
文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1 作品について　　　　函､少ﾔｹ 篠田一士 筑摩書房 1971 1,000 
X2 龍の落し子　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 瀬沼茂樹 時事通信社 1973 1,200 
X3

　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 有精堂 1988 1,900 
X4 長與義郎 ﾀﾞｳﾞｨｯﾄﾞ社 900 
X5 佐多稲子 筑摩書房 750 
X6 900 
X7 新典書房 900 
X8 巨いなる樹々の落葉　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 今 官一 津軽書房 1,500 
X9 義和団事件　　　　函背等少ﾔｹ 小田嶽夫 新潮社 750 

X10 続北村透谷研究　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 平岡敏夫 有精堂選書 750 
X11 1,200 
X12 天才と狂人の間　　函背天ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ､再版　杉森久英　河出 900 
X13 900 
X14 異端の群像　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠､帯､少ﾔｹ 桶谷秀昭 自由書房 900 
X15

松本清張 文芸春秋 3,900 
X16

五木寛之 講談社 2003 3,500 
X17

講談社 2003 5,000 
以下、「白秋全集」　　函、少ﾔｹ､月報付 岩波書店

X18 1984 4,000 
X19 1985 5,600 
X20 1985 1,500 
X21 以下、「詩文評論」 1985

X22 1987 6,000 
X23 1987 4,500 
X24 1987 1,000 
X25 1987 2,000 
X26 1987 4,500 
X27 1988 2,000 
X28 以下、雑誌 「群像」　　　薄ﾔｹ 講談社

X29 500 
X30 500 
X31 筑摩書房 1,800 
X32 句集　花野　　　　函等少ﾔｹ 車谷 弘 牧羊社 750 

講座 昭和文学史　第3巻　抑圧と解放 (戦中から戦後へ)　　
神谷忠孝/梶木 剛/他

泡のたはごと (ｴｯｾｰと小品)　　函等少ﾔｹ 昭32
歯車　　　　函等少ﾔｹ､3版 昭34
転向と浪曼主義 (昭和文学の系譜)　函帯背等少ﾔｹ　大久保典夫　審美 昭46
白秋研究　1 (短歌篇)　　裸本､小口等ﾔｹ､少汚　木俣修 昭29

昭51
昭44
昭46

深田久彌　山の文学全集　3　わが愛する山々　函背等少ﾔｹ　朝日新聞 昭49
昭37

親鸞とその弟子 (弁円の討たれ)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　熊谷宗秀　光雲社 昭63
昭47

昭和史発掘　全13揃　　函背天ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ､7巻函端少傷
昭45

百寺巡礼　全10揃　　ｶﾊﾞｰ帯､4冊小口年月日･氏名印､他状態良

五木寛之の百寺巡礼 (ｶﾞｲﾄﾞ版)　全10揃　　ｶﾊﾞｰ､5冊小口年月日･氏名印､他状態良

1～5巻　詩集 (1～5揃)　邪宗門/思ひ出/東京景物詩/他　1函背少凹み
6～12巻　歌集 (1～7揃)　桐の花/雲母集・雀の卵/観相の秋・篁/他
13・14巻　詩歌ノート　1・2　邪宗門ﾉｰﾄ/思ひ出ﾉｰﾄ/他　　函少汚

各1,000
15　1 白秋小品/雀の生活/洗心雑話　　17　3 季節の窻/風景は動く　　18　4 芸術の
円光　　19　5 ﾌﾚｯﾌﾟ･ﾄﾘｯﾌﾟ　函少汚　900円　　20　6 緑の触角/新興童謡と児童自由詩
1986　　21　7 明治大正詩史概観/他　1986　　22　8 きよろろ鶯/他　　23　9 鑕/香ひの
狩猟者　　24　10 短歌の書　1986
25～28巻　童謡集 (1～4揃)　とんぼの眼玉/兎の電報/花咲爺さん/他
29～31巻　歌謡集 (1～3揃)　白秋小唄集/北原白秋地方民謡集/他
32巻　小説　葛飾文章/哥路/金魚経/よぼよぼ巡礼/他
33・34巻　鑑賞指導 1・2揃　児童自由詩集成/児童詩の本
35～38巻　小篇 (1～4揃)　1909年より1942年まで/編集雑記/他
39巻　書簡　1904年より1972年まで

各　500
1　2017/3　新発見　三島由紀夫 素顔の告白 他　　2　2017/2　青山七恵　「帰郷」　他
3　2016/12　多和田葉子　新連載 「地球にちりばめられて」　他　　4　2016/11　岡本学
「再起動」　他　　5　2015/11　本谷有希子　「異類婚姻譚」　他　　6　2014/3　小池昌代　
「たまもの」　他　　7　2013/1　津島佑子　「ヤマネコ・ドーム」　他
雑誌 「文学界」　2014/4　高樹のぶ子　「夢をほどく法師」　他
雑誌 「文学界」　2013/9　阿部和重　「Family Affair」　他
梶井基次郎全集　全3揃　　函背等少ﾔｹ､月報欠 昭56

昭51
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
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当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

C314 明治劇談 ランプの下にて　　函少ﾔｹ汚､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡
岡本綺堂 青蛙房 900 

C315 金沢の文学　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ少汚 藤田福夫監修 北国出版社 800 
C316 岩波書店 2001 2,000 
C317 菊の雨　　初版､函､少ﾔｹ 内田百間 新潮社 5,000 
C318 ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有

みすず書房 2002 900 
C320 永井荷風傳　　　　函､少ﾔｹ 秋庭太郎 春陽堂 1,800 
C321 岩波書店 1995 1,000 
C325 壺井繁治雑話集　公園の乞食　　函､少ﾔｹ､献呈署名入 秋津書店 1971 1,500 
C326 幼年時代　　函､少ﾔｹ､初版､小型本 堀辰雄 青磁社 9,000 
C334

坪田譲治 新潮社 2,000 
X33 蝶・故山　　　　初版､函､少ﾔｹ 室生犀星 櫻井書店 4,500 
X34 6,800 
X35 平野謙研究　　函､少ﾔｹ､ﾋﾞﾆｰﾙ欠 論究の会編 明治書院 1,000 
X36 近代短歌史展望　　函背小口等ﾔｹ有 窪川鶴次郎 和光社 900 
X37 佐藤静夫 啓敬閣 1968 750 
X38 現代思想の文学的領域　　函少ﾔｹ汚､帯 中島 誠 春秋社 800 
X39 以下、「現代日本思想大系」　　函背等ﾔｹ有、小口等少ﾔｹ 筑摩書房 1964

X40 以下、「日本の名著」　　函帯､少ﾔｹ､本体状態良､月報付 中央公論社

昭40
昭46

佐藤佐太郎集 第一巻 歌集1 函帯､本体背少ｽﾚ､薄ﾔｹ
昭14

吉田健一　友と書物と (大人の本棚)
吉田健一/清水 徹編

昭51
幸田 文全集　第七巻　おとうと/笛　　函背少ﾔｹ

昭17
子供の四季 (普及版)　　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ有､帯､小口等少ﾔｹ汚､装幀・挿画 小穴隆一

昭14
昭16

田舎の花 (現代詩人叢書 4)　　初版､少ﾔｹ､小型本　室生犀星　新潮社 大11
昭62
昭29

戦後民主主義文学運動史 1　　函､少ﾔｹ
昭50

2　福沢諭吉　函角少傷､月報欠　編集・解説 家永三郎　1963　750　　5　内村鑑三
帯背色ｱｾ　編集・解説 亀井勝一郎　1963　700　　6　キリスト教　武田清子　700
7　仏教　月報欠　吉田久一　1965　800　　8　鈴木大拙　函角背少傷、帯少痛
増谷文雄　800　　9　アジア主義　帯背色ｱｾ　竹内好　1963　1,500　　10　権力の思想
神島二郎　1965　1,000　　11　実業の思想　長幸男　700　　12　ジャーナリズムの思想
鶴見俊輔　1965　2,000　　14　芸術の思想　矢内原伊作　700　　16　アナーキズム
帯少傷　松田道雄　1963　1,500　　22　西田幾多郎　帯背色ｱｾ､月報欠　西谷啓治
1970　900　　23　田辺 元　辻村公一　1965　1,200　　26　科学の思想 2　帯少傷
上山春平他　750　　27　歴史の思想　月報欠　桑原武夫　1965　700　　28　和辻哲郎
函背角少傷　唐木順三　1963　500　　29　柳田国男　帯少痛､月報欠　益田勝実　1965
750　　30　民俗の思想　帯　益田勝実　800　　31　超国家主義　函端少傷､月報欠
橋川文三　1,500　　32　反近代の思想　帯背色ｱｾ　福田恆存　1965　1,000

1　日本書紀　責任編集・解説 井上光貞　昭46 750　　2　聖徳太子　中村 元　昭45 900
3　最澄/空海　福永光司　昭52　1,500　　4　源信　川崎庸之　昭47　1,500　　5　法然・
明恵　塚本善隆　昭46　1,500　　6　親鸞　石田瑞麿　昭44　1,500　　7　道元　玉城
康四郎　昭49　1,500　　8　日蓮　紀野一義　昭45　1,200　　9　慈円/北畠親房
永原慶二　昭46　1,500　　10　世阿弥　山崎正和　昭44　1,200　　11　中江藤樹/
熊沢蕃山　昭51　1,500　　12　山鹿素行　田原嗣郎　昭46　750　　13　伊藤仁斎
貝塚茂樹　昭47　2,000　　14　貝原益軒　松田道雄　昭44　750　　15　新井白石
帯背色ｱｾ　桑原武夫　昭44　750　　16　荻生徂徠　尾藤正英　昭49　2,000
17　葉隠　帯背色ｱｾ　奈良本辰也　昭44　750　　18　富永仲基/石田梅岩　加藤周一
昭47　2,500　　19　安藤昌益　野口武彦　昭46　1,000　　20　三浦梅園　函角少傷
山田慶児　昭57　1,500　　21　本居宣長　石川淳　昭45　2,000　　22　杉田玄白/平賀
源内/司馬江漢　芳賀徹　昭46　750　　23　山片蟠桃/海保青陵　源了圓　昭46　750
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文学堂書店  〒920-0984
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当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X41
講談社 2000 10,000 

