
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
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1
長岡博男 慶友社 1,800 

X2 能登 舳倉の海びと ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 北国新聞社編集局編 北国出版 1,000 
X3

監修･編集代表 矢ヶ崎孝雄　　東京法令 900 
X4 石川県姓氏歴史人物大辞典　　函､帯傷､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 角川書店 7,500 
X5

新人物往来 2,000 
X6 新曲 四季の金澤　　　表紙少傷､少ﾔｹ 産業と観光の大博覧会協賛会 3,000 
X7 石川県 1,200 
X8 石川の野鳥　　　　ｶﾊﾞｰ背等ﾔｹ有 石川野鳥の会 北国書林 3,000 
X9 対談・石川県戦後政治史秘話　　ｶﾊﾞｰ角少傷､帯少傷､少ﾔｹ

900 
X10 加賀の千代研究　　　　函帯､少ﾔｹ 中本恕堂 北国出版社 1,500 
X11 加賀能登 史蹟の散歩　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､少ﾔｹ 田中喜男 北国出版社 900 
X12

西 敏明 風媒社 1974 500 
X13 中野重治拾遺　　　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ 小川重明 武蔵野書房 1998 1,200 
X14 加賀・能登 歴史と文化　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　石川県教育委員会編　北国新聞 1998 600 
X15 1970 2,000 
X16 人間国宝　木村雨山　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 紙谷草土 北国出版社 1,500 
X17 1995 1,000 
X18 粟ノ保の歴史を調べる会編

　　羽咋市粟ノ保公民館 750 
X19

野村昭子　歴研ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ編集委員会刊 350 
X20 加賀能登の文学　　ｶﾊﾞｰ少ｽﾚ､少ﾔｹ 藤田福夫監修 北国出版社 1,200 
X21 文壇資料 城下町金澤　ｶﾊﾞｰ帯､小口等鈔ｹ､蔵書印　磯村英樹　講談 900 
X22 加賀の茶室　　　　ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ 牧 孝治編 北国出版社 1,500 
X23 加越能寺社由来　上下揃　　函背等少ﾔｹ

　井上鋭夫校訂　　石川県図書館協会 35,000 
X24 石川県押野村史　　函角等傷有､少ﾔｹ､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端糊付

高堀勝喜編　　　同編集委員会 6,000 
X25 能登阿岸本誓寺文書　函背等少ﾔｹ､ﾋﾞﾆｰﾙ端少傷 北西弘　清文堂 7,500 
X26 原色北陸の花　ｶﾊﾞｰ背少ｽﾚ､少ﾔｹ､小印消 熊木義房 北国出版社 1,200 
X27 15,000 
X28 藩法研究会編 創文社 7,500 
X29 男爵本多政以君傳　函ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 和田文次郎編 葵園会 3,500 
X30 辰巳 明 辰巳富子 900 
X31 2011 700 
X32

　　　　　　　　　　　金沢学院大学文学部日本文学科編 北国新聞社 2007 900 
X33 750 
X34 加賀染 太郎田屋與右衛門　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､著者署名入

高桑砂夜子　加賀染振興協会 1,500 

加賀能登の生活と民俗 (考古民俗叢書 14)　　函少ﾔｹ汚
昭50
昭61

ふるさと加賀・能登 (身近な地域の地理巡検)　　少ﾔｹ
昭56
平10

新編 物語藩史　6 (北陸地方の諸藩)　 函帯背等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　若林喜三郎他/監修 児玉幸多他 昭51

昭7
こども石川県史 (民話・物語編)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､小印 平3

昭37

徳田与吉郎+上田正二　北陸中日新聞 昭58
昭47
昭46

城下 (安政飢民抄)　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ汚､著者謹呈署名入

落人の伝承 (五箇山の民俗史2)　ｶﾊﾞｰ背等ﾔｹ少汚　　小坂谷福治
昭60

加賀友禅 (その文様、色彩、技法)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 寺西一紘 橋本確文堂
羽咋市 粟ノ保地区方言集　　表紙布装､P49

平7
浅井長政の実弟 大文字屋の研究 (歴研ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ)　P40

平7
昭47
昭54
昭49

昭49

昭39
昭46
昭55

金沢町 名帳 (金沢市図書館叢書 一)　函少ﾔｹ　金沢市立玉川図書館 平8
藩法集　6　続金澤藩　　函背等ﾔｹ有 昭41

大13
一向一揆研究ノート (一)　　裸本､表紙ﾔｹ有 昭62
阿千代物語 (仏御前異聞たどり)　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､戯曲　山岸正　北国
ほくりく文学紀行 (現代小説の舞台を訪ねて)　　ｶﾊﾞｰ､帯少傷

加賀友禅 (ｼﾘｰｽﾞ染織風土記)　ｶﾊﾞｰ､天少ﾔｹ汚　中江克己他　泰流社 昭58

平3
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以下、「加賀能登郷土図書叢刊」　　少ﾔｹ､復刻　　　石川県図書館協会
X35 加賀志徴　上下揃　函少ヤケ汚 X36 　能登志徴　上下揃　函天等少ﾔｹ汚

15,000 12,000 
X37 旧條記 1,200 X38 　藩國官職通考 1,000 
X39 國事昌披問答 800 X40 　加賀藩初期の侍帳 7,000 
X41 加賀貨幣録 3,800 X42 　銭屋事件詮議留 2,000 
X43 加能越三州地理志稿　　 6,000 X44 　加能越金砂子 1,800 
X45 重修 加越能大路水経 1,200 X46 6,000 
X47 能登名跡志 4,500 X48 9,000 
X49 4,500 X50 　秘要雑集 900 
X51 900 X52 　寝覚の蛍 900 
X53 1,200 X54 　亀の尾の記 2,500 
X55 2,000 X56 　加越能古俳書大観　上下揃
X57 4,500 函少ﾔｹ汚 15,000 
X58 4,000 X59 　気多神社文献集 3,800 
X60 5,000 X61 　一向一揆と富樫氏 4,500 
X62 7,500 X63 　三壷聞書 9,000 
X64 800 X65 　御夜話集　上下揃 9,000 
X66 3,000 X67 　三州奇談 4,500 
X68 2,000 X69 　加能漂流譚 1,000 
X70 2,500 X71 　加能越氏族傳 1,200 
X72 800 X73 　異部落一巻 1,200 
X74 2,500 X75 　水戸浪士西上録 2,500 
X76 900 X77 　稗史集　上下揃 3,000 
X78 800 X79 　芝居と茶屋町 1,500 
X80 重訂 越登賀三州志　　函少ﾔｹ汚･角少傷 富田景周著 4,500 
X81 ヘーゲル精神現象学の研究　函背等少ﾔｹ､小印　樫山欽四郎　創文社 1,800 
X82

7,500 
X83 フィヒテ研究　　函背等少ﾔｹ､函角少ﾍｺﾐ有､小印　大峯 顕　　創文社 5,000 
X84 権利論　　背等少ﾔｹ､小印 創文社 3,500 
X85

みすず書房 1976 2,900 
X86

函背等少ﾔｹ､帯､押印 みすず書房 1977 6,000 
X87 函帯背等少ﾔｹ､押印､第一巻裏表紙内

みすず書房 1975 3,000 
X88

みすず書房 1977 6,000 
X89

原書房 6,000 
X90

原書房 2,500 
X91

原書房 2,500 

昭45

　　　　　　　　　　　　　　　　昭44 昭44

　能登路の旅　正続2冊
　改作所旧記　全3揃　函少汚

大聖寺藩史談　　　　　　昭46 昭46
茇憩紀聞　　　　　　　　　昭46 昭46
近郊游記　　　　　　　　　昭46 昭46
金城深秘録　　　　　　　昭46
白山比咩神社文献集　　昭46 昭46
白山所属争議　　　　　　昭46 昭46
前田氏戦記集　　　　　　昭46 昭46
國事雑抄　全3揃　函少汚　〃 昭47
自他群書　　　　　　　　　昭47 昭47
景周先生小著集　　　　昭47 昭47
咄随筆　　　　　　　　　　昭47 昭47
長氏と畠山氏　　　　　　昭47 昭47
加能越良民傳　　　　　　昭47 昭47
長氏文献集　　　　　　　昭47 昭47
麦水俳論集　　　　　　　昭47 昭47
楢葉越枝折　　　　　　　昭47 昭47

昭48
昭51

哲学　1・2・3揃 (1 哲学的世界定立/2 実存開明/3 形而上学)　　　函背等少ﾔｹ､
　　1函角少ﾂﾌﾞﾚ､各小印　　ｶｰﾙ･ﾔｽﾊﾟｰｽ/武藤光朗他訳　　創文社　　昭47-52

昭51
ｼﾞｬﾝ･ﾀﾞﾊﾞﾝ/水波 朗訳 昭52

ビヒモス (ﾅﾁｽﾞﾑの構造と実際)　　函背等少ﾔｹ､帯､小印
　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾗﾝﾂ･ﾉｲﾏﾝ/岡本友孝他訳
国家総動員 (一) 経済/(二) 政治　2冊揃 (現代史資料 43・44)

ボリシェヴィキ革命　1917-1923　全3揃
　　全体にﾍﾟﾝ書込有　E.H.ｶｰ/原田三郎・宇高基輔他訳
一国社会主義　1924-1926　経済/政治　2冊揃　　函帯背等少ﾔｹ､押印

E.H.ｶｰ/南塚信吾訳
新訂 解体過程にある 中国の経済と社会　上下揃 (ﾕｰﾗｼｱ叢書 18・19)
　　　函等少ﾔｹ､下巻函角小傷､押印  K･A･ｳｨｯﾄﾌｫｰｹﾞﾙ 昭52
東洋的社会の理論 (ﾕｰﾗｼｱ叢書 17)　函背等少ﾔｹ､押印
　　　　　　　　　　　　　　K･ｳｨｯﾄﾌｫｰｹﾞﾙ/平野義太郎監訳 昭51
ロシア経済史 (ﾕｰﾗｼｱ叢書 2)　　函背等少ﾔｹ､押印

