6-ｼ-3 新選日本児童文学　3　現代 鳥越信／ほか編 小峰書店 昭和34.4(1959.4) 402p 22cm 空気がなくなる日　p196～203
ｲ918.6-ﾂ-2 土とふるさとの文学全集　2

土の哀歓
臼井吉見／ほか編
集

家の光協会 昭和51.5(1976.5) 550p 23cm 稲熱病　p294～318

ｲ918.6-ﾂ-13 土とふるさとの文学全集　13
戦後のはじまり

臼井吉見／ほか編
集

家の光協会 昭和51.10(1976.10) 553p 23cm いまいましい村　p21～32

ｲ918.6-ﾆ-5 日本児童文学大系　5 猪野省三／ほか責
任編集

三一書房 昭和30.5(1955.5) 462p 19cm 子どもはどうしてじぶんのヨワ
ムシとたたかったか　p164～
180

ｲF-C СОВРЕМЕННАЯ　Я
ПОНСКАЯ　НОВЕЛ
ЛА

РАДУГ
А

昭和60.(1985.) 396p 21cm ЗОЛОТАЯ　РЫБКА
（金魚）　p328～349

「ソ連出版文化通信」
1985年11月号、ハガキ
1枚挟み込みあり

ｲF-ｲﾏ 新しき道義 岩倉政治／著 河出書房 昭和16.6(1941.6) 344p 19cm
ｲF-ｲﾏ アロハの嶋 岩倉政治／著 翼賛出版協 昭和18.2(1943.2) 256,6p 19cm
ｲF-ｲﾏ 生きる限り　（岩倉政治宗教作

品集　2）
岩倉政治／著 法蔵館 昭和54.9(1979.9) 223p 20cm

ｲF-ｲﾏ 生きる限り　（岩倉政治宗教作
品集　2）

岩倉政治／著 法蔵館 昭和54.9(1979.9) 223p 20cm

ｲF-ｲﾏ いちじくの葉かげ 岩倉政治／著 桂書房 平成7.2(1995.2) 176p 20cm
ｲF-ｲﾏ 大伴家持　長編小説 岩倉政治／著 新興出版社 昭和61.7(1986.7) 359p 20cm
ｲF-ｲﾏ かなしい歌うれしい歌　（文芸

新書）
岩倉政治／著 新評論社 昭和30.11(1955.11) 242p 18cm

ｲF-ｲﾏ かなしい歌うれしい歌　（文芸
新書）

岩倉政治／著 新評論社 昭和30.11(1955.11) 242p 18cm

ｲF-ｲﾏ 行者道宗　（岩倉政治宗教作
品集　1）

岩倉政治／著 法蔵館 昭和54.9(1979.9) 210p 20cm 原稿用紙3枚、「雷鳥」
Ｎｏ．80（「赤尾の道宗」
岩倉政治著掲載）挟み
こみあり

ｲF-ｲﾏ 草のなか 岩倉政治／著 大日本雄辯
會講談社

昭和19.5(1944.5) 225p 19cm

ｲF-ｲﾏ 草むらの語り 岩倉政治／著 東邦出版社 昭和48.11(1973.11) 235p 19cm
ｲF-ｲﾏ 草むらの語り 岩倉政治／著 東邦出版社 昭和49.8(1974.8) 235p 19cm
ｲF-ｲﾏ 五年目の雪 岩倉政治／著 新日本出版 平成4.5(1992.5) 197p 20cm
ｲF-ｲﾏ 第五番目の階級 岩倉政治／著 桂書房 平成7.2(1995.2) 285p 20cm 新聞切抜き1枚、便箋1

枚挟み込みあり
ｲF-ｲﾏ 田螺のうた　（小説国民文庫） 岩倉政治／著 理論社 昭和38.11(1963.11) 254p 19cm
ｲF-ｲﾏ 波音 岩倉政治／著 新日本出版 昭和61.2(1986.2) 210p 20cm
ｲF-ｲﾏ ニセアカシアの丘で 岩倉政治／著 新日本出版 昭和49.3(1974.3) 221p 20cm
ｲF-ｲﾏ ハトムギの夏 岩倉政治／著 新日本出版 昭和54.6(1979.6) 238p 20cm
ｲF-ｲﾏ 冬を籠る村 岩倉政治／著 河出書房 昭和14.12(1939.12) 226p 19cm
ｲF-ｲﾏ 麥 岩倉政治／著 新紀元社 昭和22.4(1947.4) 204p 19cm
ｲF-ｲﾏ 麥 岩倉政治／著 新紀元社 昭和22.4(1947.4) 204p 19cm
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ｲF-ｲﾏ-1 無告の記　上　されど一寸の
虫たち

岩倉政治／著 新興出版社 昭和58.7(1983.7) 455p 20cm

ｲF-ｲﾏ-2 無告の記　中　菊と桜の伝説 岩倉政治／著 新興出版社 昭和58.9(1983.9) 381p 20cm
ｲF-ｲﾏ-3 無告の記　下　空の風に聴け 岩倉政治／著 新興出版社 昭和58.10(1983.10) 397p 20cm
ｲF-ｲﾏ 薬草園 岩倉政治／著 靑木書店 昭和18.2(1943.2) 336p 19cm
ｲF-ｲﾏ 龍樹 岩倉政治／著 百華苑 昭和22.6(1947.6) 269p 19cm
ｲF-ｲﾏ 若い世代 岩倉政治／著 河出書房 昭和15.8(1940.8) 254p 19cm
ｲF-ｹ-1 現代農民小説集　第1輯 全國農業會

家の光協會
昭和22.8(1947.8) 225p 19cm いまいましい村　p123～148

ｲF-ﾆ 辻小説集 日本文學報國會／
編

八紘社杉山
書店

昭和18.7(1943.7) 227p 19cm 母の獻金　p46

ｲF-ﾆ-55 現代日本小説大系　第55巻 日本近代文學研究
會／編集

河出書房 昭和27.7(1952.7) 354p 19cm 稻熱病　p313～341

ｲF-ﾆ-55 現代日本小説大系　第55巻
特製版

日本近代文學研究
會／編集

河出書房 昭和27.7(1952.7) 354p 19cm 稻熱病　p313～341

ｲF-ﾆ-57 現代日本小説大系　第57巻 日本近代文學研究
會／編集

河出書房 昭和31.12(1956.12) 366p 19cm 稻熱病　p313～341　年譜
p352～354

手紙（原稿用紙）1枚挟
み込みあり

ｲF-ﾆ-4 日本小説代表作全集　4 川端康成／編輯
武田麟太郎／編輯
間宮茂輔／編輯

小山書店 昭和15.6(1940.6) 578p 19cm 動力　p263～291

ｲF-ﾆ-10 日本小説代表作全集　10 川端康成／編輯
武田麟太郎／編輯
間宮茂輔／編輯

小山書店 昭和18.8(1943.8) 406p 19cm 嚴父の日記　p111～138

ｲF-ﾉ-1 農民文學代表作集　上 農民文學懇話會／ 敎材社 昭和16.9(1941.9) 354p 19cm 動力　p323～354
ｲF-ﾏｴ 少年少女日本歴史小説集 松島栄一／編　菅

忠道／編
アルス 昭和28.12(1953.12) 246p 19cm 空気がなくなる日　p198～210

ｲF-ﾐ 港情緒と温泉情話 朝日新聞社 大正14.12(1925.12) 300p 19cm 山蜘蛛に魅入られた女　（筆
名：岩倉まさ路）　p231～234

奥付欠　出版年月は
「はしがき」による

ｲT049-ｶｼ 攀縁 河釆秀岳遺稿集刊
行会／編集

河釆秀岳遺
稿集刊行会

昭和60.3(1985.3) 224p 22cm 上根の人　p4～6

ｲT070-ﾌ 福高新聞　縮刷版 富山県立福野高等
学校生徒会・新聞局
／編集

富山県立福
野高等学校
同窓会・事務

昭和55.2(1980.2) 625p 30cm うそと眞實について　p16

ｲT186-ｲﾏ 妙好人赤尾の道宗 岩倉政治／著 法藏館 昭和61.7(1986.7) 70p 21cm
ｲT186-ｲﾏ 妙好人赤尾の道宗 岩倉政治／著 法藏館 昭和61.7(1986.7) 70p 21cm
ｲT186-ｲﾏ 妙好人赤尾の道宗 岩倉政治／著 法藏館 昭和61.7(1986.7) 70p 21cm
ｲT188.7-ｲﾏ 風のまにまに 岩倉政治／文　盤

若一郎／画
富山新聞社 平成6.12(1994.12) 218p 22×

24cm

8 
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ｲT209.7-ﾁ 忘れてならぬ歴史 治安維持法犠牲者
国家賠償要求同盟
富山県支部／編

治安維持法
犠牲者国家
賠償要求同
盟富山県支
部

昭和62.5(1987.5) 322p 20cm 序にかえて　p3～12

ｲT260-ｲﾏ 砺波地方の一向一揆 岩倉政治／〔著〕 井波町教育
委員会

平成1.7(1989.7) 24p 25cm

ｲT260-ｲﾏ 砺波地方の一向一揆 岩倉政治／〔著〕 井波町教育
委員会

平成1.7(1989.7) 24p 25cm

ｲT280-ﾖｼ 人生を語る 吉崎四郎／編 雷鳥会 平成4.5(1992.5) 362p 19cm 親鸞を愛する反骨作家　p19
ｲT289-ｲﾕ 光音　池田祐孝追慕 池田智枝 平成1.9(1989.9) 373p 22cm 得がたい才能　p78～81
ｲT289-ﾖﾘ 自在人龍象 「自在人龍象」編集