X42 1990 2,000 
X43 富山の文学碑　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 森 清松 北国新聞社 1990 1,800 
X44 漢字語源辞典　　裸本､小口等少ﾔｹ 藤堂明保 学燈社 2,000 
X45 藤原定家研究　　　　函､薄ﾔｹ 佐藤恒雄 風間書房 2001 8,000 
X46

赤羽淑編著 笠間書院 2,500 
X47 和歌俳諧人名辞書　　函ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 中野荘次編 臨川書店 2,000 
X48 江戸派の研究　　　　函､状態良 田中康二 汲古書院 2010 9,500 
X49 以下、「折口信夫全集」　　　　函少ﾔｹ･ｽﾚ有､月報付 中央公論社

別巻　総索引　函角少傷・ｽﾚ
X50 魔の系譜　　函帯背色ｱｾ有､小口等少ﾔｹ 谷川健一　紀伊国屋書店 1971 750 
X51 洗う風俗史　　　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 落合 茂 未来社 1984 1,000 
X52 化粧の文化史　　　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 樋口清之　　　　国際商業出版 900 
X53 冨永静朗　東京新聞出版 1975 900 
X54 道の文化史　　函等少ﾔｹ 岩波書店 1980 900 

24　平田篤胤/佐藤信淵/鈴木雅之　相良亨　昭47　2,000　　25　渡辺崋山/高野長英
佐藤昌介　昭47　75　　26　二宮尊徳　児玉幸多　昭45　1,200　　27　大塩中斎
宮城公子　昭53　1,200　　28　頼山陽　本体ﾋﾞﾆｰﾙ角少傷　頼惟勤　昭47　750
29　藤田東湖/会沢正志斎/藤田幽谷　P270,271少汚　橋川文三　昭49　1,400
30　佐久間象山/横井小楠　帯背色ｱｾ　松浦玲　昭45　1,500　　31　吉田松陰
松本三之介　昭48　1,500　　32　勝海舟　江藤淳　昭53　1,200　　33　福沢諭吉　
永井道雄　昭44　750　　34　西　周/加藤弘之　横手通有　昭47　750　　35　陸奥宗光
萩原延寿　昭48　750　　36　中江兆民　河野健二　昭45　750　　37　陸羯南/三宅雪嶺
鹿野政直　昭46　750　　38　内村鑑三　松沢弘陽　昭46　750　　39　岡倉天心
色川大吉　昭45　750　　40　徳富蘇峰/山路愛山　隅谷三喜男　昭46　750　
41　内藤湖南　小川環樹　昭46　750　　42　夏目漱石/森鴎外　真継伸彦　昭49　750
43　清沢満之/鈴木大拙　橋本峰雄　昭45　1,500　　44　幸徳秋水　伊藤整/神埼清
昭45　750　　45　宮崎滔天/北一輝　近藤秀樹　昭57　1,800　　46 大杉栄　多田道太郎
昭44　750　　47　西田幾多郎　上山春平　昭45　750　　48　吉野作造　三谷太一郎
昭47　750　　49　河上肇　住谷一彦　昭45　750　　50　柳田国男　神島二郎　昭49　700
ｶﾗｰ版 新日本大歳時記　全5揃　　函､1冊帯欠(少ｼﾜ)､薄ﾔｹ､大判
　　　　　　　　　　　　　　　　監修-飯田龍太・稲畑汀子・他
通解 名歌辞典　　函少ﾔｹ･ｽﾚ汚ｶﾊﾞｰ　武田祐吉/土田知雄　　創拓社

昭52

藤原定家全歌集全句索引 (本文篇/索引篇)　2冊一函　　函背天等ﾔｹ有
昭54
昭63

1冊 750
1　古代研究 (国文学篇)　国文学の発生 他　昭40　　2　古代研究 (民俗学篇1)
妣が國へ・常世へ 他　　3　古代研究 (民俗学篇2)　鬼の話 他　昭41　　4・5　口訳
萬葉集　上下2冊揃　　7　国文学篇 1　日本文学の発生 他　　8　国文学篇 2　古典に
現われた日本民族 他　　9　国文学篇 3　萬葉集私論 他　　10　国文学篇 4　枕草子
解説 他　　11　国文学篇 5　世々の歌びと 他　　12　国文学篇 6　日本文学啓蒙
函角少傷　　13　国文学篇 7　東歌疏 他　　14　国文学篇 8　国文学 他　月報欠
15　民俗学篇 1　民俗学 他　昭42　　16　民俗学篇 2　沖縄に存する我が古代信仰の
残孽 他　　17　芸能史篇 1　日本芸能史序説 他　　18　芸能史篇 2　かぶき讃 他
19　国語学篇　わかしとおゆと 他　　21　作品 1　短歌　海やまのあひだ 他　　22　作品
2　短歌　天地に宣る 他　　23　作品 3　詩　古代感愛集 他　　24　作品 4　創作
口ふえ 他　　25　歌謡歌話篇 1　辻立ちの話　一 他　　27　評論篇 1　詩と散文との間を
行く発想法 他　昭43　　28　評論篇 2　零時日記 他　　29　雑纂篇 1　萬葉集講義 他
30　雑纂篇 2　初期文集 他　函ｽﾚ　　31　日記・書簡 附 年譜　函角少傷・ｽﾚ

昭57
神の使者 (春日の鹿)　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有

ｼｭﾗｲﾊﾞｰ/関 楠生訳
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当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X55 新泉社 2015 4,500 
X56

森 浩一 3,600 
X57 古事記　　　　ｶﾊﾞｰ背少ﾔｹ 倉野憲司校注　　ワイド版 岩波文庫 2007 750 
X58 坂本太郎他校注　　同上 2003 6,000 
X59 武家の家訓　　　　函帯､少ﾔｹ 吉田豊編訳 徳間書店 1998 900 
X60 荘園分布図　上下揃　函天等少ﾔｹ､ﾋﾞﾆｰﾙ欠　竹内理三編　吉川弘文館 3,500 
X61 鎌倉幕府裁許状集　上下揃　函等少ﾔｹ　瀬野精一郎編 吉川弘文館 3,000 
X62 池邊 彌 吉川弘文館 2,500 
X63 加賀藩改作法の研究　　裸本､少ﾔｹ 坂井誠一 清文堂 3,000 
X64 織田信長文書の研究　上下揃　函等少ﾔｹ 奥野高廣 吉川弘文館 8,000 
X65 日本浪人史　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 西田書店 1980 900 
X66 中世の旅人たち　　　ｶﾊﾞｰ背等ﾔｹ有 丸茂武重 六興出版 750 
X67 飢饉日本史　　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ､少ﾔｹ 1,000 
X68 戦国武将の健康法　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 宮本義己 新人物往来 1,000 
X69

高倉新一郎 みやま書房 2,500 
X70

更科源蔵 淡交社 1,800 
X71 以下、「日本歴史新書」　　函､少ﾔｹ､状態良 至文堂

X72 以下、「日本歴史新書」　　函､少ﾔｹ､状態良 至文堂

X73 同編さん委員会編　　金沢市 1,200 
X74 金沢口承文芸研究会編

　金沢市教育委員会他 1,200 
X75 同上 1,200 
X76 石川県 4,500 

森浩一著作集　全5揃　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､鉛筆線･書込有
京都の歴史を足元からさぐる　全6揃　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､鉛筆線･書込有

学生社　　2007-10

日本書紀　全5揃　　ｶﾊﾞｰ背少ﾔｹ､1帯欠

昭50
昭45

和名類聚抄郷名考証 (増訂版)　函等少ﾔｹ 昭45
昭53
昭46

石川恒太郎/横井清解説
昭62

中島陽一郎　　　雄山閣BOOKS 昭56
昭57

北海道史の歴史 改訂版 (主要文献とその著者たち)　　裸本､少ﾔｹ
昭39

松浦武四郎 蝦夷への照射 (日本人の旅人 14)　　ｶﾊﾞｰ端少ｽﾚ､少ﾔｹ
昭48
昭41 各　750

1　邪馬台国　榎 一雄　　2　平安時代の貴族の生活　藤木邦彦　　3　宿駅　児玉幸多
4　世界史上より見たる 日露戦争　黒羽 茂　　5　日本の城　藤岡通夫　　6　日本の彫刻
(歴世の名工を追って)　小林 剛　　7　江戸時代の芸能　池田弥三郎　　8　明治外交史
英 修道　　9　和算の歴史 (その本質と発展)　平山 諦　　10　中世の商業　佐々木銀弥
11　神社 (民俗学の立場からみる)　原田敏明　　12　町人文化 (元禄・文化・文政時代の
文化について)　石田一良　　13　奥州平泉　板橋源　　14　日本の刀剣　佐藤貫一
15　壬申の乱　亀田隆之　　16　文明開化 (青年日本の演じた悲喜劇)　木村 毅
17　キリシタン大名　吉田小五郎　　18　源氏と平氏　渡辺 保　　19　一向一揆 (封建
社会の形成と真宗の関係)　笠原一男　　20　登呂の遺跡 (弥生式時代の生活)　駒井
和愛　　21　五山文学 (大陸文化紹介者としての五山禅僧の活動)　玉村竹二
22　日本の路　大島延次郎　　23　キリシタン・バテレン (布教と俗信)　　24　帰化人
(古代の政治・経済・文化を語る)　関 晃　　25　漂流 (鎖国時代の海外発展)　鮎沢
信太郎　　26　信長と秀吉　奥野高広　　27　日本の海賊　長沼賢海　　28　親鸞・道元・
日蓮　増谷文雄　　29　世阿弥と利休 (能楽と茶道)　桑田忠親　　30　奈良時代の貴族
と農民 (農村を中心として)　弥永貞三　　31　日本の神話　松本信広　　32　遣唐使
森克己　　33　日本とオランダ (近世の外交・貿易・学問)　板沢武雄

