
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

1 函なし　状態良 第一書房 昭58 15000

2 函、美本、月報 けやき書房 1980 15000

3 250部限定版　帙入　美 教育出版センター 昭58 45000

4 　ゆまに書房 昭59 13000

5 初版　 函　 帯　月報 あかね書房 1961 10000

6 出口榮二選集　全四冊揃 出口栄二 初版、函 講談社 昭54 10000

7 函、総目次つき　 東京書房社 昭54 25000

8 昭62～6320000

9 陶芸四季　創刊1号～13号揃 状態良 画文堂 昭54～昭5910000

10 状態経年並良　 日本漆工会 昭5～昭1513000

11 蒔絵文様　春正百図　全2巻 原画・山本春正 大型折帖本　 帙入 マリア書房 昭55 33000

12 （株）明治文献 昭45 10000

13 咸南名鑑 昭15 25000

14 海軍館大壁画史 東亜振興会 函 東亜振興会 昭16 5000

15 シルクロード夫婦行 平山　美知子 初版、カバー、帯 毎日新聞社 2000 1000

16 第5刷　 カバー　 小学館 1997 800

17 人間道元 佐橋法龍 初版　 函　 春秋社 1970 1000

18 源平盛衰記 種村宗八編 初版　 函 藝林舎 昭50 4000

19 鬼のやま水　現代民話集 水上勉 初版　 カバー　 帯　 小学館 昭57 800

20 竹の精霊 昭57 800

21 祇王寺日記 高岡智照尼 初版　 カバー　 帯 講談社 昭48 1500

22 御伽草子を歩く 岡部伊都子 初版　 函　 新潮社 昭48 800

23 精神医学と俳句 石川文之進 第4刷　 カバー　 帯　 幻冬舎ルネッサンス 2012 1000

24 考証　歴史奇談 稲垣史生 初版　 カバー 時事通信社 昭52 800

25 小さな雪の町の物語 昭48 1000

26 お菓子の家の魔女 宇能鴻一郎 初版　 函　状態良 講談社 昭45 2000

27 竹とんぼ 安藤鶴夫 初版　 函　 朝日新聞社 昭39 1000

28 半日閑談集 湯川秀樹編 初版　 函 講談社 昭46 800

29 2005 1000

30 カクテル・パーティー 昭42 2000

31 霊山 2003 1500

32 2013 1500

33 真宗聖典 東本願寺 昭57 2500

34 2017 1000

35 東京は燃えたか 塩田潮 初版　 カバー　 帯　シミ PHP研究所 1985 2000

36 家康公の時計 落合偉洲 2013 1500

37 　大和書房 2016 1000

38 実業之日本社 2013 800

39 一乗谷　朝倉史跡・伝説 青山作太郎 昭47 2500

40 火焔土器の国新潟 初版　 カバー　 帯　 新潟日報社 平21 1500

41 初版　 カバー　 帯　 青土社 2010 1500

42 ふるさと富山歴史館 深井甚三, 米原寛 監修初版　 カバー　 帯　 富山新聞社 2001 7000

43 金沢市近江町市場史 昭55 3000

44 函 輪島市役所 昭48 5000

45 初版、カバー、 能登印刷 2005 1500

46 相撲王国石川のあゆみ 函 石川県相撲連盟 昭58 3500

47 平10 3500

48 石川県印刷史 昭43 8000

大阪「鶴橋」物語 : ごった煮商店街の戦後史　　藤田綾子　　初版　カバー　帯　現代書館

大城立裕　　初版　 カバー　 帯　経年ヤケ有　　文藝春秋

高行健 著 ; 飯塚容 訳　　初版　カバー　帯　　　集英社

み仏様との日暮らしを : キリスト教から浄土真宗へ　　河村とし子　第8版　カバー　帯　　樹心社

第3版　 函背少やけ　合成皮革ケース入

明治10年からの大学ノート : 二松學舎のあゆみ第3版初版　 カバー　 帯　新書判　三五館

初版　 カバー　 帯　署名・落款有　平凡社

総理の随行医 : 歴代首相の脈をとって　　水町重範　第6刷　カバー　帯

どぜう屋助七　幕末「駒形どぜう」物語　　河治和香　　初版　カバー　帯

初版　新書判　　　　　細田武・山本武生

武満徹自らを語る　肉声の証し　　武満徹

初版、函　　近江町市場商店街振興組合

輪島市史　輪島漆器資料　資料編第六巻

不思議の名人　加賀の千代女　　松居高生

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