P･I･ﾘｬｼﾁｪｺ/山下義雄訳 昭49
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X92 近代中国政治史研究　　　　函､薄ﾔｹ､押印 衛藤瀋吉　東京大学出版 1986 1,200 
X93 新版 アメリカ合衆国史　　函背等少ﾔｹ､裏表紙内ﾍﾟﾝ書込有､押印

岩波書店 1980 1,700 
X94 資料 大正社会運動史　上下揃　函等少ﾔｹ 田中惣五郎編　三一書房 1970 3,000 
X95 勁草書房 900 
X96 勁草書房 900 
X97

見田宗介 弘文堂 1,200 
X98 日本人と思想　　　　函等少ﾔｹ 山縣三千雄 創文社 3,500 
X99

芝原拓自 岩波書店 1981 2,000 
X100 大正デモクラシー論　　　　函等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ 三谷太一郎　中央公論社 1,500 
X101

　　　　　　　　　　　　　東京大学社会科学研究所編　　東京大学出版会 1979 1,200 
X102 バブーフの陰謀　　　　函､少ﾔｹ 柴田三千雄 岩波書店 900 
X103

みすず書房 1977 2,800 
X104 法社会学　函背等少ﾔｹ､押印 2,500 
X105

創文社 2,000 
X106

創文社 2,500 
以下、「叢書 ウニベルシタス」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　　　　　法政大学出版局

X107 1980 3,500 
X108 1969 1,200 
X109

1980 1,800 
X110 1982 2,500 
X111 1982 1,500 
X112 1984 1,200 
X113

1973 900 
X114 1987 1,800 
X115 1978 1,000 
X116 1982 1,500 
X117 1972 750 
X118 1981 1,500 
X119 佐藤信夫 創知社 1,000 
X120 レトリックの消息　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 佐藤信夫 白水社 1987 1,000 
X121 言述のすがた 《わざとらしさの修辞学》　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　　〃青土社 1986 900 
X122 岩波書店 1986 1,000 
X123

みすず書房 1980 1,200 
X124

ﾅｶﾆｼﾔ出版 2001 3,500 

　　　　　　　　　　　　ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾋﾞｱｰﾄﾞ他/松本重治他訳

戸坂潤全集　3　現代哲学講話 他　　裸本､少ﾔｹ 昭49
戸坂潤全集　5　世界の一環としての日本 他　裸本､少ﾔｹ 昭49
価値意識の理論 (欲望と道徳の社会学)　　函等少ﾔｹ､本体表紙少汚

昭41
昭57

日本近代化の世界史的位置 (その方法論的研究)　　函等少ﾔｹ

昭49
ヨーロッパの法体制 (ﾌｧｼｽﾞﾑ期の国家と社会 5)　　函等少ﾔｹ､函角少ﾂﾌﾞﾚ､帯

昭43
資本蓄積論 (第3版)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､裏表紙内少書込･押印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｮｰﾝ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ/杉山 清訳

ﾏｯｸｽ･ｳｪｰﾊﾞｰ/世良晃志郎訳　創文社 昭49
法の一般理論 (新版)　　

ｼﾞｬﾝ･ﾀﾞﾊﾞﾝ/水波 朗訳 昭51
ドイツ法制史概説 (改訂版)　　函背等少ﾔｹ､表紙内書込､押印
　　　　　　　　　　　　　ﾐｯﾀｲｽ=ﾘｰﾍﾞﾘｯﾋ/世良晃志郎訳 昭58

推測と反駁 (科学的知識の発展)　　ｶｰﾙ･R･ﾎﾟﾊﾟｰ/藤本隆志他訳
幻影と現実 (詩の源泉の研究)　　ｸﾘｽﾄﾌｧ･ｺｰﾄﾞｳｪﾙ/長谷川鑛平訳
永遠に女性的なるもの (ﾃｲﾔｰﾙ･ﾄﾞ･ｼｬﾙﾀﾞﾝの一詩篇の研究)

ｱﾝﾘ･ﾄﾞ･ﾘｭﾊﾞｯｸ/山崎庸一郎訳
批評の解剖　　ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ﾌﾗｲ/海老根宏他訳
孤独の迷宮 (ﾒｷｼｺの文化と歴史)　　ｵｸﾀﾋﾞｵ･ﾊﾟｽ/高山智博他訳
カフカ(ﾏｲﾅｰ文学のために)　ｼﾞﾙ･ﾄﾞｩﾙｰｽﾞ/ﾌｪﾘｯｸｽ･ｶﾞﾀﾘ/宇波 彰他訳
スペクタクルと社会 (劇的想像力の社会的機能について)　帯､ｶﾊﾞｰ少色ｱｾ

ｼﾞｬﾝ･ﾃﾞｭﾋﾞﾆｮｰ/渡辺 敦訳
キッチュの心理学　　ｱﾌﾞﾗｱﾑ･A･ﾓﾙ/万沢正美訳
美と弁証法　　ｼﾞｪﾙｼﾞ･ﾙｶｯﾁ/良知力/池田貞夫/他訳
空と夢(運動の想像力にかんする試論) ｶﾞｽﾄﾝ･ﾊﾞｼｭﾗｰﾙ/宇佐美英治訳
マルクスの自然概念　帯､ｶﾊﾞｰ少色ｱｾ　ｱﾙﾌﾚｰﾄ･ｼｭﾐｯﾄ/元浜清海訳
時間と空間　　　　ｴﾙﾝｽﾄ･ﾏｯﾊ/野家啓一編訳
レトリック・記号etc.　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭61

意味の弾性 (ﾚﾄﾘｯｸの意味論へ)　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚　　〃
言語と自然 (ｺﾚｰｼﾞｭ･ﾄﾞｩ･ﾌﾗﾝｽ講義要録 1952-60)　裸本､少ﾔｹ､扉小印･年月日書込
　　　　　　　　　　　　　　　　M.ﾒﾙﾛ=ﾎﾟﾝﾃｨ/滝浦静雄他訳
道徳の哲学者たち (倫理学入門) 第二版　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､少鉛筆線消
　　　　　　　　　　　　　　　　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾉｰﾏﾝ/塚崎智他監訳



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
250円です。

(複数冊の場合でも)

X125
1979 1,000 

X126 大修館書店 1986 900 
X127

国書刊行会 1987 1,800 
X128 1986 1,500 
X129 バタイユの世界　　函､少ﾔｹ 清水徹・出口裕弘編 青土社 1978 1,200 
X130 無神学大全　内的体験　　　　函背等少ﾔｹ汚

現代思潮社 1971 800 
X131

佐藤悦子・小林まり共訳 ﾘﾌﾞﾛﾎﾟｰﾄ 1983 1,800 
X132 ヘンリー・ジェイムズの言語　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 渡辺久義 北星堂書店 800 
X133 チェーホフの『桜の園』について　　函ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､著者ﾍﾟﾝｻｲﾝ入

宇野重吉 麥秋社 1981 2,000 
X134 チェーホフの生涯　　函､少ﾔｹ､菊判 佐藤清郎 筑摩書房 1,000 
X135 決定版　チェーホフ研究　　函背等ﾔｹ有

未来社 1954 750 
X136 函背等ﾔｹ有､函角小傷､蔵書印･記名

講談社 800 
X137

駿河台出版 1979 1,000 
X138 ゲーテとその世界　　ｶﾊﾞｰ背上端少傷､帯､少ﾔｹ汚､裏表紙内少書込

舟木重信 創芸社 750 
X139 10,000 
X140

芳賀弥一纂訂 冨山房 6,000 
X141 冷泉為臣編　国書刊行会 1,800 
X142 国書刊行会 3,000 
X143 秋成の「古代」　　　　ｶﾊﾞｰ帯､状態良 山下久夫 森話社 2004 4,500 
R209

　　　　　　　　　　　　　　本体良､月報付 岩佐正他校注 岩波書店 1978 1,200 
X144

板垣直子 大和書房 1965 1,500 
X145

6,000 
X146 1985 1,500 
X147

　　　　石川近代文学館 900 
X148 以下、「長谷川如是閑集」　　函､月報付 岩波書店 1989

X149 岩波書店 1979 4,800 
X150

　　函等少ﾔｹ、増補版 筑摩書房 2,000 

悪漢小説集 (大悪党/悪魔ｱｽﾓﾃﾞ/大盗ｼﾞｮﾅｻﾝ･ﾜｲﾙﾄﾞ伝) (世界文学全集6)
　　函帯､少ﾔｹ　ｹﾍﾞｰﾄﾞ/ﾙ･ｻｰｼﾞｭ/ﾌｨﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ/桑名一博他訳  集英社
中国文学館 (詩経から巴金)　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ　　黎波
フランス幻想文学史 (ｸﾗﾃｰﾙ叢書)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　　
　　　　　　　　　　　ﾏﾙｾﾙ･ｼｭﾈﾃﾞｰﾙ/渡辺明正他監訳
肉体と死と悪魔 ( 〃 )　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　ﾏﾘｵ･ﾌﾟﾗｰﾂ/倉智恒夫他訳　〃

G･ﾊﾞﾀｲﾕ/出口裕弘訳
バタイユの黒い天使 (ロール遺稿集)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､帯

昭53

昭41

ｴﾙﾐｰﾛﾌ/牧原 純他訳
ドストエフスキーの一日 (ﾙｰﾚﾃﾝﾌﾞﾙｸﾞ)