昭41 各1,500
1　洋学伝来の歴史　沼田次郎　　2　氏姓　阿部武彦　　3　明治時代の新聞と雑誌
西田長寿　　4　社寺と交通 (熊野詣でと伊勢参り)　新城常三　　5　鉱山の歴史
小葉田淳　　6　僧兵　勝野隆信
こども金沢市史　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ､B5判 平14
金沢の昔話と伝説　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､B5判

昭56
金沢のわらべ唄と民謡　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､B5判 昭56
石川県史　第二編　藩治時代 (上)　　函少ｽﾚ､少ﾔｹ 昭14
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X77 内浦町史　第二巻・資料編　近世・近現代・民俗　　同編纂専門委員会編
裸本､少ﾔｹ 石川県珠洲郡内浦町役場 2,800 

X78 河出書房新 1988 1,500 
X79 河出書房新 1993 1,500 
X80 3,800 
X81 軽海用水誌　　函背少ｼｰﾙ剥跡､奥付ｺﾞﾑ印消､薄ﾔｹ

　　小松東部土地改良区 3,500 
X82 白峰村役場 7,500 
X83 函背ｼｰﾙ剥跡､薄ﾔｹ

同編集委員会編 白峰村役場 4,500 
X84

　　　　石川県教育委員会 4,500 
X85 少ﾔｹ　　　同発行委員会 900 
X86

1,500 
X87 大正の日本人　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ ぺりかん社 750 
X88 明治期農民生活の地域的研究　函帯､少ﾔｹ 高井 進 雄山閣出版 1,500 
X89 山本弘文　法政大学出版 1983 1,500 
X90 明治前期 日本金融構造史　　函背等ﾔｹ強､函少ｽﾚ､小口等少ﾔｹ汚

朝倉孝吉 岩波書店 1,300 
X91 函帯背色ｱｾ有

三省堂 1995 2,500 
X92

松浦総三 白川書院 1975 800 
X93 危険な毒花　　裸本､少ﾔｹ 常盤とよ子著・写真 三笠書房 1957 8,000 
X94 巷談 戦後経済二十年史　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 今村武雄編荒地出版社 1964 900 
X95 岩崎爾郎 読売新聞社 900 
X96 太平洋戦争　　　　ｶﾊﾞｰ･天等少ﾔｹ 新名丈夫 新人物往来 750 
X97

　　　　　少ﾔｹ､「乞御高評」印、大判 小西四郎他編 講談社 800 
X98

　　　　　少ﾔｹ､「乞御高評」印、大判 小西四郎他編 講談社 800 
X99 以下、「一億人の昭和史」　　　少ﾔｹ 毎日新聞社

X100 日本戦争外史　従軍記者　　函等少ﾔｹ汚､綴少ﾖﾜﾘ､大判
岡本光三編　　全日本新聞連盟 2,000 

X101 日本警防大鑑　　函､少ﾔｹ汚､綴少傷 中澤宇三郎
日本軽飛行機倶楽部図書部 9,000 

X102 われら青春の記録　　函､少ﾔｹ汚　同編集委員会編　　空の特幹長岡会 3,500 
X103

日本原水爆被害者団体協議会 1989 4,000 

昭57
図説 石川県の歴史　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､B5判　高澤祐一他編
図説 富山県の歴史　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､B6判　高瀬 保他編
庄下村史誌 (富山県東砺波郡)　　裸本､少ﾔｹ　　庄下地区自治振興会 昭54

平8
白峰村史　上下揃 (復刻版)　　函背ｼｰﾙ剥跡､少ﾔｹ 昭57
白峰村史　第三巻 (図版付)　自然・通史・他

平3
能登街道　1 (歴史の道調査報告書 第二集)　　少ﾔｹ

平7
鋳物のまち・金屋 (金屋町開町400年記念誌) 平23
青雲の時代史 (芥舟録・一明治人の私記)　　函､背等少ﾔｹ

大沢由也著/大沢衛校注　文一総合出版 昭53
中野久夫/先崎昭雄/他 昭56

昭53
維新期の街道と輸送 (増補版)　　函背ﾔｹ強

昭36
戦後史大事典 (増補縮刷版)　1945-1994

佐々木毅/鶴見俊輔/他編
戦時下の言論統制 (体験と資料)　　ｶﾊﾞｰ少色ｱｾ､少ﾔｹ

物価の世相100年　　ｶﾊﾞｰ･天等少ﾔｹ 昭57
昭46

日本百年の記録　1　近代の開幕 (写真・図説)　　　　ｶﾊﾞｰ､函欠､綴部少汚､
昭35

日本百年の記録　3　現代の展望 (写真・図説)　　ｶﾊﾞｰ､函欠､
昭36
昭51

3　太平洋戦争　死闘1347日 (昭和16年～20年)　750　　6　独立―自立への苦悩　500
7　高度成長の軌跡　600　　8　日本株式会社の功罪　600　　9　金権が生んだ汚職列島
500　　10　不許可写真史　裏表紙角折跡　昭52　900　　11　昭和への道程―大正　750
14　昭和の原点　明治 下 (膨張する大日本帝国)　昭52　600　　15　昭和史写真年表
(元年～51年)　小口等少ﾔｹ汚､角切傷　昭52　500

昭42

昭15
平9

日本被団協 原爆被害者調査　資料集　1～4 (「あの日」の証言 (その1/2)/
　　被爆者の死 (その1/2)　4冊　　少ﾔｹ
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X104
岩波書店 1998 15,000 

X105 1,500 
X106 1,800 
P110 2006 27,000 
X107 ヴァイツゼッカー回想録　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 永井清彦訳岩波書店 1998 900 
X108 ヨーロッパ現代哲学への招待　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､扉記名等有

2009 1,900 
X109 啓蒙主義の哲学　　函背天ﾔｹ有､少鉛筆線消

1962 2,000 
X110 ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ

みすず書房 2000 4,000 
X111 ギリシアの哲学と政治　　　　函背少ﾔｹ汚 出　隆 岩波書店 1,200 
X112

2013 2,000 
X113 牧野英二訳岩波書店 1999 4,000 
X114

小西國夫 創元社 1,800 
X115 道教の総合的研究　　　　函等少ﾔｹ 酒井忠夫編 国書刊行会 2,000 
X116 以下、「中国法書選」　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 二玄社

X117 以下、「北斎美術館」　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ監修・執筆 永田生慈　　集英社 1990

X118 1992 1,800 
X119

　　函底少ｽﾚ･角少傷､少ﾔｹ 写真 水野克比古 京都書院 4,500 
N15

淡交社 1994 15,000 
X120 求龍堂 1996 8,500 
X121 1988 4,500 
X122 2,800 
X123

小林 忠 他編 学習研究社 1981 3,000 
X124

佐々木丞平他編 学習研究社 1981 3,800 
X125 平山郁夫　薬師寺玄奘三蔵院大壁画　　函､外函欠､大判 講談社 2001 2,800 
X126

函帯､大判 講談社 2002 7,000 

岩波講座　世界歴史　全29揃　　函背等少ﾔｹ､月報付､10冊扉蔵書印､他本体良

鶴見俊輔著作集　2　思想1　　函帯等少ﾔｹ､綴部少湿気受　筑摩書房 昭50
鶴見俊輔著作集　3　思想2　　函､帯傷､少ﾔｹ､本体背少汚　筑摩書房 昭50
図説　中国文明史　全10揃　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　稲畑耕一郎監修　創元社

伊藤直樹/齋藤元紀/他編著　梓出版社

E･ｶｯｼｰﾗｰ/中野好之訳　紀伊国屋書店
認識問題 (近代の哲学と科学における)　2-1
　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾙﾝｽﾄ･ｶｯｼｰﾗｰ/須田朗他訳

昭44
ローザ・ルクセンブルク選集　2 (1905-1911)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ

訳=高原宏平・田窪清秀・他　現代思潮社
カント全集　8　判断力批判 上　　函帯少ﾔｹ
カントの実践哲学 (その基盤と構造)　　函背天ﾔｹ有､少鉛筆線消

昭56
昭53

3　石門頌　後漢　1989　750円　　18　王献之尺牘集　東晋　1989　750
20・21　龍門二十品 <上><下>　北魏　2冊　1988　1,200　　22　鄭羲下碑
北魏　鄭道昭　ｶﾊﾞｰ角少傷　1988　800　　23　張猛龍碑　北魏　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ
1988　750　　26　墓誌銘集<下>　北魏・隋　1989　700　　27　真草千字文　隋 智永
1988　900　　29　皇甫誕碑　唐　欧陽訽　1989　700　　30　化度寺碑・温彦博碑
唐　欧陽訽　1988　700　　37　道因法師碑・泉男生墓誌銘　唐　欧陽通　1988　800
41　祭姪文稿・祭伯文稿・争坐位文稿　唐　顔真卿　1989　700
42　顔勤礼碑　唐　顔真卿　1988　800

