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1 重要文化財　全33巻揃 文化庁監修 函 毎日新聞社 昭58～ 50000

2  348/359/371/440/443/444/445他 日本漆工会 昭5～昭1513000

3 条幅範書百選　漢字篇 青山杉雨 編 初版　二重 函　外函やけ 二玄社 1984 2500

4 条幅範書百選　かな篇 青山杉雨 編 初版　二重 函　外函やけ 二玄社 1984 2500

5 現代書道名家　墨蹟大鑑 碓井善助編 帙劣化痛有　本体状態良 赤城出版社 昭13 3000

6 中國書論集 中田勇次郎 再版　 函 二玄社 1971 3000

7 書道大字典　上下揃　索引つき 伏見冲敬編 初版　 函　 角川書店 昭49 8000

8 書源 藤原鶴来編 初版　 函少痛み有 二玄社 1970 6000

9 函、帯、　状態良 中央公論社 昭53 15000

10 初版　 函　 帯　月報つき あかね書房 1961 10000

11 日本民俗学大系　全13冊揃 初版　 函　月報つき　 平凡社 昭33～3510000

12 250部限定版　帙入　美本 教育出版センター昭58 45000

13 八木書店 昭56 1500

14 早稲田文庫の古文書解題 柴辻俊六 編 初版　 函　状態良 岩田書院 平10 2500

15 初版、カバー、巻末に印有 白水社 1999 28000

16 田中英光全集　全11巻揃 田中英光 函　 函カバー切有　月報付 芳賀書店 昭40 15000

17 世界哺乳類和名事典 今泉吉典監修 初版　函 平凡社 昭 63 8000

18 函、状態良 朝日新聞出版 2008 6000

19 北國新聞社 平18 1000

20 写真集　日本の蒸気機関車 藤田弘基 函、カバー、第2刷　 光陽社出版部 1977 3500

21 朝日ソノラマ 平4 2500

22 阪東妻三郎 秋篠健太郎 初版　カバー 毎日新聞社 昭52 1500

23 剣戟王阪東妻三郎 丸山敞平 初版　カバー ワイズ出版 1998 2000

24 剣戟王嵐寛壽郎 三一書房 1997 2000

25 初版　カバー 白川書院 1976 2000

26 フィルムアート社 1993 4000

27 安藤鶴夫作品集②　寄席 安藤鶴夫 函 朝日新聞社 昭45 1500

28 安藤鶴夫作品集③　芸 安藤鶴夫 函 朝日新聞社 昭45 1500

29 銀蛇の窟　高垣眸全集1 高垣眸 初版　函　月報付 桃源社 昭45 2500

30 龍神丸　高垣眸全集2 高垣眸 初版　函　月報付 桃源社 昭45 2500

31 付録付　美本　外函付 講談社 昭45 15000

32 六興出版 昭60 1000

33 初版　 カバー　経年やけ 講談社 昭61 800

34 (カストリ文化)考 長谷川卓也 初版、カバー、帯 三一書房 昭44 1500

35 初版　記名有 KKベストセラーズ昭53/54 2000

36 2004 1000

37 朝日新聞社 1989 1500

38 1989 1000

39 大臣日記　　訂正表つき 田中角栄 初版　ビニールカバー　 新潟日報 昭47 12000

40 男装従軍記 永田美那子　　　初版  函なし背痛　経年やけ　小印 日本評論社 昭7 10000

41 シベリア出征日記 風媒社 1978 1000

42 平10 1500

43 平12 2000

44 イルクーツク州の日本人墓地 1993 2000

45 昭57 1000

46 憲法問題を考える　視点と論点 　佐藤功 カバー、第4刷 日本評論社 1987 1000

47 初版　 カバー　 帯 海竜社 2015 1000

48 浦野匡彦言論集 二松学舎松苓会編 昭62 1500

徳川夢声とその時代　もんじゅ選書23　　三国一朗

明治・大正くらしの物語　上下揃

宮本常一の写真に読む失われた昭和　　宮本常一撮影　佐野眞一著　　第3刷　カバー　帯　　　　平凡社

昭和をとらえた写真家の眼 : 戦後写真の歩みをたどる　　松本徳彦　　初版

ふるさとの昭和史 : 暮らしの変容　　熊谷元一写真・文　井出孫六解説　　初版　カバー　帯　　　　岩波書店

大河内傳次郎　人と作品　その魅力のすべて　　梶田章　　第2刷　カバー

渡辺才二　嵐寛寿郎研究会　　初版　カバー

鞍馬天狗のおじさんは　聞書アラカン一代　　竹中労

新興キネマ　戦前娯楽映画の王国　　佐藤忠男　登川直樹　丸尾定　　初版　カバー

少年倶楽部　復刻愛蔵版　昭和7年度　全12冊

かつてヒーローがいた　私説・大衆文芸の世界　　武蔵野次郎　　初版　カバー

週刊朝日百科　甲子園の夏　1915-2008　全20冊揃

環境にやさしいリニアモーターを用いた新交通システム　　饗庭貢　　　カバー

漆と工藝　第348号～第455号の内13冊一括

支那神話傳説の研究　増補改訂版　　出石誠彦

図説　日本民俗学全集　全八冊揃　　藤沢衛彦

せきね文庫選集　第一期　全12冊・別冊付　計13冊揃

定本　天理図書館の善本稀書　一古書肆の思い出　　反町茂雄　　　函　帯

ティリッヒ著作集　新装復刊　全11巻揃

松尾勝造著　高橋治解説　　　カバー

平和の礎　シベリア強制抑留者が語り継ぐ労苦8　　　カバー　　　　　　　平和祈念事業特別基金

平和の礎　シベリア強制抑留者が語り継ぐ労苦10　　　カバー　　　　　　平和祈念事業特別基金

クズネツォフ　金沢ロシア語研究会　石川県東シベリア墓参団　　附図付

父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ　教育勅語ほか 初版、カバー　　　　　エヌシービー出版

いちばんよくわかる！　憲法第９条　　西修

非売品　函　　　　　　　二松学舎松苓会
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49 漢方医学十講　東洋医学選書 細野史郎 初版、函に記名有 創元社 昭57 3000