L･ｸﾞﾛｽﾏﾝ/原卓也訳 昭56
現代フランス作家論 (ﾌﾟﾙｰｽﾄからｶﾐｭまで)　　函､少ﾔｹ､記名消

ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓｰﾛﾜ/谷長茂訳

昭24
大漢和辞典 (縮写版)　全13揃　函背･ﾋﾞﾆｰﾙ背ﾔｹ有､各押印　大修館 昭51
攷証　今昔物語集　全3揃 (復刊)　　函ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ､各押印有

昭51
藤原定家全歌集 (復刻)　　函､薄ﾔｹ､押印 昭59
建部綾足全集　1～3 (俳諧1～3)　3冊　函､少ﾔｹ､各押印 昭61

神皇正統記 増鏡 (日本古典文学大系 87)　　函帯等少ﾔｹ､裏表紙内印､

林芙美子の生涯 (うず潮の人生)　　ｶﾊﾞｰ端少傷み､ﾔｹ少汚

中村草田男全集　1～5 (第一句集『長子』昭11～第八句集『時機』昭55/作品1・2)
　　　　　　　　　　　　　函､薄ﾔｹ､各押印有、月報付　　みすず書房　　1989・84
中村草田男全集　7　芭蕉・蕪村　函､薄ﾔｹ､各押印有、月報付　みすず
市之丞と青葉　森山啓小説集　　函背等少ﾔｹ､帯少傷､4頁緑蛍光ﾍﾟﾝ線

昭45
各1,000

1　同時代人の肖像/身辺雑記　函帯背少ﾔｹ　　2　真実はかく佯る (抄)/倫敦！
 倫敦！(抄)/他　帯背少ﾔｹ　　3　現代社会批判 (抄)/道徳の現実性 (抄)/他
7　日本文化論/中国論ほか　1990　　8　書簡/自伝的著作より　帯　1990
石川淳選集　全17揃　　　　函背等少ﾔｹ､新書判
唐木順三全集　1　現代日本文学序説/近代日本文学の展開

昭56



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
250円です。

(複数冊の場合でも)

X151 歴史考古学大辞典　函､帯端ﾔｹ有､薄ﾔｹ　小野正敏他編　吉川弘文館 2007 15,000 

朝尾直弘他編 小学館 2000 8,000 
X152 以下、「石田英一郎全集」　　函、少ﾔｹ､新装版 筑摩書房

X153 日本海漁業と漁船の系譜　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､天一部少ｼﾜ
赤羽正春 慶友社 1998 1,300 

X154
大石慎三郎・木村礎 編　文一総合出版 1,800 

X155 倭人伝を徹底して読む　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 古田武彦 大阪書籍 1987 750 
X156 以下、「日本歴史新書」　　函､少ﾔｹ､状態良 至文堂

X157 以下、「日本歴史新書」　　函､少ﾔｹ､状態良 至文堂

X158
監修 半藤一利 ユーキャン 4,500 

X159
監修 原田勝正 ユーキャン 4,000 

X160 平凡社 1994 4,500 

日本歴史大事典　全4揃　函 (第1巻角小傷)､函少ﾔｹ､正誤表・訂正用ｼｰﾙ付

昭52各 1,200
1　文化人類学序説 他　表紙汚有､少ｶﾋﾞ臭､初版月報付　700円　　　2　文化人類学
ノート 他　　　3　東西抄/日本文化論　　　4　人間を求めて 他　　　5　河童駒引考 他
6　桃太郎の母 他　　　7　マヤ文明 他　　　8　人類と文明の誕生 他　昭53

江戸と地方文化 (一)(二)　2冊 (地方文化の日本史 6・7)　　函帯､少ﾔｹ
昭53

昭41 各　750
1　職人の歴史 (その生活と技術)　遠藤元男　　2　江戸　野村兼太郎　　3 上代の土地
制度　今宮 新　　4　堺 (商人の進出と都市の自由)　豊田武　　5　年中行事　　和歌森
太郎　　6　大阪　宮本又次　　7　北九州の古代遺跡 (墳墓・集落・都城)　鏡山猛
8 明治憲法の出来るまで　大久保利謙　　9 明治天皇　木村毅　　10 暦 (技術の上から
時代の歴史を見る)　P7角少ｼﾜ､函底少傷､背少ｽﾚ　750　　11　漁業の歴史　清光照夫
12　飛鳥・白鳳・天平の美術　野間清六　　13　神武天皇 (日本の建国)　植村清二
14　新井白石　宮崎道生　　15　平安京 (公家貴族の生活と文化)　村山修一
16　西南戦争　圭室諦成　　17　南蛮文化 (日欧文化交渉)　海老沢有道　　18 日本の
庭園 (京都の寺院を中心として)　吉永義信　　19 琉球の歴史　東恩納寛惇　　20 院政
吉村茂樹　　21　神話時代 (民族の思い出として親しまれるように)　肥後和男
22　比叡山と高野山　勝野隆信　　23　米の歴史　永井威三郎　　24　徳政と土一揆
中村吉治　　25　日本の医学 (その流れと発展)　石原明　　26　蒙古襲来　龍 粛
27　蝦夷地　高倉新一郎　　28　日本の修史と史学　坂本太郎　　29　日本の貨幣
小葉田淳　　30　浮世絵　近藤市太郎　　31　江戸時代の農民　安藤精一　　32　南北
朝論 (史実と思想)　村田正志　　33　日本の人口　関山直太郎　　34　長崎　箭内健次
35　東大寺と国分寺　石田茂作　　36　日本の建築　藤島亥治郎　　37　江戸・明治
時代の経済学者 (日本の経済を指導した人々)　本庄栄治郎　　38　禅宗の歴史
今枝愛真　　39 染織の歴史　三瓶孝子　　40 古代の服飾　猪熊兼繁　　41 平安時代
の女流作家　山中裕　　42　奈良時代の文化　村尾次郎　　43　鎌倉　渡辺保
44　京都　本庄栄治郎　　45　海運の歴史　古田良一　　46 東大寺の歴史　平岡定海
47　日本の仏教　大野達之助　　48　倭寇と勘合貿易　田中健夫　　49　藩政　金井圓
50　平安時代の文化　中村直勝　　51　本願寺　井上鋭夫　　52 楠木正成　植村清二
53　徳川家 (家康を中心に)　中村孝也

昭41 各1,500
1　昌平校と藩学　和島芳男　　2　新田開発　菊地利夫　　3 朱印船と日本町 岩生成一
4　金沢文庫と足利学校　結城陸郎　　5　人身売買 (海外出稼ぎ女)　森克己　
6　寺子屋 (庶民教育機関)　石川謙　　7　隠れキリシタン　古野清人
太平洋戦争　DVD　全10揃　　各ｹｰｽ入､BOXｹｰｽ等欠

昭和と戦争 (語り継ぐ7000日)　DVD　全8揃　　各ｹｰｽ入､BOXｹｰｽ等欠

富山県の地名 (日本歴史地名大系 16)　函ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
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当店、送料(国内)の上限
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X161
富安風生 五月書房 2,500 

X162 900 
X163

短歌新聞社 2,000 
X164

函角少傷､少ﾔｹ 二見書房 3,500 
X165 3,000 
X166 時代別　続古備前名品図録　　裸本､少ﾔｹ､大判

光美術工芸 15,000 
X167

　　編者 小山冨士夫 朝日新聞社 7,500 
X168 天台の秘宝　比叡山　　二重函、外函少ﾔｹ､大判､限定版

著者 塚本善隆他　　講談社 15,000 
X169

入江泰吉 保育社 6,000 
X170

　　　日本通信教育連盟 1,600 
X171 講談社 1,000 
X172 飯沢耕太郎著 1995 1,000 
X173 山形博導画集　　　　函帯､少ﾔｹ 小学館 1990 1,000 
X174 1991 1,000 
X175 ヒロ・ヤマガタ画集　色彩のうた　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 講談社 1992 1,000 
X176

美術出版社 1990 3,000 
X177

淡交社 3,500 
X178 以下、「平安朝かな名蹟選集」　　帙､少ﾔｹ､解説付　　　書芸文化新社

X179 寸松庵色紙　　帙少汚､少ﾔｹ､解説付､原寸大ｺﾛﾀｲﾌﾟ精印　　清雅堂 900 
X180 明治新版銅刻　大日本行程道中細見記　　折畳､彩色､題せんｺﾋﾟｰ貼付､小虫損

橋本澄月斎編 15,000 
X181 伊勢暦　文化八年辛未　　折本､少傷､題せん張替

1,500 
X182 伊勢暦　文政十二己丑　　折本､題せん､少虫損､角少汚 1,500 
X183 伊勢暦　天保九戌戌　　折本､題せん､少傷 1,500 
X184 岡本仙助 4,500 
X185 玄玄斎主人撰 12,000 
X186 12,000 
X187 玄玄斎主人 12,000 

句集　年の港　　限定350部､函少ﾔｹ､帙､和装本､定価12,000円
昭52

屋上庭園 (近代文芸復刻叢刊) 函欠､帙端少ｲﾐ跡､解題付 冬至書房新 昭54
古典逍遥・及辰園歌抄　　外函少ﾔｹ､B5判

山本健吉/佐藤佐太郎 昭63
平林たい子の自選作品　 (著名本・現代の女流作家)　　451部限定本

昭47
現代の民家造り　　函背少ｽﾚ､少ﾔｹ､綴少弱､A5判　山本勝巳　叢文社 昭54

　　　　　　　　　　　著者 桂 又三郎/写真撮影 菊地 正 昭51
石黒宗麿作陶五十選　　帙函角少傷､少ﾔｹ､大判､別冊付､限定800部

昭47

昭46
佛像　大和路　　二重函、外函ﾔｹ有､大判､付録地図少ﾔｹ､別刷写真2枚付

昭52
日本の庭園　上下揃 (名園探訪/名庭観賞)　　裸本､少ﾔｹ､大判

東山魁夷全集　5　京都　　函天少汚､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭53
東京写真　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､10人 INAX出版

