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002-ﾌﾕ 学問のすゝめ　（講談社文庫） 福沢諭吉／〔著〕　土
橋俊一／校訂・校注

講談社 昭和47.5(1972.5) 199p 15cm

019-ﾆ 読書案内　中学・高校編 日本文学協会／編 大修館書店 昭和56.11(1981.11) 359p 22cm 「空気がなくなる日　岩倉政治」
（夏目武子筆）掲載　便箋2枚挟
み込みあり

023.1-ﾆｱ 仏教書出版三六〇年 西村明／編集 法蔵館 昭和53.11(1978.11) 102,71p 22cm
023.1-ﾆｼ 仏教書とともに 西村七兵衛／〔著〕 法蔵館 昭和62.5(1987.5) 102p 23cm
031-ﾀ-6 大思想エンサイクロペヂア　6 春秋社 昭和4.5(1929.5) 378p 23cm
031-ﾀ-10 大思想エンサイクロペヂア　10 春秋社 昭和3.1(1928.1) 392p 23cm
031-ﾀ-23 大思想エンサイクロペヂア　23 春秋社 昭和5.2(1930.2) 260p 23cm
031-ﾀ-26 大思想エンサイクロペヂア　26 春秋社 昭和3.10(1928.10) 338p 23cm
061-ﾌ-68 文化運動便覧　’68 文化団体連絡会議／

編集
文化団体連絡
会議

昭和43.8(1968.8) 670p 19cm

070-ﾏｿ-1 松浦総三の仕事　1　マスコミのな
かの天皇

松浦総三／著 大月書店 昭和59.9(1984.9) 283p 20cm

080-ｾ-3 世界大思想全集　3 エピクテータス／著
アウレリウス／著　セ
ネカ／著

春秋社 昭和2.7(1927.7) 214,176,1
74p

20cm

080-ｾ-52 世界大思想全集　52　東西宗敎
文獻篇

野々村戒三／訳 春秋社 昭和4.4(1929.4) 505p 20cm 挟み込みあり

080-ｾ-54 世界大思想全集　54　日本思想 井箟莭三／編 春秋社 昭和2.5(1927.5) 57,452p 20cm
081-ｼｼ 「唯物論全書」と現代　唯物論全

書別巻
芝田進午／編　 鈴木
正／編　祖父江正二
／編

久山社 平成3.5(1991.5) 324p 19cm 巌木勝「仏教論」田中収著掲載

081-ﾄｼ-2 戸坂潤全集 第2巻 戸坂潤／著 勁草書房 昭和41.2(1966.2) 445p 22cm
081-ﾆ-5 講座現代人の科学　5　唯物論の

新しい考えかた
日本科学者会議／編 大月書店 昭和50.10(1975.10) 253p 19cm

081-ﾌ-3 文科大學講座 3　支那哲學 浦川源吾／著 玉川學園出版 昭和5.12(1930.12) 215,107p 23cm
103.3-ｲﾀ 哲學用語辭典　増補版　（青木文

庫）
出隆／編　古在由重
／編

青木書店 昭和26.5(1951.5) 289,25p 15cm

104-ｱｻ 哲學の探求 赤岩榮／ほか著 河出書房 昭和23.7(1948.7) 314p 19cm
104-ｺ 自然とは何か 国際文化研究所日本

支部／編
法蔵館 昭和59.11(1984.11) 368p 22cm

104-ｾﾕ 哲学ものがたり （新日本新書） 関幸夫／著 新日本出版社 平成3.3(1991.3) 206p 18cm
104-ﾊｼ 自由と生きがいの哲学 林田茂雄／著 白石書店 昭和61.2(1986.2) 205p 19cm 挟み込みあり
104-ﾊｼ 自由と生きがいの哲学 林田茂雄／著 白石書店 昭和61.2(1986.2) 205p 19cm
108-ｹ-7 現代哲學全集 第7巻　印度哲學 宇井伯壽／著 日本評論社 昭和11.2(1936.2) 360,20p 19cm
111.6-ｱﾐ 唯物論とはなにか 秋間実／著 新日本出版社 昭和49.3(1974.3) 233p 19cm
111.6-ｺﾖ 戦時下の唯物論者たち 古在由重／著 青木書店 昭和57.12(1982.12) 220p 20cm
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111.6-ｺﾖ 唯物論史序説 古在由重／著 伊藤書店 昭和22.11(1947.11) 276p 22cm
111.6-ﾄ 現代の唯物論研究 東京唯物論研究会／ 合同出版 昭和52.7(1977.7) 289p 20cm
111.6-ﾕ-3 唯物論研究　3　復刻版 唯物論研究復刻刊行

会／編集
青木書店 昭和48.3(1973.3) 1冊 22cm

111.6-ﾕ-6 唯物論研究　6　復刻版 唯物論研究復刻刊行
会／編集

青木書店 昭和48.9(1973.9) 1冊 22cm

111.6-ﾕ-9 唯物論研究　9　復刻版 唯物論研究復刻刊行
会／編集

青木書店 昭和49.3(1974.3) 1冊 22cm

111.6-ﾕ-19 唯物論研究　別巻 唯物論研究復刻刊行
会／編集

青木書店 昭和51.4(1976.4) 126p 22cm

113-ｵｷ 近代的世界観の展開　近代哲学
思想史

大橋精夫／著　島田
豊／著

青木書店 昭和41.6(1966.6) 406p 19cm

113-ｸﾋ 共に生きる倫理 倉田百三／著 大東出版社 昭和16.10(1941.10) 218p 19cm
113-ﾀﾓ 世界観の歴史 高田求／著 学習の友社 〔出版年不明〕 260p 18cm
113.3-ﾏｼ 理性とヒューマニズム　（国民文 真下信一／著 大月書店 昭和51.9(1976.9) 204p 15cm
115.3-ﾅｱ 理性の復権 （新日本新書） 仲本章夫／著 新日本出版社 昭和60.2(1985.2) 174p 18cm
116.4-ｱﾏ 自由について 鰺坂真／著 大月書店 昭和56.4(1981.4) 242p 20cm
116.4-ｸｿ 反宗教運動否認の理論的根拠

改訂
楠原祖一郎／著 文化時報社出

版部
昭和6.7(1931.7) 38p 22cm

116.4-ｺ-1 講座マルクス主義哲学　1 古在由重／編著 青木書店 昭和44.8(1969.8) 286p 20cm
116.4-ｺ-2 講座マルクス主義哲学　2 島田豊／編著 青木書店 昭和44.3(1969.3) 309p 20cm
116.4-ｺ-3 講座マルクス主義哲学　3 芝田進午／編著 青木書店 昭和44.6(1969.6) 321p 20cm

116.4-ｺ-4 講座マルクス主義哲学　4 秋間実／編著 青木書店 昭和44.5(1969.5) 297p 20cm
116.4-ｺ-5 講座マルクス主義哲学　5 森宏一／編著 青木書店 昭和44.4(1969.4) 321p 20cm
116.4-ｺﾓ-1 弁証法的唯物論入門　第1巻　唯

物論と弁証法
モーリス・コーンフォー
ス／著　小松摂郎／
訳 理論社編集部／

理論社 昭和38.8(1963.8) 270p 18cm

116.4-ｺﾓ-2 弁証法的唯物論入門　第2巻　史
的唯物論

モーリス・コーンフォー
ス／著　白井泰四郎
／ほか訳

理論社 昭和38.8(1963.8) 310p 18cm

116.4-ｺﾓ 唯物論と弁証法 モーリス・コーンフォー
ス／著 小松摂郎／

理論社 昭和29.7(1954.7) 207p 18cm

116.4-ｺﾓ 唯物論と弁証法 モーリス・コーンフォー
ス／著　小松摂郎／
訳

理論社 昭和29.7(1954.7) 207p 18cm

116.4-ｾﾎ 物の考え方学び方 薛暮橋／著　尾崎庄
太郎／訳

駿台社 昭和26.11(1951.11) 100p 19cm

116.4-ｿ-1 哲学教程　第1分冊　（合同新書） ソ連邦科学院哲学研
究所／著　森宏一／
訳 寺沢恒信／訳

合同出版社 昭和34.3(1959.3) p1-318 18cm
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116.4-ｿ-2 哲学教程　第2分冊　（合同新書） ソ連邦科学院哲学研
究所／著　森宏一／
訳 寺沢恒信／訳

合同出版社 昭和34.5(1959.5) p319-566 18cm

116.4-ｿ-3 哲学教程　第3分冊　（合同新書） ソ連邦科学院哲学研
究所／著　森宏一／
訳 寺沢恒信／訳

合同出版社 昭和34.6(1959.6) p567-806 18cm

116.4-ﾀｼ-3 人民の哲學 下 高橋庄治／著 正旗社 昭和23.5(1948.5) 256p 18cm
116.4-ﾀｼ ものの見方考え方 高橋庄治／著 文理書院 昭和39.1(1964.1) 240p 19cm
116.4-ﾀｼ ものの見方考え方　増補改訂新 高橋庄治／著 文理書院 昭和56.4(1981.4) 271p 19cm
116.4-ﾃﾂ 唯物論の学習 寺沢恒信／編著 河出書房新社 昭和38.9(1963.9) 262,2p 18cm
116.4-ﾃﾖ 辯證法的唯物觀　（改造文庫） ヨゼフ・ディーツゲン／

著 山川均／訳
改造社 昭和4.2(1929.2) 194p 16cm

116.4-ﾅﾕ 弁証法的唯物論入門　（新日本
新書）

中原雄一郎／著 新日本出版社 昭和40.11(1965.11) 219p 18cm

116.4-ﾅﾕ 弁証法的唯物論入門　（新日本
新書）

中原雄一郎／著 新日本出版社 昭和40.11(1965.11) 219p 18cm

116.4-ﾆｶ 唯物論の歴史 （新日本新書） 西本一夫／著 新日本出版社 昭和45.10(1970.10) 235p 18cm
116.4-ﾆｶ 唯物論の歴史 （新日本新書） 西本一夫／著 新日本出版社 昭和45.10(1970.10) 235p 18cm
116.4-ﾓｺ 世界観と生き方 森宏一／著 日本青年出版 昭和43.7(1968.7) 160p 19cm
116.4-ﾚﾌ-1 唯物論と経験批判論　第1冊

（国民文庫）
レーニン／著　寺沢恒
信／訳

国民文庫社 昭和28.11(1953.11) p1-261 15cm

116.4-ﾚﾌ-2 唯物論と経験批判論　第2冊
（国民文庫）

レーニン／著　寺沢恒
信／訳

大月書店 昭和30.10(1955.10) p262-
522,1-33

15cm

118-ﾅｹ 文化について 中島健藏／著 六興商會出版 昭和17.4(1942.4) 203p 19cm
121-ｲﾃ 日本精神の本質 井上哲次郎／著 大倉廣文堂 昭和9.10(1934.10) 387,26p 19cm
121.0-ｵｲ 日本哲學史 岡田怡川／著 文書堂 昭和4.11(1929.11) 434p 17cm
121.0-ﾓｼ-1 日本思想史 上 （新日本新書） 守本順一郎／著 新日本出版社 昭和49.11(1974.11) 175p 18cm
121.0-ﾓｼ-2 日本思想史　中　（新日本新書） 守本順一郎／著　岩

間一雄／編
新日本出版社 昭和56.3(1981.3) 202p 18cm

121.5-ｱｼ-1 安藤昌益全集　1 〔安藤昌益／著〕　安
藤昌益研究会／編
集・執筆

農山漁村文化
協会

昭和57.10(1982.10) 323p 22cm

121.5-ｱｼ-6 安藤昌益全集　6 〔安藤昌益／著〕　安
藤昌益研究会／編
集・執筆

農山漁村文化
協会

昭和58.3(1983.3) 395p 22cm

121.5-ｷﾀ 山鹿素行の配所殘筆 紀平正美／執筆 内閣印刷局 昭和15.7(1940.7) 104p 15cm
121.6-ｼ ニューアカデミズム　その虚像と

実像
新日本出版社編集部
／編

新日本出版社 昭和60.6(1985.6) 328p 19cm

121.6-ﾄｼ 科学的精神の探求　（新日本新 戸坂潤／著 新日本出版社 昭和47.12(1972.12) 222p 18cm
121.6-ﾆｷ 日本文化の問題　（岩波新書） 西田幾多郎／著 岩波書店 昭和15.3(1940.3) 151p 18cm
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124.2-ｳﾃ 老子列子　現代語譯 宇野哲人／監修　野
村岳陽／訳

坂東書院 昭和5.6(1930.6) 444p 20cm

124.2-ﾛ 老子 （岩波文庫） 武内義雄／訳註 岩波書店 昭和13.3(1938.3) 149p 16cm
126-ｷﾀ 印度哲學・佛敎思想史 木村泰賢／著 甲子社書房 昭和5.8(1930.8) 357p 23cm
130-ｾ 世界大思想家選集　アウグスティ

ヌス篇
佐野勝也／〔編〕 第一書房 昭和15.10(1940.10) 359p 19cm

130.2-ﾊｾ 西洋哲學史要 波多野精一／著 大日本圖書 大正15.9(1926.9) 366p 23cm
130.2-ﾌｶ-2 哲學史入門　下巻 カール・フォルレンダ

ア／著 廣島定吉／
高山書院 昭和21.7(1946.7) p257-485 18cm

131.4-A-8 ＴHE　ＷＯＲＫＳ　ＯＦ　ＡＲＩＳＴＯＴ
ＬＥ　ＶＯＬＵＭＥ　Ⅷ　ＭＥＴＡＰＨＹ
ＳＩＣＡ

ＡＲＩＳＴＯＴＬＥ／著 ＯＸＦＯＲＤ　ＡＴ
ＴＨＥ　ＣＬＡＲＥ
ＮＤＯＮ　ＰＲＥ

昭和3.　(1928.) 1冊 23cm

133-ﾀｻ 現代の哲學 高橋里美／著 岩波書店 大正10.11(1921.11) 420p 20cm
134.5-ｴﾌ フォイエルバッハ論　（国民文庫） エンゲルス／著　出隆

／訳 藤川覚／訳
国民文庫社 昭和29.5(1954.5) 120,23p 15cm

134.5-ｼﾏ 唯一者とその所有　（改造文庫） マツクス・ステイルネ
ル／著 辻潤／訳

改造社 昭和4.8(1929.8) 551p 15cm

134.5-ﾌﾙ 將來の哲學の根本命題　（岩波
文庫）

フォイエルバッハ／著
植村晋六／訳

岩波書店 昭和5.1(1930.1) 192p 16cm

134.6-ｼｱ ショーペンハゥエル論文集 〔ショーペンハウエル
／著〕　佐久間政一／

春秋社 昭和15.11(1940.11) 389,7p 19cm

134.9-ﾆﾌ ツァラトゥストラ フリイドリッヒ・ニイチェ
／〔著〕　生田長江／

新潮社 明治44.10(1911.10) 609p 23cm

135.2-ﾀﾏ スピノザ研究 立花勝／著 同朋舎 昭和51.6(1976.6) 261p 22cm
135.2-ﾊﾌ 愛の情念に關する説 パスカル／著　津田穰

／訳
養德社 昭和22.7(1947.7) 122p 19cm

135.2-ﾊﾌ-1 パスカル冥想録 上 由木康／訳 白水社 昭和22.7(1947.7) 295p 19cm
138-ﾚﾌ-1 哲学ノート　上　（国民文庫） ヴェ・イ・レーニン／著

全集刊行委員会／訳
大月書店 昭和39.10(1964.10) p1-324 15cm

138-ﾚﾌ-2 哲学ノート　下　（国民文庫） ヴェ・イ・レーニン／著
全集刊行委員会／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) p325-618 15cm

139.3-ｷｾ 死に至る病　改版　（岩波文庫） キェルケゴール／著
斎藤信治／訳

岩波書店 昭和32.6(1957.6) 235p 15cm

150-ｽｼ 選集 倫理御進講草案 杉浦重剛／〔著〕 第一書房 昭和13.10(1938.10) 428p 19cm
150-ｾﾊ 社会主義と倫理　新装版 ハワード・セルサム／

著 藤野渉／訳
理論社 昭和43.2(1968.2) 341p 19cm

152.1-ｶｴ 戀愛論 カーペンター／〔著〕
山川菊榮／訳

三興書林 昭和21.12(1946.12) 181p 19cm

155-ｻｷ 天皇とプロレタリア 里見岸雄／著 アルス 昭和4.11(1929.11) 321p 19cm
155-ﾂｾ 歴代詔勅選集 辻善之助／編　森末

義彰／編
目黑書店 昭和19.2(1944.2) 305p 20cm

156-ﾊ 葉隠 （角川文庫） 奈良本辰也／訳編 角川書店 昭和48.5(1973.5) 306p 15cm
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157.2-ﾆｿ 解説二宮尊徳翁全集　訓話傳記
篇

〔二宮尊徳／著〕 二宮尊德翁全
集刊行曾

昭和12.4(1937.4) 590p 22cm

159-ｲｺ-8 人生創造思想體系　第8巻　創造
原理論集

石丸梧平／著 人生創造社 昭和3.3(1928.3) 212p 19cm

159-ｳｳ-1 どうしたら幸福になれるか　上
（岩波新書）

Ｗ.Ｂ.ウルフ／著　周
郷博／訳

岩波書店 昭和35.12(1960.12) 222p 18cm

159-ｳｳ-2 どうしたら幸福になれるか　下
（岩波新書）

Ｗ.Ｂ.ウルフ／著　周
郷博／訳

岩波書店 昭和36.2(1961.2) 237p 18cm

159-ｸﾀ 一日一言 人類の知恵　（岩波新 桑原武夫／編 岩波書店 昭和31.12(1956.12) 215,5p 17cm
159-ﾀﾓ 新人生論ノート 高田求／著 新日本出版社 昭和54.4(1979.4) 245p 19cm
159.7-ﾏｼ 君たちは人間だ 真下信一／著 新日本出版社 昭和58.12(1983.12) 254p 20cm
159.7-ﾏｼ 時代に生きる思想　（新日本新 真下信一／著 新日本出版社 昭和46.10(1971.10) 222p 18cm
159.8-ｼ 昭文世界金言名言事典 昭文社企画部辞典編

集課／編集
昭文社 昭和54.10(1979.10) 316p 13cm

160-ｶｶ 捨身飼虎 亀井勝一郎／著 筑摩書房 昭和15.11(1940.11) 247p 19cm
160-ﾎｶ プロレタリア宗敎理論 本莊可宗／著 大鳳閣書房 昭和5.9(1930.9) 390p 20cm
160-ﾔｹ 宗教と人生・文学 柳田謙十郎ほか／編 五月書房 昭和26.10(1951.10) 262p 19cm
160.4-ｸｺ 宗教　その起原と役割　（新日本

新書）
蔵原惟人／著 新日本出版社 昭和53.5(1978.5) 195p 18cm

160.4-ｸｺ 宗教と共産主義についての対話 蔵原惟人／編 新日本出版社 昭和51.1(1976.1) 230p 19cm
160.4-ｻｱ 宗教と政治反動 佐木秋夫／著 新日本出版社 昭和55.8(1980.8) 293p 20cm
160.4-ｼ 宗教と日本共産党 日本共産党中

央委員会出版
昭和50.10(1975.10) 113p 19cm

160.4-ｽﾀ 宗教と社会 鈴木大拙／〔述〕 〔大谷大学〕 平成1.7(1989.7) 16p 26cm

160.4-ｽﾀ 文化と宗教 鈴木大拙／著 信道會館 昭和18.2(1943.2) 491p 18cm
160.4-ﾀｹ 古い住処を出て大地を踏みしめ

よ
高橋佳子／著 三宝出版 昭和58.8(1983.8) 213p 19cm

160.4-ﾀｹ レボリューション 高橋佳子／著 三宝出版 平成9.4(1997.4) 431p 19cm
160.4-ﾆ 日本共産党と宗教問題　（新日本

文庫）
日本共産党／著 新日本出版社 昭和54.5(1979.5) 166p 15cm

160.4-ﾋﾀ 宗教と民主政治 日隈威徳／著 白石書店 平成9.3(1997.3) 302p 20cm
160.4-ﾋﾀ 宗教についての対話 日隈威徳／編 新日本出版社 昭和63.8(1988.8) 278p 19cm
160.4-ﾏ マルクス＝エンゲルス＝レーニン

宗教論 （青木文庫）
土屋保男／編訳 青木書店 昭和39.4(1964.4) 195,40p 15cm

160.4-ﾔｹ 世界の諸宗敎 柳田謙十郎／ほか編 五月書房 昭和27.1(1952.1) 264p 19cm
160.4-ﾚﾌ 宗敎について レーニン／著　佐野學

／訳
希望閣 昭和3.4(1928.4) 110p 20cm

161-ｳｴ 宗敎學 宇野圓空／著 岩波書店 昭和6.9(1931.9) 350p 20cm

5 



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 備考

161.1-ﾌｵ 宗教哲學史 オットー・プフライデ
ラー／著 伊達保美

早稻田大學出
版部

昭和3.11(1928.11) 861p 23cm

162.1-ｺﾋ 生き神の思想史　日本の近代化
と民衆宗教

小沢浩／著 岩波書店 昭和63.8(1988.8) 308p 19cm 「宮城での歯科活動」岩倉政城著
掲載

162.1-ｻﾋ 日本宗敎思想史 三枝博音／著　鳥井
博郎／著

三笠書房 昭和13.5(1938.5) 311p 22cm

162.1-ﾂｾ 増補再訂日本宗敎史 土屋詮敎／著 敬文堂書店 昭和8.1(1933.1) 826,108p 23cm
162.1-ﾋﾀ 現代宗教論 日隈威徳／著 白石書店 昭和58.1(1983.1) 222p 20cm
162.1-ﾎｲ-2 日本宗教史研究　2　宗教・習俗

の生活規制
堀一郎／著 未来社 昭和38.5(1963.5) 362p 22cm

167.3-ｾ-1 コーラン經　上 世界聖典全集刊行會
／編輯

世界聖典全集
刊行會

大正9.3(1920.3) 419p 23cm

167.3-ｾ-2 コーラン經　下 世界聖典全集刊行會
／編輯

世界聖典全集
刊行會

大正9.9(1920.9) 428p 23cm

169.2-ﾋﾀ 勝共連合 (新日本新書) 日隈威徳／著 新日本出版社 昭和59.9(1984.9) 221p 18cm
173-ｵ 神典　4版 大倉精神文化研究所

／編輯
躬行會 昭和17.7(1942.7) 2156p 18cm

176-ｾｹ 祝詞・壽詞 （岩波文庫） 千田憲／編 岩波書店 昭和10.2(1935.2) 82p 16cm
180-ﾎｹ 仏教 星野元豊／著　森龍

吉／著
靑木書店 昭和32.5(1957.5) 241p 19cm

180-ﾎｹ 仏教 星野元豐／著　森龍
吉／著

青木書店 昭和32.5(1957.5) 241p 19cm

180.3-ﾄﾀ 新編佛敎辭典 常盤大定／監修　境
野黄洋／監修

大東出版社 昭和8.7(1933.7) 1275p 15cm

180.4-ｲﾉ 仏教とマルキシズム 稲葉襄／編 創元社 昭和41.8(1966.8) 226p 19cm
180.4-ﾐｼ 不動心と佛教 改訂版 宮本正尊／著 有光社 昭和17.9(1942.9) 376p 19cm
180.4-ﾑｾ-1 佛敎統一論 第1編　大綱論 村上專精／著 金港堂書籍 明治44.10(1911.10) 480p 23cm
181-ｱﾏ 根本佛敎 姊崎正治／著 博文館 昭和5.2(1930.2) 396,64p 23cm
181-ｻｹ 佛敎概論 増訂 佐々木月樵／述 丁子屋書店ほ 大正15.9(1926.9) 294p 20cm
181-ｽﾀ 日本的靈性 鈴木大拙／著 大東出版社 昭和19.12(1944.12) 355p 22cm
181-ｽﾀ 佛敎の大意 鈴木大拙／著 法藏舘 昭和59.7(1984.7) 126p 19cm
181-ﾀｼ 佛敎とは何ぞや 高楠順次郎／訳評 大雄閣 昭和8.7(1933.7) 324p 20cm
181.0-ﾜﾃ 原始佛敎の實踐哲學 和辻哲郎／著 岩波書店 昭和2.2(1927.2) 461p 23cm
182.1-ｵﾋ 大地の仏者 大桑斉／著　福島和

人／著
能登印刷株式
会社出版部

昭和58.1(1983.1) 208p 19cm

182.1-ｵﾋ 大地の仏者 大桑斉／著　福島和
人／著

能登印刷株式
会社出版部

昭和58.1(1983.1) 208p 19cm

182.1-ｵﾋ 大地の仏者 大桑斉／著　福島和
人／著

能登印刷株式
会社出版部

昭和58.1(1983.1) 208p 19cm メモ1枚挟み込みあり

182.1-ｶﾀ 日本佛敎史觀 金子大榮／著 岩波書店 昭和15.4(1940.4) 481p 23cm
182.8-ﾔｼ 佛弟子傳 第5版 山邊習學／著 無我山房ほか 昭和3.4(1928.4) 582p 23cm
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183-ｵ 佛典基礎學敎科書　華嚴之部・
般若之部

大谷大學／編纂 大谷大學 大正14.4(1925.4) 139,4,58,4
p

23cm

183-ｼ-6 昭和新纂國譯大藏經　經典部第
6巻

昭和新纂國譯大藏經
編輯部／編纂

東方書院 昭和4.3(1929.3) 546p 19cm

183-ﾅ 襌宗信徒日課要集 永田文昌堂編集部／
編集

永田文昌堂 昭和36.4(1961.4) 7枚 18cm

183-ﾅ 不動尊秘密陀羅尼經 永田文昌堂編集部／
編集

永田文昌堂 昭和40.9(1965.9) 8枚 18cm

183-ﾌ 新譯佛敎聖典 佛敎協會／編纂 新譯佛敎聖典
普及曾

大正14.7(1925.7) 1613p 18cm

183.1-ｵ 佛典基礎學敎科書　阿含之部 大谷大學／編纂 大谷大學 大正13.7(1924.7) 103,11p 22cm
183.2-ｲｾ 般若心経を解く 今村誠治／著 大陸書房 昭和57.6(1982.6) 226p 20cm
183.2-ｵ 佛典基礎學敎科書　般若之部 大谷大學／編纂 大谷大學 大正14.9(1925.9) 58p 22cm
183.2-ｶ 觀世音普門品 般若心經 森江書店 大正14.11(1925.11) 7枚 18cm
183.3-ｵ 佛典基礎學敎科書　法華之部・

涅槃之部
大谷大學／編纂 大谷大學 大正13.6(1924.6) 110,6,186,

4p
23cm

183.5-ｲｹ 他力本願　大無量壽經 石上玄一郎／著　結
城令聞／著

法藏館 昭和32.11(1957.11) 239p 19cm

183.5-ｻﾊ 悲劇を機縁として　觀無量壽經 佐藤春夫／著　石田
充之／著

法藏館 昭和32.9(1957.9) 239p 19cm

183.5-ﾏﾖ 私訳浄土三部経 松田良夫／著 五月書房 昭和46.10(1971.10) 125p 19cm
183.6-ﾐﾏ 現代意譯楞伽經 三井晶史／訳著 佛敎經典叢書

刊行會
大正12.4(1923.4) 288，16p 19cm

183.9-ﾊﾘ-1 國譯一切経 中觀部1 羽溪了諦／訳 大東出版社 昭和5.6(1930.6) 439，4p 23cm
184.9-ｶ 蓮如の里　吉崎のむかし話　第4

版
金津町文化財保護委
員会／編

金津町教育委
員会

平成1.7(1989.7) 90p 21cm

188.4-ﾊｻ 言泉集 東大寺北林院本 畑中栄／編 古典文庫 平成12.2(2000.2) 507p 17cm
188.6-ｸﾋ 法然と親鸞の信仰　再版 倉田百三／著 大東出版社 昭和17.8(1942.8) 335p 19cm
188.6-ﾏﾁ 法然上人 前田聽瑞／著 弘文堂書房 昭和16.2(1941.2) 183p 18cm
188.7-ｱｷ 蓮如 吉崎御坊と門徒 朝倉喜祐／著 八千代印刷 平成1.4(1989.4) 174p 19cm
188.7-ｲ 意譯和讃・小部集 意譯眞宗聖典刊行會

／編集
法藏館 昭和31.1(1956.1) p343-689 19cm

188.7-ｲｴ-1 歎異抄の世界 1 伊東慧明／著 文栄堂書店 昭和41.11(1966.11) 246p 18cm
188.7-ｲｴ-1 歎異抄の世界 1 伊東慧明／著 文栄堂書店 昭和41.11(1966.11) 246p 18cm
188.7-ｲｴ-2 歎異抄の世界 2 伊東慧明／著 文栄堂書店 昭和42.3(1967.3) 255p 18cm
188.7-ｲｼ 現代に生きる親鸞 井上信一／著 実業之世界社 昭和32.5(1957.5) 276p 19cm
188.7-ｲﾋ 蓮如　聖俗具有の人間像　（岩波

新書）
五木寛之／著 岩波書店 平成6.7(1994.7) 195p 18cm

188.7-ｲﾌ 『歎異抄』断想 稲垣不二麿／著 探究社 昭和59.10(1984.10) 130p 19cm
188.7-ｳｼ 尊號眞像銘文講義 梅原眞隆／著 專長寺文書傳

導部
昭和25.1(1950.1) 433p 19cm
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188.7-ｵ 同和・靖国問題と真宗 大阪教区教化セン
ター／編