漆と工藝　第348号～第455号の内13冊一括

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　帙入　外函ヤケ

　　　初版　 函なし　状態経年並　　朝鮮元山毎日新聞社

木を読む : 最後の江戸木挽き職人　　林以一

水上勉　写真・中矢代憲子　　初版　カバー　帯　　小学館

杉みき子・文　佐藤忠良・画　　第4版　函　帯　　童心社

せきね文庫選集　第一期　全12冊・別冊付　計13冊揃

蜀山人未刊資料集　国文学研究資料文庫　全3巻揃　　初版　函　輸送函

図説　日本民俗学全集　全八冊揃　　藤沢衛彦

日本料理探求全書　全13巻揃　　平野雅章

食糧・農業問題全集　全20巻22分冊揃 カバー、帯、内2冊マーカー有　農文協

アルビオン　復刻版　全7冊揃

綴方生活　復刻版　全15巻揃
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49 あらうみ四十周年記念句集 杉原竹女編 函 あらうみ会 昭50 2500

50 平13 5000

51 十村岡野家文書目録 平7 5000

52 丁巳乃旅 至誠堂書店 大6 3500

53 平5 1500

54 金沢・常福寺歴史資料図録 平13 6000

55 昭40 20000

56 北国出版社 昭59 1000

57 状態良 金沢市立図書館 昭39-4150000

58 平8 2000

59 加賀藩政秘史　辰巳用水 中井安治 カバー 北国出版社 昭47 1500

60 九谷焼 : 産業と文化の歴史 矢ケ崎孝雄 初版、カバー 日本経済評論社 1985 1500

61 金沢市と町内会 昭42 3000

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

63 はくいの昔　はくい叢書№2 羽咋公民館 1981 1000

64 はくいの昔　はくい叢書№3 羽咋公民館 1982 1000

65 はくいの昔　はくい叢書№4 羽咋公民館 1983 1000

66 1990 2000

67 初版、カバーうすヤケ 橋本確文堂 平11 2000

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

69 市民一句総参加運動投句集 平15 1000

70 白山 上杉喜寿 初版、カバー ビジョン北陸 昭61 4000

71 白山史料集　上巻 昭54 6000

72 白山 : 自然と文化 総合研究 初版　 函　附図三枚 北国新聞社 1992 8000

73 初版　 カバー　 帯　ＣＤ （財）北國総合研究所平17 2000

74 初版、函、クロス装 北國新聞社 昭41 2000

75 金沢弁護士会百年史 函 金沢弁護士会 平8 2500

76 郷土人物巷談 木田亘 石川県 北国新聞社 1990 1000

77 金沢市醒ヶ井遺跡 平13 2000

78 昭60 1500

79 函 北国出版社 昭53 2000

80 献呈署名本 非売品 平4 4000

81 石川県PTA五十年史 平10 2500

82 北国出版社 昭51 4000

83 北陸中日新聞 昭58 1500

84 昭56 1500

85 函 野町公民館 平14 2000

86 石川縣年表　大正篇 石川県史編集室 昭31 3500

87 石川縣年表　昭和篇　壱 石川県史編集室 昭32 4500

88 石川県年表　昭和篇　弐 石川県史編集室 昭33 4500

89 石川県年表　昭和篇　参 石川県史編集室 昭45 4500

90 初版、函 金沢市 平1 2500

91 能美郡忠勇録 大13 25000

92 材木町連史 北田八州治編 昭52 2500

93 函　帯 北国出版社 昭48 5000

94 昭46 5000

95 城下町　金沢 北国出版社 昭48 1000

96 　カバー　帯 北国出版社 昭58 1000

文・吉田圭蔵　写真・吉川恍陽　　カバー

百万石物語　加賀藩政と徳川幕府　　原谷一郎

　　　　　　　　　　　　　石川県教育委員会

　　　　　　　　　　　　　石川県教育委員会

　　　　　　　　　　　　　石川県教育委員会

　　　　　　　　　　　　　石川県教育委員会

市史年表　金沢の百年　昭和続編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　在郷軍人会能美郡聯合分会

