




　 中央書林                   〒910-0856　福井市勝見２-７-９
　　　　           TEL.０７７６-２１-１７７８・FAX.２９-００６９

　　１～23　「キンダーブック」　フレーベル館

1 第7集3、4、5、9　10　5冊　　少難少汚 　　　　　　昭9.10 5,000

2 第8集4～8、12　6冊　　少難少汚 　　　　　　昭10.11 6,000

3 第８集10　　　　　「ヒノマル」　武井武雄他　略美 昭11 3,000

4 第８集11　　　　　「キモノハナニカラ」　多田北鳥他　略美 昭11 3,000

5 第9集　1　　　　　「ゴクラウサマ」　ラグーザ玉他　略美 昭11 4,000

6 第9集　2　　　　　「アソブコドモ」　ラグーザ玉他　略美 昭11 4,000

7 第9集　3　　　　　「オサカナ」　清水良雄他　略美 昭11 3,000

8 第9集　4　　　　　「ヤサイ」　武井武雄他　略美 昭11 3,000

9 第10集8　　　　　「チヒサイイキモノ」　武井武雄他　略美 昭12 3,000

10 第10集9　　　　　「ヒトクチバナシ」　武井武雄他　略美 昭12 3,000

11 第10集10　　　　　「ムジャキ」　ラグーザ玉他　略美 昭12 4,000

12 第10集11　　　　　「イキモノノオウチ」　武井武雄他　略美 昭13 3,000

13 第10集12　　　　「ヘイタイサン」　ツバメノオウチ8頁付　略美 昭13 5,000

14 第11集　1　　　　「アアウレシイ」　林唯一他　略美 昭13 3,000

15 第11集　2　　　　「ハナトミ」　藤沢龍雄他　略美 昭13 3,000

16 第11集　3　　　　「ネコサマ」　畠野圭右　略美 昭13 3,000

17 第11集　4　　　　「ニッポンノハタ」　中西次郎他 昭13 3,000

18 第11集　5　　　　「オモチャハノニモヤマニモ」　武井他　略美 昭13 3,000

19 第11集　6　　　　「ドウブツノゲイ」　大川武司他　略美 昭13 3,000

20 第11集　8　　　　「オダウグ」　藤沢龍雄　略美 昭13 3,000

21 第11集　9　　　　「グンコクノコドモ」　林唯一他　略美 昭13 3,000

22 第11集10　　　　「ハルナツアキフユ」　石原玉吉他　略美 昭14 3,000

23 第11集12　　　　「マネゴト」ツバメノオウチ2頁付　略美 昭14 4,000

　　２４～２８　「ツバメノオウチ」　フレーベル館

　　裏表紙森永菓子ミゼット広告　本文20頁

24 7巻7号　　　　　　「ヤマ」　武井武雄他　並 昭10 1,500

25 7巻9号　　　　　　「ムシノセイクヮツ」　武井武雄他　並 昭10 1,500

26 7巻12号　　　　　「ハタラクヒトタチ」　武井武雄他　並 昭10 1,500

27 8巻1号　　　　　　「ヒノマル」　武井武雄他　並 昭11 1,500

28 8巻3号　　　　　　「コドウブツ」　武井武雄他　裏表紙少裂 昭11 1,000

　　29～47　絵本　特記の外に経年の少汚有

29 センセイのオハナシ 鈴木仁成堂　武井武雄　難 昭　8 1,500

30 イソップ 金井信生堂　宮地志行　略美 昭10 3,000

31 ミスサクラ 金井直三 並 昭10 3,000

32 オニイサン 金井直三 略美 昭10 3,000

33 コドモノマンガ 晋文館 並 昭10 1,500

34 エホングラフ「汽車電車」 春江堂 略美 昭11 3,000

35 キシャのタビ 春江堂 略美 昭11 3,000

36 戦フノリモノ 春江堂 略美 昭11 4,000

37 リクグン 春江堂 略美 昭11 5,000
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38 私たちの兵隊さん 鈴木仁成堂　的場朝二　難 昭11 2,000

39 ノリモノ日本 金井直三 裏表紙少裂 昭11 2,000

40 タノシイコドモ 中村書店 並 昭11 1,500

41 ドウブツ 中村書店 表紙少汚 昭11 2,000

42 ハシレヨオ馬 秀峰社 略美 昭11 3,000

43 我が陸軍 金井直三 木川大泉　略美 昭12 5,000

44 元気ナコドモ 金井直三 略美 昭12 3,000

45 幼女アソビ 伊林書店 並 昭12 2,000

46 エホン1巻2号「ムシ」 家庭教育研究所　初山滋他　表紙汚 昭10 1,500

47 コドモノクニ14巻12号 東京社 西条八十他　少汚 昭10 2,000

48 漫画ミンナノゴチソウ 帷子スゝム画　冨永興文堂　並 昭15 4,000

49 お山の生活－夏休み漫画スケッチ集　まつもとかつぢ

　　少女画報24巻8号付録 　18頁　美 戦前 2,500

50 子供うた風土記第1輯 大濤社 赤城泰舒画　20頁　美 昭24 2,000

51 昆虫図絵－教室文庫－ 植村利夫 国民図書　73頁　美 昭25 1,500

52 帝国劇場案内　　　　上野芳太郎　30頁　広告入　座席番号表付 大　7 2,500

53 東宝古川緑波一座出演プログラム　有楽座　16頁　美 昭12 4,000

54 東宝榎本健一一座出演プログラム　有楽座　26頁　脚本解説付 昭14 5,000

55 「新築地」2－10吼えろ支那　　　衆人社　18頁 戦前 3,000

56 松竹少女歌劇公演番組　新宿第一劇場　26頁　美 戦前 2,000

57 松竹少女歌劇大合同画期的公演番付　国際劇場　16頁　半券付 昭13 2,000

58 宝塚少女歌劇花組星組番付　東京宝塚劇場　28頁　美 昭13 2,000

59 宝塚少女歌劇雪組公演番付　東京宝塚劇場　28頁　美 昭14 2,000

60 都をどり写真帖　　　　　　技芸倶楽部社　広告入　美 昭　3 2,000

61 鴨川をどり　　　　　　　　芸妓写真入　広告入　美 昭　3 1,000

62 鴨川踊　　　　　　　　　　先斗町歌舞練場　広告入　美 昭　3 1,000

63 児童教育と演劇　　　坪内逍遥　早稲田大学　初234頁　並 大12 1,500

64 日本の芸談　　　　　平山蘆江　法木書店　和装325頁　綴本切 昭17 2,500

65 農民演劇論　　　　　村山知義　若狭書店　142頁 昭22 1,000

66 演劇的自叙伝2　　　　村山知義　東邦出版社　413頁　函 昭46 1,000

67 学校劇風の子　　山本映佑原作　野上彰脚色　実業日本　129頁 昭24 1,500

68 歌舞伎の型　　　　　鈴木春浦　宝文館　596頁 昭　2 2,000

69 歌舞伎俤草　　　　　松田青風　春陽堂　201頁　木版口絵 昭　4 3,500

70 近代歌舞伎劇評家論　権藤芳一　演劇出版社　264頁　函は並 昭34 1,000

71 歌舞伎随筆　　　　　中村芝鶴　評論社　312頁　カバ 昭53 1,000

72 梅と菊　　　　　　　尾上梅幸　日本経済新聞　288頁　函帯 昭54 1,000

73 新東京七十七夜　サトウハチロー　初175頁　装幀志村立美 昭22 2,500

74 自伝夢声漫筆昭和篇　徳川夢声　早川書房　初276頁　並 昭22 2,000

75 モダンＴＯＫＩＯ円舞曲－新興芸術派十二人　春陽堂

　初431頁　裸本　少シミ少汚　個人蔵印

　川端康成「浅草紅団」、吉行エイスケ「享楽百貨店」他 昭　5 20,000
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76 好色十三月夜　　　　金子信雄　作品社　初229頁　カバ帯 昭57 1,500

77 和漢名家習字本大成　分売　平凡社　各2冊入　解説　函　美 昭　8 各1,000

　　和装綴糸切れ含　　　　　①紀貫之高野切、文徴明 ⑨1,500

　　②巌谷一六、唐太宗　③小野道風、米元章　④日下部鳴鶴

　　虞世南　⑤中村梧竹、顔真卿　⑥日下部鳴鶴、鄧完白

　　⑦趙子昂、行成卿　⑧頼山陽。褚遂良

　　⑨近衛予楽院、貫名海屋、董其昌（3冊入）

78 貫名先生行書前後赤壁二賦帖　全2　鳩居堂　和装　帙 昭　5 3,500

79 鵞堂先生遺墨集　　　　　　　書道研究斯華会　帙 昭13 2,500

80 鵞堂先生遺墨集　　　　　　　書道研究斯華会　付記18頁付　帙 昭14 2,500

81 三体学書感興帖　　　　田村其次　賢文館　和装111頁　函　並 昭14 1,000

82 丙申盧詩鈔　　　　　　大宮雲渓　和装53丁　帙 昭47 3,000

83 新撰詩語玉屑　　　　　丹陰荘門煕　書芸界　322頁　函 昭60 1,500

84 推古会図録1獅子　　　　大園辰三　本文５１頁　50図　函 大14 1,500

85 推古会図録2俑と明器　　　杉本栄三郎　本文26頁　60図　函 大15 1,500

86 尾張瀬戸常滑陶瓷誌　　寺内信一　学芸書院　218頁　少ムレ 昭12 1,000

87 九州陶磁　　　　　　　　　　　　宝雲舎　148頁　函 昭13 2,000

88 陶鑑　　　　　　　　　小野賢一郎　宝雲舎　235頁　函は難 昭15 1,500

89 現川焼の研究　　　　　正林陶城　学芸書院　129頁　函 昭15 2,000

90 柿右衛門と伊万里　　　小林市太郎　54頁　95図　カバ　ヤケ 昭22 2,000

91 古伊万里と古九谷　　　山下朔郎　雄山閣　316頁　二重函 昭43 5,000

92 備前虫明焼　　　　　　桂又三郎　木耳社　215頁　函 昭41 1,500

93 朝鮮高麗陶磁考　　　　中尾万三　学芸書院　259頁　背難　函 昭10 1,500

94 三島刷毛目　　　　　　山田万吉郎　宝雲舎　296頁 昭18 1,500

95 明初の景徳鎮窯器　　　ブランクストン　宝雲舎　218頁　函 昭17 3,000

96 「陶説」340～405　　66冊上製合本11冊（1冊表紙難） 昭56～ 6,000

97 金工史談　　　　　　　香取秀真　桜書房　633頁　函 昭16 7,000

98 東洋漆工史　　　　　　六角紫水　雄山閣　287頁　表紙少黴　函 昭　7 5,000

99 中国の漆工芸　　　　　東京美術倶楽部青年会　136頁　函は並 昭45 2,500

100 東京帝室博物館復興陳列案内　　212頁　表紙汚 昭13 1,000

101 東京帝室博物館復興開館陳列目録　絵画　201頁　表紙少汚 昭13 1,000

102 奉祝美術展覧会輯録（写真集）　文部時報付録　36頁　少汚 昭15 1,500

103 １９５９年展覧会図録　　　　　日本洋画商連盟主催　約90頁 昭34 1,500

104 骨董遍歴　　　　　　　久志卓真　昭森社　418頁　函は少ヤケ 昭38 3,000

105 骨董価値考－大名旧財閥の売立に見る　光芸出版　226頁カバ 昭54 1,000

106 「史迹と美術」1～12　上製本　スズカケ出版部 昭5～ 6,000

107 「画説」1～72（31～36、49～54欠）60冊

　　上製合本10冊　東京美術研究所 昭12～ 15,000

108 「浮世絵志」1～32（5欠）総目録　32冊　芸艸堂　美 昭4～ 15,000

109 広重画五拾三次現状写真対照東海道　東光園　函カバは少難 大　7 8,000

110 太閤記英雄伝　　　歌川国芳　吉川弘文館　錦絵文庫　木版50図 大　6 10,000
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111 江戸百景　　　　一立斎広重　吉川弘文館　錦絵文庫　木版28図 大　7 8,000

112 古今名婦伝　　　　歌川豊国　吉川弘文館　錦絵文庫　木版30図 大　7 8,000

113 北斎富嶽百景　全3　　　　　　岩崎美術社　和装　解説　函帙 昭47 4,000

114 南画山水画譜　全2　　　渡辺玄対　松山堂　和装計50丁 明治 5,000

　　115～130　岡田宗叡旧蔵　「叡」朱印

115 酒井宗雅茶会記　　粟田添星　村松書館　324頁　限定　献署函 昭50 3,500

116 酒井宗雅茶湯聞書　粟田添星　村松書館　181頁　函 昭52 2,000

117 茶の湯掛物の四季　粟田添星　光芸出版　149頁　献署 昭54 1,500

118 茶の湯水指考　　　粟田添星　村松書館　145頁　献署　函 昭58 2,000

119 古田織部　　　　　桑田忠親　宝雲舎　173頁 昭21 1,000

120 茶聖千利休展図録　　　　　　毎日新聞社　73頁　函 昭36 1,500

121 萩焼古窯址　　　　桂又三郎　陶磁文化研究会　35頁 昭28 1,000

122 伊賀焼通史　　　　桂又三郎　279頁　献署逆書　函は並 昭43 2,000

123 楽ちゃわん　　　　大河内正敏　宝雲舎　73頁 昭22 1,000

124 日本陶磁器と其国民性　福井菊三郎

　　邦文107頁　英文63頁　写真多数　並　函痛 昭　2 3,500

125 やきもののふる里　村山武　　求龍堂　287頁　献署　函 昭46 1,000

126 南蠻雅陶　　　　　　　　　　恩賜京都博物館編　６５図　函痛 昭13 5,000

127 東山水墨画の研究　渡辺一　　座右宝刊行会　356頁　並 昭23 2,000

128 図録　天龍道人　　　　　　　根津美術館他 昭35 1,000

129 日本古印新攷　　　倉田冨康　宝雲舎　197頁　少汚 昭22 1,500

130 近世道具移動史　　高橋義雄　慶文堂　474頁　函 昭　4 2,500

　　131～144　図録　背少ヤケ含む

131 棟方志功無盡蔵コレクション　光徳寺　83頁 昭63 1,000

132 棟方志功と民芸の名匠展　　　福光美術館　120頁 平12 1,500

133 棟方志功展　大原美術館所蔵　朝日新聞社　135頁 平15 1,000

134 富岡鉄斎展　　　　　　　　　北陸中日新聞　106頁 平元 1,000

135 鈴木繁男作品集　　　　　　　大阪日本民芸館　75頁 平　5 1,000

136 谷内六郎の世界　　　　　　　朝日新聞社　175頁 平13 2,000

137 京都画壇二五〇年の系譜展　　京都新聞社　205頁 平　6 2,000

138 屏風絵名品展　フェノロサコレクション　ＮＨＫ　127頁 平　3 1,500

139 曽我直庵二直庵の絵画　　　　奈良県立美術館　72頁 平元 1,500

140 肉筆葛飾北斎　　　　　　　　北斎館　107頁 平15 1,500

141 辻村史朗作陶展　　　　　　　たち吉　90図　価格表付 平11 1,000

142 茶道美術名品図録（同館所蔵）　石川県立美術館　159頁 平　8 2,000

143 所蔵品図録2　　　　　　　　　金沢市立中村記念美術館　115頁 平　9 1,000

144 ランゲン夫妻の眼　　　　　　朝日新聞社　130頁 平11 1,000

145 醍醐寺の研究　東洋美術特輯　　飛鳥園　173頁　函　美 昭　5 2,000

146 「風雅」第1期全4冊　　　　　横川毅一郎編　求龍堂

　　和装　限500　木版貼込有　各栞付　函 昭36～ 10,000

147 掌中茶人花押叢　37×52　　　文光堂　木版 明治 2,000
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148 茶室考　　　　　　　　　　　粟田添星　村松書館　169頁　函帯 昭54 3,000

149 第2回航空ページェント　　　　国民新聞　21頁　美

　　同記念絵葉書6枚　袋は裂　計2点 大15 8,000

150 日本航空輸送関係　①空の旅御案内　38頁　②定期航空時間表

　　③航空郵便料金表　④英文案内　計4点　美 昭　6 5,500

151 「旅行」70（時刻表）　　　交並社　224頁　広告多　略美 明40 10,000

152 改正鉄道貨物の栞　　　　　　日本実業奨励会（福井）　小判163頁 明44 2,500

153 日本鉄道パノラマ地図　樺太台湾朝鮮含　石塚松雲堂

　　表紙ＳＬと和装女性と女児　並 大12 3,500

154 裏日本鉄道全通新舞鶴開港記念博覧会々場図　39×55

　　森留吉　裏新舞鶴市街地図　少シミ 大12 6,500

155 鳥瞰図　近江鉄道沿線名勝之栞　10×93　　近江鉄道

　　しんびど画　表紙付　裏案内　美 昭　3 5,000

156 こんな所がある　　敦賀車掌所　125頁　″本書は列車乗務員

　　の旅客案内上の手引として乗務区域内の各駅について駅勢

　　交通駅構内営業学校官衛病院銀行会社工場旅館地方名産名所

　　旧蹟を概説したものである。″　孔版　表紙は不美難 昭　6 4,000

157 最新鉄道図　19×160　　　　　旅行案内社　両面　美 昭13 3,500

158 東京最新交通地図　54×78　　　万朝報付録　周囲絵入広告 大16 5,000

159 東京中心鉄道地図　　　　　　　　金鈴社　16頁 昭19 2,500

160 関東大震災図　54×79　　　　　大阪日報付録　筒袋少破 大12 4,000

161 大東京中央明細図　39×54　　　九段書房　交通図付　表紙付 昭14 2,000

162 名古屋市街全図　78×54　　　　名古屋図書　裏市全図　町名録 大13 4,000

163 近江国全図　49×72　　　　　　山本伊三郎銅鐫　同小三郎刀

　　銅版彩色　須原茂兵衛他　微虫 明　5 18,000

164 京都観光案内図　58×42　　　　京都市　早見器付　表紙少汚 戦前 2,500

165 大阪市明細全図　47×68　　　　駸々堂　表紙付 明27 7,000

166 大阪市新全図　54×117　　　　森熊五郎編　英文入　筒袋　美 明36 7,000

167 奈良名勝案内図　39×55　　　　駸々堂　裏案内　美 昭　7 1,500

168 鳥瞰図　香落赤目室生週遊図絵（三重）　21×77　説堂画 昭　6 5,000

169 鳥瞰図　富田浜霞ヶ浦海水浴御案内（三重）　18×78　表紙付 戦前 5,000

170 篠津浜村史（北海道江別町）　　長谷部春立編　45頁 昭　5 5,000

171 盛岡市勢要覧　39×54　　　　　市役所　裏市街図　表紙付　美 昭14 3,500

172 熊谷製糸株式会社使用工女規則　小判12頁　並 明32 4,000

173 東京名所　約14×18　36枚　　　熊沢喜太郎　石版単色　少ヤケ 明25 18,000

174 ホテル乃栞帝国ホテル　小判24頁　平面図入

　　同写真帖　小判10頁　計2冊　並 大頃 2,500

175 浅草観音遷座記念乗車券　地下鉄渋谷－浅草　００００１番 昭30 1,500

176 日本橋駿河町由来記　駿河不動産　607頁　非売品　函　並 昭42 2,000

177 昭和20年代の築地明石町界隈スケッチ集　石塚三郎

　　六光社　36図　限500　背微難 昭52 3,500
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178 横浜旧吉田新田の研究　　石野瑛　武相考古会　248頁 昭11 4,000