50 泰西医学史　古代中世篇 小川政修 初版　 函欠　 第一書房 昭6 3000

51 西田哲学の脱構築 中村雄二郎 著 初版　 カバー　 帯　 岩波書店 1987 800

52 仮面と神像 朝日新聞社編 帯　 朝日新聞社 昭45 1000

53 藝術解剖学　　　　　改訂三版 中村不折  函欠　年月日書　経年やけ 日本美術学院 大6 2000

54 明20 5000

55 低能児教育の実際 荒木善次 再版　 函やけ　 文川堂書房 昭10 10000

56 江戸切絵図と東京名所絵 白石つとむ 編 1993 4000

57 江戸の商標　双書美術の泉71 花咲一男 初版　 カバー 岩崎美術社 1987 1000

58 初版　 カバー　 人物往来社 昭42 2000

59  函痛有　天・小口少シミ有　政教社 昭38 3000

60 江戸時代の制度事典 大槙紫山 初版　付録つき　 函　 帯　 歴史図書社 昭50 3000

61 日本人物在世年表 上園政雄 編 第2刷　 カバー 吉川弘文館 昭61 1500

62 初期日独通交史の研究 今宮新 初版　 函経年やけ有 鹿島出版会 昭46 2000

63 カバー、第3刷　小印有 新生出版 1977 1000

64 お雇い外国人　2　産業 吉田光邦 初版、カバー 鹿島出版会 昭43 2500

65 歯と民族文化 山崎清 初版　 函　 天佑書房 昭18 2000

66 性と日本人　日本人の歴史4 樋口清之 初版、カバー 講談社 1980 800

67 初版、カバー 主婦の友社 昭56 700

68 絵はがきの旅・歴史の旅 中川浩一 著 初版　 カバー　 帯　 原書房 1990 1000

69 パリ散歩画帖 山本容子 著 2006 1000

70 サッフォーたちの饗宴 1987 1500

71 病む猫ムシ 井上光晴 初版、函、帯、絶筆短篇集 　集英社 1992 800

72 猫は夜中に散歩する 田中小実昌 初版、カバー 冬樹社 昭55 1000

73 わが愛猫記 横川成子 初版、カバー 北国出版社 昭52 1500

74 1996 1000

75 フランスの起床ラッパ アラゴン　大島博光訳 第4版　帯なし　経年やけ　 三一書房 1954 2000

76 作家の周辺 : 相田昭写真集 相田昭 著 初版　 カバー　 帯 新潮社 1994 1500

77 筆魂・翁久允の生涯 稗田菫平 初版 カバー 帯　 桂書房 1994 2000

78 加賀の千代真蹟集　　改訂版 中本恕堂編 限定700部　 函経年シミ少 北国出版社 昭58 5000

79 不思議の名人　加賀の千代女 松居高生 初版、カバー 能登印刷出版 2005 1500

80 日々の俳句 沢木欣一 初版、カバー、帯 求龍堂 昭58 1500

81 評伝前田普羅 中西舗土 著 初版、カバー 明治書院 平3 2000

82 仏心の俳句 : わが俳人伝記抄 村上護 著 初版、カバー 佼成出版社 平4 1000

83 カバー、購入日書入 潮文社 昭47 700

84 あの山越えて　山頭火行乞記　 大山澄太編 第3刷　新書判 潮文社 昭46 1000

85 漂泊の俳人　山頭火の手記　 大山澄太編 第3刷　 帯　新書判 潮文社 昭46 800

86 句集　花すこし　私家版 戸板康二 函少汚れ有　献呈署名本 三月書房 昭60 1500

87 初版　 函やけ有　 三河発行所 昭51 2500

88 初版　 カバー　 主婦と生活社 1996 1500

89 わが死民　水俣病闘争 石牟礼道子編 初版　 カバー　 帯　 現代評論社 昭47 1000

90 講談社 昭42 1000

91 昭45 10000

92 初版　 カバー　 帯　美本 講談社 2007 1000

93 中国小説史考 前野直彬 初版　 函　 秋山書店 昭50 2000

94 中国史論 : 政治・経済・文化 斎藤実郎 著 初版　 函汚れ有 高文堂出版社 昭58 1000

95 咸南名鑑 朝鮮元山毎日新聞社編 昭15 25000

96 昔の南洋と日本　ラジオ新書24 　板澤武雄 第16版　 カバー　新書判　 日本放送出版協会昭17 700

卓池雑考　「三河」叢書第十七号　　鈴木煙浪

橘曙覧「たのしみ」の思想 : 幕末の歌人　　神一行

画文集　炭鉱に生きる　地の底の人生記録　　山本作兵衛　　　初版　カバー

野に叫ぶ人々　足尾銅山鉱毒事件連作版画集 版画36葉  小口一郎  解題・略図付 帙 外函やけ  明治文献

中国現代アート : 自由を希求する表現　　牧陽一

初版　 函なし　　　朝鮮元山毎日新聞社

原始技術史入門　技術の起原をさぐる　　岩城正夫

日本のシルクロード　旅の起こりとこころ　　樋口清之

初版、カバー、帯　　阪急コミュニケーションズ

城景都 作品 ; 白石かずこ 詩　　初版　帯　　　　　　　ＰＡＲＣＯ

幸せになる猫との暮らし　猫と友達になるための7つの知恵　　小暮規夫監修　初版　カバー　帯　　ベネッセ

俳人山頭火　その泥酔と流転の生涯　　上田都史

浮嶋情話集　　私家版500部第40号　　村本山雨楼

NEW　ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＥＣＯＮＤ  ＲＥＡＤＥＲ　　細川芳之助　細川清助　初版　ボール表紙　少鉛筆書込　印有　戸田直秀

函、カバー、第2刷　大判本　　小学館

天正美少年記　歴史小説選書10　　八切止夫
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97 出口榮二選集　全四冊揃 出口栄二 初版、函 講談社 昭54 10000