大阪教区教化
センター

昭和60.6(1985.6) 116p 21cm

188.7-ｶｶ 親鸞 亀井勝一郎／著 新潮社 昭和19.2(1944.2) 254p 18cm
188.7-ｶｶ 親鸞 龜井勝一郎／著 百華苑 昭和22.9(1947.9) 235p 19cm
188.7-ｶｾ 愚禿譜 川上淸吉／著 惇信堂 昭和19.8(1944.8) 433p 22cm
188.7-ｶﾀ 敎行信證の概要 金子大榮／著 岩波書店 昭和2.8(1927.8) 271p 20cm
188.7-ｶﾀ 淨土の觀念 2版 金子大榮／著 文榮堂 昭和2.10(1927.10) 175p 20cm
188.7-ｶﾀ 真宗の教義及其歴史 金子大榮／著 無我山房 大正4.2(1915.2) 480p 22cm
188.7-ｶﾀ-1 歎異抄講話 前篇　2版 金子大榮／著 萠文社 昭和13.5(1938.5) 339p 19cm
188.7-ｶﾀ-2 歎異抄講話 後篇 金子大榮／著 萠文社 昭和10.11(1935.11) 421p 19cm
188.7-ｶﾕ 眞宗聖典 柏原祐義／編輯 法藏館 昭和10.4(1935.4) 975p 16cm
188.7-ｷﾃ 無常断章 清澤哲夫／著 法蔵館 昭和41.5(1966.5) 308p 20cm
188.7-ｷﾏ-1 清澤全集 第1巻　哲學及宗敎 〔清沢満之／著〕 無我山房 大正3.2(1914.2) 834,55p 23cm
188.7-ｷﾏ-2 清澤全集 第2巻　信仰及修養 〔清沢満之／著〕 無我山房 大正2.6(1913.6) 595p 23cm
188.7-ｸｷ 妙好人随聞 楠恭／著 光雲社 昭和62.2(1987.2) 340p 20cm
188.7-ｹ-1 現代語訳しんらん全集　1 普通社 昭和33.7(1958.7) 287p 19cm

188.7-ｺｻ 親鸞に出会う 高史明／〔ほか〕著 旺文社 昭和61.1(1986.1) 350p 22cm
188.7-ｻｹ 親鸞聖人傳 佐々木月樵／著 無我山房 明治43.2(1910.2) 796,16p 23cm
188.7-ｼ どちらがウソか 浄土真宗親鸞会／著 浄土真宗親鸞 昭和51.11(1976.11) 91p 18cm
188.7-ｼ ＴＨＥ　ＴＡＮＮＩＳＨＯ 〔親鸞／述〕　今立吐

醉／著
東方佛教協會 昭和3.8(1928.8) 6,28,51p 16cm

188.7-ｼ 〔歎異抄〕 〔親鸞／述〕　金子大
栄／〔校訂〕

岩波書店 昭和6.6(1931.6) 88p 16cm 表紙及び冒頭から4pまで欠

188.7-ｼﾀ 宗教と現代社会 信楽峻麿／著 法蔵館 昭和59.12(1984.12) 229p 19cm
188.7-ｼﾀ 宗教と現代社会 信楽峻麿／著 法蔵館 昭和59.12(1984.12) 229p 19cm
188.7-ｽｼ 親鸞における聖と俗との葛藤 鈴木宗憲／著 鈴木宗憲 〔出版年不明〕 20p 21cm 金沢経済大学論集第11巻第1号

抜刷
188.7-ｽﾀ 宗敎經驗の事實 鈴木大拙／著 大東出版社 昭和18.6(1943.6) 244p 19cm
188.7-ｿﾘ 親鸞の佛敎史觀 曾我量深／述 法文館 昭和11.9(1936.9) 178,11p 21cm
188.7-ｿﾘ-1 曾我量深集　上 〔曾我量深／著〕　真

宗教学研究所／編集
真宗大谷派出
版部

昭和52.12(1977.12) 258p 19cm

188.7-ｿﾘ-2 曾我量深集　下 〔曾我量深／著〕　真
宗教学研究所／編集

真宗大谷派出
版部

昭和53.2(1978.2) 279p 18cm

188.7-ｿﾘ 歎異抄聽記 曾我量深／著 大谷出版協曾 昭和22.6(1947.6) 422p 22cm
188.7-ﾀﾄ いのちの尊さが見えるまで 田代俊孝／〔述〕 善福寺 平成2.3(1990.3) 45p 21cm
188.7-ﾊｼ 親鸞の思想と生涯 林田茂雄／著 白石書店 昭和61.1(1986.1) 218p 19cm
188.7-ﾌｶ 近代日本の親鸞 福島和人／著 法蔵館 昭和48.5(1973.5) 291p 20cm
188.7-ﾌｶ 近代日本の親鸞 福島和人／著 法蔵館 昭和48.5(1973.5) 291p 20cm
188.7-ﾌﾄ 彼の国に生るる者 藤代聰麿／著 彌生書房 昭和62.6(1987.6) 229p 20cm
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188.7-ﾏﾉ 親鸞 真継伸彦／著 朝日新聞社 昭和50.11(1975.11) 215p 20cm 挟み込み（新聞）あり
188.7-ﾏﾖ 親鸞の妻恵信尼公 松田良夫／著 つむぎ社 昭和53.12(1978.12) 130p 19cm
188.7-ﾓﾘ 本願寺 （三一新書） 森龍吉／著 三一書房 昭和34.9(1959.9) 248p 18cm
188.7-ﾖﾀ 最後の親鸞 吉本隆明／著 春秋社 昭和51.10(1976.10) 155p 21cm
188.7-ﾖﾘ 浄土の開眼 吉田龍象／著 白道舎 昭和43.11(1968.11) 234p 22cm

188.7-ﾜﾂ 評伝清沢満之 脇本平也／著 法蔵館 昭和57.4(1982.4) 243p 20cm
188.8-SD ＥＳＳＡＹＳ　ＩＮ　ＺＥＮ　ＢＵＤＤＨＩ

ＳＭ
ＤＡＩＳＥＴＺ　ＴＥＩＴＡＲ
Ｏ　ＳＵＺＵＫＩ／著

ＬＵＺＡＣ　ＡＮＤ
ＣＯＭＰＡＮＹ

昭和2.　(1927.) 7,423p 23cm

188.8-SD ＳＴＵＤＩＥＳ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＬＡＮＫＡＶ
ＡＴＡＲＡ ＳＵＴＲＡ

ＤＡＩＳＥＴＺ　ＴＥＩＴＡＲ
Ｏ　ＳＵＺＵＫＩ／著

ＧＥＯＲＧＥ　Ｒ
ＯＵＴＬＥＤＧＥ
＆　ＳＯＮＳ，Ｌ

昭和5.　(1930.) 32,464p 23cm

188.8-SD Ｚｅｎ　Ｂｕｄｄｈｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｉｎｆｌ
ｕｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｌｔｕｒ
ｅ

Ｄａｉｓｅｔｚ　Ｔｅｉｔａｒｏ　Ｓ
ｕｚｕｋｉ／〔著〕

Ｔｈｅ　Ｅａｓｔｅｒｎ
Ｂｕｄｄｈｉｓｔ　Ｓｏ
ｃｉｅｔｙ

昭和13.5(1938.5) 12,288p 23cm

188.8-ｱｼ 鉄眼禅師 赤松晋明／著 弘文堂書房 昭和17.11(1942.11) 158p 18cm
188.8-ｱﾘ 鈴木大拙の言葉と思想　（講談社

現代新書）
秋月龍珉／著 講談社 昭和42.1(1967.1) 223p 18cm

188.8-ｵﾄ 道元の言葉 大久保道舟／著 東峰書房 昭和17.9(1942.9) 329p 19cm
188.8-ｺｽ 白隱禪師毒語心經講話 後藤瑞巌／述 勸銀禪話曾 昭和15.8(1940.8) 277p 19cm
188.8-ｼ 十牛図 信道會館 昭和11.3(1936.3) 125p 20cm
188.8-ｽﾀ 一眞實の世界 鈴木大拙／著 近藤書店 昭和16.12(1941.12) 304p 19cm
188.8-ｽﾀ 校刊少室逸書及解説 鈴木大拙／校 安宅佛敎文庫 昭和11.6(1936.6) 2,90,71p 27cm
188.8-ｽﾀ 校刊少室逸書解説附録　達摩の

禪法と思想及其他
鈴木大拙／著 安宅佛敎文庫 昭和11.6(1936.6) 232p 27cm

188.8-ｽﾀ 随筆 禪 鈴木大拙／著 大雄閣 昭和3.3(1928.3) 506p 20cm
188.8-ｽﾀ-10 鈴木大拙全集 第10巻 鈴木大拙／著 岩波書店 昭和44.1(1969.1) 431p 22cm
188.8-ｽﾀ-30 鈴木大拙全集 第30巻 鈴木大拙／著 岩波書店 昭和45.12(1970.12) 669p 22cm
188.8-ｽﾀ-2 鈴木大拙・禅選集　2　禅問答と 鈴木大拙／著 春秋社 昭和35.1(1960.1) 164p 18cm
188.8-ｽﾀ-3 鈴木大拙・禅選集　3　禅による生 鈴木大拙／著 春秋社 昭和35.5(1960.5) 182p 18cm
188.8-ｽﾀ-4 鈴木大拙・禅選集　4　金剛経の

禅・禅への道
鈴木大拙／著 春秋社 昭和35.7(1960.7) 222p 19cm

188.8-ｽﾀ-5 鈴木大拙・禅選集　5　禅百題 鈴木大拙／著 春秋社 昭和35.3(1960.3) 166p 19cm
188.8-ｽﾀ-6 鈴木大拙・禅選集　6　禅堂の修

行と生活･禅の世界
鈴木大拙／著 春秋社 昭和35.8(1960.8) 190p 19cm

188.8-ｽﾀ 禪堂の修行と生活 鈴木大拙／著 森江書店 昭和10.3(1935.3) 271p 20cm
188.8-ｽﾀ 禪と日本文化　（岩波新書） 鈴木大拙／著　北川

桃雄／訳
岩波書店 昭和15.9(1940.9) 196p 18cm

188.8-ｽﾀ-2 禪と日本文化　續　（岩波新書） 鈴木大拙／著　北川
桃雄／訳

岩波書店 昭和17.10(1942.10) 212,2p 18cm
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188.8-ｽﾀ 禪と念佛の心理學的基礎 鈴木大拙／著 大東出版社 昭和12.4(1937.4) 250p 23cm
188.8-ｽﾀ 禪とは何ぞや 鈴木大拙／著 大雄閣 昭和5.6(1930.6) 2,3,306p 20cm
188.8-ｽﾀ 禪問答と悟り 鈴木大拙／著 近藤書店 昭和16.6(1941.6) 2,317p 19cm 原稿用紙挟み込み3枚あり
188.8-ｽﾀ 盤珪の不生禪 鈴木大拙／著 弘文堂書房 昭和15.3(1940.3) 2,2,181p 18cm
188.8-ｾ 澤菴禪師之研究 禪學會／編 大東出版社 昭和19.2(1944.2) 1,2,220p 19cm
188.8-ﾀﾀ 古佛道元 田中忠雄／著 不二書房 昭和17.9(1942.9) 5,2,191p 19cm
188.8-ﾊ 盤珪禅師語録　（岩波文庫） 盤珪／〔著〕　鈴木大

拙／編校
岩波書店 昭和16.9(1941.9) 283p 16cm

188.8-ﾊ 盤珪禪師語録　（岩波文庫） 盤珪／〔著〕　鈴木大
拙／編校

岩波書店 昭和16.9(1941.9) 294p 16cm 第3刷

188.8-ﾔｾ 禅思想 5版 （中公新書） 柳田聖山／著 中央公論社 昭和53.6(1978.6) 212p 18cm
188.9-ｱﾏ 法蕐經の行者日蓮 姊崎正治／著 博文館 大正9.8(1920.8) 6,9,572p 23cm
188.9-ｼﾜ 池田大作幻想の野望　小説『人

間革命』批判
七里和乗／著 新日本出版社 平成6.1(1994.1) 309p 19cm

191-ﾌﾙ-1 キリスト教の本質　上巻　（岩波文
庫）

フォイエルバッハ／著
船山信一／訳

岩波書店 昭和12.7(1937.7) 353,19p 16cm

193-H ＨＯＬＹ　ＢＩＢＬＥ 〔出版者不明〕 〔出版年不明〕 1冊 15cm 表・裏表紙欠
193.1-ｷ 舊約全書 10版 英國聖書會社 大正7.5(1918.5) 1258p 15cm
196.5-ﾅｳ リワイワル聖歌 中田羽後／編 東洋宣教会

ホーリネス教会
出版部

大正12.1(1923.1) 8,240,10p 20cm

201.1-ｺｴ-1 史的唯物論　第1冊 コンスタンチーノフ／
監修　ソ同盟科学院
哲学研究所／編　ソ
ヴェト研究者協会／訳

大月書店 昭和30.4(1955.4) 7,233p 18cm

201.1-ｺｴ-2 史的唯物論　第2冊 コンスタンチーノフ／
監修　ソ同盟科学院
哲学研究所／編　ソ
ヴェト研究者協会／訳

大月書店 昭和30.5(1955.5) 2,242p 18cm

201.1-ｺｴ-3 史的唯物論　第3冊 コンスタンチーノフ／
監修　ソ同盟科学院
哲学研究所／編　ソ
ヴェト研究者協会／訳

大月書店 昭和30.6(1955.6) 2,188p 18cm

201.1-ｺｴ-4 史的唯物論　第4冊 コンスタンチーノフ／
監修　ソ同盟科学院
哲学研究所／編　ソ
ヴェト研究者協会／訳

大月書店 昭和30.7(1955.7) 2,252p 18cm

201.1-ﾆｶ 史的唯物論入門　（新日本新書） 西本一夫／著 新日本出版社 昭和42.5(1967.5) 190p 18cm
201.1-ﾆｶ 史的唯物論入門　（新日本新書） 西本一夫／著 新日本出版社 昭和42.5(1967.5) 190p 18cm
201.1-ﾌﾆ 唯物史觀 ニコライ・ブハリン／著

富士辰馬／訳　横田
千元／訳

改造社 大正15.6(1926.6) 16,611p 20cm
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201.1-ﾌﾜ 史的唯物論と倫理学 藤野渉／著 新日本出版社 昭和47.2(1972.2) 396p 20cm
203.2-ｶﾀ 世界史年表 再訂増補版 亀井高孝／ほか編 吉川弘文館 昭和49.3(1974.3) 49p 16×22cm
203.2-ｽｼ 世界歴史大年表　改訂 鈴木俊／編　井上幸

治／編 宮城良造／
平凡社 昭和17.6(1942.6) 3,2,369,64

p
19cm

210-ﾏﾘ 滑稽日本史 町田柳塘／著 成光館 明治40.3(1907.3) 2,6,247p 22cm
210.3-ｶｶ 地図・図録・年表日本史 笠原一男／編 山川出版社 昭和51.4(1976.4) 136,23p 15×22cm
210.3-ｶｶ 日本史小年表 笠原一男／編　安田

元久／編
山川出版社 昭和47.12(1972.12) 225p 18cm

210.3-ｷｻ 日本文化史年表 淸原貞雄／著 中文館書店 昭和7.1(1932.1) 1冊 19cm
210.3-ｺｺ 日本史年表 増補版 児玉幸太／編 吉川弘文館 昭和49.3(1974.3) 48p 15×22cm
210.3-ﾀｶ 日本史辞典　14版 谷口五男／編　島田

次郎／編
昇龍堂出版 昭和51.8(1976.8) 300p 18cm

210.3-ﾚ-5 日夲歴史圖録　第5輯 歴史圖録刊行會／編
輯

歴史圖録刊行
會

昭和3.8(1928.8) 図版[16]
枚

28cm 図版1枚欠

210.3-ﾚ-6 日夲歴史圖録　第6輯 歴史圖録刊行會／編
輯

歴史圖録刊行
會

昭和3.10(1928.10) 図版[16]
枚

28cm 図版1枚欠

211-ｱｹ 大地に埋もれた歴史 甘粕健／〔著〕　田中
義昭／〔著〕　佐藤善
一／〔著〕

新日本出版社 270p 20cm

211-ｲｷ 日本の歴史 3版 井上清／著 三一書房 昭和29.5(1954.5) 357p 19cm
211-ｶﾌ-1 日本歴史 上 （新日本新書） 加藤文三／ほか著 新日本出版社 昭和40.7(1965.7) 231p 18cm
211-ｶﾌ-2 日本歴史 中 （新日本新書） 加藤文三／ほか著 新日本出版社 昭和42.5(1967.5) 299p 18cm
211-ｶﾌ-3 日本歴史 下 （新日本新書） 加藤文三／ほか著 新日本出版社 昭和43.11(1968.11) 297p 18cm
211-ｷﾁ 新訂神皇正統記　（改造文庫） 北畠親房／著　宮地

直一／校註
改造社 昭和15.11(1940.11) 329p 16cm

211-ｼｼ-3 民族日本歴史　封建編　新版 白柳秀湖／著 千倉書房 昭和18.5(1943.5) 12,21,478
p

19cm

211-ﾀ-7 大日本國民史　第7巻　皇政維新
時代

森谷秀亮／著 太陽閣 昭和12.5(1937.5) 2,17,429p 19cm

211-ﾀ-9 大日本國民史　第9巻　日淸戰役
時代

渡邊幾治郎／著 太陽閣 昭和12.9(1937.9) 2,14,414p 19cm

211-ﾀ-10 大日本國民史　第10巻　日露戰
役時代

櫻井忠温／著 太陽閣 昭和12.11(1937.11) 2,15,413p 19cm

211-ﾀ-11 大日本國民史　第11巻　世界大
戰時代

内田繁隆／著 太陽閣 昭和12.12(1937.12) 2,8,378p 19cm

211-ﾀｳ 日本開化小史 （改造文庫） 田口卯吉／著 改造社 昭和4.2(1929.2) 214p 16cm
211-ﾆ-1 日本の歴史 1 井上光貞／著 中央公論社 昭和40.2(1965.2) 528p 18cm
211-ﾆ-4 日本の歴史 第4巻　鎌倉武士 読売新聞社 昭和38.4(1963.8) 288p 18cm
211-ﾊｺ 日本歴史入門 橋本弘毅／訳 岩崎書店 昭和21.9(1946.9) 2,129p 18cm
211-ﾚ-2 日本歴史講座　第2巻 歴史學研究會／編

日本史研究會／編
東京大學出版
會

昭和40.11(1965.11) 291p 17cm
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213-ｲﾋ 古語拾遺　（岩波文庫） 斎部広成／〔撰〕　加
藤玄智／校訂

岩波書店 昭和4.2(1929.2) 102p 16cm

213-ﾐﾊ-1 日本古代社會　1 三島一／編修　石母
田正／編修　藤間生
大／編修

日本讀書購買
利用組合

昭和22.6(1947.6) 246p 19cm

214-ｾﾔ 國難と北條時宗 関靖／著 長谷川書房 昭和17.2(1942.2) 9,215p 19cm
214.6-ｶｶ 一向一揆 笠原一男／著 至文堂 昭和30.2(1955.2) 2,3,198p 19cm
216-ｲｷ-3 物語日本近代史　3 犬丸義一／著　中村

新太郎／著
新日本出版社 昭和46.10(1971.10) 413p 19cm

217-ｹﾏ-1 ニッポン日記　上 マーク・ゲイン／著
井本威夫／訳

筑摩書房 昭和26.11(1951.11) 5,2,2,212p 19cm

217-ｹﾏ-2 ニッポン日記　下 マーク・ゲイン／著
井本威夫／訳

筑摩書房 昭和26.11(1951.11) 5,245p 19cm

217-ﾅｹ 昭和時代 （岩波新書） 中島健蔵／著 岩波書店 昭和32.5(1957.5) 7,2,214p 18cm
217.5-ｺﾉ-1 太平洋戦争 上 （中公新書） 児島襄／著 中央公論社 昭和40.11(1965.11) 5,329p 18cm
217.5-ﾊｻ 太平洋戦争陸戦概史　（岩波新 林三郎／著 岩波書店 昭和26.3(1951.3) 2,11,307p 18cm
219.8-ﾏﾔ 南予の百姓一揆 松浦泰／著 愛媛民報社 昭和40.6(1965.6) 230p 18cm
222.0-ｼｾ 史記列傳　（研究社学生文庫） 司馬遷／〔著〕　岡本

優太郎／解釈
研究社 昭和16.9(1941.9) 2,1,6,257p 16cm

223.5-ﾆ カンボジア　悲劇の誕生そして新
生　（ＡＡらいぶらり）

日本アジア・アフリカ
連帯委員会／編

日本アジア・ア
フリカ連帯委員
会

昭和55.5(1980.5) 172p 18cm

230-ｸﾁ 最新研究西洋歴史 桑原親通／著 山海堂出版部 昭和4.12(1929.12) 1冊 18cm
235.0-ﾏｶ フランスにおける階級闘争　（国

民文庫）
マルクス／著　中原稔
生／訳

大月書店 昭和35.8(1960.8) 2,192,8p 15cm

235.0-ﾜｼ 神を信じていた者も神を信じてい
なかった者も

渡邊淳／著 ナウカ社 昭和26.1(1951.1) 7,229p 18cm

281-ｱｹ 辞世のことば 生きかたの結晶 赤瀬川原平／監修 講談社 平成4.5(1992.5) 383p 19cm
281-ｶｶ 日本人の死 龜井勝一郎／著 新潮社 昭和19.8(1944.8) 2,221p 18cm
281-ｼ 聞き書「母の歴史」 新日本婦人の会／編 新日本婦人の 平成4.5(1992.5) 306p 19cm 非合法活動で検挙（岩倉リイ）
281-ｼ 聞き書「母の歴史」 新日本婦人の会／編 新日本婦人の 平成4.5(1992.5) 306p 19cm 非合法活動で検挙（岩倉リイ）
288.1-ｵｱ 姓氏と家系 太田亮／著 創元社 昭和16.7(1941.7) 4,4,366p 19cm
288.4-ｶｶ 聖德太子 龜井勝一郎／著 創元社 昭和21.5(1946.5) 3,338p 19cm
288.4-ｶﾓ 上宮聖德法王帝説　（岩波文庫） 狩谷望之／證註　平

子尚／補校
岩波書店 昭和16.2(1941.2) 173p 16cm

288.4-ｸｶ 天皇語録　（講談社文庫） 黒田勝弘／編　畑好
秀／編

講談社 昭和61.4(1986.4) 364p 15cm

288.4-ﾌｶ ひらかな聖德太子傳暦 〔藤原兼輔／著〕　出
雲路敬和／編纂

櫻橘書院 昭和18.2(1943.2) 229p 19cm
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289.1-ｱﾘ 相沢良と平和の滝 治安維持法国賠同盟
北海道本部／編

治安維持法犠
牲者国家賠償
要求同盟北海

平成7.4(1995.4) 63p 26cm

289.1-ｲﾏ レンゲの花 私の回想 石川昌男／著 石川昌男 昭和59.3(1984.3) 8,192p 22cm
289.1-ｵｹ-1 日本の黒幕 小佐野賢治の巻 「赤旗」特捜班／著 新日本出版社 昭和51.1(1976.1) 198p 19cm
289.1-ｵｻ 今日の空は青 小笠原貞子／著 新日本出版社 平成4.10(1992.10) 189p 20cm
289.1-ｶｾ 自傳 片山潜／著 岩波書店 昭和29.2(1954.2) 5,377p 18cm
289.1-ｶﾊ-1 自叙伝 1 （岩波文庫） 河上肇／著 岩波書店 昭和51.1(1976.1) 322p 15cm
289.1-ｶﾊ-2 自叙伝 2 （岩波文庫） 河上肇／著 岩波書店 昭和51.5(1976.5) 327p 15cm
289.1-ｶﾊ-3 自叙伝 3 （岩波文庫） 河上肇／著 岩波書店 昭和51.7(1976.7) 304p 15cm
289.1-ｶﾊ-4 自叙伝 4 （岩波文庫） 河上肇／著 岩波書店 昭和51.8(1976.8) 342p 15cm
289.1-ｸﾌ 素敵に長生き 櫛田ふき／著 新日本出版社 平成7.7(1991.7) 174p 20cm
289.1-ｾﾀ 婦人解放の大河に生きて 関高子／〔ほか著〕

関研二／編
関研二 平成3.10(1991.10) 386p 22cm

289.1-ﾀｼ 香光荘厳　鷹谷俊之追悼集 鷹谷俊之追悼集刊行
会／編集

百華苑 平成9.2(1997.2) 5,203p 19cm

289.1-ﾄｼ 戸坂潤と私 光成秀子／著 晩聲社 昭和52.10(1977.10) 364p 20cm
289.1-ﾊﾃ 嵐のなかのささやき 長谷川テル／著　高

杉一郎／訳
新評論社 昭和29.12(1954.12) 202p 18cm

289.1-ﾊﾕ 勇どん始末記 林勇精／著 亀印製菓 昭和40.5(1965.5) 388p 19cm
289.1-ﾐｹ 網走の覚書 増補版　(新日本文 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和59.4(1984.4) 245p 15cm
289.1-ﾜﾄ 捨てられしいのちかつぎて 桐生清次／著 柏樹社 平成1.3(1989.3) 217p 20cm
289.3-ﾏｶ 人間マルクス　（岩波新書） ピエール・デュラン／

著 大塚幸男／訳
岩波書店 昭和46.6(1971.6) 16,188p 18cm

289.3-ﾚｳ-2 レーニンについて　2 Ｎ・Ｋ・クルプスカヤ／
著　日本共産党中央
委員会宣伝教育部／

日本共産党中
央委員会機関
紙経営局

昭和37.7(1962.7) 5p,p283-
570

19cm

291.4-ｼ 郷土資料事典　福井県・観光と旅 人文社観光と旅編集
部／編集

人文社 昭和60.6(1985.6) 159p 27cm

291.4-ﾎ 北陸　交通公社のポケットガイド 日本交通公社
出版事業局

昭和62.1(1987.1) 143p 18cm

292.2-ﾄｷ わが思い出 德田球一／著 東洋書館 昭和30.8(1955.8) 236p 18cm
292.4-ｸｺ インドネシア紀行　（新日本新書） 蔵原惟人／著 新日本出版社 昭和39.11(1964.11) 197p 18cm

293.0-ｲｼ 中央・南ヨーロッパ 伊本俊二／著 西東社 192p 19cm
293.4-F ＦＡＣＴＳ　ＡＢＯＵＴ　ＴＨＥ　ＧＥＲ

ＭＡＮ　ＤＥＭＯＣＲＡＴＩＣ　ＲＥＰＵ
ＢＬＩＣ

Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ
Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｒｅｌ
ａｔｉｏｎｓ　ｗｉｔｈ
Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｃｏｕ

昭和36.10(1961.10) 120p 15cm

13 
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294.1-V Ｖｉｅ　ｄｅｌ　Ｍｏｎｄｏ Ｔｏｕｒｉｎｇ　Ｐｅｒｉ
ｏｄｉｃｉ

平成3.　(1991.) 119p 31cm

302.3-ﾎﾚ ソビエト国民の生活 レフ・ホロダロスキー
／著

アジア書房 昭和47.5(1972.5) 143p 18cm

303.3-ｼ 社会科学辞典　新版 社会科学辞典編集委
員会／編

新日本出版社 昭和53.9(1978.9) 408p 20cm

304-ｵﾃ 外野席から見た日本の農業・原
発・日本共産党

大星輝和／著 白石書店 平成7.2(1995.2) 212p 19cm

304-ｸｺ 思想と文化のたたかい 蔵原惟人／著 新日本出版社 昭和36.6(1961.6) 204p 19cm
304-ﾌ 文化への視点 文化問題談話会／編 光和堂 昭和57.6(1982.6) 259p 19cm
308-ｽ-1 スターリン全集　第1巻 〔スターリン／著〕　ス

ターリン全集刊行会／
大月書店 昭和28.11(1953.11) 473p 19cm

308-ｽ-2 スターリン全集　第2巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和28.12(1953.12) 469p 19cm

308-ｽ-3 スターリン全集　第3巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.1(1954.1) 501p 19cm

308-ｽ-4 スターリン全集　第4巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.2(1954.2) 521p 19cm

308-ｽ-5 スターリン全集　第5巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.3(1954.3) 461p 19cm

308-ｽ-6 スターリン全集　第6巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.4(1954.4) 469p 19cm

308-ｽ-7 スターリン全集　第7巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.5(1954.5) 434p 19cm

308-ｽ-8 スターリン全集　第8巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.6(1954.6) 463p 19cm

308-ｽ-9 スターリン全集　第9巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.7(1954.7) 425p 19cm

308-ｽ-10 スターリン全集　第10巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.8(1954.8) 435p 19cm

308-ｽ-11 スターリン全集　第11巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.9(1954.9) 417p 19cm

308-ｽ-12 スターリン全集　第12巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.10(1954.10) 421p 19cm

308-ｽ-13 スターリン全集　第13巻 〔スターリン／著〕　ス
ターリン全集刊行会／

大月書店 昭和29.10(1954.10) 450p 19cm

308-ﾎﾁ-3 ホー･チ･ミン選集　第3巻 日本共産党中央委員
会ホー・チ・ミン選集翻
訳委員会／訳

日本共産党中
央委員会出版
部

昭和43.9(1968.9) 9,470p 19cm

14 
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308-ﾚﾌ-1 レーニン全集　第1巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 13,590p 19cm

308-ﾚﾌ-2 レーニン全集　第2巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 10,569p 19cm

308-ﾚﾌ-3 レーニン全集　第3巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 18,720p 19cm

308-ﾚﾌ-4 レーニン全集　第4巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 9,521p 19cm

308-ﾚﾌ-5 レーニン全集　第5巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 9,648p 19cm

308-ﾚﾌ-6 レーニン全集　第6巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 12,597p 19cm

308-ﾚﾌ-7 レーニン全集　第7巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 11,648p 19cm

15 
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308-ﾚﾌ-8 レーニン全集　第8巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 13,664p 19cm

308-ﾚﾌ-9 レーニン全集　第9巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 11,546p 19cm

308-ﾚﾌ-10 レーニン全集　第10巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 13,578p 19cm

308-ﾚﾌ-11 レーニン全集　第11巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 12,541p 19cm

308-ﾚﾌ-12 レーニン全集　第12巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 10,584p 19cm

308-ﾚﾌ-13 レーニン全集　第13巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 10,575p 19cm

308-ﾚﾌ-14 レーニン全集　第14巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 8,484p 19cm
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308-ﾚﾌ-15 レーニン全集　第15巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 9,531p 19cm

308-ﾚﾌ-16 レーニン全集　第16巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 10,527p 19cm

308-ﾚﾌ-17 レーニン全集　第17巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 13,666p 19cm