179 絵葉書　横浜大博覧会　6枚　　日本デザイン社主広瀬貫川画

　　同要覧　30頁　表紙少シミ　計2点 昭10 4,000

180 長野松本他県内電話番号簿　　　名古屋逓信局　小判393頁 昭　3 7,000

181 刷物　美濃神淵村朝張十一屋幸三　15×25　木版彩色

　　店頭の図　人力車馬車　美 明治 4,000

182 「岐阜支部報」255、259　帝国在郷軍人会岐阜支部　並 昭14～ 1,000

183 絵葉書　高波村青年会（富山）　2枚　袋 大頃 1,000

184 煙草小売人所在地等級　27×39　福井県嶺南　滋賀県 明44 1,000

185 官幣中社金崎宮誌（福井）　　　同社　32頁　美 大10 1,000

186 若狭の国宝　　　　　　　　　　若狭人発行所　32頁　美 昭27 1,000

187 越前鎌行商物語　　　斎藤嘉造　92頁 昭46 2,000

188 植物標本総合目録　　福井市立郷土自然科学博物館　177頁 昭48 2,500

189 福井県仏教風土記　全2　　　　　歴史図書社　計1033頁　函 昭50 10,000

190 国吉城籠城軍記と敦賀美浜　　　松金勝　189頁　カバ 平　8 2,000

191 越前勝山城　　　　　増田公輔　154頁　カバ帯 平11 1,500

192 影印本　福井県神社明細帳（嶺南編）　若狭文研　523頁　函 平13 3,500

193 大津名勝案内　　　　村田虎次郎　小判本文34頁　広告32頁

　　写真入　折込地図　人力車里程賃銭表他 明36 4,000

194 絵葉書　彦根高等商業学校開校記念　3枚　袋少裂 大？14 1,500

195 紀伊和歌浦東照宮渡御之図　40×54　東照宮　筒袋 昭24 1,500

196 大阪電話番号簿　大阪中央電話局　616頁　巻首広告4頁切取 昭　9 10,000

197 大阪府公認織物雑貨最高標準販売価格表　　日本織物新聞社

　　紐綴　約160頁　並 昭14 4,000

198 続岡山県金石史　図版共2冊　　永山卯三郎　同刊行会

　　本文884頁　図版693図　並 昭29 4,000

199 東洋第一の八幡製鉄所　　　　中尾商店　39頁 昭　2 1,000

200 玄海国定公園松浦潟史蹟名所観光案内　唐津新聞社　285頁 昭39 2,500

201 絵葉書　神田橋旅館（宮崎）　8枚　袋 戦前 2,000

202 旅順のしほり　26×39　　　　旅順市役所　裏鳥瞰図 大14 3,500

203 関東庁旅順医院案内　39×54　写真略図入　美 昭初 5,000

204 碧山荘　　　　　　　　　　　福昌華工（大連）　小判8頁 昭　2 1,500

205 職員宿所録　15×65　朝鮮総督府医院　京城帝国大学医学部

　　京城医学専門学校　両面 昭　3 2,500

206 写真帖　伯剌西爾拓植創立事務所　35図　二つ折 大　2 3,000

207 旅順戦蹟写真帖　　　　　　　日華堂（大連）　43頁　美 昭　2 1,500

208 皇太子殿下御渡欧記念連続謹写大絵葉書帖　郁文社

　　100頁　見返しに少落書 大10 2,500

209 御遷幸之記　　　　　　　　　横小判21丁　絵入 安政2 5,000

210 傍訓帝国憲法　　　　　　　　駸々堂　92頁　住所記名　並 明22 2,000

211 続滑稽独演説　　　千葉茂三郎　初156頁　ボール表紙　背難 明20 3,000
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212 滑稽変挺演説会　　清水亮二　同盟書屋　初107頁　ボール表紙 明21 4,000

213 内容見本　分売　綴穴含　並 戦前 各1,000

　　①直木三十五全集　改造社　②小泉八雲全集　第一書房

　　③菊池寛全集　平凡社　④横光利一全集　非凡閣

　　⑤現代日本小説全集　アトリエ社　⑥現代長篇小説全集　三笠書房

　　⑦同　新潮社　⑧日本戯曲全集　春陽堂　⑨第2期世界文学全集　新潮社

　　⑩アルス文化大講座　⑪綜合プロレタリア芸術講座　内外社

　　⑫心学道話全集　忠誠堂　⑬大衆法律講座　非凡閣

　　⑭現代法令全集　日本評論社　⑮新法学全集　日本評論社

　　⑯最新経済問題　甲文堂　⑰実用経済講座　非凡閣

214 「東京通信」288　　講談社代理部　16頁 昭　7 2,000

215 新潮文庫目録　　　　新潮社　小判23頁 昭　9 1,000

216 読者眼　　　　　　　早稲田大学出版部発行図書目録　40頁 昭11 1,000

217 正風俳諧獅子門世系表　48×33　表紙付 大頃 2,000

218 俳画講座　全6　　　　同刊行会　各冊6～8枚木版画入　少シミ 昭2～ 4,000

219 俳句の五十年　高浜虚子　中央公論社　初283頁　函背少ヤケ 昭17 1,500

220 句集野花集　　　　高野素十　昭和俳句叢書　初240頁　函　美 昭28 1,500

221 素十の研究　　　　　亀井新一　新樹社　422頁　函 昭55 1,500

222 短歌綜集水の上　　　釈超空　　好学社　初316頁　カバ　美 昭23 2,500

223 少年世界読本1　　英吉利　巌谷小波　博文館　136頁　少難 明40 1,000

224 造船学士　　　　　　宇田川文海　明文館　初123頁　不美 明25 2,000

225 一平傑作集　　　　　岡本一平　龍文舎　656頁　画入　函少難 昭　4 3,000

226 野に叫ぶもの　　　　佐藤紅緑　新潮社　初458頁　函 昭　6 3,000

227 猫と庄造と二人のをんな　谷崎潤一郎　創元社　194頁　函難 昭14 1,000

228 藤村を貫くもの　　　藤井悦雄　信友社　180頁 昭23 1,000

229 藤村の思い出　　　　島崎静子　中央公論社　282頁　帯 昭25 1,000

230 秋風　　　　　　　　志賀直哉　創芸社　初274頁　函帯 昭25 2,500

231 窓前花　　　　　　　佐藤春夫　新潮社　初248頁　カバ 昭36 1,000

232 美芸公　　筒井康隆　横尾忠則　文芸春秋　初88頁　カバ帯 昭56 1,500

233 「飛鴻」2～22　21冊　　　　　飛鴻社　趣味誌

　　内17冊に″最近の横浜の燐票″各8枚貼込　1冊少難 昭8～ 20,000

234 「新満洲」4月号　　　　満洲移住協会　192頁　左下少馬喰 昭14 2,500

235 「ボールフレンド」2　　　　　球友社　26頁　並 昭23 2,000

236 「旋風」16号　　　　　　　　　白文社　52頁　並 昭24 1,000

237 「月刊福井」11月号　　　　　　福井評論社　32頁 昭24 1,500

238 「真相」関西版39号　　　　　　人民社　70頁　並 昭25 1,500

239 「実話と講談」臨時増刊読切小説大特集　捕物小説社　102頁 昭25 2,000

240 「読切ロマンス」3月号　　　　　睦書房　114頁　並 昭26 1,500

241 「ゆうびん」2巻2号～3巻4号内10冊　逓信協会 昭26～ 1,000

242 「大洋ホエールズ」8月15日号　セントラル通信社　42頁 昭39 1,500

243 「日本の老舗」46　　　　　　日本老舗百店会　78頁 昭46 1,000
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244 「幕間」創刊号　　　　　　　　和敬書店　12頁　美 昭21 2,000

245 「ＦＭステーション」創刊号　　ダイヤモンド社　86頁 昭56 1,000

246 「オールバイク」創刊号　　　　愛宕書房　146頁 昭57 1,000

247 「スクランブル」創刊号　　　　新英出版　66頁 昭58 1,000

248 「科学と模型」　分売　　同社　少汚少難　①100号（昭13） 昭13～ 各2,000

②138号（昭16）　③139号　④150号（昭17）　⑤162号（昭18）

249 カタログＮＯ、9　　　　　　　科学と模型社　図入56頁　並 昭　7 2,000

250 初歩の模型飛行機の作り方　科学と模型社　113頁　記名　並 昭16 2,000

251 写真術五十講　　　　高桑勝雄　アルス　小判312頁　函　並 大11 1,000

252 フィルム写真術　　　高桑勝雄　アルス　小判302頁　函　並 大13 1,000

253 私の写真　　　　　　三宅克己　アルス　189頁　函　並 大13 2,000

254 趣味の写真術　　　　三宅克己　アルス　小判228頁　函　並 大13 1,000

255 写真の失敗と其の原因　鈴木八郎　アルス　小判302頁　函並 大13 1,000

256 登山之栞　2冊　小判66頁、小判52頁　名古屋鉄道局　美 大12頃 3,000

257 建築設計通書　朝倉清一辰野金吾閲　共益商社　132頁　難有 明30 3,000

258 日本建築辞彙　　　　中村達太郎　丸善　338頁　ラベル少汚 大　2 1,500

259 家相方位宝鑑　　　　高木乗　　春江堂　348頁　微書入 昭　3 1,000

260 実験苦学案内　　　　徳田紫水　矢島誠進堂　初112頁　不美 明36 2,500

261 帝国発明概観　　帝国発明協会　232頁　発明家索引　函　美 昭　5 8,000

262 特許フロイド電池案内　　　　　明星社　16頁　写真入 戦前 1,000

263 度量衡種類表　　　　　　　　　仮綴16丁　升秤等図入　美 明治 3,500

264 嘉永二己酉年暦　　　南都陰陽師藤木美濃　10丁　美 嘉永元 2,000

265 嘉永二己酉略暦　52×38　　　石州銑鉄並ニ諸荷物運送所

　　大阪新町砂場河内屋八三郎　墨刷　少虫 嘉永元 3,000

266 嘉永四辛亥略暦　52×38　　　同上　墨刷　少虫 嘉永3 3,000

267 嘉永五壬子年暦　　　南都陰陽師藤木美濃　10丁 嘉永4 2,000

268 明治六年太陽暦　　　　　　　　13丁　定価2匁 4,000

269 酒醤油油肥料圧搾器械説明書　12×36　　山崎幾蔵（静岡）

　　銅版画入　表紙付　美 明24 4,000

270 肉体美白丸パンフ　2冊　　　　森下南陽堂　各18頁 明31 2,000

271 古今名家年表　13×125　　　　勤倹堂　折帖　表紙付 明31 1,500

272 岳飛　　　　　　　笹川種郎　博文館世界歴史譚　初128頁　少汚 明32 2,000

273 印刷局工場第7回報告書　　　　印刷局　112頁 明13 5,000

274 第1期営業報告書　定款　計2冊　　　日本デイゼル工業 昭11 1,500

275 特殊通信日付印銘鑑　蒲原抱水編　交蒐会　小判39頁　美 昭　4 1,000

276 古代北方系文物の研究　梅原末治　星野書店　298頁　函　並 昭13 3,000

277 水島銕也先生伝　　　　愛庵会　328頁　遺墨44頁　函　少シミ 昭14 3,000

278 福井県議会史1～6　　　議員名鑑　計7冊　同議会　函 昭46～ 15,000

279 「日本フィラテリー」創刊号から45冊　日本郵趣協会 昭61～ 4,000

280 海軍記念写真帝国軍艦帳　宇都宮総本店（呉市）　22頁　美 昭　3 2,500

281 正学　平泉澄　不忘会　和装61頁　「神仏関係の逆転」含　美 昭16 3,000
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282 鮎吉船吉春吉　　　　　室生犀星　小学館　初249頁　函 昭17 8,000

283 「青」創刊号～4　4冊　　　　　　青の会　2号表紙少シミ 昭44～ 2,000

284 金沢市要覧　　　　　　　　　　　金沢市役所　小判23頁　美 明45 1,500

285 金沢兼六園之図　45×63　　　　　石川県教育会研究部 大13 3,000

286 ＫＡＮＡＺＡＷＡ（英文）　　　　日本ツーリスト　13頁 昭11 1,000

287 加賀河北郡誌　　　　　　　　河北郡役所　92頁　折込地図　美 明42 6,000

288 増補美川案内　　　　　　　　　　美川商工会　86頁　広告入 昭　6 3,000

289 美川町治一覧表　39×54　　　　　美川町役場　表紙付　美 昭17 2,500

290 白山案内　　　　　　　　　　　　宇都宮書店　104頁　地図入 大　2 3,000

291 深谷温泉誌　　　　　　　　　　　石屋旅館　　小判23頁　美 昭12 1,500

292 「郷土史叢」9　″七尾城主畠山氏と能登の文化″　史談　12頁 昭　4 1,000

293 「矯風叢誌」1、2、4、7　4冊　　金沢矯風会　1号少難 明39～ 3,000

294 石川県金沢病院　診察券と処方箋　少シワ 明43 3,000

295 通知簿　　　　　石川県立小松中学校　手帳型頁57頁　書入　並 明44～ 2,500

296 運動部大会番組　　　　　石川県立小松中学校校友会　小判19頁 大元 1,000

297 第2回国民体育大会秋季大会　会場金沢市七尾市他　63頁 昭22 2,500

298 特許押紙見本帳　27×39　　　　　河野信次郎商店（金沢市） 戦前 1,500

299 特産金沢箔ニ就テ　　　　　　　　石川県金沢箔同業組合　18頁 昭13 1,000

300 チラシ　25×48　北海道方面定期船航路開始

　　七尾港案内　和倉温泉　　　　七尾市役所　並 昭21 1,500

301 石川県姓氏歴史人物大辞典　　　　角川書店　633頁　函 平10 5,000

302 北野恒富木版画　20×15　　　　″又兵衛″　美 戦前？ 4,000

303 図録高光一也展　　　　石川県美　82図　″無事　一也″墨書　並 昭59 1,500

304 敬神と祟祖の表徴　　　　　　　　金沢観光協会　40頁　並 昭17 1,000

305 絵葉書　犀川大橋渡橋式記念　6枚　袋 大13 2,500

306 絵葉書　於兼六公園ニ戸水博士ノ応援者三宅博士大演説之景 大頃 1,000

307 絵葉書　於兼六公園金沢市選出代議士候補者戸水博士大演説之景 大頃 1,000

308 絵葉書　昭和8年度金沢市林間保養所記念　5枚　袋 昭　8 1,500

309 鳥瞰図　山中温泉御案内　18×45　温泉事務所　常光　並 大13 4,000

310 鳥瞰図　山中温泉御案内　18×45　五明館 戦前 3,000

311 鳥瞰図　山中温泉大島屋聴泉閣御案内　16×46　表紙付 戦前 3,000

312 鳥瞰図　温泉案内　15×77　石川県温泉協会　表紙付　美 戦前 4,500

313 鳥瞰図　加賀粟津温泉と法師善五楼　13×36　並 戦前 1,000

314 鳥瞰図　日本第一和倉温泉案内　18×79　和歌崎館　表紙付 戦前 5,000

315 鳥瞰図　和倉温泉案内　19×52　和倉温泉営業組合 戦前 3,000

316 鳥瞰図　温泉軌道御案内　19×46　温泉軌道　表紙付 戦前 4,500

317 鳥瞰図　金名鉄道沿線案内　13×36 戦前 1,500

318 鳥瞰図　石川県能美電気鉄道御案内　18×54　同社　美 昭　3 4,500

319 鳥瞰図　北陸霊刹那谷寺　17×38　寺務所　豊栄 戦前 3,500

320 鳥瞰図　美川御案内　15×53　美川町役場　豊栄 戦前 3,500

321 鳥瞰図　宇出津　19×55　裏町内著名商店　表紙付　美 戦前 5,500
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L001 薗田宗人‣訳 白水社 上下で 2,500

L002 開かれた作品 青土社 1990 2,000

L003 みすず書房 1985 600

L004 みすず書房 1999 1,300

L005 平凡社 1991 2,500

L006 1999 1,000

L007 弘文堂 昭55 500

L008 角川書店 昭56 900

L009 芥川龍之介全集　第十巻 書簡一 ２刷 ( 函/ 月報付) 岩波書店 1983 1,000

L010 宮沢賢治の東京:東北から何を見たか 佐藤 竜一 日本地域社会研究所 2,000

L011 日本の昔話 （新訂版） 柳田 國男 三国書房 昭17

 2,000

L012 柳田 國男 筑摩書房 平３ 600

L013 先祖の話　初版　 柳田 國男 筑摩書房 昭21 2,100

L014 初版、表紙に若干折れ 昭11 2,500

L015 民話の研究会 蒼海出版 昭53 600

L016 1975 900

L017 藤沢高治 太平出版社 1971 1,500

L018 奥谷 松治 平凡社 昭52 1,800

L019 谷川健一 大和書房 昭47 1,000

L020 日本の皮革:その近代化と先覚者と 武本力 著 東洋経済新報社

昭51 3,500

L021

　 筑摩書房 昭36 1,000

L022
筑摩書房 昭36 1,000

L023
　 筑摩書房 昭36 1,000

L024

 筑摩書房 昭36 1,000
L025 寺田 透 現代思潮社 1970 1,000

L026 2003 1,500

L027 歌集　愛染無限 箱入 明治書院 昭49 1,000
L028 句集　ホームレス羽抜鳥 大石　久 創造書房 平16 500
L029  （函イタミ） 飯塚書店 1963 500

L030 飯塚書店 1968 500
L031 C.S.ルイス 八坂書房 2003 1,500
L032 J.H.ミラー 英宝社 2003 1,000
L033 1987 1,000

世界拷問史 ブライアン・インズ (初版/シール除去痕跡有)　青土社

シュレーバー回想録 ある神経病患者の手記　D.P.シュレーバー

辻裕子他共著/英宝社

西洋倫理思想　その歴史と形態(入門双書）　宇都宮芳明編

メッカへの道／徐霞客遊記）蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

世界ノンフィクション全集第１０巻　（トロイアの黄金／コータンの廃墟／

パピルスの国・粘土の国）蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

木俣　修（歌集）

ベトナム詩集（世界現代詩集11）大島博光・訳編

アリアドネの糸ー物語の線ー

太宰治（鑑賞日本現代文学21） 饗庭孝男・編

植月恵一郎・編著　鷹書房弓プレス

世界ノンフィクション全集第２７巻　（神との結婚 /パリ放浪記 /唐伯虎伝

／ドストエフスキー）　蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

孤島文化の原像と転生

ランボー着色版画集私解

古代日本と東南アジア(東アジアの古代文化別冊′75)大林太良 大和書房

博物誌の文化学－動物編

ニーチェ（Ⅰ・Ⅱ）　M.ハイデガー

世界ノンフィクション全集第６巻 （チベット旅行記/リヴィングストン発見記

   (三刷、カバー経年ヤケ・シミ有、裏見返しに購入日書込有り。装丁挿画　服部有恒)

廃棄された宇宙像:中世・ルネッサンスへのプロレ

郷土生活の研究　（筑摩叢書79）

ヒクメット詩集（世界現代詩集４）

経年ヤケ・シミ有

山村生活調査 : 第二回報告書　柳田國男編

神、男、そして女　『失楽園』を読む

ウンベルト・エーコ

民話の手帖　創刊号（現代の民話他）

世界ノンフィクション全集第２３巻　（ヴェネツィアの恋／愛のデュエット／

／詩人の母　M.ヘッセ）　蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

聞き書　丹波の庶民史

人間機械論:人間の人間的な利用 第2版 　N.ウィーナー

古代史ノオト(日本古代文化叢書）

       ( 2刷、ビニールカバー、書き込み等はありません)

精神疾患と心理学　　M.フーコー/神谷美恵子訳



古本LOGOS 通販事業部 〒927-1213 珠洲市野々江町ヤ部７0-1
Tel 090-6277-7214  Fax 0768-82-1731

E^mail: logos@iwashido.com

L034

 2000 1,000

L035 言葉と想像力 開文社出版 2001 900

L036 和泉書院 2009 800

L037 パミラ、あるいは淑徳の報い 研究社 2011 1,500

L038 英宝社 2004 1,400

L039 1987 1,500

L040 恋のかけひき(文庫） 昭50 500

L041 ミルトン論考 （初版） 中教出版 昭54 800

L042 ふみくら書房 500

L043
新品同様 研究社 2011 1,500

L044 研究社 2002 1,300

L045 滝沢正彦 花伝社 2010 800

L046 仙葉豊他著 英宝社 平19 1,100

L047 清滝仁志 木鐸社 2004 1,000

L048 2009 1,200

L049 慈悲　（サーラ叢書１） 中村　元 平楽寺出版 1987 800

L050 初版非売品/経年/シミあり昭24 1,800

L051 函オビ、月報有岩波書店 昭45 750

L052

　 　　　　　　　岩波書店 函オビ,月報有,小口シミ少 昭45 800

L053 大鏡 /日本古典文学大系21松村博司校注 ( 函経年ヤケ) 岩波書店 昭35 500

L054 函経年ヤケ本体良 岩波書店 1969 1,000

L055 　

　 オビ有 函経年シミ本体良 岩波書店 1989 1,000

L056 新潮社 平11他 2,000

L057 遊民の系譜-ユーラシアの漂泊者たち 杉山二郎 青土社 1988 500

L058 雄鶏社 昭43 1,500

L059 終結のなかの発端:世界を歩く 小田実 著 初版 カバー 河出書房新社 1969 500

L060 こんにちは昔話です 2009 500

L061 塩谷マスクーダ 2008 900

L062 カシミールの民話 2004 500

L063 歳月能登 : 御園直太郎写真集 御園直太郎著 初版 能登印刷出版 1993 2,400

L064 図鑑　能登の植物 小牧　旌 初版・箱入 能登の植物刊行会 昭51 3,000

L065 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

　 2009 900

L066 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

　 　　　　　奥能登塩田村・発行 平25 1,000

越境する演劇シェイクスピアからサッカレー 田中 雅男他編

新井　明・著

ロマン派のエコロジー　～ワーズワースと環境保護の伝統

ジョナサン・ベイト/小田友弥他訳　/ 松伯社

金子雄司・大西直樹著

西田先生とその哲學西田幾太郎先生頌徳記念會

 