各1,200
2　風景画　　　3　美人画　帯　　　4　名所絵　　　5　物語絵　帯
写真集　道 (季刊風景写真別冊)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　浅野喜市他　ﾌﾞﾃｨｯｸ社
京都花名所 (桜/四季の花/紅葉/花鳥風月/百花繚乱)　5冊一函

昭61
京の古寺から　全30揃　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､1～5巻天氏名印消

羽生田寂裕/小松真一/他
三浦景生作品集　　　　函､外函欠､少ﾔｹ､定価28,000円
花と鯉　大野藤三郎画集　函､外函欠､少ﾔｹ､定価38,000円　京都書院
「風」池上秀畝素描集2　　函､外函欠､少ﾔｹ､定価26,000円　　〃 昭63
瀟洒な装飾美 (花鳥画の世界 5)　　函､ｶﾊﾞｰ欠､小口等少ﾔｹ､定価14,800円

京派の意匠 (花鳥画の世界 6)　　函､ｶﾊﾞｰ端少痛､小口等少ﾔｹ､月報欠､
                             定価14,800円

平山郁夫　平成の画業　全3揃 (日本の街道/大和古寺巡礼/平和への祈り)
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「古本ランダム」
X1000 神話と歴史　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ､蔵書印他　直木孝次郎 吉川弘文館 800 
X1001 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 板倉聖宣 朝日新聞社 1,500 
X1002

野田正彰 人文書院 1987 450 
X1003 750 
X1004
X1005 陸橋からの眺め　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ汚 中村昌義 河出書房新 750 
X1006 芥川龍之介未定稿集　函背ﾔｹ少汚､蔵書印　葛巻義敏編 岩波書店 800 
X1007 750 
X1008 歌集　開扉抄　　函等少ﾔｹ､著者謹呈署名 秋山光夫 角川書店 2,000 
X1009 日本終戦史 上中下揃 ｶﾊﾞｰ角少傷､小口等ﾔｹ有､少汚 林 茂編 読売 1,800 
X1010 こころの季節　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 永井実太郎 新塔社 900 
X1011 450 
X1012

白井俊明訳 白揚社 1979 750 
X1013 750 
X1014 宗教的人間　　　裸本､背等ﾔｹ有､少汚 前田利鎌 岩波書店 1,200 
X1015 官展工芸側面史　上篇　　　裸本､少ﾔｹ､非売 柴崎風岬 汎工芸社 3,800 
X1016 戦国無頼　　ｶﾊﾞｰ角少傷､小口等ﾔｹ有､初版 井上 靖 毎日新聞社 2,000 
X1017 川柳江戸砂子 下 裸本､ﾔｹ少汚､蔵書印､少書込 今井卯木 春陽堂 1,000 
X1018 暁烏 敏 潮文社 800 
X1019 文芸春秋 450 
X1020

関根正雄 岩波全書 1981 800 
X1021 ひとすじの道　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等ﾔｹ有 荒畑寒村 慶友社 900 
X1022 若き西田幾多郎先生　　裸本､小口等ﾔｹ有 下村寅太郎 人文書林 900 
X1023

　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 大和出版 1986 900 
X1024 友松圓諦 日本法令 平元 600 
X1025

芳賀書店 1,200 
X1026 講談社 2002 2,000 
X1027 草月光波会 500 
X1028 2006 1,500 
X1029 1977 750 
X1030 集英社 1979 900 
X1031 1,200 
X1032

早川書房 900 
X1033 450 
X1034

草思社 1993 450 
X1035 歴史学入門　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 1992 500 
X1036 2000 1,000 

昭59
長岡半太郎 (朝日評伝選 10) 昭51
文化に囚われた心 (不安からの脱出)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､鉛筆線消

日本古代地名の謎 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ山口恵一郎監修/本間信治著 新人物往来昭53
家父長制と資本制(ﾏﾙｸｽ主義ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑの地平)ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ上野千鶴子 岩波1994　750

昭54
昭43

惜櫟荘主人(一つの岩波茂雄伝)函背ﾔｹ少汚､蔵書印､函角少傷 小林勇〃昭44
昭41
昭37
昭57

風のように光のように(父・立原正秋)ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ立原幹 角川 昭60
ガモフ全集　2　太陽の誕生と死　　函背等ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ汚

空の論理 <中観> (仏教の思想 3)　函帯､少ﾔｹ　梶山雄一他 角川書店 昭45
昭17
昭25
昭27
昭6

わが歎異鈔 (上)　　ｶﾊﾞｰ､帯角少傷､少ﾔｹ 昭52
名僧列伝 (一)　禅者 1　ｶﾊﾞｰ､帯背色ｱｾ､少ﾔｹ　紀野一義 昭48
旧約聖書文学史　上　　裸本､少ﾔｹ汚､5ｹ所程朱ﾍﾟﾝ書込等

昭29
昭22

古典おもしろ語典 (日常「なにげなく使っている言葉」の語源散策)
　　金田一春彦/芳賀 綏

人生日訓365日 (日常座右の名句集) ｶﾊﾞｰ帯
転換期の詩人たち (現代文学研究叢書2)　　函等少ﾔｹ汚､角少ｽﾚ
　　　　　　　　　　　　　　　文学批評の会編/監修 稲垣達郎 昭44
類語大辞典　　　函帯ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　　柴田武/山田進編
花への愛 (蓮覚寺光波追悼集)　　　　裸本､少ﾔｹ､非売品 昭59
シュンポシオン (高岡幸一教授退職記念論文集) ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 朝日出版
女の一生他(世界文学全集 58)函帯､少ﾔｹ ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ/斎藤昌三他訳 集英
復活 (　〃　52)　　函帯､少ﾔｹ 　ﾄﾙｽﾄｲ/工藤精一郎訳
夜明けのロボット ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ/小尾芙佐訳 早川書房 昭60
ファウンデーションの彼方へ (銀河帝国興亡史4)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ/岡部宏之訳 昭59
2010年宇宙の旅　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　ｱｰｻｰ･C･ｸﾗｰｸ/伊藤典夫訳　〃 昭59
愛はなぜ終わるのか (結婚・不倫・離婚の自然史)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ汚
　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾍﾚﾝ･E･ﾌｨｯｼｬｰ/吉田利子訳

浜林正夫/佐々木隆爾編　有斐閣Sｼﾘｰｽﾞ
考古学と化学をむすぶ　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　馬淵久夫/富永健編UP選書
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1037 1996 800 
X1038

　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ背少ﾔｹ､帯角少傷 倉西裕子 勉誠出版 2009 1,500 
X1039 勉誠出版 2009 1,400 
X1040 曽我孝司 雄山閣 2006 1,000 
X1041 750 
X1042 幽玄の研究　函端少傷､少ﾔｹ､蔵書印 谷山茂　　　教育図書株式会社 1,500 
X1043 京都 とっいおきの庭案内　ｶﾊﾞｰ､帯角少傷､薄ﾔｹ　田中昭三　小学館 2007 900 
X1044 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

絵と文 村田ユリ 海竜社 500 
X1045 新版　裏千家茶道のおしえ　裸本､少ﾔｹ千 宗室　　日本放送出版協会 500 
X1046 庄司浅水 美術出版社 1978 900 
X1047 京都の障壁画 裸本､ﾔｹ少汚､端少傷､著者署名 土居次義 京都市観光課 900 
X1048 2003 1,000 
X1049 写経入門　　ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ､小口少汚 田中塊堂 創元社 800 
X1050 北陸古俳書探訪 ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､著者献呈署名 牧孝治 北国出版社 1,500 
X1051

徳田寿秋 北国新聞社 2011 1,000 
X1052 川那部浩哉他　保育社 平元 1,500 
X1053 織田一磨 アルス 900 
X1054 善の研究　　函端少傷､少ﾔｹ､四十版 西田幾多郎 岩波書店 900 
X1055 私家版　寸心先生ノート　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､非売品冨澤友治 750 
X1056 少ﾔｹ 西田幾多郎記念哲学館 2013
X1057 1,200 
X1058 近代絵画　ｶﾊﾞｰ帯背等色ｱｾ､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙少傷 小林秀雄 新潮社 450 
X1059 岩波書店 750 
X1060 陳舜臣 集英社 2003 1,200 
X1061 水上 勉 岩波書店 1986 500 
X1062 田辺聖子 新潮社 1978 1,500 
X1063

青山出版社 1996 1,500 
X1064

稲賀敬二 新典社 750 
X1065

岡 保生 新典社 750 
X1066

新間進一他校注・訳　　小学館 1989 600 
X1067 日本語とタミル語　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 大野 晋 新潮社 600 
X1068 1990 1,500 
X1069

勁草書房 1993 750 
X1070 資源物理学入門　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 槌田 敦 600 
X1071 350 
X1072

文芸春秋 1986 700 

木のこころ仏のこころ　ｶﾊﾞｰ少ｽﾚ､薄ﾔｹ　西岡常一/松久朋林　春秋社
吉備大臣入唐絵巻 (知られざる古代中世一千年史)

伴大納言絵巻の謎 (古代史から解く)　帯､薄ﾔｹ　倉西裕子
戦国武将と能　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ､Bｼｰﾙ貼付
ゴッホの手紙(書簡による伝記)ｶﾊﾞｰ､ﾔｹ少汚､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙傷 小林秀雄 新潮昭27