308-ﾚﾌ-18 レーニン全集　第18巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 17,742p 19cm

308-ﾚﾌ-19 レーニン全集　第19巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 17,713p 19cm

308-ﾚﾌ-20 レーニン全集　第20巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 14,677p 19cm

308-ﾚﾌ-21 レーニン全集　第21巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 12,525p 19cm
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308-ﾚﾌ-22 レーニン全集　第22巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 10,468p 19cm

308-ﾚﾌ-23 レーニン全集　第23巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 9,462p 19cm

308-ﾚﾌ-24 レーニン全集　第24巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 16,660p 19cm

308-ﾚﾌ-25 レーニン全集　第25巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 15,585p 19cm

308-ﾚﾌ-26 レーニン全集　第26巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 19,608p 19cm

308-ﾚﾌ-27 レーニン全集　第27巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 16,646p 19cm

308-ﾚﾌ-28 レーニン全集　第28巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 14,578p 19cm
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308-ﾚﾌ-29 レーニン全集　第29巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 15,632p 19cm

308-ﾚﾌ-30 レーニン全集　第30巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 15,611p 19cm

308-ﾚﾌ-31 レーニン全集　第31巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 15,606p 19cm

308-ﾚﾌ-32 レーニン全集　第32巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 15,610p 19cm

308-ﾚﾌ-33 レーニン全集　第33巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 17,583p 19cm

308-ﾚﾌ-34 レーニン全集　第34巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 20,567p 19cm

308-ﾚﾌ-35 レーニン全集　第35巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 27,684p 19cm
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308-ﾚﾌ-36 レーニン全集　第36巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 32,849,16
p

19cm

308-ﾚﾌ-37 レーニン全集　第37巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 719,38p 19cm

308-ﾚﾌ-38 レーニン全集　第38巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 14,618p 19cm

308-ﾚﾌ-39 レーニン全集　第39巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和39.10(1964.10) 28,826p 19cm

308-ﾚﾌ-40 レーニン全集　第40巻 〔レーニン／著〕　ソ同
盟共産党中央委員会
付属マルクス=エンゲ
ルス=レーニン研究所
／編　マルクス=レー
ニン主義研究所／訳

大月書店 昭和41.3(1966.3) 21,512p 19cm

308-ﾚﾌ-41 レーニン全集　別巻1 ソ同盟共産党中央委
員会付属マルクス=エ
ンゲルス=レーニン研
究所／編　マルクス=
レーニン主義研究所

大月書店 昭和39.10(1964.10) 3,709p 19cm

308-ﾚﾌ-42 レーニン全集　別巻2 ソ同盟共産党中央委
員会付属マルクス=エ
ンゲルス=レーニン研
究所／編　マルクス=
レーニン主義研究所

大月書店 昭和39.10(1964.10) 6,450p 19cm

309-ｻﾄ-1 現代イデオロギー論　上 榊利夫／著 青木書店 昭和44.5(1969・5) 254p 20cm
309-ｻﾄ-2 現代イデオロギー論　下 榊利夫／著 青木書店 昭和49.6(1969.6) 252p 20cm
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309.0-ｾ 日本の革新をどうすすめるか 全国革新懇／編 大月書店 昭和57.12(1982.12) 326p 19cm
309.0-ﾂｼ 戦時期日本の精神史 鶴見俊輔／著 岩波書店 昭和57.5(1982.5) 4,268,8p 19cm
309.0-ﾜﾖ 日本社会運動史年表　（国民文

庫）
渡部義通／編　塩田
庄兵衛／編

大月書店 昭和31.9(1956.9) 4,229,11p 15cm

309.2-ﾊｶ サン・シモンの社會主義 波多野鼎／著 惇信堂 昭和21.3(1946.3) 52p 19cm
309.3-MK Ｄａｓ　Ｋｏｍｍｕｎｉｓｔｉｓｃｈｅ　Ｍａｎｉ

ｆｅｓｔ
Ｋａｒｌ　Ｍａｒｘ／著　Ｆｒｉ
ｅｄｒｉｃｈ　Ｅｎｇｅｌｓ／著

九十九書房 昭和21.5(1946.5) 80p 23cm

309.3-ｱｳ レーニン主義の理論と實踐 アドラツキー／著　北
野道彦／ほか訳

ナウカ社 昭和21.12(1946.12) 7,165p 19cm

309.3-ｳｺ 講座現代日本と社会主義への道 上田耕一郎／著 新日本出版社 昭和55.2(1980.2) 3,305p 20cm
309.3-ｴﾌ 空想から科学への社会主義の発

展　新訳 (国民文庫)
エンゲルス／著　寺沢
恒信／訳

大月書店 昭和41.5(1966.5) 149,9p 15cm

309.3-ｴﾌ-1 反デューリング論　1　(国民文庫) エンゲルス／著　村田
陽一／訳 寺沢恒信

大月書店 昭和30.2(1955.2) 295,14p 15cm

309.3-ｴﾌ-2 反デューリング論　2　（国民文
庫）

エンゲルス／著　村田
陽一／訳

大月書店 昭和35.9(1960.9) p297-
608,82p

15cm

309.3-ｵ 猿が人間になるについての労働
の役割 他10篇

大月書店編集部／編 大月書店 昭和40.4(1965.4) 244,6p 15cm

309.3-ｵﾋ-1 科学的社会主義　上 岡本博之／監修 新日本出版社 昭和52.10(1977.10) 7,427p 19cm
309.3-ｶ スターリン論文学習辞典　（国民

文庫）
学習雑誌社資料室／
編 尾崎庄太郎／訳

国民文庫社 昭和28.8(1953.8) 242p 15cm

309.3-ｶﾄ トロツキズム　（新日本新書） 川上徹／編　山科三
郎／編

新日本出版社 昭和46.7(1970.7) 214p 18cm

309.3-ｶﾊ 第二貧乏物語 （三笠文庫） 河上肇／著 三笠書房 昭和26.10(1951.10) 1,2,258p 15cm
309.3-ｸｺ 革命と文化運動 蔵原惟人／著 新日本出版社 昭和40.12(1965.12) 292p 19cm
309.3-ｸｼ マルクス主義とヒューマニズム

（新日本新書）
ジェームズ・クラッグマ
ン／著　ワルデック・ロ
シェ／著　村田陽一／
訳 梶原昭彦／訳

新日本出版社 昭和48.2(1973.2) 215p 18cm

309.3-ｺ 日本にかんするテーゼ集　（青木
文庫）

コミンテルン〔著〕　石
堂清倫／編　山辺健
太郎／編

青木書店 昭和36.2(1961.2) 257p 16cm

309.3-ｼ 社会主義の話 日本共産党中
央委員会出版
局

昭和53.6(1978.6) 143p 19cm

309.3-ｽ 中国革命論　（国民文庫） スターリン／著　平沢
三郎／訳 松本滋／

国民文庫社 昭和28.6(1953.6) 228,18p 15cm

309.3-ｽ-1 レーニン主義の諸問題　上巻 イ・スターリン／著 日本共産党 昭和25.12(1950.12) 3,370p 18cm
309.3-ﾀ 第五十四回解放運動無名戦士合

葬追悼会解放のいしずえ
日本国民救援
会

平成13.7(2001.7) 225p 21cm
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309.3-ﾆ-1 共産主義読本　上 日本共産党中央委員
会宣伝教育部／編

新日本出版社 昭和34.3(1959.3) 308p 19cm

309.3-ﾆ-1 マルクス＝レーニン主義の基礎
1

日本共産党中央委員
会宣伝教育部／訳

日本共産党中
央委員会

昭和35.5(1960.5) 14,193p 19cm

309.3-ﾆ-2 マルクス＝レーニン主義の基礎
2

日本共産党中央委員
会宣伝教育部／訳

日本共産党中
央委員会

昭和35.6(1960.6) 9p,p197-
502p

19cm

309.3-ﾋﾀ 宗教と共産主義 （新日本新書） 日隈威徳／著 新日本出版社 昭和60.4(1985.4) 206p 18cm
309.3-ﾌｲ 社会主義と自由 藤井一行／著 青木書店 昭和51.2(1976.2) 13,270,6p 20cm 挟み込みあり
309.3-ﾌﾃ スターリンと大国主義　（新日本

新書）
不破哲三／著 新日本出版社 昭和57.3(1982.3) 242p 18cm

309.3-ﾌﾃ 政治革新の展望と社会主義の理
想

不破哲三／〔述〕 日本民主青年
同盟中央委員

昭和58.11(1983.11) 79p 19cm

309.3-ﾏｶ 共産党宣言・共産主義の原理
(国民文庫)

マルクス／著　エンゲ
ルス／著　マルクス=
レーニン主義研究所

国民文庫社 昭和27.12(1952.12) 129,13p 15cm

309.3-ﾏｶ 共産党宣言・共産主義の原理　8
版　(国民文庫)

マルクス／著　エンゲ
ルス／著　マルクス=
レーニン主義研究所

大月書店 昭和31.12(1956.12) 129,13p 15cm

309.3-ﾏｶ 詳解・独和共産党宣言 マルクス／著　エンゲ
ルス／著 中山久／

大学書林 昭和31.1(1956.1) 145p 19cm

309.3-ﾏｶ ドイツ・イデオロギー　新訳　（国
民文庫）

マルクス／著　エンゲ
ルス／著 真下信一

大月書店 昭和40.2(1965.2) 177p 15cm

309.3-ﾒﾛ 対談　20世紀末のソ連 ロイ・メドヴェーヂェフ
／著　リヴィオ・ザノッ
ティ／著 坂井信義／

大月書店 昭和59.4(1984.4) 218,4p 20cm

309.3-ﾓﾀ 整風文献　改訂　（国民文庫） 毛澤東／著　劉少奇
／著　毛澤東選集刊
行会／訳

大月書店 昭和38.1(1963.1) 240p 15cm

309.3-ﾔｻ 日本型トロツキズム　（新日本新 山科三郎／著 新日本出版社 昭和48.3(1973.3) 197p 18cm
309.3-ﾔﾌ 文化革命とはなにか 山下文男／著 新日本出版社 昭和42.11(1967.11) 157p 19cm
309.3-ﾚﾌ カール・マルクス　（国民文庫） レーニン／著　全集刊

行委員会／訳
大月書店 昭和40.5(1965.5) 203,10p 15cm

309.3-ﾚﾌ 共産主義における「左翼」小児病
他十一篇 （国民文庫）

レーニン／著　朝野勉
／訳 川内唯彦／訳

国民文庫社 昭和28.2(1953.2) 304,26p 15cm

309.3-ﾚﾌ 共産主義における「左翼」小児病
改訂版 （国民文庫）

レーニン／著　朝野勉
／訳

大月書店 昭和31.2(1956.2) 163,16p 15cm

309.3-ﾚﾌ 國家と革命　（社會主義著作集） レーニン／〔著〕　森宏
一／訳

社會主義著作
刊行會

昭和21.9(1946.9) 4,3,174p 15cm

309.3-ﾚﾌ 国家と革命　新訳　（国民文庫） レーニン／著　全集刊
行委員会／訳

大月書店 昭和40.3(1965.3) 188p 15cm
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309.3-ﾚﾌ 青年論　（国民文庫） レーニン／〔著〕　ス
ターリン／〔著〕　松本
滋／訳

大月書店 昭和30.11(1955.11) 232,18p 15cm

309.3-ﾚﾌ 何を爲すべきか　（岩波文庫） レーニン／〔著〕　平田
良衞／訳

岩波書店 昭和5.7(1930.7) 245p 16cm

309.3-ﾚﾌ なにをなすべきか？　（国民文庫） レーニン／著　村田陽
一／訳

大月書店 昭和28.6(1953.6) 289,43 15cm

309.3-ﾚﾌ-1 マルクス＝エンゲルス＝マルクス
主義 第1冊 （国民文庫）

レーニン／著　村田陽
一／訳

国民文庫社 昭和27.10(1952.10) 241p 15cm

309.3-ﾚﾌ-1 マルクス＝エンゲルス＝マルクス
主義 第1冊 （国民文庫）

レーニン／著　村田陽
一／訳

大月書店 昭和27.10(1952.10) 228p 15cm

309.3-ﾚﾌ-2 マルクス＝エンゲルス＝マルクス
主義 第2冊 （国民文庫）

レーニン／著　村田陽
一／訳

大月書店 昭和27.12(1952.12) 288p 15cm

309.3-ﾚﾌ-3 マルクス＝エンゲルス＝マルクス
主義 第3冊 （国民文庫）

レーニン／著　村田陽
一／訳

大月書店 昭和28.3(1953.3) 248,46p 15cm

310.4-ｵﾏ 「民」の論理、「軍」の論理　（岩波
新書）

小田実／著 岩波書店 昭和53.8(1978.8) 2,273p 18cm

310.4-ｸ 草の根から革新の風を 全国革新懇 昭和58.5(1983.5) 271p 19cm
310.4-ﾐｹ 革新統一戦線論 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和57.7(1982.7) 350p 20cm
311.8-ﾋｱ 余の鬪爭 アドルフ・ヒットラー／

著 坂井隆治／訳
内外社 昭和7.2(1932.7) 304p 19cm

311.9-ｼｱ 党と文化問題　（国民文庫） ジダーノフ／著　除村
吉太郎／ほか訳

国民文庫社 昭和29.2(1954.2) 258p 15cm

311.9-ﾆ 現代修正主義者の社会民主主義
政党論

日本共産党中央委員
会宣伝教育文化部／

日本共産党中
央委員会出版

昭和39.9(1964.9) 81p 19cm

312.1-ﾖﾖ 歴史に学ぶもの逆らうもの　（新
日本新書）

吉岡吉典／著 新日本出版社 昭和63.12(1988.12) 226p 18cm 挟み込みあり

312.3-ｿ-3 ソ同盟共産黨史 下 〔出版者不明〕 〔出版年不明〕 4,248p 19cm
312.3-ｿ ソヴエト同盟共産黨（ボルシエヴ

イキ）歴史
ソ同盟共産黨(ボルシ
エヴイキ)中央委員會
所屬特別委員會／編

外國語圖書出
版所

昭和25.　(1950.) 575p 23cm

312.3-ﾆ-1 ソ連邦共産党史　1 日本共産党中央委員
会宣伝教育部／翻訳

日本共産党中
央委員会機関
紙経営局

昭和34.11(1959.11) 9,381p 19cm

312.3-ﾆ-2 ソ連邦共産党史　2 日本共産党中央委員
会宣伝教育部／翻訳

日本共産党中
央委員会機関
紙経営局

昭和34.11(1959.11) 7p,p383-
731

19cm

312.3-ﾆ-3 ソ連邦共産党史　3 日本共産党中央委員
会宣伝教育部／翻訳

日本共産党中
央委員会機関
紙経営局

昭和35.1(1960.1) 7p,p733-
1146

19cm
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312.3-ﾉ ソ連共産党の文化政策 ノーボスチ通信社／
編

ソビエト社会主
義共和国連邦
大使館

昭和38.4(1963.4) 92p 19cm

312.5-ﾆ 日本共産党のアメリカ帝国主義
論　（新日本文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和50.2(1975.2) 271p 15cm

313.6-ｾ 天皇をどうみる 111人の直言 全国革新懇／編 全国革新懇 昭和63.4(1988.4) 307p 19cm
313.6-ﾚ 歴史の真実と天皇制 日本共産党中

央委員会出版
局

平成1.3(1989.3) 271p 19cm

315.1-ｲ 日本共産党の方針　（岩崎新書） 岩崎書店編集部／編 岩崎書店 昭和30.12(1955.12) 186p 18cm
315.1-ｺ 国民の輝かしい前進のために 世界ニュース 昭和30.9(1955.9) 77p 18cm
315.1-ｼ 自由と民主主義の宣言 日本共産党中

央委員会出版
平成8.8(1996.8) 46p 21cm

315.1-ｼ 自由・民主主義と日本共産党 日本共産党中
央委員会出版

昭和51.11(1976.11) 201p 19cm

315.1-ﾆ 科学的社会主義と自由･民主主
義　（新日本文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和54.7(1979.7) 374p 15cm

315.1-ﾆ 志賀一派批判 （新日本文庫） 日本共産党／著 新日本出版社 昭和54.4(1979.4) 379p 15cm
315.1-ﾆ 日本共産党 続党性高揚文献 駿台社 昭和27.10(1952.10) 260p 19cm
315.1-ﾆ 日本共産党と日中問題　（新日本

文庫）
日本共産党／著 新日本出版社 昭和50.2(1975.2) 269p 15cm

315.1-ﾆ 日本共産党の五十年　増補版
（新日本文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和53.3(1978.3) 302p 15cm

315.1-ﾆ 日本共産党のソ連共産党への反
論　（新日本文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和50.2(1975.2) 274p 15cm

315.1-ﾆ 袴田転落問題と党史の真実　（新
日本文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和54.11(1979.11) 529p 15cm

315.1-ﾆ 日本共産党網領集 日本共産党中央委員
会／編

日本共産党中
央委員会出版

昭和37.11(1962.11) 320p 19cm

315.1-ﾆ ソ連共産党中央委員会の書簡に
たいする日本共産党中央委員会
の返書

日本共産党中央委員
会宣伝教育文化部／
編

日本共産党中
央委員会出版
部

昭和39.9(1964.9) 223p 19cm

315.1-ﾆ 文化問題と日本共産党 日本共産党中央委員
会文化部／編

日本共産党中
央委員会出版

昭和41.3(1966.3) 292p 19cm

315.1-ﾆ 日本共産党の七十年 日本共産党中
央委員会出版

平成6.4(1994.4) 132p 40cm

315.1-ﾆ 日本共産党の40年　改定版 日本共産党中
央委員会出版

昭和41.3(1966.3) 71p 19cm 「党報」第36号挟み込みあり

315.1-ﾆ 日本の未来をひらく科学的社会
主義

日本共産党中
央委員会出版

昭和50.5(1975.5) 439p 19cm

315.1-ﾆｼ 共産党・人間と文化　（新日本新 西沢舜一／著 新日本出版社 昭和58.2(1983.2) 222p 18cm
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315.1-ﾆｼ 時代の青春 西沢舜一／著 新日本出版社 昭和60.5(1985.5) 226p 19cm
315.1-ﾌﾃ 人民的議会主義 不破哲三／著 新日本出版社 昭和46.2(1971.2) 299p 20cm
315.1-ﾍ 平和・民主・独立文献 駿台社 昭和28.7(1953.7) 319p 15cm
315.1-ﾍ 平和・民主・独立文献　増補 駿台社 昭和29.7(1954.7) 398p 15cm
315.1-ﾍ 平和・民主・独立文献（増補別刷） 駿台社 昭和29.5(1954.5) p316-398 15cm
315.1-ﾐ 民主連合政府ができたらどうなる 日本共産党中

央委員会機関
紙経営局

昭和48.4(1973.4) 37p 19cm

315.1-ﾐｹ 日本革命の展望 宮本顕治／著 日本共産党中
央委員会出版

昭和38.10(1963.10) 3,397p 19cm

315.1-ﾐｹ 宮本顕治対談集 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和47.11(1972.11) 441p 20cm
316.8-ﾏﾋ 民族論 唯物論全書復刻 松原宏／著 久山社 平成2.12(1990.12) 3,3,3,261p 19cm 松原宏「民族論」　挟み込み
316.8-ﾚﾌ 民族問題にかんする批判的覚書

他二十二篇 （国民文庫）
レーニン／著　川内唯
彦／訳

国民文庫社 昭和28.12(1953.12) 158,13p 15cm

317.7-ｵﾀ 警備公安警察の素顔　(新日本新
書）

大野達三／著 新日本出版社 昭和53.3(1988.3) 225p 18cm

317.7-ｵﾀ 日本の政治警察　(新日本新書) 大野達三／著 新日本出版社 昭和48.6(1973.6) 232p 18cm
317.7-ﾄ 特高警察黒書 「特高警察黒書」編集

委員会／編
新日本出版社 昭和52.6(1977.6) 270p 19cm

317.7-ﾌ ファッショ立法国家機密法 日本共産党中
央委員会出版

昭和60.10(1985.10) 300p 19cm

319.1-ｷｿ アジアの中の日本と中国 儀我壮一郎／〔著〕 久保医療文化
研究所

平成8.9(1996.9) 1冊 26cm

319.1-ﾆ 日本共産党と領土問題　（新日本
文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和54.6(1979.6) 281p 15cm

319.8-ｲｿ 核廃絶は可能か　(岩波新書） 飯島宗一／編著　豊
田利幸／編著　牧二
郎／編著

岩波書店 昭和59.6(1984.6) 10,207p 18cm

319.8-ｳｺ 平和と安全の［哲学］ 上田耕一郎／著 新日本出版社 昭和62.8(1987.8) 237p 20cm
319.8-ｹ 新安保条約 （三一新書） 研究者懇談会／編 三一書房 昭和35.3(1960.3) 275p 18cm
319.8-ｼﾀ 軍備全廃時代 新名丈夫／著 理論社 昭和35.3(1960.3) 220p 18cm
319.8-ﾅｷ 信仰者の抵抗 中濃教篤／著　壬生

照順／著
誠信書房 昭和34.4(1959.4) 2,6,164p 19cm

319.8-ﾆ 平和運動の理論的諸問題 日本共産党中央委員
会宣伝教育文化部／

日本共産党中
央委員会出版

昭和39.5(1964.5) 376p 19cm

319.8-ﾆ 現代に生きる宗教者の証言　（新
日本新書）

日本宗教者平和協議
会／編

新日本出版社 昭和43.8(1968.8) 249p 18cm

319.8-ﾋ 核抑止か核廃絶か 非核の政府を求める
会／編

大月書店 昭和63.4(1988.4) 206,5p 19cm

319.8-ﾋ ドキュメント1945→1985 被爆40年と原水爆禁
止運動編集委員会／

原水爆禁止日
本協議会

昭和62.1(1987.1) 314p 31cm
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323.1-ﾆ 日本共産党と憲法問題　（新日本
文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和55.5(1980.5) 376p 15cm

326.2-ﾐｹ 宮本顕治公判記録 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和51.10(1976.10) 334p 20cm
326.8-ﾁ 治安維持法と特高警察を告発　2 治安維持法犠牲者国

家賠償要求同盟／
〔編〕

治安維持法犠
牲者国家賠償
要求同盟

昭和52.3(1977.3) 97p 24cm 日本の戦時体制についての自筆
メモ16枚の挟み込みあり

326.8-ﾁ 治安維持法と長野県 治安維持法犠牲者国
家賠償要求同盟長野
県本部／編集

治安維持法犠
牲者国家賠償
要求同盟長野

昭和63.3(1988.3) 309p 22cm

327.0-ﾆ 司法の反動化 日本共産党中央委員
会出版局／編

日本共産党中
央委員会出版
局

昭和46.12(1971.12) 284p 19cm

327.6-ﾉｾ 私の川嶋事件 能城節子／〔著〕 〔田中武利〕 平成8.10(1996.10) 30p 26cm
327.6-ﾌﾀ 白と黒とのあいだ 古川泰竜／著 河出書房新社 昭和39.7(1964.7) 315p 19cm
330.8-ﾆ-9 日本資本主義講座　第9巻 岩波書店 昭和29.8(1954.8) 504p 21cm
331-ｶﾊ-1 経済学 上 （新日本新書） 金子ハルオ／著 新日本出版社 昭和42.4(1967.4) 254p 18cm
331-ｶﾊ-2 経済学 下 （新日本新書） 金子ハルオ／著 新日本出版社 昭和42.9(1967.9) 249,12p 18cm
331.6-ｽﾖ ソ同盟における社会主義の経済

的諸問題 他一篇　（国民文庫）
スターリン／著　飯田
貫一／訳

国民文庫社 昭和28.5(1953.5) 142p 15cm

331.6-ｿ-1 経済学教科書　第1分冊　（合同
新書）

ソ同盟科学院経済学
研究所／著　マルク
ス・レーニン主義普及
協会／訳

合同出版社 昭和30.2(1955.2) 12,250p 18cm

331.6-ｿ-2 経済学教科書　第2分冊　（合同
新書）

ソ同盟科学院経済学
研究所／著　マルク
ス・レーニン主義普及
協会／訳

合同出版社 昭和30.4(1955.4) 10,p251-
549

18cm

331.6-ﾏｶ-1 資本論　1　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和26.10(1951.10) 12,282p 16cm

331.6-ﾏｶ-1 資本論　1　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和26.10(1951.10) 12,282p 16cm

331.6-ﾏｶ-2 資本論　2　（国民文庫） カール・マルクス／著
マルクス＝エンゲルス
全集刊行委員会／訳

大月書店 昭和36.9(1961.9) 290,37p 15cm

331.6-ﾏｶ-2 資本論　2　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和26.11(1951.11) 5p,p283-
527

16cm
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331.6-ﾏｶ-3 資本論　3　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和27.2(1952.2) 3p,p529-
881

16cm

331.6-ﾏｶ-5 資本論　5　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和27.6(1952.6) 196p 16cm

331.6-ﾏｶ-6 資本論　6　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和27.7(1952.7) 4p,p197-
456

16cm

331.6-ﾏｶ-7 資本論　7　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和27.9(1952.9) 5p,p457-
690

16cm

331.6-ﾏｶ-8 資本論　8　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和27.9(1952.9) 5,218p 16cm

331.6-ﾏｶ-9 資本論　9　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和27.12(1952.12) 5p,p219-
478

16cm

331.6-ﾏｶ-10 資本論　10　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和28.2(1953.2) 3p,p479-
656

16cm

331.6-ﾏｶ-11 資本論　11　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和28.4(1953.4) 4p,p657-
864

16cm

331.6-ﾏｶ-12 資本論　12　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和28.6(1953.6) 4p,p865-
1054

16cm

331.6-ﾏｶ-13 資本論　13　（青木文庫） カール・マルクス／著
フリードリヒ・エンゲル
ス／編 長谷部文雄

青木書店 昭和28.8(1953.8) 4p,p1055-
1254

16cm

331.6-ﾏｶ 賃金、価格、利潤　新訳　（国民
文庫）

マルクス／著　長洲一
二／訳

大月書店 昭和37.1(1962.1) 107,6p 15cm

331.6-ﾏｶ 賃労働と資本　賃金、価格および
利潤　他三篇　（国民文庫）

マルクス／著　エンゲ
ルス／著　松本惣一
郎／訳

国民文庫社 昭和28.2(1953.2) 239,13p 15cm

331.6-ﾏｶ 賃労働と資本　新訳　（国民文
庫）

マルクス／著　松本惣
一郎／訳 村田陽一

国民文庫社 昭和31.5(1956.5) 86,2p 15cm

331.6-ﾐﾐ 経済学教科書用語辞典 資本主
義篇 （合同新書）

宮川実／編 合同出版社 昭和32.3(1957.3) 9,302,15p 18cm

331.6-ﾐﾐ マルクス経済学辞典 宮川実／著 青木書店 昭和40.6(1965.6) 4,326,20p 18cm
331.8-ﾄﾋ 経済合理主義と生活文化 渡植彦太郎／著 勁草出版サー

ビスセンター
平成3.9(1991.9) 5,212p 22cm
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332.0-ﾏﾊ 現代の帝国主義　（岩波新書） H.マグドフ／著　小原
敬士／訳

岩波書店 昭和44.5(1969.5) 1,238p 18cm

332.0-ﾐﾐ 搾取 （青木新書） 宮川実／著 青木書店 昭和34.9(1959.9) 220p 18cm
332.0-ﾚﾌ 帝国主義論　帝国主義と社会主

義の分裂 他二篇　（国民文庫）
レーニン／著　堀江邑
一／訳

国民文庫社 昭和27.10(1952.10) 235,15p 15cm

332.0-ﾚﾌ 帝国主義論　新訳　（国民文庫） レーニン／著　副島種
典／訳

大月書店 昭和36.3(1961.3) 191,7p 15cm

332.3-ﾚﾌ-1 ロシアにおける資本主義の発展
上巻 改版 （岩波文庫）

レーニン／著　大山岩
雄／訳 西雅雄／訳

岩波書店 昭和27.7(1952.7) 381p 15cm

338.6-ｵﾋ 噛みつかれた銀行 岡久雄／著 日本機関紙出
版センター

平成2.11(1990.11) 315p 19cm

345-ｾ 税金黒書 全国商工団体
連合会

平成7.7(1995.7) 166p 21cm

361.4-LG ＴＨＥ　ＣＲＯＷＤ ＧＵＳＴＡＶＥ　ＬＥ　ＢＯ
Ｎ／著

Ｔ.　ＦＩＳＨＥＲ
ＵＮＷＩＮ

〔出版年不明〕 239p 22cm

361.5-ｸｺ マルクス・レーニン主義の文化論
(新日本新書）

蔵原惟人／著 新日本出版社 昭和41.6(1966.6) 197p 18cm

361.8-ﾆ 日本共産党と同和問題　（新日本
文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和54.10(1979.10) 198p 15cm

362-ｱｻ 社会発展史入門　（新日本新書） 安藤貞男／著 新日本出版社 昭和41.11(1966.11) 209p 18cm
362-ｺｼ 社會發展略史 小林信／訳 五月書房 昭和25.11(1950.11) 262p 18cm
362.0-ｴﾌ 家族、私有財産および国家の起

源　（国民文庫）
エンゲルス／著　村井
康雄／訳 村田陽一

大月書店 昭和29.3(1954.3) 260,18p 15cm

362.0-ﾌﾃ 講座「家族、私有財産および国家
の起源」入門

不破哲三／著 新日本出版社 昭和58.1(1983.1) 406p 20cm

366.6-ﾀ 第三回世界労働組合大会宣言・
決議集

第三回世界労働組合
大会日本準備会／編

五月書房 昭和28.11(1953.11) 110p 15cm

366.6-ﾐｶ レッド・パージ　忘れてならぬ歴史
の教訓

宮本和雄／著 レッド・パージ
国家賠償要求

平成4.10(1992.10) 144p 21cm

367.2-ｲｷ 現代日本女性史　（三一新書） 井上清／著 三一書房 昭和37.5(1962.5) 260p 18cm
367.2-ｲｷ 日本女性史 改訂第2版 井上清／著 三一書房 昭和29.1(1954.1) 279p 19cm
367.2-ｲｷ-1 日本女性史 上 （三一新書） 井上清／著 三一書房 昭和30.8(1955.8) 150p 18cm
367.2-ﾖｶ 日本ファシズムと女性 吉見周子／編著 合同出版 昭和52.9(1977.9) 281p 20cm
367.3-ｺﾄ 親業 トマス・ゴードン／著