委員会／編集
追恩のつどい
実行委員会

平成4.7(1992.7) 173p 21cm 追恩のつどい・記念講演　自
在人龍象

ｲT376.4-ｶ 回想福野高校の百年 回想「福野高校の百
年」／編集

富山県立福
野高等学校
同窓会

平成7.12(1995.12) 68p 26cm 忘れ得ぬ母校　p1～3

ｲT376.4-ｶ 回想福野高校の百年 回想「福野高校の百
年」／編集

富山県立福
野高等学校
同窓会

平成7.12(1995.12) 68p 26cm 忘れ得ぬ母校　p1～3

ｲT376.4-ｶ 回想福野高校の百年 回想「福野高校の百
年」／編集

富山県立福
野高等学校
同窓会

平成7.12(1995.12) 68p 26cm 忘れ得ぬ母校　p1～3

ｲT376.4-ｶ 回想福野高校の百年 回想「福野高校の百
年」／編集

富山県立福
野高等学校
同窓会

平成7.12(1995.12) 68p 26cm 忘れ得ぬ母校　p1～3

ｲT379-ﾐ とやまの生涯学習　随想集 みのり発見とやまの
心編纂事業実施委
員会／〔編〕

みのり発見と
やまの心編
纂事業実施
委員会

平成6.10(1994.10) 169p 26cm 私の杞憂　p119

ｲT498-ﾄ 願いをよせて 富山医療生協30年
史編集委員会／編
集

富山医療生
活協同組合

平成7.3(1995.3) 98p 30cm 闘う医学生を内灘に見た　p58
～59

ｲＴ499.5-ﾕ ゆき椿　東亜薬品小史に寄せ 東亜薬品 昭和61.3(1986.3) 61p 19cm 岩倉政治　p11～12
ｲT611.9-ﾔﾁ 大沢野村小作争議の回顧 山崎ちよ／語り 大沢野町文

化協会
昭和59.9(1984.9) 100p 19cm 発刊に寄せて　p7～11

ｲT721-ｲﾚ 石黒連州 石黒連州／画 石黒連州刊
行会

昭和61.5(1986.5) 109p 34cm 石黒連州頌　p71

ｲT721-ﾊ 盤若一郎展　画かきを捨てた
画鬼

高岡市立美
術館

昭和60.6(1985.6) 1冊 24×
25cm

不断創造に生きる　盤若一郎
頌

ｲT721-ﾊ 盤若一郎展　画かきを捨てた
画鬼

高岡市立美
術館

昭和60.6(1985.6) 1冊 24×
25cm

不断創造に生きる　盤若一郎
頌

9 
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ｲT721-ﾊｲ 画集シャバ 〔盤若一郎／絵〕 〔盤若一郎〕 昭和39.7(1964.7) 1冊 25× 無題（「盤若一郎との初会は
ｲT723-ｱｹ 浅井景一画集 浅井景一／画 浅井景一画

集刊行委員
平成2.7(1990.7) 204p,別冊

79p
25×
26cm

静かなる美の行者　p4～10
浅井景一の絵 p193

別冊：アトリエのうち・そ
と 箱入り

ｲT728-ｵ 表立雲展　前衛書の軌跡 砺波市美術館／編 砺波市美術 平成11.9(1999.9) 52p 30cm 表立雲氏のこと　p5
ｲT748-ﾏ-72 万華鏡　72号　厠 ふるさと開発

研究所
平成9.12(1997.12) 1冊 25×

26cm
棟方志功のこと

ｲT748-ﾏ-72 万華鏡　72号　厠 ふるさと開発
研究所

平成9.12(1997.12) 1冊 25×
26cm

棟方志功のこと

ｲT748-ﾏ-72 万華鏡　72号　厠 ふるさと開発
研究所

平成9.12(1997.12) 1冊 25×
26cm

棟方志功のこと

ｲT748-ﾏ-72 万華鏡　72号　厠 ふるさと開発
研究所

平成9.12(1997.12) 1冊 25×
26cm

棟方志功のこと

ｲT748-ﾏ-72 万華鏡　72号　厠 ふるさと開発
研究所

平成9.12(1997.12) 1冊 25×
26cm

棟方志功のこと

ｲT775-ｹ 劇団文芸座50年のあゆみ 〔劇団文芸座／編〕 劇団文芸座 平成11.7(1999.7) 159p 26×
26cm

真のローカリティこそ国際舞台
に通ず 敬友小泉博氏 p26

ｲT775-ﾄ 而立のとき 富山演劇鑑賞会三
十周年記念誌編集
委員会／編集

富山演劇鑑
賞会

平成9.5(1997.5) 50p 27cm 三十周年おめでとう　p12

ｲT902-ﾄ-2 富山文学館　第2集　岩倉政
治主要著書総覧

富山近代文
学研究会

昭和60.5(1985.5) 38p 22cm 岩倉主要著作紀要　p14～
21、『無告の記』を完結して
p32～33

ｲT902-ﾄ-2 富山文学館　第2集　岩倉政
治主要著書総覧

富山近代文
学研究会

昭和60.5(1985.5) 38p 22cm 岩倉主要著作紀要　p14～
21、『無告の記』を完結して
p32～33

挟み込みあり

ｲT902-ﾄ-2 富山文学館　第2集　岩倉政
治主要著書総覧

富山近代文
学研究会

昭和60.5(1985.5) 38p 22cm 岩倉主要著作紀要　p14～
21、『無告の記』を完結して
p32～33

ｲT902-ﾄ-2 富山文学館　第2集　岩倉政
治主要著書総覧

富山近代文
学研究会

昭和60.5(1985.5) 38p 22cm 岩倉主要著作紀要　p14～
21、『無告の記』を完結して
p32～33

ｲT902-ﾄ-2 富山文学館　第2集　岩倉政
治主要著書総覧

富山近代文
学研究会

昭和60.5(1985.5) 38p 22cm 岩倉主要著作紀要　p14～
21、『無告の記』を完結して
p32～33

ｲT906-ｼ 聽く雜誌の会　新富山文學創
刊號

〔新日本文學富山支
部／編〕

新日本文學
富山支部

〔出版年不明〕 1冊 25cm 發刊のことば

ｲT911.6-ﾌｼ 鬼谷・藤井尚治余滴 藤井尚治／〔著〕
藤井雪夫／編集

藤井雪夫 昭和62.12(1987.12) 103p 21cm 遺賢・藤井尚治回想　p3～10 原稿コピー11枚挟み込
みあり

ｲT911.6-ﾏｼ あしあと　正木称樹歌集 正木称樹／著 正木称樹 平成6.11(1994.11) 345p 20cm 非歌人的な歌人の好著「あし
あと」に寄す

ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 岩倉政治詩
集刊行会

昭和39.12(1964.12) 73p 15cm

10 
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ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 岩倉政治詩
集刊行会

昭和39.12(1964.12) 73p 15cm

ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 岩倉政治詩
集刊行会

昭和39.12(1964.12) 73p 15cm

ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 富山書店 昭和42.2(1967.2) 101p 15cm
ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 富山書店 昭和42.2(1967.2) 101p 15cm
ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 富山書店 昭和42.2(1967.2) 101p 15cm
ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 富山書店 昭和42.2(1967.2) 101p 15cm
ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 富山書店 昭和42.2(1967.2) 101p 15cm
ｲT915-ｲﾏ 岩倉政治詩集 岩倉政治／著 青磁社 昭和61.1(1986.1) 217p 22cm
ｲT936-ﾌ-20 ふるさと文学館　第20巻 八木光昭／責任編 ぎょうせい 平成6.8(1994.8) 643p 22cm 無告の記（抄）　p58～110 パンフレット挟み込み
ｲZ-ｱ-4-10 明るい農村 第4巻第10号（昭和