昭18

おばあさんの野菜と仲よくなる本 (御代田から)
平3
昭59

日本の書物 (古代から現代まで)　函等少ﾔｹ汚
昭16

伝統 (その創出と転生) ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 辻 成史編著/武田恒夫他著 新曜社
昭52
昭54

海を渡ったサムライたち (加賀藩海外渡航者群像)　　ｶﾊﾞｰ､帯背少色ｱｾ

川と湖の魚 (検索入門)　1・2揃　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
北斎 (ｱﾙｽ美術叢書)　　　裸本､少ﾔｹ 昭3

大10
昭61

点から線へ　Vol.61/62　　 各　500
高橋ふみ(未完の女性哲学者)ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､B5判 浅見洋 石川県七塚町平9

昭34
斎藤茂吉全集 第20巻 歌論 七 作歌四十年　函帯､少ﾔｹ 昭28
道半ば (自伝ｴｯｾｲ)　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
破鞋 (雪門玄松の生涯)　　　　函帯､少ﾔｹ
新源氏物語　全5揃　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
太陽の王ラムセス　1～4 (全5の内5巻欠)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､1･2小口少汚
　ｸﾘｽﾁｬﾝ･ｼﾞｬｯｸ/鳥取絹子・山田浩之訳/監修 吉村作治
源氏の作者 紫式部 (日本の作家 12)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡

昭57
薄倖の才媛 樋口一葉 (　〃 44)　ｶﾊﾞｰ､帯角少傷､少ﾔｹ､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡

昭57
梁塵秘抄 (完訳 日本の古典 34)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､少ﾍﾟﾝ丸等書込

昭56
中島敦論 (「狼疾」の方法)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､P35角折跡　鷺 只雄　有精堂
パラドックスの哲学　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､序文・第5章赤青鉛筆引線
　　　　　　　　　　　　　　　R･M･ｾｲﾝｽﾞﾌﾞﾘｰ/一ノ瀬正樹訳

NHKﾌﾞｯｸｽ 昭57
シルクロード (東西文化の溶炉)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　岩村 忍 NHKﾌﾞｯｸｽ 昭58
謎の十字架 (ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館はいかにして世紀の秘宝を得たか)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

ﾄﾏｽ･ﾎｰｳﾞｨﾝｸﾞ/田中靖訳
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1073 1972 750 
X1074 久野収編 美術出版社 1972 750 
X1075 仏教と社会との対話　ﾋﾟﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠､天等少ﾔｹ　戸頃重基春秋社 1975 750 
X1076 以下、「横光利一全集」　　函角等少ｽﾚ､少ﾔｹ汚､月報無 非凡閣

X1077 以下、「日本風俗史講座」　　裸本､少ﾔｹ汚､角ｽﾚ等傷有 雄山閣

X1078 2,000 
X1079 歴史・科学・現代　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 加藤周一対談集 平凡社 500 
X1080 900 
X1081 戦後文学作品鑑賞　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 小田切秀雄 読売選書 800 
X1082 1,000 
X1083 750 
X1084 700 
X1085 東風西雅　　　　函天等少ﾔｹ 宮崎市定 岩波書店 1978 900 
X1086

山崎庸佑 講談社 350 
X1087 河出書房新 750 
X1088 夏の終り　　　　初版、函、少ﾔｹ 瀬戸内晴美 新潮社 900 
X1089 1984 500 
X1090 略画の描き方　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 高峰 至＆ヌーボー企画 有紀書房 450 
X1091

編集・解説　武田清子 筑摩書房 1964 800 
X1092 虫たちの墓　　　　初版､ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 結城昌治 講談社 2,000 
X1093 妾の子　ｶﾊﾞｰ･表紙ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ､再版 北野雅美 春陽堂 450 
X1094 900 
X1095 白水社 1973 500 
X1096 音楽と民族性　　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ 戸田邦雄 音楽之友社 750 
X1097 音楽のコスモロジーへ　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 湯浅譲二 青土社 1981 900 
X1098 900 
X1099 馬淵川　　　　函角少ｽﾚ､少ﾔｹ 渡辺喜恵子 光風社 1,000 
X1100

医学書院 1977 2,500 
X1101 石田英一郎 筑摩書房 750 
X1102 思想の科学 750 
X1103 安倍能成 岩波書店 1,800 
X1104

函少ﾔｹ､帯ｶﾊﾞｰ 筑摩書房 1984 900 
X1105 獄窓の中の人権　　ｶﾊﾞｰ端少傷､天等少ﾔｹ 正木 亮 朝日新聞社 1,000 
X1106 1960 1,200 
X1107 天才と狂人の間 ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､少線消跡 杉森久英 河出ﾍﾟｰﾊﾟｰ 600 

中井正一全集 2 転換期の美学的課題 函背天少ﾔｹ汚 久野収編 美術出
　　〃　　3　現代芸術の空間　函背天少ﾔｹ汚

昭11 各　750
2　上海/花花　　　3　天使/時計　綴少傷､見返紙傷　　　8　短編集　第三冊
9　短編集　第四冊　見返紙傷

昭4 各1,500
第二巻　鎌倉時代の風俗　櫻井秀/室町時代の風俗　魚澄惣五郎/他　　背痛有
第三巻 江戸時代の風俗 中村孝也/明治時代の風俗 藤澤衛彦/現代風俗 今 和次郎
第五巻 日本文明の特質 辻善之助/日本民族の精神生活 藤村作/日本民族史概説/他
第八巻　浮世絵に表はれたる風俗　藤懸静也/江戸趣味　斎藤隆三/続 〃　斎藤/他
一樹の蔭 正続2冊 ｶﾊﾞｰ､帯(続)、少ﾔｹ 大谷藤郎　日本医事新報社　昭57・59

昭48
晴歩雨眠 (ｴｯｾｰ集) 函帯等少ﾔｹ､裏表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡 吉村正一郎 朝日 昭47

昭46
神と玩具との間 (昭和初年の谷崎潤一郎) ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 秦恒平 六興 昭52
新装・倉田百三選集 1 愛と認識との出発/青春の息の痕 函､少ﾔｹ春秋社昭51
島尾敏雄作品集 1 島の果て/弧島夢/摩天楼/他 18篇  函､少ﾔｹ 晶文社昭36

ニーチェ (人類の知的遺産 54)　　函帯､少ﾔｹ､5･6ｹ所蛍光ﾍﾟﾝ線､少鉛筆書込
昭53

佐木隆三集 (新鋭作家叢書)　　　　函、少ﾔｹ 昭47
昭38

田村隆一ﾐｽﾃﾘｰの料理事典(探偵小説を楽しむｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ)ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ三省
昭57

キリスト教 (現代日本思想大系 6)　　函帯背天ﾔｹ･少汚､小口等少ﾔｹ

昭47
昭32

音楽創造の美学 ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ ｼﾞｾﾞｰﾙ･ﾌﾞﾙﾚ/海老沢敏他訳 音楽之友昭47
慰めの音楽 函背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ ﾃﾞｭｱﾒﾙ/尾崎喜八訳

昭48

ふと聞えた言葉 (随筆集)　函帯背少色ｱｾ､少ﾔｹ　佐多稲子　講談社 昭49
昭37

わが生涯の一期一会 (大外科医ﾙﾈ･ﾙﾘｨｼｭの自伝)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
ﾙﾈ･ﾙﾘｨｼｭ/森岡恭彦訳

東西抄 (日本・西洋・人間)　函等少ﾔｹ 昭40
語りつぐ戦　後史　1　函帯､少ﾔｹ　編集・解説 鶴見俊輔 昭44
草野集 (文集)　　　　函角少傷､少ﾔｹ 昭11
逆臣は歴史によみがえる/忘れられたある平和主義者 (中野好夫集 4)

昭43
片山潜 (近代日本の思想家 4) 函等少ﾔｹ 隅谷三喜男 東京大学出版会

昭37
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1108
潮文社 1,200 

X1109 1983 1,700 
X1110 科学史研究入門　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 1987 900 
X1111 科学史の事件簿　ｶﾊﾞｰ､帯角少傷､薄ﾔｹ　『科学朝日』編 朝日新聞社 1995 600 
X1112 科学の壁を破った人たち　　　　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､少ﾔｹ汚

共立出版 900 
X1113

岩波書店 1976 750 
X1114 日本の統計学五十年　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 日本統計学会編　東京大学出版 1983 1,800 
X1115 1989 600 
X1116 現代科学と人間　　　　函背等少ﾔｹ 湯川秀樹 岩波書店 450 
X1117

　　未来工学研究所編 ｻｲﾏﾙ出版会 1974 350 
X1118 社会における科学　上下揃　　ｶﾊﾞｰ背等少色ｱｾ

草思社 1981 1,800 
X1119 村上陽一郎編　朝倉書店 1980 1,300 
X1120 人のこと本のこと　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 水田 洋 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 1984 900 
X1121 川成　洋　南雲堂ﾌｪﾆｯｸｽ 1997 750 
X1122 1991 800 
X1123 1985 800 
X1124 1982 500 
X1125 石川の女性史 戦後編 ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 石川県各種女性団体連絡協議会編 1,000 
X1126

恒藤武二編 法律文化社 1987 900 
X1127 2000 750 
X1128 刑事裁判ものがたりｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､蔵書印･記名等有 渡部保夫 潮出版 350 
X1129 トピックからはじめる法学　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ同編集委員会編 成文堂 2015 450 
X1130 病める裁判　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印･記名等有 渡部保夫他　文芸春秋 1989 600 
X1131

西原春夫 一粒社 700 
X1132

市井三郎訳 みすず書房 3,000 
X1133 私のギリシア　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 村田数之亮 新潮選書 450 
X1134 英国に就て 函背・小口等少ﾔｹ汚､年月日書込吉田健一 筑摩書房 500 
X1135