近藤千恵／訳
サイマル出版
会

昭和52.　(1977.) 13,222p 19cm

367.4-ｹｴ 戀愛と結婚 エレン・ケイ／著　原
田實／訳

聚英閣 大正13.5(1924.5) 11,2,473p 20cm

367.7-ｶﾋ 高齢化社会は本当に危機か 川口弘／著　川上則
道／著

あけび書房 平成1.9(1989.9) 278p 20cm

369.2-ｵﾕ 「寝たきり老人」のいる国いない 大熊由紀子／著 ぶどう社 平成2.9(1990.9) 171p 21cm
369.2-ｺ 高齢者の住みよい社会 日本共産党中

央委員会出版
平成3.9(1991.9) 165p 19cm
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373-ﾆ 日本共産党と教育問題　（新日本
文庫）

日本共産党／著 新日本出版社 昭和55.4(1980.4) 446p 15cm

373.2-ﾔﾏ 日の丸・君が代問題とは何か 山住正己／著 大月書店 昭和63.6(1988.6) 216p 19cm
375.1-ｲｻ 学校へ行かない人の勉強法　（青

春新書）
池田諭／著 青春出版社 昭和36.3(1961.3) 207p 18cm

375.8-ﾅﾀ 国語教育としての文学教育 夏目武子／著 みずち書房 昭和62.5(1987.5) 267p 20cm コピー1枚挟み込みあり　「文学
作品を読む楽しさを　－『空気が
なくなる日』（岩倉政治）に即して」
掲載

375.8-ﾌ 文学の教授過程 文学教育研究者集団
／著 熊谷孝／監修

明治図書出版 昭和40.8(1965.8) 215p 22cm 「Ⅳ　高学年の授業」において「空
気がなくなる日」を取り上げる

375.9-ﾓ-1 尋常小學國語讀本　巻1　復刻版 文部省／著 池田書店 昭和45.4(1970.4) 54p 21cm

375.9-ﾓ-1 尋常小學讀本 巻1　復刻第5版 文部省／著 名古屋鉄道 昭和50.7(1975.7) 55p 21cm
377-ｵ-95 大谷大学要覧　1995・4～1996・3 大谷大学広報編集委

員会／編集
大谷大学 平成7.7(1995.7) 88p 30cm

377-ｵ-96 大谷大学要覧　1996・4～1997・3 大谷大学広報編集委
員会／編集

大谷大学 平成8.6(1996.6) 103p 30cm

377.2-ｼ 大谷大学同窓名鑑 人物名鑑社／編集 人物名鑑社 平成6.5(1994.5) 219p 26cm
377.9-ｾ-2 青年学生運動と日本共産党　2 日本共産党中

央委員会出版
昭和53.7(1978.7) 386p 19cm

379.9-ﾀｳ わが息子、娘のために父親は何
ができるか

ウエイン・Ｗ・ダイアー
／著 鈴木健二／監

三笠書房 昭和63.2(1988.2) 247p 20cm

382.1-ｴﾂ 日本風俗史 江馬務／著 地人書館 昭和16.11(1941.11) 3,12,443p 18cm
382.1-ﾑﾅ 変態社會史 武藤直治／著 文藝資料研究 大正15.7(1926.7) 2,76p 23cm
383.1-ｺｼ 服装史概説 後藤守一／著 四海書房 昭和18.7(1943.7) 2,16,370p 22cm
388.1-ｴﾂ 日本妖怪變化史 江馬務／著 中外出版 大正12.10(1923.10) 6,2,2,145p 22cm
388.1-ｶﾊ 昔話と日本人の心 河合隼雄／著 岩波書店 昭和57.2(1982.2) 6,371,7p 19cm
388.1-ﾔｸ 昔話と文學 柳田國男／著 創元社 昭和13.12(1938.12) 9,342p 18cm
388.9-ﾔｼ 相川音頭全集 山本修之助／編著 佐渡郷土研究 昭和50.7(1975.7) 350p 19cm
389.1-ﾍﾙ-2 菊と刀　下　(現代教養文庫） ルース・ベネディクト／

著　長谷川松治／訳
社会思想研究
会出版部

昭和34.12(1959.12) 231p 16cm

391.3-ﾗﾗ 核戦争になれば　（岩波新書） ラルフ・Ｅ・ラップ／著
八木勇／訳

岩波書店 昭和38.6(1963.6) 7,202p 18cm メモ挟み込みあり

392.1-ｳｺ 1970年と安保・沖縄問題　（新日
本新書）

上田耕一郎／著 新日本出版社 昭和43.6(1968.6) 223p 18cm

392.1-ﾊｼ 安保のすべて （学習文庫） 畑田重夫／著 学習の友社 昭和56.7(1981.7) 239p 18cm
395.3-ｳ 内灘闘争資料目録 　第1版 内灘闘争資料集編集

委員会／編集
内灘闘争資料
集刊行委員会

平成1.11(1989.11) 84p 22cm

399.2-ｷｶ 兵法孫子 北村佳逸／著 立命館出版部 昭和17.6(1942.6) 5,2,258p 19cm
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401.6-ｴﾌ-1 自然弁証法　1　(国民文庫) エンゲルス／著　菅原
仰／訳 寺沢恒信／

大月書店 昭和28.12(1953.12) 254p 15cm

401.6-ｴﾌ-2 自然弁証法　2　(国民文庫) エンゲルス／著　菅原
仰／訳　寺沢恒信／
訳

大月書店 昭和29.2(1954.2) 212,60p 15cm

401.6-ﾀﾊ-1 自然の哲学 上 （新日本新書） 田中一／著 新日本出版社 昭和48.11(1973.11) 177p 18cm
401.6-ﾀﾊ-2 自然の哲学 下 （新日本新書） 田中一／著 新日本出版社 昭和48.11(1973.11) 195p 18cm
402-ﾗﾊ 宗教から科学へ バートランド・ラッセル

／著 津田元一郎／
荒地出版社 昭和41.1(1966.1) 198p 20cm

402.1-ﾄｷ 日本科學史要 富成喜馬平／著 弘文堂書房 昭和14.12(1939.12) 4,2,169p 18cm
403-ｾ-2 世界科学の事典　2 理論社 昭和38.9(1963.9) 590p 26cm
403-ｾ-6 世界科学の事典　6 理論社 昭和40.2(1965.2) 550p 26cm
450-ｲｼ 地球の歴史　第2版　（岩波新書） 井尻正二／著　湊正

雄／著
岩波書店 昭和49.3(1974.3) 5,203,5p 18cm

460-ｵﾅ 生命とは何か （三一新書） 岡夏樹／著 三一書房 昭和32.8(1957.8) 219p 18cm
468.8-ﾌﾗ 水　生命をはぐくむもの ラザフォード・プラット

／著 梅田敏郎／ほ
紀伊國屋書店 昭和50.1(1975.1) 9,352p 20cm

469-ｵｹ 文明をつくる動物 尾本恵市／著　鳥居
正夫／著　玉野井芳
郎／著

共立出版 昭和52.10(1977.10) 7,171p 21cm

480-ｺﾀ 動物の図鑑　小学館の学習図鑑
デラックス版

古賀忠道〔ほか／共
著〕

小学館 昭和47.4(1972.4) 169p 27cm 「口腔衛生学会雑誌」第40巻第1
号抜刷挟み込みあり（「ニフェジピ
ン療法を受けている患者の歯肉
増殖有病状況についての予備的
研究」岩倉政城ほか著掲載）

490-ﾊｼ 死とは何か　その他　（岩波新書） J.ハックスリ／著　丘
英通／訳

岩波書店 昭和13.12(1938.12) 3,6,278p 18cm

490.1-ｶﾀ 生命のための科学　(国民文庫) 川上武／著 大月書店 昭和48.10(1973.10) 210p 15cm
490.1-ﾂｹ 弁証法的唯物論と医学 ゲ・イ・ツァレゴロドツェ

フ／著　木下順一／
訳 仲本章夫／訳

法政大学出版
局

昭和59.9(1984.9) 9,452p 20cm

490.1-ﾋｼ 死をどう生きたか　（中公新書） 日野原重明／著 中央公論社 昭和58.3(1983.3) 3,210p 18cm
490.1-ﾋｼ 死をどう生きたか　(中公新書） 日野原重明／著 中央公論社 昭和58.3(1983.3) 3,210p 18cm
490.2-ｶｱ 日本近代医学の相剋 神谷昭典／著 医療図書出版 平成4.7(1992.7) 360p 22cm
490.4-ﾀﾌ 医者が癌にかかったとき 竹中文良／著 文芸春秋 平成3.3(1991.3) 293p 20cm
491.3-ﾄﾄ 脳の話 （岩波新書） 時実利彦／著 岩波書店 昭和37.8(1962.8) 3,227p 18cm
491.3-ﾋｱ 話を聞かない男、地図が読めな

い女
アラン・ピーズ／著
バーバラ・ピーズ／著
藤井留美／訳

主婦の友社 平成12.4(2000.4) 284p 20cm

492-ｸ 暮らしの健康 グラフＮＨＫ編集部／
編集

ＮＨＫサービス
センター

昭和54.2(1979.2) 240p 27cm
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492.7-ﾅﾘ 奇跡が起こる尿療法 中尾良一／編 マキノ出版 平成2.3(1990.3) 204p 20cm
492.9-ﾄ 日本近代看護の夜明け 土曜会歴史部会／著 医学書院 昭和48.8(1973.8) 12,262,6p 21cm 「看護」1975年6月号抜刷挟み込

みあり
493.1-ﾊｶ わらじ医者京日記　ボケを看つめ 早川一光／著 ミネルヴァ書房 昭和54.9(1979.9) 388p 19cm
493.7-ｲｼ ドクター・ワッシーの脳卒中日記 石黒修三／著 北国新聞社 平成3.9(1991.9) 240p 19cm
493.7-ｲﾕ 心療内科 54版 （中公新書） 池見酉次郎／著 中央公論社 昭和54.9(1979.9) 3,215p 18cm
493.7-ｼﾃ リハビリの友へ 柴田哲夫／編著　友

愛ともの会／編著
径書房 昭和61.12(1986.12) 171p 19cm

493.7-ﾄ 失語症との闘い 東京失語症友の会／
編集

東京失語症友
の会

昭和57.10(1982.10) 296p 20cm

493.7-ﾆﾀ 脳卒中体験記 韮沢忠雄／著 ひかり書房 昭和58.1(1983.1) 167p 19cm
493.7-ﾊﾂ 失われたことば 長谷川恒雄／著 日本放送出版

協会
昭和56.12(1981.12) 224p 19cm 挟み込みあり

493.7-ﾓﾏ 神經衰弱及強迫觀念の根治法 森田正馬／著 實業之日本社 大正15.11(1926.11) 4,9,426p 19cm
497-ｲﾏ 口から見た子育て 岩倉政城／著 大月書店 平成3.7(1991.7) 129p 21cm
498.0-ﾏﾖ-1 地域医療　1 益子義教／編　野村

拓／編
新日本医学出
版社

昭和51.1(1976.1) 95p 21cm

498.0-ﾏﾖ-2 地域医療　2 益子義教／編　野村
拓／編

新日本医学出
版社

昭和51.11(1976.11) 158p 21cm 「地域医療と歯科」岩倉政城著掲
載

498.0-ﾔﾌ 病院で死ぬということ 山崎章郎／著 主婦の友社 平成2.10(1990.10) 223p 20cm
498.1-ｲ いのちの塔 『いのちの塔』手記集

編纂委員会／著・編
中国新聞社 平成4.6(1992.6) 203p 19cm

498.3-ｶｴ 養生訓・和俗童子訓　（岩波文
庫）

貝原益軒／著　石川
謙／校訂

岩波書店 昭和36.1(1961.1) 309p 15cm

498.3-ﾅﾄ-2 長生きの本 続 中谷敏太郎／著 新日本出版社 昭和57.8(1982.8) 124p 19cm
498.9-ｻｼ 法醫學上より觀たる色情犯罪 澤田順次郎／著 小西書店 大正8.6(1919.6) 1冊 23cm
521-ﾀﾌ 日本美の再發見　（岩波新書） ブルーノ・タウト／著

篠田英雄／訳
岩波書店 昭和14.6(1939.6) 164p 17cm

527-ｾﾏ 日本住宅小史 關野克／著 相模書房 昭和18.11(1943.11) 1冊 19cm
598.3-ｻｼ 家庭の医学　新版 榊原仟／編　小林太

刀夫／編
時事通信社 昭和53.6(1978.6) 962,86p 22cm

611-ｶｶ-1 農業問題　上巻　（岩波文庫） カール・カウツキー／
著 向坂逸郎／訳

岩波書店 昭和21.10(1946.10) 395p 15cm

611-ｶｶ-2 農業問題　下巻　（岩波文庫） カール・カウツキー／
著 向坂逸郎／訳

岩波書店 昭和21.12(1946.12) 368,14p 15cm

611.1-ﾆ 日本農業の二つの道 日本共産党中央委員
会農民漁民部／編

日本共産党中
央委員会出版

昭和40.3(1965.3) 260p 19cm

611.9-ｵﾀ 農村のサークル活動 大田尭／編 農山漁村文化
協会

昭和31.1(1956.1) 257p 19cm

611.9-ｷﾀ 自分たちで生命を守った村　（岩
波新書）

菊地武雄／著 岩波書店 昭和43.1(1968.1) 8,210p 18cm

611.9-ｼ 新綱領が敎える農民問題の原則 教育委員会 47p 15cm
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611.9-ﾅｹ 村の政治 浪江虔／著 岩波書店 昭和28.10(1953.10) 10,218p 19cm
611.9-ﾉ 独占資本とたたかう農民運動 農民運動研究会／編 三一書房 昭和31.12(1956.12) 230p 19cm
611.9-ﾌｽ 日本革命と農民問題 深谷進／著 新日本出版社 昭和39.3(1964.3) 315p 19cm
611.9-ﾐ 南佐久農民運動史　戦前編 南佐久農民運動史刊

行会／編集
南佐久農民運
動史刊行会

昭和58.3(1983.3) 18,245p 22cm

611.9-ﾐﾔ 日本の底辺 溝上泰子／著 未来社 昭和33.10(1958.10) 322p 19cm

611.9-ﾐﾕ 農村の衛生と医療 南崎雄七／著 日本評論社 昭和8.3(1933.3) 2,4,247p 17cm
611.9-ﾓﾀ 農村調査と農民運動　（国民文

庫）
毛沢東／著　浅川謙
次／訳

国民文庫社 昭和28.1(1953.1) 124p 15cm

611.9-ﾓﾀ 農民運動と農村調査 毛沢東／著 中国研究所 昭和25.5(1950.5) 151p 21cm
612.1-ｼｹ かわりゆく日本農業　（新日本新 重富健一／著 新日本出版社 昭和46.6(1971.6) 174p 18cm
612.1-ｼｹ タニシのはぎしり 重富健一／著 光陽出版社 平成7.4(1995.4) 258p 19cm 挟み込み封書1通（著者重富健

一送付）
612.1-ﾆ 日本農民史 日本歴史地理學會／ 日本學術普及 昭和14.2(1939.2) 373p 23cm
613.5-ｲﾏ 農家の土壌学 石川昌男／著 農山漁村文化

協会
昭和52.6(1977.6) 313p 19cm

616.2-ﾌﾖ 米　（岩波新書） 福島要一／著 岩波書店 昭和27.2(1952.2) 5,182p 18cm
673.3-ﾛｼ アムウェイ自由の翼 ジェームズ・W・ロビン

ソン／著 牧野敏雄／
ダイヤモンド社 平成9.8(1997.8) 11,247p 20cm

701-ｼﾖ 人間の美的敎育について　（改造
文庫）

シラー／著　島村教次
／訳

改造社 昭和15.9(1940.9) 189p 16cm

701-ﾙｱ 新藝術論 ルナチャルスキイ／著
茂森唯士／訳

至上社 大正14.12(1925.12) 5,300p 19cm

701.0-ｲﾄ-1 講座美学 1 今道友信／編集 東京大学出版 昭和59.5(1984.5) 13,369p 22cm
701.0-ｲﾄ-2 講座美学 2 今道友信／編集 東京大学出版 昭和59.7(1984.7) 11,307p 22cm
701.0-ｲﾄ-3 講座美学 3 今道友信／編集 東京大学出版 昭和59.9(1984.9) 10,336p 22cm
701.0-ｲﾄ-4 講座美学 4 今道友信／編集 東京大学出版 昭和59.12(1984.12) 15,389p 22cm
701.0-ｲﾄ-5 講座美学 5 今道友信／編集 東京大学出版 昭和60.5(1985.5) 16,405p 22cm
702.1-ｵﾃ 東洋の理想 岡倉天心／著　淺野

晃／訳
創元社 昭和14.4(1939.4) 8,228p 18cm

702.1-ｶｶ 大和古寺風物誌 龜井勝一郎／著 天理時報社 昭和18.4(1943.4) 3,262p 22cm
702.2-ﾍ 北京故宮博物院展　中国5000年

の秘宝
平成5.　(1993.) 126p 24cm

704-ﾀｶ 文学・芸術と共産主義 高橋勝之／ほか訳 新日本出版社 昭和32.12(1957.12) 241p 19cm
704-ﾅｷ 人間と芸術と 永井潔／著 新興出版社 昭和47.10(1972.10) 287p 20cm
704-ﾔﾌ 七〇年代の文化運動 山下文男／著 光和堂 昭和47.3(1972.3) 294p 18cm
704-ﾗｽ 芸術とは何か　（岩波新書） Ｓ.Ｋ.ランガー／著　池

上保太／訳　矢野万
里／訳

岩波書店 昭和42.5(1967.5) 4,228p 18cm
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706-ﾖ 平和美術展40周年記念作品集 40周年記念平和美術
展記念誌制作委員会
／編集

40周年記念平
和美術展実行
委員会

平成4.7(1992.7) 156p 26cm

708-ｵﾃ-3 決定版岡倉天心全集　第3巻 岡倉一雄／〔編〕 六藝社 昭和16.5(1941.5) 231p 19cm
708-ｻﾀ 雙手 齋藤隆／〔著〕　吉川

正道／〔著〕
立山画廊 平成6.(1994.) 1冊 19cm

708-ﾆ-4 日本の美術 4 法隆寺 水野清一／著 平凡社 昭和44.11(1969.11) 164p 24cm
718.4-ｶﾏ 日本の石佛 川勝政太郎／著 晃文社 昭和18.6(1943.6) 1冊 19cm
721.8-ﾆ-3 日本風俗畫大成 足利時代 安田靱彦／編纂 中央美術社 昭和4.7(1929.7) 8,68,54p 27cm
721.9-ﾏｽ 丸木スマ画集 丸木スマ／著 大塔書店 昭和29.11(1954.11) 1冊 32cm
721.9-ﾔｿ 閃光の軌跡 山下蘇朴／作 山下まさと 昭和61.7(1986.7) 1冊 22×25cm
723.1-ｶ 三岸節子展 神奈川県立近代美術

館／編集
東京新聞 昭和60.(1985.) 1冊 24×25cm

728-ｹ-88 玄土社書展 ’88 玄土社 平成1.2(1989.2) 1冊 20×21cm
733-ｵﾀ 小野忠重木版画展 小野忠重／〔画〕　町

田市立国際版画美術
館／編集

町田市立国際
版画美術館

平成5.(1993.) 118p 28cm

748-D ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＤＥＭＯＫＲＡＴＩＳ
ＣＨＥ　ＲＥＰＵＢＬＩＫ

ＶＥＢ　Ｆ.Ａ.　Ｂ
ＲＯＣＫＨＡＵＳ
ＶＥＲＬＡＧ　ＬＥ
ＩＰＺＩＧ

昭和39.(1964.) 1冊 31cm

766.1-D ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＳＴＡＡＴＳＯＰＥＲ
ＢＥＲＬＩＮ　1955－1960

ＷＥＲＮＥＲ　ＯＴＴＯ／
〔著〕　ＧＵＮＴＥＲ　ＲＩ
ＭＫＵＳ／〔著〕

ＤＥＵＴＳＣＨＥ
ＳＴＡＡＴＳＯＰＥ
Ｒ

昭和36.(1961.) 1冊 31cm

767-ｲﾀ にっぽんの歌　1961年版 乾孝／編著　渋谷修
／編著

淡路書房新社 昭和36.7(1961.7) 1冊 13×18cm

767.6-ﾆｼ 日本の革命歌 西尾治郎平／編　矢
沢保／編

一声社 昭和49.6(1974.6) 326p 22cm

768.2-ｵﾀ 雅樂 多忠龍／著 六興商會出版 昭和17.12(1942.12) 280p 19cm
768.4-ﾎｸ 寶生流袖珍小謡本　12版 寶生九郎／著 わんや書店 昭和30.12(1955.12) 48p 13cm
772.1-ﾆ-1 戦後日本戯曲初演年表　第1期 日本劇団協議会調査

研究委員会／編
日本劇団協議
会

平成11.3(1999.3) 206p 21cm

772.1-ﾆ-2 戦後日本戯曲初演年表　第2期 日本劇団協議会調査
研究委員会／編

日本劇団協議
会

平成12.3(2000.3) 294p 21cm

775.1-ﾅﾉ 永くもがなの酒びたり 中村伸郎／著 早川書房 平成3.8(1991.8) 211p 20cm
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台本
〔出版者不明〕 〔出版年不明〕 118p 25cm

801.6-ﾛ 文章の書きかた 老舎／著　紀純／著
牧浩平／訳

駿台社 昭和31.2(1956.2) 156p 18cm
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804-ﾍﾏ-3 ことばの世界　3　国際語と未来
のことば

マリオ・ペイ／著　外
山滋比古／訳　平田
純／訳

講談社 昭和54.11(1979.11) 168p 18cm

811.5-ﾆﾋ 新かなづかい辞典　（岩崎新書） 西沢秀雄／著 岩崎書店 昭和31.3(1956.3) 7,162p 18cm
813-ｺﾂ 新撰活版活用いろは字典 後藤常太郎／編輯 中村鍾美堂 明治33.8(1900.8) 1冊 12cm
813.1-ｵﾌ-1 大言海 第1巻 大槻文彦／著 冨山房 昭和15.6(1940.6) 1冊 27cm
813.1-ｵﾌ-2 大言海 第2巻 大槻文彦／著 冨山房 昭和15.6(1940.6) 948p 27cm
813.1-ｵﾌ-3 大言海 第3巻 大槻文彦／著 冨山房 昭和15.9(1940.9) 948p 27cm
813.1-ｵﾌ-4 大言海 第4巻 大槻文彦／著 冨山房 昭和15.5(1940.5) 964,60,8p 27cm
813.1-ｵﾌ-5 大言海 索引 大槻文彦／著 冨山房 昭和12.11(1937.11) 1冊 27cm
813.1-ﾀﾕ 角川国語辞典　改訂版 武田祐吉／編　久松

潜一／編
角川書店 昭和40.1(1965.1) 1098,4p 15cm 冊子1冊（国際予防接種証明書）

挟み込みあり
813.2-ﾊｳ 詳解漢和大字典　修訂増補30版 服部宇之吉／共著

小柳司氣太／共著
冨山房 昭和30.3(1955.3) 1冊 19cm

813.4-ｴﾃ 故事成語成句辞典 遠藤哲夫／著 明治書院 昭和48.11(1973.11) 4,415p 19cm
816-ﾒ 紅葉文集 名家文撰會／編 精華堂書店 大正9.6(1920.6) 5,355p 15cm 後表紙欠
816.0-ﾎ 大きな文字の実用漢字辞典　再 本の友社編集部／編 本の友社 平成6.3(1994.3) 665p 18cm
818-ﾄﾑ 日本の方言地図　（中公新書） 徳川宗賢／編 中央公論社 昭和54.3(1979.3) 9,250p 18cm

821.2-ｺｼ 漢字の歴史 香坂順一／著　イズミ
オキナガ／著

江南書院 昭和33.5(1958.5) 5,325,6p 19cm

823-NA Ｔｈｅ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｒｅａｄｅｒ’ｓ　ＪＡＰ
ＡＮＥＳＥ－ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＨＡＲＡ
ＣＴＥＲ　ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ

Ａｎｄｒｅｗ　Ｎａｔｈａｎｉｅｌ
Ｎｅｌｓｏｎ／著

Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅ.Ｔ
ｕｔｔｌｅ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ

昭和53.　(1978.) 1109p 24cm

833.1-FH Ｔｈｅ　Ｃｏｎｃｉｓｅ　Ｏｘｆｏｒｄ　Ｄｉｃｔｉｏ
ｎａｒｙ　ｏｆ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｈ.Ｗ.Ｆｏｗｌｅｒ／編　Ｆ.
Ｇ.Ｆｏｗｌｅｒ／編

Ｏｘｆｏｒｄ　Ａｔ　ｔ
ｈｅ　Ｃｌａｒｅｎｄｏ
ｎ　Ｐｒｅｓｓ

大正14.　(1925.) 10,1064p 19cm

833.1-ｻ コンサイス英英辞典　第3版 三省堂編修所／編 三省堂 昭和45.11(1970.11) 6,1175p 17cm
833.2-ｻ 最新コンサイス和英辞典　改訂版 三省堂編修所／編 三省堂 昭和37.12(1962.12) 2,6,1084,2

2p
16cm

833.3-ｵ エッセンシャル英和辞典　中型新 旺文社／編 旺文社 昭和48.3(1973.3) 1598p 18cm
833.3-ｻ デイリーコンサイス英和辞典　第3 三省堂編修所／編 三省堂 昭和43.10(1968.10) 614p 16cm
837.8-ｲﾌ 日英會話 Ｆ.Ｗ.イーストレーキ／

原著 村井知至／増
鍾美堂書店 大正6.3(1917.3) 666p 14cm

840-ﾏﾘ どいつ語カタコト教室 真鍋良一／著 白水社 昭和35.7(1960.7) 190p 18cm
843-ｸｺ コンサイス独和辞典　第5版 倉石五郎／編 三省堂 昭和53.3(1978.3) 14,1294p 18cm
843-ﾕｴ 袖珍和獨辭典 エミール・ユンケル／

編 權田保之助／編
有朋堂 昭和7.10(1932.10) 2,825,9p 13cm

850.3-MM ＬＡＩＲＤ　＆　ＬＥＥ’Ｓ　ＶＥＳＴ－Ｐ
ＯＣＫＥＴ　ＬＩＴＴＲＥ－ＷＥＢＳＴＥ
Ｒ　ＥＮＧＬＩＳＨ－ＦＲＥＮＣＨ　ＡＮ
Ｄ　ＦＲＥＮＣＨ－ＥＮＧＬＩＳＨ　ＤＩＣ

ＭＡＸ　ＭＡＵＲＹ／著 ＬＡＩＲＤ　＆　Ｌ
ＥＥ

大正9.　(1920.) 290p 14cm
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883-ｿｼ ロシア語辭典 外村史郎／編 鐵塔書院 昭和8.5(1933.5) 272,8,30p 17cm 表紙欠
901-ﾓﾀ 文芸講話　（岩波文庫） 毛沢東／著　竹内好

／訳
岩波書店 昭和31.10(1956.10) 87p 15cm

901.3-ｱｱ 短編小説礼讃 (岩波新書） 阿部昭／著 岩波書店 昭和61.8(1986.8) 3,214p 18cm
901.3-ﾂｼ 小説神髄 （岩波文庫） 坪内逍遙／著 岩波書店 昭和11.10(1936.10) 268p 15cm
904-ｱﾕ 文学の森 秋元有子／著 日本民主主義

文学同盟
平成13.5(2001.5) 322p 19cm 「岩倉政治五年目の雪・妻の介

護とその死」掲載
904-ｷ 鏡花幻創 鏡花文学賞25周年記

念誌編集委員会／編
金沢市 平成11.3(1999.3) 132p 28cm

904-ｷｻ 幸福のちいさな扉 木崎さと子／著 河出書房新社 平成6.2(1994.2) 165p 20cm
904-ｸｺ 民主革命期の文學論 藏原惟人／編 眞理社 昭和23.7(1948.7) 342p 19cm
904-ｻｷ 革命と藝術 佐々木基一／著 未來社 昭和33.7(1958.7) 255p 19cm
904-ｼﾀ 機械仕掛のエロス　新装版 澁澤龍彦／著 青土社 平成4.4(1992.4) 251p 22cm
904-ﾏｶ 文学・芸術論　（国民文庫） マルクス／〔著〕　エン

ゲルス／〔著〕　マルク
ス＝レーニン主義研
究所／訳

大月書店 昭和30.5(1955.5) 192p 15cm

908-ｾ-12 世界文學全集　12　レ・ミゼラブル
第1巻

ヴィクトル・ユーゴー／
著 豐島與志雄／訳

新潮社 昭和2.3(1927.3) 12,508p 20cm

908-ｾ-20 世界文學全集　20　チャタレイ夫
人の恋人

Ｄ.Ｈ.ローレンス／〔著〕
伊藤整／訳

新潮社 昭和35.11(1960.11) 417p 18cm

908-ｾ-21 世界文學全集　21　父と子・處女
地

イワン・ツルゲーネフ
／著 米川正夫／訳

新潮社 昭和2.7(1927.7) 16,600p 20cm

908-ｾ-26 世界文學全集　26　イプセン集 イプセン／著　楠山正
雄／訳

新潮社 昭和2.4(1927.4) 10,508p 20cm

908-ｾ-43 世界文学全集　43　煉獄の中で ソルジェニーツィン／
〔著〕　木村浩／訳　松
永緑彌／訳

集英社 昭和47.11(1972.11) 621p 24cm

908-ｾ-13 世界文學体系　13　デカルト・パ
スカル

野田又夫／ほか訳 筑摩書房 昭和33.10(1958.10) 468p 23cm

908-ﾆ-1 現代文学講座 1 日本文学学校／編 飯塚書店 昭和33.9(1958.9) 208p 19cm
908-ﾆ-2 現代文学講座 2 日本文学学校／編 飯塚書店 昭和33.10(1958.10) 201p 19cm
908-ﾆ-4 現代文学講座 4 日本文学学校／編 飯塚書店 昭和34.3(1959.3) 196p 19cm
908-ﾆ-5 現代文学講座 5 日本文学学校／編 飯塚書店 昭和34.5(1959.5) 192p 19cm
908-ﾌ 袖珍世界文藝名作辭典 婦人世界學藝部／編 實業之日本社 昭和2.4(1927.4) 224p 19cm
910.2-ｲｼ 日本農民文学史 犬田卯／著　小田切