24年4月号）
富山縣立農
事試驗場

昭和24.4(1949.4) 40p 21cm ちかごろの感想　p25～27

ｲZ-ｱ-136 あすの農村 第136号（1986年3月
号）

日本共産党
中央委員会

昭和61.3(1986.3) 138p 21cm 私の天皇制体験　p46～49 新聞切抜き2枚挟み込
みあり

ｲZ-ｱ-66 新しい世界 第66号（1953年4月
号）

日本共産党
出版局事業
部

昭和28.4(1953.4) 108p 21cm 文学なんて縁がないよといい
ながら名文を書いていた友達
の話 p49～50

ｲZ-ｱ-69 新しい世界 第69号（1953年7月
号）

日本共産黨
出版局事業

昭和28.7(1953.7) 108p 21cm ホラ貝の鳴る部落　p6～16

ｲZ-ｱ-71 新しい世界 第71号（1953年9月
号）

日本共産黨
出版局事業

昭和28.9(1953.9) 124p 21cm いたいたの森は祖國を守る歌
ごえにそよぐ p92～97

挟み込みあり

ｲZ-ｱ-33 ある 33 富山現代詩
サークル

昭和48.11(1973.11) 28p 25cm まねることぬすむこと　p7

ｲZ-ｱ-50 ある 50 富山現代詩
サークル

昭和51.9(1976.9) 40p 25cm 「ある」五〇号に贈る　p2

ｲZ-ｵ-2-3 オール讀物 第2巻第3号（昭和22
年4月号）

文藝春秋新
社

昭和22.4(1947.4) 140p 21cm 新地獄篇序章　p52～59

ｲZ-ｵ-10-5 オール讀物 第10巻第5号（昭和
15年5月号）

〔文藝春秋新
社〕

昭和15.5(1940.5) [436]p 23cm 若い媒酌人　p304～319 前表紙・後表紙欠

ｲZ-ｵ-12-8 オール讀物 第12巻第8号（昭和
17年8月号）

文藝春秋社 昭和17.8(1942.8) 198p 21cm 家について　p86～103

ｲZ-ｵ-12-8 オール讀物 第12巻第8号（昭和
17年8月号）

文藝春秋社 昭和17.8(1942.8) 198p 21cm 家について　p86～103

ｲZ-ｶ-25-1 改造 第25巻第1号（昭和
18年1月号）

改造社 昭和18.1(1943.1) 254p 21cm 井の頭動物園　p198～224

ｲZ-ｶ-2-1 海潮 第2巻第1号（昭和25
年1月号）

瑞光社金沢
支社

昭和25.1(1950.1) 56p 22cm 随筆用心　p32～35

ｲZ-ｶ-15 觀照 第15号 觀照社 昭和3.9(1928.9) 70p 22cm 口火の濕つたダイ　p54～69
ｲZ-ｶ-16 觀照 第16号 觀照社 昭和4.1(1929.1) 106p 22cm え・ぷろせす　p88～103
ｲZ-ｶ-18 觀照 第18号 觀照社 昭和4.7(1929.7) 118p 22cm 母を燒く　p102～117
ｲZ-ｶ-18 觀照 第18号 觀照社 昭和4.7(1929.7) 118p 22cm 母を燒く　p102～117
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ｲZ-ｷ-2414 機械化農業 第2414号（昭和29年
1月号）

新農林社 昭和29.1(1954.1) 108p 26cm 農民生活と宗教　p28～29

ｲZ-ｷ-10 北の仲間 第10号（1966年4月） 現実派文学
集団

昭和41.4(1966.4) 35p 21cm 落ちた小説　p18～19

ｲZ-ｷ-10 北の仲間 第10号（1966年4月） 現実派文学
集団

昭和41.4(1966.4) 35p 21cm 落ちた小説　p18～19

ｲZ-ｷ-48-4 敎育生活 1948年4月号 新世界社 昭和23.4(1948.4) 64p 21cm しばられている農婦　p29～32
ｲZ-ｷ-48-5 敎育生活 1948年5月号 新世界社 昭和23.5(1948.5) 64p 21cm 手をにぎる話　p24～28
ｲZ-ｹ-1 藝文とやま 創刊号 富山県芸術

文化協会
昭和48.3(1973.3) 155p 26cm 憮然年令　p33～34　座談会・

絵について"わかる"とは
p118～126

ｲZ-ｹ-24 藝文とやま 第24号 富山県芸術
文化協会

平成8.3(1996.3) 253p 26cm 奇跡の日日　p46～47

ｲZ-ｹ-24 藝文とやま 第24号 富山県芸術
文化協会

平成8.3(1996.3) 253p 26cm 奇跡の日日　p46～47

ｲZ-ｹ-26 藝文とやま 第26号 富山県芸術
文化協会

平成10.3(1998.3) 204p 26cm 真のローカリティこそ国際舞台
に通ず p103

ｲZ-ｹ-26 藝文とやま 第26号 富山県芸術
文化協会

平成10.3(1998.3) 204p 26cm 真のローカリティこそ国際舞台
に通ず　p103

コピー1枚（「試みの『芸
文協』」岩倉政治著）挟
み込みあり

ｲZ-ｹ-55-2 月刊刑政 第55巻第2号 刑務協會 昭和17.2(1942.2) 64p 26cm ハワイの話　p14～16
ｲZ-ｹ-55-4 月刊刑政 第55巻第4号 刑務協會 昭和17.4(1942.4) 64p 26cm 人生の灯　p14～15
ｲZ-ｹ-55-5 月刊刑政 第55巻第5号 刑務協會 昭和17.5(1942.5) 56p 26cm 子供の話　p16～17
ｲZ-ｹ-1-6 月刊富山 第1巻第6号（昭和21

年10月号）
月刊富山社 昭和21.10(1946.10) 34p 26cm 選擧の想ひ出　p2～5

ｲZ-ｹ-7-4 月刊文章 第7巻第4号（昭和16
年4月号）

厚生閣 昭和16.4(1941.4) 108p 22cm 盲膓　p57～66

ｲZ-ｹ-71 言語生活 第71号（昭和32年8
月号）

筑摩書房 昭和32.8(1957.8) 80p 21cm 富山「おらっちゃらちゃ」の方
言 p37～38

ｲZ-ｹ-1-1 現実派文学集団 第1巻第1号 現実派文学
集団

昭和39.2(1964.2) 12p 26cm リアリズムの弁　p1～2

ｲZ-ｹ-1-3 現実派文学集団 第1巻第3号 現実派文学
集団

昭和39.4(1964.4) 12p 26cm 遠近おぼえ書　p11～12

ｲZ-ｹ-1-5 現実派文学集団 第1巻第5号 現実派文学
集団

昭和39.6(1964.6) 8p 26cm 夢と怒りのまちで　p2～4

ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4

ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4

ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4
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ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4

ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4

ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4

ｲZ-ｹ-2-8 現実派文学集団 第2巻第8号 現実派文学
集団

昭和40.4(1965.4) 8p 26cm 遠近おぼえ書　p1～4

ｲZ-ｹ-25-1 現代 第25巻第1号（昭和
19年新年号）

大日本雄辯
會講談社

昭和19.1(1944.1) 130p 21cm 指導係　p111～129

ｲZ-ｹ-4-1 現代文學 第4巻第1号（評論特
輯号）

〔出版者不
明〕

〔出版年不明〕 123p 21cm 日本文學の傳統について
p26～29

複製版　原逐次刊行物
の出版事項：大觀堂

ｲZ-ｹ-4-8 現代文學 第4巻第8号（昭和16
年10月号）

〔出版者不
明〕

〔出版年不明〕 133p 21cm 「作家」を繞る感想　p57～62 複製版　原逐次刊行物
の出版事項：大觀堂

ｲZ-ｹ-5-3 現代文學 第5巻第3号（昭和17
年3月号）

〔出版者不
明〕

〔出版年不明〕 148p 21cm 二月五日の實録　p37～39 複製版　原逐次刊行物
の出版事項：大觀堂

ｲZ-ｹ-5-7 現代文學 第5巻第7号（昭和17
年7月号）

〔出版者不
明〕

〔出版年不明〕 85p 21cm 「曠野の記録」　p31～32 複製版　原逐次刊行物
の出版事項：大觀堂

ｲZ-ｹ-6-8 現代文學 第6巻第8号（昭和18
年8月号）

大観堂 昭和18.7(1943.7) 70p 21cm わが愛好する言葉　p19

ｲZ-ｺ-5-1 交通 第5巻第1号～第5巻
第8号

交通協力会 昭和22.1(1947.1)～昭
和22.9(1947.9)

8冊 26cm 新しい山河　（連載）

ｲZ-ｺ-5-1 交通 第5巻第1号 交通協力会 昭和22.1(1947.1) p9～24 26cm 新しい山河　p22～24（末尾 冒頭、末尾欠
ｲZ-ｺ-1-8 交通クラブ 第1巻第8号（昭和21

年12月号）
交通協力會 昭和21.11(1946.11) 36p 26cm 幸運の座　p5～13

ｲZ-ｺ-3-10 國民文學 第3巻第10号（昭和
18年10月号）

人文社 昭和18.10(1943.10) 149p 22cm 若者　p22～29

ｲZ-ｺ-2-5 子供の廣場 第2巻第5号（昭和22
年8月号）

新世界社 昭和22.8(1947.8) 48p 21cm スズ虫とラッパ　p42～48

ｲZ-ｻ-1-12 雜誌日本 第1巻第12号（昭和
17年12月号）

大陸講談社 昭和17.12(1942.12) 168p 22cm 白と燕脂　p78～85

ｲZ-ｼ-11-3 私学公論 第11巻第3号（通巻
92号）

東宝出版社 昭和50.3(1975.3) 38p 26cm 人が人として背負うもの　p10
～18

ｲZ-ｼ-1-1 直播と農業 第1巻第1号 日本直播農
業協会

昭和26.4(1951.4) 66p 21cm いたち川　p56～63

ｲZ-ｼ-39-15 週刊朝日 第39巻第15号（通巻
第1101号）

朝日新聞社 昭和16.4(1941.4) [158]p 26cm 笛の音　p74～80

ｲZ-ｼ-40-19 週刊朝日 第40巻第19号（通巻
第1134号）

朝日新聞社 昭和16.10(1941.10) [56]p 26cm 禪いぢり　p36～38

ｲZ-ｼ-41-1 週刊朝日 第41巻第1号（通巻
第1146号）

朝日新聞社 昭和17.1(1942.1) 54p 26cm 葉書回答　p21

ｲZ-ｼ-3-1 週刊わかもの 第3巻第1号（通巻第
64号）

週刊わかもの
社

昭和35.1(1960.1) 20p 26cm 日本のせなかで　p9
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ｲZ-ｼ-3-2 週刊わかもの 第3巻第2号（通巻65
号）

