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L001

2009 1,000

L002 能登の伝説人-能登空港着工記念　　渋谷利雄/写真　瀬戸久雄/著 　 　
能登学研究会・編　能登印刷出版部 平12 2,500

L003 能登の揚げ浜塩田　　大安尚寿・長山直治・西山郷史・横道嘉弘/編著

 訂正文付　　奥能登塩田村・発行 平25 2,000

L004 (323P)

2012 3,000

L005
珠洲市役所 平16 5,000

L006 中日新聞社 平15 1,000

L007 生きている民俗探訪 福井 昭55 800

L008 婦女会出版社 平4 1,000

L009 福井県の百年　県民100年史⑱

 2000 1,000

L010

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L011

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 850

L012

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L013
朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L014

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭48 900

L015

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭48 900

L016

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L017

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭50 1,200

L018

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭50 1,200

L019
朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭50 1,100

L020 国際文化情報社 昭30 800

L021 国際文化情報社 昭29 800

L022 国際文化情報社 昭30 750

L023 2000 300

L024 2001 300

L025 2002 300

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ少し･帯

ｱｻﾋｸﾞﾗﾌに見る昭和の世相Ⅲ　(昭和９年-１１年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ

画報近代百年史第十集　1917～1923（閉じ穴有）

画報近代百年史第十一集1923～1926（穴破ﾚ有）

画報近代百年史第十六集1940～1943（穴破ﾚ折ﾚ）

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み 焦土に築く民主主義Ⅱ(昭和22-23年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

ｱｻﾋｸﾞﾗﾌに見る昭和の世相Ⅰ　(昭和元年-５年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ少し･帯

ｱｻﾋｸﾞﾗﾌに見る昭和の世相Ⅱ　(昭和６年-８年)

朝日新聞に見る日本の歩み　暗い谷間の恐慌・侵略Ⅰ(昭和元-5年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み　破滅への軍国主義Ⅱ(昭和15-16年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ少･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み 破滅への軍国主義Ⅲ(昭和17-19年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み　破滅への軍国主義Ⅰ(昭和12-14年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ･帯付

つのぶえNo.153 日本海の児童文学

つのぶえNo.156 日本海の児童文学

(128P) 北陸児童文学協会

(162P) 北陸児童文学協会

つのぶえNo.157 日本海の児童文学 (128P) 北陸児童文学協会

鶴彬はばたく‐生誕百年記念祭と映画『鶴彬こころの軌跡』製作の記録

『鶴彬こころの軌跡』製作実行委員会・編集

藤本良致・小林一男　　　第一法規

　　　　　　　　　　　山川出版社

能登燦々　百景百話　藤平朝雄/文 渋谷利雄/写真

伝説とロマンの里－石川県立飯田高等学校百周年記念誌　西山郷史/編著

　　石川県立飯田高等学校百周年記念事業実行委員会・発行　　　

珠洲のれきし‐珠洲市制五十周年記念　　箱入り・上製本

　　　　　　　珠洲のれきし編さん委員会/編集

隼田嘉彦・笠松雅彦・末廣要和・木村亮

全国郷土玩具ガイド２関東・東海 畑野栄三/著

朝日新聞に見る日本の歩み 焦土に築く民主主義Ⅰ(昭和20-21年)

朝日新聞に見る日本の歩み　焦土に築く民主主義Ⅲ(昭和24-25年)

函汚ﾚ・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ･帯
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L026

　 筑摩書房 昭37 800

L027

　 筑摩書房 昭37 700

L028

　 筑摩書房 昭38 700

L029 表紙書込有 中央公論社 昭52 600

L030 河出書房新社 昭54 500

L031 噂の真相休刊号（2004年4月号） 噂の真相 2004 1,000

L032 筑摩書房 平7 800

L033 サムライと横文字　 惣郷正明　　ブリタニカ出版 1977 1,000

L034 遊民の系譜-ユーラシアの漂泊者たち 杉山二郎 青土社 1988 900

L035 十牛図-自己の現象学 筑摩書房 1982 800

L036

　　 　 安原　顕/著 双葉社 2001 1,000

L037

　 　 松本　猛/著 講談社 2002 600

L038 こんにちは昔話です 2009 700

L039 魂のみなもとへ　誌と哲学のデュオ 表見返に書込有・帯付き

　 　 近代出版 2001 700

L040 青龍社 1990 600

L041 ぜんまい屋の葉書 金田理恵 筑摩書房 1991 1,000

L042 猫印極楽読書録 1994 500

L043 七尾湾のいわし雲－上荒屋エッセイ通信Ⅶ  

2013 600

L044 句集　ホームレス羽抜鳥 大石　久 創造書房 平16 700

L045 うみ山のあいだ(詩集） 江森國友 書肆山田 1990 1,000

L046 小笠原鳥類 思潮社 2004 500

L047 白石かずこ天声出版 昭43 1,000

L048 ケープ・コッドの天使たち 草間彌生 而立書房 1990 800

L049 供花‐町田町蔵詩集 町田町蔵 思潮社 1992 900

L050 塩谷マスクーダ 2008 1,000

L051 カシミールの民話 （椋鳥書房） 2004 650

L052 細川律子 雪嶺文学会 2001 700

L053

　 平20 1,200

L054

　 1979 900

L055 雪　（岩波新書赤版　8） 29刷 中谷宇吉郎 岩波書店 昭45 1,000

L056
みずすまし 平17 500

私の7.13水害　その時、今、思ったこと。‐市民一人ひとりの水害体験記録集

　　　　　 2004年夏　新潟豪雨水害（三条発）

三角宇宙　　　　　谷川俊太郎/吉本ばなな/高田宏

はしれ！ショウガパンうさぎ ランダル・ジャレル/著　長田宏/訳

 　（岩波ようねんぶんこ15）　　第1刷　汚ﾚ･ﾔｹ 　岩波書店　　

世界の文房具（暮らしの設計117号）

 M.シェファー　W.D.シュトルル/著

エドワード・バッチ　魂の植物　バッチの花療法への新しい洞察

ドストエフスキー／唐伯虎伝）蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

世界ノンフィクション全集第27巻　芸術家の創造の秘密（神との結婚／パリ放浪記／

世界ノンフィクション全集第39巻　　　　　（ある黒人奴隷の半生/思痛記/

黒い灯/浦上切支丹旅の話）蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

世界ノンフィクション全集第30巻　　　　　（レーニン／一革命家の思い出／

／大杉栄自伝）　蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

読書狂いもほどほどに　第一刷、著者謹呈署名入､オビ付、裏表紙汚れ少し

小澤俊夫/著 小澤昔ばなし研究所

愛たちけものたち神たち　横尾忠則装丁

サリーの魅力－インドと日本の架け橋

花菜畑-ふるさとの小さな物語（サイン入）

　　フレグランスジャーナル社

塩谷マスクーダ・細川律子

函少しｽﾚ汚れ

素晴らしい海岸生物の観察(詩集)

　汚ﾚｽｺｼ有

頓智　創刊号(1995年10月）

第2刷・帯付

文芸読本　宮澤賢治　　少ﾔｹ、裏表紙汚、4刷

谷川俊太郎・長谷川宏

上田閑照・柳田聖山

ｶﾊﾞｰ裏端少ｽﾚ

ぼくが安曇野ちひろ美術館をつくったわけ　著者署名入､オビ付、上下擦れ

瀬川　あずさ　　能登印刷出版部

大森　定嗣/著　　能登印刷出版部