秀雄／編
農山漁村文化
協会

昭和33.10(1958.10) 301p 19cm 自筆メモ2枚（原稿用紙）挟み込
みあり

910.2-ｲﾀ 石川啄木の生涯 渡邊順三／著 新日本歌人協 昭和27.4(1952.4) 32p 19cm
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910.2-ｳ 内灘砂丘と文学 「内灘砂丘と文学」出
版実行委員会／編集

内灘町 平成13.3(2001.3) 87p 26cm 「内灘とゆかりの深い作家たち
『ニセアカシアの丘で』」（犬島敏
明著）掲載

910.2-ｳ 内灘砂丘と文学 「内灘砂丘と文学」出
版実行委員会／編集

内灘町 平成13.3(2001.3) 87p 26cm 「内灘とゆかりの深い作家たち
『ニセアカシアの丘で』」（犬島敏
明著）掲載

910.2-ｳﾁ-2 生きて行く私 下 宇野千代／著 毎日新聞社 昭和58.8(1983.8) 244p 20cm
910.2-ｳﾔ 國文學史概説　3版 植松安／著 廣文堂 昭和4.12(1929.12) 2,10,321,1

8p
20cm

910.2-ｳﾛ 明治の作家 内田魯庵／著　柳田
泉／編

筑摩書房 昭和16.10(1941.10) 412p 19cm

910.2-ｵｹ 大江健三郎論 篠原茂／著 東邦出版社 昭和48.5(1973.5) 321p 19cm
910.2-ｶﾖ 岩波小辞典日本文学　近代 片岡良一／編 岩波書店 昭和33.6(1958.6) 223p 18cm
910.2-ｸｺ-1 物語プロレタリア文学運動　上

(新日本新書）
蔵原惟人／編　手塚
英孝／編

新日本出版社 昭和42.7(1967.7) 216p 18cm

910.2-ｺﾀ 小林多喜二の世界 津田孝／著 新日本出版社 昭和60.2(1985.2) 230p 20cm
910.2-ｻｼ 現代文学への視角 佐藤静夫／著 新日本出版社 昭和58.9(1983.9) 354p 20cm
910.2-ｻｼ 昭和文学の光と影 佐藤静夫／著 大月書店 平成1.8(1989.8) 221p 19cm
910.2-ｻｼ 戦後文学の三十年 佐藤静夫／著 光和堂 昭和51.2(1976.2) 422p 20cm
910.2-ｻｼ 戦後文学論争史論 佐藤静夫／著 新日本出版社 昭和60.8(1985.8) 268p 20cm
910.2-ｻｼ 転換期の文学 佐藤静夫／著 光和堂 昭和53.4(1978.4) 379p 20cm
910.2-ｻｼ 天皇制と現代日本文学 佐藤静夫／著 青磁社 昭和63.10(1988.10) 379p 20cm
910.2-ｻﾉ 日本文学の古典　第2版　（岩波

新書）
西郷信綱／著　永積
安明／著 広末保／

岩波書店 昭和41.2(1966.2) 7,201p 18cm

910.2-ｼ 人物戦後左翼文学運動史 思想運動研究所／編 全貌社 昭和44.3(1969.3) 223p 18cm
910.2-ﾀｼ 先師先人 竹之内静雄／著 新潮社 昭和57.6(1982.6) 268p 20cm
910.2-ﾂﾀ 明日の文学の広場へ 津田孝／著 新日本出版社 昭和63.9(1988.9) 265p 20cm
910.2-ﾂﾀ 批評への情熱 津田孝／著 新日本出版社 昭和58.4(1983.4) 344p 20cm
910.2-ﾂﾀ 民主主義文学とはなにか 津田孝／著 新日本出版社 昭和62.2(1987.2) 258p 20cm
910.2-ﾅﾌ 明治大正の文學者 中村武羅夫／著 留女書店 昭和24.6(1949.6) 4,289p 19cm
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910.2-ﾆ 革命文学への道標 日本共産党中央委員
会宣伝教育文化部／

日本共産党中
央委員会出版

昭和39.8(1964.8) 376p 19cm

910.2-ﾆ-76 文芸年鑑　1976 日本文芸家協会／編 日本文芸家協
会

昭和51.6(1976.6) 398,190p 22cm 挟み込み1枚（作家氏名と住所抜
書きメモ）

910.2-ﾆ-95 文芸年鑑 1995 日本文芸家協会／編 新潮社 平成7.6(1995.6) 433,253p 21cm
910.2-ﾆ-99 文芸年鑑 1999 日本文芸家協会／編 新潮社 平成11.7(1999.7) 442,294p 21cm
910.2-ﾆ 民主主義文学運動の歴史と理論 日本民主主義文学同

盟／編
青磁社 昭和56.11(1981.11) 381p 19cm

910.2-ﾆ 民主主義文学活動の歴史と理論
増補新装版

日本民主主義文学同
盟／編

青磁社 平成1.8(1989.8) 544p 20cm

910.2-ﾋｹ 昭和文学の可能性　（岩波新書） 平野謙／著 岩波書店 昭和47.4(1972.4) 218p 18cm
910.2-ﾌﾂ 國文學史總説 藤村作／著 中興館 昭和2.5(1927.5) 2,6,374,9p 21cm
910.2-ﾏﾊ 自然主義盛衰史 正宗白鳥／著 六興出版部 昭和23.11(1948.11) 207p 22cm
910.2-ﾐｹ わが文学運動論 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和58.5(1983.5) 306p 20cm
910.2-ﾖｾ 初歩日本文学史 吉田精一／著 光文社 昭和35.9(1960.9) 270,12p 17cm
911.1-ｱﾉ 大伴家持の人と歌 青田伸夫／著 短歌新聞社 昭和62.4(1987.4) 181p 20cm
911.1-ｲﾀ 啄木歌集　（角川文庫） 〔石川啄木／著〕　久

保田正文／編
角川書店 昭和54.7(1979.7) 280p 15cm

911.1-ｵｼ 春を抱きて 歌集 大町閑子／著 新日本歌人協 昭和56.7(1981.7) 189p 19cm 挟み込みあり
911.1-ｵﾋ 短歌と時代 小木宏／著 光陽出版社 平成8.3(1996.3) 259p 20cm 挟み込み 小木宏よりの葉書1枚
911.1-ｶｸ 現代名歌選集 金子薫園／選 新潮社 昭和10.3(1935.3) 6,249p 16cm
911.1-ｸｳ 槻の木 （改造文庫） 窪田空穗／著 改造社 昭和4.5(1929.5) 190p 16cm
911.1-ｺﾄ 評釋大伴家持全集 小泉苳三／著 修文館 大正15.5(1926.5) 4,334,52p 19cm
911.1-ｻ-4 作者別萬葉集評譯　第4巻 尾山篤ニ郎／著 非凡閣 昭和10.12(1935.12) 305p 20cm
911.1-ｻｽ みをつくし 佐藤寿美子歌集 佐藤寿美子／著 日本文芸社 昭和40.6(1965.6) 144p 19cm
911.1-ｻﾉ-1 新訓萬葉集　上巻　改訂再版

（岩波文庫）
佐佐木信綱／編 岩波書店 昭和14.6(1939.6) 421p 15cm

911.1-ｻﾉ 萬葉辭典 佐佐木信綱／編 中央公論社 昭和16.8(1941.8) 1冊 22cm
911.1-ｻﾏ 天の梯子　獄中第十歌集 佐藤誠／著 佐藤ゆう子 平成2.1(1990.1) 238p 19cm .しづがわ通信（1990．1．26発

行）.　佐藤ゆう子記礼状　挟み込
み

911.1-ｻﾘ 萬葉のこゝろ 齋藤瀏／著 朝日新聞社 昭和17.7(1942.7) 4,8,233p 19cm

911.1-ﾀｻ 定本種田山頭火句集　4版 種田山頭火／著 彌生書房 昭和50.1(1975.1) 392p 20cm
911.1-ﾀﾏ チョコレート革命 俵万智／著 河出書房新社 平成9.5(1997.5) 166p 20cm
911.1-ﾂﾃ-1 萬葉集 上 塚本哲三／編輯 有朋堂書店 昭和3.5(1928.5) 6,25,618p 18cm
911.1-ﾂﾃ-2 萬葉集 下 塚本哲三／編輯 有朋堂書店 昭和3.6(1928.6) 14,646p 18cm
911.1-ﾂﾌ 旅人と憶良 土屋文明／著 創元社 昭和17.9(1942.9) 3,3,280,12

p
19cm

911.1-ﾈｹ 万葉の民俗 根岸謙之助／著 桜楓社 昭和56.5(1981.5) 282p 19cm
911.1-ﾏ-7 万葉の歌 7 京都 芳賀紀雄／著 保育社 昭和61.10(1986.10) 6,16,230p 19cm
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911.1-ﾔｷ 上代人の生活と歌 安田喜代門／著 湯川弘文社 昭和18.12(1943.12) 4,439p 19cm
911.1-ﾔﾋ 閨怨の詩人小野小町 山口博／著 三省堂 昭和54.10(1979.10) 216p 19cm 挟み込みあり
911.1-ﾔﾖ 萬葉集の精神 保田與重郎／著 筑摩書房 昭和17.11(1942.11) 7,571p 22cm
911.1-ﾜｼ 新しい短歌作法 渡邊順三／著 飯塚書店 昭和24.6(1949.6) 168p 19cm
911.1-ﾜｼ 歳月重し 渡辺順三歌集 渡辺順三／著 短歌新聞社 昭和46.9(1971.9) 126p 19cm
911.3-ｱｹ 戸坂家の文学 粟津啓有／著 北國新聞社 平成6.8(1994.8) 162p 22cm
911.3-ｵｾ 井泉水句集　（改造文庫） 荻原井泉水／著 改造社 昭和4.8(1929.8) 518p 15cm

911.3-ｶﾄ わが戦後俳句史　(岩波新書） 金子兜太／著 岩波書店 昭和60.12(1985.12) 3,232p 18cm

911.3-ｺｲ-1 一茶七番日記 上巻　（改造文 荻原井泉水／校訂 改造社 昭和6.3(1931.3) 382p 16cm
911.3-ﾀｷ 新歳時記 改訂 〔高浜〕虚子／編 三省堂 昭和16.11(1941.11) 1冊 10×15cm
911.3-ﾁ 栗笑むや 千曲山人／著 文藝出版 平成5.12(1993.12) 193p 20cm
911.3-ﾄﾌ 俳句歳時記 秋 富安風生／編集代表 平凡社 昭和44.6(1969.6) 2,12,620p 11×16cm
911.3-ﾅﾐ 鯨の目 成田三樹夫遺稿句集 成田三樹夫／著 無明舎出版 平成3.3(1991.3) 308p 20cm
911.3-ﾔｹ 最新俳句歳時記　新年 山本健吉／編 文藝春秋 昭和47.1(1972.1) 398p 11×18cm
911.3-ﾔｹ 最新俳句歳時記　春 山本健吉／編 文藝春秋 昭和46.3(1971.3) 403p 12×18cm
911.3-ﾔｹ 最新俳句歳時記　冬 山本健吉／編 文藝春秋 昭和46.12(1971.12) 400p 11×18cm
911.5-ｲｱ 鬼　詩集 犬塚昭夫／著 異郷社 平成4.8(1992.8) 158p 19cm
911.5-ｲｱ 地球 詩集 犬塚昭夫／著 異郷社 平成4.8(1992.8) 158p 19cm
911.5-ｲｼ 池端秀介詩集 池端秀介／著 芸風書院 昭和57.6(1982.6) 96p 22cm
911.5-ｲｼ-2 現代詩の鑑賞　下　改版　(新潮

文庫)
伊藤信吉／著 新潮社 昭和43.5(1968.5) 423p 16cm

911.5-ｵｱ 蟹の思考 太田明詩集 太田明／著 ＶＡＮ書房 昭和60.6(1985.6) 93p 15cm
911.5-ｵｼ 戦後からのまなざし 奥田史郎〔ほか〕／著 視点社 昭和56.8(1981.8) 111p 19cm
911.5-ｶ 関西詩人協会自選詩集 関西詩人協会／編 竹林館 平成7.11(1995.11) 413p 22cm
911.5-ｶﾋ 歌ひとつ 金井廣／著 金井廣 平成9.7(1997.7) 52p 19cm
911.5-ｶﾋ 妻恋歌 金井廣／著 青磁社 平成3.7(1991.7) 81p 16cm
911.5-ｶﾋ 天皇への献血を乞われた人の、

それをことわる口上書　金井廣詩
金井廣／著 青磁社 平成2.6(1990.6) 97p 20cm

911.5-ｷﾅ 火繩銃のうた （靑木文庫） 許南麒／著 青木書店 昭和27.8(1952.8) 123p 16cm
911.5-ｷﾊ 北原白秋詩集 改版　(新潮文庫) 神西清／編 新潮社 昭和43.4(1968.4) 196p 16cm
911.5-ｷﾊ 北原白秋詩集　改版　(新潮文庫) 神西清／編 新潮社 昭和43.4(1968.4) 196p 16cm

911.5-ｺﾀ 今野大力・今村恒夫詩集 今野大力／著　今村
恒夫／著

新日本出版社 昭和48.9(1973.9) 362p 20cm

911.5-ｼﾄ 藤村詩集 （新潮文庫） 島崎藤村／著 新潮社 昭和43.2(1968.2) 232p 16cm
911.5-ｼﾄ 藤村詩抄 （岩波文庫） 島崎藤村／著 岩波書店 昭和32.7(1957.7) 221p 15cm
911.5-ｽｷ もえる火 詩集 図斎菊司／著 牧羊社 平成4.12(1992.12) 117p 20cm
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911.5-ﾀｶ はだか　詩集 竹部勝之進／著 恵徳寺内　聞
光会

昭和51.2(1976.2) 190p 19cm 新しい和讃（挟み込み）

911.5-ﾀﾔ 村の配達 高島保治／著 静岡書房 平成10.4(1998.4) 189p 22cm

911.5-ﾁﾘ まだまだ 詩集 千葉龍／著 詩画工房 平成10.7(1998.7) 124p 22cm
911.5-ﾁﾘ 夜のつぎは、朝 千葉龍／著 沖積舎 平成6.2(1994.2) 170p 21cm
911.5-ﾄﾀ 私の検詩ノート 土井大助／著 光和堂 昭和46.11(1971.11) 277p 19cm
911.5-ﾄﾀ 冬の旅前後 友田多喜雄／著 陽雲編集部 昭和33.4(1958.4) 110p 18cm
911.5-ﾏﾄ 辛抱づよい者へ 詩集　復刻版 松田解子／著 不二出版 平成7.7(1995.7) 124,7p 20cm
911.5-ﾐｶ 白の地図 詩集 三方克／著 視点社 昭和58.8(1983.8) 175p 22cm
911.5-ﾐｹ 宮澤賢治詩集 （岩波文庫） 谷川徹三／編 岩波書店 昭和25.12(1950.12) 362p 15cm
912.4-ﾁﾓ 國性爺合戰・鑓の權三重帷子

（岩波文庫）
近松門左衞門／作
和田萬吉／校訂

岩波書店 昭和2.8(1927.8) 96p 16cm

912.5-ｲﾄ 歌舞伎細見　増補 飯塚友一郎／著 第一書房 昭和2.12(1927.12) 55,1084,1
05p

20cm

912.6-ｸﾋ 出家とその弟子 改版　（岩波文 倉田百三／作 岩波書店 昭和37.8(1962.8) 230p 15cm
912.6-ﾂｼ 役の行者 改訂再版 坪内逍遥／著 玄文社 大正10.9(1921.9) 1冊 19cm
912.6-ﾅﾀ 土　劇団文化座上演台本 長塚節／原作　大垣

肇／脚色
〔劇団文化座〕 〔出版年不明〕 127p 21cm

913.2-ｸｶ-1 訓讀日本書紀 上巻　（岩波文 黑板勝美／編 岩波書店 昭和3.1(1928.1) 102p 16cm
913.2-ｺｼ 古事記 （岩波文庫） 幸田成友／校訂 岩波書店 昭和2.8(1927.8) 135p 16cm
913.4-ｺ-1 校訂太平記 第1冊　（雄山閣文 雄山閣 昭和12.1(1937.1) 236p 15cm
913.4-ﾀｻ-1 平家物語 上 （講談社文庫） 高橋貞一／校注 講談社 昭和47.2(1972.2) 430p 15cm
913.5-ﾎﾋ 新修浅井了意 北条秀雄／著 笠間書院 昭和49.9(1974.9) 250p 18cm
913.8-ｳﾋ えばなし　せんぷりせんじが笑っ

た！　ほか四編
上野英信／はなし　千
田梅二／はんが

昭和29.11(1954.11) 1冊 25cm

913.8-ｼﾀ うすずみのさくら 清水達也／文　北島
新平／絵

ほるぷ出版 昭和58.8(1983.8) 1冊 27cm

913.8-ﾆﾆ 真間の手児奈 西川日恵／作　竹下
宏長／版画

水書坊 平成1.5(1989.5) 31p 22×31cm

913.8-ﾕﾏ モネの絵本 太陽とおいかけっこ 結城昌子／構成・文 小学館 平成5.7(1993.7) 1冊 27cm
913.8-ﾜｵ わがままなきょじん オスカー・ワイルド／

原作　鶴見正夫／文
田村セツコ／絵

世界文化社 〔出版年不明〕 25p 22cm

914.4-ｳｺ 徒然草詳解 内海弘蔵／著 明治書院 大正8.10(1919.10) 4,18,6,488
p

20cm

914.4-ｶﾓ 校註枕草子 改訂 金子元臣／著 明治書院 昭和2.12(1927.12) [21],314p 20cm
914.4-ｻｹ 徒然草と人生觀 阪口玄章／執筆 内閣印刷局 昭和15.7(1940.7) 104p 15cm
914.4-ﾖｹ 徒然草 改版 (岩波文庫) 西尾実／校注 岩波書店 昭和40.8(1965.8) 187p 15cm
914.6-ｱｶ 老人力 赤瀬川原平／著 筑摩書房 平成10.9(1998.9) 219p 20cm
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914.6-ｲﾘ そよ風ときにはつむじ風 池部良／著 毎日新聞社 平成2.11(1990.11) 285p 20cm
914.6-ｳﾛ 文學者となる法　（特選名著複刻

全集近代文学館）
内田魯庵／著 日本近代文学

館
昭和52.11(1977.11) 2,6,186p 22cm

914.6-ｴﾛ 大往生 （岩波新書） 永六輔／著 岩波書店 平成6.3(1994.3) 5,199p 18cm
914.6-ｵｲ こころからこころへ 岡部伊都子／著 彌生書房 平成5.9(1993.9) 165p 20cm
914.6-ｶｶ 現代人の遍歴 龜井勝一郎／著 養德社 昭和23.6(1948.6) 270p 19cm
914.6-ｶｶ 信仰について 龜井勝一郎／著 筑摩書房 昭和17.6(1942.6) 3,269p 19cm
914.6-ｶｶ 人生論 龜井勝一郎／著 生活社 昭和18.4(1943.4) 224p 19cm
914.6-ｶｶ 絶望からの出発 亀井勝一郎／著 大和出版 昭和43.12(1968.12) 248p 19cm
914.6-ｸｼ 相対幻論 栗本慎一郎／著　吉

本隆明／著
冬樹社 昭和58.10(1983.10) 237p 20cm

914.6-ｸｼ 煩悩万歳 黒瀬昇次郎／著 到知出版社 平成9.7(1997.7) 357p 20cm
914.6-ｻｱ 墮落論 坂口安吾／著 銀座出版社 昭和24.12(1949.12) 236p 19cm
914.6-ﾁﾘ 無告、されど 千葉龍／著 能登印刷出版 平成6.5(1994.5) 331p 20cm 挟み込み6枚（著者千葉龍の手
914.6-ﾅｶ 蜜蜂･余生 （岩波文庫） 中勘助／著 岩波書店 昭和60.9(1985.9) 219p 15cm
914.6-ﾅｼ 中野重治隨筆抄 中野重治／著 筑摩書房 昭和15.6(1940.6) 5,4,415p 19cm 表紙欠
914.6-ﾅﾏ 遥かなる大地 中本昌年／著 桂書房 平成2.5(1990.5) 245p 20cm
914.6-ﾎﾖ 誰も不思議に思わない 堀田善衞／著 筑摩書房 平成1.1(1989.1) 209p 20cm
914.6-ﾐｹ-1 宮本顕治文芸評論選集　第1巻 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和55.11(1980.11) 701p 19cm
914.6-ﾐｹ-2 宮本顕治文芸評論選集　第2巻 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和41.10(1966.10) 494p 19cm (毎日新聞「平野謙」関連記事切

り抜きが挿んである)

914.6-ﾐｹ-2 宮本顕治文芸評論選集　第2巻 宮本顕治／著 新日本出版社 昭和41.10(1966.10) 494p 19cm
914.6-ﾖｾ 洟をたらした神 普及版 吉野せい／著 彌生書房 昭和50.5(1975.5) 202p 19cm
915.3-ｲ 和泉式部日記　改版　（岩波文

庫）
和泉式部／〔著〕　淸
水文雄／校訂

岩波書店 昭和32.6(1957.6) 118p 15cm

915.6-ｲ 戦没農民兵士の手紙　（岩波新
書）

岩手県農村文化懇談
会／編

岩波書店 昭和36.7(1961.7) 5,236p 18cm

915.6-ｼｹ 滿洲紀行 島木健作／著 創元社 昭和15.4(1940.4) 4,359p 18cm
916-ｳﾋ あるガン患者の病床絵日記　内

山弘正画文集
内山弘正／著 あいわ出版 昭和60.11(1985.11) 95p 22cm

916-ｳﾋ あるガン患者の病床絵日記　内
山弘正画文集

内山弘正／著 あいわ出版 昭和60.11(1985.11) 95p 22cm

916-ｴﾐ 針千本 私のがん闘病記 江夏美好／著 河出書房新社 昭和57.8(1982.8) 221p 20cm
916-ｶｵ 死刑囚の記録　（中公新書） 加賀乙彦／著 中央公論社 平成4.5(1992.5) 233p 18cm メモ2枚、新聞切抜き1枚挟み込

みあり
916-ｶｵ 死刑囚の記録 （中公新書） 加賀乙彦／著 中央公論社 昭和55.1(1980.1) 232p 18cm
916-ｻｱ 教師・いま原点からの新生 笹森晃／編 理論社 平成7.10(1995.10) 237p 19cm 挟み込み 手紙・写真
916-ｼﾖ いのちと生きる 重兼芳子／著 中央公論社 平成5.8(1993.8) 185p 20cm
916-ﾅﾋ こころの手足 新版 中村久子／著 春秋社 昭和62.10(1987.10) 10,259p 20cm
916-ﾏﾅ 原発死 松本直治／著 潮出版社 昭和54.7(1979.7) 237p 20cm
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916-ﾏﾅ 火の墓標 松本直治／著 現代書林 昭和56.12(1981.12) 265p 20cm
916-ﾒｻ 免田栄獄中記 免田栄／著 社会思想社 昭和59.5(1984.5) 337p 20cm 挟み込み2枚（メモ書き原稿用
918.6-ｱﾘ 芥川龍之介集 芥川龍之介／著 新潮社 昭和2.9(1927.9) 6,782p 20cm
918.6-ｲﾀ-1 石川啄木集 上 改版　（新潮文 古谷綱武／編 新潮社 昭和45.6(1970.6) 290p 16cm
918.6-ｲﾀ-2 石川啄木集 下 改版　(新潮文 古谷綱武／編 新潮社 昭和45.6(1970.6) 291p 15cm
918.6-ｹ-14 現代日本文学館　14　武者小路 武者小路実篤／著 文藝春秋 昭和41.9(1966.9) 505p 20cm
918.6-ｹ-7 現代日本文學全集　第7篇　廣津

柳浪集・川上眉山集・齋藤綠雨集
廣津柳浪／著　川上
眉山／著 齋藤綠雨

改造社 昭和4.3(1929.3) 503p 23cm

918.6-ｹ-14 現代日本文學全集　第14篇　泉
鏡花集

泉鏡太郎／著 改造社 昭和3.9(1928.9) 559p 23cm

918.6-ｹ-24 現代日本文學全集　第24篇　志
賀直哉集

志賀直哉／著 改造社 昭和3.7(1928.7) 487p 23cm

918.6-ｹ-27 現代日本文學全集　第27篇　有
島武郎集・有島生馬集

有島武郎／著　有島
生馬／著

改造社 昭和2.7(1927.7) 526p 23cm

918.6-ｹ-29 現代日本文學全集　第29篇　里
見弴集・佐藤春夫集

里見弴／著　佐藤春
夫／著

改造社 昭和2.8(1927.8) 558p 23cm

918.6-ｹ-36 現代日本文學全集　第36篇　紀
行隨筆集

戸川明三／ほか著 改造社 昭和4.8(1929.8) 558p 23cm

918.6-ｹ-37 現代日本文學全集　第37篇　現
代日本詩集・現代日本漢詩集

島崎藤村／ほか著 改造社 昭和4.4(1929.4) 595p 23cm

918.6-ｹ-52 現代日本文學全集　第52篇　宗
敎文學集

山本三生／編纂 改造社 昭和6.11(1931.11) 423p 23cm

918.6-ｹ-43 現代日本文學大系　43　芥川龍
之介集

芥川龍之介／著 筑摩書房 昭和43.8(1968.8) 454p 23cm

918.6-ｹ 現代日本文學大系　別冊　現代
文學風土記

奥野健男／著 筑摩書房 昭和43.8(1968.8) 174p 22cm

918.6-ｺﾀ-4 小林多喜二全集　第4巻　工場細
胞・オルグ （青木文庫）

小林多喜二／著 青木書店 昭和28.7(1953.7) 233p 16cm

918.6-ｺﾀ-3 定本小林多喜二全集　第3巻 小林多喜二／著 新日本出版社 昭和43.1(1968.1) 235p 18cm

918.6-ｼ-8 昭和文学全集 8　宮本百合子集 角川書店 昭和32.1(1957.1) 402p 22cm
918.6-ｼﾅ-1 志賀直哉の作品　上巻 〔志賀直哉／著〕　谷

川徹三／編
三笠書房 昭和17.8(1942.8) 294p 19cm

918.6-ｼﾅ-2 志賀直哉の作品　下巻 〔志賀直哉／著〕　谷
川徹三／編

三笠書房 昭和17.11(1942.11) 269p 19cm

918.6-ﾆ-22 日本文学全集 22 川端康成／著 河出書房 昭和42.7(1967.7) 422p 23cm
918.6-ﾋｷ-1 稗田菫平全集 第1巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和53.12(1978.12) 179p 20cm
918.6-ﾋｷ-2 稗田菫平全集 第2巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和54.4(1979.4) 183p 20cm
918.6-ﾋｷ-3 稗田菫平全集 第3巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和54.9(1979.9) 190p 20cm
918.6-ﾋｷ-4 稗田菫平全集 第4巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和55.3(1980.3) 177p 20cm
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918.6-ﾋｷ-5 稗田菫平全集 第5巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和55.10(1980.10) 197p 20cm
918.6-ﾋｷ-6 稗田菫平全集 第6巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和56.4(1981.4) 190p 20cm
918.6-ﾋｷ-7 稗田菫平全集 第7巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和56.11(1981.11) 208p 20cm
918.6-ﾋｷ-8 稗田菫平全集 第8巻 稗田菫平／著 宝文館出版 昭和57.7(1982.7) 257p 20cm
918.6-ﾐﾕ-3 宮本百合子選集　第3巻 宮本百合子／著 新日本出版社 昭和43.9(1968.9) 461p 18cm
919.5-ﾘ 良寛詩集　（岩波文庫） 大島花束／訳註　原

田勘平／訳註
岩波書店 昭和8.8(1933.8) 318p 16cm

921.4-ﾜｺ 寒山詩講義 若生國榮／講述 光融舘 明治32.12(1899.12) 2,264p 22cm
923.7-ﾛｼ 阿Ｑ正伝　（新日本文庫） 魯迅／〔著〕　丸山昇

／訳
新日本出版社 昭和50.11(1975.11) 183p 15cm

928.7-ﾛｼ 魯迅選集　（岩波文庫） 〔魯迅／著〕　佐藤春
夫／訳 增田渉／訳

岩波書店 昭和10.6(1935.6) 278p 15cm 表紙欠

929.9-ﾊｵ ルバイヤート　改版　（岩波文庫） オマル・ハイヤーム／
作 小川亮作／訳

岩波書店 昭和54.9(1979.9) 173p 15cm

931.6-ﾎｳ 草の葉　（岩波文庫） ホヰットマン／〔著〕
有島武郎／選訳

岩波書店 昭和9.10　(1934.10) 277p 15cm

932.7-ﾜﾃ カッコーの巣の上を デール・ワッサーマン
／作　小田島雄志／
訳 小田島若子／訳

劇書房 平成13.6(2001.6) 116p 20cm

933-HT Ｍｏｄｅｒｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｎｏｖｅｌｉｓｔｓ 〔Ｔｈｏｍａｓ　Ｈａｒｄｙ／
原著〕　〔Ｈｅｎｒｙ　Ｊａｍ
ｅｓ／原著〕　澤村寅二
郎／著

研究社 大正13.4(1924.4) 7,258p 18cm

933-ｸｺ 世界短編名作選　アメリカ編 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和52.11(1977.11) 349p 19cm
933.7-BL Ｔｈｅ　ＧＡＲＤＥＮ　ＯＦ　ＶＩＳＩＯＮ Ｌ.ＡＤＡＭＳ　ＢＥＣＫ／

著
Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａ
ｎ　Ｂｏｏｋ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ

昭和4.　(1929.) 5,421p 20cm

933.7-ﾈｽ 義勇兵 スティーブ・ネルソン／
著 松本正雄／訳

新日本出版社 昭和41.7(1966.7) 246p 19cm

933.7-ﾌﾌ-1 イコン　上 フレデリック・フォーサ
イス／〔著〕　篠原慎／

角川書店 平成8.11(1996.11) 378p 20cm

933.7-ﾍｱ-1 誰がために鐘は鳴る　上　（新潮
文庫）

ヘミングウェイ／〔著〕
大久保康雄／訳

新潮社 昭和48.11(1973.11) 413p 16cm

933.7-ﾍｱ-2 誰がために鐘は鳴る　下　（新潮
文庫）

ヘミングウェイ／〔著〕
大久保康雄／訳

新潮社 昭和48.11(1973.11) 429p 16cm

936-ｳﾄ 自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムズ／
〔著〕　河野万里子／

新潮社 平成5.10(1993.10) 297p 20cm

936-ｿﾋ ホスピス ビクター・ゾルザ／著
ローズマリー・ゾルザ
／著　岡村昭彦／監
訳 木村恵子／訳

家の光協会 昭和56.12(1981.12) 2,433p 20cm
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943.6-ｸ 白雪姫　グリム童話集1　（新潮文
庫）

植田敏郎／訳 新潮社 昭和42.7(1967.7) 300p 16cm

949.6-ｲﾍ ブランド　（岩波文庫） イブセン／作　角田俊
／訳

岩波書店 昭和3.5(1928.5) 399p 16cm 表紙欠

949.7-ｱ マッチ売りの少女　アンデルセン
童話集3 （新潮文庫）

アンデルセン／〔著〕
矢崎源九郎／訳

新潮社 昭和42.12(1967.12) 248p 16cm

951.6-BC ＬＥＳ　ＦＬＥＵＲＳ　ＤＵ　ＭＡＬ ＣＨＡＲＬＥＳ　ＢＡＵＤ
ＥＬＡＩＲＥ／〔著〕

ＣＡＬＭＡＮＮ－
ＬＥＶＹ

大正14.　(1925.) 3,295p 19cm

951.6-ﾗｱ ランボー詩集 改版　（新潮文庫） 堀口大學／訳 新潮社 昭和45.2(1970.2) 172p 15cm
953-ｸｺ-1 世界短編名作選　フランス編1 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和52.2(1977.2) 273p 19cm
953-ｸｺ-2 世界短編名作選　フランス編2 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和53.3(1978.3) 268p 19cm
953-ｼｱ 地上の糧　(角川文庫) アンドレ・ジイド／〔著〕

堀口大學／訳
角川書店 昭和28.5(1953.5) 178p 15cm

953.7-ｸｱ 悪童日記 アゴタ・クリストフ／著
堀茂樹／訳

早川書房 平成3.1(1991.1) 244p 20cm

953.7-ﾛﾛ-1 魅せられたる魂　1 ロマン・ロラン／作　宮
本正淸／訳

みすず書房 昭和31.5(1956.5) 478p 19cm

953.7-ﾛﾛ-2 魅せられたる魂　2 ロマン・ロラン／作　宮
本正淸／訳

みすず書房 昭和31.5(1956.5) 516p 19cm

953.7-ﾛﾛ-3 魅せられたる魂　3 ロマン・ロラン／作　宮
本正淸／訳

みすず書房 昭和31.6(1956.6) 432p 19cm

955.7-ｼｱ ソヴェト旅行記　(新潮文庫） アンドレ・ジイド／〔著〕
小松清／訳

新潮社 昭和27.4(1952.4) 118p 16cm

956-ｱｱ 尋問 アンリ・アレッグ／
〔著〕　Ｊ・Ｐ・サルトル
／〔著〕　長谷川四郎

みすず書房 昭和33.5(1958.5) 126p 19cm

963-ｸｺ 世界短編名作選　スペイン編 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和53.8(1978.8) 293p 19cm
963-ｸｺ 世界短編名作選　ラテンアメリカ 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和53.1(1978.1) 317p 19cm
973-ｸｺ 世界短編名作選　イタリア編 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和52.6(1977.6) 318p 19cm
980.2-ﾄﾌ ドストエフスキイ傳 エーメ・ドストエフスキ

イ／著 髙見裕之／
アカギ書房 昭和21.9(1946.9) 4,255p 22cm

980.2-ﾄﾚ-1 トルストーイ傳　第1巻 ビリューコフ／著　原
久一郎／訳

中央公論社 昭和16.3(1941.3) 672p 22cm

980.2-ﾄﾚ-2 トルストーイ傳　第2巻 ビリューコフ／著　原
久一郎／訳

中央公論社 昭和16.8(1941.8) 791p 22cm

983-ｸｺ 世界短編名作選　ソビエト編 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和53.5(1978.5) 338p 19cm
983-ｸｺ 世界短編名作選　ロシア編 蔵原惟人／監修 新日本出版社 昭和51.12(1976.12) 298p 19cm
983-ｺﾎ 降伏なき民　（靑木文庫） ボリース・ゴルバートフ

／著 黑田辰男／訳
青木書店 昭和27.9(1952.9) 229p 16cm
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983-ｺﾏ-2 母　下巻　（角川文庫） ゴーリキー／著　井上
満／訳

角川書店 昭和37.5(1962.5) 296p 15cm

983-ｿｱ-1 一九一四年八月　上 ソルジェニーツィン／
〔著〕 　江川卓／訳

新潮社 昭和47.8(1972.8) 292p 20cm

983-ｿｱ-2 一九一四年八月　下 ソルジェニーツィン／
〔著〕 　江川卓／訳

新潮社 昭和47.9(1972.9) 280p 20cm

983-ﾄﾚ-1 復活　上　(新潮文庫) トルストイ／〔著〕　木
村浩／訳

新潮社 昭和55.5(1980.5) 371p 16cm

983-ﾄﾚ-2 復活　下　(新潮文庫) トルストイ／〔著〕　木
村浩／訳

新潮社 昭和55.5(1980.5) 375p 16cm

984-ﾄﾚ 人生論　（角川文庫） トルストイ／〔著〕　米
川和夫／訳

角川書店 昭和33.12(1958.12) 238p 15cm

988-ｺﾏ-7 ゴーリキー選集　第7巻　母　上
（青木文庫）

マクシム・ゴーリキー
／著　村田春海／訳
黑田辰男／訳

青木書店 昭和27.9(1952.9) 284p 16cm

988-ﾛ-4 ロシア･ソビエト文学全集　4　死
せる魂・外套・鼻・検察官

ゴーゴリ／〔著〕　中村
融／ほか訳

平凡社 昭和39.9(1964.9) 459p 20cm

988-ﾛ-8 ロシア・ソビエト文学全集　8　カラ
マーゾフの兄弟 上

ドストエーフスキイ／
〔著〕　米川正夫／訳

平凡社 昭和39.5(1964.5) 414p 20cm

988-ﾛ-9 ロシア・ソビエト文学全集　9　カラ
マーゾフの兄弟 下

ドストエーフスキイ／
〔著〕　米川正夫／訳

平凡社 昭和39.6(1964.6) 478p 20cm

988-ﾛ-10 ロシア・ソビエト文学全集　10　悪
霊　上

ドストエーフスキイ／
〔著〕　米川正夫／訳

平凡社 昭和39.11(1964.11) 366p 20cm

988-ﾛ-16 ロシア・ソビエト文学全集　16　復
活

トルストイ／〔著〕　米
川正夫／訳

平凡社 昭和39.7(1964.7) 415p 20cm

993.7-ｴｲ 戯曲ザ・トート・ファミリー エルケーニ・イシュト
ヴァーン／作　平田純
／訳

劇団文芸座 昭和60.7(1985.7) 170p 22cm

F-ｱｻ 有田川 有吉佐和子／著 講談社 昭和38.11(1963.11) 370p 22cm
F-ｱｻ 恍惚の人 有吉佐和子／著 新潮社 昭和47.6(1972.6) 312p 20cm
F-ｱｻ 非色 有吉佐和子／著 中央公論社 昭和39.8(1964.8) 341p 20cm
F-ｲｼ-1 狂風記 上 石川淳／著 集英社 昭和55.10(1980.10) 452p 23cm
F-ｲｼ-2 狂風記 下 石川淳／著 集英社 昭和55.10(1980.10) 459p 23cm
F-ｲｾ 発掘 伊藤整／著 新潮社 昭和45.1(1970.1) 349p 20cm
F-ｲﾀ 生きてゐる兵隊 石川達三／著 河出書房 昭和20.12(1945.12) 178p 19cm
F-ｲﾋ 吉里吉里人 井上ひさし／著 新潮社 昭和56.8(1981.8) 834p 20cm
F-ｲﾋ 四十一番の少年　(文春文庫) 井上ひさし／著 文藝春秋 昭和49.11(1974.11) 190p 16cm
F-ｲﾏ 山椒魚・遙拝隊長　改版　（岩波

文庫）
井伏鱒二／作 岩波書店 昭和44.12(1969.12) 157p 15cm

F-ｲﾖ 何處へ 石坂洋次郎／著 改造社 昭和16.4(1941.4) 2,3,403p 19cm
F-ｲﾖ-2 若い人 續 石坂洋次郎／著 改造社 昭和12.12(1937.12) 432p 20cm
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F-ｴﾌ 鴉戯談 円地文子／著 中央公論社 昭和56.12(1981.12) 189p 20cm

F-ｴﾐ 阿古女のうた 江夏美好／著 風媒社 昭和48.7(1973.7) 311p 20cm 挟み込み　新聞記事切り抜き1枚
「根も葉もない伝説」（江夏美好）

F-ｴﾐ-1 下々の女 上 (河出文庫) 江夏美好／著 河出書房新社 昭和56.10(1981.10) 469p 15cm
F-ｴﾐ 流離の記 江夏美好／著 河出書房新社 昭和50.6(1975.6) 241p 20cm
F-ｴﾖ 炎昼 江夏美子／著 光風社 昭和38.10(1963.10) 267p 20cm
F-ｴﾖ 脱走記 江夏美子／著 光風社 昭和38.7(1963.7) 230p 20cm
F-ｵｶ 深き流れとなりて 及川和男／著 新日本出版社 昭和49.6(1974.6) 328p 20cm
F-ｵｻ イタコ無明 小野才八郎／著 審美社 昭和54.1(1984.1) 240p 20cm
F-ｵｼ 事件 大岡昇平／著 新潮社 昭和52.9(1977.9) 304p 20cm
F-ｵｼ-1 赤穂浪士 上巻 (角川文庫） 大佛次郎／著 角川書店 昭和36.4(1961.4) 538p 15cm
F-ｵｼ-2 赤穂浪士 下巻 (角川文庫） 大佛次郎／著 角川書店 昭和36.4(1961.4) 544p 15cm
F-ｵﾋ-1 鬼が来た　上 長部日出雄／著 文藝春秋 昭和54.11(1979.11) 302p 20cm

F-ｵﾋ-2 鬼が来た　下 長部日出雄／著 文藝春秋 昭和54.11(1979.11) 289p 20cm

F-ｶｵ-1 宣告 上 （新潮文庫） 加賀乙彦／著 新潮社 昭和57.10(1982.10) 653p 16cm
F-ｶｵ-2 宣告　下　（新潮文庫） 加賀乙彦／著 新潮社 昭和57.10(1982.10) 627p 16cm

F-ｶｿ とばっちりの青春 金子総一／著 さがらブックス 平成5.12(1993.12) 301p 19cm
F-ｶﾋ けものみち 金井廣／著 青磁社 平成3.6(1991.6) 351p 20cm
F-ｶﾋ はつ恋 金井廣／著 光陽出版社 平成8.9(1996.9) 302p 19cm
F-ｶﾐ あしたはうんと遠くへいこう 角田光代／著 マガジンハウス 平成13.9(2001.9) 213p 20cm
F-ｶﾔ 伊豆の踊子 改版　(角川文庫） 川端康成／著 角川書店 昭和43.7(1968.7) 224p 15cm
F-ｸｼ 暗い雪 閉ざされた魂の遍歴 草野茂／著 人間の科学社 昭和55.4(1980.4) 174p 20cm
F-ｸｼ 暗い雪 閉ざされた魂の遍歴 草野茂／著 人間の科学社 昭和55.4(1980.4) 174p 20cm
F-ｸﾀ 浮かぶ部屋 工藤威／著 青磁社 昭和58.11(1983.11) 236p 20cm
F-ｸﾀ やさしい体験 工藤威／著 青磁社 平成5.3(1993.3) 175p 20cm
F-ｸﾁ 赤目四十八瀧心中未遂 車谷長吉／著 文藝春秋 平成10.1(1998.1) 272p 20cm

F-ｸﾑ 親鸞とその弟子 熊谷宗秀／著 光雲社 昭和63.1(1988.1) 211p 20cm
F-ｸﾔ 風の伝言 草川八重子／著 かもがわ出版 平成2.5(1990.5) 161p 20cm 著者からの手紙
F-ｺﾀ 轉形期の人々　小林多喜二全集

第6巻 （青木文庫）
小林多喜二／著 青木書店 昭和27.12(1952.12) 231p 16cm

F-ｺﾀ 黨生活者 決定版 小林多喜二／著 民衆書房 昭和22.1(1947.1) 130p 18cm
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F-ｺﾀ 党生活者・独房 （岩波文庫） 小林多喜二／作 岩波書店 昭和25.9(1950.9) 201p 15cm
F-ｺﾉ ぼくたちの好きな戦争 小林信彦／著 新潮社 昭和61.5(1986.5) 371p 20cm
F-ｺﾊ 天井から降る哀しい音 耕治人／著 講談社 昭和61.11(1986.11) 204p 20cm
F-ｻｷ 母さんの樹 佐藤貴美子／著 新日本出版社 昭和59.6(1984.6) 282,10p 20cm
F-ｻｾ 曠野の記録 堺誠一郎／著 六藝社 昭和17.2(1942.2) 245p 19cm
F-ｻﾏ 處女 櫻井増雄／著 全線社 昭和40.12(1965.12) 326p 22cm
F-ｻﾘ 男の責任 佐木隆三／著 徳間書店 昭和62.5(1987.5) 349p 20cm
F-ｼｷ 跛行 篠垤潔／著 青磁社 平成5.8(1993.8) 191p 19cm
F-ｼｺ-1 次郎物語 第1部　（角川文庫） 下村湖人／著 角川書店 昭和26.9(1951.9) 280p 15cm
F-ｼﾄ 死の棘 島尾敏雄／著 新潮社 昭和52.9(1977.9) 347p 20cm
F-ｼﾄ 破戒　（新選名著複刻全集近代

文学館）
島崎藤村／著 日本近代文学

館
昭和52.10(1977.10) 578p 19cm

F-ｼﾄ-1-1 夜明け前　第一部上　改版　(新
潮文庫)

島崎藤村／著 新潮社 昭和42.12(1967.12) 348p 16cm

F-ｼﾄ-2-2 夜明け前　第二部下　改版　(新
潮文庫)

島崎藤村／著 新潮社 昭和43.2(1968.2) 366p 16cm

F-ｼﾖ 黄色い皇帝 (文春文庫) 芝木好子／著 文藝春秋 昭和54.11(1979.11) 378p 16cm
F-ｿﾋ 北帰行 外岡秀俊／著 河出書房新社 昭和51.12(1976.12) 231p 20cm
F-ﾀｼ 新選谷崎潤一郎集 谷崎潤一郎／著 改造社 昭和3.1(1928.1) 602p 19cm 表紙欠
F-ﾀﾔ なんとなく、クリスタル 田中康夫／著 河出書房新社 昭和56.1(1981.1) 191p 20cm
F-ﾁﾘ 愛炎の海に 千葉龍／著 蒼洋社 平成11.7(1999.7) 246p 19cm
F-ﾁﾘ 「志野」恋歌 千葉龍／著 近代文芸社 平成2.7(1990.7) 232p 20cm
F-ﾂｸ 廻廊にて 辻邦生／著 新潮社 昭和38.7(1963.7) 208p 20cm
F-ﾂﾀ 農婦 津川武一文学集Ⅰ 津川武一／著 民衆社 昭和45.7(1970.7) 298p 19cm
F-ﾃﾋ 落葉をまく庭・父の上京　(新日本

文庫）
手塚英孝／著 新日本出版社 昭和50.2(1975.2) 223p 15cm

F-ﾄﾀ 火と雪の森 戸石泰一／著 津軽書房 昭和51.5(1976.5) 542p 20cm
F-ﾅｷ-1 仮のねむり 上 中里喜昭／著 新日本出版社 昭和44.10(1969.10) 241p 19cm
F-ﾅｷ ふたたび歌え 中里喜昭／著 筑摩書房 昭和48.6(1973.6) 546p 20cm
F-ﾅｺ 冬の蜂 那珂孝平／著 田畑書店 昭和56.12(1981.12) 226p 20cm
F-ﾅｿ こころ 改版 (新潮文庫) 夏目漱石／著 新潮社 昭和43.6(1968.6) 259p 16cm
F-ﾅｿ 門　（岩波文庫） 夏目漱石／著 岩波書店 昭和13.7(1938.7) 232p 15cm
F-ﾅﾀ-1 土　上巻 （岩波文庫） 長塚節／作 岩波書店 昭和24.7(1949.7) 220p 15cm
F-ﾅﾀ-2 土　下巻 （岩波文庫） 長塚節／作 岩波書店 昭和24.9(1949.9) 202p 15cm
F-ﾆ-20 日本小説代表作全集　20 川端康成／編輯　井

伏鱒二／編輯　間宮
茂輔／編輯

小山書店 昭和24.10(1949.10) 386p 19cm

F-ﾆｶ 道成寺 西口克己／著 東邦出版社 昭和52.4(1977.4) 334p 19cm
F-ﾆｶ 山宣 西口克己／著 東邦出版社 昭和48.6(1973.6) 310p 20cm
F-ﾊｹ 飛ぶ鳥 原健一／著 鳥影社 昭和58.2(1983.2) 234p 20cm
F-ﾋｲ にごりえ・たけくらべ　改版　(岩波

文庫)
樋口一葉／作 岩波書店 昭和36.9(1961.9) 115p 15cm
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F-ﾌｹ 遺稿集 古澤元／〔著〕　古澤
真喜／〔著〕

古澤襄 昭和57.3(1982.3) 319p 19cm

F-ﾌｼ 極楽まくらおとし図 深沢七郎／著 集英社 昭和60.10(1985.10) 308p 20cm
F-ﾌｾ 花の生涯 （新潮文庫） 舟橋聖一／著 新潮社 昭和36.7(1961.7) 740p 16cm
F-ﾌﾖ 杳子・妻隠 古井由吉／著 河出書房新社 昭和46.3(1971.3) 239p 20cm
F-ﾏｾ 死の枝 （新潮文庫） 松本清張／著 新潮社 昭和49.12(1974.12) 286p 16cm
F-ﾏﾄ 地底の人々 松田解子／著 世界文化社 昭和28.3(1953.3) 274p 19cm
F-ﾏﾄ 山桜のうた 松田解子／著 新日本出版社 昭和60.7(1985.7) 192p 20cm
F-ﾏﾖ 上越の恵信尼 松田良夫／著 松田良夫 昭和47.10(1972.10) 120p 19cm
F-ﾐﾀ 砲撃のあとで (集英社文庫) 三木卓／著 集英社 昭和52.5(1977.5) 260p 16cm
F-ﾑｻ 新選武者小路實篤集 武者小路實篤／著 改造社 昭和3.7(1928.7) 4,648p 19cm
F-ﾑｻ 樂園の子等 武者小路實篤／著 甲鳥書林 昭和15.12(1940.12) 271p 19cm
F-ﾑﾘ 限りなく透明に近いブルー 村上龍／著 講談社 昭和51.7(1976.7) 209p 20cm
F-ﾓｱ 浄土 森敦／著 講談社 平成1.6(1989.6) 172p 20cm
F-ﾓｿ 煤煙 改版 （岩波文庫） 森田草平／作 岩波書店 昭和15.9(1940.9) 306p 15cm
F-ﾓﾌ 貝殻草 茂木文子／著 青磁社 平成2.10(1990.10) 248p 20cm
F-ﾔｲ-3 逆流わが面を洗え　3 山岸一章／著 白石書店 昭和52.10(1977.10) 293p 20cm
F-ﾔｼ やぶからし （新潮文庫） 山本周五郎／著 新潮社 昭和57.1(1982.1) 378p 16cm
F-ﾔｼ-19 山本周五郎小説全集　19　なが

い坂 1
山本周五郎／著 新潮社 昭和42.12(1967.12) 408p 20cm

F-ﾔｽ 能登の女 山崎寿美子／著 新興出版社 昭和59.4(1984.4) 303p 20cm メモ在中
F-ﾖﾅ-1 前夜 上 吉開那津子／著 新日本出版社 昭和55.2(1980.2) 358p 20cm
F-ﾖﾅ-2 前夜 下 吉開那津子／著 新日本出版社 昭和55.3(1980.3) 367p 20cm
F-ﾖﾊ 寂寥郊野 吉目木晴彦／著 講談社 平成5.5(1993.5) 208p 20cm
F-ﾖﾘ 新選横光利一集 横光利一／著 改造社 昭和3.10(1928.10) 4,689p 19cm
F-ﾚﾐ たそがれ色の微笑　（新潮文庫） 連城三紀彦／著 新潮社 平成4.4(1992.4) 235p 15cm

F-ﾚﾐ 蛍草 連城三紀彦／著 集英社 昭和63.2(1988.2) 219p 20cm
T049-ﾜﾕ 寒椿　渡辺幸正遺稿抄 〔渡辺幸正／著〕　島

原義三郎／編
越路短歌会 平成6.10(1994.10) 77p 21cm

T069-ﾄ 曼荼羅世界との邂逅 富山県[立山博物館]
／編集

富山県[立山博
物館]

平成8.9(1996.9) 47p 30cm

T080-ﾄ-28 県民カレッジ叢書　28　女のあた
ま男のあたま

富山県民生涯学習カ
レッジ／編集　吉崎四
郎／〔述〕

富山県民生涯
学習カレッジ

平成4.3(1992.3) 75p 19cm

T185-ﾓﾋ 白藤文庫古書分類目録 森越博／編 光照寺 平成11.6(1999.6) 138p 21cm
T186-ﾏﾏ 綽如上人大谷廟 松緑正範／〔著〕 瑞泉寺創立六

百年法要奉賛
平成2.7(1990.7) 17p 18cm

T188-ﾄﾘ 目でみる越中真宗史 土井了宗／編著　金
龍教英／編著

桂書房 平成3.5(1991.5) 168p 27cm 覚書挟み込みあり

T190-ﾅﾏ 越中魚津キリシタン塚秘話 中村松太郎／著 新興出版社 昭和61.10(1986.10) 261p 20cm
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T204-ﾄ-17 郷土の文化　第17輯 富山県立図書館富山
県郷土史会／編集

富山県郷土史
会

平成4.3(1992.3) 124,30p 26cm

T209-ﾄ とやま近代化ものがたり 富山近代史研究会／
編著

北日本新聞社 平成8.4(1996.4) 6,169p 26cm

T209-ﾄ 富山県の歴史と文化 富山県史編纂委員会
／編

青林書院 昭和33.9(1958.9) 388,28p 19cm

Ｔ209-ﾄ 富山県の歴史散歩 富山県歴史教育研究
会／著

山川出版社 昭和49.4(1974.4) 12,232,14
p

15cm

T209-ﾋ ビジュアル富山百科 富山新聞社 平成6.2(1994.2) 599p 30cm
T209.6-ｲｺ 塚越ばんどり騒動 井上江花／稿 江花會事務所 昭和8.3(1933.3) 173p 19cm
T209.7-ﾍ 平和のための戦争展　資料集 「平和のための

戦争展」実行
委員会

平成9.4(1997.4) 169p 26cm

T231-ｵ-5 ふるさと再発見　5 大山町自治振興会連
合会／〔ほか編〕

大山町自治振
興会連合会

平成14.5(2002.5) 351p 30cm

T232-ｷ 富山大空襲 北日本新聞社／編 北日本新聞社 昭和47.3(1972.3) 280,101p 19cm 挟み込みあり
T232-ﾒ 目で見る富山市の100年 高井進／監修 郷土出版社 平成5.10(1993.10) 167p 37cm
T232.1-ｵ 奥田郷土史 奥田郷土史編集委員

会／編集
奥田郷土史刊
行委員会

平成8.4(1996.4) 511p 22cm

T251-ﾋ 氷見市史 氷見市史編修委員会
/編集

氷見市役所 昭和38.4(1963.4) 1420p 22cm

T264-ｲ-1 井波町史　上巻 井波町史編纂委員会
／編纂

井波町 昭和45.5(1970.5) 1448p 22cm

T264-ｲ-2 井波町史　下巻 井波町史編纂委員会
／編纂

井波町 昭和45.2(1970.2) 1020,42,1
3p

22cm

T264-ｶﾋ 宝暦七年越中城端騒動について
金沢大学法文学部論集法経篇第
2巻抜刷

鎌田久明／〔著〕 〔出版者不明〕 〔出版年不明〕 p121-146 22cm

T264-ｷ 寶暦騒動二百年法要記念誌 北市村／〔編〕 北市村 昭和31.8(1956.8) 21p 22cm
T264-ｷ 寶暦騒動二百年法要記念誌 北市村／〔編〕 北市村 昭和31.8(1956.8) 21p 22cm
T266-ｲｼ 相倉の四季 池端滋／写真 光村印刷 平成7.12(1995.12) 59p 20cm
T266.2-ｲ いなみ　地名の由来と伝説 井波町婦人ボランティ

ア講座／編
井波町教育委
員会

〔平成5.3(1993.3.)〕 97p 26cm

T273-ﾌ 福野町史　写真・統計編 福野町史編纂委員会
／編集

福野町役場 平成3.12(1991.12) 2,266,10,2
16p

27cm

T280-ﾄ みやあらくもん 富山真酒の会／編 桂書房 平成1.4(1989.4) 203p 19cm
T280.3-ｼ-97 富山県人物名鑑　’97 人物名鑑社／編集 人物名鑑社 平成9.1(1997.1) 31,353p 26cm はがき1枚、封筒1通挟み込みあ
T280.3-ﾄ-96 富山県人名録　1996 富山県人名録刊行委

員会／編集
北日本新聞社 平成8.8(1996.8) 1023p 27cm

T285-ﾋ-1 氷見の先賢　第1集 「氷見の先賢」編集委
員会／編集

氷見市教育委
員会

昭和51.1(1976.1) 196p 21cm p98に新聞記事切り抜きの貼り付
け、および「富山県文学事典」広
告の挟み込みあり
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T289-ｵｷ 筆魂・翁久允の生涯 稗田菫平／著 桂書房 平成6.9(1994.9) 299,11p 19cm
T289-ｻｼ 嵯峨寿安、そしてウラジオストック 犬島肇／著 桂書房 平成5.11(1993.11) 197p 18cm
T289-ｾﾘ 幾山河　瀬島龍三回想録 瀬島龍三／著 産経新聞

ニュースサービ
平成7.9(1995.9) 505p 22cm

T289-ﾀﾓ 人生築城 竹村元秀・夢と軌跡 竹村元秀／著 北國新聞社 平成3.10(1991.10) 314p 22cm
T289-ﾌｳ 勤王家藤井右門 佐藤種治／著 中田書店 昭和11.2(1936.2) 156p 19cm
T290-ﾀ 立山黒部アルペンルートひとり旅 K.K.ナカザワ 50p 13cm
T290.2-ﾐｼ 越の下草 宮永正運／著 富山県郷土史

会
昭和55.8(1980.8) 247,9,114

p
22cm

T314-ｲﾊ-95-6 議会報告 1995年6月 犬島はじめ／〔著〕 〔犬島肇〕 平成7.6(1995.6) 46p 26cm
T314-ｲﾊ-96-2 富山県議会報告　1996年2月 犬島はじめ／〔著〕 〔犬島肇〕 平成8.2(1996.2) 80p 26cm
T314-ｲﾊ-96-6 富山県議会報告　〔1996年6月〕 犬島はじめ／〔著〕 〔犬島肇〕 平成8.6(1996.6) 61p 26cm

T317-ﾄ-83 功績概要　昭和58年11月3日　富
山県文化表彰規則による表彰

富山県／編 富山県 昭和58.11(1983.11) 1冊 21cm 岩倉政治　文化功労部門表彰

T327-ｲ-2 イタイイタイ病裁判　第2巻　証言
1

イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

総合図書 昭和47.2(1972.2) 654p 22cm

T327-ｲ-2 イタイイタイ病裁判　第2巻　証言
1

イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

総合図書 昭和47.2(1972.2) 654p 22cm

T327-ｲ-3 イタイイタイ病裁判　第3巻　証言
2

イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

総合図書 昭和47.6(1972.6) 670p 22cm

T327-ｲ-4 イタイイタイ病裁判　第4巻　判決
資料

イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

総合図書 昭和48.4(1973.4) 536p 22cm

T327-ｲ-5 イタイイタイ病裁判　第5巻　高裁
篇1

イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

総合図書 昭和48.12(1973.12) 636p 22cm

T327-ｲ-6 イタイイタイ病裁判　第6巻　高裁
篇2

イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

総合図書 昭和49.5(1974.5) 707p 22cm

T327-ｲ-1 イタイイタイ病裁判記録　第1集 イタイイタイ病訴訟弁
護団／編

労働旬報社 昭和44.11(1969.11) 264p 27cm

T327-ｲ-2 イタイイタイ病裁判記録　最終準
備書面

イタイイタイ病訴訟原
告弁護団／編

〔出版者不明〕 〔出版年不明〕 252p 27cm

T327-ｻ セーナー苑労組弾圧事件裁判記
録

坂田誠治君を守る会
／編

坂田誠治君を
守る会

平成3.5(1991.5) 3,499p 27cm

T355-ﾋ-92 氷見市勢要覧　1992年 氷見市企画調整部秘
書広報課／編集

氷見市 平成4.8(1992.8) 60p 26×26cm

T356-ﾀ 大正三年富山縣東礪波郡勢一班 富山縣東礪波
郡役所

大正5.1(1916.1) 7,294p 18cm

T361.3-ｷ とやま文化の潮流 北日本新聞社／企
画・編集

北日本新聞社 平成9.11(1997.11) 267p 22cm 「対極の文学」（八木光昭著）
「『稲熱病』が芥川賞候補・村の
人々の人生を描く」（インタ
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T363-ｳﾋ 富山県戦前社会運動史 内山弘正／著 富山県戦前社
会運動史刊行