週刊わかもの
社

昭和35.1(1960.1) 16p 26cm たいくつで死にそうな話　p11

ｲZ-ｼ-3-4 週刊わかもの 第3巻第4号（通巻第
67号）

週刊わかもの
社

昭和35.1(1960.1) 16p 26cm あんどん一座　p7

ｲZ-ｼ-3-5 週刊わかもの 第3巻第5号（通巻第
68号）

週刊わかもの
社

昭和35.1(1960.1) 16p 26cm 静岡と三池から　p7

ｲZ-ｼ-3-6 週刊わかもの 第3巻第6号（通巻69
号）

週刊わかもの
社

昭和35.2(1960.2) 16p 26cm ヒップをなぜない会　p7

ｲZ-ｼ-3-7 週刊わかもの 第3巻第7号（通巻第
70号）

週刊わかもの
社

昭和35.2(1960.2) 16p 26cm 気になるうた　p7

ｲZ-ｼ-3-8 週刊わかもの 第3巻第8号（通巻71
号）

週刊わかもの
社

昭和35.2(1960.2) 16p 26cm 地獄の紋章　p7

ｲZ-ｼ-3-9 週刊わかもの 第3巻第9号（通巻72
号）

週刊わかもの
社

昭和35.2(1960.2) 16p 26cm 霊験いやちこな研究会　p12

ｲZ-ｼ-3-10 週刊わかもの 第3巻第10号（通巻
73号）

週刊わかもの
社

昭和35.3(1960.3) 16p 26cm ソ連船オーチン・ハラショ　p11

ｲZ-ｼ-3-12 週刊わかもの 第3巻第12号（通巻
75号）

週刊わかもの
社

昭和35.3(1960.3) 16p 26cm 「彼女がほしいッ」　p7

ｲZ-ｼ-3-13 週刊わかもの 第3巻第13号（通巻
76号）

週刊わかもの
社

昭和35.3(1960.3) 16p 26cm 恋せよ乙女　p7

ｲZ-ｼ-3-14 週刊わかもの 第3巻第14号（通巻
77号）

週刊わかもの
社

昭和35.4(1960.4) 16p 26cm くろかみのいろいまいずこ　p7

ｲZ-ｼ-3-15 週刊わかもの 第3巻第15号（通巻
78号）

週刊わかもの
社

昭和35.4(1960.4) 16p 26cm また「しあわせのうた」につい
て p7

ｲZ-ｼ-3-16 週刊わかもの 第3巻第16号（通巻
79号）

週刊わかもの
社

昭和35.4(1960.4) 16p 26cm よつんばいの国　p7

ｲZ-ｼ-3-17 週刊わかもの 第3巻第17号（通巻
80号）

週刊わかもの
社

昭和35.4(1960.4) 16p 26cm ずきん・モンペもう一度　p7

ｲZ-ｼ-3-19 週刊わかもの 第3巻第19号（通巻
82号）

週刊わかもの
社

昭和35.5(1960.5) 16p 26cm うたうことを知らぬ「盛装」　p7

ｲZ-ｼ-3-21 週刊わかもの 第3巻第21号（通巻
84号）

週刊わかもの
社

昭和35.5(1960.5) 16p 26cm 体をきたえておけ　p7

ｲZ-ｼ-3-22 週刊わかもの 第3巻第22号（通巻
85号）

週刊わかもの
社

昭和35.5(1960.5) 16p 26cm 小新聞と大古聞　p7

ｲZ-ｼ-3-23 週刊わかもの 第3巻第23号（通巻
86号）

週刊わかもの
社

昭和35.6(1960.6) 16p 26cm ある青年の質問　p7

ｲZ-ｼ-3-24 週刊わかもの 第3巻第24号（通巻
87号）

週刊わかもの
社

昭和35.6(1960.6) 16p 26cm テレビにやられた麦子　p9

ｲZ-ｼ-3-25 週刊わかもの 第3巻第25号（通巻
88号）

週刊わかもの
社

昭和35.6(1960.6) 16p 26cm そこんとこ、ここんとこ　p7

ｲZ-ｼ-3-26 週刊わかもの 第3巻第26号（通巻
89号）

週刊わかもの
社

昭和35.6(1960.6) 16p 26cm さようならをいわないで　p7

ｲZ-ｼ-3 宗教学会報 第3号 大谷大学宗
教学会

昭和63.2(1988.2) 64p 21cm 私見大拙先生　p32～56

14 
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ｲZ-ｼ-3 宗教学会報 第3号 大谷大学宗
教学会

昭和63.2(1988.2) 64p 21cm 私見大拙先生　p32～56

ｲZ-ｼ-3 宗教学会報 第3号 大谷大学宗
教学会

昭和63.2(1988.2) 64p 21cm 私見大拙先生　p32～56

ｲZ-ｼ-3 宗教学会報 第3号 大谷大学宗
教学会

昭和63.2(1988.2) 64p 21cm 私見大拙先生　p32～56

ｲZ-ｼ-3 宗教学会報 第3号 大谷大学宗
教学会

昭和63.2(1988.2) 64p 21cm 私見大拙先生　p32～56

ｲZ-ｼ-3-2 少年少女の廣場 第3巻第2号（昭和23
年2月号）

新世界社 昭和23.2(1948.2) 56p 21cm はい小屋じけん　p6～11

ｲZ-ｼ-3-3 少年少女の廣場 第3巻第3号（昭和23
年3月号）

新世界社 昭和23.3(1948.3) 56p 21cm おりょん、りょん、りょん　p14～
18（p19～20欠）

ｲZ-ｼ-3-4 少年少女の廣場 第3巻第4号（昭和23
年4月号）

新世界社 昭和23.4(1948.4) 64p 21cm 子どもはどうしてじぶんのヨワ
ムシとたたかったか？　p8～
18

ｲZ-ｼ-7-5 少年保護 第7巻第5号（昭和17
年5月号）

司法保護協
會

昭和17.5(1942.5) 104p 21cm 新しき人間の構想　p77～81

ｲZ-ｼ-1107 真宗 第1107号（1996年6
月号）

真宗大谷派
宗務所

平成8.6(1996.6) 122p 26cm 生死の業を共にする懐かしさ
を心底に p64～76

ｲZ-ｼ-1-1 新小説 第1巻第1号（昭和21
年1月号）

春陽堂 昭和21.1(1946.1) 64p 22cm 煙草　p46～53、57

ｲZ-ｼ-7-9 新女苑 第7巻第9号（昭和18
年9月号）

實業之日本
社

昭和18.9(1943.9) 110p 21cm 高志の家持　p55～61

ｲZ-ｼ-16-3 新太陽 第16巻第3号（昭和
20年3月号）

〔出版者不
明〕

昭和20.3(1945.3) 32p 26cm 電極工場　p4～13

ｲZ-ｼ-2 陣中讀物 第2号 陸軍恤兵部 昭和19.2(1944.2) [98]p 26cm 天來の息子　p22～29
ｲZ-ｼ-2 陣中讀物 第2号 陸軍恤兵部 昭和19.2(1944.2) 100p 26cm 天來の息子　p22～29
ｲZ-ｼ-5 陣中讀物 第5号 陸軍恤兵部 昭和19.10(1944.10) 168p 19cm 美しき戰友　p62～68
ｲZ-ｼ-41-9 新潮 第41年第9号（昭和

19年9月号）
新潮社 昭和19.9(1944.9) 57p 21cm 道義と文學　p26～30

ｲZ-ｼ-1 新富山文学 Ｎｏ.1 新富山文学
会

昭和31.4(1956.4) 49p 22cm 「太陽の季節」はそこにあるか
p26～30

ｲZ-ｼ-1 新富山文学 Ｎｏ.1 新富山文学
会

昭和31.4(1956.4) 49p 22cm 「太陽の季節」はそこにあるか
p26～30

ｲZ-ｼ-5 新富山文学 Ｎｏ.5 新富山文学 昭和32.9(1957.9) 56p 22cm 東京の生きものたち　p7～13
ｲZ-ｼ-7 新富山文学 Ｎｏ.7 新富山文学 昭和33.8(1958.8) 50p 22cm 思う（想う）族考　p29～31
ｲZ-ｼ-7 新富山文学 Ｎｏ.7 新富山文学 昭和33.8(1958.8) 50p 22cm 思う（想う）族考　p29～31
ｲZ-ｼ-10 新富山文学 Ｎｏ.10 新富山文学 昭和35.1(1960.1) 55p 21cm 十月の某日　p49
ｲZ-ｼ-10 新富山文学 Ｎｏ.10 新富山文学 昭和35.1(1960.1) 55p 21cm 十月の某日　p49
ｲZ-ｼ-10 新富山文学 Ｎｏ.10 新富山文学 昭和35.1(1960.1) 55p 21cm 十月の某日　p49
ｲZ-ｼ-28-3 新日本歌人 第28巻第3号（第312

号）
新日本歌人
協会

昭和48.2(1973.2) 119p 21cm 烈風のなかの先達　p40～42
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ｲZ-ｼ-3-8 人民文学 第3巻第8号（1952年
8月号）