小澤昔ばなし研究所

太平記１～５　新潮日本古典集成

鈴木知太郎校注 

英国文化の巨人 サミュエル・ジョンソン

箱入セットのみ美品

土佐日記 かげろふ日記 和泉式部日記 更級日記／日本古典文学大系 第20

『鶴彬こころの軌跡』製作実行委員会・編集

サリーの魅力－インドと日本の架け橋

塩谷マスクーダ・細川律子

ドキュメント　東京大空襲(写真集）初版　　函なし

蕪村集一茶集／日本古典文学大系 第58

日本古典文學大系索引67100巻 別巻 第2

新　日本古典文学大系(77)　武道伝来記/西鶴置土産/万の文反古/西鶴名残の友

小澤俊夫/著

英国十八世紀文学叢書第4巻オトラント城／崇高と美の起源

旅立ちのかたち－イギリスと日本　懐徳堂記念会編

イギリスの修道院　廃墟の美への招待　 志子田光雄他著

S.リチャードソン

江藤周一他共著/港の人

（ホレス・ウィルポール/E.バーク）

フォリオa第5号(特集:自然というジャンル２)スタッフNO編

未分化の母体－十八世紀英文学論集

近代化と国民融合　英政治伝統と改革

マルキ・ド・サド　澁澤龍彦訳　角川書店

フリークス　秘められた自己と神話とイメージ/L.フィードラー　青土社

英文学の中の愛と自由



1. 鳳至 珠洲 奥郡 一町五厘 略絵図 彩色 200,000円（税込）約 60 x 92cm 穴、虫喰

3. 兼六園写真帖 ※難有 6,000円（税込）
明 42 37 x 26cm 石川県 頁 18解説ページ欠
イタミ、破れ、綴じ外れ

4. 加能作次郎 厄年
25,000円（税込）
大 9 19.5 x 13cm
博文館
少イタミ、剥がし痕、
中表紙に書込、蔵印、
函・背に少破れ

5. 加能作次郎 乳の匂ひ
3,500円（税込）
昭 16 牧野書店
19 x 13.5cm
少イタミ、見返しに剥がし痕

7. 産業と観光 博覧会要覧
附 各地産業ご観光案内
6,000円（税込）
昭 7 22 x 15cm
産業と観光の大博覧会
少イタミ、少汚れ

6. 前田侯爵家御蔵器入札目録
385点掲載
10,000円（税込）
大 14 22 x 15cm
少イタミ、書込、蔵印、
折込ページ破れ、外れ

2. 石川県写真帖 ※難有 4,000円（税込）
明 42 石川県 37 x 26cm 頁 48～49欠
イタミ、破れ、表紙に書込、綴紐切れ、綴じ外れ

オヨヨ書林
〒 920-0995
石川県金沢市新竪町 3-21 (営業時間 11:00 -19:00 水曜休)
Tel/fax:076-261-8339 oyoyoshorin@gmail.com
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1.（仏）ポール・イリーブ編集 ル・モ 
1915 年 2 ⽉ 同誌はポール・イリーブの編集に
かかる諷刺雑誌『ル・テモワ』（第⼀次、1906-
10 年）の後継誌、1914 年創刊。 
フランス語。表紙はイリーブ挿絵（リトグラフ）。
ジャン・コクトーの⽂章及びイリーブとの共同挿絵
あり。イリーブはモードのイラストレーターとし
て、また家具などのデザイナーとしてアール・デコ
期に活躍した⼈物で、何より、ココ・シャネルの恋
⼈として著名。 

\12,200 
 

2.（仏）フランス語を喋ろう ポール・イ
リーブ挿絵リトグラフ イリーブが雑誌
『ル・テモワ』のために描いた⽯版⾵刺画 32 葉
（16 葉は折り畳み）を所収。フランス語。同書に
描かれている⼥性はココ・シャネルがモデルだと⾔
われている。イリーブの 1930 年代の作⾵は政治的
だが、⼀⽅で、芸術的な魅⼒にも溢れている。シミ
ある他はとても良い状態。初版。 

\36,600 
 

3.（仏）ロゼと⿊ ポール・イリーブ挿絵
（リトグラフ）パリのワイン商ニコラが編者
となって実現した全 3 冊の叢書の第 2 冊⽬（第
1 冊は『⽩と⾚』）。500 部限定の番外。別刷で
ルネ・ベンヤミンとの対話付。フランス語。表紙
端にキズ、背にイタミあるも状態は極めて良い部
類。全 3 冊を通じてワインにまつわるデザインが
楽しめる。初版 限定版 

\27,500 
 

4.（独）ベルリンの新建築 銀⾊の表紙に
オレンジ⾊の背布装、美本。168 葉の写真
図版、折り畳み地図１葉。 
バウハウス時代に特有のタイポグラフィーによる
標 題。本 書は、 近代建 築の最初の 建築案 内書
（Architekturführer）と⾔われる。ドイツ語。初版。
HEINZ, Johannes. Neues Bauen in Berlin. Ein 
Führer mit 168 Bildern. Berlin, Deutscher 
Kunstverlag, 1931. 

\85,200 

5.（独）ゲオルゲ独訳ダンテ新曲 限定 300
部。版元ベラム装、表紙の下⽅に 2 ミリほどの破
れ、他極美。シュテファン・ゲオルゲによる有名な
⼿書きの書体のファクシミリ版。稀少。ドイツ語。
DANTE. Goettliche Komoedie. Umdichtung von 
Stefan George. In genauer Nachbildung der 
Urschrift bei Otto von Holten. Berlin, Verlag der 
Blätter für die Kunst, 1909. 188x253mm, (30) S.  

\36,800 
 

6.（独）クリングスポル活字鋳造所製作カ
レンダー1925 年版 （12）葉。135x194mm. 紙
装と厚紙装 2 冊セット。書体はヴァルター・ティー
マンのゴシック。ドイツ語。 

￥13,700 
 
7.（独）クリングスポル活字鋳造所製作カ
レンダー1935 年版 紙装、表紙右下に折れ跡、
茶ばみ、美本。⽊版ヴィリー・ハルヴェルト。ヴァ
ルター・ティーマンによるクライストという名の⻲
の⼦⽂字（ブラックレター）。ドイツ語。 

￥3,800 
 
8.（独）クリングスポル活字鋳造所製作カ
レンダー1940 年版（グーテンベルク年） 版
元紙装と版元厚紙装の 2 冊セット、美本。紋章意匠
画家オットー・フップのスケッチと書体。⼿彩⾊。
書体はゴシック、アンティカ、⻲の⼦⽂字。ドイツ
語。 

￥8,200 
 
9.（和）上級和⽂英訳範例 ⻁尾正助著 
弘道閣 三版 ⼤ 15 版元布装、表紙汚れ擦れ、
本⽂茶ばみ。 

￥7,600 
 
10.（和）新聞錦絵 東京⽇⽇新聞 749 号 
⼀萬斎（落合）吉幾画 ⼤阪三井呉服店中村宗
七事件 轉々堂主⼈録 242x355mm, 多⾊刷り⽊
版画 

￥13,200 
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11.（和）ドイツ⼩説集 カントよりヴァー
グナーまで ⽚⼭敏彦・⼤久保和郎共訳、
昭 25 みすず書房 152x182mm, 253p. 厚紙装、カ
バー、帯付き。カント：スヴェーデンボルクの話、
ヘルダー：牧童、ゲーテ：⼆つの机他所収。 

￥3,600 
 
12.（和）愛の守神に憑かれた⼈々 独逸ロ
ーマン派⼥性群 愛の書簡集 ⽻⽩幸雄訳
編 昭 23 新樹社 カロリーネ・シュレーゲル＝
シェリング、K.ギュンデローデ、S.メロー＝ブレン
ターノ、S.ゴンタルト、C.シューマン、I.v.リュティ
ヒャウ、A.v.ドロステ＝ヒュルスホフの書簡を所
収。 

￥2,500 
 
13.（独）グリムの辞典 1854 年版後版（1999
年 dtv ⻘⾊紙装版）全 33 巻。GRIMM, Jacob 
& Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, S. 
Hirzel, 1854 (München, Deutscher Tanschenbuch 
Verlag, 1999).ドイツ語辞典として最⼤のもの。グ
リム童話のグリム兄弟編纂。古典的なドイツ⽂学読
解のためには必携書。また、現代まで、多くのドイ
ツ⼈⽂学作家たちが、この辞書を⽚⼿に創作活動を
おこなってきた。 

￥55,000 
 
14.（独）フィードラー編 バウハウス 
2007 年 243x290mm、639 ページ。図版豊富。
論考多数所収：旧⻄ドイツ（BRD）および東ドイツ
（DDR）におけるバウハウス、バウハウスの哲学、
バウハウスと⾳楽、バウハウスと⼯業、シカゴのニ
ューバウハウス他。美術書。ドイツ語。 布装、カ
バ ー 、極 美。 Bauhaus. Hrsg. v. J. Fiedler u. P. 
Feierabend. Mit Beiträgen v. U. Ackermann, O. 
Arndt & al. Tandem Vlg, 2007. 

￥16,000 
 
15.（独＆英）バウハウス⽣徒作品集 デッ
サウ財団所蔵品 ハティエ・カンツ出版、2013
年。225x280mm、191 ページ。厚紙装、極美、図版
豊富。美術書。⾔語はドイツ語と英語の⼆か国語。
Bauhaus. Die Kunst der Schüler Bauhaus. Art of the 

Students. Werke aus der Sammlung der Stiftung 
Bauhaus Dessau. Ostfildern, Hatje Cantz, 2013. 

￥6,600 
 
16.（独）アーノルト・ベックリン画集決定
版 バーゼル・ヒルマー、1998 年ドイツ語 極
美。ANDREE, Rolf. Arnold Böcklin. Die Gemälde. 
Basel, Hirmer, 1998. 227x290mm, 602S. OLn mit 
Schutzumschl.  

￥25,300 
 
17.（独）ミントゥルノ、あるいは美につい
て トルクヴァート・タッソー著ハッセ独
訳 ベルリン、アクセル・ユンカー出版、1923 年。
版元背ベラム装、函、天朱⾊、⼿彩⾊によるイニシ
ャルとヴィネット。函に極⼩破れあり、その他極美。 
限定 200 部の内 81-200 番を背ベラム装の 159 番。
ドイツ語。TASSO, Torquato. Minturno oder von 
der Schönheit. Berlin, Axel Juncker, 1923. 初版 限
定版 

￥26,400 
 
18.（英）『アーサー王の死』ビアズレー、
1893-1894 年より I の飾り⽂字 葡萄の蔓の
曲線模様。ラインブロック（版画）。157x250mm。
マット付き（ブックマット仕上げ）305x380mm 

￥13,200 
 

19.（独）ゲオルゲ主宰 芸術草紙 Blätter für 
die Kunst.ゲンマ・ヴォルタース＝ティル
シュ（ゲオルゲ＝クライスのフリードリ
ヒ・ヴォルタース夫⼈）旧蔵 芸術草紙 第
6巻（1902/03年）と第７巻（1904年）。背
べラム装、表紙にモノグラム付2冊。第6巻はエーデ
ルワイス⽂様の⾒返し紙。第７巻の標題⾴の反対側
にゲオルゲ ＝クライスの13⼈のメンバーの写真綴
じ込み、押し葉⼊り。ドイツ語。ゲンマ・ヴォルタ
ース＝ティルシュは建築家で舞台演出家パウル・テ
ィルシュの娘。パウル・ティルシュはドイツ⼯作連
盟やバウハウスの思想に深く共鳴し、またゲオルゲ
＝クライスにも属していた⼈物。 

￥35,200 
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20.（独）『マクシミン』（ゲオルゲ著
1907 年）序⽂より W の飾り⽂字の試し
刷り。192x265mm 同詩集は、マクシミンという
少年との出会いから⽣まれ、ゲオルゲ作品中、造
本として代表的なもので最⾼傑作。装幀は、ゲオ
ルゲの装幀者として名⾼いメルヒオール・レヒタ
ー。 

14,300円 
 
21.（独）ベラム装挿絵⼊アナトール 1901
年挿絵⼊り版初版 アルトゥル・シュニッ
ツラー著 モーリッツ・コシェル挿絵 ヨ
ハンネス・ゲレールス装幀ベラム装、⾦押し背標題、
天⾦。標題⾴に印消し跡。ホーフマンスタール（ロ
リス）による序⽂。ドイツ語。 

￥33,600 
 
22.（英）イディッシュ語の歴史 Fishman, 
Joshua A. (ed.) Never Say Die! A Thousand 
Years of Yiddish in Jewish Life and Letters. The 
Hague, Paris & NY, Mouton Publishers, 1981.  

￥6,600 
 
23.(独）1812年から1933年のドイツに⽇常
に お け る 反 セ ム 主 義  ベ ー リ ン ク 著 
BERING, Diez. Der Name als Stigma. Stgt, Klett-
Cotta, 1988.  

￥3,500 
 
24.（和）ユダヤ⼈問題 良知⼒・廣松渉編 
御茶の⽔書房、1986年 布装、函、新品同様 
ヘーゲル左派論集第三巻 内容：ブルーノ・バウア
ー: ユダヤ⼈問題、カール・グリューン: ブルーノ・
バウアーへの反論、モーゼス・ヘス: ローマとエル
サレム 

￥4,500 
 

25.（和）⻄欧とユダヤのはざま〜近代ドイ
ツユダヤ⼈問題 野村真理著 南窓社、1992
年 厚紙装、カバー、シミ少々、美本。 

￥6,500 

26.（独）モーゼス・ヘスとカール・マル
クス マルクス理論の誕⽣ ハンブルク、
クリスティアンス出版、1983 年刊⾏。 

￥3,200 
 
27.（独）モーゼス・ヘス 社会主義とシオ
ニズムの先駆者 テオドール・ズロシチ著 
ベルリン、世界出版、1921 年刊⾏。160x227mm, 441
ページ、版元背布装。 

￥6,600 
 
28.（独）知られざるドイツ オッフェンバ
ッハ、クリングスポル活字鋳造所制作、
1920 年  
版元厚紙装。⼀葉右⾓余⽩に30, 40mmの破れ、テ
キストに影響はなし。総じて極美。ドイツ語。初版
及び限定版、稀少。著者パウル・ド・ラガルド（1827-
1891年）は東洋学者で、急進的保守主義者で反ユダ
ヤ主義を主張した思想家であり、第三帝国の思想に
も影響を与えた。  

￥130,600 
 
29.（独）第９番⽬のドイツ語聖書（コーベ
ル ガ ー 聖 書 ） イ ン キ ュ ナ ブ ラ 零 葉
242x362mm, マット付き 406x508mm、極美。1483
年、マルティン・ルターが⽣まれた年に出版された
ドイツ語の聖書。旧約聖書の歴代誌の中の⼀⾴。 

￥104,700 
 
30.（独）古いウィーンの劇場詩 ハンスブ
ルストからネストロイまで ８枚の図版と楽
譜⼀枚付き。1920年刊⾏ ⻲の⼦⽂字。 

￥3,500 
 
31.（独）ビーダーマイヤー時代（⾳楽家で
いうとシューベルトの時代）の児童書の⼿
彩⾊銅版画 1840 年ごろ。ブックマット仕上げ
（8x10 インチ版サイズ、203x254 mm） チークの
額付  内容：Fichten（モミの⽊）。詩の翻訳をお付
けします。 

￥13,200 
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1 アルビオン　復刻版　全7冊揃 第一書房 昭58 15000

2 初版、カバー、巻末に印　 白水社 1999 28000

3 2001 5000

4 民衆史研究　42冊一括 民衆史研究会昭41－199520000

5 　教育出版 昭58 45000

6 ゆまに書房 昭59 13000

7 篆真字典 洪〓陶〓著  カバー　天に少点々シミ有　文物出版社 1996 7000

8 光村推古書院昭50 10000

9 伝承紋脈　和・更紗紋様図鑑 吉本嘉門編 カバー、第2刷 グラフィック社昭51 2500

10 昭62 18000

11 日本料理探求全書　全13巻揃 平野雅章 函、総目次つき　 東京書房社 昭54 25000

12 30000

13 岡山陶芸図鑑 函、大型本、帙入り 岡山日日新聞昭56 10000

14 陶芸四季　創刊1号～13号揃 状態良 画文堂 昭54～昭5910000

15 真贋往来 : 文化論的視点から 杉山二郎 初版　 函　状態良 瑠璃書房 平2 1500

16 書画骨董偽物がたり 佐々木三味 第3版　裸本　経年ヤケ　 河原書店 昭35 1000

17 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

18 鉄道王雨宮敬次郎ど根性一代小林和生 初版　 カバー　 帯　美本 東洋 2010 1500

19 奇術の種あかし 三沢隆茂 第6版　 裸本　経年ヤケ　 実業之日本社大10 1500

20 考える画布 福田新生 初版　 函経年少ヤケ有　 新時代社 1971 1000

21 新劇その昔 田中栄三 初版　 函　 文芸春秋新社昭32 1500

22 女優一代 水谷八重子 第3刷　 函ヤケ　本体状態良　読売新聞社 昭43 1000

23 子供記 鈴木藤太郎 初版　天・小口に経年少ヤケ　甲鳥書林 昭16 1000

24 妹島和世+西沢立衛読本-2005 2005 2000

25 宮中晩餐会 : お言葉と答辞 加瀬英明 編 初版　 カバー　 帯　 日本教文社 平5 3000

26 初版　 カバー　 桂書房 1992 1000

27 架空人名辞典　日本編 1989 2500

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

29 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　本体状態良 八木書店 昭56 1500

30 写真集・坂本竜馬の生涯 土居晴夫 ほか 初版　 カバー　状態良 新人物往来社1989 1000

31 日本史に生きた渡来人たち 松籟社 1986 1000

32 アイヌの眼で見た日本の歴史 中本俊二 2009 1000

33 徳間書店 1993 800

34 中国共産党に消された人々 相馬勝 初版　 カバー　 帯　 小学館 2002 800

35 北国街道の城 塩照夫 初版　 カバー　状態良 北国新聞社 1994 1000

36 初版　 カバー　経年ヤケ　 新人物往来社昭45 1000

37 昭48 1000

38 とうふの文化史 高井源雄 編 自費出版　 カバー　 高井源雄 昭62 1000

39 しょうゆ世界への旅 大塚滋 初版　 カバー　 帯　状態良 東洋経済新報社昭63 1000

40 幕藩体制社会の成立と構造 安良城盛昭 増訂第4版第1刷　 カバー　 有斐閣 1986 2000

41 1500

42 日本における男色の研究 平塚良宣 初版　 カバー　状態良 人間の科学社出版事業部1994 1000

43 講談社出版 1997 1000

44 初版　 カバー　状態良 現代旅行研究所昭57 1000

45 神戸新聞 昭59 1000

46 明12 5000

47 1987 1000

48 ヴァルダ　デュラス　メイ　他キネマ旬報社昭54 800

茶式花月集　上下　後編　上下　全四冊揃　和本 天保8年・天保10年新刻　保存良　　一樂齋蔵版

白村江　敗戦始末記と薬師寺の謎　　鈴木治 重版、カバー、帯、小さい日付印有　学生社

うたごよみ　近代日本史　王政復古から日清戦争まで　大久保保慈泉　限定1000部　函　政経読本社

紙の世界　神代から現代まで紙とともに　　相馬太郎　初版　カバー　状態良

富岳歴覧 : 外国人の見た富士山　　伏見功

黍田村に生きた人々 : 江戸時代農民の生涯　　山田正雄　初版カバー　状態良

和氏授業法　　　アルフレッド・ホルブルーク [著] ; 山成哲造譯　　裸本　状態経年並　　文部省

シュタイナー学校の教師教育　シュタイナー教育教員養成ゼミナール体験記　河津雄介　　カバー　　創林社

世界の映画作家37　世界の女性映画監督

　　カバー　帯　状態良　　　エーディーエー・エディタ・トウキョウ

京都大学英文学会編　　函なし　状態良

ティリッヒ著作集　新装復刊　全11巻揃

ハギア・ソフィア学術調査団　研究成果報告会　報告集　　美本　　筑波大学芸術学系日高教室

　第4号から第50号まで不揃い　状態良　

せきね文庫選集　第一期　全12冊・別冊付　計13冊揃　250部限定版　帙入　美本

蜀山人未刊資料集　国文学研究資料文庫28-30　全3巻揃　函　　状態良

日本装飾大鑑　新版　解説共2冊1函　　　河辺正夫著　大渕武美解説

アトレ　コレクション　フローリット　参考資料集 二重函　　　　　　　　アトレファッション㈱

和漢書覚え書　富山県立図書館所蔵　　綿抜豊昭

教育社歴史言語研究室 編　初版　函　カバー　記名有　教育社

段 煕鱗《タン ヒリン》　　初版　カバー　印有

初版　 カバー　印有　　　日本歴史研究所

北京公安局K字牢 : 天安門事件リーダーの獄中180日　高新　著　初版　カバー

城と合戦 : 城攻め・その戦略戦術　　大場弥平
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49 別冊新評　SFー新鋭7人特集号 昭52/7 1000