色彩の詩人　ヒロ・ヤマガタの世界 (新装版)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　講談社

ベラスケス (世界の巨匠ｼﾘｰｽﾞ)　　函ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　　M.ｾﾘｭﾗｽ解説/雪山行二他訳
文房四宝 (筆墨硯紙)　　4冊一函　　函背等少色ｱｾ､少ﾔｹ

杉村勇造/永井敏男 昭55
昭49

2・33　伝藤原行成筆関戸本古今集　天・地2冊　2,000　　8　伝藤原行成筆 枡色紙
800　　9　西本願寺三十六人集 伊勢集　帙少汚　昭47　900　　11　伝小野道風筆
継色紙　900　　15・24　西本願寺三十六人集 貫之集　上・下2冊　下帙・解説欠
昭51・50　2,000　　32　西本願寺三十六人集 元真集 抄　昭50　900　　34　西本願寺
三十六人集 躬恒集 抄　昭52　1,000　　42　西本願寺三十六人集 友則集 全　1,000
44　伝藤原佐理筆 筋切　1,200　　49　西本願寺三十六人集 斎宮集 抄　昭52　1,200

昭48

明12

伊勢度会郡山田 箕曲主膳　　文化7
〃　　　　　文政11

〃　　　　山口右兵衛　　天保8
石立稽古 置碁自在　全10冊揃　袖珍本､帙欠　服部因淑 明25
古今碁経抜粋　全4冊揃　　原題せん 青黎閣　　　天明6
素人上手 碁経拾遺　全3揃　　上題せん欠､少ｽﾚ虫損 　　　　　　　寛政8
碁経玉田鋤　全4揃　原題せん､少汚 青黎閣　　　文化7
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当店、送料(国内)の上限
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以下、「古本ランダム」
X1000 新人物往来 1,200 
X1001 色川大吉 人物往来社 750 
X1002 たんぽぽ　　　　函少汚、少ﾔｹ 川端康成 新潮社 750 
X1003 続々釣りキチ三平の釣れづれの記　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ汚 矢口高雄 講談 750 
X1004 風見鶏の歌　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 江上照彦 住宅新報社 750 
X1005 職業の倫理　　　　函、少ﾔｹ 尾高邦雄 中央公論社 900 
X1006 山田武麿 山川出版社 500 
X1007 改造社 900 
X1008 歴史の町なみ　京都篇　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 450 
X1009 吉川英治 人と世界　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 池田大作 六興出版 1989 650 
X1010 人生のゆくえ　ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ 稲城選恵 百華苑 750 
X1011

木島始訳 河出書房新 900 
X1012 山縣 登 非売品 1985 2,000 
X1013 パレスチナ　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 笹川正博 朝日選書 1974 350 
X1014 750 
X1015 文芸春秋出版局編　文芸春秋 500 
X1016 入宋覚心　　　　ﾔｹ有､見返書込有 河原信三 古今書院 1,000 
X1017

佐佐木信綱 竹柏会 1,200 
X1018 450 
X1019 二宮尊徳　　　　裸本､少ﾔｹ､底他押印 武者小路実篤 講談社 1,200 
X1020 伊藤ていじ 読売選書 750 
X1021 思想史を歩く 下　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 朝日新聞社編 朝日選書 1974 450 
X1022 750 
X1023 松島慶三 南北社 1,500 
X1024 東郷元帥追想録　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ　　　　　横田晴雄編著刊行 900 
X1025 ことばの博物誌　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 金田一春彦 文芸春秋 450 
X1026 源義経の旅　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ跡､小口等少ﾔｹ 菊村紀彦 雪華社 1966 1,200 
X1027 父と息子の往復書簡　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　山本七平・良樹　日本経済新聞社 1991 350 
X1028 実録 柳生宗矩　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､小口少汚 山田野理夫 　潮文社 450 
X1029 1,500 
X1030 3,000 
X1031 2,000 
X1032 ことば紳士録　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 松村 明 朝日新聞社 450 
X1033 落城記　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､初版 野呂邦暢 文芸春秋 900 
X1034 450 
X1035 人間乃木と妻静子ｶﾊﾞｰ､帯少傷、少ﾔｹ､底等少汚 菊池又祐 太平選書 1,200 
X1036 生活に芸術を　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 薄金兼次郎　内田老鶴圃新社 750 
X1037 中央公論社 500 
X1038 1981 750 
X1039 高峰博士の面影　裸本､綴部ｼﾐ入少汚､少ﾔｹ汚　同博士顕彰会編刊 1,200 
X1040 高橋 健　　　ﾋｭｰﾏﾝﾗｲｸ出版局 500 
X1041 子どもと音楽を創る　　　　函等少ﾔｹ 丸山亜季 一ﾂ橋書房 1978 900 

乱世に生きる(戦国武将の手紙) ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 桑田忠親 昭45
明治人 (その青春群像)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 昭40

昭47
昭56
昭52
昭45

群馬県の歴史 (県史ｼﾘｰｽﾞ 10)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭50
子規全集 6 歌論及歌話　裸本、少ﾔｹ、小印　正岡子規 昭4

西川幸治　　NHKﾌﾞｯｸｽ ｶﾗｰ版 昭54

昭59
ぼくは多くの河を知っている (ﾗﾝｸﾞｽﾄﾝ･ﾋｭｰｽﾞ自伝1)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

昭47
むかし人魂 いまUFO　　函、少ﾔｹ

日本史の黒幕 ｶﾊﾞｰ､帯少ﾔｹ汚 会田雄次/小松左京/山崎正和 平凡社昭53
風貌談 (男優の肖像)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 平8

昭34
鎌倉三種 (戯曲　静/権律師仙覚/鎌倉百首)　　少ﾔｹ､百首頭赤丸ﾁｪｯｸ有、P48

昭32
人殺・密通その他(第四江戸時代漫筆) 裸本､少ﾔｹ汚 石井良助 自治日昭46

昭5
城 (築城の技法と歴史)　裸本､少ﾔｹ汚 昭49

河野一郎自伝 ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ河野一郎著/伝記刊行委員会編 徳間昭40
三笠ものがたり　　　　帯､少ﾔｹ､P88 昭35

昭35
昭41

昭46
潰滅 (ｼｭﾍﾟｰ艦隊の最後)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　ｴﾄﾞｳｨﾝ･ﾎｲﾄ/実松譲訳　フジ 昭44
危機における宗教的体験(わが魂の遍歴)ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 石田興平 百華昭48
ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ 宗教は生きている 全4揃ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ汚 毎日新聞社編刊 昭54

昭46
昭55

心に問うこと(知と愛に生きる16章)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 紀野一義 佼成出版 昭54
昭46
昭46

瞽説 史記　函等少ﾔｹ　村松 暎/装幀・版画 関野準一郎 昭43
数学のたのしさ (遠山啓著作集 数学論ｼﾘｰｽﾞ7)　函､少ﾔｹ 太郎次郎社

昭36
磐梯 (日本の自然誌 2)　　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 平3



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
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1042 1961 500 
X1043 国境への逃亡　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､貸本漫画､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ･糸綴じ補強

南波健二 ひばり書房 1,500 
X1044 ヨーロッパ・ヒューマニズムの限界　函少ﾔｹ 会田雄次 新潮社 600 
X1045 どこに思想の根拠をおくか　吉本隆明対談集　函背等少ﾔｹ汚　筑摩 1972 450 
X1046 逆説の世界　　　ｶﾊﾞｰ裏背ﾔｹ､天等ﾔｹ有 市村俊彦 大陸書房 750 
X1047

水津彦雄 太平出版社 1971 1,200 
X1048 新・人物風土記　第一巻　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ汚　読売新聞社編刊 750 
X1049 1,500 
X1050 紙ﾋｺｰｷ通信 映画は世界語　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ､底少汚､背部斜めに潰れ

長部日出雄 文芸春秋 1983 450 
X1051 観光バスの行かない…　埋もれた古寺　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､蔵書印

岡部伊都子 新潮社 450 
X1052 500 
X1053

川本三郎 筑摩書房 1989 600 
X1054 750 
X1055 現代職人伝　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 大谷晃一 朝日新聞社 500 
X1056 海鳴りの底から　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､小口等蔵書印　堀田善衛　　〃 750 
X1057

石川達三 新潮社 6,000 
X1058 文化統制の研究　　　　裸本､少ﾔｹ 大久保純一郎 東洋書館 1,500 
X1059 マッカーサー回想記　下　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　津島一夫訳 朝日新聞社 1,200 
X1060 陀羅佛の遊び　　　　函背天等少ﾔｹ 西部鮮之助 900 
X1061 花笑み　　　ｶﾊﾞｰ背･端少ﾔｹ､帯少傷 萩原葉子 新潮社 600 
X1062 現代手相術　　　　裸本､少ﾔｹ 銭 天牛 鶴書房 1,500 
X1063 デザインになにができるかｶﾊﾞｰ裏背ｼﾐ跡汚､小口等ﾔｹ有 粟津潔 田畑 1969 500 
X1064 鬱虫　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 木原伸朗 著・装幀・挿絵 新潮社 450 
X1065 以下、「代表作時代小説」　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ日本文芸家協会編　日本文芸社

750 
700 
800 
900 

1,000 
1,000 
1,000 

X1066
島秀之助　　ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社1988 2,500 

X1067
　　　　　　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 楓 元夫　　日新報道出版 900 

X1068 ガラスの蝶　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 森 英恵 文化出版局 750 
X1069 剣鬼　　　　函帯等少ﾔｹ 柴田錬三郎 新潮社 750 
X1070

沼田稲次郎 法律文化社 1977 1,700 

教育と人間(民主主義と平和のために)ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 矢内原忠雄

昭41

昭49
日本のユートピア (日本的共同体の実証的研究)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

昭29
緑の日本列島 (激流する明治百年)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　林 房雄　文芸春秋 昭41