筑摩書房 500 
X1136 神と人との間　　　　函､少ﾔｹ 鵜飼信成 弘文堂 450 
X1137 一隅を照すもの　　裸本､少ﾔｹ､非売品 梶井 剛 1962 750 
X1138 新聞記者一代　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ､底書名書込 高木健夫 講談社 500 
X1139 書生論的政治論　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚､底書名書込 森恭三 みすず 500 
X1140

安倍能成 小山書店 750
X1141 文学的戦術論　函角少傷・､底書名書込､少ﾔｹ大宅壮一 中央公論社 2,000 
X1142 随筆集　ドンク　　裸本､少ﾔｹ､底書名書込 辰野　隆 中央公論社 1,200 

誤訳 (大学教授の頭の程)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ　
高橋正雄編/竹内謙二著 昭57

人脈社会学(戦後日本社会学史) ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 山岡栄市 御茶の水選書
中山 茂/石山 洋　東京大学出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　ISAAC ASIMOV著/木村 繁訳 昭47
ネルンストの世界 (ﾄﾞｲﾂ科学の興亡)　　裸本､小口等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　　K.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ/藤井かよ他訳

ノーベル賞ゲーム (科学的発見の神話と実話) ｶﾊﾞｰ帯 丸山工作編 岩波
昭47

有限な地球と科学技術 (<ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ>社会的ｿﾌﾄｳｪｱの提唱)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｮﾝ･ｻﾞｲﾏﾝ/松井巻之助訳
科学史の哲学 (知の革命史 1)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

イギリスに学ぶ　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､3ｹ所角折跡
繁栄と衰退と(ｵﾗﾝﾀﾞ史に日本が見える)ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､帯 岡崎久彦 文春
学問の五〇年 (経済学ｴｯｾｲ集) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 宇佐美誠次郎 新日本出版
イギリスと日本の間で (ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞの日記から)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 中岡哲郎 岩波

平12
ヨーロッパ思想史 (社会的思想を中心に)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印･記名等有

犯罪と裁判(日米比較文化論)少ﾔｹ T・D・ｳｪｽﾀｰﾏﾝ他/岩井宜子他訳尚学
昭62

刑法の根底にあるもの (現代刑法学の課題)　　函背等ﾔｹ有､帯､蔵書印･記名等有､
　　　　　　　　　　小口等少ﾔｹ､P4赤鉛筆線消 昭54
西洋哲学史　全4揃 (ﾊﾞｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾗｯｾﾙ著作集 11～14)　　函角等ｽﾚ有､少ﾔｹ､月報欠､
　　　　　　　　　　　　　　　2冊ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端貼付 昭34

昭51
昭49

フィレンツェだより (ﾙｰ･ｻﾛﾒへの書簡)　　　函背等少ﾔｹ､本体背端ｽﾚ有､年月日書込　　
ﾘﾙｹ/森有正訳 昭49

昭41

昭37
昭36

芸術の国と自然の国 (ｷﾞﾘｼﾔとｽｶﾝﾃﾞｨﾅヸﾔ改題)　　函角傷・底書名書込､少ﾔｹ､小印
昭16
昭5
昭9
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1143 ふらんす文学襍記　裸本､少ﾔｹ汚､底書名書込渡辺一夫 白水社 2,500 
X1144 筆記帖　　　　裸本､少ﾔｹ汚､底書名書込 渡辺一夫 白水社 1,500 
X1145 文学の三十年　　函角傷有・函底書名書込 宇野浩二 中央公論社 1,500 
X1146 わが山山　　　　函汚､本体背ｽﾚ有､少ﾔｹ 深田久弥 改造社 2,800 
X1147 星座風景　　　裸本､少ﾔｹ汚､底書名書込 野尻抱影 研究社 2,500 
X1148 挿話 再版､函角少傷少ﾔｹ汚､裏表紙内書込有徳田秋声 櫻井書店 1,500 
X1149 文学の思考 裸本､背等ﾔｹ有､少汚､底書名書込　窪川鶴次郎　河出 1,500 
X1150 チロルの秋　裸本､背等ﾔｹ有､少汚､底書名書込　岸田國士第一書房 1,200 
X1151 黒い太陽　ｶﾊﾞｰ端少傷･ｽﾚ､少ﾔｹ､底書名書込有 岡本太郎美術出版社 1959 3,800 
X1152 政治と文学の辺境　函背等少ﾔｹ､函背少ｽﾚ 橋川文三評論集 冬樹社 750 
X1153 500 
X1154 以下、「新岩波講座　哲学」　　函､少ﾔｹ､月報付 岩波書店 1986

X1155
小学館 1983 3,800 

X1156
市川宏・杉本達夫・他訳 徳間書店 3,000 

X1157
　　　　　　　　　　　少赤鉛筆線､蔵書印 石川準十郎　　　　国際日本協会 2,000 

X1158
X1159 永平初祖 学道用心集講話　裸本､少ﾔｹ､蔵書印 大洞良雲大法輪閣 900 
X1160 数奇傳　　裸本､少ﾔｹ汚､角少傷､再版

玄黄社 3,800 
X1161

講談社 3,800 
X1162 文芸春秋 1974 750 
X1163 日本の生花　　　　裸本､少ﾔｹ､天少汚 西堀一三 河原書店 1,500 
X1164 750 
X1165

原 胤昭解題 武侠社 2,500 
X1166

尾佐竹 猛解題 武侠社 2,800 
X1167 平和と戦争　　　　少ﾔｹ､ｼﾐ跡汚､少ｽﾚ 米国国務省編 協同出版社 1,500 
X1168 　　　　　　陸軍省新聞班 750 
X1169 500 
X1170 航空心理　　　裸本､少ﾔｹ､表紙ｼﾐ跡汚､小印 望月 衛 小山書店 1,200 
X1171 高瀬重雄 巧玄社 900 
X1172 750 

昭13
昭11
昭17
昭9
昭6
昭17
昭15
昭2

昭47
桃太郎の母 (ある文化史的研究) 裸本､小口等少ﾔｹ汚 石田英一郎 講談 昭46

各　600
1 いま哲学とは 函端少傷､年月日等書込､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端貼付､月報裏少書込 1985 500円
2 経験 言語 認識 月報欠　500　　 3 記号 論理 ﾒﾀﾌｧｰ　帯 　　4 世界と意味 函角少傷､
帯少傷､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端貼付 1985 500　　5 自然とコスモス 函角少傷､帯､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端貼付
1985　500　　　6　物質 生命 人間　年月日等書込　　　7　トポス 空間 時間　1985
8 技術 魔術 科学 函角小傷､帯 　　9 身体 感覚 精神 帯､年月日等書込 　　11 社会と
歴史 帯､年月日等書込　　12 文化のﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ 帯背少色ｱｾ､年月日等書込､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙
端貼付 　　13　超越と創造　年月日等書込 　　14・15・16　哲学の歴史　1・2・3　帯(2冊)
1985・86　1,800
昭和の歴史　全10揃 (本巻)　　函､少ﾔｹ､3冊月報欠､2冊裏表紙内年月日等書込
　　　　　　　　　　　　　金原左門/中村政則/大江志乃夫/他
司馬遷　史記　全6揃　　函､帯少傷(1冊欠)､月報1冊欠､蔵書印

昭49
ﾋﾄﾗｰ『マイン・カンプ』研究 (合冊普及版)　　裸本､小口等ﾔｹ､少汚､背少傷､

昭18
恩田木工 日暮硯･木工政談 函､少ﾔｹ､蔵書印 福井昌雄編著 今日の問題 昭13 1,500

昭16

　　　　　田岡嶺雲著/序文 三宅雪嶺他/挿画 小杉未醒他 明45
徳川家康　全26揃　　帯､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､並製､各冊扉蔵書印
　　　　　　　　　　　　　　　　山岡荘八/挿絵 木下二介画 昭45
古代探求(古事記・日本書紀を中心に) 函､少ﾔｹ 松本清張

昭50
人間魚雷 (回天と若人たち)　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ汚 鳥巣建之助　新潮社 昭35
刑罰珍書集 (1)　江戸の政刑一斑 (近代犯罪科学全集 13)　　裸本､少ﾔｹ汚､奥付切取

刑罰珍書集 (2)　無寃録述 他 (近代犯罪科学全集 14)　　裸本､少ﾔｹ汚､背角小傷
昭5
昭21

近代国防より見たる蘇聯邦　　少ﾔｹ､P52､再版 昭9
軍縮会議の暗礁 脆弱性問題の真相 少ﾔｹ､蔵書印､P15 海軍省海軍軍事昭11

昭19
越中の絵図 (富山文庫 12)　　裸本､少湿気入 昭50
金沢の文学碑　背上端ｼﾐ汚有､少ﾔｹ端ｽﾚ、1ｹ所折跡　こぶしの会著刊 昭63
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1173 1,200 
X1174 祝詞新講　　函背少傷ｽﾚ､少ﾔｹ､しおり紐切 次田潤 明治書院 1,800 
X1175 新古今和歌集詳解　　函角等少傷ｽﾚ､少ﾔｹ､蔵書印、少赤鉛筆線､しおり紐切

