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1. 昭54 15,000円以呂波引月耕漫画 全21冊  少汚れ　尾形月耕　芸艸堂
2. 昭35 4,000円日本美術大系 全11巻揃  少傷み　　講談社
3. 昭47 16,000円重要文化財　補遺・別巻共　全32冊揃  少傷み　　毎日新聞社
4. 昭50 10,000円中川一政文集 全5巻揃  1巻署名。5巻版画入。　中川一政　筑摩書房
5. 昭50 2,500円日本美術全史 別巻共　全7冊揃  傷み　　美術出版社
6. 昭54 4,500円現代日本美人画全集 愛蔵普及版　全12巻揃  少汚れ　　集英社
7. 昭55 5,000円在外 日本の至宝　全10巻 揃  少汚れ　　毎日新聞社
8. 昭57 25,000円花鳥画の世界　全11巻 揃  少汚れ　　学習研究社
9. 昭60 3,500円国宝大事典　全5巻 揃 　　講談社
10. 平2 8,500円花鳥素描　全2冊揃 　上村松篁　毎日新聞社
11. 平3 5,000円平山郁夫全集 全7巻 揃 　　講談社
12. 平3 15,000円加山又造全集　全5巻揃  少汚れ　　学習研究社
13. 平23 8,000円週刊絵巻で楽しむ源氏物語五十四帖 60冊 揃 　　朝日新聞出版
14. 昭49 3,000円奈良の寺　全21冊 揃  汚れ　　岩波書店
15. 昭55 10,000円飛鳥園仏像写真百選　全2冊揃 　小川光三 編　学生社
16. 平6 14,000円西本願寺本 萬葉集 普及版 全４冊 揃 函　Backward Decision for Kid Fresino　主婦の友社
17. 9,500円篆社金石叢書 第一輯 6冊揃 　　篆社書法篆刻研究会
18. 昭32 130,000円松蘿居聚粹 天地 2冊揃 　　富山県井波・綿貫松蘿居
19. 昭33 18,000円東洋古陶磁　全7巻 揃 　小山冨士夫　美術出版社
20. 昭41 5,400円朝鮮文化史 上下 2冊揃  汚れ　　朝鮮文化史刊行会
21. 昭42 40,000円東洋美術　全6巻 揃  傷み　　朝日新聞社
22. 平3 8,000円フィレンツェの美術　上下揃 　グレン・アンドレスほか　NHK
23. 昭57 12,000円綜合書道大辞典　本巻・別巻・趙之謙　全19冊揃  少傷み　飯島春敬 編　東京堂出版
24. 平3 28,000円書迹名品集成　全10巻14冊 揃 　神田喜一郎監　同朋舎
25. 昭43 6,000円数奇屋建築　平田雅哉作品集 3冊  少傷み　平田雅哉　創元社
26. 平3 9,000円都市と建築コンペティション 全7巻揃 　　講談社
27. 平3 15,000円村野藤吾建築図面集　全8巻揃  写真シート欠　　同朋舎出版
28. 平7 10,000円普及版 数寄屋邸宅集成　全4巻 揃 　中村昌生 編　毎日新聞社
29. 昭33 20,000円小川未明童話全集  全12巻 揃  少傷み　　講談社
30. 平8 10,000円新装版 日本の庭園 全6冊揃 　　講談社
31. 昭55 8,000円郷土玩具図説　全8巻揃 　鈴木常雄　村田書店
32. 昭16 25,000円形物香合図鑑　1～4輯 全4冊揃  少傷み　加藤義一郎　京都美術青年会
33. 昭49 3,000円カラー 日本のやきもの　全15巻 揃  汚れ　　淡交社
34. 昭52 5,000円棗 全6冊揃  汚れ、少書込み　　芸艸堂
35. 平9 19,000円茶の湯美術館 全3冊揃 　徳川義宣 小田榮一 竹内順一 谷晃 編　角川書店
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36. 平13 4,000円暮らしの医学大百科 全5巻 揃  少傷み　　ユーキャン