昭38
国ゆたかにして義を忘れ　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　井上ひさし/つかこうへい　角川 昭60
スタンド・アローン (20世紀・男たちの神話)　ｶﾊﾞｰ下端･帯少ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ

日本人の五感 (名工たちの科学)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　　毎日新聞社編刊 昭53
昭53
昭47

流れゆく日々 (日記)　全7揃　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､5巻帯欠･小口少汚･少ﾍﾟﾝ線等有
昭50
昭18
昭39
昭43
昭51
昭44

昭47

1 第六巻　昭和35年度普及版　24篇 (連身異心児の悲しみ 飯澤匡/他)昭53
2 第八巻 昭和37年度普及版 小口等少汚　21篇(邯鄲鳴く夜 伊藤桂一/他)〃
3 第十七巻 昭和46年度普及版 24篇(三州無宿・疾風の理吉 青山光二昭57
4　昭和50年度　上製　23篇 (勝海舟の素顔　杉森久英/他) 昭50
5　昭和51年度　上製　21篇 (不忍池暮色　池波正太郎/他) 昭51
6　昭和53年度　上製　22篇 (敵討ち異聞　戸川幸夫/他) 昭53
7　昭和54年度　上製　21篇 (明日も無宿の次男坊　笹沢佐保/他) 昭54
白球とともに生きて (ある審判員の野球昭和史)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

震撼の昭和政治50年 (その栄光と転落の・屈折と回帰の半世紀)
昭50
昭59
昭40

貴重なる憲法 (疾風のなかの憲法30年)　　函背天等少ﾔｹ
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1071 1973 700 
X1072 古典落語　第二期 第一巻　　函背ﾔｹ有､月報無飯島友治編　筑摩書房 750 
X1073

日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ出版部 750 
X1074 詩および詩人　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 加藤周一 アテネ新書 900 
X1075 河上 肇 朝日新聞社 1,200 
X1076 百の唇　吉行淳之介掌篇小説選　　　　函欠､少ﾔｹ 講談社 500 
X1077 明月　　　　初版､ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 野上彌生子 東京出版 900 
X1078 晩年の父　　　　裸本､小口等ﾔｹ有 小堀杏奴 岩波書店 750 
X1079 750 
X1080 人間うらおもて　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 中野好夫 新潮社 750 
X1081

現代社 1,500 
X1082 菅原通済 要書房 750 
X1083 菅原通済 啓明社 900 
X1084 瓢たんなまづ　　　　函､少ﾔｹ 菅原通済 啓明社 900 
X1085 放談夏座敷　函天底ｺﾜﾚ･ﾃｰﾌﾟ跡､少ﾔｹ 菅原通済 鏡浦書房 500 
X1086 中洲の月　　　　函背等少ﾔｹ汚 望月 孝 青蛙房 900 
X1087 瓢鰻亭通信　　　　函欠､天等少ﾔｹ 前田俊彦 土筆社 800 
X1088 1984 900 
X1089 900 
X1090 近世の女たち　ｶﾊﾞｰ帯､天少ﾔｹ､著者謹呈栞　松村 洋 東方出版 1989 900 
X1091 ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ

汲古書院 1992 1,500 
X1092 東洋図書 700 
X1093 村上海賊の娘　上下揃　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 和田竜 新潮社 2014 900 
X1094 伊藤ていじ 平凡社 600 
X1095 　平凡社 600 
X1096

1981 700 
X1097 金本朝一 綜文館 450 
X1098 450 
X1099 　　　奈良市教育委員会 900 
X1100

夢殿論誌編纂所編　鵤故郷舎 2,500 
X1101 東大寺散華　　　　裸本、奥付欠、少ﾔｹ 　　　　美術文化史研究会 900 
X1102

編集執筆 黛 弘道 筑摩書房 900 
X1103

3,500 
X1104 法隆寺建築 ｶﾊﾞｰ端少傷背ﾔｹ少汚､小口等少ﾔｹ 太田博太郎 彰国社 1,500 
X1105 佐伯啓造 鵤故郷舎 500 
X1106

　　　　　　　　　　　　　　　　　少ﾔｹ汚､裏表紙端少傷　　四天王寺事務局 750 
X1107 1992 1,200 

火の縄・小説日本芸譚・他(松本清張全集 26)函､少ﾔｹ､月報欠 文春
昭46

名著の履歴書 (80人編集者の回想)　上　　函等少ﾔｹ汚
　　　　　　　　　　小宮山量平/西谷能雄/他　　 昭46

昭46
ふるとさ　　小冊 (影印)､少ﾔｹ､帙入､解説付 昭21

昭57
昭22
昭16

漫画 明治大正史(現代漫画大観 3)裸本､少ﾔｹ､背等少ｽﾚ汚 中央美術 昭3
昭40

炎と色 (小説 ｳﾞｧﾝ･ｺﾞｯﾎの一生)　　ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ､訳者ｻｲﾝ入り
　　　　　　　　　　　　ｽﾃﾌｧﾝ･ﾎﾟﾗﾁｴｯｸ作/式場隆三郎訳 昭30
通済一代 (青春篇)　　　　函､少ﾔｹ 昭28
通済放談 (群魔頓息)　　　函､少ﾔｹ 昭25

昭25
昭24
昭33
昭44

父福田正夫 (雷雨の日まで)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　福田美鈴　教育出版ｾﾝﾀｰ
近代文学の典拠(鏡花と潤一郎)ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠､少ﾔｹ 三瓶達司 笠間選 昭49

江馬細香詩集 『湘夢遺稿』 上 (汲古選書 5)
　　　　　　　　　　　　　　　　　入谷仙介監修/門 玲子訳注
防長 文化人山脈(防長文庫 5) 背等少ﾔｹ小汚 掛橋 眞 昭56

民家 (日本の美術 21)　函､少ﾔｹ､月報欠 昭40
伊勢と出雲 (日本の美術 3)　函､少ﾔｹ､月報欠　渡辺保忠 昭44
奈良の大仏　世界最大の鋳造仏 (日本人はどのように建造物をつくってきたか 2)
　ｶﾊﾞｰ､帯背色ｱｾ､少ﾔｹ　香取忠彦/ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ･穂積和夫　草思社
万葉 大和の風土　　少ﾔｹ汚､図録､P43 昭52
明日香 (明日香村文化協会々誌　第二号)　　少ﾔｹ 昭55
豊かな奈良 (奈良市の文化財目録)　少ﾔｹ 昭51
法隆寺の新研究 (以可留我改装第八冊)　　和綴本、綴端解れ､少ﾔｹ

昭13

年表 日本歴史　1 原始▶飛鳥・奈良 ( ～783)　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有
昭55

正倉院展目録　8冊で (1964,1965,1967,1970,1972,1973,1975,1976)
　　　少ﾔｹ､1976背ﾃｰﾌﾟ補修､1975角ｼﾐ汚傷有　　　奈良国立博物館

昭18
法隆寺建築読本　ﾔｹ､少汚､背少傷､P47 昭19
四天王寺 (五重塔再建地鎮大法会会特輯号) 第二巻第十号

昭11
図録「日本相撲史」総覧 (別冊歴史読本 絵解きｼﾘｰｽﾞ) 少ﾔｹ 新人物
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X1108 以下、「島尾敏雄全集」　　函背少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ帯 晶文社 1980

X1109 宮脇俊三 河出書房新 2009 600 
X1110 1986 500 
X1111 迷信と宗教　　　裸本､少ﾔｹ汚､蔵書印 井上圓了 至誠堂書店 1,500 
X1112 日本漁業史論考　裸本､小口ﾔｹ有､背等ｼﾐ跡汚　木島甚久　誠美書閣 900 
X1113 猟銃と歩いた旅　　　　裸本､小口等少ﾔｹ 宮本甲治 欅出版 1977 750 
X1114 「言技」を楽しむ辞典　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 真藤建志郎 講談社 1989 450 
X1115

　　　　　　　　　　　　　　　　　本体ﾋﾞﾆｰﾙ少ﾔﾌﾞﾚ､月報欠 中央公論社 750 
X1116

橋本寿朗 岩波書店 2002 450 
X1117 500 
X1118 島野庄三郎傳　　　　函､少ﾔｹ､非売品 島野工業株式会社編刊 4,500 
X1119 政界五十年　　　　函､少ﾔｹ 土倉宗明　同喜寿記念事業会 2,000 
X1120 人間大隈重信　　函､小口等少ﾔｹ汚 五来欣造　早稲田大学出版部 1,200 
X1121 戦後の自叙傳　　　　函帯､少ﾔｹ 安倍能成 新潮社 900 
X1122 750 
X1123 勝負の孤独　　　　函､少ﾔｹ 石田博英 東京書房 1,800 
X1124 伊藤博文　函角小傷､本体背少虫損､少ﾔｹ 中村吉蔵 講談社 900 
X1125 死　　ﾊﾟﾗﾌｨﾝｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 750 
X1126 わがモラエス伝　　　　函､少ﾔｹ 佃 實夫 河出書房 900 
X1127 1,200 
X1128 900 
X1129 英国労働党のイデオロギー　　裸本､少ﾔｹ 河合栄治郎 　千倉書房 1,500 
X1130 ジャバの生活文化　　帯､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙､少ﾔｹ

龍吟社 900 
X1131 人口と貧乏　　　　裸本､少ﾔｹ 高田保馬 日本評論社 2,000 
X1132 野に起て　　　　ﾊﾟﾗﾌｨﾝｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 松田甚次郎 言霊書房 2,000 
X1133 父親としてのゲーテ　　帯少傷､少ﾔｹ汚 三井光彌 第一書房 750 
X1134 2,000 
X1135 萬葉集講話　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､保存良 澤潟久孝 出来島書店 750 
X1136 三国志演義　上下揃　函欠､ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ　立間祥介訳　平凡社 1,200 
X1137 1,200 
X1138 1,000 
X1139 杜甫私記　第一巻　　　　函､少ﾔｹ 吉川幸次郎 筑摩書房 750 
X1140 少ﾔｹ 講談社 900 
X1141 寝園　初版､裸本､少ﾔｹ汚､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ端貼付､見返書込　横光利一　中公 1,200 
X1142 童牛漫語　　ｶﾊﾞｰ背ｼﾐ跡汚､小口等少ﾔｹ 斎藤茂吉 斎藤書店 1,000 
X1143