人民文学社 昭和27.8(1952.8) 128p 21cm 続大野が原開拓団　p111～
127

ｲZ-ｼ-3-9 人民文学 第3巻第9号（1952年
9月号）

人民文学社 昭和27.9(1952.9) 127p 21cm 続大野が原開拓団　p56～68

ｲZ-ｼ-3-9 人民文学 第3巻第9号（1952年
9月号）

人民文学社 昭和27.9(1952.9) 127p 21cm 続大野が原開拓団　p56～68

ｲZ-ｼ-3-10 人民文学 第3巻第10号（1952
年10月号）

人民文学社 昭和27.10(1952.10) 128p 21cm 続大野ヶ原開拓団　p88～98

ｲZ-ｼ-3-10 人民文学 第3巻第10号（1952
年10月号）

人民文学社 昭和27.10(1952.10) 128p 21cm 続大野ヶ原開拓団　p88～98

ｲZ-ｼ-4-1 人民文学 第4巻第1号（1953年
新年号）

人民文学社 昭和28.1(1953.1) 182p 21cm 続大野ヶ原開拓団　p53～74

ｲZ-ｼ-4-3 人民文学 第4巻第3号（1953年
3月号）

人民文学社 昭和28.3(1953.3) 182p 21cm 人民の友とは　p112～115

ｲZ-ｼ-4-3 人民文学 第4巻第3号（1953年
3月号）

人民文学社 昭和28.3(1953.3) 182p 21cm 人民の友とは　p112～115

ｲZ-ｼ-4-9 人民文学 第4巻第9号（1953年
9月号）

人民文学社 昭和28.9(1953.9) 150p 21cm 指導性ということ　p101～104

ｲZ-ｽ-1-1 スタート 第1巻第1号（昭和21
年5月号）

スタート社 昭和21.5(1946.5) 80p 22cm 隨想二題　p34～36

ｲZ-ｾ-12-1 政界往來 第12巻第1号（昭和
16年新年特別号）

政界往來社 昭和16.1(1941.1) 400p 21cm 故山　p362～372

ｲZ-ｾ-1-4 靑年評論 第1巻第4号（昭和21
年10月号）

靑年評論社 昭和21.10(1946.10) 64p 21cm 「文化日本」の現状　p32～33

ｲZ-ｾ-37 青年座通信 Ｎｏ.37 劇団青年座 昭和41.3(1966.3) 8p 26cm 作者のことば　p2
ｲZ-ｾ-5-4 世界評論 第5巻第4号（1950年

5月号）
世界評論社 昭和25.5(1950.5) 208p 21cm いちじくの葉かげ　p164～207

ｲZ-ｾ 前衛臨時増刊　文化問題と日
本共産党

日本共産党
中央委員会

昭和32.3(1957.3) 124p 21cm 五〇年前後一つのおぼえ書
p47～49、54

ｲZ-ｾ-483 戰時女性 第483号（昭和19年5
月号）

東京社 昭和19.5(1944.5) 70p 26cm 美しい姿　p64～65

ｲZ-ｿ-2 創造者 第2号 觀照社 昭和5.1(1930.1) 114p 23cm 陣營を去る　p85～101
ｲZ-ｿ-3 創造者 第3号 觀照社 昭和5.3(1930.3) 80p 23cm 我等の詩陣　p39～51　「とう

ま」　p52～53　ある戀愛遊戯
者の女に　p53～54　陣營を去
る　p66～79

ｲZ-ｿ-4 創造者 第4・5合併号 觀照社 昭和5.7(1930.7) 120p 23cm パラソルを持つてはいけない
p43～50　「ブルジヨア」と「シベ
リヤ」に就て p86～90

ｲZ-ﾀ-13-4 たてやま 第13巻第4号（昭和
63年7月号）

たてやま社 昭和63.7(1988.7) 32p 22cm 高さと裾野　p2～3 挟み込み封書1通（編
集発行者立村一見送
付）

ｲZ-ﾀ-4-2 短歌研究 第4巻第2号（昭和22
年3月号）

日本短歌社 昭和22.3(1947.3) 48p 21cm 純文學と短歌　p44～48
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ｲZ-ﾀ-2-1 探書マンスリー 第2巻第1号（1948年
1月号）

新府書房 昭和23.1(1948.1) 80p 18cm 農村文化について　p24～27

ｲZ-ﾁ-2-11 地上 第2巻第11号（昭和
23年11月号）

家の光協会 昭和23.11(1948.11) 64p 21cm 帰るところにあるまじや　p59
～63

ｲZ-ﾁ-2-2 知性 第2巻第2号（昭和14
年2月号）

河出書房 昭和14.2(1939.2) 182p 21cm 稻熱病　p151～181

ｲZ-ﾁ-3-3 知性 第3巻第3号（昭和15
年3月号）

河出書房 昭和15.3(1940.3) 191p 21cm 俗物的精神の鼓吹　p63～66

ｲZ-ﾁ-3-9 知性 第3巻第9号（昭和15
年9月号）

河出書房 昭和15.9(1940.9) 200p 21cm 穴は埋められてゐるか　p106
～109

ｲZ-ﾁ-3-11 知性 第3巻第11号（昭和
15年11月号）

河出書房 昭和15.11(1940.11) 216p 21cm 新しき道義　p79～102 「『身邊大説』について」
（岩倉政治著）欠

ｲZ-ﾁ-3-11 知性 第3巻第11号（昭和
15年11月号）

河出書房 昭和15.11(1940.11) [207]p 21cm 新しき道義　p79～102　「身邊
大説」について p157～158

ｲZ-ﾁ-4-5 知性 第4巻第5号（昭和16
年5月号）

河出書房 昭和16.5(1941.5) 304p 21cm 新しき道義　p214～237

ｲZ-ﾁ-2-5 知と行 第2巻5月号（昭和22
年5月号）

大東出版社 昭和22.5(1947.5) 32p 22cm 友愛について　p17～24

ｲZ-ﾁ-2-5 知と行 第2巻5月号（昭和22
年5月号）

大東出版社 昭和22.5(1947.5) 32p 22cm 友愛について　p17～24

ｲZ-ﾁ-2-8 知と行 第2巻8月号（昭和22
年8月号）

大東出版社 昭和22.8(1947.8) 40p 21cm 宗敎と平和について　p34～40

ｲZ-ﾁ-2-8 知と行 第2巻8月号（昭和22
年8月号）

大東出版社 昭和22.8(1947.8) 40p 21cm 宗敎と平和について　p34～40

ｲZ-ﾁ-2-8 知と行 第2巻8月号（昭和22
年8月号）

大東出版社 昭和22.8(1947.8) 40p 21cm 宗敎と平和について　p34～40

ｲZ-ﾁ-3-11 知と行 第3巻11月号（昭和
23年11月号）

大東出版社 昭和23.11(1948.11) 40p 21cm 自然について　p1～7

ｲZ-ﾁ-3-11 知と行 第3巻11月号（昭和
23年11月号）

大東出版社 昭和23.11(1948.11) 40p 21cm 自然について　p1～7

ｲZ-ﾁ-3-11 知と行 第3巻11月号（昭和
23年11月号）

大東出版社 昭和23.11(1948.11) 40p 21cm 自然について　p1～7

ｲZ-ﾁ-55-11 中央公論 第55年第11号（第
639号）

中央公論社 昭和15.11(1940.11) 400p 22cm 村長日記　創作p54～87

ｲZ-ﾁ-55-11 中央公論 第55年第11号（第
639号）

中央公論社 昭和15.11(1940.11) 400p 22cm 村長日記　創作p54～87

ｲZ-ﾁ-56-11 中央公論 第56年第11号（第
651号）

中央公論社 昭和16.11(1941.11) 304p 21cm 地のはらから　創作p22～55

ｲZ-ﾁ-59-2 中央公論 第59年第2号（第677
号）

中央公論社 昭和19.2(1944.2) 104p 21cm 龍樹　p88～103

ｲZ-ﾂ-880 つはもの 第880号 「つはもの」發
行所

昭和18.4(1943.4) 60p 26cm 美しい兵隊　p24～25

ｲZ-ﾂ-901 つはもの 第901号 文化奉公會 昭和20.2(1945.2) 60p 26cm 續・三聖快談　p50～55

17 



請求記号 資料名　巻次　版　（叢書） 巻号（　年　月号） 著編者 出版者 出版年月 ページ数 大きさ 収録作品 備考

ｲZ-ﾃ-272 テアトロ 第272号（昭和41年5
月号）

テアトロ 昭和41.5(1966.5) 160p 21cm ばんどり騒乱記　p97～160

ｲZ-ﾃ-272 テアトロ 第272号（昭和41年5
月号）

テアトロ 昭和41.5(1966.5) 160p 21cm ばんどり騒乱記　p97～160

ｲZ-ﾄ-1-3 東西 第1巻第3号（昭和21
年6月号）

湯川弘文社 昭和21.6(1946.6) 80p 21cm 正義以上のくらしから　p13～
15

ｲZ-ﾄ-1-2 トヤマダイジェスト 第1巻第2・3合併集 トヤマダイ・ジ
エスト社

昭和24.11(1949.11) 71p 22cm 佛敎と共産主義は一致するか
p11～17

ｲZ-ﾄ-1 とやま文学 創刊号（昭和57年
度）

富山県芸術
文化協会

昭和58.3(1983.3) 194p 21cm 小説の書き出し　p92～96

ｲZ-ﾄ-1 とやま文学 創刊号（昭和57年
度）

富山県芸術
文化協会

昭和58.3(1983.3) 194p 21cm 小説の書き出し　p92～96

ｲZ-ﾄ-3 とやま文学 第3号（昭和59年度） 富山県芸術
文化協会

昭和60.3(1985.3) 217p 21cm 黙っている奴　p194～200 特集「岩倉政治の世
界」　挟み込み1枚（富
山市民大学講座　田中
精一作成　岩倉政治年
譜他のコピー）