50 大人の絵本　禁じられた文学 磯村謙 カバー 浪速書房 昭44 1000

51 カバー 桃源社 昭41 1000

52 立ち読み厳禁の書 野坂昭如 初版　 カバー　新書判　 青春出版社 昭41 700

53 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

54 カバー 講談社 1996 800

55 1993 700

56 付録付　美本　外函付 講談社 昭45 15000

57 六興出版 昭60 1000

58 (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

59 函 朝日新聞社 昭 4 1500

60 第二朝日常識講座2　美術の話坂崎坦　仲田勝之　函 朝日新聞社 昭 4 1500

61 函 朝日新聞社 昭 4 1500

62 函 朝日新聞社 昭 5 1500

63 函 朝日新聞社 昭 5 1500

64 函 朝日新聞社 昭 5 1500

65 日々是東京百景 シトウレイ 初版　 カバー　 帯　状態良 文化出版局 2012 1000

66 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

67 江戸時代の科学 名著刊行会 平 7 4000

68 家康公の時計 2013 1500

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

70 江戸切絵図と東京名所絵 白石つとむ 編 1993 4000

71 江戸上水道の歴史 伊藤好一 初版、カバー、帯、状態良 吉川弘文館 平8 1500

72 内なる江戸 : 近世再考 中野三敏 初版　 カバー　 帯　状態良 弓立社 1994 1500

73 浅草物語 一瀬直行 初版　 カバー　天・小口ヤケ　　パトリア 1957 1000

74 探訪江戸川柳 興津要 第2刷　 カバー　状態良 時事通信社 1990 1000

75 考証江戸情緒 稲垣史生 初版　 カバー　 評論社 昭54 800

76 1991 800

77 徳川絶対王政論 飯沼二郎 初版　 カバー　状態良 未来社 1991 800

78 咸南名鑑 昭15 25000

79 天皇と朝鮮人と総督府 金一勉 初版　 カバー　 帯　 田畑書店 1984 800

80 在日朝鮮人人権白書 　朝鮮青年社 1996 1500

81 在日韓国・朝鮮人-歴史と展望姜在彦, 金東勲 第2刷　 カバー　状態良 労働経済社 1990 1000

82 私と朝鮮 小田実 初版　 カバー　 筑摩書房 1977 1000

83 1988 1000

84 北朝鮮の最高機密 文芸春秋 1995 1000

85 2007 3500

86 日治時期森州華族　蒙難史料 1990 3000

87 1995 800

88 総天然色で見る日本の終戦 中西正紀, 他 著 初版　DVD付　 カバー　 帯　美本メディアボーイ2008 1000

89 1986 1000

90 学徒出陣 安田武 初版　 カバー　 三省堂 1977 800

91 戦死ヤアワレ : 無名兵士の記録　足立巻一 初版　 カバー　 帯　 新潮社 1982 800

92 1992 700

93 三年半 : ソ連抑留記 喜多健次 初版　 カバー　 帯　 千人社 昭58 1000

94 歴史から消された兵士の記録 土井全二郎 初版　 カバー　 帯　 光人社 1997 800

95 初版　 カバー　 帯　 立風書房 1978 800

96 思想としての戦争体験 三枝康高 初版　 函　 桜楓社 昭35 1500

戦中派からの遺言 : 戦没者の鎮魂のために　　大崎平八郎　　初版　カバー　帯　　　新評論

私は魔境に生きた : 終戦も知らずニューギニアの山奥で原始生活十年　　島田覚夫　　カバー　　　ヒューマンドキュメント社

第二朝日常識講座7　最新科学の話　　石川六郎

　手塚治虫VS萩尾望都　山田正紀　かんべむさし　他　新評社

発売禁止の本　衝激を与える毒の書　　城市郎

SOS大東京探検隊　大友克洋短篇集2

手塚治虫の真実と謎と秘密と履歴書　戦後日本の大衆文化における巨人　テヅカニアン博物館　　山河社

少年倶楽部　復刻愛蔵版　昭和7年度　全12冊

第二朝日常識講座3　社会と新聞　　美土路昌一

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

第二朝日常識講座1　太平洋問題　　　米田實

第二朝日常識講座 9 公民教育の話　　関口泰

第二朝日常識講座10　食糧問題講話　　下村宏

東京科学博物館編　　函　復刻版

落合偉洲 　　初版　カバー　帯　著者署名・落款有　　平凡社

函、カバー、初版第2刷　状態良　　小学館

康明道 著 ; 尹学準 訳　　初版　カバー　帯　

近代上海的日本居留民(1868-1945)　中国語本　陳祖恩　カバー　マーカー引き有　上海社会科学院出版社

再版　状態良　　　　　　森美蘭中華大會堂

神を信ぜず : BC級戦犯の墓碑銘　　岩川隆

江戸っ子の春夏秋冬 : 続「半七捕物帳」江戸めぐり　　今井金吾　　初版　カバー　帯　美本　　河出書房新社

　　　　　初版　 函なし　状態経年並上　　朝鮮元山毎日新聞社

在日本朝鮮人権利擁護委員会 編　初版　カバー　

日の丸と赤い星 : 中国大陸の朝鮮族を訪ねて　金賛汀　初版　カバー　帯　情報センター出版局

満州安寧飯店 : 昭和二十年八月十五日日本の敗戦　　岡田和裕　初版　カバー　帯　　光人社
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97 2001 1000

98 標準　軍歌集　教練版　袖珍版 昭13 2500

99 沖縄戦　沖縄を学ぶ100冊 同刊行委員会編 初版、カバー、帯 勁草書房 1985 1500

100 男装従軍記　　　　永田美那子 日本評論社 昭7 10000

101 昔の南洋と日本　ラジオ新書24　板澤武雄 第16版　　新書判　経年やけ　日本放送出版協会昭17 700

102 朝日新聞社 1989 1500

103 第3刷　 カバー　 帯　状態良平凡社 2004 1000

104 昭42 1000

105 田中角栄 : データ集 情報研究所 編 復刻第2刷　 カバー　状態良データハウス 1994 800

106 昭17 8000

107 季題分類　句集　時雨 同人社 昭24 2500

108 日々の俳句 沢木欣一 初版、カバー、帯 求龍堂 昭58 1500

109 評伝前田普羅 中西舗土 初版、カバー、 明治書院 平3 2000

110 新北陸俳句歳時記 北国新聞社 平4 2000

111 昭50・54・572000

112 宝文館 昭43 1000

113 座談会昭和文壇史 野口富士男 編 初版　 カバー　 帯切れ有　 講談社 1976 1000

114 ドメス 1980 1000

115 『明星』における進歩の思想 碓田のぼる 初版　 カバー　 青磁社 1980 800

116 小泉八雲の妻 長谷川洋二 初版　 カバー　 帯　 松江今井書店昭63 1000

117 蒲原有明論考 松村緑 初版　 函スレ有　 明治書院 昭40 3000

118 昭58 2500

119 晩年の赤彦と百穂 久保田健次 初版　 函　 短歌新聞社 昭52 1500

120 本居宣長 吉川幸次郎 第2刷　 函天シミ有　 筑摩書房 昭53 1000

121 越佐文学散歩 初版　 函背ヤケ有　 野島出版 昭50 1500

122 近代文学と仙台 金沢規雄 初版　 帯　月報・正誤表付　日曜随筆社 昭41 1500

123 万葉堂 昭52 1000

124 中里介山 : 孤高の思索者 尾崎秀樹 初版　 カバー　 帯　 勁草書房 1980 1000

125 啄木私稿 冷水茂太 初版　 函　 帯　 清水弘文堂 昭53 1000

126 子規と節と左千夫　復刻版 橋田東声 初版　 函　 五月書房 昭50 2000

127 元禄期の文学と俗 広末保 初版　 カバー　印有　 未来社 1979 800

128 昭47 2000

129 文学碑訪ねある記 安池敏郎 私家版　筒函　状態良 安池敏郎 昭61 1000

130 八少女　別冊つき　揃 八少女會 [編] 昭58 3000

131 短歌研究社 昭44 1500

132 瀧澤秋暁著作集 平野勝重 編 昭46 2500

133 著作権史話 昭58 1000

134 富士北麓と文人たち 昭61 800

135 昭43 800

136 文芸復興期の美術 西村貞 初版　 函欠　天・小口ヤケ　聚英閣 大10 1000

137 万葉集百首歌とその研究 山口正 昭45 1000

138 炭塵 三好十郎 初版　裸本　経年ヤケ有　 中央公論社 昭6 2000

139 短歌論攷 尾山篤二郎 初版　 函　経年ヤケ有　 立命館出版部昭6 2000

140 日本における倫理と宗教 下出積与 編 初版　 函　 吉川弘文館 昭55 1500

141 禅の見方と行ひ方 鈴木大拙 初版　見返し旧蔵記名印有　大東出版社 昭16 800

142 親鸞　その念仏と恩思想 新保哲 初版  カバー  帯 吉川弘文館 昭60 1000

143 初版　 カバー　 雄山閣 平3 800

144 他力本願と私 大谷暢順 2001 1000

今村嘉吉大佐・画　辻順治軍楽大尉　函　記名　　野ばら社　第一線社

初版　 函　正誤表付　　教育出版センター

歎異抄入門 : 自己愛幻想からの解放　　仁科竜

初版　 カバー　 帯　美本　　ロングセラーズ

名古屋明治文学史　3冊揃　　文化財叢書66・76・82号　　名古屋近代文学史研究会　　状態良　　　名古屋市教育委員会

永井荷風文がたみ : ほろびし東京の歌　　近藤富枝　　初版　函薄ヤケ有

女人芸術の世界 : 長谷川時雨とその周辺　　尾形明子　　初版　カバー　

與謝野寛 晶子書簡集 : 天眠文庫蔵　植田安也子・逸見久美　初版　函　献呈署名本　八木書店

島崎藤村の仙台時代 : 「若菜集」をめぐって　　藤一也　　　初版　カバー

イギリス文学と詩的想像 : ケルト民族の禀質の展開　　　尾島庄太郎　　　函　カバー　ヤケ有　　　北星書店

海外における日本近代文学研究　　村松定孝　武田勝彦　　第2刷　帯　　　早稲田大学出版部

函　状態良　　　　　椙山女学園大学文学部

明治の歌人　明治維新百年記念出版書　明治神宮編　　　初版　函背薄ヤケ有

初版　 函薄ヤケ　瀧澤秋暁著作集刊行会

倉田喜弘 　　新装　カバー　帯　天・小口ヤケ有　　千人社

内藤成雄 ; 毎日新聞社甲府支局 　　カバー　帯　　ぎようせい

道無量　風調雨順帖・風花雪月帖　揃　　　風可子（古川虎之助）　　　限定版　帙　和紙フランス装　小色紙付　　　私家版

青木月斗・選　鈴木鶉衣・編　　初版　函

石川県俳文学協会 編　　初版　カバー　帯

宮本常一の写真に読む失われた昭和

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　少ヤケ有　　講談社

海軍航空教範 : 軍極秘・海軍士官搭乗員テキスト　　押尾一彦・野原茂編　カバー　帯　光人社

　　　　　　　初版　 函なし　背痛　やけ　小印有　

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
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145 末代無智の御文 : 御文講座 和田真雄 第2刷　 カバー　美本 法蔵館 1998 800

146 維摩経講話 鎌田茂雄 初版　 カバー　経年ヤケ 月刊ペン社 昭57 1000

147 新・仏教概論 : 六道と六波羅密金岡秀友 初版　 カバー　経年ヤケ 春秋社 1979 1000

148 仏教語入門 橋本芳契 初版　 カバー　経年ヤケ 法蔵館 昭58 800

149 法華経講話 望月歓厚 第3版　 函　経年ヤケ 平楽寺書店 昭18 1500

150 近代宗教文芸の研究 小田良弼 初版　 函　 明治書院 昭44 1000

151 1988～19913000

152 私家版 1981 4000

153 越中志徴　復刻版　上下巻合本 昭54 5000

154 1994～200310000

155 1984-201025000

156 巧玄出版 昭54 1500

157 昭54 1500

158 昭51 1500

159 イルクーツク州の日本人墓地 1993 2000

160 平16 1500

161 河内村戦没者慰霊誌 平2 3000

162 1981 2500

163 無柯亭歌論集 尾山篤二郎 初版　 函　 短歌新聞社 昭61 1500

164 昭61 1500

165 生きている民俗探訪石川 今村充夫 初版　 カバー　状態良 第一法規 昭53 1000

166 郷土の年中行事 長岡博男 冊子　元パラつき　 北鉄交通社 昭29 1000

167 石川県写真史 昭55 2000

168 北陸工業概觀 昭24 3500

169 日本硬質陶器のあゆみ 重利俊一編 昭40 3500

170 老の路種 上田耕 昭11 3000

171 金沢用水散歩 笹倉信行 初版　 カバー　印有　 十月社 1995 1000

172 十月社 平2 1500

173 昭57 15000

174 白山史料集　上巻 函、日本海文化叢書第4巻　県図書館協会昭54 6000

175 白山 : 自然と文化 総合研究 1992 8000

176 白山の昆虫 富樫一次 初版　 カバー　正誤表付　 北国出版社 昭53 1500

177 加賀の傑僧 任誓 中川一富士 鳥越村史別巻　 　印有　 鳥越村役場 昭47 1500

178 松井乗運翁行状 大7 4000

179 1985-200720000

180 復庵遺稿 昭2 5000

181 ふたつの流れ 大戸宏 初版　 カバー　小口少シミ有　　北国新聞社 平1 1000

182 処刑のあとさき 大戸宏 初版　 帯　 大和印刷社 平3 2000

183 昭54 3000

184 北国出版社 昭57 1500

185 北国出版社 昭60 1500

186 平7 2500

187 平17 1500

188 能登印刷 1990 2000

189 初版、カバーに経年薄ヤケ 橋本確文堂 平11 2000

190 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

191 能登半島学術調査書　付図共 石川県 昭40 20000

192 昭39-4150000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

島もの語り : 寺島蔵人能登島流刑日記　　　若林喜三郎監修　　初版　カバー

続　島もの語り　寺島蔵人流刑地能登島からの手紙　若林喜三郎監修　　カバー

武家屋敷寺島蔵人邸跡所蔵品図録 大判　状態良　　　金沢市文化財保存財団

あずまものがたり : ふるさとの歴史散歩 カバー　　押水町東間区集落史編集委員会

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

舳倉の鳥たち : 能登半島沖50km　　　橘映州

　　　　　　　　　初版、函、付図7種類揃函入共　

稿本　戦国大名上杉氏の分国支配　越中国を中心に　　高森邦夫　　状態良

森田柿園著　石川県図書館協会編　　第2版　函　富山新聞社

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

砺波散村地域研究所　研究紀要　第1号～第27号内第21号欠　21冊一括　砺波散村地域研究所

五箇山 : 失われる山びとの暮らし　　宮崎重美・池端滋　　　第2刷　函　カバー　

8月27日 : 旧満州国白山郷開拓団　　　初版　カバー　帯　　石川県教育文化財団　北国新聞社

函　　　　　石川県河内村社会福祉協議会

昭和七・八年石川県特高警察資料 帯　　　　　　　　石川県社会運動史刊行会

ふるさとの昔むかし　庄川町の伝説・民話選集（1）　　　　　　　　　　　富山県庄川小学校PTA

拓魂　富山県満蒙開拓慰霊碑建立記念 　　　　　　　　　　　富山県満蒙開拓自興会

　初版　 カバー　附図つき　天に薄しみ　　　石川県ロシア協会

湯布院町づくりノート　風の計画　創刊号～第5号　5冊揃　函　状態良　湯布院企画室「西方館」

加能史料研究　創刊号から第19号まで＋第22号　合計20冊一括　　　　　　　　石川史書刊行会

裸本　経年ヤケ有　　　　篠島先生彰徳会

能登島地方誌　　鹿島郡第七部教員研究会　明治45年版の復刻版　私製函　能登島町史学会

浅野川年代記 : 1890-1990 川のひびきを聞きながら　　初版　函

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

白山総合学術書編集委員会 　函　附図3枚つき　　北国新聞社

浅野吉次郎　号　乗吉　背痛有　関連新聞記事貼り付　私家版

石川のわらべ歌　日本わらべ歌全集10上　　小林輝治　　初版　カバー　2頁朱線有　柳原書店

函欠　正誤表　　　　石川県営業写真協会

阿部茂監修　　経年ヤケ・シミ　　　　名古屋商工局北陸出張所

ビニールカバー　　　　　　　　日本硬質陶器

小口に蔵書印　　　　　　　　金沢文化協会
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193 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

194 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

195 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

196 名工物語　九谷焼後藤才次郎 久保田正衛 初版　 カバー　経年ヤケ　 同和春秋社 昭32 1500

197 野菊の露 : 能登麦屋節考 森山啓 初版　 カバー　 帯　 創林社 1980 1000

198 初版　 カバー　 帯　状態良 フェニックス 昭54 1500

199 昭56 7000

200 鏡花研究　第六号 新保千代子編 昭59 2500

201 鏡花研究　第七号 平1 2500

202 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

203 室生犀星句集　魚眠洞全句 室生朝子編 再版　 函背経年スレ　 帯　 北国出版社 昭54 2500

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

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

206 室生犀星研究　第1輯 室生犀星学会 状態良 室生犀星学会1985 2000

207 市史かなざわ　第1号・第2号 金沢市 平7・8 2000

208 加賀奇談考 西敏明 初版　 カバー　 帯　 文献出版 昭55 1000

209 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

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

211 日本ヒコーキ物語　北陸信越篇　平木国夫 初版　 カバー　 帯　 冬樹社 1980 1500

212 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

213 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

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

215 昭48 2000

216 昭42 5000

217 南町のあゆみ 平17 4500

218 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

219 高儀町誌 高儀会編 非売品　経年やけ　 金沢市高儀会昭15 4000

220 富樫郷土史 北田八州治 昭46 1500

221 額郷土史 北田八州治 昭47 3000

222 金沢百年 町名を辿る 読売新聞金沢総局 1990 1000

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

224 石川縣師範教育史 徳光八郎編 昭28 20000

225 平2 8000

226 兼六園全史 昭51 25000

227 国書刊行会 昭63 1000

228 蛍の飛加理 夏炉庵来首 著 昭60 1500

229 図説　こまつの歴史　新修小松市史10 函　美本　 　小松市 平22 4000

230 函　美本　 　小松市 平28 5000

231 函　美本　 　小松市 平27 5000

232 函　美本　 　小松市 平20 5000

233 函　美本　 　小松市 平18 5000

234 函　美本　 　小松市 平15 5000

235 図説　吉野谷村の歴史 平16 4500

236 平16 3000

237 平17 5000

238 新修　七尾市史　9　海運編 函　美本　 七尾市役所 平11 5000

239 新修　七尾市史　10　産業編 函　美本　 七尾市役所 平19 5000

240 函　美本　 七尾市役所 平16 5000新修　七尾市史　12　造形文化編

新修　小松市史　資料編13　近世村方　DVDつき

新修　小松市史　資料編12　美術工芸　DVDつき

新修　小松市史　資料編8　幕領

新修　小松市史　資料編7　文芸

新修　小松市史　資料編5　曳山　CD-ROMつき

函　美本　　　　　　　　　　　石川県吉野谷村

図説　門前町の歴史　町制施行50周年記念 函　美本　　　　　　　　　　　石川県門前町

新修　門前町史　資料編4　海運 函　美本　　　　　　　　　　　石川県門前町

地方作家の生涯 : 輪島のお小夜　　高道正信

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

　　　　　　　　　　　　　　　　石川近代文学館

　　　　　　　　　　　　　　　　石川近代文学館

金沢市史編さん事務局編　　美本

　 函　正誤表つき　 限定500部内231番　　　兼六園観光協会

金沢町人の世界　金沢パフォーマンスの原像　　田中喜男　　初版　カバー　

　カバー　印有　多太神社実盛之兜保存会

創刊のこころ　金沢の戦後雑誌から　　　西田圀夫　　　非売品　一頁線引き　　　　　私家版

'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

函　美本　　　　　　金沢市南町通り商工会

小口ヤケ・汚れ有　　　　富樫農業協同組合

正誤表付　小口ヤケ　　　額農業協同組合

　初版　 カバー　少マーカー引　能登印刷

函ヤケ　　金沢大学教育学部明倫同窓会

新加能画人集成　金沢市制百周年記念 カバー　美本　　　　　　金沢市教育委員会
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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)