　　　　少ﾔｹ汚痛、第一学年用綴傷補修・少鉛筆書込有 文部省 1800
X1144

東京開成館 6,000 
X1145 バイエル創業五十年史 裸本､角少欠損､表紙少ﾔｹ汚 ﾊﾞｲｴﾙ薬品合名 1,200 

各 1,200
第2巻　単独旅行者/夢の中での日常/他　第3巻　ちっぽけなアヴァンチュール/他
第4巻　贋学生/他
終着駅 (最後の随筆集)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ
墜落の夏 (日航123便事故全記録)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚　吉岡 忍　新潮社

大5
昭19

潁原退蔵著作集　9　芭蕉 一　　　函ﾋﾞﾆｰﾙ欠､帯等少汚､少ﾔｹ､
昭54

デフレの進行をどう読むか (見落とされた利潤圧縮ﾒｶﾆｽﾞﾑ)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

目の眼 7月号 No.358 特集 書斎の骨董 (安東次男の流儀) 薄ﾔｹ 里文 平18
昭34
昭43
昭13
昭34

松永安左エ門傳(日本財界人物傳全集 8)函､少ﾔｹ宇佐美省吾 東洋書館昭29
昭33
昭17

ﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞｰﾙｼﾞｴ/廣瀬哲士訳　東京堂 昭14
昭41

ｱｳｸﾞｽﾁﾇｽ　ﾊﾟﾗﾌｨﾝｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､1ｹ所ﾍﾟﾝ引線　三谷隆正　三省堂 昭12
頼山陽 (青少年日本文学)　函少ﾔｹ汚､本体良　藤森成吉　至文堂 昭17

昭4

　　　　　　　　　　　　　H・W・ﾎﾟﾝﾀﾞｰ女史著/矢吹勝二訳 昭17
昭2
昭17
昭16

秋の田園(青年英文学研究叢書第参編) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 山田惣七 泰文堂 昭6
昭17
昭50

金瓶梅　全3揃　函欠､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　笑笑生作/小野 忍他訳　平凡社 昭37
水滸伝　全3揃　函欠､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､上巻小口等少汚　駒田信二訳　〃 昭37

昭40
内田百閒全集　月報　1～10揃 昭46

昭7
昭22

新訂　高等小学唱歌　伴奏附　第一学年用/第二学年用　2冊で
昭10

女子図画新撰　巻一～四　4冊 (一函)　　函傷､少ﾔｹ､各冊表紙見本印
昭3
昭13



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
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1146 　　　裏千家今日庵文庫 900 
X1147

監修 　谷川徹三 主婦の友社 1,200 
X1148 評釈　ひさご　　　　裸本､少ﾔｹ 幸田露伴 岩波書店 600 
X1149 少ﾔｹ汚表紙角少傷 小中村義象他 博文 1,200 
X1150 本の話　裸本､小口等ﾔｹ有､少書込引線 鳥生芳夫 健文社 1,200 
X1151 1,200 
X1152 1,800 
X1153

福原麟太郎 研究社 1,500 
X1154 博物誌　　裸本､背上端傷､背等ﾔｹ有､少汚

白水社 900 
X1155 眠られぬ夜　　裸本､少ﾔｹ汚､角少傷 芹澤光治良 実業之日本 900 
X1156 浅人零語　函天等少ﾔｹ汚､函角少傷 得能文 第一書房 1,000 
X1157 愛郷愛土　土に叫ぶ　函角少傷､少ﾔｹ汚 松田甚次郎 　羽田書店 1,200 
X1158 750 
X1159 1976 750 
X1160 500 
X1161

創元社 750 
X1162 以下、「世界の文学」　　函帯、少ﾔｹ､月報付､挿絵入 中央公論社

X1163
1,200 

X1164 健康情報・本当の話　　　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 草野直樹 楽工社 2008 1,000 
X1165

伊澤一男 主婦の友社 900 
X1166

伊澤一男 主婦の友社 1,000 
X1167 代田文誌　医道の日本社 900 
X1168 灸療雑話　　　　裸本､天等少ﾔｹ、第三版 代田文誌　医道の日本社 900 
X1169 慢性病の漢方・鍼灸療法　裸本､小口等ﾔｹ有 芹沢勝助他　主婦と生活 500 
X1170 700 
X1171 2006 700 
X1172 和漢薬の世界　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､贈呈署名入り木村雄四郎 　創元社 1,000 
X1173 漢方概論　　　　函欠､少ﾔｹ 創元社 2,000 
X1174 最新良導絡の臨床の実際　　裸本､少ﾔｹ 中谷義雄　良導絡研究所 1973 1,500 
X1175

松田邦夫・稲木一元 ｶﾚﾝﾄﾃﾗﾋﾟｰ 1988 1,500 
X1176 灸頭針法　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 赤羽幸兵衛　　医道の日本社 900 
X1177 奇穴図譜　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 1,200 

茶窻閒話 (茶窓閒話)　影印本　少ﾔｹ･ﾖﾚ有 昭61
美濃 志野・織部/瀬戸 (窯別 現代茶陶大観　第一巻)　　函､小口等少ﾔｹ

昭54
昭22

枯野の雪(家庭教育歴史読本) 明39
昭19

山岳詩集　ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙(表紙)端貼付､小口等ﾔｹ有 川崎隆章編　生活社 昭19
新訂 高等小学唱歌 伴奏附　第一学年用/第二学年用　2冊で 文部省 昭10
詩心巡礼 (ﾊﾞｲﾛﾝほか二詩人の研究)　　裸本､背剥れ傷､少ﾔｹ汚､蔵書印

大13

　　　　　　ｼﾞｭｳﾙ･ﾙﾅｱﾙ/岸田國士訳/挿絵 ﾎﾞﾅｱﾙ 昭15
昭14
昭3
昭13

新風土 (10冊合本、製本)　少ﾔｹ､小印　藤島武二/花田長太郎/大森洪太/他
啄木研究 創刊号(特集 啄木私観) 少ﾔｹ 扇谷正造/土岐善麿/他 洋洋
年譜 書誌 (抜刷 P501～600)　会津八一　　　　少ﾔｹ
聞書抄 (第二盲目物語)　　ｶﾊﾞｰ端切･背部貼付､少ﾔｹ汚､蔵書印

谷崎潤一郎作/菅楯彦絵 昭18
1冊　750

19・20 アンナ・カレーニナ 全2揃 ﾄﾙｽﾄｲ/原卓也訳　昭44　　21 復活 ﾄﾙｽﾄｲ/原卓也訳
函角少ｽﾚ 昭46　　24 女の一生 他 ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ/小佐井伸二他訳 昭47　　27 三人姉妹/
かもめ/桜の園/他 ﾁｪｰﾎﾌ/神西清訳 昭46  36 マルテの手記/ドゥイノの悲歌/ﾛﾀﾞﾝ/他
ﾘﾙｹ/杉浦博他訳 昭47　　45・46　苦悩の中を行く 全2揃 A・ﾄﾙｽﾄｲ/金子幸彦訳 昭44
47　阿Ｑ正伝/故郷/離婚/狂人日記/他58篇　魯迅/高橋和巳訳　昭46
身心離脱への道 (道家龍門気功入門)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､前5ｹ所ﾍﾟﾝ線､著者署名入り

屠 文毅著/監訳 椙村憲之　　緑書房 平3

薬草カラー図鑑 2 (効能が最も注目される210種)　　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ有､少ﾔｹ
平8

薬草カラー図鑑 3 (まちがえやすい毒草を加えた210種)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ
平7

鍼灸真髄 (沢田流聞書)　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 昭47
昭48
昭48

ツボ・漢方 (慢性病治療の260例)　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有･少汚　〃 〃 昭49
漢方 (第三の医学。健康への招待)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　田畑隆一郎　源草社

昭50
　　藤平 健/小倉重成 昭54

臨床医のための漢方 [基礎編]　　ｶﾊﾞｰ少ｽﾚ､少ﾔｹ､前5ｹ所程ﾍﾟﾝ線

昭48
陸痩燕・朱汝功編著/間中喜雄訳　〃 昭47



文学堂書店  〒920-0984
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1178 難経の研究　　函背上端穴・角少傷､少ﾔｹ､前半所々ﾍﾟﾝ線･書込有
1,000 

X1179 浅田賀壽衛編 第一書房 2,000 
X1180 山室信一 朝日選書 2007 900 
X1181 現代文学理論を学ぶ人のために ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 川上 勉編 世界思想 1994 1,000 
X1182

ｻｲﾏﾙ出版会 1984 700 
X1183 もっと知りたいカナダ　ｶﾊﾞｰ帯背等少ﾔｹ 綾部恒雄編 　弘文堂 平元 750 
X1184

岩波書店 1983 900 
X1185 700 
X1186 黒忌抄　黒田櫻の園句集　　　函角少ｽﾚ､少ﾔｹ 卯辰山文庫 1,500 
X1187 江戸小唄集 千種　　帙等少ﾔｹ､少鉛筆書込有､綴少弱 邦楽協会 750 
X1188 1983 1,800 
X1189 日本故事物語　　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 池田弥三郎 河出書房新 350 
X1190 偶像再興　　　　函等少ﾔｹ 和辻哲郎 岩波書店 900 
X1191 朱雀抄　中野菊夫歌集 函、少ﾔｹ 蒼土舎 1,000 
X1192 日本文様図鑑　　　　函ﾔｹ有少汚 岡登貞治編 東京堂出版 900 
X1193 町の音・町の人　田村隆一 対談ｴｯｾｲ ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ 作品社 1989 2,000 
X1194 近世の集落　　　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 鈴木照男 鳳書房 1980 1,500 
X1195 日本民芸館 500 
X1196 ｶﾊﾞｰ､ﾔｹ有少汚 中国新聞社編 未来 1966 750 
X1197 日本名言名句の辞典　函等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ､帯 尚学図書編 　小学館 1,200 
X1198 山口 瞳編 作品社 1983 450 
X1199 漢字語源物語 からだと性の文字学 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 水上静夫 雄山閣 700 
X1200 2011 1,000 
X1201