37. 昭55 5,000円口演速記　明治大正落語集成 全7冊 揃  蔵書印　　講談社
38. 平5 5,000円郡司正勝 刪定集 6冊 揃 　郡司正勝　白水社
39. 平8 11,000円松竹百年史 全3冊揃（本史、演劇資料、映像資料）  汚れ　永山武臣 監修　松竹
40. 昭54 8,000円各駅停車 全国歴史散歩　全48冊 揃  少傷み　　河出書房新社
41. 昭42 11,000円修訂 防長回天史 全  傷み　末松謙澄　柏書房
42. 昭49 4,500円日本民俗誌大系　全12巻 揃  少汚れ　　角川書店
43. 昭52 2,000円大日本古記録 御堂関白記　上中下 揃 　　岩波書店
44. 昭53 1,500円大日本古記録 後二條師通記　上中下 揃 　　岩波書店
45. 昭59 35,000円国士全6巻5冊＋柔道全5冊＋総目次　全11冊揃 　講道館　本の友社
46. 昭60 3,500円みちのく伝統文化　全5巻 揃  少汚れ　　小学館
47. 平4 10,000円研究資料漢文学　全11巻 揃  少傷み　　明治書院
48. 平10 2,000円覆刻新装版　古文書時代鑑　上下解説 揃  少傷み　東京大学史料編纂所　東京大学出版会
49. 昭31 15,000円加能郷土辞彙【改訂増補】 函 少傷み　日置謙編　北国出版
50. 昭55 10,000円能都町史　全５巻 揃  少傷み　　石川県能都町役場
51. 昭41 50,000円話の特集 創刊号～136号うち120冊一括  少傷み　　日本社→話の特集
52. 昭46 20,000円日本昔噺 第壹帙から第四帙 全24冊+解説付 複製版  少傷み　漣山人(巌谷小波)　臨川書店
53. 昭50 10,000円葉山嘉樹全集　全6巻 揃  少傷み　葉山嘉樹　筑摩書房
54. 昭52 20,000円堀辰雄全集 全11巻 揃  少傷み　堀辰雄　筑摩書房
55. 昭58 20,000円新編 国歌大観　全20冊 揃  少傷み　　角川書店
56. 昭59 80,000円五味川純平著作集 全20巻 揃  少傷み　五味川純平　三一書房
57. 平3 38,000円三浦綾子全集　全20冊揃  少傷み　三浦綾子　主婦の友社
58. 平5 2,500円陋巷に在り 全13巻揃  少傷み　酒見賢一　新潮社
59. 平17 7,500円飯田龍太全集　全10巻 揃 　飯田龍太　角川書店
60. 18,000円増補 易学大全 全4冊 + 筮竹50本 + 算木6本  少傷み　柄澤照覚　神誠館
61. 昭46 4,000円講座 東洋思想 全10冊揃  汚れ、傷み　　東京大学出版
62. 昭48 9,500円正法眼蔵全講　全24巻 揃  少傷み　岸沢惟安　大法輪閣
63. 昭48 5,000円木村泰賢全集 6冊揃  少傷み　　大法輪閣
64. 平16 46,000円尾佐助著作集　全6巻 揃  少傷み　中尾佐助　北海道大学図書刊行会
65. 平20 50,000円ジャータカ全集　新装版　全10冊揃 　中村元 監修　春秋社
66. 昭45 10,000円数理科学　1970年～1993年うち12冊一括  傷み、汚れ　　サイエンス社
67. 昭45 50,000円現代数学　1970年～1987年うち53冊一括  傷み、汚れ、補修　　現代数学社
68. 昭54 20,000円BASIC数学　1979年～1987年うち27冊一括  傷み、汚れ、補修　　現代数学社
69. 昭54 45,000円図説 世界の昆虫 全6冊揃  少傷み　阪口浩平　保育社
70. 平13 25,000円広説佛教語大辞典 全4巻揃  ルーペ付　中村元　東京書籍
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