昭和58.12(1983.12) 602p 22cm 雑誌抜刷1部、はがき1枚、プリン
ト1枚挟み込みあり

T375.6-ﾄ 未来に向けて　’96職場訪問レ
ポート集

富山市立奥田中学校
／〔編〕

富山市立奥田
中学校

平成8.9(1996.9) 67p 30cm 生徒からの礼状4枚、「富山新
聞」コピー（岩倉政治著「北風抄」
掲載）1枚挟み込みあり

T376.2-ﾀ 高瀬小学校史 高瀬小学校史刊行委
員会／編集

高瀬小学校史
刊行委員会

昭和58.6(1983.6) 1冊 22cm

T376.4-ｼ 写真集福野高校の百年 写真集「福野高校の
百年」編集委員会／

富山県立福野
高等学校同窓

平成6.10(1994.10) 214p 26×26cm

T376.4-ﾄ 会員名簿 富山県立福野高等学
校同窓会／編集

富山県立福野
高等学校同窓

平成6.10(1994.10) 807,93p 26cm

T376.4-ﾄ 創立90周年記念誌 富山県立福野高等学
校創立90周年記念事
業協賛会／編集

富山県立福野
高等学校創立
90周年記念事
業協賛会

昭和59.10(1984.10) 52p 26cm

T376.4-ﾄ 創立百周年記念誌 富山県立福野高等学
校創立百周年記念事
業協賛会／編集

富山県立福野
高等学校創立
百周年記念事
業協賛会

平成6.10(1994.10) 39p 26cm

T376.4-ﾄ 八十年史 富山県立福野高等学
校八〇年史編纂委員
会／編集

富山県立福野
高等学校創立
八〇周年記念
事業協賛会

昭和49.10(1974.10) 20,714p 22cm

T376.4-ﾄ 八十年史 富山県立福野高等学
校八〇年史編纂委員
会／編集

富山県立福野
高等学校創立
八〇周年記念
事業協賛会

昭和49.10(1974.10) 20,714p 22cm

T383-ﾅｼ 風の盆　おわら案内記 成瀬昌示／編　里見
文明／写真

言叢社 平成3.8(1991.8) 112p 22cm

T386-ｲ 井波の獅子舞　改訂 井波町婦人ボランティ
ア講座／編集

井波町教育委
員会

平成2.3(1990.3) 43p 26cm

T493-A Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｃａｄｍｉ
ｕｍ　Ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｕｎｔｅｒ

栄光ラボラトリ 平成11.　(1999.) 15,252,12,
207p

31cm 英文併記

T493-ｲ イタイイタイ病セミナー講演集　第
16回

イタイイタイ病対策協
議会／〔編〕　神通川
流域カドミウム被害団
体連絡協議会／〔編〕

イタイイタイ病
対策協議会

平成9.3(1997.3) 60p 26cm

T493-ﾀｲ 手の届かぬ世界 高柳功／著 北国新聞社 昭和54.1(1979.1) 267p 18cm
T493-ﾊﾉ イタイイタイ病との闘い 萩野昇／著 朝日新聞社 昭和43.8(1968.8) 215p 19cm
T493-ﾏｼ イタイイタイ病の記憶 松波淳一／著 桂書房 平成14.12(2002.12) 217,15p 21cm
T498-ﾊ 歩み 20周年記念 〔長谷川病院／編〕 長谷川病院 平成10.11(1998.11) 140p 31cm
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T498-ﾔﾄ 開業医はなぜ自殺したのか 矢吹紀人／著 あけび書房 平成7.10(1995.10) 222p 20cm
T612-ﾀｼ 北陸農民の関東東北移民 竹内慎一郎／著 入善町文化会 昭和37.12(1962.12) 282p 19cm
T702-ﾄ 昭和のアルバム　富山の文化往

来
富山新聞社学芸部／
編集

富山新聞社 平成1.11(1989.11) 176p 21cm 「県出身作家の原作・『モスラ』
『蛍川』など数多く－第一号は岩
倉政治」掲載

T706-ｹ 県展50回記念展　県展の草創期
に活躍した作家たち

県展50回記念展実行
委員会事務局／編集
富山県民会館美術館
／編集

県展50回記念
展実行委員会

平成7.　(1995.) 84,52p 24×26cm

T706-ﾂｼ 時代の相を求めて　富山の美術 津山昌／著 桂書房 昭和62.8(1987.8) 396p 21cm
T708-ﾄ 日本の洋画史にみる　人間を描

いた名作展
富山県文化振興財団
／編集

富山県文化振
興財団

平成4.9(1992.9) 119p 24×25cm

T710-ｼ Ｓｈｕｓａｋｕ　Ｚｅｎｍｏｔｏ 昭和58. (1983.) 1冊 24×25cm
T710-ﾉ ＮＯＢＵＹＯＳＨＩ　ＩＷＡＫＩ 岩城信嘉 昭和63.8(1988.8) 39p 25×25cm
T721-ｲ 石倉連州展 富山市篁牛人

記念美術館
平成6.3(1994.3) 1冊 21cm

T721-ｲ 石黒連州展 富山市教育委
員会

平成6.3(1994.3) 1冊 21cm

T721-ﾄ 富山の文人画展 富山市篁牛人記念美
術館／編集

富山市篁牛人
記念美術館

平成10.10(1998.10) 104p 30cm

T721-ﾊ 盤若一郎展 反骨とロマン 西田美術館 平成9.4(1997.4) 1冊 24×25cm
T723-ｱ 浅井景一作品の収蔵記念として 浅井新一郎 平成7.6(1995.6) 1冊 25×26cm
T723-ｱｶ 海　1983－92・おらちの海－天海 東一雄／〔著〕 五便堂 平成4. (1992.) 1冊 24×26cm
T723-ﾌﾐ 古川通泰展 古川通泰／〔画〕 伊夢館ギャラ

リー
平成4.11(1992.11) 1冊 26×26cm

T728-ｹ-98 玄土社輯録／玄土社書展　’98 玄土社 平成11. (1999.) 1冊 31cm
T730-ﾌ 棟方志功展と民藝の名匠展 福光美術館／編集 福光美術館 平成12.8(2000.8) 120p 25×25cm
T748-ｲｼ 魁百首　池端滋写真集 池端滋／著 プロ・ポンド 昭和52.11(1977.11) 102p 27cm 岩倉政治肖像写真あり（p18～

19）　同ネガフィルム挟み込みあ
T748-ﾏ-71 万華鏡　71号　樹 ふるさと開発研

究所
平成9.11(1997.11) 1冊 25×26cm

T748-ﾏ-71 万華鏡　71号　樹 ふるさと開発研
究所

平成9.11(1997.11) 1冊 25×26cm

T748-ﾏ-100 万華鏡　100号　立山連峰 ふるさと開発研
究所

平成12.4(2000.4) 1冊 25×26cm

T748-ﾏ-101 万華鏡　101号　とやまの近代化 ふるさと開発研
究所

平成12.5(2000.5) 1冊 25×26cm

T748-ﾏ-102 万華鏡　102号　艶麗 ふるさと開発研
究所

平成12.6(2000.6) 1冊 25×26cm

T748-ﾏ-103 万華鏡　103号　洞杉 ふるさと開発研
究所

平成12.7(2000.7) 1冊 25×26cm
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T748-ﾏ-104 万華鏡　104号　電気ビル ふるさと開発研
究所

平成12.8(2000.8) 1冊 25×26cm

T748-ﾏ-105 万華鏡　105号　古志の人の書斎 ふるさと開発研
究所

平成12.9(2000.9) 1冊 25×26cm 「小説家の書斎」（脇坂寛著）掲
載

T750-ｻ 納富介次郎と四つの工芸・工業
学校

佐賀県立美術館／編
集　高岡市美術館／
編集

佐賀県立美術
館・高岡市美
術館

平成12.　(2000.) 157p 30cm

T752-ﾄ 彼谷芳水回顧展 富山県文化振興財団
／編集

富山県文化振
興財団

平成5.(1993.) 107p 24×25cm 挟み込み4点あり（パンフレット3
点、チケット1点）

T758-ﾖｲ 横山一夢作品集 横山一夢／〔作〕 〔横山一夢〕 〔出版年不明〕 1冊 25×26cm
T758-ﾖﾊ 横山白汀作品集 横山白汀／〔著〕　横

山豊介／編集制作
横山豊介 昭和49.5(1974.5) 1冊 29×30cm

T775-ｹ 空気がなくなる日　劇団文芸座・
故岩倉政治先生追悼公演

劇団文芸座／〔編〕 劇団文芸座 平成13.5(2001.5) 15p 26×26cm

T775-ｺ 小泉博氏モナコ公国文化功労勲
章シュヴァリエ章受賞祝賀会出席
者名簿

平成9.11(1997.11) 1冊 26cm

T775-ｺ 小泉博氏モナコ公国文化功労勲
章シュヴァリエ章受章祝賀会のし

平成9.11(1997.11) 1冊 26cm

T810-ｵｴ 越中の方言 大田栄太郎／著 北日本新聞社 昭和45.9(1970.9) 317p 18cm
T812-ﾅﾉ 入善ことば一千語　改訂版 中田憲政／編 中田憲政 昭和50.2(1975.2) 50p 26cm
T902-ﾀｼ とやま文学の旅 高瀬重雄／監修 北国出版社 昭和46.7(1971.7) 352p 19cm 封書1通挟み込みあり
Ｔ902-ﾀｾ 郷土と文学 田中清一／著 〔出版者不明〕 昭和38.2(1963.2) 53p 18cm 「岩倉政治」掲載
T902-ﾓｾ 富山の文学碑 森清松／著 北国新聞社 平成2.1(1990.1) 417p 22cm
T904-ﾏｲ 岩倉政治著「小説・大伴家持」を

読んで
松田郁代／〔著〕 松田郁代 昭和62.2(1987.2) 82p 26cm

T905-ﾌ 文芸同人つむぎ誌全5巻総目録 つむぎ社 平成9.7(1997.7) 39p 21cm
T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と

大長篇『無告の記』出版を祝う会
16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm
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T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ｲ 岩倉政治氏の作家生活五十年と
大長篇『無告の記』出版を祝う会

16p 26cm

T906-ﾄ 富山県文芸展 富山県芸術文
化協会

昭和49.2(1974.2) 100p 26cm 執筆中の岩倉政治（写真）、南砺
地方と岩倉政治「田螺のうた」（田
中清一著）掲載

T906-ﾄ-2 富山県文芸展　第2回 第2回富山県文芸展
実行委員会／編集

富山県芸術文
化協会

昭和58.11(1983.11) 107p 26cm 脇坂寛著「岩倉政治の文学」掲
載

T906-ﾄ-3 富山県文芸展　第3回 第3回富山県文芸展
実行委員会／編集

富山県芸術文
化協会

平成4.8(1992.8) 87p 26cm 脇坂寛「弱者の立場で描く無告
の民」窪邦雄「『ばんどり騒乱記』
など」掲載

T911.6-ｲﾂ 韮の花 岩淵艶子／著 海潮短歌会 昭和33.3(1958.3) 218p 19cm
T911.6-ｵﾋ 世界子ども白書 歌集 小木宏／著 アイ企画 平成9.10(1997.10) 218p 22cm
T911.6-ｸﾄ 杉　黒田敏夫歌集 黒田敏夫／著 雪国社 昭和60.11(1985.11) 212p 19cm
T911.6-ｼ-3 紫苑短歌合同歌集　第3編 久泉迪雄／編集 紫苑短歌会 平成4.4(1992.4) 274p 19cm
T911.6-ｼｷ 空き地 島原義三郎／詠 越路短歌通信 平成4.10(1992.10) 14枚 22cm
T911.6-ｼｷ 庭の譜面 島原義三郎／著 越路短歌会 平成5.11(1993.11) 19p 19cm
T911.6-ｼｷ 未刊歌集「海べ山べ」より 島原義三郎／著 越路短歌会 平成9.1(1997.1) 16p 21cm

T911.6-ﾀｴ 気動車　富山県立富山ろう学校
高等部生徒歌集

高道恵美子／編　針
山和雄／写真

文理閣 平成6.8(1994.8) 69p 19×23cm

T911.6-ﾀｹ 電光板 竹脇敬一郎歌集 竹脇敬一郎／著 桂書房 平成5.2(1993.2) 136p 22cm
T911.6-ﾀﾐ 月光揺籃 高松光代／著 港 昭和62.5(1987.5) 125p 20cm
T911.6-ﾀﾐ サナギ・サナギ 歌集 高松光代／著 砂子屋書房 平成9.1(1997.1) 161p 22cm
T911.6-ﾄ-18 連盟歌集 第18集 〔富山県歌人連盟／ 富山県歌人連 平成2.12(1990.12) 183p 19cm
T911.6-ﾊｱ モアレの林檎 林昭博歌集 林昭博／著 短歌新聞社 昭和60.11(1985.11) 157p 19cm
T911.6-ﾊﾏ 風の道 歌集 畠山満喜子／著 角川書店 平成7.3(1995.3) 219p 20cm
T911.6-ﾊﾏ 早野まつえ遺稿集 早野まつえ／〔著〕　ひ

でお・かみはら／編
雪国社 昭和57.1(1982.1) 142p 19cm

T911.6-ﾋｷ 良寛讃歌　歌集 稗田菫平／著 牧人舎 昭和59.8(1984.8) 23p 22cm 挟み込み3枚（著者稗田菫平の
手紙）

T911.6-ﾋﾐ 塔映 久泉迪雄歌集 久泉迪雄／著 角川書店 平成2.3(1990.3) 280p 22cm
T911.6-ﾋﾐ 久泉迪雄歌集 久泉迪雄／著 芸風書院 平成1.12(1989.12) 101p 22cm

T911.6-ﾌｻ 山河慟哭 歌集 戦後五十年 深山榮／著 角川書店 平成7.8(1995.8) 239p 22cm
T911.6-ﾏﾐ 道　歌集 松野道子／著 伊麻書房 平成8.4(1996.4) 208p 22cm
T911.6-ﾏﾖ 極楽のうた 歌集 松田良夫／著 短歌新聞社 平成7.11(1995.11) 205p 20cm
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T911.6-ﾐｼ 北の拓地 歌集 宮下繁次／著 短歌新聞社 昭和48.11(1973.11) 244p 20cm
T911.6-ﾑｶ 閑歩歌集 村閑歩／著 村閑歩 昭和43.10(1968.10) 128p 18cm
T911.6-ﾔﾀ 大池原に立つ 山下猛雄／著 山下猛雄 平成10.9(1998.9) 197p 19cm
T911.6-ﾘ-2 林花集 第2集 港発行所 平成2.11(1990.11) 65p 21cm
T911.6-ﾚ-14 連盟歌集 第14集 富山県歌人連 昭和57.4 (1982.4) 251p 19cm
T913.6-ｲｱ 清樹 句集 岩木安清／著 岩木芙佐子 昭和62.3(1987.3) 248p 19cm
T913.6-ｳﾐ 懐かしき野 上田美絵／著 上田美絵 平成7.11(1995.7) 270p 22cm
T913.6-ﾋﾀ 八月の葦 句集 氷室樹／著 上田美絵 平成5.6(1993.6) 246p 22cm
T913.6-ﾋﾀ 八月の葦 句集 氷室樹／著 上田美絵 平成5.6(1993.6) 246p 22cm 挟み込み2枚あり
T913.6-ﾏﾋ 人嫌い 松原敏句集 松原敏／著 松原敏 平成6.3(1994.3) 145p 22cm
T915-ｱﾕ 朝森弓子詩集 朝森弓子／著 芸風書院 昭和57.8(1982.8) 119p 19cm
T915-ｲｱ 行き先のない列車　飯田明夫詩 飯田明夫／著 イワキ出版 昭和61.5(1986.5) 150p 19cm
T915-ｲｴ 駟　詩画集 池田瑛子／〔ほか〕著 能登印刷出版 平成2.6(1990.6) 99p 27cm
T915-ｲｴ 思惟の稜線 池田瑛子詩集 池田瑛子／著 能登印刷出版 平成7.4(1995.4) 179p 21cm
T915-ｲｴ 嘆きの橋 池田瑛子詩集 池田瑛子／著 詩苑社 昭和61.8(1986.8) 101p 22cm
T915-ｻﾖ 斜視的風景 坂田嘉英／〔著〕 坂田嘉英 昭和45.7(1970.7) 1冊 22cm
T915-ﾁﾚ 白夜 近岡礼／著 思潮社 平成12.3(2000.3) 125p 22cm
T915-ﾄ-66 富山詩人 1966 富山現代詩人 昭和41.12(1966.12) 100p 20cm
T915-ﾄ-78 富山詩人 1978 富山現代詩人 昭和54.3(1979.3) 75p 22cm
T915-ﾄｷ 冨樫行人遺稿詩集 冨樫行人／著 白藤書房 昭和52.10(1977.10) 140p 19cm
T915-ﾄｷ 冨樫行人遺稿詩集 冨樫行人／著 白藤書房 昭和52.10(1977.10) 140p 19cm
T915-ﾊｶ 眼　詩集 早川嘉一／著 早川和子 昭和47.10(1972.10) 103p 22cm
T915-ﾊﾀ 熱い冬 萩野卓司詩集 萩野卓司／著 土曜美術社 昭和60.11(1985.11) 99p 22cm
T915-ﾊﾀ 暁天の星 萩野卓司詩集 萩野卓司／著 牧人文学社 昭和49.3(1974.3) 49p 23cm
T915-ﾊﾏ わらべがえり 詩集 橋本正弥／〔著〕 橋本正弥 平成2.3(1990.3) 64p 21cm
T915-ﾊﾏ わらべみち 詩日記 橋本正弥／著 橋本正弥 昭和62.3(1987.3) 167p 22cm
T915-ﾋｷ 獅子の歌 稗田菫平／著 牧人社 昭和43.6(1968.6) 1冊 26×26cm
T915-ﾋｷ ホトトギスの翔ぶ抒情空間　稗田

菫平詩集
稗田菫平／著 牧人社 昭和44.11(1969.11) 1冊 26×26cm

T915-ﾋｷ 夕顏の花ひらく夕べの連歌　稗田
菫平詩集

稗田菫平／著 牧人社 昭和45.11(1970.11) 1冊 26cm

T915-ﾏﾋ 埒もなきことにて候 松原敏／著 北国出版社 昭和62.6(1987.6) 173p 27cm
T915-ﾓｶ 果樹園　詩集 森田和夫／著 富山現代詩

サークル
昭和51.11(1976.11) 78p 23cm

T915-ﾓｶ 北の海　詩集 森田和夫／著 富山現代詩
サークル

昭和46.10(1971.10) 132p 23cm

T915-ﾓｶ さい果ての別離 詩集 森田和夫／著 現代詩サーク 昭和59.10(1984.10) 27p 24cm
T915-ﾓｶ 廃駅　詩集 森田和夫／著 富山現代詩

サークル
昭和49.9(1974.9) 68p 23cm

T915-ﾓｺ 森幸一追悼集 森幸一／〔ほか著〕 富山現代詩人 昭和59.11(1984.11) 56p 22cm
T915-ﾔﾃ ふたっちゃ秘文 詩集 山本哲也／著 富山現代詩人 昭和51.7(1976.7) 49p 23cm
T915-ﾜｷ セーターを編むように 若栗清子／著 〔若栗清子〕 平成4.9(1992.9) 122p 21cm
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T927-ｲ イタイイタイ　神通川流域住民の
たたかい

イタイイタイ病
対策協議会

31p 25cm

T927-ｸ 空気のなくなる日　幻灯台本　―
まんがものがたり―

マンガスライド
プロダクション

28p 18cm

T936-ｲｹ 死すまじ 池田源尚／著 白石書店 昭和61.6(1986.6) 226p 20cm
T936-ﾂﾋ 淡雪 土屋斉／著 〔土屋斉〕 平成3.4(1991.4) 141p 19cm
T936-ﾅｷ エレベーターの中 中川清／著 近代文藝社 平成3.12(1991.12) 78p 19cm
T936-ﾔｽ ふたつの夜明け 山崎寿美子／著 青磁社 平成3.11(1991.11) 228p 20cm
T938-ｱｶ ぜんこつさんの如来さま 飛鳥寛栗／文　盤若

一郎／画
清文堂書店 昭和64.1(1989.1) 1冊 19×19cm

T938-ｱｶ ぜんこつさんの如来さま 飛鳥寛栗／文　盤若
一郎／画

清文堂書店 昭和64.1(1989.1) 1冊 19×19cm

T938-ｱｶ ぜんこつさんの如来さま 飛鳥寛栗／文　盤若
一郎／画

清文堂書店 昭和64.1(1989.1) 1冊 19×19cm

T938-ｱｶ 力じまんの黒助 飛鳥寛栗／文　盤若
一郎／画

清文堂書店 昭和64.1(1989.1) 1冊 19×19cm

T938-ｱｶ 力じまんの黒助 飛鳥寛栗／文　盤若
一郎／画

清文堂書店 昭和64.1(1989.1) 1冊 19×19cm

T938-ｱｶ 力じまんの黒助 飛鳥寛栗／文　盤若
一郎／画

清文堂書店 昭和64.1(1989.1) 1冊 19×19cm

T946-ｶﾌ コラム季寄せ 兼久文治／著 北日本新聞社 平成8.7(1996.7) 333p 19cm
T946-ｽﾃ 城端だより 洲崎哲二雑文集 洲崎哲二／著 城端時報社 昭和36.8(1961.8) 198p 22cm
T946-ﾀｼ-1 高島順吾随筆集　大波小波　1 高島順吾／著 北陸堂書店 昭和53.11(1978.11) 67p 15cm
T946-ﾀｼ-1 高島順吾随筆集　大波小波　1・2 高島順吾／著 北陸堂書店 昭和56.10(1981.10) 141p 15cm 「富山民報・第842号」挟み込み

あり（岩倉政治氏著「高島氏の好
著『大波小波』を推奨す」掲載）

T946-ﾀｼ-4 高島順吾随筆集　大波小波　4 高島順吾／著 北陸堂書店 平成3.11(1991.11) 108p 15cm
T946-ﾏﾖ 随想しんらん 松田良夫／著 つむぎ社 昭和42.6(1967.6) 97p 17cm
T958-ｺ 台灣觀光 高寿会／〔編〕 高寿会 〔出版年不明〕 40p 21cm 標題紙の書名：台北訪問の旅

T958-ﾁ 中国歴訪 松村謙三顕彰
会第6次訪中
親善使節団

昭和56.8(1951.8) 104p 21cm 挟み込み　名刺1枚（松岡賢雄）

T959-ｶﾄ 思い出ありがとう　ガンとの闘い 川嶋俊子／著 北国出版社 昭和59.5(1984.5) 142p 19cm
T959-ﾍ 平和を希う戦争の語りべたち 全日本年金者

組合富山県本
平成7.11(1995.11) 52p 26cm

Z-ｱ-5 蒼 5号 〔出版者不明〕 平成9.1(1997.1) 141p 22cm
Z-ｱ-1-2 赤門文學 第1巻第2号（昭和17

年1月号）
赤門書房 昭和17.1(1942.1) 172p 21cm 「農民のユーモァについて」（岩淵

俊夫著）掲載
Z-ｱ-2-3 赤門文學 第2巻第3号（昭和17

年3月号）
赤門書房 昭和17.3(1942.3) 144p 21cm
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Z-ｱ-2-11 赤門文學 第2巻第11号（昭和17
年11月号）

擁書閣赤門書
房

昭和17.11(1942.11) 176p 21cm

Z-ｱ-4-6 明るい農村 第4巻第6号（昭和23
年12月号）

富山縣立農事
試驗場

昭和23.12(1948.12) 32p 21cm

Z-ｱ-1-10 朝日評論 第1巻第10号（昭和21
年12月号）

朝日新聞社 昭和21.12(1946.12) 136p 21cm

Z-ｱ-61 アートマインド Ｎｏ.61（1992年5月号） ジャパンアート 平成4.4(1992.4) 140p 29cm
Z-ｱ-156 ある 156 富山現代詩

サークル
平成8.5(1996.5) 26p 26cm

Z-ｱ-158 ある 158 富山現代詩
サークル

平成8.11(1996.11) 24p 26cm

Z-ｱ-160 ある 160 富山現代詩
サークル

平成9.5(1997.5) 22p 26cm

Z-ｲ-100 醫學評論 第100号 新日本医師協
会

平成10.7(1998.7) 96p 26cm

Z-ｲ-61 石の花 Ｎｏ.61 新俳句人連盟
宮城県支部

平成5.3(1993.3) 15p 21cm

Z-ｳ-30 魚津国文 第30号 洗足学園魚津
短期大学国文
学研究室

平成7.3(1995.3) 10p 26cm

Z-ｳ-34 魚津国文 第34号 洗足学園魚津
短期大学国文
学研究室

平成8.11(1996.11) 8p 26cm

Z-ｳ-35 魚津国文 第35号 洗足学園魚津
短期大学国文
学研究室

平成9.3(1997.3) 10p 26cm

Z-ｳ-4 魚津シンポジウム 第4号 洗足学園魚津
短期大学

平成1.3(1989.3) 92,23p 21cm (「魚津国文」第14号一部挿んで
ある)

Z-ｳ-9 魚津シンポジウム 第9号 洗足学園魚津
短期大学

平成6.3(1994.3) 40,43p 21cm

Z-ｳ-10 魚津シンポジウム 第10号 洗足学園魚津
短期大学

平成7.3(1995.3) 87,43p 21cm

Z-ｳ-11 魚津シンポジウム 第11号 洗足学園魚津
短期大学

平成8.3(1996.3) 138,57p 21cm

Z-ｳ-1 運河 創刊号 佐貫大三郎 平成7.2(1995.2) 18p 23cm

Z-ｴ-７ 越境 7 小森典 平成2.4(1990.4) 15p 21cm
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Z-ｵ-60-1 大谷大学広報 60－1号 大谷大学広報
委員会

昭和60.4(1985.4) 14p 26cm

Z-ｶ-1 階 創刊号 〔深井了〕 平成6，1(1994.1) 108p 22cm
Z-ｶ-3 階 第3号 〔深井了〕 平成7.1(1995.1) 42p 22cm
Z-ｶ-11-8 改造 第11巻第8号（昭和4

年8月号）
改造社 昭和4.8(1929.8) 135,136,6

3p
22cm 後表紙欠

Z-ｶ-11-9 改造 第11巻第9号（昭和4
年9月号）

改造社 昭和4.9(1929.9) 112,133,8
8p

22cm

Z-ｶ-33-18 改造 第33巻第18号（昭和
27年12月号）

改造社 昭和27.12(1952.12) 256p 21cm

Z-ｶ-75 科学と思想 第75号 新日本出版社 平成2.1(1990.1) 320p 21cm 書込みあり
Z-ｶ-72 火山地帯 第72号 火山地帯社 昭和62.10(1987.10) 114p 21cm
Z-ｶ-11 金澤文學 第11号 金沢文学会 平成7.7(1995.7) 192p 21cm
Z-ｶ-12 金澤文學 第12号 金沢文学会 平成8.7(1996.7) 232p 21cm
Z-ｶ-15 金澤文學 第15号 金沢文学会 平成11.7(1999.7) 308p 21cm
Z-ｶ-151 寒潮 151号 寒潮発行所 平成6.2(1994.2) 42p 21cm
Z-ｶ-152 寒潮 152号 寒潮発行所 平成6.4(1994.4) 44p 21cm
Z-ｷ-51 季刊科学と思想 第51号 新日本出版社 昭和59.1(1984.1) 192p 21cm
Z-ｷ-16 教団改革 第16号 教団改革をす

すめる会
昭和51.11(1976.11) 72p 21cm

Z-ｸ-27-2 クロワッサン 第27巻第2号 マガジンハウス 平成15.1(2003.1) 140p 30cm
Z-ｸ-27-3 クロワッサン 第27巻第3号 マガジンハウス 平成15.2(2003.2) 190p 30cm
Z-ｹ-16 藝文とやま 第16号 富山県芸術文

化協会
昭和63.3(1988.3) 188p 26cm

Z-ｹ-17 藝文とやま 第17号 富山県芸術文
化協会

平成1.3(1989.3) 197p 26cm

Z-ｹ-18 藝文とやま 第18号 富山県芸術文
化協会

平成2.3(1990.3) 186p 26cm

Z-ｹ-19 藝文とやま 第19号 富山県芸術文
化協会

平成3.3(1991.3) 218p 26cm

Z-ｹ-27 藝文とやま 第27号 富山県芸術文
化協会

平成11.3(1999.3) 225p 26cm

Z-ｹ-29 藝文とやま 第29号 富山県芸術文
化協会

平成13.3(2001.3) 215p 26cm 「岩倉政治先生を偲んで」（山崎
寿美子著）掲載

Z-ｹ-345 月刊学習 第345号（1989年6月
号）

日本共産党中
央委員会

平成1.6(1989.6) 118p 21cm

Z-ｹ-393 月刊学習 第393号（1993年6月
号）

日本共産党中
央委員会

平成5.6(1993.6) 118p 21cm
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Z-ｹ-403 月刊学習 第403号（1994年4月
号）