　　　　　　　　　　　　　　　佐々木元太郎・平川祐弘 編著 大修館書店 1995 1,600 
X1202

　　　　　　　　　　　　　　　少朱ﾍﾟﾝ線 高峻石 社会評論社 1983 900 
X1203

1999 450 
X1204 歴史と歴史学　　　　小口・天等ﾔｹ有 斉藤 孝 1975 700 
X1205

編集 三枝充悳 理想社 1978 1,000 
X1206 1,200 
X1207 1990 1,500 
X1208 金星堂 2004 1,500 
X1209 怒涛の中の太陽 裸本､少ﾔｹ 鈴木武編著 鈴木貫太郎首相秘録編纂委 3,000 
X1210 1976 500 
X1211 900 
X1212

文理書院 1963 2,000 
X1213

1987 900 

　　　　　　　　　　　　　　井上恵理 校閲/本間祥白 著　　　医道の日本社 昭55
和漢医籍学 (複刻)　　函等少ﾔｹ汚 昭51
憲法9条の思想水脈　　ｶﾊﾞｰ端少汚､少ﾔｹ

カナダよ永遠に (歴史とﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑについて)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
ﾗﾑｾﾞｰ･ｸｯｸ/大原祐子訳

ジョージ・オーウェル　上 (ひとつの生き方)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ
　B.ｸﾘｯｸ/河合秀和訳

砂の城　ｶﾊﾞｰ帯､小口等汚有･少ﾔｹ ｱｽﾘｽ･ﾏｰﾄﾞｯｸ/栗原行雄訳 太陽社昭43
平3
昭39

価値と資本 1・2揃 函､少ﾔｹ J.R.ﾋｯｸｽ/安井琢磨・他訳　岩波現代叢書
昭53
昭12
昭55
昭49

日田の皿山　背綴ｺﾜﾚ､角少欠､表紙ﾔｹ有､P41 柳宗悦編 昭30
ヒロシマの記録 (年表・資料篇)

昭63
日本の名随筆　9　町　　　　函､少ﾔｹ

昭59
奇縁まんだら 終りｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ瀬戸内寂聴/画・横尾忠則 日本経済新
<もう一つの終戦秘話> 特別科学組 (東京高師附属中学の場合)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

コミンテルンと朝鮮共産党 (朝鮮革命運動史 2)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､10ｹ所程角折跡､

北朝鮮が戦争を起こす5つの根拠　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､角小傷
佐藤勝巳他　　　KKﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ

UP選書
講座仏教思想　4　人間論 心理学　　函背等少ﾔｹ汚､一部朱線書込有

続日本紀 一(新日本古典文学大系 12)函帯､少ﾔｹ青木和夫他校注岩波1990
続日本紀 二(新日本古典文学大系 13) 函帯､少ﾔｹ 青木和夫他校注 〃
英語の構造 (その奥に潜む原理)　薄ﾔｹ　小野隆啓 監修

昭44
最後の関東軍(勝どきの旗のもとに) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 佐藤和正 白金書房
五代の太鼓(越前万歳の旗手たち)他(7編) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 上坂紀夫 ﾌｪﾆ 昭52
現代語訳　報徳記 (二宮尊徳正傳)　　函背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　富田高慶 原著/寺島文夫 改訂
合同歌集　保弖留海豚 (ﾎﾃﾙ･ﾄﾞﾙﾌｨﾝ)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
　大滝和子/滑川真弘/橘咲/山田富士郎/他/解説・岡井隆　雁書館
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X1214 1997 450 
X1215

原書房 1982 800 
X1216 遭難　　ｶﾊﾞｰ端少傷､小口等少ﾔｹ､値札跡 小島六郎 山と渓谷社 500 
X1217 世界変人型録　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 1985 650 
X1218 アナキズムの哲学　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有､十数ｹ所ﾍﾟﾝ線

1969 500 
X1219 読売新聞 風雲の紳士録　ｶﾊﾞｰ背小口等ﾔｹ有､帯 高木健夫 読売 450 
X1220 江戸雑記帳　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 村上元三 中央公論社 450 
X1221 当世畸人伝　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 白崎秀雄 新潮社 800 
X1222 ギリシア・ローマ神話辞典 裸本､小口等少ﾔｹ､少朱ﾍﾟﾝ線 高津春繁岩波1960 750 
X1223 900 
X1224 燈下詩集　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 宇野信夫 新樹社 500 
X1225 増補 日本浪曼派批判序説　函背ﾔｹ･少汚､蔵書印 橋川文三 未来 1970 900 
X1226 900 
X1227 1982 250 
X1228 250 
X1229 1997 750 
X1230 〃 〃 〃 1997 750 
X1231

監修 辻惟雄 美術出版社 1996 900 
X1232 1996 900 
X1233

監修 高階秀爾 美術出版社 1999 900 
X1234 辻 邦生 集英社 1975 800 
X1235 新人物往来 1974 500 
X1236 宝島社 1994 750 
X1237 様式とデザインの歴史　　裸本､少ﾔｹ 藤江正通　東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 1974 400 
X1238

　　　　　　函等少ﾔｹ､本体背部少ｽﾚ 内藤史朗訳 明治図書 1974 1,200 
X1239

ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2002 1,500 
X1240

河出書房 3,000 
X1241

新潮社 1974 900 
X1242

篠崎書林 900 
X1243 1976 900 
X1244

谷口陸男 南雲堂 500 
X1245

三笠書房 1950 750 
X1246 1989 900 
X1247 ミショー詩集　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 1974 750 

司馬遼太郎が語る日本 (未公開講演録2) 週刊朝日増刊 少ﾔｹ 朝日
ハリアー戦闘機 (世界初の実用V/STOL機のすべて)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
　　　　　　　ﾌﾞﾙｰｽ･ﾏｲﾙｽﾞ/江畑謙介監修/山口信行訳

昭38
ｼﾞｪｲ･ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾅｯｼｭ/小鷹信光編訳 草思

　　　　　　　　　　　　　　　ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾘｰﾄﾞ/大沢正道訳　　法政大学出版局
昭49
昭49
昭62

天理図書館の善本稀書(一古書肆の思い出)函少ﾔｹ汚､帯反町茂雄八木昭55
昭42

古寺巡礼 京都 19 知恩院　裸本､少ﾔｹ､月報欠 梅原 猛他 淡交社 昭52
大和を掘る(1981年度発掘調査速報展)少ﾔｹ汚､P34 橿原考古学研究所
薬師寺 少ﾔｹ､P28 解説･薬師寺伽藍教導団/撮影・小川光三 薬師寺
湖水誕生と文化(湖水と文化史ｼﾘｰｽﾞ 4)ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 竹林征三 山海堂
地図に刻まれる湖水の堤 (　〃　5)　　　
まんが日本美術史　1　原始～平安時代の美術)　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ

まんが日本美術史　2　鎌倉～江戸時代の美術)　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ　〃　　〃
まんが西洋美術史　3　後期印象主義～20世紀の美術)　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ

眞晝の海への旅 (愛蔵版)　　函帯等少ﾔｹ
日本たべもの百科 (歴史読本 臨時増刊)　小口等ﾔｹ有
図解:名画の見方 (別冊宝島EX)　　　　薄ﾔｹ

ラスキン　芸術教育論/モリス　民衆のための芸術教育 (世界教育学名著選 18)

たのしく読める 英米青春小説 (作品ｶﾞｲﾄﾞ120)　　ｶﾊﾞｰ上端小傷､帯､薄ﾔｹ
高田賢一/中村邦生編著

マンディンゴ　1・2揃 (鞭と愛撫/墓とスープ)　　　ｶﾊﾞｰ背色ｱｾ､小口等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｲﾙ･ｵﾝｽﾄｯﾄ/小野寺 健訳 昭43
失われた時を求めて　1　スワンの恋　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾙｾﾙ･ﾌﾟﾙｰｽﾄ/淀野隆三他訳
トマス・ハーディ (二十世紀小説の先駆者)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､論文集
　　　　　　　　　　　　　　　　大沢衛/吉川道夫/藤田繁編 昭50
文学史の諸問題　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､3ｹ所朱ﾁｪｯｸ有　工藤好美他　南雲堂
失われた世代の作家たち (20世紀ｱﾒﾘｶ作家論)　　函背等少ﾔｹ汚､ｶﾊﾞｰ端少傷

昭30
神を求める人　上巻 (全2の内)　ｶﾊﾞｰ端少ｽﾚ､小口等ﾔｹ有
　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾝｸﾚｱ･ﾙｲｽ/龍口直太郎訳
キーツのオードの世界 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､1ｹ所ﾍﾟﾝﾁｪｯｸ有 藤田真治 南雲堂

ｱﾝﾘ･ﾐｼｮｰ/小島俊明訳編　思潮社
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1248 平凡社選書 1977 1,000 
X1249

1970 750 
X1250 1990 800 
X1251 1982 900 
X1252 文明開化の詩　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 小川和佑 叢文社 1,000 
X1253 時事通信社 1,200 
X1254 労働基準法が世に出るまで　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､天印消