明治書院 1,500 
X1176 漢和両文 大日本史論賛集　完　　　　裸本小口等ﾔｹ有､蔵書印

大正書院 1,500 
X1177 時文類釈　　　　裸本､少ﾔｹ 長澤規矩也編述 育英書院 1,200 
X1178 750 
X1179

市河三喜他注釈 研究社 750 
X1180

佐藤道平 創元社 1993 750 
X1181

松長有慶 講演集 同事務局 1,000 
X1182 500 
X1183 南窓社 800 
X1184 900 
X1185 2012 600 
X1186

出帆新社 2006 1,700 
X1187

原田伊織 毎日ワンズ 2016 450 
X1188 地名を考える　帯､小口天少やけ汚、蔵書印　山口恵一郎 350 
X1189 考証江戸奇伝 ｶﾊﾞｰ､帯少傷､小口等ﾔｹ有､蔵書印 稲垣史生 河出書房 1976 350 
X1190 考証 武家奇談　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印 稲垣史生 時事通信社 450 
X1191 1973 750 
X1192

丹羽基二 PHP 450 
X1193 400 
X1194 大和古寺風物誌　　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡､蔵書印等

亀井勝一郎 大和書房 1969 500 
X1195 中国の歴史と民衆　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､蔵書印 増井経夫 吉川弘文館 700 
X1196 白水社 1987 750 
X1197

講談社 2006 1,200 
X1198 完訳　紫禁城の黄昏　上下揃 ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ汚､蔵書印

祥伝社 1,500 
X1199 京都古寺　　ｶﾊﾞｰ､帯角少傷､少ﾔｹ､蔵書印 水上 勉 立風書房 1998 1,300 
X1200 大衆文芸評判記　　函背等少ﾔｹ､蔵書印 三田村鳶魚　桃源社 750 
X1201

勝部真長編　　広池学園事業部 500 
X1202 鎮魂戦艦大和　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚､蔵書印他　吉田 満 講談社 450 
X1203

土井全二郎 光人社 2012 1,300 
X1204 趣味の水石百科 ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ､小口少ｼﾐ跡汚 村田圭司 樹石社 1,500 

古事記新講義 函､少ﾔｹ､1ｹ所ﾍﾟﾝ赤丸､しおり紐切 次田潤 明治書院 大14
昭2

塩井正雄著/大町芳衛補 大14

　　　　　水戸光圀遺著/朝比奈知泉校閲/井川巴水和訳 大5
昭7

耳袋　1 (東洋文庫)　裸本､少ﾔｹ　根岸鎮衛/鈴木棠三編注　平凡社 昭53
HAMLET (THE KENKYUSHA SHAKESPEARE)　　裸本､少ﾔｹ､蔵書印

昭44
丹田呼吸法の実際 (「調和道」による身心健康法)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小口小汚

いのち つながる (高野山開創1200年記念出版)　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ､非売品
平24

夏目漱石全集　4 (三四郎/それから)　　函等少ﾔｹ　　　筑摩全集類聚 昭47
日本と私　　函等少ﾔｹ　ﾖｾﾞﾌ･ﾛｹﾞﾝﾄﾞﾙﾌ/別宮貞徳編訳 昭50
安藤昌益と自然真営道 (覆刻) 函等少ﾔｹ､背色ｱｾ有 渡辺大濤 勁草 昭45
戦後史の正体　1945-2012　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､天小汚　孫崎 享　創元社
按針と家康 (将軍に仕えたあるｲｷﾞﾘｽ人の生涯)　　ｶﾊﾞｰ､帯少傷､薄ﾔｹ､蔵書印
　　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾗｳｽ･ﾓﾝｸ･ﾌﾟﾛﾑ/下宮忠雄訳
官賊と幕臣たち (列強の日本侵略を防いだ徳川ﾃｸﾉｸﾗｰﾄ)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､蔵書印

NHKﾌﾞｯｸｽ 昭52

昭55
竹 (ものと人間の文化史) ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ汚､帯､蔵書印 室井綽 法政大学
家系の秘密 (苗字と家紋の考証学)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚､蔵書印

昭55
法隆寺を支えた木　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､蔵書印　西岡常一/他 NHKﾌﾞｯｸｽ 昭57

昭47
さまよえる湖　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印　ﾍﾃﾞｨﾝ/関 楠生訳
マオ (誰も知らなかった毛沢東)　上下揃　　ｶﾊﾞｰ帯等少ﾔｹ汚､蔵書印

ﾕﾝ･ﾁｱﾝ他/土屋京子訳

R.F.ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ/中山 理訳 平17

昭47
勝海舟自伝 (氷川清話)　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､表紙内ﾃｰﾌﾟ跡､蔵書印

昭47
昭49

軍馬の戦争 (戦場を駆けた日本軍馬と兵士の物語)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､蔵書印

昭48
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1205 1962 700 
X1206 700 
X1207

清水幾太郎他編 光文社 1,500 
X1208 資料・細菌戦　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 日韓関係を記録する会編 晩聲社 1979 1,500 
X1209

晩聲社 1976 1,500 
X1210

同刊行委員会編 晩聲社 1981 1,300 
X1211 1,500 
X1212 博文館 3,000 
X1213 追思　大村得太郎　　和装､少ﾔｹ､非売品 大村華子編刊 1,500 
X1214 あめりか写真紀行 函､少ﾔｹ､本体背角少傷ｽﾚ 北尾鐐之助　盛文館書店 2,800 
X1215 闘ふ火砲　　　裸本､少ﾔｹ汚､背上端少傷 中村新太郎　小学館 2,000 
X1216 海軍兵科第二期予備学生の記 高梨義郎学生の東港日記　　少ﾔｹ､

　　　　　　　　　表紙年月日等書込有 序 阿川弘之 東港会 750 
X1217 1985 450 
X1218 鉄道創設史傳　　裸本､小口等ﾔｹ有､角少傷 上田 廣 交通日本社 1,800 
X1219

毎日新聞社 900 
X1220 1,200 
X1221

安積幸二 宋栄堂 1,500 
X1222 標準 海語辞典　ｶﾊﾞｰ少傷､少ﾔｹ､記名･印有　海洋文化協会編　博文館 2,000 
X1223 図説 七尾の歴史と文化　ｶﾊﾞｰ一部本体貼付､少ﾔｹ　　石川県七尾市 900 
X1224 能登文化財保護連絡協議会 2002 900 
X1225 三谷吾一展　　　　図録､少ﾔｹ 編集 日本橋高島屋 美術部 900 
X1226 金沢大学生活協同組合出版部 750 
X1227 俳人　林五卓　　　　少ﾔｹ 宇於崎周三編 林 武雄 3,500 
X1228        松任町図書館 450 
X1229 松井乗運翁行状　　　　少ﾔｹ汚 　　　浅野吉次郎著刊 2,500 
X1230

長山直治 桂書房 2003 1,300 
X1231 2,000 
X1232 加賀・能登吟行案内　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 泉 紫像他 俳人協会 800 
X1233 金沢の玩具　　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ有､少ﾔｹ､新書判 村尾 泰 北国出版社 900 
X1234

金沢商工会議所編刊 750 
X1235 かが・のと 生け花人国記　裸本､薄ﾔｹ 北国新聞社編集局編 北国新聞 1,000 
X1236 永宝塵劫記　　版本､題せん欠､表紙汚有 金澤上堤町 中村喜平刊 2,000 
X1237 近代石川県地域の研究 小口等ﾔｹ有･ｼﾐ跡汚 橋本哲哉 金沢大学経済 750 
X1238 織田信長と越前一向一揆　　ｶﾊﾞｰ端少傷･端色ｱｾ有､角少ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ

辻川達雄　　　　誠文堂新光社 1989 900 
X1239

　　　　　　　　　　　　　　　赤鉛筆線消 丹羽文雄 平凡社 450 

阿佐ヶ谷日記 (昭和35年8月-36年7月)　函背等少ﾔｹ　外村 繁　新潮社
中部の古寺巡礼　函汚有､ｶﾊﾞｰ､2ｹ所折跡､少ﾔｹ　氏平裕明　芸艸堂 昭60
基地の子 (この事実をどう考えたらよいか)　　裸本､ﾔｹ少汚､書店印

昭28

切腹した参謀たちは生きている (幻の地下帝国ｼﾘｰｽﾞ 4)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小説
　ﾛﾏﾝ･ｷﾑ/長谷川蟻訳

一九五〇年七月二八日 (朝日新聞社のﾚｯﾄﾞﾊﾟｰｼﾞ証言録)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､背下端少傷

高野山蒐粋　少ﾔｹ､和綴横本､一部番号書込､写真47点　高野山霊宝館 大10
太陽増刊　明治大正の文化 (第33巻8号)　小口等少ﾔｹ汚 昭2

昭10
大15
昭19

平6
戦後40年 日本を読む100の写真 (文芸春秋 臨時増刊) 少ﾔｹ 文芸春秋

昭35
悲傷 少年兵の戦歴 (平和の礎となった15歳)　ｶﾊﾞｰ角少傷､小口等少ﾔｹ､表紙内
　書込有 奥村芳太郎編/写真 金城和彦・三ツ木英一・他 昭45
毎日年鑑　昭和21年　裸本､小口等ﾔｹ有､小印　　　毎日新聞社編刊 昭21
我等の兵器 火薬 (青少年のための文字で見る文化映画叢書 13)　　裸本､少ﾔｹ