98 一燈無盡　西田天香選集2 西田天香 初版、函、帯 春秋社 1968 1000

99 考古堂書店 2000 1000

100 考古堂書店 2000 1000

101 仏像図典 佐和隆研編 第3刷　函　 帯 吉川弘文館 昭37 2000

102 石仏残影 服部邦夫 初版、カバー 木耳社 昭47 1000

103 生活に生きる佛教語 山田法胤 平13 1000

104 最澄瞑想 梅原猛 初版、カバー、帯 佼成出版社 昭62 1000

105 真宗史探訪 西本願寺 昭58 800

106 元気に老い、自然に死ぬ 山折哲雄　秦恒平 初版、カバー、帯 春秋社 2001 700

107 夢しごと : 三蔵法師を伝えて 白鳥正夫 著 初版、カバー、帯、美本 東方出版 2000 800

108 ここに禅の生き方が 田中忠雄 初版、カバー 日本教文社 昭40 1000

109 光明無盡　五十五人の宗教者 岩波光次編 初版、カバー 文化評論社 昭57 800

110 新大乗仏教 美濃芳雄 函、献呈識語署名本 永田文昌堂 昭55 2500

111 二つの浄土真宗 杉本正信 著 カバー、第2版 永田文昌堂 1998 1500

112 般若心経で意識革命を 吉岡棟一 カバー、 日新報道出版部昭58 700

113 やがて世界は仏教にたどりつく 　渡部隆志 平21 1000

114 法句経　真理のことば 藤吉慈海 カバー、新装版3刷 大蔵出版 2005 1500

115 まほろばの僧高田好胤 太田　信隆 著 初版、カバー、帯 草思社 2005 1000

116 母　はは　父母恩重経を語る 高田好胤　　　　第5刷 カバー、「感謝」識語署名本 現代出版会　徳間書店昭51 1000

117 薬師寺　好胤説法 高田好胤 カバー、普及版第1刷 学生社 2001 800

118 初版、カバー 学生社 2012 1000

119 現代社会と浄土真宗 池田行信 著 カバー、第2刷　 法藏館 2000 800

120 仏教語入門　法蔵選書24 橋本芳契 初版、カバー、献呈署名本 　法蔵館 昭58 1500

121 五百回忌　蘇る蓮如 小倉正一郎 平10 1000

122 初版　 帯　 カバー経年シミ  橋本確文堂 1988 2500

123 蓮如五帖御文 : 現代の聖典 細川行信 ほか著 第3刷　 カバー　 法蔵館 平6 2000

124 父と娘の清沢満之 亀井鑛 著 第2刷　 カバー 帯 大法輪閣 平14 1500

125 北国新聞社 2004 2000

126 新しい生き方 : 法句経に学ぶ 大谷徹奘 　　　　第8版  カバー 帯　識語署名本 善本社 平13 800

127 仏教経典叙説　私訳阿弥陀経 高畑崇導 初版 函　 隆文館 昭55 1000

128 和讃に学ぶ : 浄土和讃 宮城シズカ 著 第2刷　記念印有　 大谷派宗務所 平13 800

129 大乗仏典 中村元 編 初版第18刷　 函　美本 筑摩書房 1999 3000

130 新修梵語學 榊亮三郎原著 第11刷　 函 永田文昌堂 平8 3000

131 聖典講座　歎異抄 原随園 初版　 カバー 本願寺出版協会昭48 1000

132 みちびかれて 片山宥雄 初版　 カバー 大覚寺出版部 平17 1000

133 人文書院 1995 1500

134 米峯出版 昭56 1500

135 大原問答説教　絵入 大行寺信暁 第12版　経年やけ 永田文昌堂 昭6 1500

136 空を拝む　私の般若心経 荒崎良徳 初版　 カバー　 水書坊 昭60 800

137 黒潮圏の八丈島　風俗と慣行 小川武 再訂版第2刷　 カバー 吉田南光園 昭44 1500

138 八丈島のショメ節 内藤茂 非売品　 私家版 昭54 1500

139 三国近代文学館 印牧邦雄 昭46 4500

140 飛騨山王宮日枝神社史 　同神社 平8 10000

141 飛騨史考　近世金森時代編 岡村守彦 初版　 函　美本 岡村健守 昭61 5000

142 昭37 3000

143 1994～200310000

144 平8～平123000

まんが良寛ものがたり　郷土まんがシリーズ1　　高橋郁丸　　　初版　カバー

まんが良寛を慕う貞心尼ものがたり　郷土まんがシリーズ2　高橋郁丸　初版　カバー

カバー、第5版　識語署名本　　善本社

文・西崎浄尚　写真・中西康雄　　第2版　カバー

初版、美本　　　　　　　チューリップ企画

おヘソとの対話　改訂増補「色即是色」　高田好胤

初版 カバー　　　　　中日新聞北陸本社

蓮如さん : 門徒が語る蓮如伝承集成

それで死んでも悔いなかろう : 私の出遇った暁烏先生　　林暁宇　　初版　カバー

般若心経の新世界 : インド仏教実践論の基調　　　宮坂宥洪　　第2刷　カバー

み仏の心を刻む　越後の石彫師　高橋三広　　室岡博著　　初版　函　帯

函　非売品　　　　　　福井県三国町役場

遷座四百年記念臨時大祭奉賛会　　函　美本

越中立山古文書　立山開発鉄道(株)創立十周年記念出版　木倉豊彦　初版　立山開発鉄道（株）

富山県立山博物館　研究紀要　第1号～第10号揃 美本状態良　　　　　富山県立山博物館

富山県図書館研究集録　第27号～第31号揃 状態良　　　　　　　　富山県図書館協会
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145 習俗　富山歳時記　 漆間元三 第2刷　 カバー 帯 巧玄出版 昭50 1500