松本岩吉　　労働行政研究所 3,800 
X1255 香具師の旅　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 田中小実昌 泰流社 750 
X1256 さらばモスクワ愚連隊ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､著者贈呈署名入り､初版五木寛之講談 3,000 
X1257 近代経済学史　　　　函､少ﾔｹ 杉本栄一 岩波全書 1974 900 
X1258 詩集　泥炭　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 桜井勝美 時間社 1966 1,000 
X1259 飯島耕一詩集　バルセロナ 函等少ヤケ、帯少傷 思潮社 1976 1,200 
X1260 1971 2,500 
X1261

函背等少ﾔｹ汚 山手書房 900 
X1262 以下、「日本人の自伝」　　函帯等少ﾔｹ 平凡社

1981 1,500 

1981 1,500 
1981 1,500 

1982 1,000 
X1263 大谷嬉子　　　仏教婦人会総連盟 500 
X1264 志村ふくみ 　求龍堂 500 
X1265 祖母、わたしの明治　　　　ｶﾊﾞｰ背少汚､帯､少ﾔｹ､裏表紙内少書込

志賀かう子 北上書房 1990 600 
X1266

　　東京美術鑑定会編 第一書房 3,500 
X1267 1995 3,800 
X1268 2000 450 
X1269 市古貞次他編 岩波書店 1990 2,000 
X1270 毎日新聞社 1979

翻訳の思想 (「自然」とNATURE)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 柳父 章
アナキズム 1　思想篇　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ少汚
　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｮｰｼﾞ･ｳﾄﾞｺｯｸ/白井 厚訳　　紀伊国屋書店
ダンとその一派 (詩の論理と展開)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　岸本吉孝　創元社
「青猫」「荒地」超現実(詩人たちの円環)裸本､表紙少ﾔｹ汚飯島耕一青土

昭55
獄中十八年　裸本､小口等ﾔｹ有　徳田球一/志賀義雄 昭22

昭56
昭54
昭42

馬渕美意子のすべて　外函少ﾔｹ､内函､限定1000部の内467番 求龍堂
日本がはじめて敗れた日 (加瀬俊一選集 戦争と平和ｼﾘｰｽﾞ 2)

昭58

1　福沢諭吉 (福翁自伝)/渋沢栄一 (雨夜譚)/前島密 (鴻爪痕)　帯少傷
20　市川中車 七世 (中車芸話)/中村鴈次郎 初世 (鴈次郎自伝)/

市川団十郎 二世 (左団次自伝)
22　沢田正二郎 (苦闘の跡)/榎本健一 (喜劇こそわが命)/他
23　横井金谷 (金谷上人御一代記)/大崎辰五郎 (同自伝)/

添田唖蝉坊 (唖蝉坊流生記)
恵信尼さま　　　少ﾔｹ､P64 昭41
一色一生　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､20ｹ所程朱ﾍﾟﾝ線 昭59

類聚 書画落款印譜 (復刻)　　函汚有角少傷､少ﾔｹ､目次数ヶ所赤丸ﾁｪｯｸ有
昭48

世界史大年表　函､薄ﾔｹ､B5判　石橋秀雄/松浦高嶺/他編　山川出版
痛快!寂聴仏教塾ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､B5判､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡､CD(未開封)集英
日本文化総合年表　函帯､少ﾔｹ､B5判
以下、「別冊1億人の昭和史」　　小口等少ﾔｹ､背等少汚
1 日本陸軍史 (日本の戦史別巻1) 表紙角折跡 800円 　2 日本航空史 (日本の戦史
別巻3) 800 　3 陸士☆陸幼 (日本の戦史別巻10) 1981 1,200 　4 銃後の戦史 (一億
総動員から本土決戦まで)　1980　1,500　　5　学童疎開 (国民学校から青空教室まで)
1977　900　　6　日本ニュース映画史 [改訂版] (開戦前夜から終戦直後まで)　1980
2,000　　7　日本の戦力 (自衛隊の現況と30年の歩み)　1982　700　　8　昭和船舶史
 (幕末から現代まで100年の航跡) 1980　1,000　　9 昭和文学作家史 (二葉亭四迷から
五木寛之まで)　1977　750　　10　昭和舞台俳優史 (松井須磨子から坂東玉三郎まで)　
1978　800　　11　昭和詩歌俳句史 (正岡子規から谷川俊太郎まで)　1978　800
12　昭和スポーツ史 (ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ80年)　1976　700　　13　昭和流行歌史 ['79年増補版]
 (「宮さん宮さん」から「LOVE」まで) 1ｹ所破れﾃｰﾌﾟ補修、少赤丸等書込有 1979　600　　
14　センバツ野球50年 (大正13年から半世紀の全記録)　表紙角折跡　1978　750
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「新書」
X1271

梅津和郎　　教育社歴史新書 1978 750 
X1272 熊襲と隼人　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小口少汚 井上辰雄 　〃 1981 450 
X1273 江戸時代の上方町人　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ作道洋太郎 　〃 1978 750 
X1274 守屋 毅 　〃 1980 500 
X1275 元禄文化 西鶴の世界　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 谷脇理史 　〃 1982 500 
X1276 大和朝廷　　　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ 上田正昭 角川新書 350 
X1277 回想の日本外交　　　　背等少ﾔｹ 西 春彦 岩波新書 1965 350 
X1278 徒然草を読む　　　　少ﾔｹ汚 永積安明 岩波新書 1982 450 
X1279

神崎宣武 中公新書 750 
X1280 1991 300 
X1281 倭人伝を読む　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ汚 森 浩一編 中公新書 300 
X1282 新版 卑弥呼の謎　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 安本美典　　講談社現代新書 350 
X1283 田原嗣郎 　〃 350 
X1284 出雲神話　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡 松前健 　〃 1996 300 

以下、「文庫」
X1285

　　　　　　ｶﾊﾞｰ角少傷･背等少ﾔｹ汚 犬養 孝　　　　現代教養文庫 900 
X1286 写真 大和路　　　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ汚 入江泰吉 　〃 450 
X1287 ちくま文庫 1988 300 
X1288 以下、「講談社学術文庫」　　ｶﾊﾞｰ表紙内角切取､他状態良

X1289
雲英末雄　　　日本古書通信社 1,200 

L400
中公文庫 600 

L409 1989 300 
L408 1977 900 
L410 900 
L411 新聞商会　帯､小口等少ﾔｹ 岩波文庫 500 
L416 水上勉　　　同時代ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 1990 350 
L417 400 
L418 谷崎文学と肯定の欲望 ｶﾊﾞｰ角少折跡､少ﾔｹ 河野多恵子 中公文庫 450 
L423 1995 300 
L424 ｶﾊﾞｰ角少傷､ﾔｹ少汚､数ヶ所角折跡

　　　　　　　　　　　　　　　奈良本辰也 真田幸隆 訳編 角川文庫 400 
L426 謀略の昭和裏面史　　　　ｶﾊﾞｰ帯 黒井文太郎編著 宝島社文庫 2007 300 

成金時代 (第一次世界大戦と日本・1)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ角少傷

京の町人 (近世都市生活史)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

昭42

吉備高原の神と人 (村里の祭礼風土記)　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､小口少汚
昭58

殿様と鼠小僧 (老侯・松浦静山の世界) ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ 氏家幹人 〃
昭57
昭63

本居宣長 (改訂版)　ｶﾊﾞｰ背等少汚､少ﾔｹ 昭55

万葉の旅　上中下揃 (大和/近畿・東海・東国/山陽・四国・九州・山陰・北陸)
昭39
昭37

芥川龍之介全集　1　羅生門 鼻 芋粥 他　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

1 大鏡 (全現代語訳) 保坂弘司 2006　750　　2 哲学以前 出隆 2007　600　　3 古代
殷王朝の謎 伊藤道治 2002　600 　4 北京物語(黄金の甍と朱楼の都) 帯 林田慎之助
2005　600 　5 「魔」の世界 那谷敏郎 2003　450 　6 エゾの歴史 (北の人びとと「日本」
帯 海保嶺夫 2006　500 　7 吉原と島原 小野武雄 2003　450　　8 聖徳太子 (再建
法隆寺の謎)　上原和　1996　350　　9　古代インド　帯　中村 元　2005　750
10 パリ風俗史 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｳﾞｧﾙﾉ/北澤真木訳 1999　600 　11 探究 2 柄谷行人 1994　600
12　知的生活　帯､ｶﾊﾞｰ角切取無､薄ﾔｹ　P.G.ﾊﾏﾄﾝ/渡部昇一他訳　1991　700
古俳書雑記 (こつう豆本)　　二重函､特装版250の内番外本

平7
神・墓・学者 (考古学の物語)　上下揃　　ｶﾊﾞｰ薄ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　C・W・ﾂｪｰﾗﾑ/村田数之亮訳 昭59
知性について 他四篇　少ﾔｹ　ｼｮｰﾍﾟﾝﾊｳｴﾙ/細谷貞雄訳　岩波文庫
ｾﾙﾎﾞｰﾝ博物誌 上下揃 帯､小口少ﾔｹ ｷﾞﾙﾊﾞﾄ･ﾎﾜｲﾄ/寿岳文章訳〃
ﾛﾝﾊﾞｰﾄﾞ街 (ﾛﾝﾄﾞﾝの金融市場) 帯､少ﾔｹ汚　ﾊﾞｼﾞｮｯﾄ/宇野弘蔵訳〃昭41

ﾍﾞﾝ･ｼﾞｮﾝｿﾝ/上野精一訳 昭42
破鞋 (雪門玄松の生涯)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
本土防空戦 (航空戦史ｼﾘｰｽﾞ 10)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 渡辺洋二 朝日ｿﾉﾗﾏ 昭57

昭55
だまし絵(新版・遊びの百科全書 2) ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 種村季弘他 河出文庫
吉田松陰 (この劇的なる生涯)

昭52
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