ｲZ-ﾄ-3 とやま文学 第3号（昭和59年度） 富山県芸術
文化協会

昭和60.3(1985.3) 217p 21cm 黙っている奴　p194～200 特集「岩倉政治の世
界」　挟み込みあり

ｲZ-ﾄ-3 とやま文学 第3号（昭和59年度） 富山県芸術
文化協会

昭和60.3(1985.3) 217p 21cm 黙っている奴　p194～200 特集「岩倉政治の世
界」　メモ挟み込み1枚

ｲZ-ﾄ-3 とやま文学 第3号（昭和59年度） 富山県芸術
文化協会

昭和60.3(1985.3) 217p 21cm 黙っている奴　p194～200

ｲZ-ﾄ-19 とやま文学 第19号（平成12年
度）

富山県芸術
文化協会

平成13.3(2001.3) 198p 21cm パラソルを持つてはいけない
p109～113　母を焼く　p114～
125　故郷自慢　p127～128
側近というもの　p129～130
奇僧譚　p131～133　母親につ
いて　p133～139　風俗　p142
～154　ルリモハリ子の旅
p155～171　ゆかいな街　p172
～182　尋花　p183～189　岩
倉政治自伝覚書略記　p192～
194

特集「岩倉政治が遺し
たもの」
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ｲZ-ﾄ-19 とやま文学 第19号（平成12年
度）

富山県芸術
文化協会

平成13.3(2001.3) 198p 21cm パラソルを持つてはいけない
p109～113　母を焼く　p114～
125　故郷自慢　p127～128
側近というもの　p129～130
奇僧譚　p131～133　母親につ
いて　p133～139　風俗　p142
～154　ルリモハリ子の旅
p155～171　ゆかいな街　p172
～182　尋花　p183～189　岩
倉政治自伝覚書略記　p192～
194

特集「岩倉政治が遺し
たもの」

ｲZ-ﾆ-1 日本海文學 創刊号 新日本文学
富山支部

昭和26.10(1951.10) 53p 21cm アリソ・カイタ（有磯海太）　p1
～6 新聞時評 p22～24

ｲZ-ﾆ-1 日本海文學 創刊号 新日本文学
富山支部

昭和26.10(1951.10) 53p 21cm アリソ・カイタ（有磯海太）　p1
～6 新聞時評 p22～24

ｲZ-ﾆ-2 日本海文學 第2号 新日本文学
会富山地区

昭和27.1(1952.1) 63p 25cm おぼえがき　p41～46

ｲZ-ﾆ-2 日本海文學 第2号 新日本文学
会富山地区

昭和27.1(1952.1) 63p 25cm おぼえがき　p41～46

ｲZ-ﾆ-2 日本海文學 第2号 新日本文学
会富山地区

昭和27.1(1952.1) 63p 25cm おぼえがき　p41～46

ｲZ-ﾆ-3 日本海文學 第3号 新日本文学
会富山地区

昭和27.4(1952.4) 68p 21cm 堀田善衛「廣場の孤獨」　p44
～47 度胸がすわる話 p60～

ｲZ-ﾆ-16-10 日本評論 第16巻第10号（昭和
16年10月号）

日本評論社 昭和16.10(1941.10) 368p 21cm 藥草園　p302～318

ｲZ-ﾆ-18-9 日本評論 第18巻第9号（昭和
18年9月号）

日本評論社 昭和18.9(1943.9) 128p 21cm 團長　p109～125

ｲZ-ﾆ-18-9 日本評論 第18巻第9号（昭和
18年9月号）

日本評論社 昭和18.9(1943.9) 128p 21cm 團長　p109～125

ｲZ-ﾉ-9-3 農業朝日 第9巻第3号（昭和29
年3月号）

朝日新聞社 昭和29.3(1954.3) 90,8p 26cm のん会ぎいん　p30

ｲZ-ﾉ-3-3 農業日本 第3巻第3号（昭和23
年3月号）

中部日本新
聞社

昭和23.3(1948.3) 40p 26cm 冬ごもりの記　p18～19

ｲZ-ﾉ-4-6 農業日本 第4巻第6号（昭和24
年6月号）

中部日本新
聞社

昭和24.6(1949.6) [50p] 26cm 百姓の意見　p14～15

ｲZ-ﾉ-1-8 農政評論 第1巻第8号（昭和22
年8月号）

毎日新聞社 昭和22.8(1947.8) 64p 21cm 北方の農村に居て　p56～63

ｲZ-ﾉ-1-9 農政評論 第1巻第9号（昭和22
年9月号）

毎日新聞社 昭和22.9(1947.9) 64p 22cm 稻の中から　p56～62

ｲZ-ﾉ-1-10 農政評論 第1巻第10号（昭和
22年10月号）

毎日新聞社 昭和22.10(1947.10) 64p 21cm 北ぐにの秋は近く　p55～61

ｲZ-ﾉ-1-11 農政評論 第1巻第11号（昭和
22年11月号）

毎日新聞社 昭和22.11(1947.11) 64p 21cm 農村文化について　p53～58
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ｲZ-ﾉ-26-4 農村文化 第26巻第4号（昭和
22年6月号）

農山漁村文
化協會

昭和22.6(1947.6) 35p 21cm 野州の村・越中の村　p24～26

ｲZ-ﾉ-27-2 農村文化 第27巻第2号（昭和
23年2月号）

農山漁村文
化協會

昭和23.2(1948.2) 48p 21cm 十ニ番目の座　p39～48 表紙のタイトル誤植：
「十三番目の座」

ｲZ-ﾉ-33-1 農村文化 第33巻第1号（昭和
29年新年号）

農山漁村文
化協会

昭和29.1(1954.1) 92p 21cm 湧魚と砲弾　p84～91 作品名「湧魚」を「湧
波」と修正する書き込
みあり
挟み込み5枚あり（第2
号　わきなと砲弾5～8
切り取り）

ｲZ-ﾉ-1 野の声 Ｎｏ.1 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和47.5(1972.5) 119p 22cm 翁久允の小説　p94～95　無
告の記　p96～117

ｲZ-ﾉ-2 野の声 Ｎｏ.2 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和48.3(1973.3) 157p 22cm 書評・宮本顕治対談集　p100
～101　無告の記　p122～156

ｲZ-ﾉ-3 野の声 Ｎｏ.3 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和48.11(1973.11) 134p 22cm 無告の記　p118～133

ｲZ-ﾉ-4 野の声 Ｎｏ.4 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和49.9(1974.9) 143p 22cm 百色百香　p58～64

ｲZ-ﾉ-5 野の声 Ｎｏ.5 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和50.10(1975.10) 145p 22cm 百色百香　p86～90

ｲZ-ﾉ-5 野の声 Ｎｏ.5 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和50.10(1975.10) 145p 22cm 百色百香　p86～90

ｲZ-ﾉ-6 野の声 Ｎｏ.6 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和51.12(1976.12) 120p 22cm 戸坂潤と棟方志功　p54～62

ｲZ-ﾉ-6 野の声 Ｎｏ.6 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和51.12(1976.12) 120p 22cm 戸坂潤と棟方志功　p54～62

ｲZ-ﾉ-7 野の声 Ｎｏ.7 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和52.8(1977.8) 76p 22cm 鈴木大拙とアダムス・ベック女
史　p48～57

ｲZ-ﾉ-8 野の声 Ｎｏ.8 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和53.7(1978.7) 136p 22cm 島木健作と平野謙　p90～99

ｲZ-ﾉ-9 野の声 Ｎｏ.9 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和54.8(1979.8) 106p 22cm 緊褌譚その他　p61～65
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ｲZ-ﾉ-11 野の声 Ｎｏ.11 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和56.9(1981.9) 128p 22cm 続・思い出の重治、健蔵　p60
～66

ｲZ-ﾉ-12 野の声 Ｎｏ.12 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和57.9(1982.9) 98p 22cm 大いにひろげたい話　p3～4
江夏美好回想　p54～55　把
不住庵雑記 p66～76

ｲZ-ﾉ-16 野の声 Ｎｏ.16 日本民主主
義文学同盟
富山支部

昭和61.11(1986.11) 79p 21cm ある日突然廊下の奥に立つも
の　p30～33

ｲZ-ﾉ-20 野の声 Ｎｏ.20 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成3.4(1991.4) 98p 21cm 日本の懲りない悪童たち　p2
～10　笑顔　p22～23　モネが
描いたわらによ p38～40

ｲZ-ﾉ-21 野の声 Ｎｏ.21 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成4.3(1992.3) 74p 21cm 長い夜道　p62～73

ｲZ-ﾉ-21 野の声 Ｎｏ.21 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成4.3(1992.3) 74p 21cm 長い夜道　p62～73