146 売薬版画　おまけ絵紙の魅力 根塚伊三松 初版　未読品　 巧玄出版 昭54 1000

147 昭54 1500

148 昭53 2000

149 昭49 1500

150 昭54 1500

151 昭54 1500

152 昭54 1500

153 昭54 1500

154 昭54 1500

155 昭54 2000

156 石川縣史　全五編揃 石川県図書館協会 函、復刻　 石川県 昭49 70000

157 函 金沢市議会 平9 20000

158 金沢市近江町市場史 昭55 3000

159 南大海村史 金田孝順編 昭46 3000

160 鳥屋町史　現代編 同編集委員会 平1 5000

161 改訂増補　加能郷土辞彙 日置謙編 復刻版　 函　状態良 北国新聞社 昭48 28000

162 加賀國菊酒考　複製本 富田景周 　彩色絵入和装本　状態良 　不明 昭43 15000

163 昭48 5000

164 相撲王国石川のあゆみ 石川県相撲連盟編 昭58 3500

165 　石川県 平10 3500

166 石川県印刷史 昭43 8000

167 金沢市公民館五十周年記念誌 平13 5000

168 金沢　武蔵家おぼえ書 中村春江 函　献呈署名本　印有 私家版 昭54 5000

169 おとこ川おんな川 初版　 カバー　 帯　 北国新聞社 2006 1500

170 加賀の茶室 牧孝治編 増補版　 カバー　状態良 北国出版社 昭58 2500

171 北陸　四季の寺 井上雪 初版　 カバー　 帯　 北国出版社 昭51 1000

172 北陸の古寺 井上雪 初版、カバー、帯 北国出版社 昭58 1000

173 木槿の下に　随想集 橋本芳契 昭50 1000

174 金沢・常福寺歴史資料図録 金沢市文化財紀要177 平13 6000

175 能登半島学術調査書　付図共 石川県 昭40 20000

176 平18 5000

177 能登半島今昔写真帖 : 保存版 中村裕 監修 大判本　カバー　状態良 郷土出版社 2007 7000

178 昭39-4150000

179 平8 2000

180 九谷焼 : 産業と文化の歴史 矢ケ崎孝雄 著 1985 1500

181 石川県災異誌　1961 石川縣農林部 状態良 石川県 昭36 8000

182 石川県災異誌　1971 石川県 函、正誤表つき　状態良 石川県 昭46 3500

183 石川県災異誌　1982 石川県 函、補遺版　状態良 石川県 昭57 3500

184 羽咋市史　全四編揃 昭50 50000

185 東風に吹かれて : 能登・加賀 福野勝彦 著 初版、カバー、帯 回天蒼生塾 2006 1500

186 はくいの昔　はくい叢書№2 羽咋公民館 1981 1000

187 はくいの昔　はくい叢書№3 1982 1000

188 はくいの昔　はくい叢書№4 1983 1000

189 石川県産業功労碑集 北村魚泡洞 函に献呈署名有 北陸往来社 昭38 2500