日本共産党中
央委員会

平成6.4(1994.4) 118p 21cm

Z-ｹ-404 月刊学習 第404号（1994年5月
号）

日本共産党中
央委員会

平成6.5(1994.5) 118p 21cm

Z-ｹ-416 月刊学習 第416号（1995年5月
号）

日本共産党中
央委員会

平成7.5(1995.5) 118p 21cm

Z-ｹ-425 月刊学習 第425号（1996年2月
号）

日本共産党中
央委員会

平成8.2(1996.2) 118p 21cm

Z-ｹ-431 月刊学習 第431号（1996年8月
号）

日本共産党中
央委員会

平成8.8(1996.8) 117p 21cm

Z-ｹ-437 月刊学習 第437号（1997年2月
号）

日本共産党中
央委員会

平成9.2(1997.2) 117p 21cm

Z-ｹ-439 月刊学習 第439号（1997年4月
号）

日本共産党中
央委員会

平成9.4(1997.4) 117p 21cm

Z-ｹ-445 月刊学習 第445号（1997年10月
号）

日本共産党中
央委員会

平成9.10(1997.10) 117p 21cm

Z-ｹ-446 月刊学習 第446号（1997年11月
号）

日本共産党中
央委員会

平成9.11(1997.11) 118p 21cm

Z-ｹ-449 月刊学習 第449号（1998年2月
号）

日本共産党中
央委員会

平成10.2(1998.2) 117p 21cm

Z-ｹ-8-4 月刊カドカワ 第8巻第4号　（1990年
4月）

角川書店 平成2.4(1990.4) 316p 21cm

Z-ｹ-55-1 月刊刑政 第55巻第1号 刑務協會 昭和17.1(1942.1) 60p 26cm 「母親物語」（岩倉政治著）欠
Z-ｹ-9-9 月刊北國アクタス 第9巻第9号（通巻98

号）
北國新聞社 平成9.9(1997.9) 226p 26cm 「『アメリカの良心』に共鳴し絆深

き作家の父と女優の娘」掲載

Z-ｹ-4-1 現代文學 第4巻第1号（昭和16
年1月号）

大観堂 昭和16.1(1941.1) 123p 23cm 「日本文學の傳統について」（岩
倉政治著）欠

Z-ｹ-5-9 現代文學 第5巻第9号（照和17
年9月号）

大觀堂 昭和17.8(1942.8) 82p 21cm

Z-ｺ-5-8 國民思想 第5巻第8号（昭和14
年8月号）

國民思想研究
所

昭和14.8(1939.8) 100p 23cm 「農民文學の暗さ明るさについ
て」（岩倉政治著）欠

Z-ｼ-117 紫苑短歌 第117号（第42巻第2 紫苑短歌会 平成5.12(1993.12) 71p 21cm
Z-ｼ-118 紫苑短歌 第118号（第43巻第1 紫苑短歌会 平成6.4(1994.4) 67p 21cm
Z-ｼ-122 紫苑短歌 第122号（第44巻第2 紫苑短歌会 平成7.7(1995.7) 50p 21cm
Z-ｼ-124 紫苑短歌 第124号（第45巻第1 紫苑短歌会 平成8.5(1996.5) 52p 21cm
Z-ｼ-128 紫苑短歌 第128・129号合併号

（第46巻第3・4号）
紫苑短歌会 平成9.10(1997.10) 166p 21cm
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Z-ｼ-133 紫苑短歌 第133号（第48巻第2 紫苑短歌会 平成11.7(1999.7) 52p 21cm
Z-ｼ-53-7 詩学 第53巻第7号（1998年

7月号）
詩学社 平成10.6(1998.6) 116p 21cm

Z-ｼ-53-7 詩学 第53巻第7号（1998年
7月号）

詩学社 平成10.7(1998.7) 116p 21cm

Z-ｼ-44 滋賀詩人 第44号（1999年5月） 滋賀詩人会議 平成11.5(1999.5) 45p 21cm
Z-ｼ-48 滋賀詩人 第48号（2000年8月） 滋賀詩人会議 平成12.8(2000.8) 51p 21cm 「万世はよろずの神の世界？」

「永遠の詩人　師岩倉政治さんへ
の弔詩」（森田魚山著）掲載

Z-ｼ-50 軸 第50号 大阪詩人会議 平成5.6(1993.6) 36p 21cm
Z-ｼ-89 思想 第89号（昭和4年10月

号）
岩波書店 昭和4.10(1929.10) 263p 23cm

Z-ｼ-96 思想 第96号（昭和5年5月 岩波書店 昭和5.5(1930.5) 122p 23cm
Z-ｼ-101-22 週刊朝日 第101巻第22号（1996

年5月10・17日合併
朝日新聞社 平成8.5(1996.5) 166p 26cm

Z-ｼ-11 週刊金曜日 第11号（第2巻第3号） 金曜日 平成6.1(1994.1) 66p 26cm
Z-ｼ-12 週刊金曜日 第12号（第2巻第4号） 金曜日 平成6.2(1994.2) 66p 26cm
Z-ｼ-13 週刊金曜日 第13号（第2巻第5号） 金曜日 平成6.2(1994.2) 66p 26cm
Z-ｼ-15 週刊金曜日 第15号（第2巻第7号） 金曜日 平成6.2(1994.2) 66p 26cm 冊子入り封筒1部挟み込みあり
Z-ｼ-16 週刊金曜日 第16号（第2巻第8号） 金曜日 平成6.3(1994.3) 66p 26cm
Z-ｼ-17 週刊金曜日 第17号（第2巻第9号） 金曜日 平成6.3(1994.3) 66p 26cm
Z-ｼ-18 週刊金曜日 第18号（第2巻第10 金曜日 平成6.3(1994.3) 66p 26cm
Z-ｼ-196 週刊金曜日 第196号（第5巻第44 金曜日 平成9.11(1997.11) 66p 26cm
Z-ｼ-8 宗教学会報 第8号 大谷大学宗教

学会
平成7.8(1995.8) 83p 21cm

Z-ｼ-9 宗教学会報 第9号 大谷大学宗教
学会

平成9.3(1997.3) 68p 21cm

Z-ｼ-10 宗教学会報 第10号 大谷大学宗教
学会

平成11.3(1999.3) 66p 21cm

Z-ｼ-27 翔 第27号 翔の会 平成6.3(1994.3) 20p 21cm
Z-ｼ-28 翔 第28号 翔の会 平成6.5(1994.5) 20p 21cm
Z-ｼ-44 翔 第44号 翔の会 平成9.1(1997.1) 20p 21cm
Z-ｼ-45 翔 第45号 翔の会 平成9.3(1997.3) 20p 21cm
Z-ｼ-3-7 少年少女の廣場 第3巻第7号（昭和23

年7月号）
新世界社 昭和23.7(1948.7) 64p 21cm

Z-ｼ-1105 真宗 第1105号（1996年4月
号）

真宗大谷派宗
務所

平成8.4(1996.4) 94p 26cm

Z-ｼ-1106 真宗 第1106号（1996年5月
号）

真宗大谷派宗
務所

平成8.5(1996.5) 118p 26cm
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Z-ｼ-1110 真宗 第1110号（1996年9月
号）

真宗大谷派宗
務所

平成8.9(1996.9) 110p 26cm

Z-ｼ-1111 真宗 第1111号（1996年10
月号）

真宗大谷派宗
務所

平成8.10(1996.10) 90p 26cm

Z-ｼ-65 信州白樺 第65号 信州白樺 昭和55.10(1985.10) 166p 21cm
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」（岩倉政治著）欠

Z-ｼ-83 人生創造 第83号 人生創造社 昭和6.4(1931.4) 108p 24cm
Z-ｼ-86 人生創造 第86号 人生創造社 昭和6.6(1931.6) 64p 24cm
Z-ｼ-3-12 新創作 第3巻第12号（昭和16

年12月号）
豐國社 昭和16.11(1941.11) 102p 21cm 「鯰の話」（岩倉政治著）欠

Z-ｼ-8-2 新日本文学 第8巻第2号（1953年2
月号）

新日本文学会 昭和28.2(1953.2) 180p 21cm

Z-ｼ-9-5 新日本文学 第9巻第5号（1954年5
月号）

新日本文学会 昭和29.5(1954.5) 180p 21cm

Z-ｽ-36 洲 36号 洲の会 平成6.11(1994.11) 42p 24cm
Z-ｽ-38 洲 38号 洲の会 平成9.3(1997.3) 32p 24cm

Z-ｾ-21-6 生活教育 第21巻第6号（昭和52
年7月）

生活教育の会 昭和52.7(1977.7) 80p 19cm

Z-ｾ-21 星霜 第21号 共同制作社 昭和55.11(1980.11) 92p 21cm
Z-ｾ-21 星霜 第21号 共同制作社 昭和55.11(1980.11) 92p 21cm
Z-ｾ-36 青年座通信 Ｎｏ.36 劇団青年座 昭和41.1(1966.1) 8p 26cm
Z-ｾ-36 青年座通信 Ｎｏ.36 劇団青年座 昭和41.1(1966.1) 8p 26cm
Z-ｾ-38 青年座通信 Ｎｏ.38 劇団青年座 昭和41.5(1966.5) 4p 26cm
Z-ｾ-38 青年座通信 Ｎｏ.38 劇団青年座 昭和41.5(1966.5) 4p 26cm
Z-ｾ-38 青年座通信 Ｎｏ.38 劇団青年座 昭和41.5(1966.5) 4p 26cm
Z-ｾ-38 青年座通信 Ｎｏ.38 劇団青年座 昭和41.5(1966.5) 4p 26cm
Z-ｾ-38 青年座通信 Ｎｏ.38 劇団青年座 昭和41.5(1966.5) 4p 26cm
Z-ｾ-7 青嵐 第7号 青嵐の会 平成7.9(1995.9) 147p 26cm

Z-ｾ-9 青嵐 第9号 青嵐の会 平成9.9(1997.9) 114p 26cm
Z-ｾ-10 青嵐 第10号 青嵐の会 平成10.9(1998.9) 99p 21cm

Z-ｾ-81 世界 第81号（昭和27年9月
号）

岩波書店 昭和27.9(1952.9) 236p 21cm

Z-ｾ-382 世界政治資料 Ｎｏ.382 日本共産党中
央委員会

昭和47.6(1972.6) 64p 26cm

Z-ｾ-145 前衛 145号（1958年9月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

昭和33.9(1958.9) 256p 21cm
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Z-ｾ-258 前衛 258号（1966年12月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

昭和41.12(1966.12) 240p 21cm

Z-ｾ-312 前衛 312号（1970年8月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

昭和45.8(1970.8) 304p 21cm

Z-ｾ-450 前衛 450号（1980年4月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

昭和55.4(1980.4) 472p 21cm

Z-ｾ-536 前衛 536号（1986年6月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

昭和61.6(1986.6) 32,749,18
p

21cm

Z-ｾ-636 前衛 636号（1993年8月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

平成5.3(1993.3) 688p 26cm

Z-ｾ-646 前衛 646号（1994年5月号） 日本共産党中
央委員会

平成6.5(1994.5) 244p 21cm

Z-ｾ-651 前衛 651号（1994年9月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

平成6.9(1994.9) 356p 21cm

Z-ｾ-655 前衛 655号（1995年1月号） 日本共産党中
央委員会

平成7.1(1995.1) 236p 21cm

Z-ｾ-660 前衛 660号（1995年6月号） 日本共産党中
央委員会

平成7.6(1995.6) 236p 21cm 新聞切抜き2枚挟み込みあり

Z-ｾ-670 前衛 670号（1996年3月号） 日本共産党中
央委員会

平成8.3(1996.3) 236p 21cm

Z-ｾ-676 前衛 676号（1996年8月号） 日本共産党中
央委員会

平成8.8(1996.8) 236p 21cm

Z-ｾ-685 前衛 685号（1997年4月号） 日本共産党中
央委員会

平成9.4(1997.4) 236p 21cm

Z-ｾ-688 前衛 688号（1997年7月号） 日本共産党中
央委員会

平成9.7(1997.7) 236p 21cm

Z-ｾ-690 前衛 690号（1997年9月号） 日本共産党中
央委員会

平成9.9(1997.9) 236p 21cm

Z-ｾ-691 前衛 691号（1997年10月
号）

日本共産党中
央委員会

平成9.10(1997.10) 236p 21cm

Z-ｾ-693 前衛 693号（1997年11月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

平成9.11(1997.11) 324p 21cm 「富山民報」第1391号挟み込み
あり

Z-ｾ-694 前衛 694号（1997年12月
号）

日本共産党中
央委員会

平成9.12(1997.12) 236p 21cm

Z-ｾ-705 前衛 705号（1998年10月臨
時増刊）

日本共産党中
央委員会

平成10.10(1998.10) 432,32p 21cm

Z-ｾ-715 前衛 715号（1999年8月号） 日本共産党中
央委員会

平成11.8(1999.8) 236p 21cm

Z-ｾ 前衛別冊　団結と前進 日本共産党中
央委員会

昭和33.3(1958.3) 160p 21cm
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Z-ｾ 前衛臨時増刊　日本文化の課題
と展望

日本共産党中
央委員会

昭和32.9(1957.9) 160p 21cm

Z-ｿ-1 創作　ぺんくらぶ作品集 第1号 高岡第一高校
ぺんクラブ

昭和42.11(1967.11) 106p 18cm

Z-ｿ-15 双輪 第15号 富山県立富山
中部高等学校
文芸クラブ

昭和36.2(1961.2) 74p 21cm

Z-ﾀ-61-12 大法輪 第61巻第12号（平成6
年12月号）

大法輪閣 平成6.12(1994.12) 244p 21cm 「脱宗教の宗教を行く　岩倉政治
さんと後学の人たち」（亀井鑛著）

Z-ﾀ-52 たてやま 52号（第8巻第6号） たてやま社 昭和58.11(1983.11) 17p 22cm

Z-ﾀ-53 たてやま 53号（第9巻第1号） たてやま社 昭和59.1(1984.1) 21p 22cm
Z-ﾀ-95 たてやま 95号（第16巻第1号） たてやま社 平成3.1(1991.1) 37p 22cm

Z-ﾀ-111 たてやま 111号（第18巻第5号） たてやま社 平成5.11(1993.11) 32p 22cm
Z-ﾀ-111 たてやま 111号（第18巻第5号） たてやま社 平成5.11(1993.11) 32p 22cm
Z-ﾀ-111 たてやま 111号（第18巻第5号） たてやま社 平成5.11(1993.11) 32p 22cm
Z-ﾀ-112 たてやま 112号（第19巻第1号） たてやま社 平成6.1(1994.1) 26p 22cm
Z-ﾀ-113 たてやま 113号（第19巻第2号） たてやま社 平成6.3(1994.3) 24p 22cm
Z-ﾀ-114 たてやま 114号（第19巻第3号） たてやま社 平成6.5(1994.5) 27p 22cm
Z-ﾀ-119 たてやま 119号（第20巻第2号） たてやま社 平成7.3(1995.3) 38p 22cm
Z-ﾀ-122 たてやま 122号（第20巻第5号） たてやま社 平成7.9(1995.9) 26p 22cm
Z-ﾀ-129 たてやま 129号（第21巻第6号） たてやま社 平成8.11(1996.11) 18p 22cm
Z-ﾀ-131 たてやま 131号（第22巻第2号） たてやま社 平成9.3(1997.3) 19p 22cm
Z-ﾀ-132 たてやま 132号（第22巻第3号） たてやま社 平成9.5(1997.5) 20p 22cm
Z-ﾀ-134 たてやま 134号（第22巻第5号） たてやま社 平成9.9(1997.9) 25p 22cm

Z-ﾀ-144 たてやま 144号（第24巻第3号） たてやま社 平成11.5(1999.5) 18p 22cm
Z-ﾀ-145 たてやま 145号（第24巻第4号） たてやま社 平成11.7(1999.7) 17p 22cm
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Z-ﾀ-151 たてやま 151号（第25巻第4号） たてやま社 平成12.7(2000.7) 20p 22cm 「父逝く」（岩倉政城著）「岩倉政
治さんのご逝去を悼む」（正木称
樹著）掲載

Z-ﾀ-521 短歌時代 通巻521号（平成7年4
月号）

短歌時代社 平成7.4(1995.4) 48p 21cm

Z-ﾁ-2-9 知性 第2巻第9号（昭和14
年9月号）

河出書房 昭和14.9(1939.9) 196p 21cm 「百姓と代用食」（岩倉政治著）欠

Z-ﾁ-2-12 知性 第2巻第12号（昭和14
年12月号）

河出書房 昭和14.12(1939.12) 188p 21cm 「田園の詩人達」（岩倉政治著）
欠

Z-ﾁ-3-1 知性 第3巻第1号（昭和15
年1月号）

河出書房 昭和15.1(1940.1) 186p 21cm 「續・田園の詩人達」（岩倉政治
著）欠

Z-ﾁ-3-2 知性 第3巻第2号（昭和15
年2月号）

河出書房 昭和15.2(1940.2) 185p 21cm 「水田地帶から」（岩倉政治著）欠

Z-ﾁ-4-1 知性 第4巻第1号（昭和16
年1月号）

河出書房 昭和16.1(1941.1) [247]p 21cm 「新しき道義」（岩倉政治著）欠

Z-ﾁ-4-2 知性 第4巻第2号（昭和16
年2月号）

河出書房 昭和16.2(1941.2) 208p 22cm 「新しき道義」（岩倉政治著）欠

Z-ﾁ-4-4 知性 第4巻第4号（昭和16
年4月号）

河出書房 昭和16.4(1941.4) 224p 22cm 「新しき道義」（岩倉政治著）欠

Z-ﾄ-4-12 東宝映画 第4巻第12号（通巻50
号）

東寶映畫社 昭和15.7(1940.7) 33p 38cm 「『妻の素顔』とは」（岩倉政治原
作の映画紹介記事）掲載

Z-ﾄ-538 図書 第538号（1994年4月） 岩波書店 平成6.4(1994.4) 64,31p 21cm
Z-ﾄ-539 図書 第539号（1994年5月） 岩波書店 平成6.5(1994.5) 64,31p 21cm
Z-ト-1002 富山県人 1002号（平成9年4月 富山県人社 平成9.4(1997.4) 43p 26cm
Z-ﾄ-15 富山詩人 15集 富山現代詩人

会
昭和62.5(1987.5) 74p 22cm 挟み込み封書1通（発行人稗田

菫平送付）
Z-ﾄ-26 富山詩人 26集 富山現代詩人 平成10.6(1998.6) 70p 22cm
Z-ﾄ-34 とやま21世紀 Ｎｏ.34 アドインテック 昭和48.11(1973.11) 45p 13×19cm 「地球人　岩倉政治氏」（インタ

ビュー記事）掲載

Z-ﾄ-13 とやま文学 第13号（平成6年度） 富山県芸術文
化協会

平成7.3(1995.3) 206p 21cm 「書評　逆流の時代の岩倉文学
三篇」（脇坂寛著）掲載

Z-ト-151 富山労演 第151号 富山勤労者演
劇協議会

昭和54.8(1979.8) 6p 26cm

Z-ﾄ-364 ＤＲＥＡＭ Ｎｏ.364 どりーむ編集 平成7.4(1995.4) 62p 27cm
Z-ﾅ-1 ナーダ 創刊号 桂書房 平成5.11(1993.11) 75p 23cm
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Z-ﾅ-198 ナーム 198号（第18巻第2号） 水書房 昭和64.2(1989.2) 88p 21cm

Z-ﾆ-4-4 廿世紀 第4巻第4号 成美堂書店 昭和15.5(1940.5) 12p 22cm 「わが回顧」（岩倉政治著）欠

Z-ﾆ-4 日本海文学 第4号 新日本文学会
富山支部

昭和28.2(1953.2) 41p 22cm

Z-ﾆ-4 日本海文学 第4号 新日本文学会
富山支部

昭和28.2(1953.2) 41p 22cm

Z-ﾉ-26 野の声 Ｎｏ.26 日本民主主義
文学同盟富山

平成11.1(1999.1) 108p 21cm

Z-ﾊ-419 俳句人 419号（1996年3月） 新俳句人連盟 平成8.3(1996.3) 72p 21cm
Z-ﾋ-25 氷見文学 25号 氷見文学会 昭和52.11(1977.11) 159p 21cm
Z-ﾋ-30 氷見文学 30号 氷見文学会 昭和61.10(1986.10) 78p 22cm
Z-ﾌ-418 婦人通信 418号（1994年3月号） 日本婦人団体

連合会
平成6.3(1994.3) 48p 22cm

Z-ﾌ-420 婦人通信 420号（1994年5月号） 日本婦人団体
連合会

平成6.5(1994.5) 48p 21cm

Z-ﾌ-421 婦人通信 421号（1994年6月号） 日本婦人団体
連合会

平成6.6(1994.6) 48p 21cm

Z-ﾌ-47-5 部落 第47巻第5号（通巻
591号）

部落問題研究
所出版部

平成7.5(1995.5) 96p 21cm 「本棚　岩倉政治著第五番目の
階級」（佐藤静夫著）掲載
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Z-ﾌ-52-7 部落 第52巻第7号（通巻
663号）

部落問題研究
所出版部

平成12.7(2000.7) 94p 21cm 「卒寿を越えた作家の情熱－岩
倉政治『第五番目の階級』」（秦
重雄著）掲載　「部落問題研究所
会報　第140号」挟み込みあり

Z-ﾌ-52-7 部落 第52巻第7号（通巻
663号）

部落問題研究
所出版部

平成12.7(2000.7) 94p 21cm 「卒寿を越えた作家の情熱－岩
倉政治『第五番目の階級』」（秦
重雄著）掲載

Z-ﾌ-3-12 プロレタリア科学 第3年第12号（臨時増
刊号）

プロレタリア科
學研究所

昭和6.11(1931.11) 159p 21cm

Z-ﾌ プロレタリア科学臨時増刊号　日
本共産党公判傍聴記号　復刻版

日本国民救援
会

昭和47.5(1972.5) 14p 21cm

Z-ﾌ-1-1 文化映画 第1巻第1号 映画日本社 昭和16.1(1941.1) 86p 26cm 表紙欠　「文化映画への一提案」
（岩倉政治著）欠

Z-ﾌ-123 文学と教育 123号 文学教育研究
者集団

昭和58.2(1983.2) 88p 21cm 「文学史の中の児童文学　『空気
がなくなる日』」（夏目武子著）、
「岩倉政治『空気がなくなる日』を
語る －中学生への手紙－」掲

Z-ﾌ-171 文学と教育 171号 こうち書房 平成7.11(1995.11) 76p 21cm

Z-ﾌ-172 文学と教育 172号 こうち書房 平成8.3(1996.3) 68p 21cm 「戦後児童文学の原点」（夏目武
子著）掲載

Z-ﾌ-174 文学と教育 174号 こうち書房 平成8.8(1996.8) 72p 21cm 便箋2枚挟み込みあり

Z-ﾌ-188 文学と教育 188－9号 こうち書房 平成12.8(2000.8) 92p 21cm 「岩倉政治氏、逝く」（夏目武子
著）掲載

Z-ﾌ-32 文学阪神 第32号 日本民主主義
文学同盟阪神

平成8.8(1996.8) 195p 21cm

Z-ﾌ-250 文化評論 第250号　（1982年2月
号）

新日本出版社 昭和57.2(1982.2) 274p 21cm
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Z-ﾌ-357 文化評論 第357号　（1990年10
月臨時増刊号）

新日本出版社 平成2.10(1990.10) 261p 21cm

Z-ﾌ-359 文化評論 第359号　（1990年12
月号）

新日本出版社 平成2.12(1990.12) 338p 21cm

Z-ﾌ-17-17 文藝春秋 第17巻17号（昭和14
年9月特大号）

文藝春秋社 昭和14.9(1939.9) 480p 22cm 「第9回芥川龍之介賞・直木三十
五賞決定發表」（岩倉政治「稲熱
病」候補回）掲載

Z-ﾌ-24-7 文藝春秋 第24巻第7号（昭和21
年9月号）

文藝春秋新社 昭和21.9(1946.9) 144p 21cm

Z-ﾌ-72-1 文藝春秋 第72巻第1号（平成6
年新年特別号）

文藝春秋 平成6.1(1994.1) 448p 21cm

Z-ﾌ-5-6 文藝日本 第5年第6号（昭和18
年6月号）

文藝日本社 昭和18.6(1943.6) 76p 21cm

Z-ﾎ-29 渤海 29号 「渤海」編集部 平成7.3(1995.3) 156p 22cm
Z-ﾎ-30 渤海 30号 「渤海」編集部 平成7.9(1995.9) 109p 22cm
Z-ﾎ-31 渤海 31号 「渤海」編集部 平成8.3(1996.3) 98p 22cm
Z-ﾎ-33 渤海 33号 「渤海」編集部 平成9.3(1997.3) 110p 22cm
Z-ﾎ-34 渤海 34号 「渤海」編集部 平成9.9(1997.9) 84p 22cm
Z-ﾎ-39 渤海 39号 「渤海」編集部 平成12.3(2000.3) 108p 22cm
Z-ﾎ-3 北國文華 復刊3号 北國新聞社 平成11.6(1999.6) 262p 22cm
Z-ﾎ-5 北國文華 第5号 北國新聞社 平成12.6(2000.6) 259p 22cm
Z-ﾎ-9 北國文華 第9号 北國新聞社 平成13.9(2001.9) 326p 22cm
Z-ﾎ-12 北國文華 第12号 北國新聞社 平成14.6(2002.6) 302p 22cm
Z-ﾐ-35 港 35号 高松光代 平成5.6(1993.6) 14p 22cm
Z-ﾐ-36 港 36号 高松光代 平成5.11(1993.11) 14p 22cm
Z-ﾐ-37 港 37号 高松光代 平成6.1(1994.1) 14p 22cm
Z-ﾐ-38 港 38号 高松光代 平成6.10(1994.10) 14p 22cm
Z-ﾐ-40 港 40号 高松光代 平成7.5(1995.5) 14p 22cm
Z-ﾐ-41 港 41号 高松光代 平成7.12(1995.12) 12p 22cm
Z-ﾐ-58 民主文学 第58号（1970年9月 新日本出版社 昭和45.9(1970.9) 196p 21cm 「カドミウム地帯」（岩倉政治著）
Z-ﾐ-103 民主文学 第103号（1974年6月

号）
新日本出版社 昭和49.6(1974.6) 196p 21cm 「岩倉政治『草むらの語り』」（池

田源尚著）掲載
Z-ﾐ-342 民主文学 第342号（1994年5月

号）
日本民主主義
文学同盟

平成6.5(1994.5) 196p 21cm

Z-ﾐ-361 民主文学 第361号（1995年12月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成7.12(1995.12) 196p 21cm

Z-ﾐ-362 民主文学 第362号（1996年1月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成8.1(1996.1) 260p 21cm

Z-ﾐ-363 民主文学 第363号（1996年2月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成8.2(1996.2) 196p 21cm

Z-ﾐ-380 民主文学 第380号（1997年6月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成9.6(1997.6) 196p 21cm

66 



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 備考

Z-ﾐ-382 民主文学 第382号（1997年8月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成9.8(1997.8) 262p 21cm

Z-ﾐ-384 民主文学 第384号（1997年10月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成9.10(1997.10) 196p 21cm

Z-ﾐ-393 民主文学 第393号（1998年7月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成10.7(1998.7) 196p 21cm

Z-ﾐ-404 民主文学 第404号（1999年6月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成11.6(1999.6) 196p 21cm

Z-ﾐ-405 民主文学 第405号（1999年7月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成11.7(1999.7) 196p 21cm

Z-ﾐ-409 民主文学 第409号（1999年11月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成11.11(1999.11) 196p 21cm

Z-ﾐ-410 民主文学 第410号（1999年12月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成11.12(1999.12) 196p 21cm

Z-ﾐ-412 民主文学 第412号（2000年2月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成12.2(2000.2) 196p 21cm

Z-ﾐ-414 民主文学 第414号（2000年4月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成12.4(2000.4) 196p 21cm

Z-ﾐ-415 民主文学 第415号（2000年5月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成12.5(2000.5) 196p 21cm

Z-ﾐ-417 民主文学 第417号（2000年7月
号）

日本民主主義
文学同盟

平成12.7(2000.7) 196p 21cm 「岩倉政治さんを偲んで」（山崎
寿美子著）掲載

Z-ﾑ-104 無盡燈 Ｎｏ.104（1995年11月） 大谷大学同窓
会本部

平成7.11(1995.11) 16p 26cm

Z-ﾑ-105 無盡燈 Ｎｏ.105（1996年3月） 大谷大学同窓
会本部

平成8.3(1996.3) 16p 26cm

Z-ﾕ-5 唯物論研究 第5号 汐文社 昭和56.11(1981.11) 258p 21cm
Z-ﾕ-65 ゆきぐに短歌 第65号（第13巻第2

号）
雪国社 平成2.4(1990.4) 24p 21cm 挟み込み封書1通（編集発行人

ひでお・かみはら送付）、葉書1枚

Z-ﾕ-69 ゆきぐに短歌 第69号（第14巻第2 雪国社 平成3.4(1991.4) 28p 21cm
Z-ﾗ-22 裸人 第22号 裸人同人 平成7.2(1995.2) 110p 22cm
Z-ﾘ-17 理想 第17号（第4年第3冊） 理想社 昭和5.7(1930.7) 135p 23cm
Z-ﾘ-18 理想 第18号（第4年第4冊） 理想社 昭和5.9(1930.9) 102p 23cm
Z-ﾘ-19 理想 第19号（第4年第5冊） 理想社 昭和5.10(1930.10) 260p 23cm
Z-ﾘ-20 理想 第20号（第4年第6冊） 理想社 昭和5.11(1930.11) 146p 23cm
Z-ﾘ-27 理想 第27号（第5年第6冊） 理想社 昭和6.10(1931.10) 217p 23cm
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Z-ﾘ-13 流域 第13号 日本民主主義
文学同盟埼玉
東部支部

平成10.9(1998.9) 217p 21cm

Z-ﾘ-14 流域 第14号 日本民主主義
文学同盟埼玉
東部支部

平成11.9(1999.9) 110p 21cm

Z-ﾜ-11 輪 Ｎｏ.11 〔野の声編集
部〕

〔平成11.5(1999.5)〕 1冊 26cm 「地方性と文学」（岩倉政治講義
メモ）掲載

Z-ﾜ-12 輪 Ｎｏ.12 〔野の声編集
部〕

平成11.7(1999.7) 1冊 26cm 「文学と自由の問題をめぐる談
義」（岩倉政治講義メモ）掲載

Z-ﾜ-17-1 若草 第17巻第1号（昭和16
年1月号）

寶文館 昭和16.1(1941.1) 176p 22cm 「德目の所在」（岩倉政治著）欠

Z-ﾜ-17-5 若草 第17巻第5号（昭和16
年5月号）

寶文館 昭和16.5(1941.5) 136p 21cm 「生きる道を探る」（岩倉政治著）
欠

68 


	HP掲載用（その他）