　　　　　　　　　　　材木校下町会連合会

石川縣銘文集成　徑巻・佛画編　　　櫻井甚一

南喜一　追想・蟇将軍　2冊一函 　　　　　　　　　　　南喜一追想録刊行会

金沢木工芸職人　池田作美・伊藤伊斎　　　田中善男　　　カバー

対談・石川県戦後政治史秘話　　徳田与吉郎　上田正二　　カバー

激動・昭和の石川人物誌　（教育編） カバー　　　　　　　石川県教育文化会議

五十年の軌跡　金沢市野町公民館

金沢市文化財紀要173　　　　金沢市埋蔵文化財センター

続　島もの語り　寺島蔵人流刑地能登島からの手紙　若林喜三郎　カバー　北国出版社

紅ひとつ　駒井志づ子の歩んだ道

吟詠　錦城山〔大聖寺城〕物語　　久藤豊治

函　　　　　　　　　　　石川県ＰＴＡ連合会

舳倉の鳥たち : 能登半島沖50km　　橘映州

　千代女生誕300年祭記念　　　　　　松任市教育委員会

　函、　日本海文化叢書第4巻　　　　　石川県図書館協会

めざそう！世界遺産　白山・金沢の文化遺産

ど根性　県外で活躍する石川県人

金沢市公民館五十周年記念誌　　　　　　　　函 金沢市公民館連合会　金沢市教育委員会

大判　　　　　石川県押水町教育委員会

河合辰太郎　省斎　　初版　天金

金沢アイデンティティの創造　金沢都市美文化賞創設15周年記念誌　カバー　金沢都市美委員会

　　　　　函、金沢市文化財紀要177　　金沢市教育委員会

能登半島学術調査書　　付図7種類揃共　函入　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県

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

中条茂雄・堀田成雄・土田勝次・村本義雄・岩田捨男

白い恋人たち : 邑知潟の白鳥観察記録　　川口雅登　写真・文　　初版　カバー　　　能登印刷

素描・かなざわ　その自然と街並み　　櫛田烏亭

加越能文庫目録　上中下補遺　全4冊揃

加州鶴来　金釼宮仏供箱と出土銭貨　　芝田悟　　クロス装　　　　　　鶴来町教育委員会

本岡三郎　編集責任者　　　　　　　　　金沢市町会連合会
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97 緑地帯 林政武 昭16 2000