190 炉ばた　人間松崎従成の生涯 前坂武義編集責任者 平1 2000

191 昭52 3500

192 1983 5000

学校法人　金沢工業大学２０年史 函　　　　　　　　　　　金沢工業大学本部

工学の曙　科学と工学を築いた書物　　　竺覚暁編著 初版　 　　　　　　　金沢工業大学出版局

初版、カバー　　　　　　日本経済評論社

函、原始・古代編、中世・社寺編、近世編、現代編　羽咋市役所

中条茂雄・堀田成雄・村本義雄

中条茂雄・堀田成雄・村本義雄・土田勝次・竹田俊雄　　　羽咋公民館

中条茂雄・堀田成雄・土田勝次・村本義雄・岩田捨男　　　羽咋公民館

初版　 函　　　　　故松崎従成氏顕彰会

函、            　　　　  金沢市教育委員会

　　　　　　　　初版、函、付図7種類揃函入共　

すずろ物語復刻版（一）　1～17号合本　　　マーカー・線引有　函に日付・記名有　　　　　珠洲郷土史研究会

加越能文庫目録　上中下補遺　全4冊揃 状態良　　　　　　　　　　金沢市立図書館

加州鶴来　金釼宮仏供箱と出土銭貨　天文二四年銘文資料から　　芝田悟　鶴来町教育委員会

函　　　　　　　　　　　石川県輪島市役所

函　　　　　　　　　　　石川県相撲連盟

平成9年1月　ロシアタンカー油流出災害の記録　　石川県環境安全部消防防災課

函　　　　　　　　　　石川県印刷工業組合

　　　　　函　　　　　金沢市公民館連合会　　　金沢市教育委員会

献呈署名本　　　　同随想集出版委員会

富山の植物　風土と四季を訪ねて　富山文庫1　進野久五郎　第6刷　函　カバー　帯　巧玄出版

越中の焼きもの　原始から現代まで　富山文庫2　定塚武敏　第3刷　函　カバー　　　巧玄出版

五箇山　失われる山びとの暮らし　富山文庫4　宮崎重美・池端滋　初版　函　カバー　巧玄出版

富山の石造美術　刻まれた時と情念　富山文庫5　京田良志　第3刷　函　カバー　帯　巧玄出版

富山の動物　この愛すべき仲間たち　富山文庫6　植木忠夫　第3刷　函　カバー　帯　巧玄出版

越中の彫刻　祈りと美の系譜 富山文庫8  長島勝正・風間耕司  第3刷 函 カバー　帯  巧玄出版

富山の史蹟　はるかなる大地の伝言　富山文庫10　　岡崎卯一　他　　第2刷　函　カバー　帯　　巧玄出版

越中の人物　よみがえる栄光と苦悩　富山文庫11　奥田淳爾・米原寛　　第2刷　函　カバー　帯　巧玄出版

越中の絵図　文化史への抒情　富山文庫12　高瀬重雄　　第4刷　函　カバー　帯　　巧玄出版

金沢市議会史　上下・資料編・年表　揃

初版、函　　近江町市場商店街振興組合

初版、函　　　　　　　高松町大海公民館

函　　　　　　　　　　　石川県鳥屋町役場

輪島市史　輪島漆器資料　資料編第六巻
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193 秘史　手取川 平野外喜平 初版　 カバー　 北国出版社 昭45 1000