X1 加賀・能登 歴史の窓 (加能史料編纂二十周年記念出版)　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ、
　　謹呈ｼｰﾙ貼付　加能史料編纂委員会編 　　　　石川史書刊行会 平11 2,000

X2 中世鶴来の遺跡と文化財 (鶴来町史 歴史篇 抜刷)　背等ﾔｹ有 900
X3 「北陸古代史の研究」要旨・目次/地域史への一つの発言/著作目録

背等少色ｱｾ､少ﾔｹ､P35 浅香年木 1979 600
X4 銭屋五兵衛と北前船の時代　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ､2ヶ所程赤ﾍﾟﾝ線

木越隆三 北国新聞社 2001 1,700
X5 近江商人の道 (近江歴史回廊)　　ｶﾊﾞｰ、薄ﾔｹ　

　　淡海文化を育てる会編 ｻﾝﾗｲｽﾞ出版 2004 900
X6 日本の古代遺跡　43　石川　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ､底少ｼﾐ跡汚

橋本澄夫 保育社 平 750
X7 親鸞聖人　　小口等少ﾔｹ汚 宮崎圓遵/藤島達朗/他編 徳間書店 昭48 500
X8 加賀一向一揆500年 (市民ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･私にとって一向一揆とは)　　少ﾔｹ､天少黄ばみ

同考える会編　　　　　　能登印刷出版部 平元 1,400
X9 いしかわ遺跡めぐり 加賀編 (ﾄﾞﾗｲﾌﾞ紀行) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 橋本澄夫 北国 1998 900

X10 日本海の商船 北前船とそのふる里　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　
牧野隆信　加賀市教育委員会 平3 350

X11 金沢・再発見 (その伝統と情緒) ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ 田中喜男 日本書院 昭44 900
X12 石川縣銘文集成 4 経巻・佛畫編　函帯等少ﾔｹ 櫻井甚一　北国出版 昭48 1,500
X13 自由民権の先覚者 稲垣示物語　　小口等少ﾔｹ汚､所々ﾍﾟﾝ訂正書込等有、

非売品 櫻木成一 昭50 750
X14 日本の子どもの詩　18　福井　　裸本､小口等少ﾔｹ

日本作文の会編 岩崎書店 1982 1,200
X15 近代日本の夜明けに活躍した郷土の先人たち　　少ﾔｹ、P54

笠島清治 福井九頭竜ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 平6 600
X16 ふくいの祭り　背等色ｱｾ、少ﾔｹ　杉原丈夫　福井県文化振興事業団 昭63 900
X17 ふくい女性史 (近代福井の光と陰に生きる)　　裸本､少ﾔｹ､汚有､正誤表貼付、

　　　　　　　　　　　　　　　謹呈署名入り 田中光子 ﾌｪﾆｯｸｽ出版 昭53 450
X18 我等の郷土と人物　第一集　　裸本、ﾔｹ､表紙ｼﾐ跡汚､少痛

竹内松次郎他編　福井県文化誌刊行会 昭27 900
X19 城下町金沢 (封建制下の都市計画と町人社会)　　函背天等少ﾔｹ､正誤表付

田中喜男 日本書院 昭41 1,500
X20 金沢の伝統文化　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠､小口等少ﾔｹ　　〃　　日本放送出版 昭47 450
X21 加賀能登の家　　ｶﾊﾞｰ背ｼｰﾙ剥し跡、底他小学校印消、少ﾔｹ

田中喜男編 北国出版社 昭55 1,200
X22 加賀象嵌職人 (米沢弘安の人と作品)　　裸本､少ﾔｹ､背角少ｽﾚ

田中喜男 北国出版社 昭49 2,500
X23 加賀 能登の年中行事　　ｶﾊﾞｰ端少痛､少ﾔｹ　今村充夫 北国出版社 昭52 1,200
X24 ふるさと加賀・能登 (身近な地域の地理巡検)　　少ﾔｹ、角小痛

　　　　　　　　　　　　　　　　監修・編集代表 矢ヶ崎孝雄　　東京法令出版 昭56 900
X25 金沢の老舗　　裸本､少ﾔｹ､綴少弱、蔵書印消、奥付新聞切抜貼付

監修 本岡三郎/松原茂 北国出版社 昭46 1,700
X26 金沢木工芸職人 (池田作美・伊藤伊斎藤)　　函、少ﾔｹ　田中喜男　〃 昭51 3,000
X27 小松 本覚寺　　少ﾔｹ､P11､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､折跡 150
X28 いのちの森 (縄文・桜町遺跡 付 縄文の道)　 薄ﾔｹ　　　北日本新聞社 1999 900
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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)

X29 歴史の中の都市と村落社会　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 田中喜男編　思文閣出版 1994 2,000
X30 明和六年　鳥兎記　　少ﾔｹ､献呈署名入　北野勝次編 称名寺 平5 3,500
X31 むかしの小松　第一巻　ﾔｹ､少汚､角少痛 小野寺松雪堂　同頒布会 昭24 1,500
X32 国立国会図書館所蔵　深田久彌生旧蔵書目録　　少ﾔｹ､欧文図書

　　　　国立国会図書館編 丸善 昭51 750
X33 加南地方史研究　第21・28・29号　3冊で　　少ﾔｹ､背少痛 　　　昭49・55・57 2,000
X34 江渟の久爾 (えぬのくに)　第17～20号　4冊で　　少ﾔｹ汚

江沼地方史研究会　　1972～75 2,500
X35 加賀三浦遺跡の研究　　少ﾔｹ、表紙少反り

　　　　　　　　　　　石川考古学研究会編著 　　石川県教育委員会他 昭42 3,800
X36 写真集 明治大正昭和 小松 (ふるさとの想い出 46)　　裸本､小口等少ﾔｹ､

　　　　解説少ﾍﾟﾝ線、ﾊﾟﾗﾌｨﾝｼ紙端少貼付 川　良雄編 国書刊行会 昭54 2,800
X37 小松の曳山　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　撮影・宮腰重雄/文・大西勉　　宮誠而編刊 昭58 2,500
X38 文化と歴史と夢のある街 (長土塀公民館創立五十周年記念誌)　　背少色ｱｾ

金沢市長土塀公民館 平15 1,500
X39 金沢市史　資料編　16　美術工芸　函背等少色ｱｾ､A4判 金沢市 平13 3,500
X40 金沢・常福寺歴史資料図録　　 函背等少色ｱｾ､A4判

　　金沢市教育委員会文化財課編刊 平13 4,800
X41 「奥の細道」北陸路と蕉門の人々展　解説図録

　　　　　　　　　　　　P13､ｶﾗｰ､博物館ﾉｰﾄ (高岡市) 3枚付 滑川市 平19 450
X42 内灘町史　函等少ﾔｹ､地質図付　同編さん専門委員会編 内灘町 昭57 3,500
X43 内灘郷土史 (復刻版)　函天等少ﾔｹ汚 中山又次郎 内灘町役場 昭49 3,000
X44 石川・富山 ふるさと地図 (最新版 全図・詳細図)　裏表紙折跡

　　　　　北國新聞社他 2015 900
X45 北海道在住　加越能人名録　　少ﾔｹ､裏見返端少痛

野澤善三郎 　加越能人名録発行所 大5 28,000
X46 本多男爵家/林家　蔵品入札目録　　少ﾔｹ汚痛、一部値段書込

　　　　　金澤美術倶楽部 昭11 4,500
X47 福井県の地名 (日本歴史地名大系 18)

　　　　　　函等少ﾔｹ、函ｶﾊﾞｰ・本体ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠、付録付 平凡社 1981 2,500
X48 河野村史　　　　裸本､少ﾔｹ､正誤表付､非売品 河野村 昭59 4,500
X49 北国庄園史料　　函背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ 　福井県郷土史懇談会 昭40 2,500
X50 三国町史料　町内記録　　函背等少ﾔｹ 　　　三国町教育委員会 昭48 2,000
X51 新考坂井郡誌　全 (複刻再版)　　裸本､薄ﾔｹ､地図付 ひまわり書店 昭52 3,000
X52 福井市の文化財　　裸本､小口等少ﾔｹ 福井市教育委員会編刊 昭53 1,000
X53 我等の郷土と人物　第四巻　裸本､小口等ﾔｹ有　福井県文化誌刊行会 昭39 900
X54 小浜市史　諸家文書編二　　函等少ﾔｹ 小浜市役所 昭55 3,000
X55 以下、「大野市史」　　函等少ﾔｹ 同編さん委員会編　大野市役所

2・3　諸家文書編一・二　2冊　昭55・6　9,000　　4・5　藩政史料一・二　2冊　昭58・9
10,000　　6　史料総括編　昭60　4,000　　8　地区編　別冊より挿入貼付、裏表紙内
ｼｰﾙ貼付　平3　3,500　　9　用留編　平7　4,500　　10　新聞資料編　平12　4,000

X56 大野市史料所在目録　第1輯 社寺文書編/第2輯 諸家文書編一/第3輯
　　諸家文書編二　　3冊で 少ﾔｹ 大野市史編さん室　　昭53-55 2,000

X57 利家とまつ　加賀百万石物語展 (前田家と加賀文化)　　背少色ｱｾ、小口少ｼﾐ跡汚、
図録 NHK 2002 800
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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)

X58 本願寺展 (親鸞聖人750回大遠忌記念)　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ、図録
　　　　　朝日出版社編刊 平20 1,500

X59 加賀文化の華　前田綱紀展 (尊敬閣蔵書/百工比照)　　薄ﾔｹ､図録
　　　　　石川県立美術館 昭63 2,500

X60 図説 根上町の歴史　　ｶﾊﾞｰ端少色ｱｾ、1ヶ所蛍光ﾍﾟﾝ線 根上町役場 平8 900
X61 金沢大学 写真で見る50年　　函ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ・ｽﾚ

金沢大学創立50周年記念事業後援会 平11 1,500
X62 以下、「野々市町史」　函等少ﾔｹ　同編纂専門委員会編　　　野々市町

資料編１　考古・古代・中世　函角少ｽﾚ、一部鉛筆線等多、少ﾍﾟﾝ線、少汚　平15　1,800
資料編２　近世　平13　3,000 資料編３　近代・現代　平14　3,000
民俗と暮らしの事典　DVD付　平18　3,000

X63 図説　野々市町の歴史　　ｶﾊﾞｰ欠、数ヶ所朱ﾍﾟﾝ線、少鉛筆書込等、底少ｼﾐ跡汚
　　　　　　　　野々市町史編纂専門委員会編 　　　　石川県野々市町 平17 750

X64 以下、「新修　小松市史　資料編」　　　函、少ﾔｹ 小松市
1　小松城　平11　5,000　　　2　小松町と安宅町　函天背少色ｱｾ　平12　4,500
3　九谷焼と小松瓦　平13　3,500　　　6　水運　函天背少色ｱｾ　平16　3,500
7　文芸　函天少色ｱｾ、一部鉛筆線消　平18　2,800　　　8　幕領　平20　3,500
10　図説　こまつの歴史　ｶﾊﾞｰ､小口少ｼﾐ跡汚､少鉛筆線消　平22　1,700

X65 小松の教育　第二集　裸本、少ﾔｹ、1ヶ所朱ﾍﾟﾝ線　小松市教育研究所 平2 1,900
X66 五響の森 [まんだら遊苑] 総合解説　少ﾔｹ 富山県 [立山博物館]編刊 1995 900
X67 特別企画展 大陸のかけら富山 (立山ができる前に)　　〃 〃 1995 800
X68 特別企画展 立山信仰の源流 (ﾏﾝﾀﾞﾗの世界)　　〃 〃 1992 900
X69 研究紀要　Vol.12/Vol.16　2冊で　　少ﾔｹ 〃　　　　　　2005・9 900
X70 文字の世界　　　　少ﾔｹ､図録､P39 富山県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 平8 800
X71 縄文のなりわい (道具から見た暮らし)　少ﾔｹ､図録､P39 〃 平9 800
X72 米作りの始まり　　　　少ﾔｹ､図録､P37 〃 平7 750
X73 古代の須恵器 (新技術の伝来)　　少ﾔｹ､図録､P44 〃 平6 900
X74 砺波平野の屋敷林 (散居村に暮らした人々の自然との共生の証)

　　　　　　少ﾔｹ､図録､P59　　砺波郷土資料館編　砺波散村地域研究所 平8 750
X75 朝日町の文化財(小中学校社会科指導資料)　少ﾔｹ､P24　教育委員会 昭49 450
X76 宇奈月町の文化財　　少ﾔｹ､図録､P30 　　宇奈月町教育委員会編刊 平13 600
X77 民俗文化財 滑川の売薬資料集　少ﾔｹ､図録､P43　　滑川市教育委員会 昭55 750
X78 桜町遺跡 (古苗代・鷲場地区)　　少ﾔｹ 　　小矢部市教育委員会 1982 900
X79 桜町遺跡 (城山都市下水路新設工事に伴う産田地区の調査)　〃〃 1984 700
X80 板碑の美 (板碑写真集)　　裸本、小口等少ﾔｹ　鈴木道也　　西北出版 昭52 900
X81 特別展覧会 畿内と東国 (埋もれた律令国家)　　図録､少ﾔｹ

　　　　京都国立博物館 昭63 800
X82 日本の考古学 (ﾄﾞｲﾂで開催された「曙光の時代」展)　　ｶﾊﾞｰ、薄ﾔｹ

　　　監修 奈良文化財研究所 2005 1,500
X83 下村窯跡群報告書 <基礎資料編> (佐土原町文化財調査報告書第10集)

　　　　　　　　　少ﾔｹ、角小ｽﾚ 宮崎県宮崎郡佐土原町教育委員会 平8 1,500
X84 日本海をのぞむ弥生の国々 (環濠から見える弥生社会とは？)　　薄ﾔｹ、図録

　　　鳥取県教育委員会 2002 1,000
X85 ムラとやきものの移り変わり (発掘されたﾑﾗと宝)　　薄ﾔｹ、図録

愛知県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 平18 900
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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)

X86 季刊 考古学　第49号　特集 平安京跡発掘　少ﾔｹ、表紙少ｼﾜ　雄山閣 1994 450
X87 季刊 考古学　第84号　特集 古墳出現前夜の西日本　少ﾔｹ　雄山閣 2003 500
X88 当麻石光寺と弥勒仏 概報 (日本最古の石仏と白鳳寺院)　　少ﾔｹ､図録　

　　　　　　　　　　奈良県立橿原考古学研究所編 吉川弘文館 平4 600
X89 大河内展 (弥生社会の発展と古墳の出現 )　　少ﾔｹ､図録

　　　　大阪府文化財調査研究センター 平14 500
X90 王の居館を探る　　少ﾔｹ、図録 　　大阪府立弥生文化博物館 2002 900
X91 藤原宮出土木簡 (概報 (二)　　少ﾔｹ、P16 奈良国立文化財研究所 昭50 150
X92 卑弥呼の鏡 (三角縁神獣鏡)　(ｻﾝﾃﾞｰ毎日臨時増刊)　少ﾔｹ　毎日新聞 1998 350
N5 古代日本を発掘する　全6揃　　ｶﾊﾞｰ､帯背等少ﾔｹ､3巻前少ﾍﾟﾝ線有､B5判

                            責任編集 坪井清足/田中琢/他 岩波書店 1985 2,800
X93 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　辛亥銘鉄剣と金石文　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ　　埼玉県史刊行協力会 昭58 750
X94 荒神谷遺跡と青銅器 (科学が解き明かす荒神谷の謎)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ

島根県古代文化ｾﾝﾀｰ編 同朋舎出版 1995 1,500
X95 歴史教育と歴史学　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 安田元久監修 山川出版社 1991 1,200
X96 入門　史料を読む (古代・中世)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ、P12ﾍﾟﾝ線

小山田和夫 吉川弘文館 平9 900
X97 猿楽能の思想史的考察　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 家永三郎　　法政大学出版局 1980 900
X98 津田左右吉の思想史的研究　　函背天ﾔｹ有、函背小穴、小口等少ﾔｹ

家永三郎 岩波書店 昭47 1,400
X99 鎌倉時代畿内土地所有の研究　　函、少ﾔｹ 鈴木鋭彦 吉川弘文館 昭53 1,500

X100 南北朝内乱史論　　裸本、少ﾔｹ 佐藤和彦　　　東京大学出版会 1979 1,000
X101 中世日本の歴史像　　裸本、少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　日本史研究会史料研究部会編 創元社 昭53 900
X102 中世の政治的社会と民衆像　　函天等少ﾔｹ汚、函端少痛

中世民衆史研究会編 三一書房 1976 900
X103 日本中世土地制度史の研究　　函、少ﾔｹ 網野善彦 塙書房 1996 3,800
X104 以下、「ものがたり 日本列島に生きた人たち」　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､帯背色ｱｾ　岩波 各　900

1　遺跡 上　編集協力 佐原真　2000　　　4　文書と記録 下　勝俣鎮夫　　　5　絵画
黒田日出男　　　7　伝承と文学 下　宮田登　2001　　　8・9　民具と民俗　上・下　2冊
宮田登/網野善彦　2000　1,800円　　　10　景観　石井進

X105 木津町の歴史　　　　函、薄ﾔｹ 同編纂事務局編 木津町 1993 1,000
X106 日本考古学辞典　　函、少ﾔｹ 　　日本考古学協会編 東京堂出版 昭49 2,800
X107 日本古代史事典　　函等少ﾔｹ・角等少痛、扉蔵書印、表紙内年月日書込

遠藤元男編　　朝倉書店 昭49 2,000
X108 岩波講座 日本歴史　6～9　中世 1～4揃　函帯、少ﾔｹ　大津透他編　2013-5 8,000
X109 大和王権 (展望 日本歴史 4)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　小笠原好彦他編　東京堂 2000 2,800
X110 木簡 (古代からのﾒｯｾｰｼﾞ)　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 大庭脩編著　大修館書店 1998 1,500
X111 日本封建制の源流　上 (氏と村)・下 (身分と封建) 揃　　ｶﾊﾞｰ帯、天等少ﾔｹ

中村吉治 刀水書房 1984 2,500
X112 箱根御関所日記書抜　上中下揃　　函天少ﾔｹ汚、帯、少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　箱根古文書を学ぶ会編 　　　箱根町教育委員会 1976 2,500
X113 異国日記抄　　裸本、天等少ｼﾐ跡汚、少ﾔｹ 村上直次郎校註 明44 2,500
X114 井伊家史料　幕末風聞探索書　上中下揃　　函 (中函角少痛)、下綴少痛、少ﾔｹ

井伊正弘編 雄山閣 昭42 4,800
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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)