ｲZ-ﾉ-22 野の声 Ｎｏ.22 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成5.3(1993.3) 76p 21cm みそさんつん　p67～76

ｲZ-ﾉ-22 野の声 Ｎｏ.22 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成5.3(1993.3) 76p 21cm みそさんつん　p67～76

ｲZ-ﾉ-22 野の声 Ｎｏ.22 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成5.3(1993.3) 76p 21cm みそさんつん　p67～76

ｲZ-ﾉ-22 野の声 Ｎｏ.22 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成5.3(1993.3) 76p 21cm みそさんつん　p67～76

ｲZ-ﾉ-23 野の声 Ｎｏ.23 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成6.4(1994.6) 63p 21cm 続・みそさんつん　p52～62 「あいの風Ｎｏ．48」（岩
倉政治著「どうして『さ
ま』なの？」掲載）挟み
込みあり

ｲZ-ﾉ-23 野の声 Ｎｏ.23 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成6.4(1994.6) 63p 21cm 続・みそさんつん　p52～62

ｲZ-ﾉ-23 野の声 Ｎｏ.23 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成6.4(1994.6) 63p 21cm 続・みそさんつん　p52～62
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ｲZ-ﾉ-28 野の声 Ｎｏ.28 日本民主主
義文学同盟
富山支部

平成13.5
(2001.5)

168p 21cm 美術と文学　p132～166 「父ごろし」（岩倉政城
著）「哀しみの『ご拝
眉』」（水越久美子著）
「文学への真摯さに学
ぶ」（越広子著）「年ふ
るにつれ身にこたえて
くること」（河原桂介著）
「岩倉先生を偲んで」
（山崎寿美子著）「岩倉
さんを偲ぶ」（牧明子
著）「岩倉文学に魅せら
れて」（市谷乃ぶ著）掲

ｲZ-ﾋ-11 非 Ｖｏｌ.11 桂書房 平成5.3(1993.3) 150p 23cm 上質の魂　p45～46
ｲZ-ﾋ-4-2 光 第4巻第2号（昭和23

年2月号）
光文社 昭和23.2(1948.2) 44p 26cm 不在地主の挽歌　p24～27

ｲZ-ﾋ-8-3 ＶＩＴＡ 第8巻第3号（通巻30
号）

富山県いきい
き長寿財団

平成9.9(1997.9) 48p 29cm 志真迷語　p18

ｲZ-ﾋ-8-3 ＶＩＴＡ 第8巻第3号（通巻30
号）

富山県いきい
き長寿財団

平成9.9(1997.9) 48p 29cm 志真迷語　p18

ｲZ-ﾋ-8-3 ＶＩＴＡ 第8巻第3号（通巻30
号）

富山県いきい
き長寿財団

平成9.9(1997.9) 48p 29cm 志真迷語　p18

ｲZ-ﾋ-18 氷見文学 18号 氷見文学会 昭和43.10(1968.10) 88p 22cm 氷見文学十周年によせて
p71～79

ｲZ-ﾌ-314 婦人公論 第314号（昭和16年9
月号）

中央公論社 昭和16.9(1941.9) 266p 21cm 名も無き母への道　p100～
103

ｲZ-ﾌ-7-10 文學界 第7巻第10号（昭和
15年10月号）

文藝春秋社 昭和15.10(1940.10) 240p 23cm 小魂　p22～53

ｲZ-ﾌ-7 文學國土 第7集（第2巻第5号） 鷹鳴文學社 昭和23.12(1948.12) 18p 22cm 娘とうさぎ　p12～15
ｲZ-ﾌ-1-2 文學祭 第1年第2号（昭和21

年5月号）
文學祭同人
會

昭和21.5(1946.5) 50p 22cm 發刊に寄す　p1

ｲZ-ﾌ-106 文化評論 第106号（1970年7月
号）

日本共産党
中央委員会

昭和45.7(1970.7) 204p 21cm 井波の彫刻師と越中獅子
p101～102

ｲZ-ﾌ-121 文化評論 第121号（1971年9月
号）

日本共産党
中央委員会

昭和46.9(1971.9) 200p 21cm イタイイタイ病判決傍聴記
p84～86

ｲZ-ﾌ-123 文化評論 第123号（1971年11
月号）

日本共産党
中央委員会

昭和46.11(1971.11) 200p 21cm 稲作地帯・古いものと新しいも
の p48～56

ハガキ1枚挟み込みあ
り

ｲZ-ﾌ-131 文化評論 第131号（1972年7月
号）

日本共産党
中央委員会

昭和47.7(1972.7) 200p 21cm 北日本新聞社編『富山大空
襲』　p168～169

ｲZ-ﾌ-153 文化評論 第153号（1974年4月
号）

日本共産党
中央委員会

昭和49.4(1974.4) 200p 21cm 映画「イタイイタイ」製作余聞
p71～73

ｲZ-ﾌ-198 文化評論 第198号（1977年10
月号）

新日本出版
社

昭和52.10(1977.10) 282p 21cm 米騒動とたくましき女性たち
p140～160

メモ10枚挟み込みあり
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ｲZ-ﾌ-1-3 文化廣場 第1巻第3号（昭和21
年7・8月号）

西部圖書 昭和21.9(1946.9) 64p 23cm 母といふもの　p43～50 新聞切り抜き2枚挟み
込みあり

ｲZ-ﾌ-10-3 文藝 第10巻第3号（昭和
17年3月号）

改造社 昭和17.3　　(1942.3) 144p 21cm 養へる楯　p50～71

ｲZ-ﾌ-10-5 文藝 第10巻第5号（昭和
17年5月号）

改造社 昭和17.5(1942.5) 128p 21cm マレー作戰報告を讀んで
p123～124

ｲZ-ﾌ-12-3 文藝 第12巻第3号（昭和
19年3月号）

改造社 昭和19.3(1944.3) 64p 21cm 文學と文士について　p16～19

ｲZ-ﾌ-12-3 文藝 第12巻第3号（昭和
19年3月号）

改造社 昭和19.3(1944.3) 64p 21cm 文學と文士について　p16～19

ｲZ-ﾌ-6-4 文藝日本 第6年第4号（昭和19
年4月号）

文藝日本社 昭和19.4(1944.4) 64p 21cm 故郷について　p39～41

ｲZ-ﾌ-6-4 文藝日本 第6年第4号（昭和19
年4月号）

文藝日本社 昭和19.4(1944.4) 64p 21cm 故郷について　p39～41

ｲZ-ﾍ-28 兵隊 第28号 南支派遣軍
報道部

昭和18.3(1943.3) 64p 26cm 私の慰問記　p24～26

ｲZ-ﾎ-3-1 放送 第3巻第1号（昭和18
年1月号）

日本放送出
版協會

昭和18.1(1943.1) 144p 21cm 稻の中の話　p108～117

ｲZ-ﾎ-3-8 放送 第3巻第8号（昭和18
年8月号）

日本放送出
版協會

昭和18.8(1943.8) 102p 21cm 滿洲開拓地を訪ねて　p34～
39

ｲZ-ﾎ-51 北国文化 第51号（昭和25年4
月号）

北國新聞社 昭和25.3(1950.3) 82p 21cm 文學的俗常識について　p21
～22

ｲZ-ﾎ-1 北國文華 復刊1号 北國新聞社 平成10.6(1998.6) 242p 22cm わが師鈴木大拙　p98～110

ｲZ-ﾎ-1-9 北方風物 第1巻第9号 北日本社 昭和21.9(1946.9) 24p 26cm かぼちやその他　p23～24
ｲZ-ﾎ-14-1 ほんりゅう 第14巻第1号 ほんりゅう編

集委員会
平成8.1(1996.1) 32p 26cm “最幸”だったわが教師体験

p1
ｲZ-ﾏ-134 滿洲良男 第134号（康徳9年12

月号）
滿洲雜誌社 康徳9.12(1942.12) 124p 26cm 或る隊長と私　p108～113

ｲZ-ﾐ-2-1 みのり 第2巻第1号（昭和22
年新年号）

柏葉書院 昭和22.1(1947.1) 64p 21cm 自主自律の靑年　p12～13

ｲZ-ﾐ-2 民主文学 第2号（1966年1月 新日本出版 昭和41.1(1966.1) 196p 21cm 細胞長つるどん　p42～54
ｲZ-ﾐ-77 民主文学 第77号（1972年4月

号）
新日本出版
社

昭和47.4(1972.4) 196p 21cm 尋問　p39～56

ｲZ-ﾐ-81 民主文学 第81号（1972年8月
号）

新日本出版
社

昭和47.8(1972.8) 196p 21cm 無告の記　p24～42

ｲZ-ﾐ-81 民主文学 第81号（1972年8月
号）

新日本出版
社

昭和47.8(1972.8) 196p 21cm 無告の記　p24～42

ｲZ-ﾐ-81 民主文学 第81号（1972年8月
号）

新日本出版
社

昭和47.8(1972.8) 196p 21cm 無告の記　p24～42

ｲZ-ﾐ-91 民主文学 第91号（1973年6月
号）

新日本出版
社

昭和48.6(1973.6) 196p 21cm 白い村　p90～108
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ｲZ-ﾐ-91 民主文学 第91号（1973年6月
号）