194 昭57 15000

195 能美郡忠勇録 能美郡聯合分会編 大13 25000

196 松任小学校百年誌 昭49 2000

197 松任農業高等学校百年史 昭50 2500

198 松任市史　現代編　上巻 函　状態良 松任市役所 昭56 2500

199 林郷土誌 昭53 4000

200 舘畑のあゆみ 昭49 6000

201 旭郷土誌 昭54 5000

202 桑島の里 臼井鉄男編集責任者 昭53 3000

203 白峰村史　上下揃 上巻函少痛み有　 白峰村役場 昭34・3715000

204 富奥郷土史 富奥公民館編 昭50 7000

205 郷の今昔 平2 2500

206 野々市町小史　復刻版 行野小太郎 昭和28年発行の復刻版　 野々市町 平2 3000

207 カバー少痛有　 野々市町 平7 2500

208 野々市町二十年のあゆみ 昭51 2000

209 長篇詩　魔の花 相澤道郎 初版　 函　状態良 黄土社 1979 2000

210 忘却の花びら　第一部　七尾まだら　　菊田一夫 昭31 3000

211 山鶯　随想集 山高しげり 初版、カバー、帯 牧羊社 昭50 1500

212 句文集　母子草 杉原竹女 初版、函 あらうみ会 昭44 2000

213 歌集　白蓉 米山久子 初版、函 新星書房 昭53 2000

214 函 北国出版社 昭53 2000

215 北國新聞社 2007 1000

216 函、クロス装 正門会 平1 3000

217 初版、函、美本 北國新聞社 2011 8000

218 函、美本 北國新聞社 平20 7000

219 石川の戦後50年 北国新聞社出版局 編 　初版　 函　美本 北国新聞社 平7 5000

220 石川県音楽史 昭60 3500

221 長谷部信連 蔭田章平編 昭35 3500

222 初版　 カバー　 北国出版社 昭47 1500

223 金沢の玩具 村尾泰  カバー　印有　新書判　 北国出版社 昭46 1000

224 昭56 7000

225 平5 1500

226 鏡花研究　第七号 平1 2500

227 室生犀星　ききがき抄 新保千代子 初版　 函改装　 帯なし　 角川書店 昭37 5000

228 室生犀星句集　魚眠洞全句 室生朝子編 再版　 函背スレ有　 帯　 北国出版社 昭54 2500

229 白山史料集　上巻 昭54 6000

230 白山 上杉喜寿 初版、カバー、天にシミ ビジョン北陸 昭61 4000

231 小幡酉吉 昭32 3500

232 初版、函、クロス装 北國新聞社 昭41 2000

233 七商八十年史 昭52 4000

234 輪島高等学校五十年史 昭47 3500

235 津幡高等学校五十年史 昭48 3500

236 金沢三中・桜丘高校五十年史 昭45 3000

237 加能史料　平安3 昭62 3500

238 加能史料　平安4 平1 3500

239 加能史料　鎌倉1　2　　2冊揃 平4 7000

240 平5 10000

函シミ少有　　　　　　　　　白峰村桑島区

　　　　　　　在郷軍人会能美郡聯合分会

函　　　　　　　　　　　　　市立松任小学校

函　　　　　石川県立松任農業高等学校

函天シミ少有　本体良　鶴来町林公民館

函角少スレ有　本体良　　鶴来町舘畑公民館

函底に題名書　本体小口少しみ有　記名・印有　松任市旭公民館

手取川七ヶ用水誌　上下・附図揃 初版　 函　　　　　　七ヶ用水土地改良区

函　小口シミ少有　野々市町富奥農業協同組合

函　　　　　　　　　　　野々市町郷公民館

愛と和の町ののいち　町合併40周年記念誌

函　　　　　　　　　　野々市町中央公民館

初版　やけ・印有　大日本雄弁会講談社

紅ひとつ　駒井志づ子の歩んだ道

生と死を考える : 「死生学入門」金沢大学講義集　　細見博志編　　第3刷　カバー

風姿却来　佐野正治先生の想い出　　正門会編

ふるさときらめき館 : 石川・富山の文化財 : 愛蔵版

加能史料　南北朝1　2　3　　3冊揃 函、会報付　➀に印有　石川史書刊行会

愛蔵版　ふるさと写真館　北國新聞創刊115年記念

　　　初版　表紙に経年シミ少有、本文良　石川県音楽文化協会

初版　元パラ　　　　　穴水町教育委員会

能登守の弁　若林喜三郎随想集

金沢泉丘高等学校蔵善本解題目録 　　　　　　　石川県立金沢泉丘高等学校

石川近代文学館と私　「終焉記」と「未発表『序文』」ー新資料藤岡作太郎・西田幾多郎　　　二冊揃組　筒函

状態良　　　　　　　　　　石川近代文学館

金沢大学日本海文化叢書第4巻　　函　　　　石川県図書館協会

　函　　　　　　　　　小幡酉吉傳記刊行会

ど根性　県外で活躍する石川県人

函　　　　　石川県立七尾商業高等学校

函　　　　　　　　石川県立輪島高等学校

函　　　　　　　　　　　石川県立津幡高校

函　　　　　石川県立金沢桜丘高等学校

函、会報付　印有　　　石川史書刊行会

函、会報付　印有　　　石川史書刊行会

函、会報付　印有　　　石川史書刊行会
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241 金澤教会百年史 1981 3500