98 カバー 北国出版社 昭46 1000

99 加能史料　平安3 函、会報つき　印有　 石川史書刊行会 昭62 3500

100 加能史料　平安4 函、会報つき　印有　 石川史書刊行会 平1 3500

101 加能史料　鎌倉1 函　会報つき　印有　 石川史書刊行会 平4 3000

102 金沢大学工学部五十年史 昭45 3000

103 金澤教会百年史 1981 3500

104 川口文庫目録　文学博士　川口久雄 石川県立図書館 平9 15000

105 私の植物行脚 1981 2000

106 昭60 2500

107 昭57 4500

108 石川県林業史 平9 15000

109 北國新聞社 2011 8000

110 石川縣史　全五編揃 函、復刻　 石川県 昭49 70000

111 羽咋市史　全四編揃　　　函 昭50 50000

112 加賀と能登 青柳眞三郎 初版、印・購入日書有 北國夕刊新聞社 昭9 2000

113 平18 5000

114 昭60 5000

115 愛蔵版　ふるさと写真館　 函、美本 北國新聞社 平20 7000

116 初版、カバー 北国出版社 昭52 1000

117 新・金沢という町 石平光男 カバー、見返し小印有 北国出版社 昭55 800

118 昭60 1500

119 石川の戦後50年 初版　 函　美本 北国新聞社 平7 5000

120 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

121 平1 1000

122 函、クロス装 正門会 平1 3000

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

124 加賀染　太郎田屋與右衛門 高桒砂夜子 初版　カバー　署名本　 加賀染振興協会 平3 1500

125 平6 1000

126 古今書院 1988 1500

127 金沢市五郎島町史 平2 2000

128 増泉　春日神社誌 園崎善一編 平13 5000

129 北国出版社 昭49 8000

130 能登半島 山田毅一 大2 4500

131 大判本　カバー　 郷土出版社 2007 7000

132 昭6 2000

133 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

134 加賀國菊酒考　複製本 富田景周 昭43 15000

135 実用　家庭重宝袋 林正一 初版　25頁冊子本　金沢 　石井久太郎 大2 3000

136 楚常手向草　附楚常発句集　 昭12 8000

137 絵本　金澤百景 土田臥牛 第2版　 愛染庵 昭43 1500

138 　経年やけ　状態並 金澤医科大学 大15 3500

139 初版　 カバー　 帯　 東都書房 昭34 1000

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

141 五百回忌　蘇る蓮如 小倉正一郎 初版 カバー　状態良 中日新聞北陸本社 平10 1000

142 初版　 帯　 カバーシミ有　 　橋本確文堂 1988 2500

143 北陸の古寺 井上雪 初版、カバー、帯 北国出版社 昭58 1000

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

初版　　　　　　　　　　　北國毎日新聞社

天・地・人　上山南洋評論選集

函　金沢大学工学部50周年記念事業会

函　　　　日本基督教団金沢教会長老会

小牧旌　のとじ・シリーズ1　　カバー　七尾市立図書館友の会

石川の農林産物とむら　園芸・林業篇　石川県農村文化関係史料集3　　　石川県教育委員会

石川県の巨樹　　　　　　　　　　里見信生・鈴木三男編　　　函　　　　　石川県林業試験場

函　美本　　　　　　　　　石川県山林協会

ふるさときらめき館 : 石川・富山の文化財 : 愛蔵版　　初版　函　美本

原始・古代編、中世・社寺編、近世編、現代編　　羽咋市役所

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

矢ヶ崎孝雄先生退官記念小論集 函欠　　金沢大学教育学部地理研究室

陽気なバッファロウ　金沢小説小品集　大戸宏

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

加賀・能登の伝統産業 : 今に伝わるふるさとの技術　　初版　カバー　　　　能登印刷

伝統織物 : 加賀・能登にみる歴史と現状　　西田谷功　　初版　カバー

函　　　　　　　　　　　金沢市五郎島町会

函　美本　　　　五ヶ庄総鎮守春日神社

加賀象嵌職人　米沢弘安の人と作品　　田中善男　　初版　カバー

和装本　印・記名有　宇出津町上田書店

能登半島今昔写真帖 : 保存版　　中村裕監修

昭和六年三月　卒業記念写真帳　石川郡鶴来尋常高等小学校　　状態経年並

彩色絵入和装本　状態良　出版元不明

武禅定編　つるぎ叢書第壱輯　300部限定　和装　鶴来保勝会

金澤医科大学開学記念施設要覧

ズバリ直言　月ロケットは革命する　　　辻政信

蓮如さん : 門徒が語る蓮如伝承集成

絵で綴る郷土部隊史 : 若者たちへのメッセージ　歩七三機会編　初版　カバー　帯　北國新聞社

風姿却来　佐野正治先生の想い出　正門会編
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145 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