X115 佐渡金銀山文書の読み方・調べ方 (古文書入門叢書 5)
　　　　　　　　　　　函表紙少汚、少ﾔｹ 田中圭一 雄山閣出版 昭59 1,700

X116 空間の世紀　　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 樋口謹一編 筑摩書房 1988 1,600
X117 大航海時代 (旅と発見の二世紀)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ、ｶﾊﾞｰ背上端少ｽﾚ

ﾎﾞｲｽ･ﾍﾟﾝﾛｰｽﾞ/荒尾克己訳　　筑摩書房 1985 1,500
X118 地図を作った人びと (古代から現代にいたる地図製作の偉大な物語)　　ｶﾊﾞｰ背上端

　　少ｽﾚ、少ﾔｹ　　ｼﾞｮﾝ･ﾉｰﾌﾞﾙ･ｳｨﾙﾌｫｰﾄﾞ/鈴木主税訳 河出書房新 1988 1,200
X119 日本地理学史 (改訂増補)　　函、函ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ、復刻版

藤田元春/解題 海野一隆 原書房 1984 3,000
X120 以下、「シリーズ　世界史への問い」　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ黄ばみ　岩波書店 1990 各　700

1　歴史における自然　1989　　　2　生活の技術 生産の技術　　　3　移動と交流
4　社会的結合　ｶﾊﾞｰ表紙ﾔｹ有　1989　600円　　　5　規範と統合　　　6　民衆文化
ｶﾊﾞｰ表紙ﾔｹ有　600円　　　7　権威と権力　　　8　歴史のなかの地域
9　世界の構造化　1991　　　10　国家と革命　1991

X121 以下、「新潮日本古典集成」　函帯、函ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙天ﾔｹ有､本体良
1　和漢朗詠集　大曽根章介他校注　昭58　1,000　　　2　無名草子　函ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙欠
桑原博文　昭51　500　　　3　誹風柳多留　宮田正信　昭59　800　　　4　閑吟集 宗安
小歌集　北川忠彦　昭57　700　　　5　古今和歌集　函背少ｼﾜ　奥村恆哉　昭55　900
6　与謝蕪村集　清水孝之　昭54　1,300　　　7　浮世床 四十八癖　本田康雄　昭57
700　　　8　和泉式部日記 和泉式部集　野村精一　昭56　700　　　9　新古今和歌集
上下揃　久保田淳　昭54　1,500　　　10　竹取物語　函ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙破れ　野口元大
昭54　500　　11　芭蕉句集　今 栄藏　昭57　900　　12　三人三吉廓初買　今尾哲也
昭59　750　　　13　竹馬狂吟集 新撰犬筑波集　木村三四吾他　昭63　700

R301 古今著聞集　上下揃 (新潮日本古典集成)　函帯､函ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙少ﾔｹ､本体良
西尾光一他校注 昭58 3,000

R508 古事記 (新潮日本古典集成)　　函、少ﾔｹ 西宮一民校注 昭55 1,200
P114 今昔物語集　本朝世俗部　全4揃 (〃)　函帯､少ﾔｹ　阪倉篤義他 校注 昭54 2,400
X122 日本年中行事辞典 (角川少辞典 16)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ　鈴木棠三 昭54 1,200
X123 有職故実 (日本文学の背景) (改訂版)　函、少ﾔｹ　河鰭実英　塙書房 昭53 900
X124 鎌倉時代の後宮生活　　函帯､少ﾔｹ 横尾 豊 柏書房 1976 900
X125 平安時代の後宮生活　　函帯､少ﾔｹ 横尾 豊 柏書房 1976 1,000
X126 浄瑠璃史　　裸本､小口等少ﾔｹ、蔵書印等 黒木勘蔵 青磁社 昭18 1,500
X127 上方語源辞典　　函ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､記名他 前田 勇編 東京堂出版 昭40 3,800
X128 褻語　　　　函、少ﾔｹ 富士崎放江 有光書房 昭33 1,200
X129 川柳語彙　　和装、少ﾔｹ汚、角少痛 宮武外骨 成光館出版 昭4 1,000
X130 昭和七年 航空年鑑　　裸本、少ﾔｹ汚､角少ｽﾚ　　　　　　帝国飛行協会 昭7 9,000
X131 昭和七年上海事変　　函、少ﾔｹ、見返贈呈印、写真帖 田中良三 昭7 12,000
X132 一億人の昭和史　昭和の原点　明治 上中下　3冊　少ﾔｹ 毎日新聞社 1977 1,800
X133 伝記 久原房之助翁を語る　　裸本､少ﾔｹ 米本二郎 リーブル 平3 4,800
X134 上野理一傳　　函角少痛、少ﾔｹ　朝日新聞社編修室編 朝日新聞社 昭34 2,000
X135 日本たばこ名鑑　函角痛、ｶﾊﾞｰ角少痛、少ﾔｹ　甲斐 仁編　甲鳥書林 昭30 1,000
X136 国際写真タイムス　6冊 (第一巻 8・9・11号 第二巻 1・2・4号

　　　　　　　　　　　　少ﾔｹ､端少痛､2冊ｺﾞﾑ印 　　　　　　　国際情報社　1925・6 3,000
X137 銀星　第三巻 (軍事郵便絵葉書を主に)　少ﾔｹ､非売品　笹井次郎編刊 昭48 2,000
X138 銀星　第四巻　　　　少ﾔｹ､非売品 　　　　　　　笹井次郎編刊 昭48 1,500
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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)

X139 ｶﾗｰ図説　日本大歳時記 (座右版)　函背等少ﾔｹ
水原秋櫻子他監修 講談社 昭58 3,800

X140 昭和文学史論 (近代文学研究双書)　函、少ﾔｹ　小笠原克　八木書店 昭45 1,500
X141 私伝夏目漱石 (人間漱石解体の試み)　函背等少ﾔｹ､扉底他小印

島 為男 いずみ出版 1972 900
X142 漱石のロンドン　　函、少ﾔｹ､扉底他小印 角野喜六 荒竹出版 昭57 900
X143 鴎外 漱石 (増補国語国文学研究史大成 14)　函等少ﾔｹ

成瀬正勝他編著 三省堂 昭53 1,200
X144 近世小説と俳諧　近藤忠義 日本文学論 (三)　函天等少ﾔｹ　新日本出版 1977 900
X145 以下、「日本近代思想大系」　　函等少ﾔｹ、帯、月報付 岩波書店 各1,200

1　開国　田中彰　1991　　　2　天皇と華族　遠山茂樹　1988　　　3　官僚制 警察
由井正臣/大日方純夫　1990　　　4　軍隊 兵士　由井正臣/藤原彰/吉田裕　1989
5　宗教と国家　安丸良夫/宮地正人　1988　　　6　教育の体系　山住正己　1990
7　法と秩序　石井紫郎/水林彪　1992　　　8　経済構想　中村正則/石井寛治/他
1988　　　9　憲法構想　江村栄一　1989　　　10　学問と知識人　松本三之介/他　1988
12　対外観　芝原拓自/他　1988　　　13　歴史認識　田中彰/宮地正人　1991
14　科学と技術　飯田賢一　1989　　　15　翻訳の思想　加藤周一/丸山真男　1991
16　文体　加藤周一/前田愛　1989　　　17　美術　青木茂/酒井忠康　1989
18　芸能　倉田善弘　1988　　　19　都市 建築　藤森照信　1990　　　20　家と村
海野福寿/大島美津子　1989　　　21　民衆運動　安丸良夫/深谷克己　1989
22　差別の諸相　ひろたまさき　1990　　　23　風俗 性　小木新造/熊倉功夫/他　1990
別巻　近代史料解説 総目次・索引　帯千切れ　岩波書店編集部編　1992

X146 以下、「愛蔵版 世界文学全集」　函等少ﾔｹ、月報欠、菊版　集英社 昭49 各　900
7　ファウスト/若きｳﾞｪﾙﾃﾙの悩み　ｹﾞｰﾃ 51　　　8　ｹﾆﾙﾜｰｽの城　ｽｺｯﾄ/ｱﾄﾞﾙﾌ　ｺﾝｽﾀﾝ
昭50　　　　27　ｱﾒﾘｶの悲劇　ﾄﾞﾗｲｻｰ　昭50　1,200円　　　30　ﾏﾙﾃの手記　ﾘﾙｹ/
審判・変身　ｶﾌｶ　　　31　南回帰線　ﾐﾗｰ/ﾜｲﾝｽﾞﾊﾞｰｸﾞ･ｵﾊｲｵ　ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ
33　阿Q正伝/狂人日記　魯迅/駱駝祥子　老舎/寒い夜　巴金　　　36　ｱﾌﾞｻﾛﾑ､
ｱﾌﾞｻﾛﾑ!　ﾌｫｰｸﾅｰ　　　41　怒りの葡萄　ｽﾀｲﾝﾍﾞｯｸ　昭50　　　43　煉獄のなかで
ｿﾙｼﾞｪﾆｰﾂｨﾝ　昭47　1,200円　　　44　裸者と死者　ﾒｲﾗｰ　1,200円
以下、「愛蔵版 世界文学全集」　函等少ﾔｹ、月報欠、菊版　集英社

P300 風と共に去りぬ　1・2揃 (2冊)　　ﾐｯﾁｪﾙ/大久保康雄他訳 昭48 2,000
P302 ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ (正篇)/大悪党 (パブロスの生涯)　ｾﾙﾊﾞﾝﾃｽ　函ﾋﾞﾆｰﾙ少痛 昭50 1,000
P304 戦争と平和　1・2揃 (2冊)　　ﾄﾙｽﾄｲ/原 久一郎訳 昭48 2,500
X147 ステファヌ・マラルメ　　函背等少ﾔｹ 菅野昭正 中央公論社 昭60 2,800
X148 ランボオ全作品集　函帯、小口等少ﾔｹ 粟津則雄全訳 思潮社 1979 1,200
X149 ドストエーフスキイ全集　全20別巻1の内第4巻欠　20冊　函天少ﾔｹ汚､本体天等少ﾔｹ､

　帯2冊欠､月報付､10巻1ヶ所端少破 米川正夫訳　　河出書房新社 昭53 12,000
X150 NHK 国宝への旅　全20揃 (別巻欠)　ｶﾊﾞｰ､帯6冊欠､天等少ﾔｹ

NHK取材班　　　　日本放送出版協会 平3 3,800
X151 体系日本史叢書 20 美術史　函等少ﾔｹ・角少ｽﾚ　谷信一　山川出版 昭56 1,500
X152 蒼蠅 (増補改訂版)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 熊谷守一 求龍堂 2014 2,000
X153 茶書の研究 (数寄風流の成立と展開)　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ　筒井紘一　淡交 平15 3,900
X154 続 茶之湯道具寸法図会　　函等少ﾔｹ汚､元版 啓草社 昭54 900
X155 出雲路暢良選集　全5揃　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､3巻一部蛍光ﾍﾟﾝ線　樹心社 2008 3,900
J211 増補 図解古銃事典　函角ｽﾚ有少傷､小口等少ﾔｹ汚　所荘吉　雄山閣 昭46 2,900
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以下、「古本ランダム」
X1000 古代への夢 (ﾄﾛﾔに憑かれた男 ｼｭﾘｰﾏﾝ)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｰﾉﾙﾄﾞ･C･ﾌﾞﾗｯｸﾏﾝ/衣笠茂訳 社会思想社 1982 750
X1001 王家の谷　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　ｵｯﾄ･ﾉｲﾊﾞｰﾄ/酒井傳六訳　法政大学出版局 1985 350
X1002 ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞの謎をﾊｲﾃｸで探る　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 吉村作治 講談社 1994 450
X1003 失われたﾑｰ大陸 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾁｬｰﾁﾜｰﾄﾞ/小泉源太郎訳 大陸 昭61 750
X1004 幻の石碑 (鎖国下の日豪関係)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､献呈署名　遠藤雅子 ｻｲﾏﾙ 1993 450
X1005 古代文明の隠された真実　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 竹内　均 同文書院 1997 450
X1006 ヤマト国家成立の秘密 (日本誕生と天照大神の謎) (新装版)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

澤田洋太郎 新泉社 2000 900
X1007 よみがえる平城京 (天平の生活白書)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

坪井清足監修　　日本放送出版 昭55 900
X1008 邪馬台国の謎を探る(歴史と文学の旅) ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 松本清張 平凡昭47 700
X1009 脳を知りたい!　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 野村 進 新潮社 2002 450
X1010 電脳世界 (最悪のｼﾅﾘｵへの対応)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　

ﾎﾟｰﾙ･ｳﾞｨﾘﾘｵ/本間邦雄訳 産業図書 1998 450
X1011 [真説] 種の起源 (超古代科学が遺伝子進化の謎を解き明かす)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

山田久延彦 徳間書店 1990 450
X1012 ユーラシア記　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 加藤九祚　　法政大学出版局 1984 1,200
X1013 古書彷徨　ｶﾊﾞｰ帯､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞ角少痛､少ﾔｹ､底少汚 出久根達郎 新泉社 1987 600
X1014 古書の味覚　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 山下 武 青弓社 1993 750
X1015 古書礼讃　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 山下 武 青弓社 1991 600
X1016 行為としての読書 (美的作用の理論)　　ｶﾊﾞｰ端少痛､少ﾔｹ､前所々蛍光ﾍﾟﾝ線

W.ｲｰｻﾞｰ/轡田 収訳　　岩波現代選書 1984 1,500
X1017 劇的なる日本人　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 山崎正和 新潮社 1981 450
X1018 深層自己の発見 (精神世界との出会いから脱宗教の道へ)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

瓜谷侑広 たま出版 昭58 600
X1019 絢爛たる暗号 (百人一首の謎をとく)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　織田正吉　集英社 昭55 1,200
X1020 ことわざの生態学 (森・人・環境考)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 只木能也 丸善ﾌﾞｯｸｽ 平9 750
X1021 日本史 宿命のライバル (因縁の対決で歴史はどう変わったのか)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

PHP研究所編 PHP 1996 600
X1022 言葉の海へ　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 高田宏 新潮社 昭56 450
X1023 有職故実 日本の古典 (角川小辞典 17)　　裸本､少ﾔｹ､天等少黄ばみ

室伏信助他編 角川書店 昭53 600
X1024 神々の遺伝子 (封印された人類誕生の謎)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

                                  ｱﾗﾝ･F･ｱﾙﾌｫｰﾄﾞ/仁熊裕子訳 講談社 1998 900
X1025 歴史の方法　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 色川大吉 大和書房 1978 450
X1026 政治改革の憲法問題　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 吉田善明 岩波書店 1994 750
X1027 悟りの分析 (ﾕﾝｸﾞ心理学との接点)　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､小口等ﾔｹ有　

秋山さと子 朝日出版社 1980 350
X1028 「日本人の不安」を精神分析する (唯幻論で読み解く現代)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

岸田 秀 大和書房 1998 450
X1029 現場の学問・学問の現場　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　田中圭治郎編 世界思想社 2000 750
X1030 英学断想　　　　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ 佐々木 達 三省堂 昭54 900
X1031 大伴家持　　　　裸本､天等少ﾔｹ 北山茂夫 平凡社 昭46 700
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X1032 当世畸人伝　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 白崎秀雄 新潮社 昭62 800
X1033 加藤清正 (その人間と治蹟)　　裸本､少ﾔｹ 片山丈士 村山書店 昭34 900
X1034 南吉童話の散歩道　　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 小野敬子 中日出版社 平4 600
X1035 単位の辞典 (改訂4版) 函少ﾔｹ黄ばみ､蔵書印 小泉袈裟勝 監修 ﾗﾃｲｽ 平4 1,200
X1036 乱世を生きる (蓮如の生涯)　ｶﾊﾞｰ少ｽﾚ､天等少ﾔｹ笠原一男 教育社 昭56 700

以下、「扉・底・裏表紙内小印」
X1037 蓮如 (その人と行動)　　裸本､少ﾔｹ､少赤青鉛筆ﾁｪｯｸ有､奥付帯切取貼付

菊村紀彦　雄山閣ｶﾙﾁｬｰﾌﾞｯｸｽ 昭50 450
X1038 佛陀と龍樹 (ﾔｽﾊﾟｰｽ選集 5)　　裸本､少ﾔｹ 峰島旭雄訳  理想社 1978 1,200
X1039 ﾌﾟﾙﾀｰｸ 『倫理論集』の話　　裸本､少ﾔｹ河野與一選訳 岩波書店 1983 1,200
X1040 経済発展の生態学 (貧困と進歩)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､奥付帯切取貼付

　　　　　　　　　　　　　　　　　R･G･ｳｨﾙｷﾝｿﾝ/斎藤修他訳 筑摩書房 1975 900
X1041 神仙思想 (日本歴史叢書)　　函等少ﾔｹ 下出積与 吉川弘文館 昭43 750
X1042 ミツバチとの対話　　ｶﾊﾞｰ端少痛､裏表紙内帯切取貼付

　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｫﾝ･ﾌﾘｯｼｭ講演集/菅原隆他訳 東京図書 1979 1,500
X1043 大航海時代夜話　　　　裸本､少ﾔｹ 井沢 実 岩波書店 1977 450
X1044 フランシス・ベイコン (産業科学の哲学者)　　函背等少ﾔｹ､前6ｹ所赤青鉛筆ﾁｪｯｸ有

　　　　　　　　　　　　　　ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾌｧﾘﾝﾄﾝ/松川七郎他訳 岩波書店 昭43 900
X1045 以下、「新潮選書」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 各　300

1　十八世紀 パリの明暗　本城靖久 昭60　　2 紀行 ビザンチン史　帯　那谷敏郎 昭51
3　やわらかなアラブ学　田中四郎 1992　　4　生命科学の現場から　岡田節人 昭58

X1046 以下、「朝日選書」　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ
1 歴史と現代　大塚久雄　1979　350　　2 現代文明ふたつの源流(照葉樹林文化 硬葉
樹林文化) 中尾佐助 奥付帯切取貼付　1978　450　　3 素顔のヨーロッパ 裏表紙内帯
切取貼付　桑原武夫編　1978　350　　4 紀行随筆 東洋の近代　裏表紙内帯切取貼付
1977　500　　5 言葉と人間 奥付帯切取貼付　加藤周一 1980　450　　6 風景とは何か
(構想力としての都市)　帯､少ﾔｹ　内田芳明　1992　500　　　7　虫の文化誌　少ﾔｹ
小西正泰　1992　800

X1047 日常生活の社会学　　　　帯､少ﾔｹ 山岸 健 NHKﾌﾞｯｸｽ 昭53 350
X1048 維新的人間像 (新時代の予告者たち)　帯､少ﾔｹ 奈良本辰也 NHKﾌﾞｯｸｽ 昭54 500
X1049 日本人の心の歴史　上下揃　帯､小口等少ﾔｹ汚 唐木順三 筑摩総合大学昭45 1,000
X1050 中世に生きる人々　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　ｱｲﾘｰﾝ･ﾊﾟｳｱ/三好洋子訳　東京大学出 1974 450
X1051 歴史のなかの江戸時代 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､奥付裏帯切取貼付 速水融編 東経選昭52 900
X1052 思想をどうとらえるか (比較思想の道標)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､少赤鉛筆丸ﾁｪｯｸ

中村 元 東書選書 昭55 350
X1053 地域の思想　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 増田四郎 筑摩叢書 1980 900
X1054 人間とサル　　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ汚､数ヵ所赤青鉛筆ﾁｪｯｸ有

　　　　　　　　　　　　　　　　ﾃﾞｽﾞﾓﾝﾄﾞ･ﾓﾘｽ他/小原秀雄訳 角川選書 昭45 450
X1055 北陸・名作の舞台　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　小林輝冶監修/北国新聞社編集局編 平3 1,500
X1056 加賀江沼人物事典　　裸本､少ﾔｹ､天底ｼﾐ跡汚､少赤ﾍﾟﾝ線､付録付

　　　　　　　　　　　　　　　　同編集委員会編 　　　　江沼地方研究会 平元 1,900
X1057 鳥影抄　　　裸本､小口等少ﾔｹ､天底少ｼﾐ跡汚中西悟堂 星書房 昭24 900
X1058 雑誌　存在　VOL.4　対論 北西弘・浅香年木 (一向一揆と「自由」)　　少ﾔｹ汚

北国出版社 1988 750
X1059 葉姫流転 (越中城端江戸端唄)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ筆内幸子 廣済堂出版 平5 700
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X1060 金沢城のヒキガエル (競争なき社会に生きる)　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ
奥野良之助 どうぶつ社 1995 750