242 加賀染　太郎田屋與右衛門 高桒砂夜子　　　初版 平3 1500

243 初版 カバー　 古今書院 1988 1500

244 昭60 1500

245 中国人に助けられたおばあちゃんの手からうけつぐもの　　北崎可代　　初版　カバー　天シミ有　梨の木舎 1997 800

246 おもしろ金沢学　新装版 カバー、帯、第2版第4刷　 北國新聞社 2006 800

247 金沢市五郎島町史 平2 2000

248 増泉　春日神社誌 園崎善一編 平13 5000

249 初版 カバー　 北国出版社 昭49 8000

250 カバー 北国出版社 昭51 4000

251 横川巴人作品集 笠師昇・斎藤芳明編 千部限定　 函　 横川巴人会 昭44 3000

252 劇団北陸新協 1984 1500

253 金澤老舗繁盛記　 金澤老舗百年会 平8 3000

254 能登・加賀漂流物語 佃和雄 著 初版　 カバー　 北国新聞社 平10 1500

255 加賀城下町の言葉 島田昌彦 著 初版　 カバー 能登印刷出版 1998 1000

256 初版　 カバー　 帯 東都書房 昭34 1000

257 初版　 カバー　 帯　 冬樹社 1980 1500

258 石川の土木建築史 石川県土木部編 平1 4000

259 加賀藩主　前田斉泰　図録 平7 1500

260 非売品　一頁線引き有 私家版 昭48 2000

261 昭42 5000

262 昭56 1500

263 加賀能登の合戦　上下揃 石林文吉 初版　 カバー　 北国出版社 昭56 2000

264 1971 1000

265 加賀騒動 : おもかげの譜 横山方子 著 初版　 カバー　マーカー引 能登印刷 平12 2000

266 平3 1500

267 北陸古代王朝の謎 能坂利雄 昭57 1000

268 1987 2500

269 北斗書房 平1 1000

270 1992 2000

271 母校思讃　私と四高集 昭61 2500

272 石川縣師範教育史 昭28 20000

273 昭43 4000

274 富樫郷土史 昭46 1500

275 石屋小路町史 迎四三雄編 昭48 1500

276 続　金沢北郊の変貌 本岡三郎 昭51 2500

277 高儀町誌 高儀会編 昭15 4000

278 金沢百年 町名を辿る 読売新聞金沢総局 1990 1000

279 稿本　金澤市史　市街編第二 和田文次郎編 経年やけ　附図良 金澤市役所 大6 5000

280 稿本　金澤市史　市街編第三 和田文次郎編 函　本体経年並上 金澤市役所 大6 5000

281 稿本　金澤市史　市街編第四 和田文次郎編 印有　経年ヤケ並 金澤市役所 大9 5000

282 稿本　金澤市史　風俗編第一 和田文次郎編 函　経年ヤケ　状態並上 金澤市役所 昭2 5000