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

147 長谷部信連 蔭田章平編 昭35 3500

148 初版　 函経年少汚れ有　 柏書房 1978 4000

149 初版　 カバー　 北国出版社 昭47 1500

150 昭56 7000

151 市史かなざわ　第1号・第2号 美本 金沢市 平7・8 2000

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

153 加賀城下町の言葉 島田昌彦 初版　 カバー　 能登印刷 1998 1000

154 卯辰山史跡街道 1992 1000

155 初版　 カバー　 帯　 冬樹社 1980 1500

156 石川の土木建築史 石川県土木部編 状態良 石川県土木部 平1 4000

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

158 加賀藩主　前田斉泰　図録 平7 1500

159 非売品　一頁線引き有　 私家版 昭48 2000

160 昭42 5000

161 昭56 1500

162 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

163 金沢城物語　限定復刻版 森栄松 新書判　1か所にマーカー 私家版 平6 1000

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

165 富樫郷土史 北田八州治 昭46 1500

166 石屋小路町史 迎四三雄編 初版　 カバー　 石屋小路町会 昭48 1500

167 続　金沢北郊の変貌 本岡三郎 初版　 カバー　 石川史書刊行会 昭51 2500

168 金沢百年 町名を辿る 1990 1000

169 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

170 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

171 稿本　金澤市史　市街編第四和田文次郎編 印有　状態経年ヤケ並 金澤市役所 大9 5000

172 稿本　金澤市史　風俗編第一和田文次郎編 函　経年ヤケ　 金澤市役所 昭2 5000

173 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

174 金澤市役所 昭8 10000

175 高儀町誌 高儀会編 非売品　経年やけ　 金沢市高儀会 昭15 4000

176 先生ごころ 加藤二郎 再版第1刷　経年やけ　 勁草書房 昭23 1500

177 雪流藻汐草 鏑木勢岐 昭42 1500

178 北陸電気産業開発史 正治清英 初版　 函　正誤表つき 国際公論社 昭33 4000

179 石川県音楽史 昭60 3500

180 石川県史資料 昭44 2500

181 長篇詩　魔の花 相澤道郎 初版　 函　 黄土社 1979 2000

182 初版　経年やけ・印有　 講談社 昭31 3000

183 昭43 4000

184 北陸古代王朝の謎 能坂利雄 初版　 カバー　 帯　 新人物往来社 昭57 1000

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

186 石川縣師範教育史 徳光八郎　初版 昭28 20000

187 イルクーツク州の日本人墓地 1993 2000

188 1987 2500

189 平1 1000

190 1992 2000

191 劇団北陸新協 1984 1500

192 金沢の風習 井上雪 第3版　 カバー 北国新聞社 平2 800

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　　カバー　　ウニタ書舗

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

忘却の花びら　第一部　七尾まだら　菊田一夫

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

函やけ　　金沢大学教育学部明倫同窓会

　　　　　　　　　　初版　カバー　附図付　石川県ロシア協会

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

献呈署名本　　　尾山神社古稀祝賀会

初版　　　　　　　　石川県音楽文化協会

初版　函なし　　　　　石川県教育委員会

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》 正誤表付　片町・香林坊商店街振興組合

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　印有　　金沢市教育委員会

初版　小口やけ・汚有　富樫農業協同組合

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　北斗書房

金沢泉丘高等学校蔵善本解題目録 状態良　　石川県立金沢泉丘高等学校

　　　　カバー　正誤表つき　マーカー引有　　馬場公民館

日本ヒコーキ物語　北陸信越篇　　平木国夫

状態良　　　　　　　石川県立歴史博物館

初版　元パラ付　　　穴水町教育委員会

若者組の研究　能登柴垣の若者組　　天野武

能登守の弁　若林喜三郎随想集

読売新聞金沢総局 　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
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193 2006 2500