X1061 銭屋五兵衛の孫 千賀女遺文 (加賀藩政秘聞)　　ｶﾊﾞｰ帯角少ｽﾚ､少ﾔｹ
筆内幸子 北国出版社 昭52 750

X1062 茜さす日本海文化 (北陸古代ﾛﾏﾝの再構築)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､少鉛筆線消
浅香年木　　　能登印刷出版部 1989 1,500

X1063 石川の山と自然 (ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ)　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　写真・監修 宮 誠而 昭54 750
X1064 能登と加賀 (石川県の歴史)　　帯､少ﾔｹ 菅野八郎 ヨコノ書店 昭38 900
X1065 加賀　こまつ　　　　裸本､少ﾔｹ､裏表紙小穴 小松市役所 昭16 900
X1066 北陸の風土と歴史　ｶﾊﾞｰ背等少色ｱｾ､少ﾔｹ 浅香年木 山川出版社 昭52 900
X1067 北陸の歴史にキラめく女たち　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 筆内幸子 北国出版社 昭63 450
X1068 河北潟・大野川(その変遷と風物)ｶﾊﾞｰ帯少汚､綴少ｼﾐ入汚､少ﾔｹ角島一治平3 700
X1069 銭屋五兵衛と北前船の時代　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ汚木越隆三 北国新聞社 2001 1,200
X1070 松任の千代女と私　　　　裸本､少ﾔｹ 山根 公　　北陸俳文学研究室 1997 1,500
X1071 ふるさと羽咋の伝承民俗　ｶﾊﾞｰ少痛､少ﾔｹ汚 林 忠雄 昭59 1,800
X1072 金沢百年物語　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 高室信一　　　　北陸中日新聞 平2 750
X1073 郷土の年中行事 (石川・文化ｼﾘｰｽﾞ)　少ﾔｹ汚 長岡博男 北鉄交通社 昭29 500
X1074 人物ガイド　裸本､少ﾔｹ汚 上山南洋著/挿絵・池部とみ子 北國春秋ｸﾗﾌﾞ 昭26 750
X1075 市史年表　金沢の百年 (大正・昭和編)　　函等少ﾔｹ汚 金沢市 昭42 1,500
X1076 郷土の人と書 (古代～近世百人選)　図録､少ﾔｹ汚 石川県立郷土資料館 昭55 1,500
X1077 写真譜・能登の祭り歳時記　　少ﾔｹ､署名入 (渋谷)

　　　　　　写真･渋谷利雄/解説・小倉学他/民話・藤島秀隆 桜楓社 昭62 1,500
X1078 越中百年回顧　　　　図録､少ﾔｹ､表紙裏記名有、P37 佐藤美術館 昭44 750
X1079 蓮如上人 (その教えと生涯に学ぶ)　少ﾔｹ梯實圓 他　　　本願寺出版社 1995 750
X1080 加賀ロマン街道 (ｷｬﾝﾊﾞｽにゆられて、加賀をみて歩く旅)　　少ﾔｹ

　　まちづくり加賀編刊 平17 300
X1081 旧越路野村史　裸本､少ﾔｹ 越路野の歴史編纂委員会編 越路野公民館 平6 900
X1082 金沢市史　資料編　15　学芸　　函欠、少ﾔｹ 金沢市 平13 1,800
X1083 卯辰山史跡街道　　　　少ﾔｹ､背上端角欠痛､P68 馬場公民館 1992 750
X1084 漢字漢語談義　　　ｶﾊﾞｰ端少痛､少ﾔｹ 諸橋轍次 大修館書店 昭41 750
X1085 新「日本の道」紀行　　ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ､少ﾔｹ 枝川公一他 　講談社 1986 800
X1086 怪奇現象博物館 (ﾌｪﾉﾒﾅ)　　ｶﾊﾞｰ上端少汚､小口等少ﾔｹ

　　J･ﾐｯﾁｪﾙ他/村田薫訳 北宋社 1987 450
X1087 宇治周辺 (写真京都叢書 No.5)　　少ﾔｹ､P65 大原写真工業社出版部 1961 900
X1088 あゝ江田島　　　　函角少痛､少ﾔｹ 菊村 到 新潮社 昭33 900
X1089 米国海運史要　　　裸本､小口等ﾔｹ有 戸田貞次郎 二里木書店 昭18 1,200
X1090 船のはなし　第3部　　少ﾔｹ､綴錆　小島武雄 名古屋海事広報協会 昭39 1,200
X1091 日本の木船　　　ｶﾊﾞｰ背･小口等ﾔｹ有 立川春重　　フタバ書院成光館 昭19 900
X1092 気象の事典　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､元版　監修 浅井冨雄/内田英治/他　平凡社 1986 900
X1093 美術ｱｶﾃﾞﾐｰの歴史　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　N.ﾍﾟｳﾞｽﾅｰ/中森義宗他訳　中央大学 1978 2,000
X1094 続々 茶之湯道具寸法図会　函少ｽﾚ､少ﾔｹ 啓草社編集部編　啓草社 昭53 1,800
X1095 原爆体験記　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　広島市原爆体験記刊行会編 朝日新聞社 昭40 350
X1096 雄渾!フィリピン・レイテ　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 中村八朗 学研 昭48 750
X1097 壮烈!ビルマ・インパール　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 棟田博 学研 昭48 750
X1098 私のひめゆり戦記　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 宮良ルリ ニライ社 1986 450
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X1099 零戦開発物語 (日本海軍戦闘機全機種の生涯)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
小福田晧文 光人社 昭55 450

X1100 第11軍通信隊　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ､帯少汚 久保村正治 図書出版社 1987 800
X1101 連合艦隊 (草鹿元参謀長の回想)　　少ﾔｹ汚　草鹿龍之介 毎日新聞社 昭27 750
X1102 非常時国民全集　外交篇　　　　裸本少ﾔｹ汚痛 中央公論社 昭9 750
X1103 平山中隊長殿を偲びて　附 上海附近会戦戦闘詳報並陣没誠忠録　　和装､

　少ﾔｹ汚痛､地図他3ｹ所半切欠　歩兵第七連隊第三中隊つはもの編 昭8 1,200
X1104 世界航空機三面図集　第4集　日本の海軍機篇　　　少ﾔｹ汚､背ﾃｰﾌﾟ貼付補強

"世界の航空機"編集部編 鳳文書林 昭30 1,800
X1105 世界航空機三面図集　第6集　"現用機篇"No.1少ﾔｹ汚､背ﾃｰﾌﾟ貼付補強

"世界の航空機"編集部編 鳳文書林 昭31 1,500
X1106 航空ファン読本　ドイツ機特集　少ﾔｹ汚､背少痛　航空情報編　酣燈社 昭36 1,200
X1107 図書館屋の書物捜索　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ黄ばみ朝倉治彦 東京堂出版 昭62 1,200
X1108 関所(その歴史と実態) 裸本､少ﾔｹ･ｼﾐ跡汚､元版 大島延次郎 人物往来 昭39 750
X1109 江戸川柳辞典　函背等少ﾔｹ、ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ有　浜田義一郎編　東京堂 昭43 1,200
X1110 国文学 解釈と鑑賞 川柳吉原風俗絵図(11月臨時増刊) 少ﾔｹ汚 至文堂 昭47 500
X1111 川柳末摘花詳釋　拾遺篇　　函背等少ﾔｹ 岡田 甫 有光書房 昭40 1,500
X1112 追煙随霞　函背等少ﾔｹ､贈呈署名入､非売品 岡本 實 著刊 昭46 2,000
X1113 利休の死　　　　ｶﾊﾞｰ背等色ｱｾ有、帯､少ﾔｹ 小松茂美 中央公論社 1988 450
X1114 自然の断章　ｶﾊﾞｰ帯等少ﾔｹ､天ｼﾐ跡汚､底少汚　串田孫一　講談社 昭53 450
X1115 新・人間革命　第20巻　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 池田大作 聖教新聞社 2009 450
X1116 新撰 俳枕 3 北陸・甲信　ｶﾊﾞｰ､帯少痛､少ﾔｹ 桂信子監修　朝日新聞社 昭63 750
X1117 近代科学思想の系譜　ｶﾊﾞｰ角少痛･背等少ﾔｹ　堀内剛二 至文堂 昭39 600
X1118 祝詞入門(幸いを祈る神へのﾒｯｾｰｼﾞ)ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 小野迪夫 日本文芸昭63 800
X1119 俗つれづれ艸　　和綴､天等少ﾔｹ、裏表紙等少痛 聖林会編刊 昭3 1,200
X1120 ふるさとを詠める室生犀星詩集　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　室生朝子編/千葉春雄写真 北国出版社 昭59 1,000
X1121 随筆集　夏に技 冬に声　裸本､少ﾔｹ､著者署名入　野村万蔵　新潮社 昭59 750
X1122 藝術の書　　　　函､少ﾔｹ C･ﾁｪﾝﾆｰﾆ/中村彝　中央公論美術出版 昭60 1,400
X1123 槐安國語提唱録　函端少痛､少ﾔｹ､前30頁程朱ﾍﾟﾝ線書込等有､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞ端貼付､

　　　　　　　　　　蔵書印､年月日書込 飯田〇隠 同刊行会 昭29 7,500
X1124 日本の美術　No.71　赤絵　　　少ﾔｹ 中川千咲編 至文堂 昭47 450
X1125 江戸古地図散歩(回想の下町/山手懐旧) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 池波正太郎 平凡 1994 600
X1126 模型飛行機 (理論と実際)　　函角痛汚有､ｶﾊﾞｰ少痛､少ﾔｹ､記名消､表紙ｶﾋﾞ跡汚､旧版

木村秀政校閲/森照茂著 電波実験社 昭47 900
X1127 会津戊辰戦争 (増補白虎隊娘子軍高齢者之健闘)　　裸本､少ﾔｹ､図書館印破棄本

平石辨蔵　　丸八商店出版部 昭12 3,800
X1128 寛容について　　　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 渡辺一夫 筑摩叢書 1976 900
X1129 わかりやすい 四十八願講話　　少ﾔｹ､裏表紙内年月日等書込

大富秀賢 永田文昌堂 平12 1,800
X1130 往生論註 (浄土真宗聖典 註釈版)　　少ﾔｹ､小口小汚 本願寺 昭63 900
X1131 わかりやすい 二河白道の話　　少ﾔｹ 生田義純 永田文昌堂 昭62 250
X1132 古寺巡礼ひとり旅　　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ 臼井史朗 淡交社 昭62 350
X1133 寒紅の色　　ｶﾊﾞｰ帯背少ｽﾚ､帯背色ｱｾ 立松和平 北国新聞社 2008 350
X1134 広辞苑を3倍楽しむ (その2)　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 岩波書店編集部編　岩波 2018 900
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X1135 続故事ことわざ辞典 裸本､小口等少ﾔｹ､年月日印 鈴木棠三編 東京堂 昭33 600
X1136 日本の生花　　ｶﾊﾞｰ帯背小口等ﾔｹ有､ｶﾊﾞｰ端少痛､扉口絵下端少シミ汚跡

西川一草亭 河原書店 昭17 1,500
X1137 随筆 楓荻集　　裸本､少ﾔｹ､蔵書印 入澤達吉 岩波書店 昭11 1,500
X1138 四季俳體　函角少痛､函天等少汚､少ｽﾚ､蔵書印 富安風生育英書院 昭17 900
X1139 南洲先生詩纂　裸本､少ﾔｹ､角少痛､小印 福並築水編　民友社 昭7 500
X1140 歌集秘帖　　　　袋痛､和装､少ﾔｹ 中河與一 一條書房 昭18 750
X1141 海のローマンス (世界海洋文学叢書) 函角少痛､少ﾔｹ 米窪太刀雄 平凡 昭5 1,200
X1142 英米故事伝説辞典 裸本､背少色ｱｾ､少ﾔｹ､蔵書印 井上義昌編 冨山房 昭55 1,500
X1143 山椒庵日記　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､著者署名入 絵と文 渡辺 淳 於里満舎 平11 2,000
X1144 越前若狭文学選　裸本､表紙等少ﾔｹ汚､小印 則武三雄編　　北荘文庫 1962 900
X1145 加賀宝生花の舞　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 小林弘子 龍書房 2001 1,800
X1146 法隆寺美術読本　　　　少ﾔｹ汚 佐伯啓造 鵤故郷舎 昭15 500
X1147 一年有半　正続2冊　　裸本､少ﾔｹ汚､角少痛 中江篤介 博文館 明34 3,000
X1148 藩札　上巻　裸本､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ､元版､値札ﾊｶﾞｼ跡 荒木豊三郎 昭33 1,500
X1149 中央公論 (新年特大号) 特別附録 明治維新研究 小口等ﾔｹ有 中央公論 昭15 2,000
X1150 アララギ 土田耕平追悼特輯 小口等ﾔｹ汚有､少書込引線有ｱﾗﾗｷﾞ発行所 昭16 900
X1151 西澤潤一 (闘う独創の雄)　ｶﾊﾞｰ薄ﾔｹ 渋谷 寿 オーム社 平11 900
X1152 新版 日米戦争は終わっていない　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ　江藤淳 文藝春秋 昭62 750
X1153 AI経営で会社は甦る　　ｶﾊﾞｰ等薄ﾔｹ 冨山和彦 文藝春秋 2017 450
X1154 インド放浪　　　ｶﾊﾞｰ帯、天等少ﾔｹ 藤原新也 朝日選書 1983 450
X1155 江戸の霊界探訪録 ｶﾊﾞｰ帯、薄ﾔｹ平田篤胤/現代語訳=加賀義 幸福の科2014 500
X1156 医者の私が薬を使わず「うつ」を消し去った20の習慣　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ

宮島賢也 中経出版 2014 450
X1157 あなたの大切な人が「うつ」になったら ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 小野一之 すばる舎 2010 450
X1158 いやな気分よさようなら ｺﾝﾊﾟｸﾄ版 (自分で学ぶ「抑うつ」克服法)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･D･ﾊﾞｰﾝｽﾞ/野村総一郎他訳 星和書店 2013 900
X1159 折々の料理 (料理小説集)　　ｶﾊﾞｰ少汚、少ﾔｹ、底B印

吉田静代編著 博品社 1997 450
X1160 ｶｰﾙ･ﾏﾙｸｽ　共産主義者宣言　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ金塚貞文訳　　太田出版 1993 450
X1161 フランス語手紙の書き方　　ｶﾊﾞｰ少ｽﾚ､少ﾔｹ 長塚隆二 大学書林 昭47 900
X1162 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ フランス語講座　3　作文　　ｶﾊﾞｰ天等少ﾔｹ汚

福井芳男他 大修館書店 1972 1,000
X1163 瘋癲老人日記　函、少ﾔｹ 谷崎潤一郎/装釘・板画 棟方志功 中央公論 昭37 900
X1164 空戦 (ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ対ｽﾋﾟｯﾄﾌｧｲｱ) (写真で見るﾖｰﾛｯﾊﾟ戦争 1)　　裸本、少ﾔｹ

                                       監修 冨永謙吾/野沢 正 著 秋田書店 昭48 800
X1165 以下、「記録写真集選」 ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ、季刊 丸 ｸﾞﾗﾌｨｯｸのHard cover版 光人社各　900

1　写真集 零戦　雑誌「丸」編集部編 昭46　4　写真集 日本の偵察機 少ｶﾋﾞ臭 昭47
7　写真集 英国の戦闘機　昭48 12　写真集 日本の空母　昭47

X1166 戦国150年ニュース (別冊歴史読本)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､B5判 新人物往来 1997 1,000
X1167 事典の小百科 函帯ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 紀田順一郎/千野栄一編 大修館書店 1988 800
X1168 お天気日本史　　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ､天等少ﾔｹ汚 荒川秀俊 文藝春秋 昭45 350
X1169 謎の古代争乱　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ､天等少ﾔｹ 推理史話会 新人物往来 昭45 450
X1170 日本の上流社会と閨閥　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有、小口等少ﾔｹ　早川隆　角川書店 1983 2,000
X1171 敗走千里　裸本、角少痛、背等ﾔｹ少汚　陳登元著/別院一郎訳　教材社 昭13 900
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X1172 ヘッセ研究 (ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ全集別巻)　　函角少痛・背等少ﾔｹ汚
秋山六郎兵衛 三笠書房 昭16 900

X1173 戦争と生活の歴史　裸本、背小口等ﾔｹ有、少汚　中山太郎　弘学社 昭17 1,500
X1174 小野小町　　ｶﾊﾞｰ端少痛・背等ﾔｹ有 前田善子 三省堂 昭18 1,500
X1175 京都庶民生活史 函背天ﾔｹ色ｱｾ､小口等少ﾔｹ汚 CDI編著鹿島研究所 昭48 1,200
X1176 産業教育九十年史　　　　裸本､少ﾔｹ 　　　　　　東洋館出版社 昭49 1,500
X1177 学制九十年史　　　　裸本、少ﾔｹ、天小口少汚 文部省 昭39 900
X1178 朝日新聞100年の記事にみる　5　奇談珍談巷談 上 (明治編)

ｶﾊﾞｰ､天底等少ﾔｹ汚　　朝日新聞社編刊 1979 500
X1179 江戸小唄総覧　　　函背等少ﾔｹ汚 大野恵造　　　　　邦楽と舞踊社 昭42 1,500
X1180 大無量寿経講讃 (悲化段を中心として)　　裸本､背少色ｱｾ､天等少ﾔｹ汚

松原祐善　　　東本願寺出版部 昭50 1,500
X1181 『我が信念の伝統』　第二冊～第二〇冊揃 (全20冊の内第一冊欠)

　　　　少ﾔｹ汚、各P9～74 佐伯定胤/高楠順次郎/稲葉圓成/他 無記 3,800
X1182 大雪山 (仏教研究雑誌)　7冊 (第3・18・20・21・39・42・43号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　少ﾔｹ汚 毎田周一主筆 海雲洞　　昭30-33 2,000
X1183 西行研究録　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ角少痛､小口等少ﾔｹ 川田 順 創元選書 昭15 900
X1184 四七都道府県の明治維新　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 栗原隆一 自由国民社 1981 750
X1185 香料 (日本のにおい) (ものと人間の文化史)　　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ強、小口等少ﾔｹ汚

山田憲太郎　　法政大学出版局 1978 700
X1186 数寄人　　函背天ﾔｹ強、小口等少ﾔｹ 高原慶三 河原書店 昭11 1,800
X1187 塩の道・千国街道　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ強、天等少ﾔｹ汚　亀井千歩子　東京新聞 昭55 1,200
X1188 発祥の地物語　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ背天等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ帯　相沢正夫　日本書籍 1978 700
X1189 ある昭和史 (自分史の試み)　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ汚 色川大吉 中央公論 昭50 450
X1190 えほん 神戸の港と船　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 倉掛喜八郎　　神戸新聞出版 昭56 700
X1191 朝陽門外の虹 (崇貞女学校の人びと)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､所々赤鉛筆線

山崎朋子 岩波書店 2003 750
X1192 河上肇小伝　　少ﾔｹ､P32　河上肇記念会編 生誕百年祭推進本部 1979 750
X1193 幕末の偉人 江川担庵先生小伝　　少ﾔｹ､P12 250
X1194 部落の歴史と解放運動　少ﾔｹ､角少潰れ､P86 奈良本辰也　解放出版社 1975 450
X1195 アイヌ文化史　少ﾔｹ､裏表紙内書込、P86　吉田菊太郎　北海道ｱｲﾇ文化 昭33 900
X1196 井上馨小傳　　少ﾔｹ､P36 450
X1197 書き改むべき日本歴史 (高天原研究)　　小口等ﾔｹ有､角少痛、表紙蔵書印

沖野岩三郎 金の星社 昭21 500
X1198 加賀藩勤王始末　　少ﾔｹ汚､P28､再版 野口之布述 志士敬賛会 昭4 700
X1199 日本アルプス登山案内記　附歌集駒草　裸本、少ﾔｹ､水濡跡汚・ﾋﾖﾘ有、裏遊紙切取

平田秀吉 斯文書院 昭2 900
X1200 象徴世界観　　　　少ﾔｹ､少赤鉛筆線 曽我量深述 丁子屋書店 昭31 900
X1201 釣りの文化史　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 丸山 信 恒文社 1986 900
X1202 筆談墨史 (増補改訂)　函角少ｽﾚ､帯背等少ﾔｹ李家正文 学芸書林 昭48 900
X1203 墨絵と私　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 　　　　　日本墨青会編刊 昭53 750
X1204 白痴　1・2揃 (世界文学全集)　　函帯,少ﾔｹ､奥付小印消・年月日書込