283 稿本　金澤市史　学事編第二 和田文次郎編 経年ヤケ　状態経年並 金澤市役所 大8 5000

284 金澤市役所 昭8 10000

285 市史かなざわ　第1号・第2号 金沢市 平7・8 2000

286 石川郷土史学会々誌　第3号 石川郷土史学会編 昭45 2000

287 石川郷土史学会々誌　第4号 石川郷土史学会編 昭46 2000

288 石川郷土史学会々誌　第5号 昭47 2000

金沢憲兵隊文書　満州事変前後の社会運動　　　初版　帯　　　　　　　石川県社会運動史刊行会

昭和の暗黒物語　私の貧乏物語　戦前の部　　村中嘉明　　初版　帯　正誤表付

佐藤彦七遺稿　中野重治より加藤秀雄宛書簡集　加藤秀雄遺稿　　村中嘉明編　初版　カバー　ウニタ書舗

橋本芳契・河崎屋三郎編　カバー　在籍した著名執筆者28人　能登印刷

徳光八郎編　　　初版　 函やけ　金沢大学教育学部明倫同窓会

創刊のこころ　金沢の戦後雑誌から　　西田圀夫

67 金沢メインストリート《片町・香林坊》　　近代化完成記念　　正誤表付　　　両商店街振興組合

金沢のわらべ唄と民謡　金沢市口頭伝承調査報告書　カバー　天に印有　　金沢市教育委員会

安政五年七月十一日　新少年少女教養文庫33　　かつおきんや　　第3刷　函少汚　　牧書店

処刑のあとさき　金沢小説小品集5　　　大戸宏　　　初版　カバー　帯　謹呈紙貼付　記名有　　大和印刷社

加賀象嵌職人　米沢弘安の人と作品　　田中善男

金沢木工芸職人　池田作美・伊藤伊斎　　田中善男

初版　 カバー　 帯　　　　新人物往来社

劇団北陸新協５０年の歩み　北の都金沢で燃えつづける演劇の火　　初版　函

帙入　冊子あゆみ付　　金澤老舗百年会

ズバリ直言　月ロケットは革命する　　辻政信

日本ヒコーキ物語　北陸信越篇　　平木国夫

　　　　　　　　　　　　　　　　石川県土木部

　　　　　　　　　　　石川県立歴史博物館

函　　　　日本基督教団金沢教会長老会

カバー少傷有　署名本　加賀染振興協会

あゆみ　石川県立盲学校六十周年記念　　高堀勝喜 初版　 カバー　　　　　　石川県立盲学校

北田八州治　　　初版　小口やけ・汚有　　　富樫農業協同組合

初版　 カバー　　　　　　　石屋小路町会

初版　 カバー　　　　　　石川史書刊行会

伝統織物 : 加賀・能登にみる歴史と現状　　西田谷功

能登　船員物語　世界の海を駆けた男たち　松村信子　見沢論　　初版　カバー　　クリエイティブ・グルーヴィ

函　　　　　　　　　　　金沢市五郎島町会

函　美本　　　　　五ヶ庄総鎮守春日神社

　　　　創立二十周年記念特集号　状態良　　　石川郷土史学会

非売品　経年やけ　　　　金沢市高儀会

初版　 カバー　少マーカー引　能登印刷

稿本　金澤市史　政治編第一・第二揃　　　金澤市役所編

金沢市史編さん事務局編　　美本

正誤表付　状態良　　　石川郷土史学会

状態良　　　　　　　　　　石川郷土史学会