194 平11 1000

195 金澤・百萬石の城下町 福田和彦・写真　北國新聞社編第3版　 カバー少切れ有　 　河出書房 昭42 1000

196 鏡花研究　第七号 平1 2500

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

198 室生犀星句集　魚眠洞全句 室生朝子編 再版　 函背経年スレ有　 帯　本体状態良北国出版社 昭54 2500

199 室生犀星研究　第35輯 室生犀星学会 状態良 龍書房 2012 1000

200 室生犀星研究　第37輯 室生犀星学会 状態良 龍書房 2014 1000

201 手取川紀行 初版　 カバー　記名有　 北国新聞社 昭61 800

202 秘史　手取川 平野外喜平 初版　 カバー　 北国出版社 昭45 1000

203 昭57 15000

204 加賀の千代真蹟集 中本恕堂編 改訂版　限定700部　 函 　北国出版社 昭58 5000

205 林郷土誌 昭53 4000

206 舘畑のあゆみ 昭49 6000

207 桑島の里 昭53 3000

208 白峰村史　上下揃 昭34・3715000

209 富奥郷土史 昭50 7000

210 郷の今昔 平2 2500

211 2012 1500

212 北陸悲恋伝説の地を行く 子母澤類 初版　 カバー　 帯　 北国新聞社 2002 1500

213 加賀百万石の母 野村昭子 初版　 カバー　署名本　 近代文藝社 1994 1500

214 大奥の宰相　古那局 野村昭子 初版　 カバー　 帯　 叢文社 2000 1000

215 兼六園歳時記 下郷稔 初版　 カバー薄ヤケ　 帯　能登印刷 平5 1000

216 石川県写真史 昭55 2000

217 平1 2000

218 初版　 カバー　 ＢＯＣ出版部 1993 1000

219 1998 1000

220 昭9 3500

221 金沢北地域誌　香我の譜 浅香年木監修 昭58 2000

222 初版　 カバー　 帯　 橋本確文堂 1995 1000

223 金沢わすれ話　第1集　 野村久信編 昭55 2000

224 昭56 1500

225 1988 1000

226 昭60 1000

227 平2 1500

228 平11 15000

229 金沢市史　資料編19　考古 函、月報付 金沢市 平11 10000

230 初版　 カバー　非売品　 北國新聞社 平13 2000

231 平21 1500

232 歴史探究　加賀・江沼 牧野隆信 初版　 函 橋本確文堂 平6 5000

233 石川県神社誌 石川県神社庁編 第2版　函　印有　 石川県神社庁 昭52 10000

234 昭60 3000

235 石川県輪界史 初版　 函　印有　 同刊行委員会 昭52 3000

236 金沢専光寺文書 北西弘 初版　 函　厚冊　美本　 北国出版社 昭60 10000

237 　初版　 函　 北国出版社 昭58 3000

238 昭61 3500

239 加賀大乗寺史　増補版 北國新聞社 1994 5000

240 昭54 5000

函欠　正誤表付　石川県営業写真協会

野火の舞　上下　北陸農民の北関東磐城相馬の移民史から　中井安治　カバー　帯　北國新聞社

函シミ少有　　　　　　　　　白峰村桑島区

上巻函少痛み有　　　　　　　白峰村役場

　　函　本体小口少シミ有　　野々市町富奥農業協同組合

函　　　　　　　　　　　野々市町郷公民館

加賀泣き伝説の行方を訪ねて　真宗移民と北海道開拓者　池端大二　　カバー　帯　　文芸社

　状態良　　　　　　　　　石川近代文学館

手取川七ヶ用水誌　上下・附図揃 初版　函　状態良　　同用水土地改良区

函天シミ少有　　　　　　鶴来町林公民館

函角少スレ有　　　　鶴来町舘畑公民館

兼六園を読み解く : その歴史と利用　　長山直治　　初版　カバー　美本　　　桂書房

兼六園の今昔 : 加賀百万石の庭　　下郷稔　　初版　カバー　帯　署名本　　中日新聞社

能登ぁいらんかね　ふるさとを語る　　皆森禮子

舘残翁　東隆眞　今村源宗　　初版　函

越中志徴　復刻版　上下巻合本　　森田柿園　石川県図書館協会編　　第2版　函　富山新聞社

浅野川年代記 : 1890-1990 川のひびきを聞きながら　　　初版　函　　　　　　十月社

金沢市史　資料編18　絵図・地図　　　　　美本  別刷絵図・地図共一函入　　金沢市

やさしい民俗　金沢ふるさと学　　本光他雅雄

城下町金沢の文化遺産群と文化的景観  カバー　「石川県に世界遺産を」推進会議

和倉温泉の歩み　和倉温泉合資会社沿革誌　　立川二郎　初版　函少汚れ　北国出版社

真宗大谷派　金沢別院史　下　史料編　北西弘

東本願寺近代史料　阿部恵水宗門秘顧録　下間頼信日記　　北西弘　初版　函　　北国出版社

能登いいしたころ　ふるさとを偲ぶ　　皆森禮子 初版　 カバー　 帯　献呈署名本　能登印刷

ぎんのお山　加賀と能登おくにどうわ　石川県児童研究会　経年ヤケシミ有　石川県図書館協会

カバーヤケ　　　金沢北ロータリークラブ

加賀友禅　その文様、色彩、技法　　寺西一絋

非売品　カバー　金沢市学校図書館協議会

石川県の伝統産業　加賀能登の職人　　金子健樹編　初版　カバー　ブレーン・オアシス

百万石の光と影 　浅香年木遺稿集第1集　　初版　カバー背少ヤケ　　　　　能登印刷

「大駅の土」物語　わが七十七年のあゆみ　若林喜三郎　冊子　正誤表付　北国出版社
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