ﾄﾞｽﾄｴｰﾌｽｷｲ/米川正夫訳 河出書房新 昭52 1,200
X1205 終末・預言・安息日 (19世紀ｱﾒﾘｶとｴﾚﾝ･ﾎﾜｲﾄの安息日録)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ

村上良夫 新教出版社 1998 3,300
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X1206 現代日本の宗教問題　　ｶﾊﾞｰ､帯少痛,少ﾔｹ 村上重良 朝日選書 1979 750
X1207 日本伝統音楽の研究 1 <民謡研究の方法と音階の基本構造>　　函背小口等少ﾔｹ

小泉文夫 音楽之友社 昭50 1,500
X1208 オブラート発明物語 (異才・藤本吉二が行く)ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ

勝尾金弥　　　能登印刷出版部 2006 800
X1209 一乗谷のなぞ　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ かつおきんや 若草書房 1986 600
X1210 万葉の女たち男たち　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚 石丸晶子 講談社 昭61 500
X1211 大伴家持と越中万葉の世界　　ｶﾊﾞｰ端少ｽﾚ､天等少ﾔｹ

高岡市・万葉のふるさとづまくり委員会 昭59 1,200
X1212 わが後に洪水あれ (随筆集)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 杉森久英 潮出版社 1990 900
X1213 大岡昇平・埴谷雄高二つの同時代史　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 岩波書店 1984 1,200
X1214 「琵琶湖周航の歌」誕生の謎 (作曲者・吉田千秋の遺言)　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

小菅 宏 NHK出版 2004 750
X1215 本邦創始養鶏講義録 第壹号 小口等少ﾔｹ有､自家糸綴 大日本養鶏普及 大8 900
X1216 日本醸造協会雑誌　第13年第3号　表少痛､ﾔｹ､少汚　　日本醸造協会 大7 750
X1217 蚕絲の光　十月号　　少ﾔｹ､端少痛､P33 　　　　　大日本蚕絲会 昭4 500
X1218 普段着の朝鮮語 (私の朝鮮語小辞典2)　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ　長璋吉　河出 昭63 1,000
X1219 トナカイに乗った狩人たち (北方ﾂﾝｸﾞｰｽ民族誌)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､表紙内少書込

　　　　　　B.A.ﾄｩｺﾞﾙｺﾌ/加藤九祚解説/斎藤晨二訳　　刀水歴史全書 1981 900
X1220 地を潤すもの　ｶﾊﾞｰ､帯背痛､天等少ﾔｹ汚､著者署名入　曽野綾子　毎日 1976 750
X1221 私を変えた聖書の言葉　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､著者署名入　〃 講談社 1978 750
X1222 遠来の客たち　　ｶﾊﾞｰ背・小口等ﾔｹ有、表紙内ﾋﾞﾆｰﾙ貼付、著者署名入

曽野綾子 筑摩書房 昭30 1,200
X1223 CD付 はじめての英会話　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 桑原功次 ナツメ社 2001 350
X1224 鏡の力 鏡の想い (日本を知る)　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 中村潤子 大巧社 1999 800
X1225 良寛さん　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ､新装普及版 画と文 植野明磧 柏樹社 1987 900
X1226 陶芸のふるさと 京焼 (日本こころの旅11)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､ﾑｯｸ版　青人社 平元 800
X1227 特集 日本海軍の名将と名参謀 (別冊歴史読本 特別号)　小口等少ﾔｹ､B5判

　　　　　　新人物往来社 昭60 500
X1228 日本の火縄銃　　ｶﾊﾞｰ端貼付､少ﾔｹ 須川薫雄 光芸出版 1989 4,500
X1229 鉄砲史研究　第352号 (村田銃13年式・18年式・22年式の弾薬筒および

　　　弾薬運搬箱　安田修他/他)　　少ﾔｹ 日本銃砲史学会編刊 平18 1,000
X1230 櫻町鉄炮 (そかいづつ)　　少ﾔｹ､一ヶ所蛍光ﾍﾟﾝ線､P32

澤田 平　　　　　堺鉄砲研究会 昭59 800
X1231 あい砲　１４号 (ｵﾗﾝﾀﾞ東ｲﾝﾄﾞ会社と船載砲について　吉田正義/他)

薄少ﾔｹ､P92 　　愛知県古銃研究会 平14 900
X1232 あい砲　17号 (村田散弾銃について　加藤高康/他)　薄ﾔｹ､P111　　〃 平18 1,200
X1233 明治時代における日本人の中国探検旅行とその紀行詞藻 少ﾔｹ､P19高瀬允 350
X1234 木屋と木屋押形　　小口等少ﾔｹ､前半蛍光ﾍﾟﾝ線等多､再版　本間順治 900
X1235 賀州住兼若造　　少ﾔｹ､3頁蛍光ﾍﾟﾝ線､P37穴田龍太郎 昭49 1,200
X1236 加州刀工系図資料　　　　少ﾔｹ､正誤表付､P36 尾山刀剣会 昭10 1,500
X1237 琉球・小笠原の地誌と地図(内閣文庫所蔵資料展) 少ﾔｹ､P32 国立公文書 平4 750
X1238 中国図書の歴史 カバー背等少ﾔｹ 庄屋威著/吉村善太郎訳 臨川書店 平元 750
X1239 高島屋美術刀剣展　刀剣目録 第20号 (日本刀剣)　　少ﾔｹ､P36

伊波富彦編 日本刀剣 昭47 1,000
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X1240 刀剣番附価格表　古刀編 付録　　少ﾔｹ､P8 　　　　　　扇風堂美術店 昭49 200
X1241 洪武通宝図譜 (月刊 「銭貨」 創刊50号記念特集号　　少ﾔｹ

静岡いずみ会編　　　　穴銭堂出版部 昭50 4,500
X1242 わが石彫の風土　　函等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ､署名入 鈴木政夫 聖豊社 昭55 900
X1243 永平寺　函等少ﾔｹ　写真/井上清司 文/桜井秀雄　曹洞宗宗務庁 昭44 1,200
X1244 むきもの宝典 (増補改訂版)　函少汚､背等少ﾔｹ　島根棋長 第一出版 昭37 900
X1245 味 西村元三郎 料理集十二ヵ月 函背天等少色ｱｾ･ﾔｹ汚､ｶﾊﾞｰ､B5判 〃 昭46 3,000
X1246 世界四大文明展 (ｴｼﾞﾌﾟﾄ/ﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ/ｲﾝﾀﾞｽ/中国) 4冊一函　薄ﾔｹ NHK 2000 3,000
X1247 アンダーグラウンド　　ｶﾊﾞｰ､帯背等少ﾔｹ 村上春樹 講談社 1997 750
X1248 最長片道切符の旅 ｶﾊﾞｰ､帯背色ｱｾ､小口等少ﾔｹ汚 宮脇俊三 新潮 昭54 450
X1249 終着駅は始発駅　ｶﾊﾞｰ帯背少色ｱｾ､小口等少ﾔｹ汚　宮脇俊三　〃 昭57 450
X1250 新幹線をつくった男　島秀雄物語　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 高橋団吉　小学館 2000 750
X1251 日本食生活史　　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ強､天等ﾔｹ有 渡辺 実 吉川弘文館 昭52 750
X1252 日本文学鑑賞辞典 近代編　裸本､小口等少ﾔｹ汚 吉田精一編 東京堂 昭38 750
X1253 新明解国語辞典 (第五版)　函､少ﾔｹ､記念品 金田一京助他　三省堂 2004 1,200
X1254 漢和辞典 (改訂新版)　　　　函等少ﾔｹ 赤塚忠他編 旺文社 1992 900
X1255 東京の下層社会 (明治から終戦まで)　　ｶﾊﾞｰ帯等少ﾔｹ､本体下端等ｽﾚ痛有

紀田順一郎 新潮社 平2 450
X1256 いのちの風光 (現代に生きる仏教 1)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､奥付前頁書込有

紀野一義 筑摩書房 昭48 350
X1257 佛との出会い (現代に生きる仏教 2)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　〃 筑摩書房 昭54 450
X1258 日本近代青春史　函背欠､函・本体背等ﾔｹ有 神崎 清 書物展望社 昭16 1,200
X1259 決定的瞬間史　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ　尾鍋輝彦/和歌森太郎 雪華社 昭52 800
X1260 大名 (その領国経営)　　函角痛､少ﾔｹ 藤野 保 人物往来社 昭39 750
X1261 江戸八百八町 (史実にもみる政治と社会)　　ｶﾊﾞｰ少角少痛､天ﾔｹ有

川崎房五郎 桃源選書 昭42 450
X1262 以下、「講座・比較文化」　裸本、少ﾔｹ 伊東俊太郎他編 研究社 昭51 各　600

1　日本列島の文化史　　　3　西ヨーロッパと日本人　　　4　日本人の生活
7　日本人の価値観　　　8　比較文化への展望

X1263 人物評伝　函背天ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ　J.M.ｹｲﾝｽﾞ/熊谷尚夫他訳　岩波 1965 900
X1264 動乱 (眼に映る以上のもの)　函背少色ｱｾ汚、少ﾔｹ汚

C･ﾏｲﾀﾞﾝｽﾞ/須賀照雄訳 論争社 1960 1,200
X1265 北槎聞略 (光太夫ﾛｼｱ見聞記)　　裸本､小口等ﾔｹ有､天少汚、蔵書印

桂川甫周著/竹尾弌訳 武蔵野書房 昭18 1,200
X1266 この法則でゾーンに入れる!　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ　茂木健一郎 朝日出版社 2014 450
X1267 <癒し>のまなざし　中川米造対談集　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 福村出版 1989 800
X1268 三〇代が読んだ『わだつみ』　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 堀切和雅 築地書館 1993 600
X1269 透明人間の告白　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ　H･F･ｾｲﾝﾄ/高見浩訳　新潮社 1988 750
X1270 わかれ (小説九篇)　　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 瀬戸内寂聴 新潮社 2015 450
X1271 宮本武蔵 五輪書の読み方　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 谷沢永一 幻冬舎 2002 750
X1272 時代小説ベスト101　　　　ｶﾊﾞｰ帯、薄ﾔｹ 向井 敏編 新書館 2002 750
X1273 関ケ原　上中下揃　ｶﾊﾞｰ帯背少色ｱｾ､少ﾔｹ 司馬遼太郎　　新潮社 昭56 900
X1274 菜の花の沖　全6揃　ｶﾊﾞｰ帯背少色ｱｾ、天等少ﾔｹ　〃 文藝春秋 昭57 1,800
X1275 竜馬がゆく　全5揃　ｶﾊﾞｰ､小口天ﾔｹ強 司馬遼太郎　　〃 昭53 1,800
X1276 花神　全4揃　ｶﾊﾞｰ帯､小口上端・天等少ﾔｹ 司馬遼太郎　　新潮社 昭50 1,200
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以下、「中公文庫」　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
X1277 大観伝 小口等ﾔｹ入 近藤啓太郎 昭51 300 X1278　 中国 考古と歴史の旅
X1279 流れる星は生きている　藤原てい 昭57 350 村山孚　 昭62 300
X1280 細川護貞座談　聞き手 光岡明他 1990 300 X1281　空海の風景 (改訂)　上下揃
X1282 諸葛孔明　植村清二　　昭60 250 　小口等少黄ばみ浮 司馬遼太郎 1997 800
X1283 波のかたみ(清盛の妻) 永井道子 1989 500 X1284　竜の星座 (内藤湖南のｱｼﾞｱ
X1285 ある昭和史　色川大吉　昭53 300  的生産) 扉少書込 青江舜二郎 昭55 450
X1286 インドとまじわる 帯 荒松雄 1992　400 X1287  史書を読む 帯 坂本太郎 昭62 300
X1288 歴史家の旅から　坂口昴　昭56 450 X1289  天智伝　帯　中西進 1992 450
X1290 評伝 三島由紀夫　帯､扉少書込､3ヶ所 X1291  詩経　帯､扉年月日等書込

　　　ﾍﾟﾝ丸　佐伯彰一　1988 400 　　　　　海音寺潮五郎訳 1990 900
X1292 サロメの乳母の話 塩野七生 1989　250 X1293  中国に学ぶ　宮崎市定 1991 350
X1294 ルネサンスの女たち　〃　昭52 350 X1295  隼別王子の叛乱　ｶﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ貼付
X1296 失敗の本質 (日本軍の組織論的研究) 　田辺聖子 昭53 300

　戸部良一/寺本義也/他　2002　500 X1297  徳川家康 北島正元 昭58 300
X1298 ﾏｯｶｰｻｰの二千日袖井林二郎昭57 400　X1299  十六の話 帯 司馬遼太郎 1997　450
X1300 ｱｰﾛﾝ収容所　会田雄次　昭55 250 X1301  将門記　少汚　大岡昇平 昭51 200
X1302 騎馬民族国家 (日本古代史へのｱﾌﾟ X1303  不吉な黄昏 (ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ陥落の記録)

　　　　ﾛｰﾁ)　江上波夫　昭59 300 　　帯　ﾉｴﾙ･ﾊﾞｰﾊﾞｰ 1995 750
以下、「講談社学術文庫」　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ

X1304 唐詩歳時記　植木久行　1997 500 X1305  古代朝鮮と日本仏教
田村圓澄 昭60 400

X1306 幕末遣外使節物語 (夷狄の国へ)　帯 X1307  和英語林集成　帯
　　　　　　　　　尾佐竹猛　1990 350 　J・C・ﾍﾎﾞﾝ/松村明解説 1989 2,400

X1308 話し言葉の技術　金田一春彦　昭52　250
以下、扉に年月日等書込有

X1309 木簡学入門　大庭脩　昭59 750 X1310  文庫の整理学 紀田順一郎 昭61 300
X1311 大学　宇野哲人全訳注　昭58 400 X1312  旧約聖書名言集　小口底少黄ばみ
X1313 西アジアとインドの文明　帯、目録赤 名尾耕作 昭60 400

　　　鉛筆線　　岩村忍　1991 450
X1314 中国の故事と名言　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､扉年月日等書込有

　　　　　　　　　　　　　　　　　常石茂/立間祥介 責任編集 集英社文庫 1988 300
X1315 中華図案見学 (ｶﾗｰ文庫)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 島尾伸三 新潮文庫 平元 450
X1316 報復兵器V2 (航空戦史ｼﾘｰｽﾞ)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､2ヶ所赤鉛筆線

野木恵一 朝日ｿﾉﾗﾏ 昭58 450
X1317 徒然草　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ入 川瀬一馬校注 現代語訳 講談社文庫 1989 600
X1318 大風呂敷 (後藤新平の生涯) 上下揃 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 杉森久英 集英社文庫1989 1,000
X1319 うめぼし博士の逆・日本史　全4揃　　ｶﾊﾞｰ､1冊帯欠､小口等少ﾔｹ

樋口清之 祥伝社 平9 1,600
X1320 ｱﾀｸｼ絵日記 忘月忘日 2～8 (7冊) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 山藤章二　文春文庫 1989 2,000
X1321 名探偵ホームズ　1～6 (6冊)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 池田憲章編 ｱﾆﾒｰｼﾞｭ文庫 2001 1,800
X1322 自選 井上靖詩集　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 旺文社文庫 1981 750
X1323 秘湯の旅 (ｶﾗｰﾌﾞｯｸｽ)　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 藤嶽彰英 保育社 昭53 450
X1324 離島の旅 (ｶﾗｰﾌﾞｯｸｽ)　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 松井 守 保育社 昭55 450
X1325 写真版 東京大空襲の記録　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　早乙女勝元編著 新潮文庫 昭62 350
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以下、「新書判」
X1326 那谷寺 (真言宗別格本山) ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 陣出達朗監修 北国出版社 昭45 500
X1327 犀星のふるさと (金沢文学散歩) ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 木戸逸郎 北国出版社 昭46 750
X1328 金沢城　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 森栄松 北国出版社 昭45 500
X1329 城下町 金沢　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ　文・吉田圭蔵/写真・吉川恍陽　〃 昭45 500
X1330 北陸の旅 (旅情シリーズ 14)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ黄ばみ 弘文社 昭46 750
X1331 石川縣陶磁器の製造者と販売者　　少ﾔｹ､蔵書印、文庫判、P67

　　　石川縣商品陳列所 昭6 3,000
X1332 石川縣羽咋郡熊野村治一覧　大正14年/大正15・昭和元年　　2冊で、折畳、少ﾔｹ､

大正14年は表紙鉛筆落書消跡 3,000
X1333 改版　加賀の千代　　　　少ﾔｹ 中本恕堂 白山文庫 昭42 900
X1334 清澄に帰れる日蓮　　　　裸本､少ﾔｹ 中里介山　　　大菩薩峠刊行会 昭8 900
X1335 日本教育発達史　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､記名印消 玉城 肇 三一書房 1966 500
X1336 部落 (ある靴職人まの視点)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 土方 鉄 社会新報 1970 750
X1337 心眼　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､背少ｼﾐ跡汚 大森曹玄 柏樹新書 昭52 700
X1338 百人百石 (探石のｺﾂ) ｶﾊﾞｰ､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小印 村田圭司編 徳間 昭38 1,200
X1339 ｶﾗｰ版　パイプ　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ、蔵書印 小室 寛 池田書店 昭51 750
X1340 共立 数学公式　附 函数表 (改訂増補)　函等少ﾔｹ　泉信一他編　共立 昭56 1,200

以下、「中公新書」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
X1341 仏教とは何か　山折哲雄　1993 350 X1342  韓非子 冨谷 至 2003 450
X1343 書とはどういう芸術か (筆蝕の美学) X1344  男うた女うた (男性歌人篇)　帯

　帯背少色ｱｾ　石川九楊　1994　350 佐佐木幸綱 2003 500
X1345 男うた女うた (女性歌人篇)　帯 X1346  おやじの国史とむすこの日本史　ﾋﾞﾆ

　　　　　　　馬場あき子　2003 500 　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ､帯 福田紀一 昭52 300
X1347 日本の名作 (近代小説62篇)　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､帯､少汚　　小田切 進 昭54 300
X1348 「お葬式」の日本史　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ新谷尚紀監修 青春出版社 2003 350
X1349 江戸の恋 (「粋」と「艶気」に生きる)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 田中優子 集英社新書 2002 350
X1350 「赤本」の世界 (民間療法のﾊﾞｲﾌﾞﾙ) ｶﾊﾞｰ､帯背等少ﾔｹ　山崎光夫　文春 平13 1,200
X1351 百貌百言　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 出久根達郎 文春新書 平13 350
X1352 日本暗殺総覧 (この国を動かしたﾃﾛﾙの系譜)　〃 泉 秀樹 ベスト新書 2002 450
X1353 西鶴という鬼才 (新書で入門)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 浅沼 璞 新潮新書 2008 300
X1354 日本人はなぜ無宗教なのか　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 阿満利麿 ちくま新書 2000 350
X1355 日本語を反省してみませんか　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 金田一春彦 角川 2002 250
X1356 部落差別と冤罪 (狭山事件の背景)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 高杉晋吾 三一新書 1977 1,500
X1357 アンネの日記 ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ、少ﾔｹ ｱﾝﾈ･ﾌﾗﾝｸ/皆藤幸蔵訳 文藝春秋 1969 350
X1358 日本書紀 (下)　原本現代訳　ｶﾊﾞｰ折跡､少ﾔｹ 山田宗睦訳　教育社新書1994 600
X1359 山本七平の日本歴史 上下揃 ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ黄ﾊﾞﾐ､蔵印 ﾋﾞｼﾞﾈｽ社 2005 1,200
X1360 雅芳 (小野素文翁遺句集)　　　　少ﾔｹ、贈呈印 吉田素心 昭52 900
X1361 金沢の方言(金沢弁のいろいろ) 背ﾔｹ有､2ヶ所青鉛筆線 志受俊孝 北国 昭61 750
X1362 神通の流れに (私達の歩いた道) (神通中学・富山中部高等学校50周年記念出版)

　　　　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ背等色ｱｾ、少ﾔｹ　　富山県立富山中部高等学校 昭45 1,200
以下、「岩波新書」　　少ﾔｹ

X1363 タバコの歴史　　少ﾔｹ汚 X1364 万葉群像 少ﾔｹ入 北山茂夫 1980　300
　　　　　　　宇賀田為吉　1973 450 X1365  米軍と農民　阿波根昌鴻 1973 500

X1366 炭鉱に生きる (炭鉱労働者の生活史)　少ｼﾐ跡汚　三菱美唄炭鉱労働組合1960 750
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