昭17
昭19
平11

能登の文化財　第36輯　　　　少ﾔｹ
平5

金沢城 (その自然と歴史)　　少ﾔｹ､P68 昭43
昭41

松任町の文化財　第一集　　　　少ﾔｹ､P27 昭45
大7

寺島蔵人と加賀藩政 (化成天保期の百万石群像)　　ｶﾊﾞｰ少傷､少ﾔｹ

賀州住兼若造　少ﾔｹ､表紙少ｽﾚ､角少ｼﾐ跡汚､P37　穴田龍太郎著　昭和甲寅
平13
昭46

石川県経済年表 (明治元年から昭和32年)　裸本､三方ﾔｹ､小印､少丸ﾁｪｯｸ有、新書判
昭33
平4
明6
昭61

親鸞紀行 (歴史と文学の旅)　ｶﾊﾞｰ帯､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠､少ﾔｹ､蔵書印､3ｹ所程
昭47
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当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「文庫判」
X1240 じゃがたら紀行　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 徳川義親 中公文庫 900 
X1241 こじき袋　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 森繁久彌 中公文庫 350 
X1242 論語　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚 貝塚茂樹訳注 中公文庫 450 
X1243 西ひがし　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 金子光晴 中公文庫 450 
X1244 父 広津和郎　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 広津桃子 中公文庫 450 
X1245 父・萩原朔太郎　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 萩原葉子 中公文庫 450 
X1246 土師清二 中公文庫 600 
X1247 犬養 孝　　　　現代教養文庫 1,200 
X1248 大岡信他 　〃 450 
X1249 探偵小説の「謎」　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有江戸川乱歩 　〃 300 
X1250 250 
X1251

1983 350 
X1252 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ ゆきゆきて、神軍　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　原一男・疾走ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ編著 　〃 1994 450 
X1253

講談社文庫 900 
X1254 同上 講談社文庫 900 
X1255 黄金の言葉　　　　函少ﾔｹ汚有 亀井勝一郎 大和書房 750 
X1256 松田 修 保育社 250 
X1257 相賀徹夫編著　小学館 500 
X1258 ハイネ詩集　　　ｶﾊﾞｰ背･小口等ﾔｹ有 藤森秀夫訳 綜合出版社 900 
X1259 2003 350 
X1260 クリスチナ・ロセッティ詩抄　帯､小口等少ﾔｹ汚入江直祐訳　岩波文庫 1987 350 
X1261 芸術について　　帯､少ﾔｹ 角川文庫 750 
X1262 自然について　　帯､少ﾔｹ 角川文庫 750 
X1263 900 
X1264 1988 750 
X1265 小説入門　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 中村光夫 新潮文庫 250 
X1266 世界の悪女たち　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 駒田信二 文春文庫 1985 250 
X1267 ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚

角川文庫 700 
X1268 超能力者　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 河出文庫 1992 350 
X1269 300 
X1270 1989 300 
P538

西沢周平　　　奇想天外文庫 450 
P541

柴田錬三郎 集英社文庫 1996 700 
P543 我が愛する詩人の伝記　ｶﾊﾞｰ端少ｼﾜ､少ﾔｹ 室生犀星 中公文庫 1992 450 
P546 昭和史の謎を追う　下　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 秦郁彦 文春文庫 1999 450 
P547

児島 襄 文春文庫 1996 200 
P548 東條英機と天皇の時代　上下揃　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ　保阪正康　　〃 1988 700 

昭55
昭55
昭51
昭52
昭54
昭54

砂絵呪縛　前後篇2冊揃　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 昭55
万葉の旅　上中下3冊揃　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭41
ピカソ (芸術の秘密)　ｶﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ補修､少ﾔｹ汚 昭39

昭38
日本の彫刻(国宝ｼﾘｰｽﾞ 1) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､前10数ヶ所ﾍﾟﾝ線 金子良運 〃 昭41
ヒトラーとナチス (第三帝国の思想と行動)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ

H.ｸﾞﾗｰｻﾞｰ/関 楠生訳　　現代教養文庫

世界SF大賞傑作選 1　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ編/伊藤典夫他監修
昭53

世界SF大賞傑作選 8　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭53
昭38

万葉の植物 (ｶﾗｰﾌﾞｯｸｽ)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 昭41
中部の城 (探訪ﾌﾞｯｸｽ[城3])　　函､薄ﾔｹ 昭55

昭24
増補 ドイツ文学案内　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ　手塚富雄他　岩波文庫別冊3

ｼｮｰﾍﾟﾝﾊｳｴﾙ/石井 正訳 昭40
ｼｮｰﾍﾟﾝﾊｳｴﾙ/石井 正訳 昭40

我等の一団と彼/雲は天才である 裸本､少ﾔｹ､記名 石川啄木 改造文庫 昭4
大作曲家と珈琲 (珈琲豆本 9) ｶﾊﾞｰ角少傷少ﾔｹ汚 鞍 信一 いなほ書房

昭56

完訳 聊斎志異　第一・二巻　2冊 (全4の内)
　　蒲松齢/柴田天馬訳 昭50
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ/中村保男訳

ちひろへの手紙 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ いわさき ちひろ・絵/松本猛・編 講談社 昭57
聖書の世界(ｸﾞﾗﾌｨﾃｨ･歴史謎事典 4) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 監修・月本昭男 光文
立派な男の詩 (続周平番外地)　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小口等少汚

昭52
復讐四十七士 (柴錬路忠臣蔵)　上下揃　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

昭和16年12月8日 (日米開戦・ハワイ大空襲に至る道)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
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当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「岩波新書」　　各冊扉蔵書印
X1271

3,500 
X1272

1,600 
X1273 高木惣吉 1994 450 
X1274 江戸の旅　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 今野信雄 1988 250 
X1275 新つけもの考　　　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ 前田安彦 1987 250 
X1276 ｶﾗｰ版 似顔絵　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 山藤章二 2000 300 
X1277 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

1998 1,600 
X1278 靖国神社　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 大江志乃夫 1984 250 
X1279 太平天国　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 増井経夫 1991 450 
X1280 興梠一郎 2005 250 
X1281 物語 朝鮮王朝の滅亡　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 金重明 2013 300 
X1282 2015 200 
X1283 2017 350 
X1284 経済学の考え方　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 宇沢弘文 1989 250 

以下、「中公新書」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､扉蔵書印
X1285 1991 250 
X1286 1996 250 
X1287

2015 300 
X1288 秋田 茂 2012 400 
X1289 2008 400 
X1290 村松 剛 1996 250 
X1291 2016 400 
X1292 2016 400 
X1293 300 
X1294 揚子江　　ﾋﾞﾆｰﾙ帯 300 

以下、「新書判」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､扉蔵書印
X1295 江戸時代大全 500 
X1296

一ノ瀬俊也 光文社新書 2004 350 
X1297 寺檀の思想　　　　ｶﾊﾞｰ背等汚有 大桑 斉　　　　　教育社歴史新書 1979 900 
X1298 日本史快刀乱麻　　　　帯 明石散人 新潮新書 2003 250 
X1299 2005 250 
X1300 日露戦争 勝利のあとの誤算 黒岩比佐子 文春新書 2005 350 
X1301 名刀 その由来と伝説　　　　帯 牧 秀彦 光文社新書 2005 250 
X1302 2014 350 
X1303 「遊び」の文化人類学ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､扉印有 青柳まちこ 講談社現代新書 600 
X1304 　〃 600 
X1305 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 横山青娥 武蔵野新書 900 
X1306 たべもの歳時記　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､新書判 平野正章 文芸春秋 1970 350 
X1307 1,200 

ｼﾘｰｽﾞ 日本近現代史　全10揃 (幕末・維新　井上勝生～ﾎﾟｽﾄ戦後社会　吉見俊哉/他)
　　　　　　　ｶﾊﾞｰ､5冊帯､少ﾔｹ､底等少汚､扉数冊ｼﾜ有 　　　　　2006～10
ｼﾘｰｽﾞ 中国近現代史　1 ～4  (全6の内)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　　　(清朝と近代世界 19世紀
　　　吉澤誠一郎～社会主義への挑戦 1945-1971　久保亨)　　　　　　2010・11
太平洋海戦史 [改訂版]　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ

忘れられた思想家 (安藤昌益のこと)　上下揃
E･ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾉｰﾏﾝ/大窪愿二訳

中国激流 (13億のゆくえ)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

中南海 (知られざる中国の中枢)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　稲垣 清
中国のフロンティア (揺れ動く境界から考える)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　川島 真

鳥居耀蔵 (天保の改革の弾圧者)　　帯背少色ｱｾ　松岡英夫
韓国済州島 (日韓をむすぶ東シナ海の要石)　　帯　高野史男
ニュルンベルク裁判 (ﾅﾁ･ﾄﾞｲﾂはどのように裁かれたのか)　帯

ｱﾝﾈｯﾃ･ｳﾞｧｲﾝｹ/板橋拓己訳
イギリス帝国の歴史 (ｱｼﾞｱから考える)　　帯
物語イスラエルの歴史(ｱﾌﾞﾗﾊﾑから中東戦争まで)地図蛍光ﾍﾟﾝ線 高橋
ユダヤ人 (迫害・放浪・建国)
シベリア抑留 (ｽﾀｰﾘﾝ独裁下、「収容所群島」の実像)　帯　　宮田 武
入門 国境学 (領土、主権、イデオロギー)　　帯　岩下明裕
中国人として育った私 (解放後のﾊﾙﾋﾞﾝで)　ﾋﾞﾆｰﾙ帯､少汚　　西条 正 昭53

陳 舜臣/増井経夫 昭57

稲垣史生　　　　KKﾛﾝｸﾞｾﾗｰｽﾞ 平28
明治・大正・昭和 軍隊ﾏﾆｭｱﾙ (人はなぜ戦場へ行ったのか)　　帯

あの戦争は何だったのか(大人のための歴史教科書) 帯 保阪正康〃

梅干と日本刀(日本人の知恵と独創の歴史)帯 樋口清之 祥伝社新書
昭52

夜の画家たち (表現主義の芸術) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 坂崎乙郎 昭53
詳解　枕詞 (序詞・掛詞・縁語) 昭43

創る・動くおもちゃ(ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､新書判 酒井高男 講談社 昭61
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