新日本出版
社

昭和48.6(1973.6) 196p 21cm 白い村　p90～108

ｲZ-ﾐ-99 民主文学 第99号（1974年2月
号）

新日本出版
社

昭和49.2(1974.2) 132p 21cm 二度目の橋　p48～68

ｲZ-ﾐ-110 民主文学 第110号（1975年1月
号）

新日本出版
社

昭和50.1(1975.1) 196p 21cm ハイゲートの墓　p44～67

ｲZ-ﾐ-121 民主文学 第121号（1975年12
月号）

新日本出版
社

昭和50.12(1975.12) 196p 21cm 風の街　p38～55

ｲZ-ﾐ-131 民主文学 第131号（1976年10
月号）

新日本出版
社

昭和51.10(1976.10) 196p 21cm 石楠花　p20～44

ｲZ-ﾐ-135 民主文学 第135号（1977年2月
号）

新日本出版
社

昭和52.2(1977.2) 196p 21cm 社会展望・田中角栄の才能
p118～119

ｲZ-ﾐ-136 民主文学 第136号（1977年3月
号）

新日本出版
社

昭和52.3(1977.3) 196p 21cm 社会展望・雪の下から　p130
～131

ｲZ-ﾐ-137 民主文学 第137号（1977年4月
号）

新日本出版
社

昭和52.4(1977.4) 196p 21cm 社会展望・現代と親鸞論議
p134～135

ｲZ-ﾐ-138 民主文学 第138号（1977年5月
号）

新日本出版
社

昭和52.5(1977.5) 196p 21cm 社会展望・「ゆ着」ニッポン
p130～131

ｲZ-ﾐ-139 民主文学 第139号（1977年6月
号）

新日本出版
社

昭和52.6(1977.6) 196p 21cm 社会展望・「救急」不安

ｲZ-ﾐ-149 民主文学 第149号（1978年4月
号）

新日本出版
社

昭和53.4(1978.4) 196p 21cm 金魚　p42～58

ｲZ-ﾐ-153 民主文学 第153号（1978年8月
号）

新日本出版
社

昭和53.8(1978.8) 196p 21cm 能登はやさしや　p93～94

ｲZ-ﾐ-158 民主文学 第158号（1979年1月
号）

新日本出版
社

昭和54.1(1979.1) 196p 21cm ハトムギの夏　p6～30

ｲZ-ﾐ-158 民主文学 第158号（1979年1月
号）

新日本出版
社

昭和54.1(1979.1) 196p 21cm ハトムギの夏　p6～30

ｲZ-ﾐ-160 民主文学 第160号（1979年3月
号）

新日本出版
社

昭和54.3(1979.3) 196p 21cm 楽屋ばなし　p111～112

ｲZ-ﾐ-170 民主文学 第170号（1980年1月
号）

新日本出版
社

昭和55.1(1980.1) 196p 21cm 文字どおり感想と抱負　p121
～123

ｲZ-ﾐ-182 民主文学 第182号（1981年1月
号）

新日本出版
社

昭和56.1(1981.1) 196p 21cm 波音　p6～39

ｲZ-ﾐ-188 民主文学 第188号（1981年7月
号）

新日本出版
社

昭和56.7(1981.7) 196p 21cm 収穫の二、三について　p35～
37

ｲZ-ﾐ-297 民主文学 第297号（1990年8月
号）

新日本出版
社

平成2.8(1990.8) 200p 21cm 雁の秋　p68～83

ｲZ-ﾐ-315 民主文学 第315号（1992年2月
号）

新日本出版
社

平成4.2(1992.2) 196p 21cm 五年目の雪　p6～34

ｲZ-ﾐ-315 民主文学 第315号（1992年2月
号）

新日本出版
社

平成4.2(1992.2) 196p 21cm 五年目の雪　p6～34

ｲZ-ﾐ-315 民主文学 第315号（1992年2月
号）

新日本出版
社

平成4.2(1992.2) 196p 21cm 五年目の雪　p6～34
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ｲZ-ﾐ-322 民主文学 第322号（1992年9月
号）

日本民主主
義文学同盟

平成4.9(1992.9) 196p 21cm 「貢献」者の未来はあるか
p128～131

「岩倉政治『五年目の
雪』論」（宮本阿伎著）

ｲZ-ﾐ-349 民主文学 第349号（1994年12
月号）

日本民主主
義文学同盟

平成6.12(1994.12) 196p 21cm 村山富市の面相と文学　p123
～124

ｲZ-ﾐ-367 民主文学 第367号（1996年臨
時増刊5月号）

日本民主主
義文学同盟

平成8.5(1996.5) 652p 21cm 杳かな父　p364～383

ｲZ-ﾐ-2 民文富山 Ｎｏ.2 民主主義文
学同盟富山

昭和42.11(1967.11) 1冊 26cm 小説「旗」の推奨及び二・三の
意見

ｲZ-ﾓ-13-11 モダン日本 第13巻第11号 モダン日本社 昭和17.11(1942.11) 71p 26cm 少年　p12～18

ｲZ-ﾕ-2 唯物論研究 第2号（1932年12月
号）

唯物論研究
会

昭和7.12(1932.12) 137p 22cm 我国宗教擁護論の特質とその
理論の検討（巖木勝）　p87～
99

ｲZ-ﾕ-57 唯物論研究 第57号（1937年7月
号）

唯物論研究
会

昭和12.6(1937.6) 158,12p 22cm 傳統の考察（巌木勝）　p6～
18，ブックレヴュー・Ｎ．コン
ラード著、早川二郎訳「奈良時
代の土地制度」（巌木勝）
p142～143

ｲZ-ﾕ-5 唯物論研究復刻版月報 5 青木書店 昭和48.7(1973.7) 8p 21cm 戸坂・本間・唯研　p4～6

ｲZ-ﾕ-132 ゆきぐに 第132号 雪国社 昭和47.7(1972.7) 52p 25cm 烈風のなかの先達　p35～36
ｲZ-ﾕ-34 ゆきぐに短歌 第34・35号（第8巻第

2・3号）
雪国社 昭和59.5(1984.5) 65p 22cm 技巧を超えた、真実に惹かれ

る p14
増頁付録p66-67

ｲZ-ﾗ-1 らくがき帳 1 新婦人の会
奥田班

昭和39.6(1964.6) 22p 26cm 「飛入り」　p9

ｲZ-ﾘ-７ 流域 第7号 日本民主主
義文学同盟
埼玉東部支
部

平成4.8(1992.8) 98p 21cm 文学との出会い　p88～96

ｲZ-ﾚ-22-3 令女界 第22巻第3号（昭和
18年3月号）

寶文館 昭和18.3(1943.3) 106p 21cm 女性の士氣　p44～46

ｲZ-ﾜ-7 輪 Ｎｏ.7 〔野の声編集
部〕

平成9.10(1997.10) 1冊 26cm 窮鼡に非ず窮人か

ｲZ-ﾜ-3-5 若い農業 第3巻第5号（昭和23
年5月号）

新靑年文化
協會

昭和23.5(1948.5) 40p 26cm 第五番目の階級　p32～39

ｲZ-ﾜ-3-5 若い農業 第3巻第5号（昭和23
年5月号）

新靑年文化
協會

昭和23.5(1948.5) 40p 26cm 第五番目の階級　p32～39

ｲZ-ﾜ-3-6 若い農業 第3巻第6号（昭和23
年6月号）

若い農業社 昭和23.6(1948.6) 40p 26cm 第五番目の階級　p34～38

ｲZ-ﾜ-3-7 若い農業 第3巻第7号（昭和23
年7月号）

若い農業社 昭和23.7(1948.7) 40p 26cm 第五番目の階級　p34～39

ｲZ-ﾜ-3-9 若い農業 第3巻第9号（昭和23
年9月号）

若い農業社 昭和23.9(1948.9) 48p 26cm 第五番目の階級　p40～47
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ｲZ-ﾜ-3-10 若い農業 第3巻第10号（昭和
23年10月号）

若い農業社 昭和23.10(1948.10) 48p 26cm 第五番目の階級　p42～47

ｲZ-ﾜ-3-11 若い農業 第3巻第11号（昭和
23年11月号）

若い農業社 昭和23.11(1948.11) 52p 26cm 第五番目の階級　p46～51

ｲZ-ﾜ-3-12 若い農業 第3巻第12号（昭和
23年12月号）

若い農業社 昭和23.12(1948.12) 48p 26cm 第五番目の階級　p42～47

ｲZ-ﾜ-4-11 若い農業 第4巻第11・12号（昭
和24年11～12月号）

若い農業社 昭和24.12(1949.12) 64p 26cm 第五番目の階級　p56～61

ｲZ-ﾜ-5-1 若い農業 第5巻第1号（昭和25
年1月号）

若い農業社 昭和25.1(1950.1) 80p 26cm 第五番目の階級　p74～79

ｲZ-ﾜ-5-2 若い農業 第5巻第2号（昭和25
年2月号）

若い農業社 昭和25.2(1950.2) 52p 26cm 第五番目の階級　p46～52

ｲZ-ﾜ-5-4 若い農業 第5巻第4・5号（昭和
25年5月号）

若い農業社 昭和25.5(1950.5) 58p 26cm 第五番目の階級　p55～58

ｲZ-ﾜ-16-5 若草 第16巻第5号（昭和
15年5月号）

寶文館 昭和15.5(1940.5) 140p 22cm 歴史文學の一収穫　p88～91
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